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 4月 6日 (水) 交通安全キャンペーン参加

7日 (木) 老人クラブ常盤会総会

11日 (月) ～12日(火)　市民クラブ会派研修

15日 (水) 市長杯開会式

16日 (土) 元刈谷公民館婦人部総会

23日 (土) 国際交流協会総会

万物が冬の眠りから目覚め、生命の輝きを取り戻す春。ガーデニングの愛好

者達は、こぞって我が家の門先や南庭を飾る樹々や草花に 胸躍らせるでしょう。

庭への夢は、遥か遠く数千年もの昔から、時の権力者や富裕層達に その財力

や美意識を誇るための象徴として 様々な様式を生み、文化を育てました。

庭園の最も古い記録は、バビロンの空中庭園。紀元前600年頃、バビロニア

の王・ネブカトネザル二世が、砂漠の国に輿入れするのを嫌がった王妃を慰め

ると共に その権勢誇示のため建造、世界の七不思議にも挙げられています。

名前から想像されるのは、重力に逆らって空中に浮かぶラピュタの様ですが

実際には高台に造られた庭園は、バビロンの宮殿の中 高さ２５ｍ、５層の階段

状になったテラスに土を盛り 水を汲み上げて、樹木や花を植えていました。

あまりの大きさのため、遠くから観ると 空中に吊り下げられた庭園のように

豪奢で美しく、王妃・アミュティスの心を捉えたことは想像に難くありません。

権力の象徴と共に 心の癒しを求める庭園は、その後ギリシャで多くの芸術を

生み出しながら発展し、開花して行きます。

4月 1日 (金) エイプリルフール 新年度の始まりです。春もたけなわの

4日 (月) 清明 この時季、歓送迎会が盛んに行なわれます。

8日 (金) 花祭り 新しい環境に適応するため、緊張の毎日

16日 (土) 春の土用入り を送る人も多いことでしょう。

20日 (水) 穀雨 昼夜の寒暖の差や、花冷えに体調を崩す

25日 (月) 国連記念日 ことのないよう、油断せず 出来るだけ上着

29日 (金・祝)昭和の日 を持つ習慣を 心がけましょう。

3/1発行の＜№61＞の答えは､桜町の
刈谷駅北口の観光案内所の隣で歌っていた
陽気なロバは、只今どこかへ旅行中？です。

フレッシャーズの真っ新な制服が

僅かに はにかんだ笑顔の中にも、歩

き始めた道への誇りを感じさせます。

さて 去る3月29日、集団的自衛権

を行使できるようにする安全保障関連

法が施行されました。日本が戦後これ

まで貫いてきた専守防衛政策の変容に、

今一度 平和憲法の重みをそれぞれが考え

るべき時です。

代わって、4月１日新年度より 企業や自治体

に女性の登用目標など行動計画の策定、公表を

義務付けた女性活躍推進法が全面施行されまし

た。また同日、家庭向け電力小売り自由化が実

施され、消費者自身が家庭で使う電気を選べる

ようになります。

いずれの制度も、まだ未知の体験で今後どの
ように活用すべきか 主体性を持って、積極的に

学ぶ姿勢が必要です。

刈谷市の行政でも、新年度より大きな組織改

変が有り、企業立地推進室や文化観光課などを

新設、また 妊娠･出産･子育て包括支援事業へ

新規に取り組むなど、将来への希望を見据えた

まちづくりの実現を、着実に目指して参ります。

どこまでも碧い空に、勢い良く尾を翻す
鯉のぼり。およそ70匹程の勇壮そうな遡上を
仰ぎ見るのは、春を集めたような菜の花の群れです。

さて、ここはどこでしょう？



　

３月のフットワーク 

 ３月定例会は､平成２８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２７年度 ３月定例議会 報告   

１）主な議案内容（予算議案以外の抜粋） 

２）平成２７年度補正予算（単位：百万円） 

３）平成２８年度当初予算（単位：百万円） 

４）委員会議題（抜粋） 

５）平成２８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）建設水道委員会での私の質問 （抜粋） 

▲
 

都市環境分野 

▲
 

▲
 

▲
 

▲
 

★所管事項『亀城公園歴史的建造物等基本計画について 

★予算事項『土地利用計画検討事業』について 
46,370 

47,300 
51,740 

55,330 56,330 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H24 H25 H26 H27 H28

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 88,830

73,669 74,810

(百万円)

2/1８ 3/2～3/7 3/9～3/14 3/22･23

市長･教育長
方針説明

本会議
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各種委員会
予算審査分科会

予算審査
議案採決

民生費
33.9%

教育費
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16.6%
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農林水
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その他
1.0%

56,330百万円

一般会計歳出予算事項別構成比
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56,330百万円

一般会計歳入予算事項別構成比

* 議員報酬及び職員等の給与に関する条例の一部改正について（H27年12月期末手当の増額）

* 刈谷市行政不服審査会条例の制定について（行政不服審査法制定に伴う条例制定）

* 刈谷市いじめ問題対策委員会及びいじめ問題調査委員会条例の制定について（各委員会の設置）

会計名 補正前 補正額 補正後予算

一般会計 56,739 1,594 58,333

特別会計 28,644 45 28,689

企業会計 4,248 0 4,248

合 計 89,631 1,639 91,270

①「刈谷市まち・ひと・しごと創生総合戦略」について（取組み期間 ～平成31年度）

②「刈谷市雨水対策マスタープラン」について（実施期間は概ね30年、住宅浸水被害を解消）

③「亀城公園歴史的建造物等基本設計」について（H32年度までの整備計画が提示）

④「刈谷市教育大綱」について（H28～32年度までの教育施策の基本方針）

・小垣江東小学校大規模改造事業(577百万円)

・特別支援学校建設事業(65百万円)

・公共施設維持保全基金積立事業(739百万円)

・亀城公園燈整備基金積立事業(752百万円) 等

● まちなかﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ構想策定事業
● 空き家対策推進事業(新規)
● 歩道整備事業(新規)
● 住生活基本計画策定事業(新規)

● 小学校・中学校大規模改造事業
● 第一学校給食センター建設事業
● 放課後子ども教室推進事業(拡充)
● (仮称)逢妻川河川敷広場整備事業

● 中小企業活性化事業(新規)
● 企業立地推進調査事業
● 衣浦定住自立圏域観光ＰＲ事業

● 刈谷の魅力発信事業(拡充)
● 公共施設等総合管理計画策定事業
● 住民票等コンビニ交付システム

導入事業(新規)

● 障害者・高齢者住宅用消火設備
設置費助成事業(新規)

● 妊娠・出産・子育て
包括支援事業(新規)

● 特別養護老人ホーム整備事業
● 民間保育所運営支援事業(拡充)
● 防犯対策事業(拡充)
● 特殊詐欺対策事業(新規)

 前頁からの続き 

会計名 H27年度 H28年度 増減率

一般会計 55,330 56,330 1.8%

特別会計 28,363 28,399 0.1%

企業会計 4,242 4,101 -3.3%

計 87,935 88,830 1.0%

＋

＋

＋

－

〔質問〕
今回の基本計画では、市制７０周年の平成３２年完了を目指
した部分的な整備計画となっているが、その理由は？

〔要望〕
平成３２年の部分的な完了計画ではなく、当初より示されて
いる全体像の完了時期と総事業費を明確にした計画を早く示
し、市民に合意を求める進め方をすべき。

刈谷市は、２８年度より全国初の取り組みとして、電話機に 
装置する「自動通話録音機」を高齢者に1台２千円で販売します。 

オレオレ詐欺に 

要注意!! 
通話時、録音警告音声が 

流れ、自動録音 

される機器 

今年は既に３月末時点で 

６件、１,８００万円の 

被害が発生しています!! 

1 

15 

9 
6 

500 

6,300 
4,300 

1,800 
0

2,000

4,000

6,000

8,000

0

4

8

12

16

H25 H26 H27 H28

刈谷市の特殊詐欺発生状況
被害件数 被害金額（件） （万円）

〔質問〕

〔要望〕

来年度の具体的な事業内容および今後どのような成果が期待できるのか

今後の企業誘致や中心市街地の活性化、また、若い世代が生涯の居住地として選択
してもらえるまちづくりに、土地利用計画は前提となる重要課題。目標値を明確に
し着実な事業推進ができる計画を立案することを要望。

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

2件 2件 18件 13件 2件 2件 6件 6件

－ 不採択 不採択 －

３月
定例議会
議案等

審議結果 原案通り可決｡


