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蝋梅の香り高い小枝が早春の碧空の下

寒風を突き勢い良く伸びるこの頃です。

先日 大相撲初場所では大勢のファン

が見守る中、日本出身の力士が賜杯を

手にし 10年ぶりの快挙となりました。

さて、去る25日 経団連主催の労使

フォーラムが開催され、2016年春闘の

論戦が 事実上スタートしました。

今回は、大企業と中小企業の格差是正を重視

した取り組みが 焦点となっています。

日本企業の99.7%は中小企業･小規模事業者

です。そして、従業者の約７割が中小に従事し

ています。好業績の一部企業だけの大幅賃上げ

ではデフレ脱却には程遠く、中小を含め幅広く

全体の長期安定的な賃上げこそ、真に好循環な

経済を促し 磐石な社会基盤の構築に繋がります。

短期的な目標も大切ですが、長期的な目的達

成という視点が必要と考えます。

刈谷市も来年度、「まち・ひと・しごと創生

総合戦略」を公表し、向こう５年間の地域活性

化への取組みを行っていきます。長期的な視野

に立ち、将来の持続的発展を見据え、その一助

となるよう今後も 努めて参ります。

吹きさらしの東屋も、賑やかな家族連れ
の歓声が湧く春の陽を待ち侘びていますが、
枝垂れる緑にはしっかりと芽吹く準備が…

さて、ここはどこでしょう？

1/1発行の＜№59＞の答えは､高須町と
田町を結ぶ、刈谷市水道橋を伴う高須橋です。

どこまでも碧く広がる空を背景に、白い
鉄橋とのコントラストが美しい絵画のよう☆

2月、真夏の祭典が行なわれるリオと時を同じくして、厳冬のヴェネチアでは

中世に戻ったようなマスカレードが始まり、観光客の熱い眼差しが注がれます。

仮面をつけ、身分素性を隠して行なわれる仮面舞踏会。もとは一年の決まっ

た時期に人々が仮面・仮装で踊り、豊作を祝福する季節的な儀礼が始まりです。

語源はマスク（仮面）から来たとも、アラビア語のマスハラ（物笑いの種）

から来たとも言われ、15世紀イタリアではこの民族的で素朴な祝祭から 華麗

なスペクタクル、且つ 怪しいまでに妖艶な 美の世界が生み出されました。

17～18世紀にはヨーロッパ大陸全土の宮廷を席巻し、あまりに人気を博し

過ぎたため 風紀を乱す元凶であると、マリア・テレジアは禁止令を出した程。

時は18世紀、フランス王太子妃マリー・アントワネットとスウェーデン貴族

フェルセンが出会ったのも、オペラ座での仮面舞踏会でした。身分の高い人か

ら低い者へという会話のルールもない自由な時空で解放的になるのは自然です。

現代のコスプレ人気にも、心を解き放つ 自由への憧れがあるのでしょうか。

 2月 1日 (月) 刈谷市議会議員研修会

2日 (火)･3日(水)　市民クラブ会派視察

8日 (月) 婦人会大会

12日 (金) 3月議会説明会

18日 (木) 3月議会本会議

21日 (日) 元刈谷地区 歩く会と餅つき大会

2月 3日 (水) 節分 春とは名のみ…旧暦から新暦への移行

4日 (木) 立春 により、明治5年12月3日が 明治6年

5日 (金～)札幌雪まつり 1月1日とされ、新暦では季節が約一ヶ月

8日 (月) 針供養 早まり ズレが生じるようになりました。

11日 (木・祝)建国記念日 とは言え、万物は寒風の中でも強かに

14日 (日) バレンタインデー 巡り来る春を 迎える準備を始めています。

19日 (金) 雨水 様々な整理と支度のチャンスです。



　

１月のフットワーク 

【刈谷市の第２次住宅マスタープランの一部紹介】 

【刈谷市の住宅状況】 
公示地価（住宅地平均）の動向
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刈谷市の住宅着工件数と世帯増加数
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刈谷市の土地平均価格は名古屋市に継いで県内２番目に高い。刈谷に通勤する流入人口

は流出に対し1.８倍多く居住需要は高い。既存住宅地の土地利用促進が優先課題と考え

住宅耐震化状況
（平成25年1月現在）

耐震性なし
8,625戸
13.9%

耐震性あり
53,227戸

86.1%

緊急輸送道路沿道の
特定建物の耐震化状況

耐震性あり
426棟
69.0%

耐震性なし
191棟
31.0%

【住宅・特定建物耐震化の目標】 
 ・～平成３２年度 耐震化率９５％ 
【住宅の減災化の目標】 
 ・住宅倒壊から命を守る！ 
  （住宅が損傷しても人命は守る取り組

多数の利用者がある
特定建物の耐震化状況耐震性なし

65棟
14.2%

耐震性あり
392棟
85.8%

【刈谷市の住宅・建物の耐震化状況と目標】 

（１）木造住宅

① 無料耐震診断

② 耐震改修費補助

・段階的耐震改修費補助

・簡易耐震改修費補助

③ 取壊し工事費補助

④ 耐震シェルター設置費補助

（２）非木造住宅

① 耐震診断費補助

② 耐震改修費補助

（３）緊急輸送道路等沿道建築物

① 耐震診断費補助

② 耐震改修費等補助

（４）ブロック塀等撤去工事費補助

刈谷市の住宅等 地震対策に係る
補助金一覧（詳細はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照）

刈谷市の住宅等の耐震化・減災化に向けた役割 

建築物の耐震化・減災化の促進施策 

耐震化・減災化項目 主な促進施策

・耐震診断・耐震改修等に係る
　補助制度

・緊急輸送道路沿道の建築物
　所有者に対する支援・補助

（２）
耐震化・減災化に取組
みやすい環境整備

・低コスト耐震化工法の普及

（３）
地域における耐震化・
減災化の取組みの促進

・重点的に耐震化・減災化を進
　める必要性のある区域の「耐
　震診断ローラー作戦」の実施

（４） 特定建築物の指導等
・耐震診断結果の公表、助言、
　指導、勧告

・耐震改修に係る補助制度

・耐震シェルター等設置に対す
　る支援・補助

・ブロック塀の安全対策

・液状化対策・津波対策

（１）

（５）

（６）

耐震化促進のための
支援制度

住宅の減災化対策

その他の安全対策

刈谷市耐震改修促進計画」の一部を紹介（計画期間：平成26年～32年） 

刈
谷
市

国

県

①刈谷市耐震改修促進計画の策定

②公共建築物の耐震化の促進

③法に基づく指導等の実施

④所有者等の費用負担の軽減等

⑤相談体制の整備及び情報提供の充実

⑥専門家・事業者の育成及び技術開発

⑦地域における取り組みの推進

⑧その他の地震時の安全対策

所有者等

①耐震診断の実施

②耐震改修の実施

③減災対策の実施

地元組織等

相談

連携

指導

連
携

連
携

基本目標 基本方針 具体的施策

高齢者・障害向けの
住宅確保

建替え市営住宅におけるシルバーハウジングの
整備検討、特別養護老人ホーム等の整備促進など

セーフティネットの
確保

市営住宅入居者資格の見直し検討、市営住宅
長寿命化計画の推進、老朽市営住宅の建替えなど

住まいの防災性・
防犯性の向上

狭あい道路整備事業、木造住宅無料耐震診断、
木造住宅の耐震改修支援など

子育てしやすい
住宅の確保

子育て応援マンション認定制度の検討、子育て
しやすい環境を整える施策の推進 など

良質な住宅・宅地
供給の誘導

サービス付き高齢者向け住宅の普及・啓発、
住情報の一元化など

良質な賃貸住宅
供給の誘導

新たな宅地供給の検討、低・未利用地の活用
促進策の検討、優良建築物等整備事業など

まちなか居住の促進
中心市街地活性化推進団体支援事業、
まちなかの利便性強化など

環境と共生した
住宅の確保

住宅用太陽光発電設置費補助事業、高効率
エネルギーシステム設置費補助事業など

暮らしの質を向上さ
せる居住支援の確保

高齢者緊急通報システムの整備支援 、子育て
支援センター等での相談受付など

住情報の充実
市ホームペジによる住情報提供、一般建築相談、
耐震に関する相談受付など

連携による居住
支援の充実

NPO、住宅生産者、企業との連携・協働、円滑な
既存住宅の流通に向けた支援など

　第２次刈谷市住宅マスタープラン（基本計画）
　　　　テーマ　「いきいき暮らせる安心快適な住まづくり」　計画期間：平成25年度～29年度

【１】
　安全・安心に
　暮らせる住まい
　づくり

【４】
　協働による
　住まいづくり

【３】
　快適な住まい
　づくり

【２】
　住み続けられる
　住まいづくり


