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底冷えの残る毎日にも､光の春の

力強さが感じられます。

今年は台湾総統選､ロシア大統領

選を皮切りに､世界情勢の 大きな

うねりが変革を予感させますが、

グローバル社会における日本への影響は避け

られず､将来を見据えた外交が 急務でしょう。

一方､国内では 以前より推進されていた

地方分権の道筋が 現実味を帯びつつありま

すが､地方行政の自立には 平行して経済的

自立が 不可欠となります。

刈谷市でも､2月16日から24年度予算を

決める｢3月定例議会｣がスタートしました｡

将来を見据え､安全で安心な魅力あるまち

づくりを目指し取り組んで参ります｡

2月16日(木) ～ 3月22日(木)まで  3月定例議会
本会議 (2月16日 ･ 2月28日～3月1日 ･ 3月22日) ･ 予算審査特別委員会(3月21日)

企画総務委員会(3月5日) ･ 福祉経済委員会(3月6日)

建設水道委員会(3月7日) ･ 文化教育委員会(3月9日)

3月  8日(木) 南中学校卒業式出席

3月16日(金) 衣浦幼稚園卒園式出席

3月19日(月) 衣浦小学校卒業式出席

"まじめに､コツコツ､ 

即 実行" 頑張ります !! 

しっとりとしたバーカウンターで オン･ザ･ロックスを一口 ･･･､

なんて 素敵な夜を 演出してくれる ウィスキー。

ウィスキーを 樽に入れて熟成させると、樽の外の空気を吸い揮発成分を

毎年３％ずつ 蒸発させて行きます。

この蒸発分を エンジェルズ・シェア（天使の分け前)・空に昇って天使が 

飲む分 というそうですから、天使たちは毎日ただ酒で 酒盛りを 楽しんで

いるらしい･･･？

世界の五大ウィスキーの一つである ジャパニーズ･ウィスキー ･･･☆

ストレート、ハイボール、ミスト、ホット等々 ご自分好みのスタイルで、

"粋な夜"を お過ごし下さい。

2月1日発行の＜№12号＞の答えは､

今川町の富士松中学校 中庭です｡

3階建校舎の屋根程もある松は､大きな

松ぼっくりが 生徒を静かに見守っています｡

概観は大正時代を思わせる レトロな建築様式､

訪ねる人々の心に 郷愁を誘います。

国の登録文化財でもある 誇るべき宝庫です。

さて ここはどこでしょう？

３月 ３日（土） 桃の節句 "大地が暖まり　冬眠していた

５日（月） 啓蟄 虫達が穴から出て来る頃"という啓蟄。

１４日（水） ホワイトデー 花の便りに誘われて､出かける人々の

１７日（土） 彼岸の入り 様々な交流も 始まります。

２０日（火） 春分の日 いよいよ躍動感溢れる 新しい季節が

２３日（金） 彼岸明け 到来しました。

伊藤 ゆきひろの 



２月のフットワーク 

各種行事に参加 

 議会報告 
2月16日より3月定例議会がスタートしました｡ 

(会期期間は～３月22日までの36日間) 

１) "24年度施政方針および議案大綱"･･･(刈谷市長より説明) 

 ２) "24年度教育行政方針"･･･(教育長より説明) 

★ 昨年１０月からの「子ども手当て」申請はお済みですか？ 

申請締め切り期限はH24年３月30日です｡ 

急いで 

申請しま 

しょう !! 

地元「五軒屋公園」 

         での持ち投げ 
「知立市議会報告会」傍聴 

刈谷市 

「婦人会大会」出席 
２/７ ２/１２
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刈谷市の決算概要 

一般会計(歳入)の内訳
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市税収入の内訳
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ﾘｰﾏﾝｼｮｸ以降､厳しい 

 市税は横ばいだが､国庫 

 支出金の大幅減や市債 

 発行を抑えているため 

個人市民税減少が続いているが､ 

法人市民税は持直してきている｡ 

【施政の方針】･･･ 第7次刈谷市総合計画における "5つのまちづくりの

基本方針" に沿って推進｡

(1)「都市と自然が織りなす 住みよいまちづくり」

市街地拡大や交通機能､公園整備､治水対策､環境対策等の促進｡

(2)「生きる力を育み 喜びを実感できるまちづくり」

生涯学習都市づくりの推進｡(市民交流ｾﾝﾀｰを社会教育の拠点､

総合文化ｾﾝﾀｰを文化芸術や 生涯学習の拠点とすべく推進)

刈谷城築城480年に向けたイベントや刈谷の偉人者紹介の推進等｡

(3)「人と技術で賑わいを創り 笑顔で働き続けられるまちづくり」

農業経営の安定拡大を図る助成や商工業事業者への販路拡大支援

および中小企業への雇用安定対策などの助成の継続等｡

(4)「支えあい みんなが元気で安心して暮らせるまちづくり」

障害のある方への自立支援の促進や地域医療連携ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ構築

に向けた支援､ｶﾞﾝ検診受診率向上や児童ｸﾗﾌﾞ及び子育て支援充実｡

防災では､ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの更新や防災倉庫の充実､防災無線の整備等｡

(5)「市民と行政の 信頼と協働で築くまちづくり」

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動支援の充実や 市のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新､懇談会開催および

行政施策評価制度の構築､衣浦定住自立圏共生ﾋﾞｼﾞｮﾝ事業の推進等

【予算の大綱】･･･ 市民生活の維持向上に重点を置き､「安心で笑顔を築く

生活充実予算」とする｡

＜全会計予算＞ 736億6,938万9千円 (前年度当初予算比1.2%減)

＜一般会計＞ 463億7,000万円 (前年度当初予算比3.4%減)

主な歳出構成費 ･･･ 子育て･福祉等の民生費：34.4%

土木費：15.2%   教育費：15.2%  等

【議案の大綱】･･･ 報告議案1件･単行議案3件･条例議案14件 (計28件)

・暴力団排除条例制定や国民健康保険税条例改定 等

・補正(追加)予算の提出 15億4,679万1千円

24年度の行財政運営の基本となる方針説明を受け､これから議会審議が

始まります｡市民ニーズを捉えた施策か しっかり精査を行って参ります｡

【教育行政方針】･･･命の尊さ､耐える力､人を思いやる心､礼節を大切にする

ことを 教育行政施策推進基盤の一つに置き 展開に努める｡

(1)「学校教育の充実」

知･徳･体をバランスよく育む､コミュニケーション能力の育成推進

① 教員指導力の向上をめざした学校づくり

② 安全で安心できる学校づくり

③ 外部の教育力を活用した学校づくり

④ 安全で安心な学校生活を送るための 教育環境の整備

(2)「生きがいをもつ 生涯学習都市づくり」

刈谷市生涯学習推進計画､文化振興基本計画およびスポーツマスター

プランに基づき､生きがいを持った 心豊かな人づくりに努める｡

①生涯学習の推進  ②文化芸術の普及振興  ③スポーツの普及と振興


