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刈谷市議会議員 

 7月 2日 (火) 刈谷知立環境組合臨時会

4日 (木) 参議院議員選挙公示

8日 (月) 議会基本条例検討特別委員会

21日 (水) 参議院議員選挙投票日

23日 (火) ～25日(木)市民クラブ会派視察

27日 (土) ユタカ議協研修会

30日 (火) 議会運営委員会

 7月 1日 (月) 祇園祭 7月7日は七夕。牽牛星と織女星に

2日 (火)～　歯の衛生週間半夏生 書道の上達を祈り、詩歌の文を供える

7日 (火)　歯の衛生週間小暑　七夕 慣わしから、"文月"とも言われる7月。

9日 (木) ほおずき市 季節は小暑から大暑へ。梅雨も明け

15日 (月) 盂蘭盆会　 れば、本格的な夏の始まりです。

海の日 ツルツルッと素麺、冷たく冷やした

22日 (月) 土用の丑 白玉団子、土用の鰻･･･夏の風物詩を

23日 (火) 大暑 楽しみましょう。

6/1発行の＜№28＞の答えは､高須町の
フローラルガーデンよさみのバラのテラス
でした。写真愛好家や風景画の画材として
も好まれ、多くの来場者を集めています☆

夏の元気の源は、みんなでワイワイ 
バーベキュー！

思い思いのスタイルで楽しみましょう☆
さて、ここはどこでしょう？

シェルブールの雨傘･･･カトリーヌ・ドヌーブ主演の悲恋の物語

ご存知でしょうか？ ヒロイン・ジュヌヴィエーブの歌う甘くすすり

泣くようなメロディーが、観客の 涙を誘いました。

ところで日本の傘の消費量は世界一で、年間１億～１億２千万本と

推定されるそうです。

それは日本の気候風土に起因すると思われますが、傘を差す習慣は

海外ではあまりなく、例えばイギリス紳士は霧雨の中、傘をお洒落の

アイテムの一つとして持ち歩き、バンコクの激しいスコールの中では

華奢な傘は役に立たず、壊れることも･･･

従って、日本の傘ほど美しい色合いを持ち、鬱々とした雨の中に

大輪の花を咲かせるような傘は、比類なき日本独特の情景のよう。

決して置き忘れたりしない、飛びっきりのお気に入りを手に入れ

たら、雨の日が待ち遠しくなりそうですね☆

先月22日 世界遺産への登録が決まり、

霊峰富士の名を世界中に広めた 日本の

象徴とも呼ぶべき富士山。

7月1日は、その山開きです。

今年は更に多くの観光客を集めて賑わう

ことでしょう。

さて、７月は参議院議員通常選挙が行なわ

れます。また、今回の参院選からネット選挙が

解禁され、有権者の選択領域が広がり投票率の

上昇が期待されています。

前回の衆院選挙で与野党が逆転し、新たな三

本の矢が打たれ経済活動が好転し始めようとし

ていますが、実体経済を伴った景気浮揚が早急

に浸透し、雇用不安や社会保障問題を改善する

政策が実現する様、この度のネット選挙の解禁

を機に、国民一人一人が選択のための視野を広

げ 積極的に 参加すべき選挙です。

一方、７月は日本が始めてＴＰＰ交渉の会合

に参加します。将来の経済活動を左右する交渉

となりますので、大いに注目しましょう。

伊藤 ゆきひろの 



　

● 刈谷知立環境組合規約変更について
ウォターパレスKCの休養施設を廃止し、トレーニング

ジムとフィットネススタジオの新設が予定されている

ための規約改定を行なう。（H26年7月ｵｰﾌﾟﾝ予定）

● 納付延滞金の割合の一部条例改正について（地方税法改正に伴うもの）
市税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・下水道料の延滞金の割合引き下げ。

　　（納期限から１ヶ月以内 4.3%→3.0%　１ヶ月経過以降14.6%→9.3%）

● 刈谷市子ども・子育て会議条例の制定について
今後の適正な保育施設のあり方や子育ての総合的な推進計画

策定と審議を行なう会議体が設置される（7月～）

● 刈谷市行政経営改革プランについて
行政経営方針達成のためのアクションプラン ⇒ 「６つの市役所づくり」の改革

● 刈谷市歴史博物館建設予定地の地質調査結果について
南海トラフ巨大地震の想定震度を前提に液状化等の調査や建物構造の検討を実施。

● 平成25年度刈谷市
　一般会計補正予算

６月のフットワーク 

各 種 行 事 に 参 加 

６月定例議会報告 

【一般質問】 

【６月議会 審議案件数及び審議結果】 

【主な議案】（抜粋） 

今回は15名の議員が、刈谷市の事業

施策に対し行政当局と質疑応答を行なった。

防災対策、子育て支援策、消防団の課題、

衣浦定住自立圏、都市交通戦略、交通安全、

ネット選挙、刈谷駅周辺整備、健康施策、

市民ｱﾝｹｰﾄ結果、市財政、まちづくり、等

6/12～14 本会議（一般質問）

6/14 予算特別委員会

6/18～21
各種常任委員会
予算審査分科会

6/24 議会基本条例特別委員会

6/27
予算審査特別委員会
議会運営委員会

6/28 本会議（議案採決）

　　＜ 議 会 日 程 ＞

私が所属する常任委員会（福祉経済委員会）での私の質問  

刈谷市行政経営改革プランの概要紹介 

報告案件 単行議案 条例議案 予算議案 委員会議題 陳 情 意見書

４件 ５件 ８件 １件 ４件 2件 ３件

－ 可決 可決 可決 － 不採択 不採択

 刈谷市行政経営方針（４Ｃ１Ｓ）
 ①活力創造に向けた変革
　 ：市民（citizen）、挑戦（challenge）
 ②市民参加・協働に向けた変革
　 ：市民（citizen）、公正性（clean）
 ③業務効率の向上に向けた変革
　 ：コスト縮減（cost）、スピード（speed）

 刈谷市行政経営改革プラン
 「６つの市役所づくり」を基本目標とした改革取組の実施
 ６つの市役所づくり
 （１）市民から信頼され、満足度の高いサービスを提供する市役所づくり
 （２）次代を支える健全財政を維持した市役所づくり
 （３）市民から期待される先進的な市役所づくり
 （４）市民参加、協働で問題解決を図る市役所づくり
 （５）最少コストで最大サービスを提供する市役所づくり
 （６）創造性豊かで、柔軟な発想と行動ができる職員を育てる市役所づくり

「６つの市役所づくり」
を達成することにより、
方針に沿った改革を実行

方針に基づき基本目標
「６つの市役所づくり」
を設定

自治基本
条例

各条文の理念を
踏まえた取組を実施

「６つの市役所づくり」の改革達成を図るため、行政と協調しながら充実を図って参ります。 

【議案質問】・・・「子ども･子育て会議」条例の制定について

Ｑ：会議体設置の目的と内容および期待できる成果は？

Ａ：実情に合わせた子育てニーズに応えるため、既存の次世代育成支

　　援対策地域協議会を廃止し、現状の子育て施策の評価および子育

　　て環境に必要な施設調査や体制の整備等、将来に向けた総合的な

　　支援計画の策定審議を行ない、子育て支援の実効性を更に図る。

６/９ ６/１５
６/３０

刈谷市消防団 

操法競技大会 

西三河地域協議会 

ボーリング大会 

元刈谷ソフトボール大会 

    ディスクドッチ大会 

【所管質問】　（１） 「刈谷市の地域福祉活動」ついて・・・（要望）
地域による見守り・問題発見体制の仕組みづくりに支援を。

（２） 「刈谷市の観光推進」ついて・・・（要望）
刈谷駅に大型オーロラビジョンや音響設備など、賑わいと新たな観光ＰＲを。

補正前 補正額 補正後

47,300,000 △ 113,381 47,186,619

一般会計
（単位:千円）

議員人件費 △ 9,001

システム基盤整備事業 8,000

生活保護システム改修事業 3,633

通学路整備事業等の土木事業 64,197

防災備蓄倉庫整備事業 18,820

学校の活動及び施設整備等 △ 199,030

（計） △ 113,381

歳出　補正額
（単位：千円）

市税 12,869

国庫支出金 △ 8,177

県支出金 24,427

寄付金 1,600

市債 △ 144,100

（計） △ 113,381

歳入　補正額


