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"まじめに

コツコツ､即 行動" 

頑張ります !!

"新元号"への招待☆

 4月14日 (日) 刈谷市子ども会育成協議会総会

〃 〃 刈谷市文化協会総会

15日 (月) 刈谷手をつなぐ会総会

19日 (金) 刈谷市長杯開会式

20日 (土) 国際交流協会総会
21日 (日) 身体障害者福祉協会総会

今年もまた満開の桜並木が、本格的な春
の訪れを報せてくれます。通勤時間帯を外
せば花見を兼ねのどかな散策も楽しめます。

さて、ここはどこでしょう？

3/1発行の＜№97＞の答えは、富士見
町の南端・猿渡川に沿って流れる小川・下
り松川の橋上から、東方を仰ぐ眺めでした。
答えは同橋からの西方、いずれも美観です。

2019年4月1日官房長官より、新しい元号は"令和"との発表がありました。

平成もあと一ヶ月足らずとなり新しい時代に向けカウントダウンが始まります。

明治維新以来、明治・大正・昭和・平成・令和という五つの元号に至る間に

数々の戦争を経、政治経済・医学・物理化学等社会全般は大変革を遂げました。

さて、日本の元号の始まりは西暦645年・大化の改新の"大化"からですが、

かつては政治的支配の正当性の象徴から、現在では国家の繁栄と民の平安を願

うものに。現在125代目の天皇に対し元号の数は247と、倍近くになります。

明治元年に発布された"一世一元の詔"により、天皇の交代に合わせて改元が

行なわれるようになりましたが、それ以前には吉兆や厄除け等でも改元があり、

現実に使われるのは公式文書における記録用年数え指標程度、但し江戸期には

掛売りや農家の田植え時期の関係上暦が必要なため、元号が使われることも。

一般生活では"十干十二支"という60通りで一組になった文字で表現しました。

元号を一般庶民が広く認識し使うようになったのは明治からです。そして今

生まれた新元号"令和"の由来や込めた願いの理解と、安穏な暮らしを祈ります。

4月 1日 (月) エイプリルフール 今月末、天皇陛下のご退位の日もい

5日 (金) 清明 よいよ近づき、時代の節目を実感する

7日 (日) 世界保健デー この頃です。"平成最後の…"という言

20日 (土) 穀雨 葉もよく聞かれた昨今でしたが、今後

29日 (月・祝)　昭和の日 国内外に発信される種々の国事と新天

30日 (火・休) 退位礼正殿の儀 皇ご誕生をお見守りしたいと思います。

新年度が始まり、新しい制服に身を包む

人々の胸には誇りと気力が満ちています。

先般、私の出身会社・トヨタ車体ハンド

ボール部(ﾌﾞﾚｲｳﾞｷﾝｸﾞｽ)が日本リーグ決勝

6度目にして、見事初優勝を果たし日本一

の栄冠を手にしました。来季からは追われ

る立場となりますが、連覇の活躍を願います。

ところで、トヨタ自動車はＪＡＸＡと連携し、

有人月面探査車の開発を発表しました。10年後の

実用化を目指し、各国が月の水や鉱物資源を狙いに

活発な動きを見せ始める中、トヨタの車両性能や環

境技術に、大きな注目と期待が寄せられています。

さて、いよいよ統一地方選挙が11道府県で開幕

しました。有権者の関心を高めると共に経費節減を

目的として選挙をまとめて行なう趣旨でしたが、諸

事により統一率低下、更には投票率のみならず議員

のなり手不足が深刻化し、定員割れまで出る現状に。

地方政治は、足下を固める民主政治の根幹です。

一人一人が暮らしを熟考し、必ず投票しましょう。

刈谷市は先の3月議会でも教育・福祉に重点を置

き、将来に亘る魅力あるまちづくりを目指します。



　

３月のフットワーク

・都市交通施設整備基金

　　　　積立積立事業(2,000百万円)

・公共施設維持保全

　　　　基金積立事業(1,466百万円)　等

平成３０年度３月 刈谷市定例議会 報告

１）主な議案内容（予算議案以外の抜粋）

２）平成３０年度補正予算（単位：百万円）

３）平成３１年度当初予算（単位：百万円）

４）委員会議題（抜粋）

▲
▲

▲
▲

2/14 2/27～3/1 3/6～11 3/18・22

市長･教育長
方針説明

本会議
(質問質疑)

各常任委員会
予算審査分科会

予算審査
議案採決

民生費

34.0%

土木費

18.4%

教育費17.6%

総務費

10.1%

衛生費

9.9%

消防費

2.9%

商工費

2.7%
公債費

1.9%
農林水産業費, 1.5%

その他1.0%

一般会計「歳出」予算事項別構成比

58,100百万円

市税

62.3%

国・県支出金15.9%

消費税

交付金

5.4%

繰入金・繰越金

4.9%

諸収入4.4%

使用料・手数料

3.0% 市債1.9%

その他2.3%

一般会計「歳入」予算事項別構成比

58,100百万円

報告案件 単行議案 条例議案 議員提出議案 予算議案 委員会議題 意見書

2件 4件 11件 １件 12件 5件 6件

－ 可決 可決 否決 可決 － 不採択

３月
定例議会
議案等

審議結果

　３月定例会は､平成３1年度の
施政方針および当初予算案を
重点に審議する議会です。

* 刈谷市南部福祉ｾﾝﾀｰ条例の一部改正･･･老人ﾃﾞｰｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたんぽぽ廃止(H31.4/1施行)

* 刈谷市就学前の子どもの教育・保育施設の設置に関する条例の制定･･･(H32.4/1施行)

保育園⇒保育園(0～5歳児)と乳児園(0～2歳児)に、幼稚園⇒幼児園に名称変更　　等

2026年工事完了予定

ア　ホーム拡幅（6.2ｍ拡幅）

イ　ホームドアー新設（上下4線に新設）

ウ　将校設備増設（ｴｽｶﾚｰﾀｰ各ﾎｰﾑ１基増設）

エ　コンコース拡張（640㎡⇒960㎡）

オ　改札増設（自動改札機2基増設）

会計名 補正前 補正額 補正後予算

一般会計 57,993 3,386 61,379

特別会計 23,504 0 23,504

企業会計 10,173 13 10,186

合 計 91,670 3,399 95,069

会計名 H30年度 H31年度 伸率

一般会計 59,910 58,100 -3.0%

特別会計 22,906 23,995 4.8%

企業会計 10,169 9,918 -2.5%

計 92,985 92,013 -1.0%
▲

都市環境分野

前頁からの続き

産業振興分野

福祉安全分野

計画推進分野

教育文化分野

(抜粋）
５）平成３１年度主要事業

● 青山斎園大規模改造事業
● ハイウェイオアシススマートインター

　　チェンジ周辺道路新設改良事業

● 公共施設連絡バス停留所整備事業(拡充)
● ＪＲ刈谷駅総合改善事業(新規)
● 日高公園再整備事業

● 高専ロボコン2019(新規)
東海北陸地区大会開催事業

● 農畜産物特産化補助事業(拡充)
● 企業立地推進事業(依佐美地区)

● 第8次刈谷市総合計画策定事業
● 日本女性会議開催事業(新規)

● 産後ケア事業（新期）
● 健康診査事業(拡充)
● 骨髄提供者等助成事業(新規)
● 徘徊高齢者個人賠償責任保険事業(新規)
● 特別養護老人ホーム等整備事業
● 公立保育園預り保育事業(拡充)
● 避難所マンホールトイレ整備事業(新規)
● 特設公衆電話整備事業(新規)

● 夢と学びの

科学体験館特別企画開催事業
● 美術館 各種展示開催事業
● 歴史博物館 各種展示開催事業
● 学校司書配置事業(拡充)
● 市民館整備事業(野田・西境)

55,330 56,330 57,450 59,910 58,100 

28,363 28,400 23,835 22,907 23,995 

4,242 4,101 10,264 10,169 9,919 
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当初予算年度別推移

企業会計 特別会計 一般会計

92,01387,935 91,549 92,985

(百万円)

88,831

既に指定されている区域
高津波地区 重原地区 東刈谷地区 原崎・稲場地区

新しく指定された区域

中手町

高津波町北 高倉町３

日高町

日高小学校

日高幼稚園

ゾーン

３０

路
側
帯

路
側
帯

区域内では、最高時速３０㎞

に規制されるほか、ポールに

よる狭さく等の対策が講じら

れます。

▲道路標示例

＜３月７日から指定されています＞

① 市民意識調査について

② 刈谷市自殺対策計画について

③ 刈谷市空き家等対策について

④ ＪＲ刈谷駅総合改善事業について

⑤ 第3次刈谷市スポーツ
マスタープランについて


