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（トヨタ車体労働組合内）

みんなが集まるお正月には、昔ながらの遊びもなかなか良いものです。

読み札と絵札を使ったカードゲーム、百人一首は 宮中の遊びだったものが

江戸時代の木版画の技術によって庶民に広がり、楽しまれる様になりました。

662年から 1221年までの 550年間に、高貴な人々が詠んだ和歌百首を

鎌倉時代の歌人・藤原定家が 京都は嵯峨の小倉山の別荘の屏風に書き写した

ことから、小倉百人一首の名を持つ、言わば 大和から鎌倉時代の ヒットソ

ング ベスト100集とも言えるものが、その代表格です。

歌を内容別に分類すると 恋の歌が43首と最も多く、春夏秋冬を詠ったも

のがそれぞれに数首、そのどれにも属さない雑が19首、その他羇旅（きりょ）

と呼ばれる旅情を詠んだ歌や、離別を詠ったものもあります。

いずれも日本の古典や歴史の風情を学ぶ上でも馴染みやすく、身近な資料

ともなっています。万葉の歌人は 現代のメールと同じく、熱い思いや願いを

和歌に託して送り合っていたことを、800年後の今 伺い知る事ができます。

 1月 1日 (金) 歳旦祭

6日 (水) 連合愛知政新年交礼会

8日 (金) 全トヨタ労連新年交礼会

10日 (日) 刈谷市成人式

22日 (金) トヨタ車体労組ブルーセミナー

23日 (土) 中学生理科研究発表会

26日 (火) 西三河議員研修会

30日 (土) トヨタ車体労組70周年記念行事

12/1発行の＜№58＞の答えは､築地町の
総合運動公園にある 大型遊具でした。

小さな子ども達にも大人気のこの遊具、
丸みを帯びた幾つもの塔はお伽の国のよう☆

新年、明けましておめでとうございま 

す。良き新春をお迎えのことと、お喜

び申し上げます。

昨年は、７月に二期目の選挙が行な

われ、ご支援下さった皆様のお陰をも

って再選を果たすことができました。

心から感謝申し上げます。皆様のご期待

に応えるべく議員としての役割を果せるよ

う“真面目に、コツコツ”精進して参ります

ので、引き続きのご指導ご鞭撻をよろしくお願

い致します。

さて、先の１２月定例議会で刈谷市の将来人

口ビジョンが示されました。そして、3月には、

｢刈谷市ひと･まち･しごと創生総合戦略｣が公表

される予定となっております。

若年世代に、刈谷を居住地として選択しても

らう環境を整えることが人口増に繋がり、まち

の活性化と福祉の充実に繋がって参ります。

これからも、我がまち刈谷が持続的な発展を

遂げ、皆様が安心して暮らせるまちとなるよう、

その実現に向け尽力することをお誓いするとと

もに、今年一年が、健康で皆様にとって素晴ら

しい良き年になりますよう心から念じ、年始の

ご挨拶とさせて頂きます。

1月 1日 (金・祝) 元旦 元旦から 春の七草、そして鏡開きと

2日 (土) 初夢・書初め 初春の 何となく愉しい行事が続きます。

4日 (月) 御用始め 暖冬と言われる近年では、雪国にも

6日 (水) 小寒 降雪量が少なくなったと聞きますが、

7日 (木) 人日（七草） 初春と言えども寒さはこれからが本番。

11日 (月・祝) 成人の日・鏡開き 風邪のウイルスには乾燥が大敵です、

21日 (木) 大寒 適度な湿度を保つよう心がけましょう。

道路の端っこを お行儀よく一列に並んでいる、
まるでムーミン谷のニョロニョロのような白い群れ。
なだらかなカーブが美しい道、どこまで続いている
のでしょうか？
さて、ここはどこでしょう？



　

１２月のフットワーク 

刈谷市 平成27年１２月 定例議会 報告 
12/2～4  本会議(一般質問)

 12/8
     ～11

 各種常任委員会
 予算審査分科会

12/17
 予算特別委員会
 議会運営委員会

12/18  本会議(議案採決)

＜ 議 会 日 程 ＞

　(百万円）

会計名 補正前 補正額 補正後

一般会計 56,157 412 56,569

特別会計 28,622 22 28,644

企業会計 4,242 6 4,248

合計 89,021 440 89,461

(昨年同月比 7.3%増)

＜主な補正予算事業＞

・歴史産業文化基本構想策定事業
（10百万円）

・橋りょう長寿命化整備事業（110百万円）

・都市交通計画調査推進事業 （50百万円）

・総合運動公園駐車場再整備事業
（70百万円）

・特別支援学校整備事業　（50百万円）

刈谷市人口ビジョン（人口の将来展望） 
12月議会において、刈谷市の人口将来展望と目指すべき施策の方向性が示された。 

 私の本会議での一般質問（12月4日） 

【一般質問】 １７名の議員が刈谷市の行政施策に対し当局へ質問を行った(抜粋)

マイナンバー制度、野良ねこ対策、地震対策、子育て支援、障害者就労、

環境施策、道路整備、空き家対策、教育行政、防犯対策、観光資源、　等

【主な議案】 刈谷市事務分掌条例、刈谷市消防団員等公務災害補償条例、

刈谷市個人番号の利用に関する条例の一部改正　等

【議員提出議案】 平成28年度税制改正における自動車関係諸税見直しを求める請願

【 請 願 】 保育園申請配布から〆切までの期間を近隣自治体並みの4週間程度に

延長し、申込者に優しい制度設計にするよう求める請願　等

【 陳 情 】 ｢子ども子育て支援新制度に対する意見書｣の提出を求める陳情　等

【 意見書 】 安心できる介護保険制度を求める意見書

【平成27年度１２月補正予算】

　★「刈谷市内の空き家等、不良な生活環境解消の対策について」

質問
今年２月「空き家等対策推進の特措法」が施行、
土地や建物の有効利用を図る重要な政策課題。

要望
空き家バンク制度創設、空き家除去補助金制度創設
など、地方版総合戦略にも加え積極的な取組みを。

質問

要望

　★「刈谷北部の自然と交流資源を活かした施策について」

質問

要望
洲原地域の自然を生かした施設の充実と岩ヶ池・ハイウェイオアシスを結
ぶ一体的な観光交流エリアの実現を。

空き家以外でも不良な生活環境を解消するには空き家同様の何らかの規制
が必要。

他市でも不良な生活環境解消に向けた支援や条例化が進んでいる。刈谷市
も条例化に向けた前向きな検討を。

洲原エリアは宿泊施設もあり自然の中で健康づくりができる。刈谷の代表
的な観光資源として認知度を上げる取組みが必要。

 ＜刈谷市の人口動向における現状＞ 

○刈谷市の人口は、年少人口および生産年齢人口とも総人口に占める割合は減少する一方、 

 老年人口の割合は増加傾向にあり、少子高齢化が進行。 

○刈谷市の平成26年合計特殊出生率は1.77、国･県の数値を上回っているが男女とも未婚 

 化が進んでいる。特に20代後半から30代の男性の結婚率は、全国平均を下回っている。 

○刈谷市の｢住みやすい｣評価は高く、｢子育て環境｣や｢医療環境｣の良さは優位性はある 

 ものの、｢住宅の規模・価格｣面で優位性は低くなっている。 

刈谷市歴史博物館基本計画 

歴史博物館建設予定地 

 刈谷市の歴史資料は市民の共有財産、貴重な資料の散逸を防ぎ､保存､継承､調査､ 

研究を通じて市民が歴史に親しみ、学ぶことができる拠点を理念に建設する。 

①調査・研究活動

 ②収集・保存活動

③展示活動

ミュージアム
機能

祭り伝承
機能

アーカイブス
機能

埋蔵文化財
保存活用機能

④学習
　体験活動

⑤情報
　発信活動

⑥利用者
　サービス活動

共通機能

〔 施 設 機 能 〕 ・建設場所：逢妻町４丁目(刈谷市体育館 北隣)

・建設規模：地上２階・鉄筋コンクリート造

　　　(敷地面性)11,816㎡ (床面積)4,087㎡

建物イメージパーツ 
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将来人口
の推計

 国の推計をベースに、過去5年間の合計特殊出生率を当てはめると、総人口は
 ｢2030年の15.1万人｣をピークに、 ｢2060年に14.1万人｣に減少する見込み

人口の
将来展望

2060年（45年後）に総人口16万人を維持することを目指す。

更なる出生率の向上を目指す 若年世代の転出抑制を図る

・合計特殊出生率の向上

（過去5年平均）1.76 

⇒（2040年）2.07を実現

・若年世代に絞った移動率の改善
・居住地として選ばれる暮らし易い、

子育てし易いまちとして魅力を高める

刈谷市の人口将来展望（推計）
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刈谷市における人口の将来展望

現状維持（市独自基本推計）

約1.1万人増
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（人）


