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"まじめに 

コツコツ､即 行動"  

頑張ります !! 

4月 5日 (土) ミササガ市長歓迎レセプション

7日 (月) 交通安全運動キャンペーン

　〃 (〃) 市民クラブ会派月度ミーティング

8日 (火) キャッチネットワーク視察研修

11日 (金) 労働者派遣制度改正の街頭活動

4月 5日 (土) 清明 清明…言葉の通り春の光は力強く

8日 (火) 花祭り 降り注ぎ、春を待った生き物全てが

13日 (日) 十三参り 花の香りと清々しい風に、活動的な

17日 (木) 春土用入り 毎日を過ごせる季節です。

20日 (日) 穀雨 ゴールデンウィークを間近に控え

25日 (金) 国連記念日 気持ちもはずみますが、目標を見定

29日 (火) 昭和の日 めチャレンジして参りましょう。

壁一面を埋める鮮やかなツツジの花。
感嘆の声が上がる散歩道です。

川面から渡って来る風が心地好い
夕暮れ時…さて、ここはどこでしょう？

3/1発行の＜№37＞の答えは、一里山町の
吹戸池を巡る遊歩道のベンチでした。

この時季、桜吹雪舞い散る小道は地元の
人々自慢の 憩いの場となっています。

一般に陶磁器とひとくくりに呼ばれる焼き物ですが、その歴史は大きく違い

ます。陶器の起源は古く原始時代の土器から始まりますが、磁器の発明は中国・

北宋は景徳皇帝の時代、紀元千年頃と言われています。

原料製法も異なり、陶器はｶｵﾘﾝを含まない土質粘土を低温で焼くのに対し、

磁器は石質即ち長石が主成分の磁土を、高温で焼くのが特徴です。

白く透明性に富み硬質な磁器の製法は、東洋では長く門外不出とされて来ま

した。宝石同様の価値を持った磁器への憧れは、ヨーロッパの城に東洋の磁器

で飾り立てた"磁器の間"を作らせた程です。

ようやくその製法が伝わった18世紀初め、ザクセン公国のアウグスト強健王

は錬金術師・ベトガーを幽閉し、物理学者チルンハウス等の協力の下 開発を急

がせました。マイセン磁器誕生の元となった窯の逸話です。

今夜のメインディッシュは温かで素朴な味わいの陶器で楽しみますか？

それとも、白く輝く 洗練された魅惑の磁器にしましょうか？

新年度、気持ちを一新させて取組む全ての

人を応援するように、まちには一斉に緑や

花の鮮やかな色が満ち溢れそれぞれの門出

を祝うようです。

春闘も一定の成果が得られ、世論調査に

も景気好転の意識定着が見られます。

4月1日消費税が8％に増税される前に、と

駆け込み購入がピークを迎え、デパートや家電量販

店等が連日の賑わいを見せています。

東日本大震災の痛手から復興も僅かずつ加速を始

めている日本ですが、海外に目を遣りますと、緊張

が続くウクライナ情勢をめぐって、ロシアと欧米の

溝が深まりかつての冷戦の構造を再燃させるような

状況にあります。

憲法に依って国民の権利と自由を守り、国家権力

の暴走を縛る立憲主義の日本。

政治は民意に支えられていますが、集団的自衛権

の行使が認められれば自衛隊の海外での武力行使に

道を拓くことになり、日本が長年堅持して来た平和

憲法を揺るがす事になりかねません。

思想や言論他様々な自由を謳歌する、今日の社会

が未来永劫揺るぎ無いものであることを、心から願

っています。

伊藤 ゆきひろの 



　

歳出予算事項別構成比

民生費
35.5%

土木費
17.0%

教育費
15.1%

衛生費
10.9%

総務費
9.7%

農林水産
業費
1.0%

消防費
3.0%

商工費
2.9%

その他
1.2%

公債費
4.6%

51,740百万円

歳入予算事項別構成比

市税
 67.5%

その他
2.４%

国・県
支出金
15.5%

諸収入
4.0%

消費税
交付
3.6%繰入金

繰越金
3.7%

市債
0.8%

使用料
手数料

2.5%

51,740百万円

３月のフットワーク 

各種行事に参加しました。 

刈谷市 平成２５年度 ３月定例議会 報告  

３月定例議会は､平成２6年度 

の施政方針と予算審議を重点 

とした内容です。 

５）平成２６年度 主要事業 (抜粋）  

▲
 

産業振興分野 

福祉安全分野 

計画推進分野 

都市環境分野 

教育文化分野 ▲
 １）主な議案内容（予算議案以外の抜粋） 

▲
 ２）平成２５年度補正予算（単位：百万円） 

▲
 ３）平成２６年度当初予算（単位：百万円） 

・公共施設維持保全計画基金積立増額 

・介護給付事業増額 

・訓練等給付事業増額 

・通学道路整備事業増額  

・予防接種事業減額 

会計名 補正前 補正額 (4%増) 補正後予算

一般会計 50,644 2,882 53,526

特別会計 24,280 218 24,498

企業会計 3,566 0 3,566

合 計 78,490 3,100 81,590

会計名 H26年度 H25年度 増減率

一般会計 51,740 47,300 9.4%

特別会計 24,847 23,932 3.8%

企業会計 3,968 3,578 10.9%

計 80,555 74,810 7.7%

＋

＋

＋

＋

当初予算年度別推移
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(百万円)

* 一般旅券発給事業の新設に伴う一般旅券収入印紙購入基金条例の制定

* 愛知県農業共済組合設立に伴い、職員の公益的法人等への派遣に関する条例一部改正

* 事業完了に伴う条例の廃止(衣浦東部都市計画事業北刈谷第二土地区画整理事業)

* 消費税法等の一部変更に伴う、
　水道工事分担金徴収条例の一部改正

▲
 ４）委員会議題 

① 健康長寿を目指した「第2次健康日本２１かりや計画」について（H26～H32計画）

② 住宅の耐震化･減災化を目指した「第2次刈谷市耐震改修促進計画」について（  〃  ）

③ 野田新町駅南口駐輪場について･･･現状345台→26年度末377台(最終形650台予定)

④ 刈谷市水道事業会計の公営企業法適用について･･･「経営」を重視した事業運営が可能

2/13 2/26～2/28 3/4～3/18 3/24

市長･教育長
方針説明

本会議
(質問質疑)

各種委員会
予算審査分科会

予算審査
議案採決

報告案件 単行議案 条例議案 予算議案 意見書 委員会議題

2件 2件 8件 13件 6件 4件

不採択 －

３月定例議会
の審議案件数

上記案件､慎重審議の結果、原案通り可決｡
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● 特別支援学校
　　整備事業(新規)

● 第一学校給食
センター事業(新規)

● 放課後子ども
プラン事業(拡充)

● 小規模事業者
設備投資補助事業(新規)

● 技能五輪全国大会
　　開催事業(新規)

● 観光ＰＲ施設
整備事業（新規)

● 子育て臨時給付金事業(新規)
● 臨時福祉給付金支給事業(新規)
● 障害者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｫｰﾑ整備促進事業(新規)
● 特別養護老人ホーム整備補助事業(新規)
● 児童クラブ施設整備事業(拡充)
● 民間保育所運営支援事業(拡充)

● ご当地ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ
導入事業(新規)

● 地域活動
活性化事業(拡充)

● 刈谷の魅力
発信事業(新規)

６）私の本会議での質問質疑と企画総務委員会での所管質問  

▲
 

３/９ ３/１４

３/１９

３/２０

衣浦小学校卒業式 

住吉幼稚園 

修了式 

消防団観閲式 ゾーン３０立哨 

３/６

刈谷南中学校卒業式 

● 低公害車購入費補助事業(拡充)
● 超小型電気自動車購入費補助事業
● 吹戸池排水路整備事業(新規)
● 市営住宅長寿命化整備事業(新規)
● ミササガパークフェスタ事業(新規)
● 総合運動公園駐車場整備事業(新規)

(新規)

★刈谷市の『交通渋滞緩和に向けた道路整備』について

〔質問〕市内交通渋滞の課題と個別対策について

〔要望〕
渋滞損失は、家計や企業収益に大きく影響、円滑な交通
処理の実現を急ぐこと。ハイウェイオアシスにスマート
インター設置も一つの渋滞対策⇒設置検討を急ぐこと。

〔質問〕通過交通と市内交通を分離する道路ネットワークの形成について

〔要望〕

★刈谷市の『空き家対策』について

〔質問〕空き家問題解消に向けた施策について

〔要望〕

◆企画総務委員会での所管質問

〔質問〕巨大地震における｢通電火災の対応｣について

〔要望〕

①

② 刈谷市は、西三河と名古屋・尾張地区の中心、名古屋港や中部国際空港を視野に入
れた経済交流のアクセス向上では、刈谷市が重要な役割を担っている。南北縦貫道
の早期実現と『（仮称）西三河知多アクセス道路』の県への要望強化を急ぐこと。

① 空き家等の適正管理条例を制定する自治体が増えている。国が進める法律案結果に
もよるが、刈谷市も有効な運用を図る仕組みの構築を要望。

大規模地震時に通電火災を発生させない行政対応は重要。通電火災の危険性を広く
市民に周知する必要がある。感震ブレーカー機器設置の補助金制度導入を要望。

①


