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「第４次 刈谷市地域福祉計画」の取り組みを紹介します。

７月２８日(水) 

市長に要望書を提出

「第４次 刈谷市地域福祉計画」の取り組みを紹介します。

７月２８日(水) 

市長に要望書を提出

10月 1日 (土) 衣替え 夜の間に 季節は足を速めるように進み

8日 (土) 寒露・十三夜 ふと気づけば秋はもう盛りとなりました。

10日 (月・祝) スポーツの日 体育祭や発表会に向け、大人も子供も

17日 (月) 神嘗祭 熱心な練習に励む姿に感動させられます。

20日 (木) 秋土用入り 食欲を満たす旬の食材でこの秋を満喫

23日 (日) 霜降 し体力をつけ寒さに備えて参りましょう。
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刈谷市 令和４年９月定例議会 報告

令和３年度 【決算概要】
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 本会議(一般質問)

　9/6
～9

 各種常任委員会
 決算・予算分科会

9/21
 決算・予算

特別委員会

9/22  本会議(議案採決)
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一般会計歳入歳出決算推移

歳入 歳出

(百万円)

一般会計歳入 (財源別)

７２,２７３

自主財源

市税・手数料

使用料 等

４９,６８９

(６８．８％)

依存財源

国・県支出金等

２２,５８４ (３１．２％)

（百万円）

一般会計歳出 (性質別)

６４,６７２

消費的経費 人件費 物件費

扶助費 等 ４６,４０２ (７１.７％)

投資的経費

普通建設費 等

１０,８１９(１６.７％)

公債費

積立金 等

７,４５０

(１１.５％)

（百万円）

令和4年度 【補正予算概要】

増減額 増減率(%)

一般会計 83,467 72,274 ▲ 11,193 ▲ 13.4

特別会計 23,902 23,920 18 0.1

計 107,369 96,194 ▲ 11,175 ▲ 10.4

一般会計 75,061 64,672 ▲ 10,389 ▲ 13.8

特別会計 21,441 21,934 493 2.3

計 96,503 86,607 ▲ 9,896 ▲ 10.3

歳出

区   分
R2年度
(百万円)

R3年度
(百万円)

対前年度比較

歳入

【主な補正予算事業】

・インフルエンザ予防
接種費臨時助成事業(新規) 2,444万円

・水田構造改革対策事業(拡充) 1,290万円

・商業者応援キャッシュレス決済
ポイント還元事業(新規) 11,000万円

・電力･ガス･食料品等価格高騰緊急支援
給付金支給事業(新規) 62,011万円　等

　令和3年度決算の総額は、前年度
比で歳入は10.4%、歳出は10.3％
減少。しかし、実質収支は一般会計
会計は50億円、特別会計は20億円
の黒字となりました。一方、次頁の
財政健全化指標をみれば、やや悪化
しているものの、本市の財政運営は
健全な状況で推移しています。

会計名 補正前 補正額 補正後

一般会計 60,994 2,072 63,066

特別会計 24,374 265 24,639

企業会計 9,873 59 9,933

合計 95,241 2,396 97,638

(前年同月比 1.04%増) 　(百万円）

報告
案件

単行
議案

条例
議案

決算
認定

予算
議案

議員提出
議案

請願 陳情 意見書

3件 7件 6件 ８件 ７件 2件 1件 3件 4件

－
原案
可決

原案
可決

原案
可決

原案
可決

原案
可決

 不採択 採択 不採択

【同意】・教育委員会教育長の選任について　等

【議案】・刈谷市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

・猿渡公園条例の制定

・指定管理者の指定について（岩ケ池公園＆刈谷市民休暇村）　等

【議員提出議案】国の私学助成拡充に関する意見書　等

【請願・陳情】防衛省によるミャンマー国軍士官・士官候補生の受け入れ中止を求める意見書

　　  の提出を求める請願、　・女性議員の立候補者を増やす施策を求める陳情　等

川辺の土手を渡る秋風が、ススキの穂を

整列の号令をかけたように棚引かせます。

まるで世界中に敬愛された英国エリザベ

ス女王への哀悼の想いを込めたかの様に。

順当な友好関係や経済成長を蝕む紛争は

世界の様々な地域で勃発し、今や大国ロシア

の形振り構わぬ暴挙が 目を覆いたくなるような

悲惨な戦場の現実を、毎日見せつける有りさまです。

自由と博愛は人が望む究極のものではないでしょう

か。ロシアの人々も平和への願いは同じ、狂気の指導

者から自国を取り戻すため立ち上がる事を切望します。

さてウクライナ侵攻に起因する資源高や、円安によ

る輸入物価高騰が国内物価を押し上げているとしても、

9年以上続いた金融緩和が 未だ消費や投資の回復によ

る賃上げに繋がらず、世界と逆行する景気対策を維持

する日本の政策の是非を議論すべき時機かと思います。

先月22日に閉会した9月議会では、令和3年度決算

を中心に審議、コロナ禍により住民税・法人税ともに

減少しましたが、住民サービスを落とすことなく予算

執行されており財務指標も良好維持と認定されました。

今後も引き続き、行政運営の監査機能に注力致します。
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公共施設維持保全基金

亀城公園等整備基金

都市交通施設整備基金

その他
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特別会計(小垣江東部区画整理事業）

刈谷市の市債(借金)・基金(貯金)残高状況と決算からの財政指標

一般会計 特別会計 合計残高

10,073 65 10,138

9,617 30 9,647

増減額 -456 -35 -491

増減率 -4.5% -53.8% -4.8%

市債未償還
残高 (百万円)

R2年度末

対前年
度比

R3年度末

基金残高（百万円）
Ｒ２年度
末残高

Ｒ３年度
末残高

財政調整基金 8,409 7,530

公共施設維持保全基金 6,075 6,214

亀城公園等整備基金 1,666 1,671

都市交通施設整備基金 6,632 5,811

その他 2,328 2,621

計 25,110 23,847 8,766 8,777 
9,695 8,409 7,530 
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9月定例議会 市民文教委員会での私の質問（抜粋）
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質問
今年７月、市役所本庁舎に「おくやみ窓口」が開設され好評を得
ているが、富士松支所にも同様の窓口を設置する考えは。

答弁
富士松支所では、今年２月から様々な手続きが本庁舎と来所者を
オンラインで実施できるようになった。おくやみ窓口についても
今後、オンライン化の必要性を検討していく。

質問

答弁

質問

答弁

決
算

所
管

今年度から「地域学校協働推進事業」がスタートした。その事業メニューに学用品やおも
ちゃ等のリユースを呼びかけ、資源の有効利用を拡大する取り組みを実施しては。

現在、学用品等のリユースについては、中学校２校、小学校５校がPTAバザーで行ってい
る。地域学校協働推進事業でも こうした活動を広めていきたい。

「元気地域応援交付金事業」は、制度利用の自治会が年々減り昨年度実績は４件となって
いる。このことは制度のあり方に問題・課題があるように思うが、当局の所見は。

2014年度から制度開始し、これまで23自治会のうち12自治会が活用。自治会役員が短
期で入替わり活用しづらさがあるため、今後 制度内容など再検討していく。

"江戸期奇想絵画"への招待☆

長い歴史を持つ門、その石の風格は風雨に

も動じぬ威容を醸し出し大勢の門出を見守っ

て来ました。朱の門扉が重厚さを和らげます。

さて、ここはどこでしょう？

9/1発行の＜№138＞の答えは、東刈谷町は

野田公園の和合を謳う石のモニュメントでした。

公園内にあるグランドでは、夜間照明料金を

除き、軟式野球等無料で使用する事ができます。

新型コロナ第7波も少し落ち着きを見せて来ました。人類と感染症との闘いは

古くはエジプトのミイラに天然痘の痕跡が見られる程長く、日本でも紀元前2世

期には、古事記や日本書記に疫病多発で大半の民が死んだとの記述が有ります。

江戸中期以降闘いの歴史の中で、伊藤若冲・曾我蕭白・長澤蘆雪など、奇抜な

着想と表現力で民衆を魅了した絵師達が活躍し、寺社や公家・武家他裕福な町衆

がパトロンとなって、個性豊かで斬新な画風が美術の民衆化を湧き起こしました。

科学や医療が未発達の時代、人智を越えた世の中の災禍は "魔なる者のしわざ"

と広く民衆に畏れられ、天変地異や目に見えぬ感染症との対峙は切実なものです。

そんな時代の中、特殊な力を秘めると信じられた赤い色で、自然の猛威や蔓延す

る疫病を具象化した鬼や魔物と、闘い退散させるヒーローに人々は熱狂しました。

新奇な構図や鮮烈な色彩は、どれ程の人々に安堵を与え勇気づけたことでしょう。

その一方で、魔の権化である鬼や妖怪は、家を護り人を諫める神のような存在

ともなる両面性を持っています。科学医療が進む今日、異形に託した畏敬の念は

忘れ去られたかのようですが、人の心奥にある良識に今こそ叱咤激励を望みます。

10月 11日 (火) 刈谷商工会議所70周年記念式典

16日 (日) 刈谷市福祉健康フェスティバル

20日 (木) 刈谷南中学校75周年記念式典

25日 (火) 刈谷市戦没者追悼会

〃 〃 全トヨタ労連 政策推進議員連絡会総会


