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1月 1日 (火・祝) 元旦 年明けは、新春の名のもとに様々な

7日 (月) 人日・七草 行事が控えておりますが、暦の上では

11日 (金) 鏡開き 寒の入りで一年の内でも最も厳しい寒

14日 (月・祝) 成人の日 さが続く時節です。風邪対策の一つに

15日 (火) 小正月 首・手首・足首を温かく保つことが有

20日 (日) 大寒 効、極寒を乗り切って参りましょう。

"まじめに

コツコツ､即 行動" 

頑張ります !!

お正月、家族や親戚とかるたや百人一首に興じた思い出を持つ方も多いでし

ょう。日本人は古来より、四季の移ろいや折々の心情を和歌に詠んで来ました。

日本最古の歌集でもある万葉集には、貴族を始め防人などの自由な思いを詠

った歌約4,500首が収められており、当時の天皇も和歌に思いを託しています。

万葉集の後漢詩文が隆盛を迎え、和歌は衰退し宮廷等公的な場を離れ、私的

な場でひっそりと詠み継がれていましたが、平仮名の成立が和歌の復活に影響

を与えて行きます。女性歌人も数多く登場、歌人達は平仮名の文字列に同音異

義語、例えば"松"と"待つ"を掛詞として、自然の風景描写に人の行動や心情を

重ね合わせる技法も編み出し、平安時代になると和歌の地位は確立されました。

貴族にとって和歌は必須のツール、挙って恋い焦がれる想いを和歌に託し、

異性へと送っていました。天徳内裏歌合では、"恋"のお題に"恋すてふ我が名は

まだき立ちにけり 人知れずこそ思ひそめしか"と詠んだ壬生忠見が、"忍ぶれど

色に出でにけりわが恋は ものや思ふと 人の問ふまで"と詠んだ平兼盛に敗れ、

悶死したという逸話も有るほど。現代に生まれて良かった～という溜め息が…

 1月 7日 (月) 連合愛知 新年交礼会
8日 (火) 全トヨタ労連 新年交礼会

13日 (日) 刈谷市 新成人のつどい
19日 (土) 中学生理科研究発表会
23日 (水) 小学生理科研究発表会
  〃  〃 都市計画審議会
29日 (火) 三河9市議員研修会

12/1発行の＜№94＞の答えは、高須町の
フローラルガーデンよさみの入り口左手に有
る遊具広場でした。人気のフィールドアスレ
チックには、ちびっ子の順番待ちの列が…

広々とした心地好い空間、未知の世界や
新しい興味を抱かせてくれる夢の詰まった
場所。学生以外にも開かれた知識の宝庫…

さて、ここはどこでしょう？

"和歌"への招待☆

年の始め、美しい和服姿を見かけると、

日本人としての誇りを感じます。

昨年末、またも囲碁・将棋の若武者が

共に新記録を塗り替えましたが、二人と

も決して傲らず、謙虚な笑顔を見せてい

ました。今や政治や経済界に蔓延る慢心

を真逆の鑑に、初心を貫く活躍を期待します。

一方、政府は先月、現在の景気拡大の長さを戦後

最も長かった「いざなみ景気」に並んだ可能性が高

いとの見解を発表しました。しかし、過去の景気拡

大と比べ成長率は低く、豊かさの実感からはほど遠

い上、１０月には消費税増税が予定されています。

その中スタートした１９年春闘では労働人口が圧

倒的に多い中小企業の賃金上昇と格差縮小を目指す

方針。景気浮揚を実感する年となる事を切望します。

さて、本年は統一地方選挙の年です。２月の知事

選に始まり、4月の県議選、夏には刈谷市長・市議

選、そして参議院選挙へと続きます。私もこれまで

の活動を振り返り、１０年先５０年先の将来を見据

えたまちづくりに向け、具体的なビジョンをもって

新たな決意で真摯に取り組んで参ります。



　

１２月のフットワーク

刈谷市 平成30年１２月 定例議会 報告
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不採択 2件採択 不採択 ー全て原案可決

12/5
　　～7

 本会議(一般質問)

12/11
 　～14

 各種常任委員会
 予算審査分科会

12/20
 予算特別委員会
 議会運営委員会

12/21  本会議(議案採決)

＜ 議 会 日 程 ＞

　(百万円）

会計名 補正前 補正額 補正後

一般会計 57,984 9 57,993

特別会計 23,517 ▲ 13 23,504

企業会計 10,184 ▲ 11 10,173

合計 91,685 ▲ 15 91,670
(昨年同月比 1.4%減)

＜主な補正予算事業＞

・議場等設備更新事業 4,830万円

・市役所第2駐車場整備事業 1,450万円

・公共施設維持保全基金積立 22,085万円

・保育園屋外環境整備事業 2,930万円

・防災情報発信事業 540万円

・北部生涯学習センター
　　　　　　施設改修事業 3,600万円

◆ 主な議案の内容

１８名の議員が刈谷市の行政施策に対し質疑を行った(抜粋)

日本女性会議・チャイルドファースト社会・南北縦貫道・依佐見美工業団地

生活保護基準・公用車・公共施設総合管理計画・外国人児童生徒指導

市民生活環境改善・消費税と市政・子育て支援・人材育成・高齢者施策　等

市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正

刈谷市青山斎園条例の一部改正

｢住吉幼稚園｣新築移転土壌汚染工事請負契約の締結　等

税の徴収、滞納問題への対応等についての請願。

子どもたちの豊かな育ちを保障する制度の充実・拡充を求める請願　等

刈谷市議会議員の女性議員の比率向上に関する陳情（採択）

投票済証の廃止を求める陳情（採択）　等

出入国管理法改正案の廃案を求める意見書

消費税１０％への増税実施の中止を強く求める意見書

【 委員会議題 】 西三河都市計画公園の変更について

刈谷市公共施設連絡バス路線再編について

【平成30年度１２月補正予算】

【 陳 情 】

【 意見書 】

【一般質問】

【主な議案】

【 請 願 】

伊勢山公園
開発予定地

◆ 委員会議題の具体的内容

★小垣江町 伊勢山公園（街区公園）の開発

2020年３月完成予定

次ページ続く

公園のイメージパーツ

★刈谷市公共施設連絡バスの路線再編を行います。

2019年４月１日～ 新路線・新ダイヤにて運行

★(仮称)刈谷スマートインターチェンジ設置に伴う岩ケ池公園の変更

現行 路線図

再編 路線図

刈谷ハイウェイオアシス

2022年3月 開通目標の(仮称)刈谷スマートインター

に合わせ，岩が池公園の一部を変更する計画。

（41.4ha ⇒ 41.7ha）

１

２

１

２

■ 新時刻表および路線図配布

平成３１年３月上旬

■ バス新車お披露目

平成３１年３月中旬

■ 新路線および新ダイヤ運行

平成３１年４月１日

■ バス愛称「かりまる」運行

平成３１年４月１日

本線流出入路線の関係

による公園区域の変更

は、路線経路が新設

及び変更される主な

個所を示す。

≪新設バス停≫

・新田町５丁目

・富士松北小学校

・重原歩道橋

・野田町場割

・司町６丁目

≪廃止バス停≫

・今川市民館

・神明町４丁目

≪移設バス停≫

・かりがね小学校

・今岡町日向

・生きがいセンター

・司町４丁目

及び変更される主な

個所を示す。


