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「申 込手続きを完 了する までに時
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と財 団法人

ある のでは」等の 苦情が 殺到。市

きなかった」
「先着順方式に問題が

んだ のに定数オー バーで 申込がで

間がかかりすぎる」
「朝早くから並

私私私私のののの質問」」」」
今回のののの「「「「
分分分分から

線道 路改良事業関 係経費 、南部学

（（（（１１１１）））） 定期利用受付状況
第一期定期募集が、３月

日

『『『『一宮駅周辺駐輪場について』』』』

◆◆◆◆１１１１項目

日
日日日 月月月月 午前９９９９時時時時

６６６６月月月月

６６６６月定例議会

の締結」も認められました。

まりました。

一部 を改正する条 例」の 制定が決

市視 聴覚ライブラ リー設 置条例の
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足の ため、第一期 分に集 中した問
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校給 食調理場に配 置する 給食食材
の放 射能測定器の 購入費 などが主
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（（（（１１１１））））一丁目商店街のアーケー

『『『『一宮本町商店街のののの今後』』』』

商店街振興組合の方々も改修・撤去

あってもおかしくない現在、１丁目

んでいます。いつ何時天井の落下が

性 化の 糸口 を探 して 行き たい と思

イツ」でもしていただき、何とか活

る地元の企業さんに「ネーミングラ

新新新新 た な 事 業 と し て 今 年 ま ず 成 功 ささささ

わいを見見見見ていただき、、、、七夕まつりの

知度がまだまだとは思いますが、賑賑賑賑

ドドドド撤去について

せせせせ、、、、一宮市のののの経済効果につなげたい

世界コスプレサミット

回目を迎えます。おま

今年も「おりもの感謝祭・七夕ま
つりが第

つり大好き男としては、非常に楽し
みにしております。と言うのも、昨

時～ 貴船保育園

（土）学校外活動
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画画画画がががが空空空空きききき店舗やややや更地のののの状態。。。。撤去費

（（（（２２２２））））七夕まつりと、、、、

に資金の壁として、１１１１丁目振興組合

昔 か ら 一 宮市 民 に とって 大 切 な

心のよりどころ」として真清田神社
用用用用はははは、、、、数千万単位と思われ、少ない

区画のののの方々のののの負担。。。。内内内内、、、、 区
区区区

が第一に挙げられると思います。そ
組 合員 だけ での 資金 集め は非 常に

加盟

の 門前 にあ る本 町商 店街 は古 くか
厳しい。

場所、いわゆる 「思いのある場所、

ら栄え、活況を呈してきました。こ
ｍに及ぶアー

年９月定例会の一般質問で「世界コ
ス プレ サミ ット と七 夕ま つり コラ
ボ」を打ち出した以上、実現したく

一宮商工会議所の力もお借りして、
カ
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（土）貴船連区
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日の中日新聞朝刊・尾張

も活動して参ります。

に 喜んで いた だける よう、 これか ら

地 元 の要 望に 素早 く対 応し 、 皆様

く たて情報 収集にも 頑張っ ています。

で も解決 でき るよう 、アン テナを 高

題 材・項 目を 日々さ がし、 一つず つ

な ってい る、 また問 題にな るだろ う

版 にて掲 載さ れまし た。現 在問題 に

６月

今 回 の一 般質 問で のや り取 り は、

連連連連 区区区区 のののの 皆皆皆皆 様様様様 へへへへ
干新しい風を吹き込み、「繊維のま

マンネリ化した七夕まつりに、若

なりました。
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の商店街の売りは

そこで費用の９割を国と県・市が
負 担す る中 小企 業庁 の補 助制 度を
利用しての撤去を目指し、空き店舗

ち一宮」を世界にアピールする良い
機会、さらには地元発展の起爆剤と

活 用と 合わ せた 事業 計画 案を 本年
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ケードであり、天候に左右されず買

年完 成当時 、全国一 の長

３月に申請するも、「撤去後の事業

ず、今回は本物のコスプレーヤーに

重要だと思っております。とりあえ

を考慮した「まつり」にすることが

果 を上 げて いく こと が費 用対 効果

ます。集客力の向上を図り、経済効

して今回、力を出そうと考えており

本町商店街 2～4 丁目アーケード

効果が不透明」との理由で不採択。
ちなみに市としては、市単独で２割
分の補助することしか出来ず、残り
の８割は組合員の負担。
この状態では前に進まず、本当に
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事 故が 無い こと を祈 るば かり であ

よる衣装などを見せていただき、認
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い物ができるところかと思います。

昭和
さ の本 町商 店街 のア ーケ ード でし
た 。北 側、 真清 田神 社前 から １丁
目・２・３・４丁目とつながってお
り、２から４丁目は２００１年に計

年過ぎた今

十億円をかけて全面改修したが、１
丁目商店街だけは築

本町商店街 1 丁目アーケード
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ります。この問題解決に、元気のあ

1.新たに設置されました一宮駅前自
転車駐輪場・場内の写真(左)
2.駐輪場の地下から上がる際、２階･
３階への入庫の為のエスカレータ
ー(自転車専用)にタイヤ幅大の設備
がありました。大変便利かと思いま
した。有料化になりましてが、サー
ビス面で納得させていただきたい
ですね。
3.公園の遊具が大好きで、同じ遊具
を何回も何回も…付き合うのにも
いい加減○○○たよ(^^;)
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も建設当時のままであります。老朽
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岡本将嗣のアルバム
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