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"まじめに 

コツコツ､即 行動"  

頑張ります !! 

7月 1日 (金) 海開き・富士山山開き 音の世界を遮断したようなホタル

7日 (木) 小暑・七夕 の里から、一転　漆黒の空を華やか

15日 (金) お盆（新盆） に染め上げる花火へ･･･と、夏の盛り

18日 (月) 海の日 はもう間近です。

22日 (金) 大暑 夏期連休の計画と共に体調管理を

30日 (土) 土用の丑の日 万全にしましょう。

海辺の桟敷の 簾の先にも、街中の

カフェや駄菓子屋さんの軒先にも

“氷”の旗が翻る 夏の盛りです。

さて、6月24日 世界に衝撃が走

りました。イギリスのＥＵ離脱が決

まり世界の金融市場は大混乱、今も

世界経済に大きな波紋を広げています。

今回の離脱問題による円高進行は輸出関

連企業が多いこの地域にとっても大きな影響が懸

念てされます。今後の離脱交渉やＥＵ諸国の動向

に注視して行かなければなりません。

直後より、イギリスでは国民投票の結果に後悔

する声が多く上がり、国の分断問題にまで発展し

かねない事態が危惧されています。

一方、我が国では今、参院選 真っ只中ですが、

憲法改正に前向きな党派が２／３の議席を確保す

る結果となれば、改憲案の国会発議が可能となり、

日本でも国民投票が現実味を帯びて参ります。

今回のイギリスの国民投票を教訓に、参院選で

は自分の投票行動で将来が決まることを念頭に、

今回初の 18歳以上選挙権を得られた方も含め、

投票所に足を運びましょう。

建物丸ごと、緑のベールの中に､､､
天然のクーラーは、その気温５度以上も

吸収してくれる断熱材。
さて、ここはどこでしょう？

ルネサンスに開花したイタリアの庭園ブームは、隣国フランスにも伝播して行きま

した。その新しい息吹を呼び込んだのは、豊かなイタリア美術とナポリで観た素晴ら

しく美しい庭園に魅せられて帰国したシャルル８世。イタリアから造園家達を呼び寄

せ、アンポワーズやブロア城などの王宮の庭を造らせましたが、ナポリの造園家達の

才能も フランスの庭の精神を変えることまでは出来ませんでした。

フランスでは、何世紀も間庭はプレオ（中庭）形式で、城塞の中でひっそりと身を

守るためのものでした。イタリアからの庭園文化の流入は、そうしたフランスの堅実

な風土の上に、農業の振興や君主制下の社会の建設が伴い、庭園もまた独自に飛躍的

な発展をもたらし、自国の文化に根ざした 新たな価値観も付加されて行きました。

また、数多くの庭に関する著作が出され、ルネサンスのイタリア庭園には建物の

平面が常に不規則なため、大いなる構想や広い眺望が欠如している、と説く者も。

その後17世紀から18世紀にかけ、平坦で広大な敷地に軸線（ビスタ）を設定し、

左右対称性幾何学的な池の配置や、植栽の人口的整形を特徴とする、平面幾何学式と

いう独特の様式を確立させた美意識は、やがて ベルサイユ宮殿の庭園を設計した

ル・ノートルの才へと引き継がれ、大きく開花して行きます。

6/1発行の＜№64＞の答えは､東刈谷町の
JR東刈谷駅南口にある、高さおよそ10メー
トルの吊り鐘を下げたモニュメントでした。

 7月10日 (日) 参議院選挙投票日

12日 (火) ～13日(水)　市民クラブ行政視察

15日 (金) 連合愛知西三河地協　朝街頭 

16日 (土) 元刈谷地区防犯講演会

26日 (火) 市民クラブ29年度予算要望



　

６月のフットワーク 

住宅の床上浸水 

3.1㏊ → 0 ㏊ 

平成２８年度 刈谷市６月定例議会 報告   

■ 

■ 

 6/9
 ～6/13

 本会議
 (一般質問)

 6/15
 ～6/20

 各種常任委員会
 予算審査分科会

 6/24
 予算審査
 特別委員会

 6/27
 本会議
 議案採決

報告
案件

単行
議案

条例
議案

予算
議案

陳情 意見書
委員会
議題

5件 14件 7件 1件 4件 6件 1件

－ 不採択 不採択 －原案可決｡

６月
定例議会
議案等

審議結果

避難所整備・刈谷城復元・ごみ減量・自主防災支援・市街地拡大事業・災害ボラ 
ンティア・行政経営改革・女性活躍・熊本地震の教訓・障害者施策・学力と学修 

一般質問  1８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) ◆ 

主な議案（抜粋） ◆ 

平成２８年度６月補正予算 ◆ 

〔市税条例一部改正〕軽自動車税特例措置１年延長・特定一般医薬品等の購入費を医療 

          費控除の対象とする(H30～H34) 等 

〔工事請負契約の締結〕富士松北保育園改築工事・双葉幼稚園大規模改造工事・小垣江 

   小学校北舎大規模改造工事・刈谷東中学校中舎南舎改築工事・依佐美中学校中舎 

   大規模改造工事・市立特別支援学校建設工事・第一学校給食センター建設工事 等 

(単位:百万円)

会計名 補正前 補正額 補正後予算

一般会計 56,330 ▲ 538 55,792

特別会計 28,399 0 28,399

企業会計 4,101 0 4,101

合 計 88,830 ▲ 538 88,292

高齢者安全運転支援事業（3千3百万円） 
高齢者の交通事故防止及び 

被害軽減を目的に、衝突被害軽減ブレーキ装置搭載車を購入する場合、 

高齢者に費用の一部を補助。（２～４万円／1台） 

■ 

予防接種事業（2千7百万円） 

Ｂ型肝炎の予防接種化に伴い、乳児期 

の子どもを対象に接種の自己負担を無 

しにする補助。 

実施時期：H28年10月1日 

対象者：生後1歳に至る 

    までの間にある者 

 （Ｈ28年4月以降の出生者） 

     

 

 

■ 

 本会議での私の一般質問（6月10日） 

次頁に続く 

★ 『地域自主防災活動への行政支援』について

質問 地域自主防災活動への行政支援の在り方は？

要望 地域活動のレベル合わせに役割の発揮を。

質問

要望

★ 『保育士・介護士の確保』について

質問

要望

質問

要望

刈谷市独自で起震車を確保する検討を。

保育園入園希望者の高まりを受け、保育士確保に向けた取り組みの現状は？

企業主導型保育の動向もあり、民間とも協働し保育士確保の施策の充実を。

急速な超高齢化の進展に向け、介護施設と介護士の今後の見込み量は？

地域や事業者から地震規模を体感できる起震車の
貸出し要請が多いが、その対応の現状は？

介護士確保に向け、刈谷市独自の助成制度の導入検討を。

 建設委員会での私の所管質問（6月17日） 

 先の３月議会で刈谷駅北口周辺の再整備について明らかになっ 
たことが３点あります。 

南北連絡通路基本構想の目的と具体的な内容および今後の事業化予定は？ 

刈谷駅北口駅前ロータリーの上にロノ字で連絡通路を拡張する計画は、 

まちの賑わい・利便性の向上・通行の安全確保の点で非常に効果が大きいが、 

広場的な空中回廊の歩行空間を造り、くつろぎの交流スペースともなるペデ 

ストリアンデッキにしては？。また、北口周辺の再整備に合わせた計画を。 

質問 

要望 

敬老会事業の見直し（平成２８年度～）について 

年 度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

対象年齢 満７５歳以上 満７６歳以上 満７７歳以上 満７８歳以上 満７９歳以上 満８０歳以上

１） 敬老会事業補助金および記念品の贈呈 

・対象年齢を満75歳以上から満80歳とする。 

 経過措置として5年間にわたり1歳ずつ引き上げる。 

２） 敬老金および記念品の贈呈 

① 対象年齢の見直し・・・満80歳から5歳間隔および99歳以上に贈呈していた 

   敬老金を、長寿を祝う節目の年齢において支給する。 

   満87歳および満99歳以上の記念品等は敬老金に組み替える。 

 

② 敬老金贈呈方法の見直し・・・満99歳未満の対象者に贈呈する敬老金は、 

   地区を通じて現金を渡していたものを、口座振替に切り替える。 

 ①刈谷駅前線道路一方通行化、29年度から電柱の地中化も含め 

  安全と快適な歩行空間創出に向け整備が始まります。 

 ②刈谷駅前商業地区の一部が権利者より民間開発で進めたい要望が市に提出された。 

 ③刈谷駅前北口の安全と利便性向上に向けた南北連絡通路（ペデストリアンデッキ） 

  基本構想を進めていることが明らかになりました。 

今回の建設委員会では、「南北連絡通路基本構想」の内容について質問･要望しました。 

満80歳 満85歳 満87歳 満89歳 満90歳 満95歳 満98歳 満99歳
満99歳

以上
満100歳

以上

節目年齢 米寿 卒寿 白寿 百寿

現　行
敬老金
１万円

敬老金
１万円

記念品
4千円相当

－
敬老金
１万円

敬老金
１万円

－
記念品料
２万円

敬老金
１万円

記念品料
１万円

見直し 廃止 廃止
敬老金
１万円

敬老金
１万円

廃止 廃止
敬老金
１万円

敬老金
３万円

－
敬老金
２万円


