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令和４年６月 刈谷市議会 定例会報告

７〕 令和４年度一般会計補正予算（第１号・第２号・第３号）・水道事業会計補正予算（第１号）

　　【補正予算の主な事業】

◆ コロナ関連支援

・ 子育て世帯生活支援特別給付金事業

（新規）1億5,173万円

※給付対象者は低所得の子育て世帯と

　なるため刈谷市ＨＰをご覧ください。

・ 生活困窮者自立支援金事業（拡充）1,428万円（申請期限：R4/8月31日まで延長）

◆ 物価高騰対策関連支援

・ 市民生活支援事業（新規）3億38万円 … 水道基本料金６か月分減免（７月検針分～）

・ 新生児・乳幼児おむつ臨時助成事業（新規）2,673万円

（R2/4月1日～R5/3月31日までに生まれた新生児・乳幼児一人につき 5千円の助成）

・ 私立保育所運営支援事業（新規）560万円

（給食費負担軽減を目的に保育園事業者に支援…R4/4月～9月 1食40円/人の助成）

◆ がん患者補正具(頭髪や乳房を補う)購入費助成事業（新規）100万円（購入費1/2 上限2万円）

◆ 明治用水漏水事故見舞金支給事業（新規）1,315万円（耕作規模により1万円～10万円）

◆ 主な議事内容

１〕 一般質問 ・19名の議員が登壇：逢妻川河川敷整備・環境施策・子育て支援・空き家対策

トイレ洋式化・健康施策・雨水対策・交通安全・脱炭素化･指定管理者制度 等。

２〕 議案審議 ・国民保険税条例一部改正 ⇒ 課税限度額引上げ（基礎課税・後期高齢者支援課税）

・工事請負協定の締結 ⇒ 市道01-40号 新設改良工事（14億20万円）

・工事請負契約の締結 ⇒ 富士松南小学校体育館改築（4億5,320万円）

・工事請負契約の締結 ⇒ 全小学校体育館空調設備設置工事（4億8,840万円）等

３〕 ・シルバー人材センターに対する支援を求める意見書

４〕 陳 情 ・「 低賃金改善と中小企業支援拡充を求める意見書提出を求める陳情」…不採択

・「シルバー人材センターに対する支援を求める陳情」…採択　等

５〕 意 見 書 ・「地方公共団体情報システムの標準化に向けての意見書（案）」…不採択

・「気候危機打開へ有効な対策を進めるよう強く求める意見書（案）」…不採択 等

６〕 議 題 ・豊田町地区の都市計画変更について

・刈谷駅北口周辺地区の都市計画決定・変更について

・西三河都市計画道路8・7・557号桜町線の都市計画決定について 等
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６月定例議会議案等審議結果6/8～6/10  本会議 (一般質問)

  6/14
　　 ～6/17

 各種常任委員会
 予算審査分科会

6/23  予算審査特別委員会

6/24  本会議(議案採決)

(単位:百万円)

会計名 補正前 補正額 補正後予算

一般会計 62,000 -1,006 60,994

特別会計 24,374 0 24,374

企業会計 9,873 0 9,873

合 計 96,247 -1,006 95,241

7月 2日 (土) 半夏生 雨雲が吹き飛んでも、緑は益々元気に

7日 (木) 小暑・七夕 枝葉を伸ばし、この酷暑を乗り切る準備

15日 (金) お盆（旧） をしていますが、近年の異常気象は梅雨

16日 (土) 藪入り の期間まで短縮させたのか…台風の発生

18日 (月・祝) 海の日 率が上がる等の不安も。周知された対策

23日 (土) 大暑・土用の丑の日 を、自身に当てはめ実行してみましょう。

未だ6月下旬という 異例に早い、まさか

の梅雨明け宣言に 水不足が心配されます。

さて7月10日の参院選に向け、選挙ム

ードが高まっています。国民の代表とな

る国会議員を選ぶ選挙ですが近年投票率

が下がり続け、何とか50％を保つ程度に。

戦後には70％前後あったものが、今では

国民の半数しか政治に参加しない深刻な状況です。

直近にはロシアのウクライナ侵攻や円安による経済

悪化・コロナ自粛等という原因はあれども、その根本

にどうせ変わらないという諦念が有るように感じます。

原材料高に納品単価は上がらない中小企業、賃上げ

の希望も低く結婚願望も萎む若い世代、行き着く先は

少子高齢化と益々低迷する経済です。世界の流れと逆

行する金利政策が正しいのか、負のスパイラルから脱

却する方策を誰に委ねるのか、真摯に向き合う時です。

市議会は、先の6月定例会で物価高騰への支援策と

して、7月から半年間 水道基本料金の減免や、新生児

乳幼児のおむつ費用の一部助成等を議決し閉会しまし

た。長引く地域経済の停滞は喫緊の課題、今後も情勢

を注視し、適宜適切な施策提案に 尽力して参ります。
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６月のフットワーク

７月の行事予定

刈谷駅北地区の都市計画決定・変更

対象区域

将来的には駅からのペデストリアンデッキを

延伸する歩行者デッキも計画予定

刈谷駅北地区歩行者デッキ整備（計画予定）

６月９日 本会議 一般質問 「公共施設のトイレ洋式化について」 （抜粋）

６月１５日 福祉産業委員会 質疑 「地域新電力会社（設立）出資事業について」 （抜粋）

Ｑ 新電力会社設立に向けたスケジュールと、電力供給できる施設数およびＣＯ２削減効果は。

Ａ 2023年７月からの電力供給開始を目指し５７施設を予定、CO2削減効果は26％を想定。

Ｑ 近、小売り電力会社の撤退が目立つが、今回の新電力会社の経営は大丈夫か。

Ａ クリーンセンターで発電される電力活用のため、市場に影響されない安定した経営が可能。

「外出先のトイレで洋式・和式どちらを利用しますか」
（国土交通省2016年度アンケート調査）

Ｑ
外出先でのトイレ利用調査では、女性は約８０％、男性は約９０％が洋式を利用となってい
る。本市の公共施設のトイレ洋式化の現状は。

Ａ
公園を除く１４７施設の洋式化率の平均７３％。施設用途により和式を１基残し、各施設
洋式は１基以上設置しており概ね洋式化は完了と認識。

Ｑ
洋式化率が平均に達していない施設が３１箇所ある。トイレ改修は施設の大規模改修に合わ
せた整備が基本だが、５年先以降となる施設はトイレ改修のみを実施する考えは。

Ａ
５年以内に大規模改修する施設は１０箇所予定。５年以降の施設も施設管理者からの要望等
があれば必要に応じ、トイレ改修のみ実施することも今後検討していく。

Ｑ
公園のトイレは１６０箇所あり洋式化率は３１．６％と低い。快適性向上のため洋式化を急
ぐべきと考えるが、公園のトイレ洋式化改修計画の目指す目標は。

Ａ
公園トイレ洋式化改修計画は、建築年度や建物形状等に合わせた建替えや便房の改造などの
整備方法を定めている。計画期間を１５年と設定し、計画期間内の完了を目指している。

"文月"への招待☆

"まじめにコツコツ､

即 行動" 

頑張ります !!

7月 10日 (日) 第26回参議院選挙開票日

13日 (水) ･28日(木) 来年度予算要望会派会議

20日 (水) 議会役職構成 #2代表者会議

24日 (日) 元刈谷地区防犯講演会

26日 (火) 議会役職構成 #3代表者会議

7月、陰暦ではもう秋となりますが、本格的な夏は この梅雨が明け強い陽射し

に 稲穂が大きく育つこれから。七夕に詩歌を供えたことから文月とも言われます。

今からおよそ5千年の昔、アフリカ東部に興った文明は大河に近い 肥沃な大地

に栄えました。同じ頃 地中海の東、オリエントと呼ばれた地域も二つの大河の間

で、小麦1粒から80粒を作ることができました。中世ヨーロッパで4倍、現代の

アメリカでは20数倍という収量を考えると、その農業技術の高さに驚かされます。

収穫した小麦は人々の主食となり、余剰は交易商品となりました。大事な小麦

を管理・記録するため、粘土板に植物の茎で刻まれ乾燥させたその文字は、15万

年以上のホモ・サピエンスの歴史の中で、 高の発明と言えるものになりました。

音声だけのコミュニケーションから、時代を超えて技術・文化・伝統・そして

ひとの想いまで、何千年という時の流れを紡ぐことができるようになったのです。

少し遅れて生まれた中国の漢字は、一説には8万字以上とも。それを基にひらが

な・カタカナを生み出し、和歌や俳句・川柳等独自の文化を築いた日本。ひと息

つく夜の静寂、このところ疎遠の あの方に、LINEの"文″を送ってみましょうか…

今から6千年の昔 縄文時代の早期に私達の

祖先は、この台地の北側に広がる衣浦湾で漁

労を糧として暮らしていました。昔日を留め

る高札が語る…さて、ここはどこでしょう？

6/1発行の＜№135＞の答えは、小垣江町の

小垣江東小学校のグランド端に設えられた蛍飼

育小屋でした。その活動は環境省子どもホタレ

ンジャーの取り組み事例集にも紹介されました。


