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令和２年３月 刈谷市議会 定例会報告

１）主な議案内容（抜粋） 予算議案以外

２）令和１年度補正予算（単位：百万円）

３）令和２年度当初予算（単位：百万円）

４）委員会提出議題
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▲
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会計名 R１年度 R2年度 伸率

一般会計 58,100 60,780 4.6%

特別会計 23,995 24,013 0.1%

企業会計 9,918 9,651 -2.7%

計 92,013 94,444 2.6%

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

３件 ３件 １０件 ２件 １３件 ４件 ３件

－ 可決 可決 可決 可決 － 不採択

３月
定例議会
議案等

審議結果

2/13 2/26～2/28 3/4～9 3/17・18

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

　３月定例会は､令和２年度の
施政方針ならびに当初予算案を
重点に審議する議会です。

・法人市民税の歳入減額 (▲756百万円)

・富士松中学校大規模改造事業

　　　　　　　 　　(362百万円)　等

会計名 補正前 補正額 補正後予算

一般会計 58,827 2,311 61,138

特別会計 24,433 0 24,433

企業会計 9,914 -174 9,740

合 計 93,174 2,137 95,311

① 第4次地域福祉計画について

② バリアフリー基本構想改定について

③ 第2期子ども・子育て支援事業計画

④ 住吉幼稚園新園舎予定地土壌汚染

　 対策工事完了及び園舎移転工事

基本理念 参加と支え合いで築く共に暮らせるまち

① 地域福祉の意識づくり・担い手づくり

② 支え合いのしくみづくり

③ 安心・安全な福祉のまちづくり

基本目標

* 刈谷市消防団員条例一部改正･･･消防団員の報酬年額の処遇改善を図る(R2年4/1施行)

* 財産の無償貸付について･･･医療法人豊田会の病院関連施設敷地を無償貸し付け
　　  　(R2年4/1～R12年3/31)
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4月 1日 (水) エイプリルフール 世界中を震撼させる疫病に、経済も

4日 (土) 清明 運動・文化も人類のあらゆる活動が制

7日 (火) 世界保健デー 限され、停滞を余儀なくされています。

19日 (日) 穀雨 それでも自然は何事もなかったかの

20日 (月) 春土用の間日 ように力強く街を春色に塗り替えます。

29日 (水・祝) 昭和の日 希望をもって前に進んで参りましょう。

地球温暖化の中 暖冬を越した桜ですが

今年も新年度を待ち 祝ってくれました。

さて、世界保健機構(WHO)は先月１１

日、新型コロナウイルス感染のパンデミ

ックを宣言。以降も世界中で感染拡大が

止まらず、ついに東京五輪も1年程度延期

となりました。アテネで採火された聖火も

日本到着と共にそのリレーは見送られることに。

併せて、世界経済もリーマンショックを超えるマ

イナス成長の見通しが示され、今こそ全世界が協調

し 一刻も早いウィルス収束と力強い景気刺激策が迅

速に行われることを願います。本市も既に雇用維持

を目的に独自の中小企業支援策を開始しており、今

後も動向を注視しつつ必要な施策を図って参ります。

その一方、未来のまちづくりに向けトヨタとＮＴ

Tが人を中心とした 次世代都市"スマートシティー"

分野で連携するため、資本業務提携を発表しました。

生活の質向上と更なる発展を目指す大きな一歩です。

本市は、今年度市制施行７０周年。生活の安全安

心はもとより、次世代に愛着や誇り、希望が感じら

れる先進都市 刈谷を目指し、今後も精進致します。



質疑の要約

社会構造が変革していく中、市が目指す産業政策は。

高速通信５Ｇへの環境整備に対する市の取り組みは。

亀城公園再整備事業は公園エリア全体を歴史公園化
し、季節を通じ市民が集う場所に計画すべきでは。

施策の視点

刈谷スマートICの供用開始に合わせた観光戦略の必要性について市の認識は。

浸水想定区域における 住民や介護・福祉施設等の災害に対する備えは。

障害児への支援充実として、乳幼児から就学・進学・就労までを一貫して支え
るセンター機能を持つ体制の構築が必要と考えるが市の認識は。

1
産業の持続的成
長を促す取り組
みについて

2
刈谷の資源を有
効活用した魅力
づくりについて

3
安心して暮らせ
るまちづくり政
策について

伊藤ゆきひろの

ちょこっと情報 !!       

４月の行事予定

刈谷 良いトコ ♪

３月のフットワーク

▲

前頁からの続き

５）令和２年度主要事業 (抜粋）
育てよう！ ～ 子どもと未来 ～

輝こう！ ～ 暮らしと仕事 ～

守ろう！ ～ 安心安全と健康 ～

刈谷市役所

工事個所

４月１３日（月）から

使用できなくなります
臨時駐車場

幼稚園 市民交流センター臨時駐車場

臨時駐車場（３３台収容）

立体駐車場 完成イメージ図

思いやり駐車場

一方通行にします

市役所南側第２駐車場を立体駐車場にするための建設工事が始

まります。工事期間中は臨時駐車場をご利用ください。

工事期間：令和２年４月１３日～令和３年2月末(予定)

▲

６）本会議での私の質問質疑 （抜粋）

今回は会派代表として、当初予算に対する会派要望を中心に質疑を行いました。

アイリス通り
アイリス通り

アイリス通り

● 感震ブレーカー設置費補助事業(新規)
● すぎな作業所等整備事業(新規)
● ＡＥＤ貸出事業(新規)
● 道路安全灯ＬＥＤ化事業(新規)
● 避難所マンホールトイレ整備事業(拡充)

輝こう！～暮らしと仕事～ ● 空き家対策推進事業(拡充)
● 第4次都市計画マスタープラン策定事業 ● 公共連絡バス停留所整備事業(拡充)
● 商業団体事業費補助事業(拡充) ● ＪＲ刈谷駅総合改善事業

● 第8次刈谷市総合計画策定事業
● ＩＣＴ活用事業(新規)
● 誕生お祝い事業(新規)
● 多胎児家庭支援事業(新規)
● 使用済み紙おむつ回収事業(新規)
● 子ども・若者支援事業(新規)
● 子ども医療費助成事業(拡充)
● 住吉小学校増築事業(新規)

"まじめに コツコツ､

即 行動" 頑張ります !!

"学校"への招待☆（Chapter1）

4月 6日 (月) 永井県議グループ定例会

10日 (金) 日赤地区審議会

12日 (日) 碧南市議会議員選挙告示

13日 (月) ユタカ議員協議会 永井県議グループ研修会

14日 (火) 議員懇談会（第8次総合計画説明会）

春霞の空をツンと突き上げる尖塔は、小さ
なロケット発射台さながら。夢を詰込む地元
情報の有力な発信源には、根強いファンが…

さて、ここはどこでしょう？

3/1発行の＜№108＞の答えは、板倉町の
板倉公園、地元の誇るべき 桜の名所でした。

北側から少し高台となる 公園の佇まいには
城郭へと誘う 護岸のような風格があります。

桜３月 卒業式を待たずに一斉休校となった学校が多く、複雑な思いを胸に新年 

度を迎えた方も在ることでしょう。普段の何気ない生活を改めて大切に感じます。

明治維新後に義務教育制度が作られた日本では、先進国である欧米の教育制度

を参考に現在に至りますが、長い歴史の中 獲得して来た庶民の権利でもあります。

古くは古代ギリシアで紀元前387年プラトンがアテネにアカデメイアという学

園を創設、東洋では紀元前124年に漢朝の官僚養成学校・太学が作られました。

古代ギリシアで始まった自然科学の勃興と哲学の探求は近代ヨーロッパの学問

の源流となりますが、ポリスと呼ばれた都市国家は土地に依存した戦士の共同体、

山国で理想的戦士を養成するスパルタ教育とは逆に、海に程近いアテネは商業経

済により早くから多文化との交流が活発で民主化が進み、教育にも多様な個性伸

長が尊重されました。その後地中海文化圏を制したローマは元々農耕民族、社会

生活だけでなく子どもの教育でも家父長である父親の権威が強く、母親は協力者

として男らしさや人間らしさという徳目を求めます。3～4世紀にはギリシア文化

の影響で学校教育が発達、ラテン語や修辞学校等のシステムが根付いて行きます。


