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"まじめに 

コツコツ､即 行動"  

頑張ります !! 

木枯らしのすり抜ける広場にそっと寄り添う
二体のモニュメント。"寒いね、大丈夫？"と、

囁く言葉まで聞こえそうです。
さて、ここはどこでしょう？

11/1発行の＜№45＞の答えは､池田町
池田公園中央の、魚を擬人化した彫像でした。

ブランコ横、グランドとの仕切りに位置する
一角には、美しいメルヘンの世界が在ります。

葉を落とし、寒々とした木立の足下ま

で、労わるように冬の陽がしっかりと

差し込み、広い空間を感じます。

ところで、11月21日衆議院が解散さ

れました。総選挙は12月2日公示、14

日が投票日となっています。

今回の選挙は、消費税再増税の先送りの

決断の是非にとどまらず、2年間にわたる現

政権の政策を問う機会にしなければなりません。

　私たちの暮らしに直結する経済政策では、大胆

な金融政策により超円高を脱し、円安株高に転じ

たことは一定の成果を得ましたが、輸入原材料の

高騰で、物価上昇が賃上げを追い越し実質賃金は

低下しています。雇用形態や福祉面でも格差拡大

の懸念が広がり、景気回復の実感はない状況です。

一方、安全保障と憲法の問題では、解釈を閣議

決定で変更し、平和憲法が曲がり角にきています。

また、原発政策では、原発を維持するのか、

原発依存からの脱却を目指すのかを問う選挙と

も言えます。

有権者は、各党の打ち出す選挙公約を冷静に

検証し、貴重な一票を投じなければなりません。

間違っても棄権だけはしないよう、必ず自分

の意思を示しましょう。

12月 4日 (木）文化の日～10日人権週間 今年も当月を残すのみとなりました。

7日 (日)　体育の日大雪 毎年15日から、年賀状の特別扱いが

13日 (土) 事始め 煤払い 始まります。近年ではスマホやケータ

22日 (月) 冬至 イでの挨拶に変わることも多くなりま

23日 (火･祝)天皇誕生日 したが、元日に届く一片の重みの嬉し

24日 (水) クリスマス イブ さは皆同じです。早めに取りかかり、

31日 (水) 大晦日 大はらい 余裕の新年を迎えたいものです。

家族や仲間、様々な人が集うパーティーシーズン、クリスマスディナー

には付き物のような、魅惑の美酒・シャンパンの世界にご案内しましょう。

ワイン造りの歴史はローマ時代に遡りますが、フランスの名醸の中でも

最北に位置するシャンパーニュ地方では、厳しい気候条件にも怯まず、度

重なる災禍も乗り越えた人々の情熱と努力により、世界に比類なき銘酒が

生み出されました。当地醸造の物だけがシャンパンと呼ぶ事を許されます。

その一人が修道士、ドン・ピエール・ペリニョン。"シャンパンの父"と

呼ばれる彼の功績は、様々な畑で採れた葡萄の持ち味を調合させたこと。

更に、黒葡萄からより澄んだ果汁を抽出し、発酵の圧力に耐え得るビン

・コルク栓の開発など、現在の製法の基礎となる道を拓きました。

世はまさに太陽王･ルイ14世の時代、宮廷でも殊の外評判を得ました。

ナポレオンの母も好んだという記録が残るこの祝いの酒、伝説の修道士が

グラスの弾ける泡に心を躍らせる魔法をも秘かに編み出したのでしょうか。

 12月 3日 (水)～5日(金) 12月議会本会議

9日 (火)～12日(金) 各種常任委員会

14日 (日) 衆議院総選挙

18日 (木) 予算審査特別委員会

19日 (金) 12月議会本会議・広報委員会

22日 (月) 刈谷知立環境組合議会

25日 (木) 衣東臨時議会・監査定例会

伊藤 ゆきひろの 



　

１１月のフットワーク 

各種行事に参加しました！ 

市民クラブ会派による行政視察報告（11月11日～13日） 

黒川智明・中嶋祥元・沖野温志 

山内智彦・鈴木浩二・佐原充恭 

伊藤幸弘 （７名） 

〔市民クラブ会派〕 

 市民クラブは、刈谷市の人口増加の低迷を重点課題としており、雇用環境の安定や子育て 

支援の充実、まちの魅力づくりは最も重要な施策と位置付けています。 

 今回は、企業立地や保育所の施策において、先進的な取組み 

を行い成果を上げている都市を訪れて来ました。  

 積極的な事業事例を現地で学び、 

今後の刈谷市政に活かすことを目的 

に視察して参りました。 

● 

● ● 

函館市 

北斗市 

苫小牧市 

(11月12日) 

(11月13日) 

(11月11日) 

【函館市】 『公立保育所の民営化』について 

【北斗市】 『スポーツ合宿誘致制度』について 

【苫小牧市】 『企業立地優遇・中小企業支援策』について 

〔日時〕11月３日(月)14:00～ 〔場所〕カバハウス 

〔テーマ〕トヨタグループ 西三河道路検討会の取組み 

      （講演者：トヨタ自動車総務部 新美 室長） 

刈谷市防災訓練 

（セントラルパーク） 

全ト政策推進連絡会 

    （ｷｬｯｽﾙﾌﾟﾗｻﾞ） 

監査委員研修会 

（福井市） 

ストップ・ザ 

格差社会街頭活動 

（刈谷駅前） 

ユタカ議員協議会研修報告 
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函館市保育所推移

 函館市は、平成16年に策定した｢函館市アウトソーシング推進計画｣の一貫事業として、 

多様化する保育ニーズに対応するため、平成17年度から公立保育園の民営化に取組んで 

いる。民間法人への移管にあたっては、徹底した選考審査や移管後の運営状況についても 
継続評価を行い、サービス低下がないよう進めてい 

る。民営化により施設環境の向上や延長保育・一時 

預かり等の充実が図られ、保護者からは高い評価を 

得られている。（保育料は、公共も民間も同じ） 

 刈谷市も、人口増加の低迷が危惧されており、質 

の高い効率的な子育て支援は必須課題。民間力を活 

かした保育所民営化も検討すべき事業改革の一つ。 
 刈谷市は､これまで地域防犯隊の協力や夜間巡回パトロール 

事業の充実を図り、犯罪抑止に成果を上げてきました。 

しかし、残念ながら9月･10月に犯罪が急増してしまいました。 

 北斗市は、平成23年にスポーツ合宿誘致推進条例を制定し、滞在型スポーツ振興によ 

る交流人口の拡大を図り、市民へのスポーツ普及と地域経済の活性化を図る取組みをし 

ている。  市外の団体が、市内宿泊施設を利用して2泊3日以上 

合宿する場合、宿泊料金の減免や施設使用料の免除等、 

           優遇措置が得られる仕組み導入。 

北斗市スポーツ合宿
利用者数推移
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 刈谷市もスポーツ振興と経済 

や知名度効果の観点から、現状 

のホームタウンパートナーチー 

ムとの連携強化や合宿誘致制度 

導入の検討をすべき。 

 

 苫小牧市は、地域経済の活性化と雇用機会の拡大を目的に｢企業立地振興条例｣と｢中小 

企業振興条例｣に基づき、広大で安価な土地利用を背景に進出企業への優遇や既存の中小 

                    企業に対する助成制度も充実している。 
企業立地振興条例補助金
　初期投資の軽減・緑化助成
　事業所設置助成・雇用助成

雇用創出奨励交付金

新卒高校生等雇用奨励金

空き店舗活用事業補助金

優
遇
制
度

企
業
へ
の

 利用し易い条件助成で多分野の企業が進出 

してきており、雇用環境が安定した影響もあ 

って出生率は高く人口は減少していない。 

  刈谷市も、企業誘致促進の環境整備や空き 

店舗活用など、雇用環境や地域経済の活性化 

に繋がる助成の更なる充実強化を推進し、若 

い人に魅力あるまちにしていく必要がある。 

助成金額

596523
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 これを受け、刈谷市は12月15日から 

3月31日まで、青パト２台と警備員 

4人を追加し、夜間パトロールの強化 

を図ります。 
不審者に注意 

11/16 11/17

11/20

 平成２６年４月から、トヨタグループと物流会社が協力し、西三河交流圏域の渋滞緩和 

対策に向けた検討会を発足しました。自治体や関係団体と連携し、国や県に道路整備の改 

善要望を行う取組みを進めている。 

国内生産 

300万台 

体制 

九州 

50万台 

中部 200万台 

東北 

50万台 

国内輸送 110万台 

・陸上輸送 35万台 

・海上輸送 75万台 

道路の物流網 

整備は、 

重要な要素 

H26年 9月 10月
空き巣 8 11
忍込み 1 4
居空き 1 0
自動車盗 4 5
部品ねらい 2 4
車上ねらい 39 50
自転車盗 36 38
その他刑法犯 125 97

合　計 216 209
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西三河交流圏
推進協議会

連携

国土交通省
（本省）

国土交通省
（中部地方整備局）
名古屋国道事務所
名四国道事務所

愛知県

要
望

要望

要望

西三河交流圏
と一体となり、

要望活動を推進

トヨタグプープ
　　　西三河道路
　　　検討会
　　　活動体制

 私も今年３月議会では渋滞対策を取上げ、渋滞損失と市民の暮らしをテーマに道路 

整備の推進を要望しました。今後も地域経済と安全に繋がる改善要望をして参ります。 

刈谷市 年別犯罪発生件数
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今年の
9月は216件･10月は209件
発生し急増しています。
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