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暖かな春風と花冷えが交互に訪れる頃、

体調管理には ご留意のことでしょう。

さて、注目の大相撲春場所は千秋楽

を迎え、22年ぶりとなる新横綱の怪我

を押しての劇的な逆転優勝は、日本中

の相撲ファンに感動を呼び、最後まで

諦めぬ横綱の鋭い気迫に圧倒されました。

ところで先月、改正道路交通法が施行され、

免許更新時 75歳以上の高齢者ドライバーに認知

機能検査を受けることが義務付けされました。

社会の高齢化に伴う免許証自主返納は 他人事で

なく、いつか誰にも真剣に考える時が参ります。

事故の加害者にも被害者にもさせないまちづく

りのため公共交通網整備ほかの施策が急がれます。

先般、閉会した刈谷市議会では、当初予算額の

合計で過去最高となる平成２9年度予算案が可決

成立し、少子高齢化の諸課題への取組み、また 誇

りの持てるまちづくり等に向けた施策が 執行され

る運びとなりました。

新年度も、着実かつ効率・効果的な事業運営が

図られるよう、その役割を果たして参ります。

4月 1日 (土）エイプリルフール 新しいランドセルや、真新しい制服

4日 (火）清明 の胸の奥に、大きく膨らんだ夢や希望

8日 (土）花祭り が見えるようです。

17日 (月）春土用入り 今年もまた咲き誇る桜並木が、それ

20日 (木）穀雨 ぞれに始まる門出を応援するかのよう、

29日 (土・祝)昭和の日 目標を持って取り組んで参りましょう。

刈谷 良いトコ ♪

"コンパニオンアニマル"への招待☆

"まじめに

コツコツ､即 行動" 

頑張ります !!

風も温み、桜の開花が緑の勢いを誘うこの頃には、近くの田畑の畦道や小川の

土手を、パステルカラーの野の花や青々と伸びる蓬を眺めながら、ウォーキング

する人々・ 愛犬を連れて散歩する人達が、挨拶と共に楽しそうに行き交います。

人と歩調を合わせるお利口さんから、主従逆転で先を行く元気の良いワンコも。

ペットの代表格・犬は、3万年前の石器時代 人類の野生動物の家畜化に伴って

狩猟の際の助けとして用いられたオオカミが、家畜化されたものです。

明確に愛玩動物として飼育された資料があるのは、5千年前の古代エジプトの

ピューマから。南米のインディオでは インコやサルも飼われていました。

ダ・ヴィンチの描いた"白貂を抱く貴婦人"にもあるように、古くから様々な生き

物が飼育され、初め 捕獲された野生動物の家畜化は、人間の飼育下で繁殖させた

ペットの普及に繋がり 今日に至ります。取りわけ犬の場合は はっきりとした主従

関係を好む習性から、家族の一員として扱われた歴史の長いパートナーでした。

古代の犬の墳墓には花を供えられた形跡もあり、家族同様の愛情が感じらます。

ご主人様の前を堂々・飄々と歩くワンコ、今日も元気いっぱい！ 幸せそうです。

3/1発行の＜№73＞の答えは、高須町の
フローラルガーデンよさみ内にある 依佐美
送信所記念館の館内展示の様々な送信機器。
1928年ドイツより搬入時の黒に蘇りました。

市の中ほど東方に広がる 由緒ある地域。
今日の私達のルーツを探る旅・想像力を馳せ
ながら、微風に吹かれて散策してみませんか？

さて、ここはどこでしょう?

 4月 6日 (木) 交通安全キャンペーン参加

13日 (木) 地協要望結果確認会

14日 (金) 臨時会

21日 (金) 市長杯開会式

22日 (土) 下り松川清掃活動



　

３月のフットワーク

３月定例会は､平成２９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。

平成２８年度 刈谷市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２８年度補正予算（単位：百万円）

３）平成２９年度当初予算（単位：百万円）

４）委員会議題（抜粋）

▲
▲

▲
▲

2/16 3/1～3/6 3/9～3/14 3/22･23

市長･教育長
方針説明

本会議
(質問質疑)

各種委員会
予算審査分科会

予算審査
議案採決

報告
案件

単行
議案

条例
議案

予算
議案

議員提出
議案

請願 陳情 意見書
委員会
議題

5件 1件 20件 12件 1件 2件 2件 6件 6件

－ 不採択 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｡

* 刈谷市消費生活センター条例の制定･･･市役所内に消費生活相談窓口開設(県⇒市へ委譲)

* 刈谷市中小企業振興基本条例の制定･･･中小企業の振興施策を総合的かつ効果的に実施。

* 刈谷市都市交通施設整備基金条例の制定･･･道路･橋梁等の整備の係る基金の創設

* 市道路線の認定および廃止について･･･刈谷ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ整備に伴う周辺市道の認定

47,300 
51,740 

55,330 
56,330 57,450 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H25 H26 H27 H28 H29

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 91,549

74,810

(百万円)

88,831

市税

58.0%

国・県支出金14.9%

繰入金・

繰越金

7.9%

消費税

交付5.3%

市債4.6%
諸収入

3.9%
使用料・手数料 2.9%

その他 2.4%

一般会計「歳入」予算事項別構成比

57,450百万円

民生費

33.6%

教育費

21.7%
土木費 15.0%

総務費

10.3%

衛生費

9.7%

消防費

2.8%

公債費

2.5%
商工費

2.1%
農林水産業費1.3%

その他 1.0%

一般会計「歳出」予算事項別構成比

57,450百万円

① 刈谷市民意識調査等について(市民生活に関するアンケート)

②「刈谷市公共施設総合管理計画」について(建物やインフラ等総合的な維持管理の計画)

③「刈谷市企業立地推進計画」について(市内３ヶ所に工業用地確保の計画)

④「刈谷市立地適正化計画」について(住居や福祉･商業施設等の都市機能の誘導計画)

・太陽光発電システム設備整備事業(94百万円)

・都市交通施設整備基金積立事業(20億円)

・小垣江東小学校大規模改造事業(2億６百万円)

・刈谷東中学校改築事業(9億25百万円)

会計名 H28年度 H29年度 伸率

一般会計 56,330 57,450 2.0%

特別会計 28,399 23,835 -16.1%

企業会計 4,101 10,264 150.3%

計 88,830 91,549 3.1%

会計名 補正前 補正額 補正後予算

一般会計 59,485 3,083 62,569

特別会計 28,791 -18 28,773

企業会計 4,095 0 4,095

合 計 92,371 3,065 95,437

▲

６）議会での私の質問質疑 （抜粋）・・・３月２日 本会議場にて

▲

都市環境分野

前頁からの続き

● 中心市街地まちづくり

基本計画策定事業(新規)
● 空家等対策推進事業
● 公共施設連絡バス停留所整備事業(拡充)
● 刈谷駅北地区整備事業(新規)

● 人材確保事業(新規)
● 小規模事業者設備投資

　　　促進補助事業(拡充)
● 創業者支援事業(新規)

産業振興分野

福祉安全分野

計画推進分野

教育文化分野
５）平成２９年度主要事業 (抜粋）

● 歴史博物館建設事業
● 空調設備整備事業(中学校)
● 学校司書配置事業(新規)
● 国際スポーツ大会招致事業

● 強度行動障害加算事業(新規)
● 放課後児童クラブ運営事業(拡充)
● 民間保育所運営支援事業(拡充)
● 住吉幼稚園移転新築事業
● 消費者行政活性化事業(拡充)
● 防犯対策推進事業(拡充)

● 刈谷の魅力発信事業(拡充)
● 地域活動車両貸出事業(新規)

刈谷市ホームページ ⇒ 刈谷市議会

⇒ "かりやっこページ" をクリック

市議会の役割や仕組みなどを紹介、議会に関するクイズも掲載

されています。

〔質問〕

〔要望〕

家族で支え合う同居支援について

”メリットの多い三世代同居を促す支援策の創設を”
核家族化の進行は、若年世帯には就労や子育て不安によって少子化への影響が、高齢者
には将来への生活不安など問題が多く行政コスト増加にも繋がる。家族で支え合う同居
支援は今後の重要な行政課題。刈谷市独自の三世代同居を促す支援策に踏み出すべき。

〔質問〕 刈谷の魅力発信の戦略的な取組みについて

〔要望〕

”刈谷駅前に大型ビジョンの設置を”
毎日９万人が往来する刈谷駅、今回の北口駅前再開発事業を
好機と捉え、大型ビジョンの設置を実現し、刈谷の歴史や産
業･広報や緊急情報などを発信すべき。


