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刈谷市議会議員 

3月 4日 (火) ～10日(月) ３月定例議会 各種常任委員会・予算審査分科会

6日 (木) 中学校卒業式

9日 (日) 消防団観閲式

18日 (火) 予算審査特別委員会・議会運営委員会

19日 (水) 幼稚園修了式

20日 (木) 小学校卒業式

24日 (月) 3月定例議会 本会議

"まじめにコツコツ､ 

即 行動"  

頑張ります !! 

3月 3日 (月) 桃の節句 明るい陽差しが遍く満ちて、万物に

6日 (木) 啓蟄 生気が漲る春の到来です。

7日 (金) 消防記念日 進級進学の学生、新入社等のフレッ

14日 (金) ホワイトデー シャーズが希望を胸に発進を待つ頃。

18日 (火) 彼岸の入り 受け入れ側も準備を整え、温かく

21日 (金) 春分の日 見守り育てる体制を、再度見直して

24日 (月) 彼岸明け 参りましょう。

春の陽を集めるベンチには、ようやく温み

始めた風が…サンドイッチと缶コーヒーで、

即席のピクニック気分も楽しめます☆　

さて、ここはどこでしょう？

2/1発行の＜№36＞の答えは､

東境町のタカ・ライディングクラブでした。

人間と同じように馬にもそれ々個性が…新しい出会い

と癒しの体験となるかも。

出会いと別れの季節、ちょっと切ない思いを振り返りながらアルバムを

開いてみましょう。優しかった恩師、懐かしい友達、胸を焦がした人…

時代の移り変わりによって.、形や目的を変えながら残り続けています。

17世紀、海運貿易王国オランダの繁栄とともに誕生した集団肖像画。

スペインからの独立を果たした後、積極的に海外に乗り出したオランダは

東インド会社を中心に、アジアとの交易により豊かな富を築きました。

裕福になった市民は部屋を飾るための絵を買い、多くの絵画の市が開か

れていました。そうした中、市民に大流行したのが、大勢の人を一枚の

キャンバスに描く集団肖像画。ギルドでお金を出し合い、集団で肖像画を

描かせましたが、支払いは割り勘であったため、全員正面向きで平等に。

レンブラントはそんな肖像画に飽き足らず、ドラマ仕立てに一人一人の

表情を個性豊かに描き上げました。世界三大名画の一つ、"夜警"です。

近年では、卒業写真にもそうしたアイデアや手法が凝らされています。

優しく淡い桜色、レモン色の菜の花

少し控えめな早春の花々は 実は逞しく

厳しい冬を乗り越えて来たつわもの。

逆境に耐え得る強靭な体力に、心に、

いつか華の咲く日が訪れるのでしょう。

ソチオリンピックでは、苦しい練習

に耐えた選手達が、国民に感動と勇気を

与えてくれました。続くパラリンピックでも

また新しいドラマがたくさん生まれるでしょう。

さて、消費増税を目前に今年の春闘もいよい

よ山場を迎えようとしています。

これまで長くベースアップを抑えてきた その

扉が、ようやく開けられそうな兆しです。

中でも、三十歳前後の若年層の賃金は、入社

当初から抑えられてきた傾向にありました。

結果､結婚や出産･子育てが し難い環境に置か

れていましたが、今年 一部の企業では若年層に

厚めの賃上げ配分を行い、将来の会社の成長に

繋げようとする動きが見られます。

新年度に向けて、将来を担う若い世代に活気

と遣り甲斐・生き甲斐の持てる社会の構築を願

って止みません。

伊藤 ゆきひろの 



　

２月のフットワーク 

市民クラブ会派による行政視察報告（2月4日～5日） 

刈谷市３月定例議会（2月13日）市長・教育長の方針説明 

● 

● （2月 5日） 

（2月 4日） 

国会議員会館 

港区役所 東京都 

衣浦東部(消防)広域連合議会 平成26年第1回定例会報告 

衆議院議員会館にて 

平成26年2月12日(水) 午後13時30分より 刈谷市役所(9階)議会会議室 

【平成26年度一般会計予算】 
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２５年度 ２６年度

歳入・歳出 4,745,000 5,162,000

＜主要事業＞ 

 消防救急デジタル無線システム整備事業 

  （アナログ無線 → デジタル無線へ） 

〔効果〕機密保護の強化と機動力の向上が図れる 

    広域連合化による効果は６億８千万円 

１) "平成２６年度施政方針および議案大綱"･･･(刈谷市長より説明)

【施政の方針】 ２６年度も第７次刈谷市総合計画における "５つのまちづくりの

基本方針" に沿い、２５年度に策定した「行政経営改革プラン」に掲げる取り

組みを着実に推進することにより、多様化する市民ニーズに対し、効率的で

質の高いサービスの提供に努める。

(1) 「都市と自然が織りなす 住みよいまちづくり」

南桜町・東陽町地区の優良建築物整備への支援、市営住宅の耐震化整備、高度

交通システムの検討、ＪＲ逢妻駅の整備、岩ヶ池公園に大型遊具設置 等

(2) 「生きる力を育み 喜びを実感できるまちづくり」

中央児童館の整備、特別支援学校設立の設計、刈谷南･依佐美中学校の環境整備、

歴史博物館の基本設計、児童による東吉野村との交流　等

(3) 「人と技術で賑わいを創り 笑顔で働き続けられるまちづくり」

「ものづくりのまち刈谷」の積極的アピール、小規模事業者への支援充実、

農地中間管理機構を通した農地集積支援の展開　等

(4) 「支えあい みんなが元気で安心して暮らせるまちづくり」

民間保育所開園への支援・公設保育園の改築および受入れ児童増員、保育料

補助の充実、全幼稚園に空調設備設置の設計、特別擁護老人ホーム設置を促す

補助金交付、防災備蓄倉庫の充実、電柱地中化の推進、防犯パトロールの拡大

強化、防犯カメラ設置拡大　等

(5) 「市民と行政の 信頼と協働で築くまちづくり」

地域活動活性化へのコーディネーター派遣、パスポート発給業務の開設　等

２) "平成２６年度教育行政方針"･･･(教育長より説明)

【教育行政方針】『子どもから大人まで、夢と生きがいを持ち、生涯を通して

学び続ける』姿を目指し､当たり前のことが当たり前にできる子どもの育成、

確かな学力の定着、体力の向上を重点に推進。

生涯学習では、生涯学ぶ意欲を保障する環境の整備に努める。

(1) 「学校教育の充実」･･･｢知｣｢体｣｢徳｣の３本柱で推進

① 少人数授業の推進、指導方法･体制の工夫･改善、家庭学習の意欲向上｡

② ｢体つくり運動｣を重視した教育推進。「食育」を推進した体づくり。

③ ｢豊かな心の育成｣のための道徳授業の推進･ボランティア活動等の充実。

(2) 「生きがいを持つ生涯学習都市づくり」

刈谷市生涯学習推進計画､文化振興基本計画およびスポーツマスタープランに

基づき､生きがいを持った 心豊かな人づくりに努める｡

① 生涯学習の推進  ② 文化芸術の普及振興  ③ スポーツの普及と振興

厚生労働省 『これからの介護支援の動向について』  ● 

＜視察の目的＞ 平成２７年度から介護保険制度が改正され 

  ようとしている。改正の背景と改正内容の説明を受け、 

  刈谷市の今後の介護施策に活かす。 

 要介護率は2025年まで急速増加し、介護保険料を負担する40歳 

以上は減少。介護給付の総額は、現在の１０兆円から2025年には、 

21兆円に膨らむため 保険料も現在の倍額以上の上昇が予想される。 

＜介護保険制度改正の背景＞ 

＜改正の主な内容案＞ 

・在宅医療介護の推進、地域ケア会議の設立、生活支援サービスの強化、 

・H29年4月までに要支援への新事業を開始（H29年度末に要支援1・2は終了） 

・特別擁護老人ホームの新規入所者は原則、要介護３以上に限定（既入所者は除く） 

・低所得者の保険料軽減割合を拡大・一定以上の所得利用者の自己負担割合を引き上げ 等 

  経済産業省 『中小企業支援と産業の空洞化について』  ● 

＜視察の目的＞ 国は今、中小企業・小規模事業者向けに多くの支援策を講じようとしている。 

       その内容について説明を受け、刈谷市が行っている事業者向け施策の参考とする。 

各市の分担金 安城市 刈谷市 碧南市 知立市 高浜市 合　計

負担割合 32.67% 25.91% 18.61% 13.39% 9.42% 100%

分担金（千円） 1,687,140 1,356,233 933,372 670,175 468,198 5,115,118

＜国が進める最近の中小企業・小規模事業者向けの主な支援策＞ 

・生産性向上設備投資促進税制の改正・消費税引き上げ対策のための取引先いじめ対策事業 

・商店街活性化向けの補助金・創業を目指す事業者向けの補助金・商業サービス業向け補助金 等  

      ”詳細は中小企業庁のＨＰまたはインターネット「ミラサポ」で検索” 

  東京都港区が取り組む 『第９次交通安全計画について』  ● 

＜視察の目的＞ 港区は年間交通事故死ゼロを目標に取り組み、Ｈ22年に目標達成した。 

        港区の取り組みを参考に刈谷市の交通安全施策に活かす。 
＜改正の主な内容案＞ ･自動車交通の流入制限・標識の整理統合､大型化､高輝度など視認性向上 

  ･交差点形状や信号機規制の見直し・裏通り一方通行規制の新設､改廃・二輪車の速度規制 等 

  


