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"まじめに

コツコツ､即 行動" 

頑張ります !!

5月 1日 (水・休) 天皇即位の日 5月1日は、新天皇陛下ご即位の日

3日 (金・祝) 憲法記念日 に伴い本年のみ休日となったため、今

4日 (土・祝) みどりの日 年のゴールデンウィークは10連休を

5日 (日・祝) 子どもの日 堪能される方々も多いことでしょう。

6日 (月) 立夏 渋滞が予想される人気のスポット以

12日 (日) 母の日 外にも、心身を癒やせる光景に巡り会

21日 (火) 小満 えることも。発見にお出かけ下さい。

ついに新時代・令和の幕開けとなりま

した。平成に続く令和も、平和な社会が 人々の胸には誇りと気力が満ちています。

堅持されることを心から願っています。

先般、世界文化遺産 パリのノートル ボール部(ﾌﾞﾚｲｳﾞｷﾝｸﾞｽ)が日本リーグ決勝

ダム大聖堂が炎上し、世界に喪失感が広 6度目にして、見事初優勝を果たし日本一

がりましたが、人類有数の宝の再建に向け の栄冠を手にしました。来季からは追われ

多額の寄付が寄せられたとの報道に、人々の る立場となりますが、連覇の活躍を願います。

強い思いの結集は新たな創造を生む力と成り得

ることを、改めて思い起こさせたように感じます。 有人月面探査車の開発を発表しました。10年後の

さて、これから始まる新時代の技術革新は止まる 実用化を目指し、各国が月の水や鉱物資源を狙いに

ことを知らず、5Ｇと言われる高速・大容量データ 活発な動きを見せ始める中、トヨタの車両性能や環

通信システムにより、自動運転を始め身近な買い物 境技術に、大きな注目と期待が寄せられています。

から医療や健康、農業、防災、建設分野等も大きく

様変わりする可能性が有り、近い将来私共の暮らし しました。有権者の関心を高めると共に経費節減を

の有り様にも、目覚ましい変化が予想されます。 目的として選挙をまとめて行なう趣旨でしたが、諸

その一方、非正規労働者は倍増し出生数は減少の 事により統一率低下、更には投票率のみならず議員

一途を辿っています。働きながら子どもを育てる事 のなり手不足が深刻化し、定員割れまで出る現状に。

が安心してできる社会への変革が急務でもあります。

刈谷市もあらゆる分野で、急速に変化するであろ 一人一人が暮らしを熟考し、必ず投票しましょう。

う新時代にあっても、愛着と誇りを持てる産業文化

都市の更なる発展を図って参ります。 き、将来に亘る魅力あるまちづくりを目指します。

"アフタヌーンティー"への招待☆（Chapter1）

初夏を前にして、パンジーやその他種々
色とりどりの花が一斉に競い合う花壇です。
育てる地元の方々の熱意と愛情を感じます。

さて、ここはどこでしょう？

4/1発行の＜№98＞の答えは、青山町
の東海道新幹線に沿って流れる小川の岸を
薄桃色に染め上げた桜でした。長期に楽し
めた今年、新緑の勢いが目に鮮やかです☆

麗らかな陽気に誘われて、オープンテラスでお茶を…緑の風が心地好い香り

を漂わせる午後、いつもより少しリッチな気分で、テーブルにお気に入りのカ

ップとお洒落なお菓子を多めに並べたら、アフタヌーンティーの始まりです。

英国上流階級文化の精髄の一つとして知られるその習慣は、1840年代ベッ

ドフォード公爵夫人・アンナ・マリアが始めたものでした。夕方おなかが空き

暗く沈みがちな気分を解消するため、お茶と軽食やお菓子を用意して女性客を

招いたことから、突如現われた社交スタイル、伝統が無い分自由に出来ました。

ディナーは時間も経費の上でも最大のおもてなしとなりますが、アフタヌー

ーンティーには当主の男性ではなく女主人が主導を任され、女性好みのインテ

リアや使用される食器、飾られる花まで、センスや知識・教養が発揮されます。

それは評判となり、瞬く間に貴婦人達の社交の場として、定着して行きました。

当時お茶は東洋の飲み物で、17世紀の大航海時代に中国からもたらされた

非常に高価なものだったため、上流階級の人々しか飲めませんでしたが、イン

ドやセイロン茶の栽培に成功し、"東洋の神秘薬"は一般市民にも広がります。

 5月12日 (日) 元刈谷地区役員顔合わせ会

13日 (月) 春の交通安全キャンペーン

17日 (金) 議会運営委員会

21日 (火) 刈谷市総合式典

25日 (土) ユタカ議員協議会総会

29日 (水) ～31日(金) ６月定例議会 本会議



　

４月のフットワーク

刈谷市の全体の印象
刈谷市は２年毎に市民アンケートを実施し、市政に対し
市民の皆さんがどのような意見・要望を持っているのか
聞いています。

調査対象：２０歳以上の市民５,０００人
回答者：2,712票 回収率：５４.２％

住みやすさ･住み続けたいと考えている割合は、高い

水準にあるもののH24年以降評価が下り続けている。

また、まちづくりへの満足度もやや低い評価となって

おり、引き続き賑わいあるまちづくりへの施策が課題。

刈谷市のまちの現状

　今回も地域コミュニティが課題。防犯・防災・子育て・介護等、地域での見守りや支
え合いが必要だが、核家族化の進展により地域の連帯意識が希薄化してきている。今後
も自治会加入を促進させる条例や三世代同居・近居の支援事業等の導入を積極的に検討
する必要がある。また、入管法改正で今後は外国人との共生が大きな課題。
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安心して水道が利用できると思う

産業が活発だと思う

安心して医療が受けられる環境が整っていると思う

快適で便利な住環境が整備されていると思う

子どもを産み育てやすいと思う

休日などにリフレッシュできる場所がると思う

市民一人ひとりの意識やモラルが高いと思う

刈谷市に住む外国人と日本人は、異なる文化や習慣
を互いに認め合いながら暮らしていると思う

市民の意見が市政に反映されていると思う

地域での交流や世代・分野などの垣根を越えた交流
が活発であると思う
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第７次刈谷市総合計画の施策に対する市民の満足度の低い施策と重要殿の高い施策の結果です。

施政に対する現状の評価と今後の期待（市民ｱﾝｹｰﾄの続き）

☆ 刈谷市長・市議会議員選挙の施行について☆

水道水の安定供給 2位 1位

健康づくり活動や医療体制の充実 1位 2位

防災・災害対策の推進 ４位 3位

防犯・交通安全対策の推進 3位 4位

公共下水道の整備 9位 5位

→

→

重要度が高いと思う５施策
調査年度

H28年 H30年

→

→

→

地域資源を活かした観光振興 １位 1位

市民と行政の双方向の情報共有 2位 2位

障害者にやさしい環境の整備 4位 3位

効率的・効果的な行政経営 3位 4位

高齢者が暮らしやすい環境の整備 5位 5位

→

満足度のワースト５施策
調査年度

H28年 H30年

→

→

→

→

今回も満足度の低い施策は過去

の調査と変化がないようです。

障害者・高齢者への対応は重要

課題。満足度引き上げのための

現状の課題把握と改善に向けた
取組みに努めて参ります。

防災・防犯・子育てなど、福祉

安全分野は重要度は高いものの

満足度は低い結果となっていま

す。引き続き優先的な取組みと

して満足度を向上させる取組み
に尽力して参ります。
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１位 防犯・交通安全対策の推進 

２位 高齢者が暮らしやすい環境の整備 

３位 防災・災害対策の推進 

４位 障害者にやさしい環境の整備 

５位 社会保障制度の適正運用 

６位 子育てしやすい環境の整備 

７位 道路の整備 

８位 地域で支えあう福祉の充実 

９位 効率的・効果的な行政経営 

１０位 商業の振興 

重要度と満足度からニーズ得点を算出したもで、重要度が

高いほど、かつ満足度が低いほど点数が高くなる指標です。

　　〔ニーズ得点＝重要度得点Ｘ(6－満足度得点)〕

　市民から見た施政の各施策の重要度と満足度を相関させた市民ニーズの結果は、今後の

優先施策の方向性を示す重要な指標として捉え、各事業の軽重評価の参考にして参ります。

◎選挙の告示日および投票日 ◎立候補届け出日　令和元年６月２３日（日）

告示日：令和元年６月２３日（日） 　　午前８時３０分～午後５時まで

投票日：令和元年６月３０日（日） ◎選挙を行なう理由　　　

◎定数 市長：令和元年７月１９日　任期満了

市長：１人　市議会議員：２８人 市議会議員：令和元年７月２７日　任期満了


