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刈谷市議会議員 

刈谷 良いトコ ♪ 

１０月 4日 (木) 市民クラブ定期総会

７日 (日) トヨタ車体労組定期大会

13日 (土) 幼稚園運動会

17日 (火) ～19日　福祉経済委員会行政視察

22日 (月) 全トヨタ労連政推連総会

29日 (月) 商工会議所60周年祈念式典

"まじめに､コツコツ､ 

即 実行"  

頑張ります !! 

１０月 １日 (月) 衣替え "千早ぶる 神代もきかず 竜田川

８日 (月) 寒露 　　唐くれないに 水くくるとは"

体育の日 在原業平の歌は、今も昔も紅葉に

２３日 (火) 霜降 感嘆する、人の思いが変わらぬことを

２７日 (土) 十三夜 教えてくれます。

読書週間 秋日和には、ガイドブックを手に
（→11月9日） ふらりと旅心を満たしてみませんか？

ついこの間までの暑さが まるで夢の

中の出来事のように秋の夜は長く深く

なりました。

活字に親しむのも 愉しい季節です。

先般　民主党は新体制に向けて、内閣

改造の調整が本格化しましたが、時を同じ

くして自民党でもまた 安保・領土関係に重点

を置いた 自民党総裁選が行われました。

沖縄・尖閣諸島国有化を巡る中国側の 猛烈な

反発は日中国交正常化４０周年という 記念すべ

き祝賀式典が中止されるまでに発展しています。

外交・安全保障問題は、今や 国民の暮らしに

直結する社会保障政策を 二の次に追い遣る程の

現状となっているようですが、生活保護受給者は

今 210万人を超え、危機的状況となっています。

”働きたくても働けず困窮する”現役世代の

ため、就労支援を更に強化し、自立に繋がる改革

こそ重要だと思います。

誰もが安心して暮らせる社会を目指し、尽力

して参ります。

9月1日発行の＜№19号＞の答えは､
アピタの西側から刈谷市駅までの約１キロの長さ

を誇るこの遊歩道は、刈谷の中心部を貫くグリーン
ベルト。散策やウォーキングに、市民の身近な憩い
の場となっています。

吹き抜けの広く明るいフロアーに室内楽の
響き･･･秋の柔らかな陽差しは、まったりとした
時空を醸し出します。

さてここはどこでしょう？

澄みきった爽やかな空にウロコ雲が散らばるこの頃、どこからともなく

笛太鼓の音が聞こえてきます。

ハッピ姿に神輿を見れば、心躍る方も多いでしょう。

｢まつり｣の語源は｢祀る｣の名詞形で本来は神を祀ることを指します。

古代の日本においては、皆さんもご存知、卑弥呼などの巫女・祈祷師や

陰陽師安倍晴明など、祭祀と政治を司る者が一致した祭政一致体制であっ

たため、現代でも政治のことを政（まつりごと）ともいうのだとか。

刈谷の夏祭りといえば万灯祭りや わんさか祭りが有名ですが、秋祭り

では私の地元、本刈谷神社の祭礼・餅投げなど、各地域で華やかな趣向を

凝らした祭事が催されます。

活気に満ちたお祭り、今年もまたワクワク気分でお出かけ下さい。

伊藤 ゆきひろの 



９月のフットワーク 

【一般質問】 
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平成２４年度【補正予算概要】 

(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) 

良
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所属常任委員会での私の質問 (福祉経済委員会9月12日) 

基準水準 
% % 

主な議案･陳情および議題 

刈谷市９月定例議会報告 
9/5～7 本会議（一般質問）

9/7 決算・予算特別委員会

9/11～14
各種常任委員会
決算・予算分科会

9/18 議会基本条例特別委員会

9/24
決算・予算特別委員会
議会運営委員会

9/25 本会議（議案採決）

＜ 議 会 日 程 ＞

【9月議会 審議案件数及び審議結果】 

報告案件 単行議案 条例議案 決算認定 予算議案 陳 情 委員会議題

1件 4件 3件 9件 4件 2件 3件

－ 可決 可決 可決 可決
 採択 :1件
不採択:１件

－

▲
 

▲
 

今回は16名の議員が、刈谷市の事業

施策に対し行政当局と質疑応答を実施。
  市財政、定住自立圏、スポーツ施策

  障害者支援、国保、防災、交通安全

  公園、道路、生活保護、市営住宅

  治水、特別支援教育など

平成２３年度【決算報告】 

・予防接種事業（拡大）
ポリオワクチンの変更（生⇒不活化へ）

・交通安全対策事業（拡大）
泉田町・原崎町・双葉小通学路のカラー舗装

・再生エネルギー推進事業（新規）
災害時の拠点としての電力確保（岩が池公園）

・同報系防災無線整備事業（拡充）
各学校への緊急情報（Jアラート）の導入　等

　　　(百万円)

増減額 増減率(%)

一般会計 56,507 52,599 △ 3,908 △ 6.9

特別会計 22,454 23,221 767 3.4

計 78,961 75,820 △ 3,141 △ 4.0

一般会計 51,328 47,425 △ 3,903 △ 7.6

特別会計 20,755 21,477 722 3.5

計 72,083 68,902 △ 3,181 △ 4.4

歳入

歳出

対前年度比較
H23度H22度区   分

財政力指数は、やや低下したものの引き続き良好。経常収支比率
および公債費比率(借金)は、ともに改善しており良好な水準である。

一般会計歳出
(性質別)

消費的経費
人件費･物件費　等
３０,９６３ (６５.３％)

投資的経費
普通建設費　等
５,９１８(１２.５％)

公債費等のその他
１０,５４２ (２２.２％)

(百万円)

４７,４２３
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一般会計歳入歳出決算推移
歳入

歳出

(百万円)

＜平成２４年度９月補正予算＞　　(百万円）

会計名 補正前 補正額 補正後

一般会計 46,800 788 47,588

特別会計 23,721 78 23,799

企業会計 3,579 17 3,596

合計 74,100 883 74,983

(昨年同月比 0.8%減)

    財政は縮小化傾向に推移、 

 今後も予算配分率を更にしっ 

・可燃ごみ置き場の集約化について
ごみ出し場所が集約化されていない地域への理解活動の徹底を

・資源（新聞・雑誌等）回収所設置について
全地域に資源回収所の設置を促す活動の強化を要望

・青年就農給付金について
農業の担い手不足は深刻な問題、今後の農業施策に有効な
事業となるため成果をあげて欲しい。

一般会計歳入
(財源別)

自主財源
市税 等
４１,７７４
(７９.４％)

依存財源 市債 等
 １０,８２５ (２０.６％)

５２,５９９

(百万円)

〔報告議案〕・平成23年度刈谷市一般会計継続費の清算について
（旧庁舎取り壊し等の事業・せい山閣改築事業）

〔単行議案〕・下水道雨水整備の工事請負契約締結ついて（吹戸川流域雨水対策）

・岩が池公園指定管理者について･･･（刈谷ﾊｲｳｨｵｱｼｽ㈱に指定）　等

〔条例議案〕・特別職職員の給与・旅費に関する条例の特別を定める条例制定
（市長・副市長の10月分の給料月額を減額するもの）

・産業振興センター条例の一部改正について
（会議室の増設に伴ない使用料を定めるもの）　等

〔 陳   情 〕 ・定数改善計画の早期実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び
   拡充を求める陳情･･･(採択) ⇒ 国へ刈谷市議会から意見書提出

〔 議　題 〕 ・同報系防災無線の拡声器設置･･･市内10箇所に設置

・刈谷駅南口地区の都市計画決定および変更について

・ﾎｰﾑﾀｳﾝﾊﾟｰﾄﾅｰ制度について･･･企業のｽﾎﾟｰﾂﾄｯﾌﾟﾁｰﾑとの連携


