
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 

“ 衣更え ”への招待 ☆  

後援会便り ＜№４０号＞  2014年 ６月１日発行 

ちょこっと タイム 刈谷 良いトコ ♪ 

  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 

"まじめに 

コツコツ､即 行動"  

頑張ります !! 

　先月、開園ホヤホヤ☆生き物の繋がりを

楽しく 身近に学べる ビオトープです。

　自然の中で、農業体験してみませんか？

さて、ここはどこでしょう？

　5/1発行の＜№39＞の答えは、野田町の

ＪＲ新野田駅の ロータリー縁石に点在する

輪留めオブジェに乗っかった マスコットの

リス君、毎日多くの乗降客を見送っています。

6月 1日 (日) 地域ソフトバレーボール大会

8日 (日) 消防操法競技会

11日 (水) ～13日(金) 6月定例議会 本会議

14日 (土) 西三河地域協議会ボーリング大会

17日 (火) ～20日(金) 各種常任委員会

21日 (土) 発明クラブ40周年式典

26日 (木) ～27日(金) 本会議

29日 (日) 地域ソフトボール・ディスクドッチ大会

6月 1日 (日) 衣更え 　麦の穂が黄色く色づき、おもわず

4日 (水) ～歯の衛生週間 季節を錯覚するような"麦秋"。

6日 (金) 芒種 　初夏の季節に"秋"と呼ぶのは洒落

10日 (火) 時の記念日 ていますが、夏が始まるこの頃には

11日 (水) 入梅 梅雨を控えて湿度も高くなり、風も

15日 (日) 父の日 なく汗ばむことが多くなります。

21日 (土) 夏至 　体調管理に充分お気をつけ下さい。

　炎暑に向かう6月、多くの企業や学生は冬服や合服から衣更えをします。

四季の豊かな 日本特有の習慣や 文化とも言えるでしょう。

　その始まりは、中国の風習に倣った 平安時代の宮中行事からです。

旧暦の4月1日、10月1日に夏服と冬服を着替え、初めこれを"更衣"と呼び

ましたが、天皇の着替えを手伝う女官の職名も"更衣"と言い、後に後宮で

女御（にょうご）に次ぐ令外の后妃の身位を指すようになったので、民間

では更衣と言わず "衣更え"と呼ぶようになりました。

　季節による取替えは衣服以外にも、女房（貴婦人）が手に持つ扇を冬は

桧扇（桧製）、夏は蝙蝠（かわほり・紙と竹製扇）と定めていました。

　鎌倉時代になると、更衣は調度品を取り替えることまで含むようになり

江戸時代には着物の種類も増え、幕府は公式に年4回の衣更えでの出仕を

制度化しました。日本人の季節感を重んじ愛でる感性や心意気を感じます。

　さあ、身も心も軽やかに心機一転！暑い季節に挑戦して参りましょう。

一年中で最も日の長いこの時季、
アウトドアライフには最適の頃ですが
何か考え事でもあれば、あっと言う間の
短夜に睡眠時間を割かれることも･･･

ウクライナやタイでは内紛に眠れぬ夜
を過ごす人も在ることでしょう。

平和な我が国では、実感も薄く程遠いもの
のように思われますが、集団的自衛権行使をめ
ぐる与党協議では"武力行使との一体化"問題の議
論が浮上しており、協議の行方によっては自衛隊
に新たな活動が加わる可能性が懸念され、注視が
必要です。

一方、国内経済に目を向けますと、景気回復の
傾向を背景に人手不足の深刻化が予想され、一部
の業種では低廉な労働力に依存してきた経営の転
換を迫られており、人材確保の巧拙が企業経営の
カギを握ると見られることは必然です。

企業や経営者が目指すべきは使い捨ての労働力
ではなく、教育に力点を置いた質の高いものでな
ければなりません。今や労働環境の改善を図って
行くには好機と考えます。

さて、６月は刈谷市議会年度 最後の定例会が
開催されます。行政サービスの更なる質の向上を
求める活動に引き続き尽力して参ります。

伊藤 ゆきひろの 



　

児童クラブ開設数の推移
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児童クラブの定員と登録児童数の推移
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幼稚園

保育園

５月のフットワーク 

刈谷市の幼児・児童『子育て支援』の一部を紹介  

【１】 就労していない母親の就労希望アンケート結果〔平成25年11月に実施〕 

    就学前児童2,000人・小学生児童1,000人の保護者を対象に調査 
回収率: 60.9％ 

【３】 公設保育園・幼稚園施設の定員に 

   対する園児の充足状況 

   〔平成25年4月1日現在〕 認可外保育園除く 

【２】 保育園と幼稚園の入園児数の推移 

     〔各年4月1日現在〕 認可外保育園除く 
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【４】 刈谷市の保育園待機児童発生状況  

（
人
）
 

【５】 保育園施設拡充の推進ついて（＊印は予定）  

開園年度 施　設　名 内容 定　員

 Ｈ25年  第二こぐま保育園(私立) 新設 110人

 Ｈ26年  親愛の里保育園(私立) 移築 90人→120人

 Ｈ27年  富士松南保育園 新築 130人→160人

　　〃  (仮称)もりの風保育園(私立) 新設 90人

 Ｈ28年  さくら保育園 移築 130人→160人

＊

＊

（
人
）
 

約６割のお母さんが就労

しながらの子育てを希望

しており、預かり時間の

長い保育園へ通う子ども

が増えている。

保育園への希望者に待機児童が発生

している現状に対し、刈谷市は保育

園施設の拡充と幼稚園の預かり時間

の延長を実施している。

保育園 幼稚園

施設数 13 16

定　員 1,700人 4,865人

園児数 1,705人 2,454人

充足率 100.3% 50.4%
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小学生児童

就学前児童

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

１年より先、一番下の子どもが○歳になったころ就労したい

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

不明・無回答

【６】 幼稚園の支援拡充  

就労理由でも～16：00まで

「預かり保育」にて、全園が

時間延長できる。(H24年～)

次頁に続く 
保育園施設拡充も一部必要だが、幼稚園に保育園機能を持たせた幼保一体

の「こども園」への施設移行の事業具体化を早急に進めるべきと考える。

　経済状況の悪化や核家族化の進展から出産後 働くお母さんが急増し、仕事と子育て

が両立できる子育て支援のニーズは一段と高くなってきている。

　刈谷市は保育園・幼稚園・小学校の子育て支援を喫緊の重要課題として捉え、施設

の充実や預かり時間の延長等の支援拡充を図ってきている。しかし課題も多く、現在

は「子ども・子育て会議」を新たに設置し、平成27年４月には、新らしい『子ども・

子育て支援事業計画』を策定し、支援の充実に向け準備を急いでいる。

次頁の続き 
　刈谷市は小学生が放課後、安全・安心に過ごすことが

できる居場所づくりを拡充し、保護者の就労をサポート

する子育て支援に力を入れている。

【７】 

（対象は1～6年生、教室で地域の方の参画により週1～2回程度開設。～16時30分まで） 

■ 刈谷市の放課後児童クラブ開設と利用状況･･･全小学校１５箇所で開設 
（対象は1年生～3年生、下校時～18時３０分・土曜日及び春夏冬休み８時～18時３０分） 

■ 放課後子ども教室の開設と利用状況 

　児童クラブも子ども教室も学年･学級を越えた子ども同士の関わりができ、学校生活

ばかりでなく地域の中でも結束が醸成され成果は大きい。また、保護者の仕事と子育て

の両立には欠かせない有効な支援策として今後も更に充実に向けた取組みを期待する。

　総会では会長より、"人口減少時代は大きな課題、将来を

担う人たちの負担軽減に繋がる提言を、住民に一番近い議員

自らがその役割を果たすことが注目されている。

　働く仲間を基盤とする社会づくりを、自らのライフワーク

と位置づけ今後も取組んで欲しい"と挨拶があった。

 〔介護施策の研修〕『今後の介護環境と地域包括ケアシステムについて』 

ユタカ議員協議会総会で介護施策の研修に参加しました。 

開設年度 H22 H23 H24 H25 H26

開設小学校 3校 5校 6校 7校 7校

登録児童数 266人 346人 459人 658人 679人

５月２４日（土） カバハウスにて 

温浴施設の充実 

☆６月１日オープン☆

ウォーターパレスが

  リニューアル･･･!! 

トレーニングルームの新設 ロッカールームの充実 

◆ 今後の介護支援は、 在宅介護を基本とした地域で支え合う体制への転換が求められており、
　 行政･地域包括センター･介護事業者･医療機関 及び地域のネットワーク化が急がれている。

厚生労働省試算 現　状 2025年 増 減

介護サービスの利用者 450万人 657万人 1.5倍

支え手の生産年齢人口 8,200万人 7,084万人 13%減

介護保険料
(2025年推計)

1.6倍程度

１クラブ４０人 

現在は､１５校中１２校が 

２クラブを開設している。 

◆ 隣の豊田市では、地域包括支援センターが各中学校区(25箇所)に設置されており、各地域
　 でケア会議や徘徊発見活動等の仕組みもあり、地域で支える仕組みが整いつつある。


