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"まじめに

コツコツ､即 行動" 

頑張ります !!

7月 2日 (月) 半夏生 そろそろ気の早い蝉の声が聞かれる

7日 (土) 小暑・七夕 頃です。夏休みを心待ちにする子供達

15日 (日) 旧盆 には気もそぞろの授業かも知れません。

16日 (月・祝) 海の日 海に山に民族大移動のシーズンが始

20日 (金) 夏土用の丑の日 まります。しっかりとしたプランニン

23日 (月) 大暑 グで、好い夏の思い出を作りましょう。

万物を育てる慈雨から雷鳴轟く驟雨へ

この夏も盛りを迎えようとしています。

先月12日、70年間に亘り対立・緊張

関係にある米朝の首脳会談がシンガポー

ルで開かれましたが、共同宣言は実行性

の上で物足りず残念な結果となりました。

またカナダでのＧ7では、貿易を巡り保護

主義的な政策を進める米国に、欧州・カナダが

激しく反発、日本は結束を呼びかけるのに止まり

ました。米国への配慮としても、今後貿易問題に

よる国内経済の先行き不透明感は否めません。

同期して、中国政府は米国の貿易制裁への報復

措置を発動、米国進出の自動車メーカーには中国

から輸入する部品等の調達コストが高騰する可能

性もあり、日本経済への影響が懸念されます。

さて、連日繰り広げられるサッカーＷ杯の放映

に、寝不足の方も多いと思います。決勝トーナメ

ント出場を決めた日本に熱い声援を送りましょう。

ところで、先の大阪北部地震では改めて種々の

問題点や教訓を得ました。刈谷市でも安全対策の

ため様々な補助制度があり活用を推進しています。

"神秘のオーロラ"への招待☆

地元の人々に大人気の、５の付く日の朝市。
今朝も開店前から並ぶお客様は、開始の合図
と共に一目散。豊富な新鮮野菜やお花は完売
です。さて、ここはどこでしょう？

6/1発行の＜№88＞の答えは、東境町の
北東 刈谷ハイウェイオアシスを背に、近年
整備された遊歩道でした。交通量も少なく
のんびりとした散策を楽しめます。

七夕の古式ゆかしい物語、笹の葉に結ばれた 色とりどりの願いを込めた短冊

が、今も息づく変わらない世界観で、祈りと共に 夢の空中散歩へと誘います。

人智を超えた宇宙のドラマは、ノルウェー・スヴァールバル諸島にも通年見

られ、この島の人々にとって神秘の光・オーロラは、生活の一部とも言える程。

一年中オーロラが現われるホットスポットは、この地と南極点だけなのです。

オーロラは太陽風が地球上空数百㎞にある分子や原子にエネルギーを与える

ことにより発生しますが、特に強いプラズマ粒子の降り込みが地球の磁場の穴・

カスプから直接大気に入ると酸素と反応し、十年に一度と言う紅いオーロラを

出現させます。初め緑色の柱が立ち、カーテンのようにゆらゆらと形を変えて

行く内、突然のオーロラ爆発に依り夜空を埋め尽くす全天オーロラとなり、光の

竜が暴れ回る様相を呈した後 緑から紅へ。荘厳な光の乱舞は息を飲む光景です。

ある人は女神の姿を観たと言い、またある人は悪魔の仕業と言う、畏怖と畏敬

の象徴・オーロラ。人を魅了してやまない極北の光を、年に一度の逢瀬を果たす

牽牛と織女は、悠々無限の宙の只中で 刹那を憂い、切なく眺めるのでしょうか。

 7月11日 (水) 高齢者福祉施策研修会（参議院会館・厚生労働省）

  〃  〃 自動車総連政策コンベンション

16日 (月・祝) ユタカ議員協議会研修会

17日 (火) ～19日(木) 会派視察

23日 (月) 来年度予算への要望（市長へ）

31日 (火) 全トヨタ労連労組会議



　

６月のフットワーク

平成３０年度 刈谷市６月定例議会 報告

■

■

一般質問◆

主な議案（抜粋）◆

■

福祉産業委員会での私の質問 ”地域で支え合う仕組みづくりについて”

立地適正化計画・消防団・耐震改修促進・環境施策・健康施策・教育・庁舎管理

南部地区整備道路問題・認知症施策・防犯・水道・議員報酬・亀城公園再整備 等

国民健康保険税条例一部改正･･･課税限度額の引上げ・軽減対象世帯の所得基準額増額

刈谷市空家対策協議会条例の制定･･･今後の空家対策に向けた協議を行う協議会設置
工事請負契約の締結･･･全小学校に空調設備を設置する工事契約

･･･学校の大規模改修の工事契約（小高原小・双葉小・富士松中）
議員提出議案･･･日本年金機構の情報セキュリティー対策見直しを求める意見書

平成３０年度６月補正予算◆

公共施設維持保全基金積立（525百万円）

学校校舎改修・空調設備設置

（△2,315百万円）

特別支援学校の医療ケア実施体制事業

（2百万円）

■

■

〔主な補正予算事業〕

19名の議員が市の事業施策に対し、行政当局と質疑応答を行った(抜粋)

 6/13
 ～6/15

 本会議
 (一般質問)

 6/19
 ～6/22

 各種常任委員会
 予算審査分科会

 6/28
 予算審査
 特別委員会

 6/29
 本会議
 議案採決

■

市民文教委員会での報告議題・・・幼稚園・保育園の開園延期について◆

（１）2019年４月に開園予定の住吉幼稚園新園舎の開園を延期する。

（２）2020年４月に開園予定の重原幼稚園跡地の保育園の開園を延期する。

〔理由〕旧第一学校給食センターの跡地に住吉幼稚園の新園舎を建設し、重原幼稚園の

園児を受入れた後、重原幼稚園を取り壊し、新しい保育園建設を予定していたが、

旧第一学校給食センター取り壊しの際、土壌汚染が判明したため、調査等で取り

壊し工事が遅れている。

〔今後の予定〕旧第一学校給食センター取り壊し工事が完了しだい再開日程を調整。

(単位:百万円)

会計名 補正前 補正額 補正後予算

一般会計 59,910 △ 1,757 58,153

特別会計 22,906 0 22,906

企業会計 10,169 0 10,169

合 計 92,985 △ 1,757 91,228

質問
現在各地域で「福祉委員会」を設立し、福祉の困り事も地域の力で解決する仕組みづく
りを地区社協が進めているが、地域では福祉委員会の企画運営に苦慮しているのでは。

要望
地区社協は現在、北･中･南に各１箇所設置され職員が常駐。各地域の福祉委員会運営の
支援に携わっているが、中学校区に１箇所設置し地域に密着した体制を取るべきでは。

質問
地域包括ケアシステムの構築に向け、地域で高齢者の見守り・介護の仕組みとして、
「地域ケア会議」を設置しているが、地域の当該者が地区社協と重複しているのでは。

要望
地区社協と地域ケア会議は市の所管担当は異なるが、地域での担い手は同じ人。地域で
の役割重複に考慮した支え合いの仕組みづくりの構築を。

■

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

6件 11件 6件 1件 1件 7件 8件 3件

－ 不採択
採択 1件

不採択 7件
－

６月
定例議会
議案等

審議結果
原案可決｡

中心市街地まちづくり基本計画（建設委員会での報告議題）

刈谷市駅～亀城公園

周辺エリア

歴史と文化に触れる、交流と愛着の
刈谷駅北口

周辺エリア

便利なまちなかに住まう、

歩いて暮らせるまちづくり

感じられるまちづくり

人を引き寄せる、回遊と賑わい
のあるまちづくり

中心市街地活性化区域（227㏊）

逢妻駅

〔計画の目的〕 本市は、これまで刈谷駅と刈谷市駅の２つの駅を中心に発展してきた。

今後も、この中心市街地が将来に渡り持続可能な発展を続けるため、平成28年に

策定した刈谷市まちなかマネジメント構想を踏まえ、中長期的な視点に立ったまち

づくりに関する基本的な整備方針を示すことで、中心市街地の更なる魅力と回遊性

の向上、活気と賑わいの創出を図る。
〔計画機関〕 2018年度～2027年度

〔中心市街地のゾーン設定とまちづくりの基本的整備方針〕

■刈谷駅南北連絡通路と歩行者デッキの整備

■刈谷駅と一体となった複合施設の立地

■刈谷駅北口駅前通りにシンボルロード整備

■刈谷駅北口駅前広場の交通動線の整備 等

１

２

３

１

■刈谷環状線の電線類地中化や歩道の

段差解消などのバリアフリー化の整備

■アイリス通りを活用し、

水辺と緑に触れ合える空間の創出 等

２

■亀城公園の再整備と周辺公共施設の再配置の検討

■城下町の風情を感じるまちなみの形成検討

■刈谷市駅前市街地再開発と駅前広場の検討 等

３

亀城公園

刈谷城趾

刈谷駅

刈谷市駅


