（議会報告版） No,00１５
No,00１５
201２
201２/９/３０ 発行号

日閉会

日まで

例」
及び「
一宮市スケート場の及び管

センターの設置及び管理に関する条

受けることに伴う「
一宮スポーツ文化

こと を耳にします が、担 当される

マン ネリじゃない 」と口 にされる

「一 宮の七夕まつ りも、 ちょっと

年お越しになられた皆さんから

答弁がありました。

様か ら高い評価を いただ いたとの

の拡大に伴う「
一宮市水道事業及び

の催 しについて、 市民か らのご意

経済 部として、今 年の七 夕まつり

暖め てまいりまし た。そ の結果、

いた だくことにつ いて、 昨年より

カ国 の方々にご参 加・ご 披露して

として、この七夕まつりに世界

下水道事業の設置等に関する条例」

見がありましたか、と伺いました。

20

世 界コス プレ サミッ トの 前乗 り

理に関する条例」
の制定、下水道区域

の一部改正並びに環境センターごみ

今ま でにない試み という こともあ

のののの予約状況について』』』』

『『『『一宮駅前前前前ビル （ｉ――――ビル））））

◆◆◆◆２２２２項目

を応援していきます。

でも 活気にあふれ た町に なること

りま す。これから の一宮 市が少し

できるように なることが目的 で あ

等等等等のののの分野でででで、、、、この一宮市をアピール

生地やややや縫製について、、、、また製作技術

れます。今後はははは、、、、繊維をををを中心とした

おい ても十分効果 があっ たと思わ

も大 きく取り上げ られ、 話題性に

焼却施設分散型制御装置修繕工事の

回では、メインの一

り、 地元メディア や報道 関係から

昨年、第

請負契約及び水槽付消防ポンブ自動
車の売買契約の締結についてお認めい
ただきました。

年度一

なお、今会期中に追加提案を予定
しておりますものに、平成

般会計・
特別会計決算の認定、平成
年度一般会計継続費の精算報告、
年度各会計決算に係る健全化

つに「オープンカーパレード」
「い

平成

判断比率・
資金不足比率の報告、仼期

ちみ ん願い事短冊 」など が、本年

太鼓 の演奏を加え た （） オープニ

回では、新たな試みとして、
任期満了に伴う人権擁護委員の推薦

ｉ ―ビル の竣 工が今 月末 に近 づ

くに つれ、堂々た るビル の全貌が

見ら れております 。前号 にもご紹

介い たしましたが 、中央 図書館を

はじ め子育て支援 センタ ー・市民

活動 支援センター ・ビジ ネス支援

)
((((

等々、１Ｆから７Ｆまで順次完成

ラス ・シビックホ ール・ 屋上庭園

協同 組合一宮支部 による 「七夕ま

から の早朝清掃活 動する など、皆

また 七夕会期終了 の翌日 午前６時

セン ター、商業施 設、シ ビックテ

コスプレパレードの風景

つり浴衣ヘアーコレクション」を、

ＷＣ Ｓ」や愛知県 美容業 生活衛星

七夕コスプレサミットｗｉｔｈ

サミ ットの代表者 を迎え た 「一宮

商工 会議所による 、世界 コスプレ

ング セレモニー」 で幕開 け、一宮

９９９９月月月月６６６６日日日日 木木木木 午後１１１１時時時時

◆◆◆◆１１１１項目
『『『『おりもの感謝祭

ま ず、最 初に 確認の 意味 で、 毎

七夕まつりの総評』』』』

分分分分から

私私私私のののの質問」」」」
今回のののの「「「「

９９９９月定例議会

諮問案件が議決されました。

資産評価審査委員会委員の同意案件、 第

満了に伴う教育委員会委員及び固定

５６

一宮市議会
９９９９月定例議会
９９９９月月月月３３３３日開会、、、、９９９９月月月月

９９９９月定例会 開会
日間です。

会期は、９月３日から９月

す。

平成

千７２万４千円の増額、特別会

円の増額補正となっております。次に

円の増額、全会計では、３６億２６万

計・
企業会計で８億２千９５３万６千

億

補正予算の規模は、一般会計で

年度 ９９９９月補正予算

財政調整基金積立金が主なもので

工事請負費、起分団庁舎建設関連、

業者奨励買上金、緊急交通安全対策

係経費、新商品開発・
新分野開拓事

託料、不活化ポリオワクチン導入関

工事費のほか、音声広報製作放送委

時期に追加措置される一般単独土木

今回の補正予算としては、毎年この

の
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単行議案の主なものは、財団法人一
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宮スポーツ文化センターから寄附を
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ルや多目的スペース・大小会議室な
り出しは上々との事で、７Ｆシビッ

を受け付けています。各施設とも滑

しくは、、、、向上させることは、、、、医療費

体体体体がががが資本」」」」とととと言言言言うううう事事事事をををを、、、、健康維持もももも

はじめ、多くの市民に「「「「健康なななな体体体体・・・・

るためと、健康に関する体力測定を

どの貸し館利用申込が、先月８月１
クホールは、月平均１６．２％ ６
のののの抑制につながるのでは、と考えた

月までの予約

日から開始されています。いろいろ
Ｆ小会議室は、１１．８％ ３Ｆシ
からであります。

年

とイベント企画や、市民の方々の発
ビックテラスは、イベントスペース

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

・・・・ 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

時～ 貴船公民館

／２ （火）公民館長推薦会
午前

／５ （金）防犯パレード

貴船小学校

／６ （土）貴船保育園運動会

（土）平和記念事業

午後１時～一宮市民会館

／７ （日）貴船連区運動会

分～貴船小学校

（土）戦没者法要

午前８時
／

／

午後１時～平安会館一宮

（土）議員野球試合

午後１時～一宮市営球場

（土）カローリング他

午前９時～ 貴船公民館

／４ （日）貴船連区作品展

／

午前９時～ 貴船小学校

が 全力で 今後 も対応 させて いただ き

い ますの で、 お気持 ちはわ かりま す

等 と各町 内さ んから の要望 に応え て

事するなら、家の前も一緒にやって”

いが出てきております。
“そこまで工

所 に隣接 する 方々よ り、厳 しいお 願

ず つ解消 させ ていた だく中 、要望 場

地 元 の生 活関 連土 木工 事を 、 一つ

連連連連 区区区区 のののの 皆皆皆皆 様様様様 へへへへ

◎

11

ま すので 、ご 理解・ ご協力 お願い い

岡本将嗣のアルバム

すので、平成

表会などの場所、また教室・サーク
１７．３％ オープンギャラリーが

ことを考えております。大人のスポ

10

してまいりました。そこで、各ホー

ル 活動 のス ペー スと して 心待 ちに
１０．４％ 多目的ルームの大が５

今回の質問は、今の我々が子ども

ーツテストは、市民の健康・医療費

10

たします。

北部中学校 体育祭

５．６％ 同ルームの小が６．６％
２階大会議室は、２３．８％となっ
ており、全体平均で１９．３％。
利用目的では、セミナーの開催・
団体の総会・新年会・懇親会、フラ
ダンス教室・展示会、セミナー・コ
スプレイベント・車の展示会場等々、
市民健康まつりでは、乳幼児から

業を実施されておりますが、私私私私がががが提提提提

様々な利用が考えられております。

◆ ３３３３項目

案案案案するスポーツテストは、、、、競争では

高 齢者 まで 幅広 い年 代を 対象 とし

『『『『大人のスポーツテスト』』』』開催

な く 自 分 自 身 のののの 成 果 をををを 確 認 しししし 体 力

活気あふれるｉ―ビルとして、利用

一宮市では市民の健康づくりを

のののの向上をををを図図図図りりりり、、、、市市市市のののの考考考考えている健康

て、健康づくり全般にわたる啓発事

支援するための、様々な取り組みが

づくり、、、、特特特特にににに中高年のののの健康づくりや

されることを祈るばかりです。

行われています。「健康・体力作り

家 族 のののの 健 康 づ く り を 中 心 と し た コ

のころに挑戦していた、「スポーツ

の抑制双方にメリットがあり、十分

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 作作作作 り に つ な が る

バッチテスト」なるものをやってみ

検 討に 値す ると 思う ので 前向 きに

ります。

て はい かが か、 子ど もた ちと の会

お願いをし、今回の質問を終了。
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話・家族との絆を今まで以上に深め
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の推進」も施策としてあげられてお

第 28 回 市民健康まつり
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東小島 椿クラブの皆様

４歳になり、早くもバイクにま
たがっています。

右から、東小島町内・八幡社秋の例
祭の儀終了後、椿クラブの方々によ
る踊りをご披露してもらいました。
素敵でした。東小島公民館にて。
次に、北部中学校の体育祭での選
手宣誓、力強い宣誓にお客様から大
きな拍手がありました。
最後に、しょう君。お兄ちゃんの
バイト先のピザ配達用バイクにま
たがり、すまし顔。スロットの握り
から、先が思いやられそうです。
以上、ブログにも詳細があります。

シビックテラス ３Ｆ部分
７Ｆ シビックホール（多目的室）

していることと思います。

申し込み可能期間は、条例上、１

月１日で

年２ヶ月先までとなっていますが、
ｉ―ビルのオープンが

11
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