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これからも"まじめに､ 

コツコツ､即 実行"  

頑張ります !! 

４月1日発行の＜№1４号＞の答えは､

刈谷市総合運動公園の逢妻川橋の下の川原です。

薫風が丸い石頭を撫でるように渡る川原には、

のどかな初夏の光が溢れています。

近くに この度サイクリングロードができました。

刈谷 良いトコ ♪ 

5月 ６日（日） 元刈谷地区役員会

１９日（火） 西三河地域協議会メーデーフェスタ

２１日（月） 刈谷・知立地域会議

２５日（金） 西三河地域協議会協街頭活動

国政討論会

２６日（土） ユタカクラブ議員協議会総会

新緑の季節を迎えるこの頃､次々と山開きが行われます。

今や登山人口は数百万人とも言われ、最近では登山を楽しむ20～30代

の女性が急増し､「山ガール」とも呼ばれています｡

日本において登山の歴史は古く、702年に越中（富山県)国司の息子

有頼が立山を開山した記録や、安土桃山時代、1584年12月の佐々成政

による「さらさら越え」（北アルプス越え）が有名です。

さて、では気軽に登山を･･･いやちょっとお待ち下さい。

登山には十分な準備（知識と装備）が必須です。

山での歩き方のコツは一定の速度・リズムを保ち、足の裏全体を使っ

て歩くことです。また､休憩のとりかたもポイントとなります。

澄んだ空気を胸いっぱいに自然に触れ、辿り着いた頂上から眼下に広

がる絶景は､一つの達成感とともに心身を癒してくれます｡

5月 １日（火） 八十八夜 春分と夏至のちょうど中間にあたる

３日（水） 憲法記念日 立夏。 夏といっても本格的な夏はまだ

４日（金） みどりの日 まだ先です。

５日（土） 立夏 湿度が低く爽やかでお出かけに最適

端午の節句 な季節です。

１３日（日） 母の日 緑の風の中、サイクリングなど楽し

２１日（月） 小満 んではいかがでしょうか。

待ち望んだ桜前線は、日本列島を

春色に染め上げ、あっという間に駆

け抜けました。

時を同じくして、今後の日本経済

に大きく影響を及ぼすとされるＧ２０

（２０ヶ国 地域財務省・中央総裁会議）

が、4月20日ワシントンで閉幕しました。

欧州債務危機封じ込めを最大のテーマとして

行われましたが、日本の拠出額はユーロ圏以外

では最大の６００億ドルとなりました。

東日本大震災からの復興・消費税増税と課題

が山積する中 巨額の拠出となりますが、日本

経済の重い足かせとなっている欧州危機の一刻

も早い回復を願うのみです。

輸出立国日本の力量が試される今、わがまち

刈谷の未来を担う若い力を 育成・支援して行く

ことが急務と思われます。

光がさんさんと溢れるガーデンには、まあるい

大きなサボテンが大集合 !!

さて、4月28日からリニューアルオープンの

ここはどこでしょう・・・？

伊藤 ゆきひろの 



４月のフットワーク 

建設水道委員会所管事業の現場調査 

４月１２日（木）臨時会が開催されました。  議会報告 

＜今回は、報告案件１件と条例議案３件の審議でした＞ 

目的：施設や土地利用の整備状況についての現地確認 

調査予定コース：境川浄化センター一般利用施設グランド場 → 岩ヶ池公園 

            →亀城公園（亀城公園は悪天候のため急遽中止となった） 

４/２０

４/３

市民交流センターがオープン 

（市役所の隣です） 

世代・団体・国籍を 

超えた市民同士の交流 

をサポートする施設。 

４/１１

1階…市民ボランティア 

     活動センター 

2階…国際プラザ 

3階～5階…社会教育センター 

刈谷市長杯総合体育大会 

総合開会式に出席 
（ウィングアリーナ刈谷で開催） 

競技種目は２３種目 

１４,３６１人が出場 

くらしの相談 

研修会に参加し勉強 

全トヨタ労連 政策討論集会に参加 

各種行事に参加 

 グランドゾーン ：１面

 芝生ゾーン ：３面

境川浄化センター
一般利用施設無料開放

＜利用予約＞
浄化センター事務室へ

（だれでもご利用ＯＫ）

 さすが "サッカーのまち刈谷" 

 ですね。 

細い路地の交差点、一旦停止のラインが 

消滅しており、子どもの飛出しの危険有り 

一旦停止のラインと止まれのマンガを 

描き、安全対策をして頂きました。 

社会保障と税の一体改革について 
〈講師〉宮本太郎  北海道大学教授 大塚耕平  参議院議員 

自動車総連政策｢明日への提言｣  
〈講師〉中嶋裕子  自動車総連政策局部長  

４/１３

これから急速に進む人口減少・高齢化率上昇の現状と今後の社会保障維持 

の課題や、産業の空洞化・雇用問題など幅広い産業政策の課題についても 

勉強して参りました。 

 現状建物を再活用した市民 

 主体の交流スペースです。 

 大いに活用しましょう。 

山砂と塩化カリシウム 

を入れて頂きました。 

少年野球のグランドの土が砂状態。走り 

にくく転倒の危険有り（小垣江公園のグランド） 

 岩ヶ池公園(ハイウェイオアシス) 

 来場者数の増大で駐車スペースの 

 拡大を計画 (５７０台 ⇒ １,０００台) 

 来場者の当初予測12万5千人/年に 

＜今回は、報告案件１件と条例議案３件の審議でした＞

〔報国案件〕･･･ 公共物および公共車両の物損についての市長専決処分(２件)

〔条例議案〕･･･ 可決成立 (改正の詳細は次号の市民だよりを参照下さい）

改正条例 改正項目 改正理由

１
刈谷市税条例
一部改正について

個人市民税・固定資産税
市たばこ税等の一部改正

地方税法の一部
改正に伴うもの

２
刈谷市都市計画税条例
一部改正について

土地に係る都市計画税の
負担調整措置の変更

          〃

３
刈谷市都市国民健康保険
税条例一部改正について

大震災で滅失した住居
財産の譲渡所得期限の変更

          〃

改善前 改善後 改善前 改善後 

学区別 交通（人身）事故件数
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”事故のない刈谷のまちを目指しましょう !! ” 

刈谷市の交通事故発生状況 

年層別　死傷者数と発生率
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