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刈谷市議会議員 "世界の難問"への招待☆ 

"まじめに 

コツコツ､即 行動"  

頑張ります !! 

10月 1日 (木) 衣更え 秋の祭礼が終わる頃 そろそろ秋も本番

8日 (木) 寒露 を迎え、日暮れが日増しに早くなります。

12日 (月・祝)体育の日 厳しい寒さが来る前に、冬支度を始め

21日 (水) 秋土用入り たいものです。

24日 (土) 霜降 また、有り合わせの材料でも、手軽に

25日 (日) 十三夜 暖をとることの出来る鍋料理、一家や

27日 (火)～読書週間 友人同士でお楽しみ下さい。

いつの間にか虫の音も止み 深く静まる秋の夜、バラードを聴くのも良し、

眠りに着くまで読み耽るも良し。頭の中に壮大な宇宙を思い描き、百万ド

ルと栄誉を追う 数学者や数学愛好家の 夢の世界を 垣間見てみましょう。

世に言う ミレニアム懸賞問題、アメリカのクレイ数学研究所により 二千

年に発表された、百万ドルの懸賞金がかけられている 数学上の七つの問題

のことです。リーマン予想、ホッジ予想、ヤン-ミルズ方程式と質量ギャッ

プ問題等がありますが、その一つ 1904年にフランスの数学者アンリ・ポ

アンカレが提出したポアンカレ予想は、提唱者のポアンカレ自身の他 多く

の数学者がこれに挑みましたが、その都度反証され失敗に終わりました。

それからおよそ百年、ついにロシアの数学者グリゴリー・ペレルマンに

より証明されました。"短連結な三次元閉多様体は 三次元球面に同相である"

解どころか、問題の意味すら不明？？？の凡人にとっては、懸賞金の行方

が気になるところ…ペレルマン博士は受賞を拒否、数学界に献呈されました。

 10月 4日 (日) トヨタ車体労組定期大会

10日 (土) 幼稚園運動会

14日 (水) ～16(金)建設水道委員会行政視察

18日 (日) 元刈谷地区防災訓練

24日 (土) 元刈谷地区住民会議

26日 (月) 全ト政策推進協議会総会

27日 (火) 刈谷市戦没者追悼式

爽やかな秋風を孕んで揺れる川岸の草から、
スッと立ち上がる緋色の艶やかな曼珠沙華。

秋祭りが近いことを感じます。
さて、ここはどこでしょう？

9/1発行の＜№55＞の答えは､天王町の
刈谷市立衣浦小学校を背景に、薪を背負う
二宮尊徳（二宮金次郎）の像です。

真摯に学問と向合う姿は 生徒の鑑です。

シルバーウィークに続く 体育の日を

含む三連休を、今から心待ちにして

いらっしゃるご家族も多いでしょう。

スポーツの秋、次回東京でのオリ

ンピックに、日本のお家芸とも言え

る空手を含む 5競技18種目追加の希望

が見えます。我がまち刈谷にも、ホーム

タウンパートナーチームに出場を期待される

多くの選手が在籍し、先の9月議会でも刈谷市

は出場国の事前合宿地の誘致を積極的に取組む

姿勢が示され夢が膨らんで参りました。

一方、近年青少年に関る事件の報道が驚く程

頻発しています。核家族化や少子化により層の

厚い人間関係を得ることが難しくなりつつある

今こそ 地域コミュニティを確立・機能させ、

若年層を見守り育てて行く事の重要性を感じま

す。それは即ち我がまちの未来に繋がるものと

捉え迅速な対策が必要と考えます。

住み良いまちとは先ず、人心の安定に他なら

ず、様々な意見交換の場を持ちながら問題提起

し、その解決に取り組んで参ります。



　

９月のフットワーク 

刈谷市 平成27年９月 定例議会 報告 

☆刈谷市の決算結果からの財政指標状況 

◆ 主な議案の内容 

平成２６年度【決算報告】 

平成２７年度【補正予算概要】 

建設水道委員会での私の質問（抜粋） 

〔主な補正予算事業〕 

公共施設の再編が行なわれます!! 
”幼稚園の老朽化および保育園入園希望者の増加に対する対応” 
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住吉幼稚園 

閉園 H31年3月 

重原幼稚園 
閉園 H31年3月 

 
H32年4月から 
保育園に転用 

第一給食センター H29年度 
移転⇒小垣江東小学校内へ 

 
Ｈ31年4月～ 住吉幼稚園と 

重原幼稚園の新築合併開園  

さくら保育園 
新築開園 

H28年4月から 

さくら保育園 
閉園予定 

H32年3月まで 

9/2～4  本会議(一般質問)

 9/8
     ～11

 各種常任委員会
 決算・予算分科会

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

予算
議案

議員提出
議案

請　願 陳　情 意見書
委員会
議題

1件 6件 5件 ８件 5件 4件 2件 4件 3件 1件

－
原案
可決

原案
可決

原案
可決

原案
可決

原案
可決

 1件：採択
 1件：主旨採択

 3件：採択
 1件：不採択

不採択 －

【議案】 個人番号(マイナンバー)の利用に関する条例制定、建物制限条例一部改正(天王町地区)、

指定管理者(老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽなのはな・洲原公園ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・刈谷市民休暇村)の指定、

H26年度決算認定、H27年度補正予算　等。

【議員提出議案】国および愛知県の私学助成拡充に関する意見書 等。

【請願】 国民の声に耳を傾けた安全保障関連法案(案)の審議を国に求める意見書提出の請願 等。

【陳情】 私立高校生学費の公私格差是正のための市町村独自の授業料助成拡充を求める陳情 等。

【意見書】 川内原発の再稼動に断固抗議し、停止を求める意見書 等。

　＜平成２６年度決算＞ 　(百万円)

増減額 増減率(%)

一般会計 56,329 58,622 2,293 4.1

特別会計 25,866 26,969 1,103 4.3

計 82,195 85,591 3,396 4.1

一般会計 50,720 52,230 1,510 3.0

特別会計 23,430 24,045 615 2.6

計 74,150 76,275 2,125 2.9

対前年度比較

歳入

歳出

区   分 H25度 H26度

　歳入では、市税収入が前年度に対し
24億(7.1%)増加するなど、自主財源
比率の水準は高く良好。
　歳出では、前年度に対し15億(3%)
増加したが、将来投資が主な内容で、
基金を活用するなど、他事業に影響が
出ないよう適正な執行がされている。

・ 空調設備整備事業（82百万円）
全小中学校の普通教室に空調設備を
設置するための調査設計を行なう。

・ 市道新設改良事業（164百万円）
　〔銀座・東陽町・天王町〕

・ 都市交通計画調査推進事業（45百万円）
(仮称)刈谷ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞの早期整備
に向け、国を含めた準備会を設置。

＜平成２７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 55,665 492 56,157

特別会計 28,363 259 28,622

企業会計 4,242 0 4,242

合計 88,270 751 89,021

(昨年同月比 7.4%増)
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１） 洲原公園ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設の指定管理者選定について

質問
指定管理料の現状との比較および今回の指定管理者が提
案する積極的サービスとは？

要望
現状比較で300万円安価は良いが、安かろう悪かろうで
は困る。利用者の安全を最優先にサービス向上に繋がる
評価の徹底と指導の強化を要望。

２） 亀城公園再整備に伴うまちづくりの推進について 

質問

要望

３） 市道2-619号線（天王町）新設改良事業について

質問

要望

予
 

算

所
管
事
項

議
 

案

亀城公園再整備計画には公園周辺のまちづくりも必要。例えば、刈谷市駅前の商
店街については今後どのようなまちづくりを進めるのか？

民間活力を活用した都市基盤の再生や整備が図られるよう市街地再開発等の誘導
策など早期に調査検討を進めることを要望。

この事業は地区要望として出された生活道路だが整備の進捗は？

この地区は今後、住宅とスポーツ振興地区として再開発が進められ、人・車の往
来が増す。この生活道路は地区要望として出されているため、早期課題解決に向
け地権者の要望もよく聞き取組むことを要望。

９月１０日(木) 

委員会室 

一般会計歳出 (性質別)

消費的経費

人件費･物件費

扶助費 等

３３,４４８ (６４.０％)

投資的経費

普通建設費 等

７,０４３(１３.５％)

公債費

積立金 等

１１,７３９

(２２.５％)

（百万円）

５２,２３０

一般会計歳入 (財源別)

自主財源

市税・手数料

使用料 等

４７,７５１

(８１.５％)

依存財源

国・県支出金等

１０,８７１ (１８．５％)

５８,６２２

（百万円）


