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刈谷市議会議員 

"まじめに 

コツコツ､即 行動"  

頑張ります !! 

体力づくりにやる気満々、一人黙々と頑張る人、
仲間と和気あいあいの時間を楽しむ人、
自由に 気ままにどうぞ。

さて、ここはどこでしょう？

秋の虫の鳴き声に過ぎた夏を懐かしみ実りの秋を想う夜、ダークブルー

に静まる夜空には くっきりと映る月に 気づいたことがお有りでしょう。

ススキの穂波を微かに揺らす秋の夜風、鈴虫の澄み切った歌声…季節は

人々が寝静まった夜、ひっそりと歩みを進めるのでしょうか。

全てのものを、その慈光で包み込む満月。ある国では兎が住むと思い、

ある国では片膝をつく聖人がバイオリンを弾くと言い、手桶を持って立た

される怠け者とも…様々な国々の、豊かな慣習や 想像力を感じます。

竹取の翁の物語は、そうした人智の中から生まれた日本最古の文学です。

今は昔、讃岐造（さぬきのみやつこ）という竹取の翁が、光る竹の中から

見つけた身の丈三寸（9ｃｍ程）の女の子は、僅か3ヶ月で絶世の美女に。

並みいる公達の求婚に時の帝までが名乗りを挙げますが、やがて彼女は

目も眩む程の目映い光の中、月よりの使者と共に月の世界に戻ります。

貴種流離譚の物語は、日本文化独特の侘び寂びに繋がるものでしょうか。

 9月 2日 (火) 刈谷知立環境組合議会

3日 (水) ～25日(木)刈谷市 9月定例議会

6日 (土) 連合愛知タウンミーティング

13日 (金) 全トヨタ労連定期大会

14日 (日) 元刈谷地区レクリェーション大会・敬老会

18日 (木) 刈谷南中学校体育大会

22日 (月) 市民クラブ定期総会

25日 (木) 監査定例会

モクモクと湧き上がる、元気の良い
入道雲を見る機会の少なかった今年の
夏、日本各地で豪雨被害が報じられ
地球温暖化による異常気象をまざまざと
感じます。被災された方々には、心より
お見舞い申し上げます。

台風の本格的なシーズン到来を控えて、
今一度 防災体制を真剣に見直す必要に迫られ
ています。

刈谷市においても、2000年9月に発生した東海
豪雨では、予想を超える降水量により河川の越水な
どの原因で、700余の家屋が浸水し大きな被害とな
った事は記憶に新しいと思います。

自然災害から、住民の生命と財産をどう守るのか
事前予知・情報提供のあり方・防災組織等 様々な
観点からの取組みに関する議論が必要です。

9月は定例議会が開かれます。主要議題は平成25
年度決算の審議となりますが、市民の方々が安心し
て暮らせる防災対策など継続的な取り組みの進捗に
ついても議論を深めなければなりません。

私は今回、監査委員に選出されましたので、 この
一年間は一般質問を差し控えさせて頂きますが、
様々な機会を通して安心できるまちづくりのために
今後も積極的に提言して参ります。

8/1発行の＜№42＞の答えは､東境町の
刈谷ハイウェイオアシスに隣接する岩ヶ池公園の
三つの水景の一つ、午池噴水でした。

観覧車のイルミネーションとの競演は絶妙です☆

9月 1日 (月) 二百十日 春の七草が、食べる野草であるのに

8日 (月) 白露 対して、秋の七草は見て愉しむもの。

十五夜 萩・尾花・葛・撫子・女郎花・桔梗

9日 (火) 重陽の節句 藤袴、華やかではなくとも いかにも

15日 (月) 敬老の日 秋の風情を思い起こさせる草花です。

20日 (土) 彼岸の入り 一輪挿しに投入れるだけで、秋の

23日 (火) 秋分の日 山野が我が家の窓辺にやって来ます。

伊藤 ゆきひろの 



　

８月のフットワーク 

各種行事に参加しました 

刈谷市 平成26年８月 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 (金) 

★ 新しい議会三役 

今回の改選人事に伴い、市民クラブ 

会派の会長・幹事長も交代しました。 

刈谷市民が安心して暮らせるまち 

となるよう、会派メンバーと力を 

合わせ頑張って参ります。 

★ 私が所属する委員会 

【監査委員の役割】 

 市の財務に関する事務の執行および経営 

に係る事業の管理が適正かつ合理的に行わ 

れているかを点検する。（月例監査を実施）今後一年間は、定例監査において事務 

事業の適正を審査・承認する立場となるため、本会議での一般質問は差し控えます。 

各種委員会 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 ○

平成26年第2回 衣浦東部広域連合議会 報告 ＜会議日程＞  

8月19日 (火) 

平成27年度予算編成に関する市民クラブ会派の要望を提出 

◎主な議案は、 

・平成２５年度一般会計歳入歳出決算認定について 

・平成２６年度一般会計補正予算について 

＜私は昨年８月から２年任期で消防組織の衣浦東部広域連合議会の議員も兼務しています＞ 

平成２５年度決算額(百万円) 

平成２５年度歳出決算額の内訳
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決算認定は原案の通り 

承認されました。 

 人口増加に繋がる施策を重点に、刈谷に住みたい、住み続け 

たいと思う魅力あるまちづくりに向けた要望書を市長に提出。 
例年10月に要望をしていましたが、今回から予算編成に より反映 

され易いよう３ヶ月前出しし､重点を絞って要望。（7月30日提出） 

重点要望３項目４２点 その他要望２４点 

９月は防災月間です!! 

 東日本大震災から３年半が過ぎました。そして毎年、 

台風や豪雨等による災害が各地で発生し、多くの生命・ 

財産が失われています。 

 刈谷市では、東海豪雨以降に「洪水ハザードマップ」 

東日本大震災後に「地震ハザードマップ」を全戸配布し、 

危険とされる地域や避難場所、情報伝達の方法等をお知 

らせしています。 また、Ｊアラートや同報無線の設置、 

防災ラジオの販売、防災倉庫の充実、耐震補強の補助、 

河床掘削、排水機場整備等、各種対策を講じています。 

 「洪水ハザードマップ」には、東海豪雨の浸水地域、 

「地震ハザードマップ」には各地域の震度予測・液状化 

予測が記されています。 

 ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟは、刈谷市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載されています 

 市役所支所、各生涯学習ｾﾝﾀｰ等でも配布しています 
この機会にもう一度、大規模災害に備えた準備について家族で話し合ってみましょう。 

８/２８

～２９

８/２４

元刈谷住民 

ふれあい会議 

元刈谷 

盆踊り大会 
全国監査委員会 

総会と研修会(熊本) 

８/１１

役 割 会　長 幹事長

新 黒川智明 中嶋祥元

旧 伊藤幸弘 黒川智明

役　職 議員名（会派名）

議  長  佐野 泰基（自民クラブ）

副議長  前田 秀文（自民クラブ）

監査委員  伊藤 幸弘（市民クラブ）

自宅を 

チェック 

H24 H25 増減額 増減率(%)

歳入額 4,885 4,724 △ 161 △ 3

歳出額 4,714 4,556 △ 158 △ 3

差引残額 171 168 △ 3 △ 2

対前年度比較

要望点数

(1) 市民の雇用と生活を守る産業の持続的成長を促す施策

① 企業誘致、投資促進、人材育成など企業体質強化に向けた応援施策の推進 3

② 効率的な生産活動ができるエリアの確保と近隣市を巻き込んだ道路整備 6

③ 再生エネルギー分野など革新的な新事業の展開 4

(2) 刈谷の資源を有効活用したまちの魅力づくり施策

① 人とエリア、エリアとエリアを有機的に結合させる施策の推進 5

② 若者が集まり、住みたくなる街づくり施策の推進 9

③ 刈谷の資源が有効に発信されるＰＲ戦略の強化 1

(3) 全世代が安心して暮らせる環境づくり施策

① 産・学・官の力を活かした防災、防犯、交通安全への施策の推進 7

② 少子高齢化課題の明確化と対策の計画的な推進 5

③ 障がい者が暮らしやすいしくみの確立 2

重　点　要　望　項　目


