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刈谷市議会議員 

8/1発行の＜№30＞の答えは､東境町の南池
の間欠噴水でした。

池の周りの遊歩道では、朝夕健康作りのため
犬の散歩やウォーキングの人が行き交います。

 9月 4日 (水) ～6日(金) 9月定例議会 本会議

9日 (月) 議員懇談会・議会運営委員会

10日 (火) ～13日(金) 各種常任委員会

15日 (日) 元刈谷地区ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ大会・敬老会

19日 (木) 刈谷南中学校体育大会

23日 (月) 元刈谷地区戦没者・物故功労者追悼会

24日 (火) 決算・予算審査特別委員会・議会運営委員会

 9月25日 (水)

9月定例議会 本会議

28日 (土)

衣浦小学校運動会

こじんまりとした店内には、コーヒーの香り
とともにアマチュア芸術家の笑顔が絶えません。

ギャラリーには、ぐるりと力作が並びます。
さて、ここはどこでしょう？

日中もようやく過ごしやすくなり

学校や幼稚園、また地域でも運動会

の練習等の話題が多くなりました。

いよいよスポーツの秋の始まりです。

スポーツ界では、去る８月２２日

イチロー選手が 日米通算４,000本

安打を達成しました。これは、日本人に

とって世界に誇れる大記録です。

イチロー選手曰く、4,000本安打の陰には

8,000回の失敗がある、と。怖れず立ち向か

うところに結果は着いて来るのでしょう。

9月は防災月間。今年も多くの風水害等に

見舞われました。気象庁は8月30日より特別

警戒の情報を発令する運用を開始します。

苦い経験をバネに、良策を期待しています。

行政が果すべき防災の役割は当然ですが、

私たち自身 自分の身は自分で守るためには

イチロー選手さながら日頃の用意周到を念頭

に置くことが肝要と言えましょう。

私も、８月臨時会で新たな職責を担うこと

になり、準備を怠らず一つ一つを積み重ねる

努力を忘れず今後も精進して参ります。

夏休みが終わった途端に、夜が長くなったと気づくこの頃です。

過ごし易くなった夜には、BGMの変わりに秋の虫が美しい音色を奏でます。

本棚に手を伸ばせば、一気に千年の時を遡って万葉人の世界を垣間見る

ことも…光源氏が35歳の時建てた邸宅・六条院は、当時の上流貴族の屋敷

の4倍、252平方メートルという壮麗なものでした。

光源氏はその地所を四等分して、春夏秋冬に分けそれぞれの町にその季節

にあった女人を住まわせ、季節ごとに趣向を凝らした庭園を造りました。

太政大臣となった源氏の夢のマイホームにも、野分（台風）は情け容赦

なく猛威を奮いましたが、暴風雨の対策と言っても板戸を下ろす程度で

姫君も女官達も 一同恐ろしさにただひたすらオロオロするばかり…

ヘクトパスカルの尺度も 進路予報図もないその当時、闇夜の物の怪同様

野分はわけの解らない 神の仕業のようなものだったのでしょうか？

…などと想像しながらいつしか夢の中。ゆっくりと夜が明けました☆

 9月 1日 (日) 二百十日 "風立ちぬ"…まだ残暑厳しい九月に

7日 (土) 白露 ふと涼しく心地好い西風が、夏の疲れ

9日 (月) 重陽の節句 を癒すように通り過ぎます。

11日 (水) 二百二十日 強烈な陽射しに傷めつけられた緑の

16日 (月) 敬老の日 葉は次第に色を変え、落葉の前の美し

19日 (木) 十五夜 い彩の季節のため衣更えの準備を始め

23日 (月) 秋分の日 ます。新しい季節を"いざ生きめやも"

伊藤 ゆきひろの 



　 総合計画に示す施策の目標(めざす姿)に対して、 

取組みの施策内容及び関連事務事業が有効に機能しているか という視点で、 

現状や課題の捉え方および今後の方向性を客観的に評価する。 
(但し この評価は、施策の方向性の決定や該当施策の最終判断をするものではない) 

８月のフットワーク 

８月刈谷市 臨時議会報告 

８月の臨時議会は議会三役および各種委員会委員の選任が主な議題 

（役職任期は一年、毎年８月に改選が行なわれる） 

＜会議日程＞ ８月8日 (水) 

＜私が所属する常任委員会＞ 役職 議員名（会派名）

議  長  清水 行男（自民クラブ）

副議長  神谷 昌宏（志 誠 会）

監査委員  中嶋 祥元（市民クラブ）

刈谷市行政評価委員会報告 

衣浦東部広域連合議会報告 
衣浦東部広域連合とは、 

安城市･刈谷市･碧南市 

知立市･高浜市が設立 

した消防組織です。 

(所轄人口は約50万人) 

主な議案は、 

・平成２４年度一般会計歳入歳出決算認定 

・平成２５年度一般会計補正予算について 

＜会議日程＞ ８月２２日 (水) 

補正前 補正額 補正後

4,745,000 24,250 4,769,250

平成２５年度補正予算額（千円）

歳入で大きく減少した項目は、各市からの 

分担金で、２億１５０７万円減っている。 

補正予算でも各市からの分担金が減少しているため繰越金を繰り入れて補正している。 

分担費は、均等割・人口割・署所職員数割 

面積割等で計算されている。 

議員構成は  

安城５名・刈谷４名 

碧南３名・知立３名 

高浜２名 

安城市 刈谷市 碧南市 知立市 高浜市

分担金（百万円） 1,553 1,233 833 620 428

構成比 33.3% 26.4% 17.8% 13.3% 9.2%

Ｈ２４年度決算　各市の分担金と分担比

７月２６日(金)･２９日(月) 

市役所にて実施されました｡ 

 外部有識者による刈谷市の行政評価は平成２３年から始まり、 

今年度は７次総合計画に位置づけられた各施策の進捗評価を行 

なうと共に、各事務事業の有効性ついての検証が行なわれた。 

【評価の視点】 

【評価委員】 学識経験者･弁護士･公認会計士･企業代表者（６名) 

評価の対象となった施策および事業内容の詳細 

は「刈谷市ホームページ」を参照下さい。 

【評価内容】  ３２の基本施策の目指す姿と行政に対する 

市民の評価および、施策内容の進捗状況と課 

題および目標達成状況について報告。更に、 

１４０の事務事業内容の実績と内部評価の結 

果について報告。 

 

 評価委員からは、市民の期待に応えるには 

将来ビジョンを明確に示すことが重要。各施 

策の目指す姿の目標も、結果指標は実施結果 

（アウトプット）より、成果（アウトカム） 

で評価できでる指標を追加すべきとの指摘も 

あった。 

刈谷市の長寿（75歳以上）人口と長寿者の割合
および全国の長寿者の割合
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刈谷市長寿者人口
（4月1日現在のﾃﾞｰﾀ）

長寿の秘訣は、ストレスを溜めないよう「自分の好きなことを楽しむ」ことと、色気を
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9月１６日は敬老の日 

基本施策
施策
項目数

事務
事業数

１．情報共有 ３ １０

２．公園緑地・緑化 ４ １６

３．学校教育 ５ ２７

４．商工業 ３ １４

５．高齢者福祉 ５ ２５

６．防災 ４ １５

７．防犯・交通安全 ３ １４

８．道路・交通 ５ １９

３２ １４０

〔評価の対象となった施策と事業数〕

7
月
2
6
日
7
月
2
9
日

計

（現年度比）

歳入額 4,885,383 (2.8％減)

歳出額 4,714,321 (3.5％減)

差引残額 171,062 (20.7％増)

平成２４年度決算額(千円)

常任委員会名 改選後 改選前

 企画総務委員会 ○

 福祉経済委員会 ○

 建設水道委員会

 文教委員会

 議員運営委員会 ○ ○

 政治倫理委員会 ○ ○

 議会広報委員会

 議会基本条例
 特別委員会

○ ○

刈谷市は若い人が多いため、全国に比べ長寿者の 

割合は低くなっています。 

今回の改選人事に伴い、私は市民ク
ラブ会派の代表を一年間務めることと
なりました。

市民の付託に応え、刈谷市の将来の
発展に繋がるよう、会派メンバーと力
を合わせ頑張って参ります。

　８月臨時議会で各種常任委員会委員の変更に伴い、刈谷知立環境組合議会議員

と衣浦東部広域連合議会議員の選挙も行われました。

　私はこの一年間、刈谷知立環境組合議会議員でしたが この度退任し、８月から

は二年任期で、衣浦東部広域連合議会の議員も兼任し、消防関係の議会活動も行
うこととなりました。


