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刈谷市議会議員 

"まじめに 

コツコツ､即 行動"  

頑張ります !! 

4月 5日 (日) 清明 春眠暁を覚えず、の言葉のとおりに

7日 (火) 世界保健デー 心地好い春の朝は、生来朝寝坊の人な

8日 (水) 花祭り らずとも、床離れがつらいものです。

18日 (土) 発明の日 新年度、新しい環境の中で精一杯 頑

20日 (月) 穀雨 張っておいでになる方も多いでしょう。

25日 (土) 国連記念日 睡眠時間を確保して、明日の英気を

29日 (水・祝)昭和の日 しっかりと養って下さい。

怪しい場所で生まれ、みだらな踊りとされていたタンゴはその後、アル

ゼンチンからヨーロッパに渡った富裕層の師弟や芸術家が紹介したところ

フランス・パリの社交界では大流行を巻き起こしました。

男女が抱き合うように見えるスタイルから、厳格なカトリック教会に

反感を買いましたが、やがて優れたダンス楽曲も登場してパリで毎夜開か

れる社交舞踏会を魅了し、一つの文化として市民権を得て行きました。

本国アルゼンチンの社交界では、下層界のダンスとして受け入れられな

かったタンゴは、パリの社交界で受け入れられたことにより、言わば逆輸

入の形で発祥の地・アルゼンチンの中流階級にも浸透して行きます。

その間アルゼンチンの下町を中心に、音楽も踊りも流行や洗練を繰り返

し、タンゴは一気に国民的文化として花開くことになりました。

　有名な"ラ・クンパルシータ"、タンゴの名曲ですが、強いリズム性とラ・クンパルシータをはじめとする名曲にもあるように、強烈なリズム

の中に哀愁を込めて、タンゴは庶民の悲哀を歌い続けています。

心地好いメロディーが流れる店内には
春の光を集めたような、お洒落を纏った
心尽くしの お菓子がいっぱい☆

さて、ここはどこでしょう？

3/1発行の＜№49＞の答えは､築地町の
誓願寺東庭のシンボルツリー。四方に思い
きり伸ばした枝いっぱいに咲き乱れる桜が
新しい季節を迎える喜びを表すようです。

 4月12日 (日) 愛知県会議員選挙投票日

14日 (火) 広報委員会

16日 (木) 臨時議会

17日 (金) 刈谷市長杯総合開会式

19日 (日) 労福協 潮干狩り

22日 (水) 国際交流センター事業監査

28日 (火) 監査定例会

花冷えの緩む朝、春を代表するパステ

ルカラーの花々が、溢れんばかりに咲

き始めました。

この春、一つの夢・北陸新幹線の

延伸開通に代わり、一つの憧れ・

トワイライトエクスプレスが その役目

を終えました。多くの鉄道ファンに惜し

まれながらの勇退に 有終の美を感じます。

さて、今年の4月は 統一地方選挙が各地で行

われます。各候補とも人口減少の問題や介護・

医療への対策に熱の入った選挙戦を繰り広げる

ことででしょう。

一方、今 全国で"地域創生フォーラム"が開催

され、地域資源や人材を活かした地方の主体性

を引き出す取組みの検討が進められています。

刈谷市は、先の3月議会で平成27年度の当初

予算案が可決成立しました。予算額は、リーマ

ンショック以前の水準に近づいた内容となって

います。新年度も着実な予算執行により、刈谷

市の独自性を活かした地域創生への取り組みに、

議員としてその役割を今後も積極的に果たして

参ります。



　

認知症高齢者等が 

徘徊により行方不 

明になった場合、 

関係機関と連携し 

早期発見を支援。 

３月のフットワーク 

 ３月定例会は､平成２7年度の 
施政方針と当初予算案の審議 
を重点に審議する議会です。 

刈谷市 平成２６年度 ３月定例議会 報告   

2/19 3/3～3/6 3/10～3/13 3/23･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

１）主な議案内容（予算議案以外の抜粋） 

２）平成２６年度補正予算（単位：百万円） 

３）平成２７年度当初予算（単位：百万円） 

４）委員会議題（抜粋） 

* 市議会議員の報酬・期末手当て関連条例等の一部改正について(2議案)･･･額の増額

* 特別職含む職員の給与・退職手当て関連条例等の一部改正について(4議案)･･･額の増額

* 新教育長関連条例等の制定について(3議案)･･･教育長の身分変更(教育委員→特別職)

* 介護保険条例の一部改正について(1号被保険者の保険料区分変更と額の増額)　等

・公共施設維持保全基金積立(1684百万円) 

・刈谷の魅力発信事業(8百万円) 

・かりや子育てアプリ構築事業(4百万円) 

・病診連携推進事業(1百万円)   等 

会計名 補正前 補正額 補正後予算

一般会計 54,384 1,789 56,173

特別会計 25,053 309 25,362

企業会計 3,967 0 3,967

合 計 83,404 2,098 85,502

会計名 H27年度 H26年度 増減率

一般会計 55,330 51,740 6.9%

特別会計 28,363 24,847 14.2%

企業会計 4,242 3,968 6.9%

計 87,935 80,555 9.2%

＋

＋

＋

＋
48,010 46,370 47,300 

51,740 
55,330 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H23 H24 H25 H26 H27

当初予算年度別推移

企業会計

特別会計

一般会計

80,555
87,935

74,554 73,669 74,810

(百万円)
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1.9%

一般会計歳入予算事項別構成比

55,330百万円
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一般会計歳出予算事項別構成比

55,330百万円

①（仮称）刈谷市特別支援学校・第一学校給食センター基本計画・基本設計について

②「第3次刈谷市地域福祉計画」について（H27～31年度計画）

③「第6期刈谷市介護保険事業計画・高齢者福祉計画」について（H27～29年度計画）

④「刈谷市子ども・子育て支援事業計画」について（H27～31年度計画）　等

５）平成２７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 

教育文化分野 

６）文教委員会での私の質問 （抜粋） 

▲
 

市制６５周年事業 

● 第九交響曲演奏会開催

● NHK交響楽団公演

● 刈谷の舞台作品の製作・発表

● 結婚お祝い事業　等 15事業

● ＩＣＴ教育事業(新規)

● 小学校・中学校大規模改造事業

● 夢と学びの科学体験館事業(新規)

● 歴史博物館建設事業

● 駅前広場等整備事業

● 拡大市街地調査推進事業

● 総合運動公園駐車場再整備事業

● 都市交通計画調査推進事業

● 産業立地促進補助事業(拡充)

● 広域観光情報ｼｽﾃﾑ推進事業(新規)

● 刈谷ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｱｸﾞﾘ奨励事業(新規)

● 高校生コマ対戦協賛事業(新規)

● まち･ひと･しごと

創生総合戦略策定事業(新規)

● 個人番号通知･ｶｰﾄﾞ交付事業(新規)

● 地域活性化活動活性化事業

都市環境分野 

● がん検診事業(拡充)

● 成年後見人支援事業(新規)

● 認可外保育所利用補助事業(拡充)

● 子育てｺﾝｼｭｴﾙｼﾞｭ事業(新規)

▲
 

▲
 

▲
 

▲
 

★『刈谷市生涯学習センター条例の一部改正』について 

★所管事項『児童生徒を犯罪から守る対応』について 

〔質問〕 体育室の空調使用料徴収の考え方と基準について

〔要望〕

同じ生涯学習施設内で利用室によって空調使用料の要否があ
る。今や空調は施設全体の当たり前の付帯設備、市として空
調使用料徴収の定義を明確にし、公平な利用が図られるよう
施設利用料も含め見直し検討すべきと考える。

〔質問〕

〔要望〕

先月起きた川崎中１殺害事件を受けて、国からの緊急調査の要請があるが、刈谷市
の調査結果の内容とその対応協議はどうなっているのか。

国の調査に該当する児童生徒は現時点でいない結果のようだが、学校外の集団との
関わりは把握しづらい結果もある。そのため今後、「中学校区別生活指導懇談会」
等の場で一歩踏み込んだ対応協議をしっかり行うよう強く要望。

『刈谷市行方不明高齢者等ＳＯＳネットワーク事業』 
４月１日～ スタート 

詳細は刈谷市ホームページを 

          ご覧ください。 

行方不明者
の家族等

警察署 刈谷市長寿課

①
行方不明者

届提出

②
事業の

利用申請

情報共有

③関係機関に情報通知・協力依頼
民生委員・地域包括支援センター・・・等

④
発見

保護 警察へ
連絡

家族等へ
引き渡し

報告案件 単行議案 条例議案 予算議案 議員提出議案 請願 意見書 委員会議題

2件 4件 22件 13件 3件 1件 6件 10件

－
2件:可決
1件:否決

採択 不採択 －

３月
定例議会
議案等

審議結果 原案通り可決


