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刈谷 良いトコ ♪ 

北国では、早くも冬将軍登場の気配

ですが、中部ではいよいよ木々が色

づき始め 一年中で一番美しい季節を

迎えようとしています。

欧州危機で世界経済全体が停滞する

中、日中関係悪化に伴う自動車や電子

部品の販売低迷等 暗い話題ばかりだったの

ように、日本人快挙の朗報がもたらされました。

ＩＰＳ細胞開発によるノーベル医学生理学賞

の受賞は日本人では２５年ぶり、二人目とのこ

とです。再生医療に道が開かれ、実用化を待つ

患者団体や家族に 大きな期待と勇気を与えたこ

とでしょう。

"患者のために"を原点に逆境を越え、ついに

世紀の大発見を成し遂げた山中氏ですが、謙虚

な姿勢は受賞決定後の今も変わらず。

"一日も早く実用化し、患者さんに届けたい"

という強い志は、"実るほど頭を垂れる稲穂か

な"を体現し、職務と夢に賭ける執念のような

思いを感じて、私自身身の引き締まる思いを致

した次第です。

楓が赤く色付き始め、日に日に肌寒くなる今日この頃。我が家に帰る

と温かいお鍋が！嬉しくて、「お～鍋かぁ」。季節を感じますよね。

お鍋料理といえば寄せ鍋、ちゃんこ鍋、もつ鍋、牡蠣鍋 ･･･。とその

種類の多さに飽きることはありません。

ご当地鍋では秋田のきりたんぽ鍋や茨城のあんこう鍋など名前を聞い

ただけで食欲をそそります。

鍋料理の醍醐味は､やはり皆で鍋を囲んで食べることですね。しかし！

ここで登場するのが、具材を入れる順序や火加減等を細かく指定して場

を取り仕切る「鍋奉行」の存在です。あれ？いやいや鍋奉行より厳しい

「鍋将軍」が出てきて鍋奉行も逆らえないご様子。お隣はひたすら灰汁

をすくい取る担当の「アク代官」。その隣は、手を出さずにひたすら食

べられる時が来るのを待ち、美味しく食べるだけの「待ち娘」。

キャスト全員揃えば一家団欒、楽しい一時の始まりです。

さて､あなたはどのタイプ？

10月31日（水）～11月2日(金)　議会運営委員会行政視察

11月 7日（水）～11月9日(金)　市民クラブ会派行政視察

11日（日）刈谷市総合防災訓練

21日（水）ユタカ議員協議会研修会

22日（木）議員運営委員会

"まじめに､コツコツ､ 

即 実行"  

頑張ります !! 

立冬は立春、立夏、立秋と並んで

11月 3日（土）文化の日 季節の大きな節目です。朝夕冷え込み、

7日（水）立冬 冬が近い事を感じさせます。平地では

15日（木）七五三 木々が色付き紅葉狩りが楽しめる頃で

22日（木）小雪 もあります。

23日（金）勤労感謝の日 冬支度は もうお済みですか？

10/1発行の＜№20＞の答えは､
東陽町の刈谷市庁舎８階フロアーでのコンサ
ートでした。もちろん無料です。

次回は、12月21日(金)昼休みの時間です。

北国では、早くも冬将軍登場の気配

ですが、中部ではいよいよ木々が色

づき始め 一年中で一番美しい季節を

迎えようとしています。

欧州危機で世界経済全体が停滞する

中、日中関係悪化に伴う自動車や電子

部品の販売低迷等 暗い話題ばかりでしたが、

日本人快挙の朗報がもたらされました。

ＩＰＳ細胞開発によるノーベル医学生理学賞

の受賞は日本人では２５年ぶり、二人目とのこ

とです。再生医療に道が開かれ、実用化を待つ

患者団体や家族に 大きな期待と勇気を与えたこ

とでしょう。

"患者のために"を原点に逆境を越え、ついに

世紀の大発見を成し遂げた山中氏ですが、謙虚

な姿勢は受賞決定後の今も変わらず。

"一日も早く実用化し、患者さんに届けたい"

という強い志は、"実るほど頭を垂れる稲穂か

な"を体現し、職務と夢に賭ける執念のような

思いを感じて、私自身 身の引き締まる思いを

致した次第です。

玄関を入ると、ワインカラーの薪ストーブ
がお出迎え。

静かに流れるクラシックとコーヒー･･･
上質の時間が流れます。

さて、ここはどこでしょう？

伊藤 ゆきひろの 



刈谷市役所

・津波危険地域や浸水被害実績地域に設置

緊急情報

全国瞬時警報
システム情報

津波が来ます
避難してくだ
さい！

１０月のフットワーク 

同報系防災行政無線の屋外拡声器設置箇所 

平成２５年度の予算編成に関する要望を提出 

基本施策
要望
点数

基本施策
要望
点数

基本施策
要望
点数

基本施策
要望
点数

基本施策
要望
点数

1
市街地

・住環境
6 学校教育 2 農業 健康づくり 参加・協働 2

2 道路・交通 17 青少年育成 商工業 5 地域福祉 共生・交流

3
公園緑地
・緑化

1 生涯学習 観光 2
次世代育成

・子育て支援
3 情報共有

4 河川・池沼 スポーツ 4 高齢者福祉 行政経営 2

5 上水道 文化・芸術 障害児者福祉 1

6 下水道 1 歴史・文化財 1 社会保障

7
循環型社会
・環境保全

2 防災 7

8 低炭素社会
防犯

・交通安全
9

9 市民生活

27 7 7 20 4

福祉安全分野 計画推進分野

計
65

都市環境分野 教育文化分野 産業振興分野

10月4日 刈谷市長へ 

要望書を手渡す 

分野別の要望施策と件数 

要望内容は､ 

下表の17施策で65件、 

継続要望41件・新規要望24件（重点要望は17件） 

25年度の予算編成に対し、市民クラブ会派として快適なまちづくりの実現
に向けた要望を市長に提出しました。

刈谷市議会 市民クラブ

＜要望提出者＞

山内 智彦・黒川 智明

中嶋 祥元・鈴木 浩二 

佐原 充恭・伊藤 幸弘 

● 
● 

● 

神奈川県川崎市 

千葉県千葉市 

福祉経済委員会による行政調査報告 

東京都清瀬市 

(10月17日) 

(10月18日) 

(10月19日) 

  〔川崎市〕 
『かわさきエコ暮らし未来館視察』 

 川崎市は、市全体で環境技術によるエコ 

 化を推進 (エコ暮らし未来館はそ集合展示館) 

 隣接に国内最大級のメガソーラーを有し､ 

 多くの企業と連携を図り再生可能エネル 

 ギーや資源物再生への取組みを積極的に 

  〔千葉市〕 
 『発達障害者支援について』 

 発達障害に悩む家庭は年々増加 

 している。千葉市は障害者の総 

 合的な支援の在り方を専門家も 

 加わり積極的に推進。 

 障害の早期発見とライフステー 

 ジに有効なツールを導入し一貫 

 した取組みを行っている。また､ 

各種行事に参加 

トヨタ車体労組 刈谷市戦没者 全ト政策推進 

  〔清瀬市〕 
 『ホームビジター派遣事業について』 

 ホームビジターとは、住民参加型の子 

 育て支援。(刈谷市は育ママサポート) 

 子育て困難な状態になる前の家庭に、 

 回復力のあるうちに早期支援を行い保 

 護者の子育て意欲を高める積極的な訪 

④ 
⑥ 
⑦ 

⑧ 
⑨ 

⑩ 

⑤ 

① 
② 

③ 

① 西境市民館

② 今川町井田地内

③ 絵下城児童遊園

④ 泉田消防団詰所

⑤ 帆落田児童遊園

⑥ 流れ川第二排水機場

⑦ 沖田公園

⑧ 刈谷市観光倉庫

⑨ 小垣江本郷消防団詰所

⑩ 小垣江御茶屋下地内

刈
谷
市
 

10/7 10/22 10/26

(24年度中に設置完了予定) 

≪主な要望内容≫ (抜粋）

・雇用に繋がる施策の充実について(中小企業支援策・商業観光の活性化策など)

・住居系・工業系市街地開発計画推進の前出し及び住工混在の解消について

・将来に向けた幹線道路整備の早期着手や新橋建設の要望など

・渋滞交差点、危険な路線および自転車路の早期改善に向けた要望など

・公共施設連絡バスの更なる利便性の向上と受益者負担検討について

・いじめ問題への対応強化や保育待機児の解消及び児童クラブの充実など

・障害者の就労支援の強化について

・財政収入減少に対する新たな増収に繋がる施策について　　　　　等


