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刈谷市議会議員 

10月 1日 (火) 衣替え 風の音も虫の音も、全てが秋の声を

8日 (火) 寒露 聴くような頃となりました。

14日 (月) 体育の日 美術展覧会も各地で行われ、当地の

17日 (木) 十三夜 刈谷市美術館でも 中原淳一 生誕百周

23日 (水) 霜降 年の ユニークな企画展が 開催されて

27日 (火) 読書週間（～11/9） います。ロビーコンサートや学芸員の

31日 (木) ハロウィン 見所紹介など楽しんではいかが？

"まじめに､コツコツ､ 

即 行動"  

頑張ります !! 

 10月 4日 (金) 市民クラブ総会

6日 (日) トヨタ車体労組定期大会

12日 (土) 幼稚園運動会

16日 (水) 企画総務委員会行政視察(～18日)

19日 (土) 衣東防災合同訓練

28日 (月) 議会運営委員会

30日 (水) 議会運営委員会行政視察(～11/1日)

空が碧く高くなり清んだ風が渡るようになると、洒落たオープンテラス

での香り高いコーヒーを愉しみたくなりませんか？

秋の短い陽は、少しばかりの切なさと人恋しさを感じさせるものです。

カップから立ち上る湯気の向こうに、遠くアフリカ大陸で発見された

コーヒーが飲み物となり、世界中に広がる物語に思いを馳せてみましょう。

その起源は既に千年以上も前の文献にも薬理効果が記されていました。

その後コーヒーは単なる飲み物にとどまらず、消化や強心、利尿の効果等

薬としてアラビアの各地で飲用されていました。

ヨーロッパに伝わったのは17世紀初頭、眠気を払う効能から法律家や

学生、芸術家、夜歩く旅人、暑さを避け夜働く人などが専ら愛飲しました。

現代の私たちにとっても その馥郁としたコーヒーの香りは、忙しさの

中でひととき自分を取り戻せるような、魔法の薬とも言えましょう。

カップや音楽、お菓子などお供にこだわり、至福の自分時間をどうぞ☆

9/1発行の＜№31＞の答えは､司町の
美術愛好家を育むカフェ・一ポ（ｲｯﾎﾟ）でした。

南側の窓辺が明るく照らすコーナーには数々
の作品が展示され、五感を満たしてくれます。

クジラのようなユニークなフォルム、
誰もがビックリ(*_*)足を止める巨大な頭！
葉っぱの陰から半分身をのりり出すシャイな
カボチャ君です☆　さて、

ここはどこでしょう？いよいよ二十年に一度という伊勢

神宮の式年遷宮の儀式が営まれてい

ます。この度の遷宮では 神宮自前

の森のヒノキも使われ、大正時代か

らの植林計画が実り、言わば長期的

な地産地消の成果とも言えましょう。

時を同じくして、今国民最大の関心事・

消費増税問題が山場となりました。

自公両党は与党税制協議会の中で、来年

四月の消費税率引き上げに合わせ、経済対

策の最終案をまとめましたが、企業減税や

所得拡大促進税制の陰で、中小零細企業は

価格転嫁が難しく経営圧迫の恐れは甚大で

す。

増え続ける社会保障費の財源確保のため

止むを得ないとしても、ようやく上向きか
けた景気の腰折れを防ぐ大規模な経済対策

を願ってやみません。

日本を象徴する木の文化が、循環～常若

～再生へと繋がるように、この法案が明る

い方向へ向かうよう見届けたいと思います。

伊藤 ゆきひろの 



　

一般会計歳出 (性質別)

消費的経費
人件費･物件費　等
３０,６２０ (６７.５％)

投資的経費
普通建設費　等
４,７７９(１０.５％)

公債費等のその他
９,９８３ (２２.０％)（百万円）

４５,３８２

一般会計歳入 (財源別)

自主財源
市税 等
４２,５１２
(８１.６％)

依存財源 市債 等
 ９,５８１ (１８．４％)

５２,０９３

（百万円）

９月のフットワーク 

刈谷市 ９月定例議会報告 

◆ 主な議案・請願・陳情 

平成２５年度【補正予算概要】 

平成２４年度【決算報告】 
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(百万円)

　＜平成２４年度決算＞ 　(百万円)

増減額 増減率(%)

一般会計 52,599 52,093 △ 506 △ 1.0

特別会計 23,221 25,154 1,933 8.3

計 75,820 77,247 1,427 1.9

一般会計 47,425 45,382 △ 2,043 △ 4.3

特別会計 21,477 22,802 1,325 6.2

計 68,902 68,184 △ 718 △ 1.0

歳入

歳出

対前年度比較
H24度H23度区   分

【議案】H24決算・H25補正予算の認定、(仮称)夢と学びの 

    科学体験館工事請負契約、等 

9/4～6 本会議（一般質問）

9/9 議会基本条例案懇談会

9/10
　～13

各種常任委員会
決算・予算分科会

9/17
議会基本条例
検討特別委員会

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 ＞

報告案件 単行議案 条例議案 決算認定 議 案 請 願 陳 情

2件 ８件 １件 ８件 4件 １件 １件

－ 可決 可決 可決 可決 不採択 採択

＜平成２５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 47,187 3,286 50,473

特別会計 23,932 120 24,052

企業会計 3,578 0 3,578

合計 74,697 3,406 78,103

(昨年同月比 4.1%増)

〔主な補正予算事業〕 
・ 公共施設維持保全基金積立事業 

  (補正前)６２百万円→(補正後)１,０５６百万円 

  ２４年度から事業化され毎年度計画的に積立 
・ 橋りょう補強事業 補正額９３百万円 

  今年度で緊急輸送道路に指定されている 

  橋りょうの耐震化補強は全て完了となる。 
・ 駐輪場整備事業 補正額２７百万円 

  富士松駅南口に新設 １０８台分 

  一ツ木駅南口第３駐輪場新設 １６６台分 

 歳入の減少は、依存財源の市債や国 

県からの交付金が減少しているため、 

しかし、法人・個人等の市税が2.1% 

増加し、自主財源比率の水準は高く、 

良好な財政体質を維持している。 

【議員提出議案】『刈谷市議会基本条例』が採択され10月１日付けの施行が決まりました。 

  ”議会の最高規範で議会の活性化、開かれた議会、信頼される議会を目的とした条例” 

   （反問権の付与や議員間の討議、請願者の意見陳述の機会の付与等が明記された） 

【請願】原発をなくし自然エネルギーへの転換を求める請願。 
【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。（国に意見書を提出することが決まりました） 
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基準水準 刈谷市の財政指標の状況 

財政力指数および経常収支比率は悪化傾向で基準水準に近づきつつあるものの、 

公債費比率は低下しており財政構造の健全性は引き続き良好な水準である。 

(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) 

「中央児童館」"はばたき"がリニューアル!! 

９月議会・伊藤ゆきひろ一般質問（要旨） 

企画総務委員会での所管質問 

１）巨大地震に対する刈谷市のアクションプランの進捗状況 

  と次期アクションプラン策定の時期と重点について。 

〔要望〕*家具の転倒防止の促進強化を。スーパー等との備蓄 

      協定が迅速に機能する準備の充実を 等。 

９月４日（水） 

１）ホームページリニューアル後の市民からの意見要望とその対応状況について 

２）今後のページ改善に向けた職員の対応スキルについて 

〔要望〕各種補助制度が一覧で見れるページなど今後も更に利便性向上に努めて欲しい。 

「刈谷市のホームページ」について 

（ホームページは昨年12月にリニューアル） 

（仮称） 

     夢と学びの体験科学館 

（２７年４月オープン予定） 

刈谷駅
 商業・住宅

民間高層ﾋﾞﾙ

歩車分離
 １、２階が商業エリア
 ３階以上が住宅

乗入れ車両の整流化
（優先の変更）

刈谷駅南口広場が変わります２８年度予定  

（1.8億円）  

プラネタ
リウムも

最新機種
に更新

２）自主防災会の組織力強化への行政の関わりについて。 

〔要望〕*最小単位末端までの組織体制確立へのサポートを。 

    *各地域の防災会活動のレベル合わせは行政の役割として推進強化を図るべき。 
３）刈谷市の観光行政について（消費経済効果を上げる取り組み） 

〔要望〕*文化やスポーツも観光力と捉え、全国から集まる大会誘致の更なる推進を。 

    *今ある観光資源の点と点を線で結ぶ観光戦略と発信力の強化施策を。 


