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刈谷市一里山町金山100番地

(トヨタ車体労働組合内)

10月 1日 (土) 法の日･共同募金

労働衛生週間

9日 (日) 寒露･十三夜

10日 (月) 体育の日

21日 (金) 土用

24日 (月) 霜降･国連デー

27日 (木) 読書週間

実りの季節となりました｡

梨やリンゴなどの果物､様々な種類の

キノコ､脂ののった サンマやサバ､

どれも秋の恵みです｡

旬を頂き､爽やかな碧空の下 大いに

スポーツに親しみ､体力を蓄えて寒い

季節に備えましょう｡

創業は明治元年､名物の小唄せんべいは サトウ

ハチロー作詞､古関祐而作曲という豪華な顔合わせ

の"刈谷小唄"に由来して焼き上げられました｡

そう説明されたのは､店主の奥様､昔から変わらぬ

刈谷小町です｡ ･･･ さて､ここはどこでしょう ?

背は青く､スラッとしたボディーが銀色に輝く秋刀魚｡

"サンマが出るとアンマが引っ込む"と言われるくらい栄養価が高く､

季節感の濃い魚です｡  刺身･焼き魚･蒲焼き等､様々な調理法でお楽しみ

下さい｡

"目黒のさんま"の小噺はご存知でしょうか ?

鷹狩りに出た殿様が､初めて狩場の目黒で庶民の魚 さんまを食し好物に

なった｡

その後､城内でさんまを所望した殿に､家臣が要らぬ世話をやき､脂や

骨を抜いて椀物にし 台無しにしたところ､殿が "いずれで求めた さんま

だ ? "と聞く｡ "はい､日本橋魚河岸で求めました"と答える家臣｡ 殿曰く

 "ううむ､それはいかん､さんまは目黒(本来 海とは無縁の土地柄)に限る"

世俗に無知な殿様を 風刺する一席です｡

９/１発行の＜№７＞の答えは若松町の

刈谷総合文化センター内の「ラ・ペンシッド・

グランディ 」でした｡

同階のホールコンサートの前後のお茶にも

好都合です｡

未曾有の震災に続き､台風や大雨の

被害で日本列島を震撼させています｡

その復興のための財源確保で国民

全体で分かち合う復興増税の案が論議

されています｡

10年を増税期間とするその案の軸となる

のは､個人の給与所得に課せられる"所得税"や､

3年程度の案で検討されている企業に対する

"法人税"です｡

超円高による空洞化の進行が懸念され､先行

き不透明な状況の中にあっては､増税幅の圧縮

に あらゆる努力をして頂く事を 期待するのは

私だけではないと思います｡

「今の世代で いかに分かち合うかが基本」

の政府の考えには､一定の理解は示すものの､

今後の動向を注視しながら､その理念を再考し

ていきたいと考えます｡

10月 1日 (土)  ～２日(日) 地元 本刈谷神社例祭

2日 (日) 2011年度 BW定期大会

4日 (日) 市民クラブ総会 24年度予算要望提出 

11日 (火) ～１３日(木) 市民クラブ外部視察

16日 (日) 地元 グランドゴルフ大会

26日 (水) ～28日(金) 建設水道委員会外部視察

伊藤 ゆきひろの 



９月のフットワーク 

９月刈谷市議会定例会 
     (8/31～9/21) 

議会報告 

【一般質問】 
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平成２３年度【補正予算概要】 
     ＜平成２３年度９月補正予算＞    (単位：千円)

会計名 補正前 補正額 補正後

一般会計 48,138,412 856,880 48,995,292

特別会計 22,392,270 9,125 22,401,395

企業会計 4,151,947 － 4,151,947

合計 74,682,629 866,005 75,548,634

          (昨年同月比 4.2%減)

(財政力を示す指標) (財政構造の弾力性) (市の借金の負担度合い) 
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【所属委員会の報告】(建設水道委員会9月/8日) 

☆☆☆ 市政 ピックアップ(刈谷市の財政指標) ☆☆☆ 
基準水準 

% % 

一般会計歳出
(性質別)

人件費･物件費等の
消費的経費

２９,８８６ (５８.２％)

普通建設費等の
投資的経費

１２,７６６(２４.９％)

公債費等のその他
８,６７６ (１６.９％)

(百万円)

５１,３２８

平成２２年度【決算報告】 

増減額 増減率(%)

一般会計 56,507 65,062 △ 8,555 △ 13.1

特別会計 22,454 22,396 58 0.3

計 78,961 87,458 △ 8,497 △ 9.7

一般会計 51,328 58,058 △ 6,730 △ 11.6

特別会計 20,755 20,654 101 0.5

計 72,083 78,712 △ 6,629 △ 8.4

歳入

歳出

対前年度比較
H21度H22度区   分

一般会計歳入
(財源別)

市税 等の
自主財源
４６,１０９

(８１．６％)市債 等の依存財源
 １０,３９８ (１８．４％)

５６,５０７

(百万円)

先行き不透明な経済環境の中､少子高齢

化への対応､更には防災への備え等で､歳入

歳出とも厳しい状況が予想されている｡

よって､今後も効率的で効果的な行財政

運営が重要な課題｡

3指標とも若干の悪化傾向にはあるが､財政力指数および公債費比率は良好

な水準､経常収支比率については財政構造の硬直化がいささか懸念されている｡

＜補正の主な事業計画＞

▲

公共施設連絡バス運行管理事業(拡充)  16,789千円
・既存の４路線 → ６路線化運行に向けた準備費用を予算化計上

(運行時期については､平成24年3月/1日～実施)

▲

わが家の地震対策事業(拡充)  109,850千円
"S56年以前の木造住宅が対象"

・住宅耐震改修費補助額 100万円 → 120万円に拡大

・無料住宅耐震診断件数枠 150件 → 280件に拡大

▲

同報系防災行政無線整備事業(新規)  4,500千円
・地震･豪雨等の発生時､緊急情報を屋外拡声器で

   市民に伝達できるための準備費用を予算化計上

(設置時期については､平成24年度を予定)

【主な議案と認定および請願･陳情】 

8/31～9/2では一般質問がおこなわれ､「刈谷市の取組み内容や課題」に

ついて､13名の議員より市当局との質疑討論が交わされた｡

市長ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ､防災､障害者支援､子育て支援､空家問題､国保税､不況対策､

地域力､省エネ､農業政策､市民の暮らし､など

〔報告議案〕･･･2件 損害賠償額の専決処分 等

〔単行議案〕･･･5件 教育委員会委員の選任､指定管理業者の指定ついて 等
指定管理業者とは市施設の業務を委託する業者のことで

今回はﾌﾛｰﾗﾙｶﾞｰﾃﾞﾝと総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ各施設の業務運営の指定

〔条例議案〕･･･8件 庁舎建設基金条例の廃止や市税条例等の一部改正 等
市税条例一部改正は､納税の罰則の強化で過料を3万円→10万円に

〔決算認定〕平成22年度一般会計歳入歳出決算とその主要施策成果について
   各種委員会で､当局より事業成果の報告を受け議員より質疑討論を実施

〔予算議案〕平成23年度一般会計および特別会計の補正予算について
   各種委員会で､当局より補正事業の報告を受け議員より質疑討論を実施

〔 請   願 〕･･･2件「低賃金の市営住宅の建設を求める請願」
新規はｺｽﾄ増､現状の老朽住宅建替え計画の中で検討すべきと判断

「市公共施設連絡バスの充実を求める請願」
既に２路線の増便計画中､請願内容は要求度が高く現状では困難

〔 陳   情 〕･･･1件「小学校2学年以上の35人以下学級の実現と

        義務教育費国庫負担制度拡充を求める陳情」

    上記案件 慎重審議の結果､請願2件は否決､その他は原案通り可決｡

＜私の質問･要望＞
・フローラルガーデンの指定管理者変更について

入札による低コスト業者選択は良いがサービス低下は困る｡

日頃から業者の運営状況を評価する仕組みの構築を要望｡

・所管質問で「八幡町大型マンション建設」について
地域の環境と安全･安心が確保できるよう 当局の対応を要望｡


