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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 !! 

1月 1日 (木・祝)元日 正月三が日の間、重詰のおせちに

5日 (月) 小寒 頼ってなるべく炊事を避けるという、

7日 (水) 人日（七草） 江戸時代からの風習も 外食産業盛んな

11日 (日) 鏡開き 今日では、特に縁起物を食することも

23日 (金) 成人の日 少なくなりましたが、雑煮で新年を

24日 (土) 小正月 祝う家庭は多いでしょう。それぞれの

31日 (土) 大寒 家庭の味が伝承される事を願います。

冷たい北風をものともせず、空中に浮かんだ
小さくへんてこりん？なヤグラ。

何やら時代ものの雰囲気が・・・
さて、ここはどこでしょう？

12/1発行の＜№46＞の答えは､住吉町の
刈谷市中央図書館の玄関左手にある、石造り
のモニュメントでした。丸い台座の上に並ん
だ二体、不思議な存在感が印象的です。

新年、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のニューイヤーコンサート

において、アンコールの掉尾を飾る曲として 伝統的に演奏される"ラデツ

キー行進曲。♪ ダタダン ダタダン ダタ ダンダンダンと、後ろの拍に

アクセントが置かれる軽快なリズムは、曲名はご存知なくとも、どこかで

聴き覚えのあるメロディーではありませんか？

19世紀半ば、ヨハン・シュトラウス1世が当時オーストリア領のイタリ

ア北東部の独立運動鎮圧に貢献した、国民的英雄・ヨーゼフ･ラデツキー

将軍を称え作曲した行進曲です。その後民衆蜂起はイタリアの独立・統一

に繋がりましたが、現在ではそうした経緯もわだかまりなく、イタリア人

指揮者よっても演奏され、弾む曲調から多くの人々に愛されています。

オーケストラと観客との一体感が素晴らしく、小澤征爾氏等名指揮者に

よる采配では、繰り返しのところで満場の拍手となるのが恒例です。

新年をウキウキと迎えられる曲、耳と心にたっぷりの栄養をどうぞ☆

 1月 1日 (木) 歳旦歳

6日 (火) 連合愛知 新春交礼会

7日 (水) 全ト・ユタカ議協 新年交礼会

11日 (日) 新成人の集い・元刈谷地区新年交礼会

14日 (水) 広報委員会・監査委員研修

24日 (土) 児童生徒理科研究発表会

28日 (水) 監査定例会

30日 (金) 土地開発公社理事会

新年あけましておめでとうございます。

この職務を頂きましてから、早 四度目

のお正月を迎えました。

振り返ってみますと、初めての経験に

戸惑い悩みながらも、与えられた課題に

懸命に取り組む歳月でした。

手応えに喜び空振りに泣き、様々な思いを

抱く日々が、少しずつ成長を促してくれることを

感じています。

今年はまた、再挑戦の年となりますが、私の信条

でもある、”初心を忘れず、誠実に取り組む”を改

めて胸に刻み、物事の正否を見据える心構えで在り

たいと思います。

さて、昨年末の衆議院選挙では、引き続き与党の

安定多数の流れとなりましたが、経済は依然として

先行き不透明であり、加えて、原発再稼動や近隣諸

国との軋轢の不安も払えない現況です。

一方、我がまち刈谷では、近隣市まちとの連携を

進め、市民や隣接他市の市民をも含めて、安全安心

な住み良いまちを築くことを念頭に、これまでの経

験を活かし尽力することをお約束しまして、年始の

ご挨拶とさせて頂きます。

伊藤 ゆきひろの 



　

１２月のフットワーク 

刈谷市 １２月定例議会報告 

報告案件 承認案件 単行議案 条例議案
議員提出

議案
予算議案 請 願 意見書

1件 1件 10件 14件 1件 7件 3件 7件

了承 承認 可決 可決 否決 可決 不採択 不採択

12/3～5 本会議（一般質問）

 12/9
　　～12

各種常任委員会
予算審査分科会

12/18
予算審査特別委員会
議会運営委員会

12/19 本会議（議案採決）

＜ 議 会 日 程 ＞

◆ 一般質問 
今回は、１５名の議員が刈谷市の事業施策に対し、行政当局と質疑応答を 

行いました。 （主な質問事項の抜粋） 

＜シティーセールスについて＞ 

 都市間競争が増す中、本市も専門部署設置も含め、戦略とアクションプランの策定を。 

＜周辺市との円滑な交通網の確立と安全対策について＞ 

 迂回路的な道路整備構想も視野に入れ渋滞解消の早期実現を。停車場確保の安全対策を。 

＜刈谷の産業政策について＞ 

 農業の後継者不足は深刻。収益性を確保する農産品のブランド化や６次産業化の推進を。 

平成27年5月に中央児童館が「夢と学びの科学体験館」 

としてリニューアルオープン。 

科学実験や工作コーナー・最新鋭のプラネタリウムに 

よる迫力ある宇宙映像が楽しめます。 

岩ヶ池公園(ハイウェイオアシス)に新しい遊具が登場。 

〔遊具名〕”かも・かもポッポー” 18人乗りのミニ汽車 

走行延長は207メートル・運行時間は約3分 1人1回 100円 

総合運動公園のウェーブスタジアムにパブリックビューイング 

も兼ねた電工 

掲示板を設置。 

表示板使用料 

の改定。 

◆ 平成２６年度１２月補正予算 

事業概要：燃料電池自動車（FCV）を購入する 

      個人および事業者に対し、購入経費 

      の一部を補助する。 

補 助 額：個人用 ５０万円 事業用 ４０万円  
刈谷市も今年度、公用車として購入。 

各種イベントに活用し啓発活動を推進。 

※ 水素ステーションは、27年に愛知県内8箇所、刈谷市には一里山町国道一号線沿いに設置予定。 

低公害車購入費補助事業（拡充） 

  〔事業費〕130万円 

【主な補正事業】 

目的：「究極のエコカー」と呼ばれる 

 燃料電池自動車（ＦＣＶ）の導入を 

 促進することで 

 地球温暖化防止 

 を図る。 

利用料 午前 午後 夜間 全日

改定前 3,050円 3,050円 3,050円 9,170円

改定後 3,650円 3,850円 3,650円 11,100円

● 刈谷市体育館条例の一部改正について（平成27年2月28日から施行） 

● 岩ヶ池公園条例の一部改正について（平成27年3月23日から施行） 

● 刈谷市児童館条例の一部改正について（平成27年4月1日から施行） 

◆ 主な議案（抜粋） 

12月議会「文教委員会」での私の質問（抜粋）12月12日 

★議案に対する質問 

★文教の所管事項に対する質問 

パブリックコメント募集中です!!（～1月５日まで） 

 パブリックコメントとは、市の基本的な政策の策定等にあたり､その趣旨や内容等を公表し､ 

市民の皆さんの意見を募集する制度です｡刈谷市ホームページや各市民センターなどで閲覧 

できますので､ぜひ一度お確かめ下さい｡ 

〔質問〕

〔要望〕

〔質問〕

〔要望〕

学校の防災教育について、児童生徒が主体的に行動できる力を身につける教育指導が
重要と思うが、その取組みは？

学校内の防災知識訓練だけでなく、地域の自主防災活動とも連携を図って、地域でも
主体的な役割を果たす取組みを推し進めて欲しい。

学力向上について、全小中学校のレベルを上げるための目標と教員が指導しやすい
指導要領的なツールはあるのか？

教育委員会の主導で学力向上に向けた指導要領等の充実を図り、全小中学校の児童
生徒が同じような学力向上に繋がる授業が受けられる仕組みを構築すべき。

年末に愛知県から交通安全緊急アピールが発令されました。  

”高齢者の交通事故死が多発” (12月15日現在) 

愛知県では１９０人中１１３人が、刈谷市でも４人中４人が高齢者。  
車を運転する時は、 

思いやりの気持ちをもって 

高齢者を交通事故から守り 

ましょう。 

○一時停止標識では必ず一時停止を！

○交差点を通過する時は細心の注意を！

○高齢者を見かけたらスピードを落とそう！

〔個人〕 大人1回：300円　小人1回：100円

〔団体〕 大人1回：250円　小人1回：  50円

プラネタリウム
観覧料

〔質問〕
郷土資料館の指定管理者の指定について、一般来場者を増やす
ための今後の取組みは？

〔要望〕
今後整備が進む歴史博物館・刈谷城城址公園の３点の関連づけ
と棲み分けを行い、歴史エリアとしての相乗効果を得られるよ
う戦略を十分練って、来場者を増やす取組みを行って欲しい。

パブリックコメント募集の施策 計画推進機関 　　　　　　　計 画 の 目 的

第3次刈谷市地域福祉計画(案) H27～31年度
今後必要となる地域の福祉サービスを提供する
体制の整備を目的としている。

第4期刈谷市障害福祉計画(案) H27～29年度
障害福祉サービス及び地域生活支援事業のサー
ビス等に関する事項の実施計画化をするもの。

第6期刈谷市介護保険事業計画
・刈谷市高齢者福祉計画(案)

H27～29年度
介護保険制度の円滑な実施と高齢者福祉施策の
総合的な推進を目的としている。

刈谷市子ども
・子育て支援事業計画(案)

H27～31年度
子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを支援
する環境の整備を目的としている。

第２次刈谷市環境基本計画(案) H27～36年度
環境施策の基本的な考え方を示し、持続可能な
環境を未来へ紡いでいくことを目的としている。

刈谷市いじめ防止基本方針(案)
いじめの防止等に対応していくための取組や、
組織的な体制を定めるもの。

第3次刈谷市生涯学習推進計画(案) H27～36年度
生涯学習推進の目標とその達成のための諸施策
・事業を明らかにするもの。会計名 補正前 補正額 補正後

一般会計 54,053 332 54,385

特別会計 24,957 95 25,052

企業会計 3,968 -0.7 3,967

合計 82,978 426 83,404
(昨年同月比 6.2%増)

(百万円）


