明けましておめでとうございます。
明けましておめ

本年も「広報と
本年も「広報とき」をよろしくお願いします。
今年の干支は、寅。
今年の干支は、

え と

虎は、強いものの例えによく使われますが、
虎は、強いもの
「虎の子」の言葉にある通り、

わが子をとても大切にするそうです。

私たちも虎のように、強く優しくありたいですね。

今年 1 年が、皆さんにとって良い年となりますように。

平成

年 年頭所感

信彦

うやく減少に転じ︑今後は市政発展のため

大野

新年明けましておめでとうございます︒

新たな投資を模索することができるように

こうした中︑昨年は新学校給食センター

なってまいりました︒

日ごろは︑市政推進につきまして格別の

の建設事業に着手し︑今年中の完成を目指

があり︑いまだ手探りの状態で新年度の予

ってきた本市の行財政運営にも大きな影響

しております︒このことにより︑今まで行

た政権が発足し︑日本の政治は大きく変化

昨年︑総選挙の結果︑民主党を中心とし

拡幅事業の第一歩を踏み出すことができま

につきましては︑駅前から駅西踏切までの

駅前再開発につながる新土岐津線整備事業

に事業を進めることができました︒そして

チェンジ化事業は︑事業認可に向けて着実

斗蒔パーキングエリアのスマートインター

しております︒また︑東海環状自動車道五

算編成を行っているところでございます︒

した︒

れ︑日本の景気も好転するかに思われまし

れた経済危機から一時持ち直す動きが見ら

を及ぼし︑﹁百年に一度の大不況﹂といわ

経済状況におきましては︑全世界に影響

アシルヴァでは︑景気後退の影響により一

る運びとなっております︒また︑土岐アク

には︑地元企業が事業拡大のために進出す

めるほか︑土岐プラズマ・リサーチパーク

ノヒルズで新たに物流関連企業が稼動を始

地域経済の活性化につきましても︑本市

たが︑このところのデフレや円高などの影

時着工を見合わせていた世界的な工作機械

ますが︑市民生活の安定化のために必要な

響により︑今年の先行きも楽観視ができな

メーカーが︑当初の計画を上回る規模で新

の恵まれた立地条件を生かした企業誘致を

い状況となっております︒本市の財政事情

工場建設に着工する見通しとなっておりま

情報収集をしっかりと行い︑市政に反映し

も税収が減少するなど厳しい状況でござい

す︒大変厳しい経済環境ではございますが︑

引き続き推進しており︑今年は土岐南テク

ますが︑市の借金であります市債残高がよ

てまいる所存でございます︒

このように変化の激しい状況下ではござい

げます︒

ご理解とご協力を賜り︑厚くお礼を申し上

迎えられたことと︑お喜び申し上げます︒

皆さまには︑ご健勝にて輝かしい新春を

土岐市長

新しい時代に向けた第一歩を
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平成 年

年頭所感

▲新学校給食センター完成予想図

いたしているところでございます︒

誘致企業の今後益々の発展とご活躍に期待

適な街づくりを進めるため︑市民生活に密

が安心して暮らすことができる︑安全で快

と新しい企業の誘致を進め︑新旧の産業が

濃焼の伝統を守りながら︑地場産業の振興

のために︑市民の誇りである豊かな緑と美

とご多幸を心からお祈りし︑年頭のあいさ

い申し上げますとともに︑皆さまのご健勝

本年も︑皆さまのご支援︑ご協力をお願

を着実に推進してまいる所存でございます︒

着した保健︑福祉︑医療︑教育などの施策

有機的に融合し発展するよう産業の複合化

つとさせていただきます︒

新しい年を迎え︑土岐市のさらなる飛躍

を図ってまいります︒また︑市民の皆さま

政のチェック機能の強化や︑事業・施策の

順造
や暫定税率の廃止などで︑財源の確保が不

検証を積極的に取り組んでまいりました︒

宮地
透明な状況になっています︒本年は︑こう

さらに︑議会改革の一環として︑昨年の

土岐市議会 議長

いった今まで経験した事のないような変化

月議会より一問一答方式の導入や議会中

継の充実を図りました︒市議会としまして

ためには︑豊かな緑と美濃焼の伝統を守り︑

までも住み続けたいと思う街﹂を実現する

る所存でありますので︑一層のご理解とご

かれた議会を目指し市政発展に努めてまい

市民の皆さまの意見を聞きながら︑より開

は︑今後も行政との十分な意思疎通を図り︑

市民︑行政︑議会がそれぞれの役割と責任

協力をお願いいたします︒
また︑地方分権の推進に伴い︑地方自治

をお祈りいたしまして︑年頭のあいさつと

年になりますよう︑益々のご健勝とご多幸

本年が市民の皆さまにとって素晴らしい
体には自己決定︑自己責任が強く求められ

させていただきます︒
ンの検証を行い市長に申し入れるなど︑市

年は︑総合病院改革プランや集中改革プラ

るようになりました︒市議会としても︑昨

かなければなりません︒

を担い︑協働しながら街づくりを行ってい

こうした状況の中︑本市の目指す﹁いつ

ると考えます︒

にどう対応していくのかが最大の課題であ

より開かれた議 会を目 指して
新年あけましておめでとうございます︒
市民の皆さまには︑輝かしい新年をお迎
えのこととお喜び申し上げます︒
また︑平素は議会活動に対しまして︑温
かいご理解とご協力を賜り厚くお礼を申し
上げます︒
昨年は︑政権交代により民主党を中心と
した鳩山内閣が発足し︑従来の予算編成手
法の大幅な変更などに加え︑一昨年の米国
金融危機に端を発した世界経済の急激な落
ち込みによる雇用環境の悪化などの影響で︑
わが国の社会経済情勢は一層不安定さを増
しております︒
本市におきましても︑長引く不況の影響
で市税収入が大幅に落ち込む事が懸念され
るほか︑新政権が掲げる子ども手当の支給
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優しい心をもつ
マ キ ノ
ミヤビ

ハヤシ

林

ケ イ ゴ

慶吾

今年がんばりたいこと

下石小学校５年

ユウ

熊谷 優

クマガイ

6 年生に向けて

妻木小学校５年

がんばりたいこと

とステップアップしたいこと

雅

今年僕は最高学年になり︑

があります︒6年生は最高学

牧野

学校のリーダーになります︒

年なので︑みんなに親切にす

土岐津小学校５年

アンドウ リュウマ

昨年私が読んだ﹁バッテリ

だから︑1年生の子がこの学

ること︑係や委員会の仕事に

僕が6年生になって頑張り

安藤 隆馬

ー﹂という本に﹁豪﹂という

校に入学したら︑1年生の子

責任を持つことを頑張りたい

たいことは︑勉強と野球です︒

鶴里小学校５年

キャラクターが登場します︒

の見本になることを頑張りた

です︒今の私は︑みんなの前

私は6年生に向けて︑もっ

豪は例え自分が嫌でも︑相手

いです︒

ち を押 さ え て 接 す る こ と が で

け︑みんなに呼び掛けたり︑

例えば︑5分前行動を心掛

を持って大きな声で話せるよ

で話す声が小さいので︑自信

今まで以上にドリル学習を繰

問題が難しくなると思うので︑

勉強では︑特に算数の計算

ごう

の気持ちを考え︑自分の気持

きるのです︒注意をしている

うにしたいです︒

り返し頑張りたいと思います︒

困ったり迷ったりしている子

優しく︑下級生から慕われ

とつい言葉がきつくなってし

まう私は︑豪にあこがれます︒ がいたら︑手助けしてあげた

野球では︑スポーツ少年団

でキャプテンになったので︑

る6年生になります︒
でも︑誰にでも優しく穏や

みんなにしっかり指示を出し

いです︒

かな言葉遣いをしていきた

て︑チームを引っ張っていき

今年は豪のように︑いつ

いです︒

ます︒
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沼田 ほのか

ヌ マ タ

姿で見せられる
6年生になるぞ
曽木小学校５年

初めの一歩

駄知小学校５年

イ ト ウ ヒ ユ ウ

伊藤 飛雄

モエ

６年生で
やりたいこと
キ マ タ

松本 彩華

マツモト ア ヤ カ

みんなにこにこ

泉小学校５年

村瀬 暁 彦

ム ラ セ アキヒコ

将来しっかり
働ける人になりたい

泉西小学校５年

僕は︑将来しっかり働ける

木股 萌

す︒今の6年生は下級生に優

人になりたいです︒しっかり

肥田小学校５年

しく教えてくれる︑でも時に

働いて︑人のためになれると

私は4月に6年生になりま

は厳しくしかってくれる︑す

4月からは︑下級生に姿で見

曽木小学校のリーダーになる

るかなどをしっかり学んで︑

この行事ではどんなことをす

6年生のいる3学期の内に︑

ばらしい6年生です︒だから︑

今年は︑望遠鏡などでもっと

宙の観測︒僕は宇宙が大好き︒ 1年生の時は︑まだまだ先の

を頑張りたい︒2つ目は︑宇

くるので︑今習っている英語

は英語が大切な時代になって

たい︒1つ目は︑英語︒将来

今年は3つのことを頑張り

のために一生懸命に働きたい

最高学年として︑低学年の子

たことがありませんでした︒

りで︑1回しか代表に選ばれ

ことです︒今までは補欠ばか

選手リレーの代表選手になる

たいことがあります︒それは

私は6年生になったらやり

ね﹂などの﹃にこにこ言葉﹄

う﹂﹁ごめんね﹂﹁すごい

ます︒今年は︑﹁ありがと

い気持ちにできる言葉もあり

からです︒反対にみんなをい

言葉を使って喜ぶ人はいない

葉﹄を使いません︒イタイタ

な思いをさせる﹃イタイタ言

ます︒だから私は︑人にイヤ

言葉には不思議な力があり

にも頑張ります︒

いくと思います︒家族のため

できれば︑将来につながって

です︒今しっかり働くことが

ことだと思っていました︒

4月からは︑駄知小学校のリ

だから︑今年こそ選手に選

を家でも学校でも使って︑笑

今年僕は6年生になります︒

うれしいです︒

せられる︑頼りになる6年生

調べたい︒3つ目は︑委員会︒

私は今年6年生になります︒

になりたいです︒

ーダーとして頑張りたい︒

ばれて︑思い出に残るような

顔があふれる町にしたいです︒

初めの一歩を踏み出すぞ︒

運動会にしたいです︒
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