
 6月 2日 (日) 地域行事(ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会)・BW行事(吉原ふれあいﾌｪｽﾀ）

5日 (水) 議会基本条例特別委員会

9日 (日) 消防団操法大会

12日 (水) ～28日(金)６月定例議会

15日 (土) 西三河地協行事(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会)

30日 (日) 地域行事(ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ・ﾃﾞｨｽｸﾄﾞｯﾁ大会)

ごあいさつ 

歳 時 記 

伊藤ゆきひろの        
ちょこっと情報 !!        

６月の行事予定 

“ ヨガ ”への招待 ☆  

後援会便り ＜№28号＞  201３年 ６月１日発行 

ちょこっと タイム 刈谷 良いトコ ♪ 

"まじめに､コツコツ､ 

即 行動"  

頑張ります !! 

 6月 1日 (土) 衣替え 走り梅雨・五月雨・時雨・驟雨・

4日 (火)～　歯の衛生週間 菜種梅雨･･･日本の風土には雨がつき

5日 (水) 芒種 もの、様々な表現があります。

10日 (月) 時の記念日 しっとりとした空気に心身を癒す

11日 (火) 入梅 のも一法、外出にはお気に入りの傘で

16日 (日) 父の日 先ず心のウォーミングアップを☆

21日 (金) 夏至 夏風邪の元、梅雨寒にはご用心！

5/1発行の＜№27＞の答えは､井ケ谷町の
「小堤西池カキツバタ群落」でした。

日本三大自生地でもあり、自然のビオトー
プとして多くの生き物の命を育んでいます。

イングリッシュガーデンを思わせるバラの園。
甘い香りに誘われて目指すベンチには初夏の光
が燦々と・・・。

さて！ここはどこでしょう？
5月23日、三浦雄一郎氏が史上最高齢

となる80歳でのエベレスト登頂という

偉業を成し遂げました。

登頂に挑む前のインタビューで

 "夢 いつまでも"と決意を語り、(夢は)

諦めなければ必ず叶うという希望を、

その身をもって示し、国民に勇気と感動を

与えてくれました。

彼にあやかり日本経済も活気を取り戻したい

ところですが、最近では実態経済を伴なわない

投資家による 株の高速売買で株価が乱高下、

市民生活では円安影響による物価の値上げが出

はじめ、景気回復への足かせとなることが懸念

されています。

政府は成長戦略の方針を６月中旬に公表の予

定ですが、企業業績と雇用環境の改善に繋がる

実態経済の浮揚が急務です。

政権が打ち出した"三本の矢"。他人事でなく

我が身の事と捉え、"夢を諦めず"この成長戦略
が豊かさを実感できる日をもたらすまで、見届

けようではありませんか。

緑も少しずつ色濃くなり、雨の季節が近づきました。

窓の外はそぼ降る雨、室内でからだに良い事ご案内しましょう。

初心者でも気軽に入門できるヨガ。その起源は紀元前2500年のインダス文

明に遡り、何らかの行法として始まったと思われます。

日本でのヨガの歴史は平安時代からですが、当初は瞑想が中心。

初めてのヨガブームは1970年代、エクササイズ的に美と健康促進的要素を

盛り込み、カルチャースクールが賑わいました。

1995年、地下鉄サリン事件により瞑想やヨガという言葉が嫌われ、ヨガ

人口は一時激減しましたが、その後マドンナなどハリウッドセレブを中心と

した世界規模のブームが伝わり復活。

ヨガの歴史を紐解くと、宇宙観・世界観・宗教観・インド哲学・東洋医学

心の科学など様々な哲学に通じています。

多忙な毎日、スローにからだと心を活性化させてみませんか？

  Tel.   0566-36-3870

  Ｆax.   0566-36-6272

  E-mail   itou@bwcom.or.jp

【後援会事務所】

刈谷市一里山町金山100番地

(トヨタ車体労働組合内)

刈谷市議会議員 

伊藤 ゆきひろの 



　

５月のフットワーク 

地方議員のための政策講座に参加して参りました｡ 

講座名：地域福祉の政策と実践 

 講座名：バランスシート・行政コスト計算書等の 

連合愛知の地域政策推進フォーラムに参加して参りました｡ 

あいち産業労働ビジョンと連合の重点施策について 

各 種 行 事 に 参 加 

連合愛知西三河メーデー 

に参加(産振センター) 

労働相談ダイヤルＰＲ 

のﾋﾞﾗ配り（刈谷駅前） 

同報系防災行政無線 

試験放送立会い 

＜日時＞４月２６日（金）10：00～16：00 

＜場所＞ＮＨＫ名古屋放送センター 

＜講師＞日本福祉大学 社会福祉学部教授 野口定久氏 

＜講義テーマ＞  『リスク社会と地域福祉と社会構想』 

＜日時＞ ５月１０日（金）10：00～16：00   

＜場所＞ＮＨＫ名古屋放送センター 

＜講師＞ 関西大学院大学専門職大学院  

    経営戦略研究科教授 稲沢克祐氏 

＜講義テーマ＞『自治体の環境変化と施設評価』 

        －行政経営改革と実践－ 

＜日時＞5月13日（月）ＰＭ ～ １４日（火）ＡＭ 

＜場所＞全トヨタ労連研修センター『つどいの丘』 

＜目的＞少子高齢化社会における今後進むべき福祉諸施策の方向性について学ぶ。 

【地域福祉の協働統治と住民自治の循環のあるべき姿】 

＜所感＞刈谷市も第２次地域福祉計画が策定されているが、住民意見を取り 

    入れたＰＤＣＡを回す仕組みの充実と住民の安心度評価が重要。 
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＜目的＞ 財務指標の理解と指標から見た 

     行政経営課題と改革の視点を学ぶ。 

分析の視点 住民ニーズ 指　　標

・住民一人当たりの資産額

・有形固定資産の行政目的別割合

・歳入額対資産比率

・資産老朽化比率

・純資産比率

・将来世代負担比率

・住民一人当たり負債額

・基礎的財政収支

・住民一人当たりの行政コスト

・行政コスト対公共資産比率

行政サービスは効率的に
提供されているのか

効率性

将来世代に残る
資産はどれくらいあるのか

資産形成度

将来世代と現世代との
負担の分担は適切か

世代間公平性

どれくらいの借金があるのか
持続可能性
(健全性)

【財務4表の関連】 

＜所感＞ 

刈谷市の財務４表の 

分析結果と投資につ 

いての確認が必要。 

貸借対照表 行政コスト
　計算書

純資産計算書資産収支
　計算書

Ｓ56年以前の木造住宅は、 

無料で耐震診断が受けられます。 診断を受けた住宅 

3025戸(30%) 

刈谷市の住宅耐震化状況 
＜平成２４年度末現在の状況＞ 

診断を受けていない住宅 

7174戸(70%) 

Ｓ56年以前の 

木造住宅数 

東日本大震災以降耐震化 

の関心は高くなっていま 

すが、全住宅が早く耐震 

住宅になるよう、今後も 

促進を促す取り組みをし 

て参ります。 

【財務書類４表の分析の視点】 

〔第１部〕 愛知県の産業労働部により 

      『あいち産業労働ビジョン2011－2015』について 

５つの施策の柱 １２の重点プロジェクト

①中小企業底力強化

②中小企業ｼﾞｬﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ

③次世代自動車産業振興

④航空宇宙産業振興

⑤内需型新産業育成

⑥企業立地強化

⑦アジア展開支援

⑧観光客誘致強化

⑨就労支援・ｽｷﾙｱｯﾌﾟ

⑩次世代人材育成

⑪仕事と生活の調和促進

⑫子育てし易い環境づくり

1)中小企業力の強化

5)生き生きと働ける
   環境づくり

4)就労促進に向けた
   人材対策

3)ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開への
   対応内外交流の拡大

2)次世代成長産業の
   育成・振興

〔第２部〕連合愛知より 

『2014－2015年 政策の重点』および 

『2013～2014年 安全・安心で活力ある愛知の創造』 

 実現のための重点要望書(骨子案)について 

働くことを軸とする安心 

社会実現のための要望 

連合の政策要望について、地協議員としても 

行政当局と連携を図りながら、その実現に向 

けた取組みを行って参ります。 

全住宅数：56,000戸 

耐震化住宅数 

未耐震化住宅数 

Ｓ５６年以前の木造住宅は 

上限１２０万円の補助が受けられます 

耐震化改修の補助状況
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