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10月 1日 (日) 衣替え 空気も澄み、色なき風の渡る頃です。

4日 (水) 十五夜 祭り囃子や秋の味覚を巡る旅など、豊

8日 (日) 寒露 穣に感謝しながら家族や仲間と過ごす

9日 (月・祝) 体育の日 ひとときは、この一年の実りの時とも

20日 (金) 秋土用入り 言えましょう。交流を深め明日の英気

23日 (月) 霜降 を養って下さい。

好天に誘われ賑わう行楽地には、新米の

おにぎりを頬張る人々の笑顔が満開です。

さて、9月28日衆議院が解散され、俄

にざわめく政界。２年後予定の消費増税

の是非と増収分の使途見直し、また北朝

鮮問題への対応、現政権への評価等を争点

に、熱戦が繰り広げられる模様です。

実質賃金は上がらず景気回復感の薄い経済状況

や、現政権下で進む改憲・軍事偏重懸念、非正規雇用

格差に依る生活不安が生む諸問題、および それに伴う

人口減少等、差し迫った難題が山積しています。

財政健全化を先送りし、子育て世代への投資拡充へ

と方向転換が示されましたが、それはいずれも次世代

に大きく関与するものであり、見かけに惑わされず、

将来不安の解消に繋がる政策に視点を置き、来たるべ

き選挙できちんと民意を示して行くことこそ重要です。

また先般、野党再編が一気に加速、政権選択選挙の

様相が深まり、国民の声が直接反映される緊張感ある

２大政党への変革という期待が高まって参りました。

一方、刈谷市は良好な財政運営堅持により、９月定

例議会で前年度決算が認定さたことをご報告致します。

"天平カラー"への招待☆

9/1発行の＜№79＞の答えは、築地町の
かりがね小学校西門？に向かう遊歩道でした。

登下校の子ども達ばかりでなく、地域の
人々にも愛される 自慢の緑のアーチです。

北の国からは、早々と紅葉の便りが聴かれるようになりました。

欧米の紅葉が黄色を主体とした単色の情景に対し、日本では赤・黄・緑と美しい

コントラストが情緒的で人々の心を捉えてやまず、古より様々な芸術の源ともな

って来ましたが、世界的にも貴重なその光景に巡り会える秋は、幸運と言えます。

日本の色が一番豊かだった時代、天平から平安にかけて日本人が付けた色の名

前は300とも400とも言われ、若菜・蕾紅梅・花浅葱・凩茶・雪食など移り行

く季節をそのままに留めたような色名は、日本人の感性豊かな美意識を象徴する

かのようです。その色彩を得るため、職人は花・実・葉から根まで、様々な天然

素材を使い絶え間ない試行錯誤と苦心の上生み出しましたが、退色との闘いも。

聖徳太子の定めた官位十二階は、家柄に拘らず貴族でなくとも有能な人材を登

用のための道が開かれた初めてのシステムでした。それはまた、遣唐使や遣隋使

として外交使節となる人々の威儀を整え、正装の色も定めらることになりました。

無彩色から白・黄・赤へと続き、青・紺そして最高位が高貴な紫となったのは

即ち色を留める難しさと同じく、人財発掘の腐心を表していたのかも知れません。

 10月 1日 (日) トヨタ車体労組定期大会

2日 (月) 市民クラブ会派定期総会

10日 (火) 衆議院議員選挙公示(22日投票)

11日 (水) ～13(金)福祉産業委員会行政視察

14日 (土) 幼稚園運動会

15日 (日) 元刈谷地区防災訓練

24日 (火) 刈谷市戦没者追悼式

"まじめに

コツコツ､即 行動" 

頑張ります !!

まるで地平線の彼方まで続くような緋色の
絨毯は、道行く人々や車をワクワクさせてく
れます。本格的な秋の始まりを告げる花…

さて、ここはどこでしょう？



　

９月のフットワーク

刈谷市 平成29年９月 定例議会 報告

平成２９年度【補正予算概要】

平成２８年度【決算報告】

常任委員会〔福祉産業委員会〕での私の質問（9月13日）抜粋

一般会計歳出 (性質別)

消費的経費人件費･物件費

扶助費 等 ３４,６４３ (６２.０％)

投資的経費

普通建設費 等

１０,１１６(１８.１％)

公債費

積立金 等

１１,１１８

(１９.９％)

（百万円）

５３,８１９

　＜平成２８年度決算＞ 　(百万円)

増減額 増減率(%)

一般会計 60,167 62,906 2,739 4.6

特別会計 29,728 29,188 △ 540 △ 1.8

計 89,895 92,094 2,199 2.4

一般会計 53,819 55,877 2,058 3.8

特別会計 26,712 26,101 △ 611 △ 2.3

計 80,531 81,978 1,447 1.8
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一般会計歳入歳出決算推移

歳入 歳出

(百万円)

9/6～8  本会議(一般質問)

 9/12
     ～15

 各種常任委員会
 決算・予算分科会

9/26
 決算・予算
       特別委員会

9/27  本会議(議案採決)

＜ 議 会 日 程 ＞

〔主な補正予算事業〕

◆ 主な議案の内容

報告
案件

単行
議案

条例
議案

決算
認定

予算
議案

議員提出
議案

陳情 意見書
委員会
議題

1件 5件 4件 ８件 5件 4件 5件 8件 2件

－
原案
可決

原案
可決

原案
可決

原案
可決

原案
可決

 3件
採択

 1件
採択

－

【議案】第一学校給食センターの工事請負契約額変更の専決処分について（2,934万円の増額）

岩ケ池公園の指定管理者の指定について⇒ハイウェイオアシス(株)に委託

H28年度決算の認定、H29年度補正予算　等。

【議員提出議案】国および愛知県の私学助成拡充に関する意見書 等。

【陳情】私立高校生学費の公私格差是正のための市町村独自の授業料助成拡充を求める陳情 等。

【意見書】道路整備予算の確保及び道路整備に係る補助率等の嵩上げ措置の継続を求める意見書

　歳入は、自主財源比率が前年度比較

で、1.1ポイント上昇し、良好な財政

体質を維持している。

　歳出は、対前年度比で20億5千万円

(3.8%)増加したが、将来投資が主な内

容で、基金活用するなど、他事業に影

響がないよう適正な執行がされている。

・ つくし作業所増設事業（30百万円）

・ (仮称)刈谷ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ周辺市道

　　　　　新設改良事業(73百万円)

・ 富士松東小学校改修事業(41百万円)

・ 東刈谷市民センター駐車場

　　　　整備事業（12百万円)　等

＜平成２9年度９月補正予算＞ 　(百万円）

会計名 補正前 補正額 補正後

一般会計 57,475 814 58,289

特別会計 23,835 460 24,295

企業会計 10,264 14 10,278

合計 91,574 1,288 92,862

(昨年同月比 2.5%増)

地区 現状 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

北部 設立済

南部 準備 設立

中部 準備 設立

地区社会福祉協議会 設立目標

※１と※２については、概略の一部を次頁に紹介します。

刈谷市の市債(借金)･基金(貯金)残高状況と決算結果からの財政指標

☆ 『地区社会福祉協議会の設立支援』について

質問 地区社協の目的、組織体制、メリットは？

☆ 『一里山地区工業用地の開発』について

質問

答弁

一里山地区の工業用地開発は個別民間開発とあるが、公的支援も必要では？

活動を行う組織で、福祉だけでなく安心･安全なまちづくりに繋がっていく。

答弁

地域住民（自治会・公民館・民生委員・
児童委員・ボランティア団体等）が主体と
なって、地域の課題解決を目的に一体的な

工業用地の早期確保を実現するため、道路等の整備による公的支援について
も検討していく必要があると考えている。

良好な財政運営を堅持しているものの、政府の地方税制の見直しや自動車関連企業

の多い本市では、イギリスEU離脱に対する影響など危惧される中、今後も健全財政

を前提に将来投資を着実に推し進め、盤石で魅力あるまちづくりの構築が求められる。

一般会計歳入 (財源別)

自主財源

市税・手数料

使用料 等

５０,０８６

(７９．６％)

依存財源

国・県支出金等

１２,８２０ (２０．４％)

６０,１６７

（百万円）

市債未償還残高 一般会計 特別会計

Ｈ２７年度末 残高 8,144 23,320

Ｈ２８年度 発行額 558 689

Ｈ２８年度 償還額 1,500 1,417

差し引き額 7,202 22,592

Ｈ２８年度末 残高 29,794

29,794 
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基金残高の推移

財政調整基金

総額

その他基金

良
い

（百万円）基金残高
Ｈ２７年度

末残高
Ｈ２８年度
中の増減

Ｈ２８年度
末残高

財政調整基金 10,737 △ 981 9,755

公共施設維持保全基金 5,128 △ 773 4,355

亀城公園等整備基金 3,302 △ 72 3,229

都市交通施設整備基金 － 2,000 2,000

その他 2,302 140 2,444

計 21,469 314 21,783
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