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３３３３月定例会 開会
わ が国の 経済 は、東 日本 大震 災
以後 、タイの洪水 被害の 影響など
を受 けながらも 「緩やか に持ち直
して いる」とされ ていま す。しか
しな がら、欧州政 府債務 危機を背
景に した景気の下 振れが 懸念され
てお り、先行きは 決して 楽観でき
るも のではありま せん。 本市の税

の改 正により扶助 費全体 では減少

歳 出にお いて は、子 ども 手当 て

％の増と

迎え ることもあり 、基金 繰入金や

建設 など合併特例 事業が ピークを

ル」
、新庁舎、リサイクルセンター

館館館館のののの実施設計などがございます。

合庁舎のののの建設、、、、千秋、、、、尾西北部公民

物給付化、、、、今伊勢・・・・奥消防出張所統

補助制度のののの創設、、、、子子子子ども医療費のののの現現現現

放 課後児童 保育施設 耐震 改修工事

ホーム・ケアホーム建設補助制度、、、、

エンスストア交付のののの実施、、、、グループ

票票票票・・・・印鑑登録証明書などのコンビニ

いて は、夏休み等 の特定 の期間に

利用 者の内、高校 生以下 の方につ

は無 料にする案で 検討中 。図書館

施設 利用者に対し て、２ 時間まで

する 。駐輪場につ いては 、一定の

ら１ 時間までは駐 車料金 を無料に

ーを 利用される方 々には 、入庫か

ては 、図書館と子 育て支 援センタ

なっています。

市債が増加したため、

して いますが、生 活保護 費や医療

３ 月補正 予算 として は、 国の 補
助採 択による全国 瞬時警 報システ
ム機 器の増設や小 中学校 の校舎改
修・ 便所改造工事 などが おもなも
ので あります。そ の結果 、補正予
算の規模は、一般会計では６億５，

億

０３ ５万２千円の 増額、 特別・企
業会計を合わせた全会計では

５， ９８２万２千 円の増 額となり

㎡を県警に貸す賃
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１１１１項目

う利 便性の高さに 魅力を 感じ、施

につ いて伺いまし た。あ くまで検

ビル に設置される 駐車場 や駐輪場

工 事が順調に進 んでい る中、ｉ

かが問題であります。

地料 を年間どれく らい埋 められる

料金 収入も見込め るとの 考え。借

画税 もＪＲより納 付され 、駐車場

さら に土地の固定 資産税 ・都市計

討案 ということで 、駐車 場につい

（（（（１１１１）））） ｉｉｉｉビルの進捗状況

設の稼働率を上げたいと思います。

貸会 議室、貸スタ ジオ等 駅前とい

収入 も見込める。 多目的 ホール、

業者 に設置経営し てもら い、賃料

料、 その他、３Ｆ カフェ も民間事

交番について

とし て賃料が１， ９００ 万円余、

入も あると思うが ？商業 施設貸付

貸付 している場所 もある ので、収

支払 うわけですが 、商業 施設など

て借 地料を年間３ ，２０ ０万円余

て建 設しているの で、Ｊ Ｒに対し

が、 ｉビルをＪＲ 東海か ら借地し

次 にこれ も確 定では あり ませ ん

来るよう検討中であるとのこと。

かぎ り、１日無料 とする ことが出

平成

年度３３３３月補正予算

給付 費などは増加 してい るほか、
合併 特例事業によ る投資 的経費に
ついても増加しています。
以 上の結 果、 予算規 模は 一般 会
計で １，０４７億 １千万 円余とな

億６千万円余の増額となりま

り、 前年度当初対 比では 金額にし
て

した 。また特別会 計・企 業会計を
合わ せた全会計は 、２， ３１９億
８千 万円余となり 、前年 度当初予

ました。

分
分分分から

今回のののの、、、、私私私私のののの質問

３３３３月月月月定例議会

％の増額となりました。

算対 比では１０６ 億１千 万円余、
率にして
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特特特特 にににに重 点をををを 置置置置い た事業はははは 、、、、住 民

コンビニエンスストア交付風景

収も 伸び悩む見込 みで、 予算編成
にあ たっては、財 源の効 果的・効
率的な配分を図るとともに、新
規・ 拡充事業につ いては 、事業効
果や 必要性を検討 し、予 算措置に
勤めました。
歳 入全体 では 、地方 特例 交付 金
が子 ども手当て創 設に関 連した税
制改 正に伴い税収 増とな るという
理由 から減額され ること となるほ
か、 子ども手当て の改正 で国庫支
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出金が大幅に減少しますが、
「ｉビ
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ｉ ビ ル は 今年 ９ 月 には完 成 し 、
月１日にオープン予定 ですが、
７階の多目的ホールをはじめ、貸館
の予約はどの時期から始まるのか、

らに
席席席席ほど確保する予定。。。。子子子子ども

図書館としての機能もももも満載。。。。
することになります。第１に自転車

増える懸念があるため、対策強化を
す。

お花見
午後

分～愛宕神社

（水）貴船連区町会長会

（土）貴船公民館役員

分～ 研修会

（日）貴船連区

ソフトボール 開会式

分～ 北部中学校

日

は 、当日 ご説 明させ ていた だきた い

ろしくお願願願願いいいい致致致致します。。。。詳 しいこ と

この機会をご活用いただきます様様様様、、、、よよよよ

るよう頑張りますので、、、、遠慮されずに

少少少少しでも多多多多くの要望にににに応応応応えていけ

と思います。

付 ける日 を設 定させ ていた だきた い

初 旬に土 木３ 課を招 き、要 望を受 け

町 内会長 様に 地元の 要望な ど、５ 月

私 も参加 させ ていた だきま すので 、

貴 船連区町 内会長会 が開催 されます 。

い致します。さて本年度も、４月

お かけい たし ますが 、よろ しくお 願

区 の町内 会長 様には 何かと ご苦労 を

新 し い年 度が 始ま るに 当た り 、連

連連連連 区区区区 のののの 皆皆皆皆 様様様様 へへへへ

午前８時

◎ ４／

午前８時

◎ ４／

午前９時～ 貴船公民館

◎ ４／

時

◎ ４／８（日）両郷町ソフトボール

４４４４・・・・５５５５月月月月 市市市市 ・・・・連 区 内 のののの 、、、、
各行事のお知知知知らせ

放置禁止地区の見直しを行い、従来
あった区域を駅から概 ね半径約
ｍをカバーする区域拡大。第２に従
来２回程度の放置自転車撤去を、放
置 自転 車を 発見 した その 日に 撤去
するという「即日撤去」の方法にす
る。具体的には、放置区域に放置さ
れる自転車に警告札を貼り、一定時
間 後 に そ の ま ま 警 告 札 がががが 貼 付 さ れ
ている自転車をををを撤去しししし、、、、一時保管所
にににに移動・・・・保管する。。。。自転車のののの所有者
がその自転車をををを引引引引きききき取取取取るるるる際際際際には、、、、撤撤撤撤
去保管費用として自転車１１１１，，，，０００
円円円円・・・・原付自転車２２２２，，，，０００円円円円、、、、鍵鍵鍵鍵・・・・
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すでに同窓会・クラス会・経済団体
の 方か らの 総会 や懇 親会 の場 とし

（（（（３３３３））））一宮駅周辺駐輪場

分から

身 分 をををを 証 明 で き る も の が 必 要 に な
りりりり返還に至るとのこと。まさに自動
車 駐車 監視 制度 と変 わり ない よう
な気がします。放置禁止区域や時間
規制での区域もありますので、今一
度 広報 でご 確認 いた だき たい と思
います。

月には、駅ビル もオープ

一 宮 駅 周 辺の 駐 輪 場の整 備 が 完
了する

ンします。駅周辺の駐輪場が防犯性
や安全性、快適性利便性に改善され

500

利用者が安心して利用できるよう、

00

45
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３ 月 の 市 広報 に 掲 載され て お り
ますが、来月より順次供用開始され
る一宮駅周辺の駐輪場、定期利用者

日 （土）の午前６時

の第１期受付が１，６６６台分を３
月

先着順で行われ、抽選による申し込
み の受 付は 考え てい ない 旨の 答弁
がありました。問題なくいくことを
願います。

次に、放置自転車対策として平成
年４月から一宮駅周辺 の駐輪場

駅周辺の美観も守られ、より活性化
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て 尋ね られ ても 答え るこ とが 出来
ませんでした。

次の６月市議会定例会で、条例及
び関連予算を審議し、７月の市広報
に 掲載 でき れば との 返答 があ りま
した。

（（（（２２２２））））仮称 中央図書館のののの内容

30
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と思います。

岡本将嗣のアルバム

（仮称）中央図書館 イメージ
放置自転車 警告札

100

が順次有料化されることから、駅前

さ れる こと を期 待し たい と思 いま

３月２６日貴船保育園にて、第６
１回卒園式がありました。しっかり
と返事ができ、４月からはピカピカ
の１年生ですね。
北部中学校の東側、南北道路の舗
装改良工事が完了しました。連区の
不具合を順番に解決してまいりま
すので、期待していてください。
４歳になり、顔もしっかりしてき
ましたよ。やんちゃざかりでたいへ
んです。ボールプール。
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広場や歩道、公園等に放置自転車が
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この図書館は、駅前に立地するこ
とから、通勤・通学帰りでの利用を
考慮して、開館時間をををを午前９９９９時時時時から
午後９９９９時時時時までと考考考考えている。。。。学生ささささ
んへのサービスではははは、、、、 席席席席ほどの学学学学

るるるる多目的室をををを臨時のののの学習席とし、、、、ささささ

24

11

習 席 をををを 読 書 会 やややや 講 座 室 に も 利 用 すすすす
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