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刈谷市議会議員 
"プラネタリウム"への招待☆ 

"まじめに 

コツコツ､即 行動"  

頑張ります !! 

七月の別名・"文月"。7月7日の七夕には、牽牛星と織女星に詩歌の文を

供えるのが 古からの慣わしであったため、"文月"と呼ばれるように。

古来、農耕文化を手に入れた人類は、種蒔きや刈取りの時期を知るため

時間の概念を持ち、暦を発達させて来ました。そのため重要だったものが

目安となる星の位置。天球上の恒星を結んで、見かけの配置をその特徴か

ら、人物や動物・道具などに見立て星座を作り、分類し易くしました。

一説には、フランスはラスコーの洞窟壁画に、夏の大三角を模したという

ものも在り、人類の飽くなき探求は既に一万年余の昔から始まっていました。

現代のように夜間も光の溢れる時代には、天体を観測するのに明る過ぎ、

旅行先の山中や光の少ない海岸での、澄んだ夜空には感動を覚えたりします。

その感動をいつでも味わえるプラネタリウム。薄暮の街の輪郭から次の

夜明けまで、重装備無しの静寂な時空をあっという間に宇宙旅行できます。

この春リニューアルオープンの刈谷市・夢と学びの体験館でお楽しみ下さい。

昭和以前の主婦の会議は、専らこの辺
りで 行なわれていたとか…（？）
大切な飲料水の歴史を学べるところです。

さて、ここはどこでしょう？

6/1発行の＜№52＞の答えは､小垣江町
の小垣江東小学校の庭園・太陽が原でした。

四季を彩る花々や、生徒達の丹精込めて
作る 野菜が すくすくと育っています。

 6月 28日 (日) ～7月5日(日)　刈谷市議会議員選挙
 7月 9日 (木) 監査委員公共施設視察

12日 (日) 全ト労連政推連「楽しい社会科まつり」
15日 (木) 労福協懇談会
17日 (金) 決算監査
25日 (土) ～26日(日)万燈まつり
28日 (火) 自動車総連政策コンベンション

7月 2日 (木) 半夏生 梅雨も終盤となり、暑さも盛りを迎え

5日 (日) 刈谷市議選投票日 ようとしています。

7日 (火) 小暑　七夕 夏木立から降りしきるのは、入道雲の

15日 (水) 盂蘭盆 湧き上がる空をバックにした蝉時雨。

20日 (月・祝)　海の日 ニュースでは、熱中症や日射病予防の

23日 (木) 大暑 報道が連日のよう、他人事と思わず早め

24日 (金) 土用の丑の日 早めの対策を行なって参りましょう。

今般 二期目の挑戦を終え、また当初の

理念を振り返るこの頃です。

この度の選挙も、多くのボランティ

アの方々や支援者の皆様に支えられ、

前回を上回る得票を頂き再選を果たす

ことができました。

これも単に、お支え頂いた皆様のおか

げと胆に銘じ、その期待に応えるべく 愚直

に努力を重ねて参ります。

刈谷市は今年、市制施行６５周年の節目を迎え

ましたが、今後も持続可能な発展を遂げて行かな

くてはなりません。

市はこれまで、市民サービス向上に努め健全財

政を堅持し、人口も僅かながら増加傾向を維持し

ていますが、その内訳を見れば、年少・生産年齢

人口とも減少傾向にあり、今後の社会保障負担増

加への問題が危惧されています。

私はこの選挙で、刈谷に住み刈谷で働きたいと

思って頂ける、魅力あるまちづくりを重点に訴え

て参りました。

健全で安心快適なまち刈谷を目指し、今後も力

を尽くすことをお誓い申し上げます。



　

６月のフットワーク 

刈谷市 平成２７年度 ６月定例議会 報告   

報告
案件

単行
議案

条例
議案

予算
議案

議員提出
議案

陳情 意見書
委員会
議題

4件 6件 3件 2件 2件 2件 6件 5件

－
1件:可決
1件:否決

不採択 不採択 －

６月
定例議会
議案等

審議結果
原案通り可決｡

 6/3
 ～6/5

 本会議
 (一般質問)

 6/11
 ～6/16

 各種常任委員会
 予算審査分科会

 6/19
 予算審査
 特別委員会

 6/22
 本会議
 議案採決

◆ 主な議案（抜粋） 

◆ 一般質問 

◆ 平成２７年度６月補正予算 

11名の議員が刈谷市の事業施策に対し行政当局に質疑応答を行った(抜粋) 

■ 

刈谷市国民健康保険税条例を一部改定・・・課税限度額の引上げと保険税の減額 ■ 

■ 

≪補正予算の主な事業内容≫ 

「文教委員会」での私の質問（抜粋）6月16日 

◆ 各任委員会提出議題 
1. 市民意識調査結果について

2. 第3次地震対策アクションプランについて

福祉経済委員会 1. 小規模企業者設備投資促進補助制度の改正について

1. 市民住宅明渡し訴訟経過報告について

2. （仮称）刈谷スマートインターチェンジの調査報告について

企画総務委員会

建設水道委員会

(単位:百万円)

会計名 補正前 補正額 補正後予算

一般会計 55,330 335 55,665

特別会計 28,363 0 28,363

企業会計 4,242 0 4,242

合 計 87,935 335 88,270

（議案質問）日高小学校大規模改修について

Q：通常授業時も工事期間となるが、児童の安全確保は？

A：内部改修は夏休みに集中、作業区域はフェンスで区切り児童の安全を最優先する。

（所管質問）逢妻川河川敷で発生した暴行事件について

Q：学校の規範意識醸成の教育や家庭･地域･警察との連携による見守り体制の構築を。

A：規範意識の強化では「自己肯定感・有用感」を醸成する学校づくりに取り組む。

　  見守りでは、各学校組織等の見直しを行い｢中学校区生活指導懇談会｣で情報共有。

工事請負契約の締結 

 ２,２７５の得票で再選を果たすことができました。 

６月28日告示～７月5日投票で 
選挙戦がスタート。 

勝利に向けガンバロー!! 
（告示日の出発式で） 

６月２８日選挙事務所で出発式 

支援下さった皆様と 
勝利のバンザイ !! 

７月６日 
当選証書授与 

殿 

政策実現に尽力して参ります。

【選挙で特に訴えた政策】

”幸せな暮らしの

まちづくり”実現

に向けた２期目の

活動の始まりです。

ボランティアの方々に支えられた選挙戦でした。 

選挙カーを使わず、 
雨の中も歩いて、歩いて 

政策を訴える選挙戦 

前回 

2,261票 

■ 子育て・介護支援充実による、働き易い環境整備の促進。

■ 新しい産業誘致の環境整備による雇用拡大と経済活性化の促進。

■ 交通安全・犯罪抑止・防災強化による安心なまちづくりの促進。
■ 子どもたちを見守るきめ細かな教育環境の推進。

公共施設連絡バスの充実・街路樹の管理・介護福祉・刈谷のまちづくり・通学路の 

安全対策・子育て支援計画・健康増進施策・障害者福祉・城址公園・子どもの貧困 

介護保険法の一部改正に伴い、老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ｢たんぽぽ｣｢なのはな｣｢ひまわり｣に 

ついて、一定以上の所得がある第1号被保険者の利用負担が、1割 ⇒ ２割負担に改定。 

まち・ひと・しごと創生 

 総合戦略策定事業（△715万円） 
予防接種事業   （1,1O3万円） 
市税等還付事業  （35,000万円） 

〔課税限度額〕医療給付費分：51万円⇒52万円 後期高齢者支援金分：16万円⇒17万円 

       介護納付金分：14万円⇒16万円 

〔軽減措置〕5割軽減の対象世帯：世帯所得基準額 33万円＋24.5万円⇒33万円＋26万円 

      2割軽減の対象世帯：世帯所得基準額 33万円＋45万円⇒33万円＋47万円 

 さくら保育園園舎移転新築：28年3月 完成予定（㈱サンエイ）43,794万円 
 日高幼稚園園舎大規模改造：28年1月 完成予定（関工業㈱） 16,718万円 
 日高小学校南舎大規模改造：28年2月 完成予定（㈱近藤組） 15,876万円 


