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"まじめに､コツコツ､ 

即 実行" 頑張ります !! 

曲名は知らずとも､このメロディ－を知らない

日本人は殆どいないでしょう｡

正月ならではの琴の音･･･その作曲家の供養塔

があります｡  さて､ここはどこでしょう?

1月 １日 (日) 元旦

4日 (水) 御用始め

6日 (金) 小寒

7日 (土) 七草

9日 (月) 成人の日

11日 (水) 鏡開き

15日 (日) 小正月

21日 (土) 大寒

正月､テレビ番組では､落語家やお笑い芸人が賑やかに笑いを誘っています｡

"笑う門には福来る" そのことわざのように､年の初めから笑って幸せを呼び

込みたいものです｡

笑う動物はヒトだけ･･･なぜ人は笑うのでしょうか?

それは､ヒトが言語という伝達手段を持った時､笑顔で相手を和ませ 勇気づ

け､自分自身も温かな気持ちになることを身につけたからではないでしょうか｡

心に明かりを点す素材として､ヒトは宗教､芸術､スポーツなどを生み出しま

した｡ その一番身近なところにある "ユーモア"という笑いを創り出す､強力な

燃料を､暗い世相の時こそ赤々と燃やすことが必要だと思います｡

1月 １日 (日) 地域行事 歳旦祭・新年祝賀会

８日 (日) 新成人の集い･ 地域新年交礼会

10日 (火) ひかりの家訪問･全ト新年交礼会

19日 (木) 議員研修会

20日 (金) 地方分権･道州制セミナー

30日 (月) 議員研修会

31日 (火) 衣浦広域行政講演会

新しい年の幕開けは いつも夢と

希望に満ちています｡

昨年は春先から東日本大震災や

原発事故等 大きな災害に見舞われ､

多くの苦難に心を痛めましたが､日本

国中が一致団結.協力して立ち向かう年でも

ありました｡

一方､地方分権が叫ばれてから久しくなり

ますが､いよいよ具現化の前ぶれとなる運動

も熱を帯びて来ました｡

これは､我がまち刈谷の位置する中部にも

必ず影響を与え､活性化への一石を投じる

でしょう｡

"逆境に怯むことなく､とにかく前へ"

そんな強い信念を持って､2012年を歩き

始めましょう｡

新年は家族揃ってお祝いすることから､

1月は "睦び月" (むつびつき)と言われて

います｡

知った人達がお互いに行き来して､睦ま

じく つき合うという意味です｡

それぞれが新しい希望と決意にもえて､

新しい年の始めを寿ぎましょう｡

12/1発行の＜№10＞の答えは､

稲場町の､加藤さん宅の厩舎でした｡

白馬の『タロー君』は暖かい日は､散歩に出かけ

ますが､冬はもっぱら自宅の馬場で日なたぼっこの

ようです｡

伊藤 ゆきひろの 
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▲

職員の給与に関する条例等の一部改正について(一部を除き平成23年12/1～)
人事院の勧告にかんがみ職員給与引き下げの改正  (中高年層0.2%減)

▲

刈谷市事務分掌条例一部について
組織機構の改正 ･･･ 企画部→企画財政部  企画部職員課→総務部人事課

環境課→ごみ減量推進課  都市計画課→まちづくり推進課

▲

刈谷市児童クラブ施設条例の一部改正について
住吉児童ｸﾗﾌﾞ･平成児童ｸﾗﾌﾞ富士松南児童ｸﾗﾌが小学校内に開設(24年度4月～)

▲

平成23年度刈谷市一般会計補正予算

▲

刈谷市公共施設連絡バス新路線の運行開始について
4路線→6路線(2路線の増)  平成24年3月1日(木)～

市役所から総合運動公園を結ぶ『一ツ木線』(仮称)と

東刈谷駅から小垣江駅を結ぶ『依佐美線』(仮称)が運行開始

(単位:千円)

会計名 補正前 補正後 (5%減) 計

一般会計 48,995,292 ▲ 315,380 48,679,912

特別会計 22,401,395 17,102 22,418,497

企業会計 4,151,947 ▲ 5,129 4,146,818

合計 75,548,634 ▲ 303,407 75,245,227

『第３次刈谷市都市計画 

マスタープラン』について質問 

１２月のフットワーク 

★★★ 市政 ピックアップ ★★★  

12月刈谷市議会定例会 

(11/30～12/16) 
議会報告 

議員になって 

初めて一般質問 

に登壇 

一般質問では１５名の議員から 

刈谷市の取組み内容や課題について､39のテーマで質疑応答がされた｡ 

(福祉医療関連･安全関連･教育関連･まちづくり関連･市民ｻｰﾋﾞｽ関連 等) 

刈谷で働く未婚の男女に､ 

婚活パーティー『かりやの縁結び』を開催｡ 

私の一般質問要旨 :『刈谷市都市計画マスタープラン』について 

私が所属する建設水道委員会報告(12月8日 ) 

議題質問･･･『水道料金収納等業務包括委託について』 

   * 業革は評価できるが､今回の狙いの管理徹底を要望｡ 

所管質問･･･『上下水道の地震対策について』 

   * 大災害を想定した復旧計画(BCP)の早期策定を要望｡ 

12月定例議会の主な議案(抜粋) 

経済の活性化と雇用確保を狙った訴えに対し､以下の内容で 

政府の税制改正大綱が閣議決定された｡ 

定員男女各50名の募集に対し､ 

男性100名､女性90名が応募｡ 

430万人の署名 

が集ったの訴えです｡ 

今後も関心を持って 

見て行こう !! 

刈谷商工会議所青年部が『出会いの場』を提供 "大盛況!!"  

12月18日(日)14:00～ 

刈谷プラザホテルにて 

① 重量税の減税  ② 取得税のｴｺｶｰ減税延長   

12組のﾍﾟｱｰが誕生したようですよ｡ 

ｺﾞｰﾙｲﾝ目指し力を合わせ､刈谷で 

幸せな人生を育むことを祈ります｡ 

こん
な良い

こと

やっ
てま

す!!

＜議会日程＞

11/30 ～ 12/2 一般質問

12/  6 ～ 12/9 各種委員会

予算審査委員会

議案決済本会議

12/15

12/16

自動車関係諸税見直し運動に一歩前進 

報告案件 単行議案 条例議案 予算議案 請 願 同意
委員会
議題

陳 情

1件 6件 7件 8件 4件 2件 2件 4件

12月定例議会
の審議案件数

議決無し上記案件 慎重審議の結果､請願4件は否決､その他は原案通り可決｡

質 問 内 容

(1) マスタープランの立案経緯と目指す姿について

市民や有識者意見の反映や､
目指すまちの姿および計画
の進捗管理は ?

平成21年から2年間掛け､市域･有識者等で
延べ15回の論議を尽くし､各地域の利便性
向上を重点にした集約型都市構造を目指す｡

(2) 集約型都市のまちづくりについて

都市拠点と地域拠点の
まちづくりの具体的内容は ?

都市拠点は機能性向上､地域拠点は利便性
向上とまちなか居住の促進を図る｡

(3) 市街地拡大の土地利用について

住居系･工業系市街地拡大の
概要と狙いは ?

人口ﾌﾚｰﾑに沿った住居系市街地の拡大と
住工混在の問題解消および新産業誘致
のための工業系市街地の拡大を目指す｡

(4) 市街地拡大の有効性について

市街地拡大の費用対効果と
企業誘致の優遇措置は ?

市街地拡大のための費用は十分回収可能､
企業誘致についてはインセンティブに
繋がる措置を検討する｡

(5) 将来の交通戦略について

渋滞緩和と交通弱者への
取り組みは ?

産業･交流･生活･環境の４つの観点で
戦略を策定中｡バリアフリー化の促進や
自転車、歩行者の分離の検討を進める｡

当 局 答 弁
･職員人件費の削減 

･排水機場集中監視 

  ｼｽﾃﾑ整備事業の増 

･小中学校の扇風機 

  設置の増    等 


