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新年 明けましておめでとうございます。

穏やかな小春日和に恵まれ、良い年を

お迎えのことと思います。

昨年は、異常気象や地震の頻発によ

り、自然災害に対する更なる対策の強

化と危機管理意識の醸成の必要性を強く

感じました。一方、リオ オリンピック･パ

ラリンピックでの日本人選手の活躍に感動の

渦が巻き起り、４年後の東京五輪に向けた盤石な

準備と、選手育成の強化に力を注ぐスタートの年に

して行かなければなりません。

さて、2017年は1月20日に行われる米国新大統

領就任の政策遂行の動向、また、イギリスのＥＵ離

脱交渉のゆくえが、今後の世界経済に大きな影響を

及ぼすことから最も注目を集めています。また、内

紛に苦しみ 祖国を捨て逃げ出す難民は、今この時も

後を断たず、激動と混沌の中にあります。

世界が誤った"自国第一"主義とならぬよう、日本

も世界の平和と共存の経済発展のために、積極的な

貢献をすべき役割があると考えます。

今年一年が、皆様にとって希望に満ちた素晴らし

い年となりますよう、心から念じ挨拶と致します。

1月 1日 (日・祝)元旦 例年になく、季節を錯覚するような
5日 (木) 小寒 暖冬で始まった新年です。
7日 (土）人日（七草） 地球温暖化が叫ばれる昨今ですが、
9日 (月・祝)成人の日 異例の暖かさも 大寒の頃には 冷たい

11日 (水）鏡開き 北風にとって代わられるでしょう。
15日 (日）小正月 鳥にも厳しいインフルエンザの猛威、
20日 (金）大寒 二ヶ月程の辛抱です、呉々もご自愛を。

"暖炉"への招待☆（Chapter2）

"まじめに

コツコツ､即 行動" 

頑張ります !!

小山の陰のささやかな日陽まりに、
そっと身を寄せ合いながら、咲く水仙。

可憐な花々は、じっと春を待ってい
ます。さて、ここはどこでしょう?

12/1発行の＜№70＞の答えは、小垣江町の
小垣江東小学校北側の通り、並木道から脇に
伸びる畔道は、見晴らしの良い農道が何本も走り、
人々やペット連れに人気の散歩コースです。

数千年前の古代ローマでは、セントラルヒーティングとも言うべき"ハイポコー

スト"、また隣国韓国では"オンドル"という床下暖房設備等、世界的に見ると暖房

の歴史はかなり古くからのものと考えられますが、日本では近代以前には その

観念さえなく、囲炉裏や火鉢・こたつ等での採暖が中心でした。

吉田兼好・徒然草にも、"家のつくりやうは 夏をむねとすべし、冬はいかなる

所にも住まう"とあり、湿潤な気候風土の上か 風通しの良い家屋を最優先に考え

冬は 厚着や気合いで乗り切れば良い、と断言される程に 暑さや湿気は耐え難く

日本人が暖房や家の機密性に関して 長い間 無頓着であったことがうかがえます。

その後、北欧やドイツで発達した"置き暖炉"が紹介され、国産第1のストーブ

が作られたのは江戸末期の安政3年（1886年）開拓のため北海道に渡った人々

を極寒から救い、明治から大正にかけては国外輸入を模したものも作られました。

部屋全体を暖める"暖房"は 第二次世界大戦後、石油統制が撤廃され ようやく

各家庭にも石油ストープが普及し始めました。暖かな熱源の周りに人が集まり、

胸襟を開いて 語り合い寛ぐ…暖かさに安息を求める思いは今昔変わりありません。

 1月 1日 (日) 歳旦祭

6日 (金) 連合愛知政新年交礼会

7日 (土) 全トヨタ労連新年交礼会

8日 (日) 刈谷市成人のつどい

21日 (土) 中学生理科研究発表会

23日 (月) 土地開発公社理事会

31日 (火) 西三河議員研修会



　

１２月のフットワーク

刈谷市 平成28年１２月 定例議会 報告 11/30
　～12/3

 本会議(一般質問)

12/6 ～9
 各種常任委員会
 予算審査分科会

12/16
 予算特別委員会
 議会運営委員会

12/19  本会議(議案採決)

＜ 議 会 日 程 ＞

報告
案件

単行
議案

条例
議案

予算
議案

請 願 陳 情 意見書

1件 6件 11件 7件 5件 5件 5件

－ 不採択 不採択 不採択全て原案可決

　(百万円）

会計名 補正前 補正額 補正後

一般会計 57,718 1,767 59,485

特別会計 28,746 45 28,791

企業会計 4,101 ▲ 6 4,095

合計 90,565 1,806 92,371

(昨年同月比 3.1%増)

▲6

１６名の議員が刈谷市の行政施策に対し当局へ質問を行った(抜粋)

刈谷城復元事業、空き屋対策、刈谷歴史博物館事業、地方分権改革推進、
行政運営意識改革、食品ロス対策、強度行動障害者施策、高齢者介護施策、等

刈谷市事務分掌条例及び子ども･子育て会議条例の一部改正、
刈谷市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正、等

暮らしに役立つバス路線の拡充を求める請願、
子どもたちが豊かに育つよう制度拡充を求める請願、等

｢保育士等の賃金と配置基準の改善を求める意見書｣提出を求める陳情、等

自衛隊の南スーダン派遣の即時撤退を求める意見書、等

【 委員会議題 】 刈谷市まちなかマネジメント構想について、学校給食費の改訂、等

【平成28年度１２月補正予算】

【主な議案】

【 請 願 】

【 陳 情 】

【 意見書 】

【一般質問】

〈消費税〉

H1/4月～ 3%

H9/4月～ 5%

H26/4月～ 8%

消費増税後、値上げを据え置いてきたが、近年の食材の物価上昇を受け改定する。

１食あたり
の給食費

中学校 小学校 幼稚園

改訂後 280円 250円 220円

改定前 250円 220円 200円

【主な補正予算事業】

・小高原小学校大規模改造事業 （386百万円）

・東刈谷幼稚園大規模改造事業

（307百万円）

・小垣江東幼稚園大規模改造事業

（205百万円）

・空調設備整備事業（612百万円）

全中学校の普通教室および

特別教室の一部

（平成29年冬季より運用開始）

中学校 小学校 幼稚園

平成 1年4月 206円 180円 －

平成 4年4月 230円 200円 200円
H11.4給食開始

平成12年4月 250円 220円 200円

改訂年月

★ 議会冒頭 市長より･･･刈谷城復元の実施設計延期についての説明

熊本城の復旧基本計画が平成29年度中に策定され、復旧

手法や最新の耐震化対策が示される。よって、今年度進めて

いる刈谷城復元の実施設計については、その内容を見極める

必要があるため、一時延期する説明がありました。

・都市交通計画調査

推進事業（50万円）

JR刈谷駅の安全確保

階段の新設･拡幅

ホーム拡幅 等の調査

学校給食費が改定されます ･･･ !!
(17年ぶりの改定) 平成29年4月～

12月定例議会において、刈谷駅北口駅前の安全と快適、賑わいを創出する再整備構想

が示されました。界隅性を感じ人が集い、歩いて回遊を楽しむまちづくりを目指すものです。

シンボルロードづくり

安全･快適な歩行空間づくり

にぎわいの拠点機能づくり複合的な駅前空間の創出

・地上20階（70.5ｍ）

1～2階 商業、公共施設(観光案内所)

3～5階 事務所

6～20階 住居（86戸）

別棟 立体駐車場

・敷地面積：2,804㎡

・延べ床面積：約15,000㎡

・総事業費 約36億円

・平成30年5月 工事着手

・平成32年9月 工事完了

ユタカ議員協議会の研修会報告

〔日時〕12月23日(金)10:00～〔場所〕名古屋キャッスルプラザ

〔テーマ〕「国民健康保険改革および企業健保の課題」について

〔講演者〕愛知県健康福祉部子育て支援課(主幹)川合 光久 氏

国民健康保険事業の運営は、

これまで各市町村が行ってき

ましたが、平成３０年度から

持続可能な安定的運営確保

を目的に、財政責任の中心的

役割は各都道府県に移行さ

れることになります。


