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1月 1日 (水・祝) 元日 令和に入り、初めての正月を迎えま

6日 (月) 小寒・御用始め した。オリンピックイヤーのこの年、

7日 (火) 人日の節句（七草） 様々な催しが企画され 多くの交流が生

11日 (土) 鏡開き まれることでしょう。新しい時代の波

13日 (月・祝) 成人の日 を素直に受け止め、自身を見失うこと

20日 (月) 大寒 なく 挑戦して行きたいと思います。

清々しい元日の朝、本年も平和で幸福な

年となるよう願わずにはいられません。

いよいよ 2020年代に入りました。

この30年の間に アナログから個々が

スマホ等を持つ時代へ、更にはこの先

ＩoＴ即ちモノがネットに繋がる時代に

対応するため高速通信を可能にする5Ｇの

整備が急がれています。固定電話から歩きなが

らも通話ができる時代へ、夢のように思われた生活

を次世代は当然の土台として歩き始めるでしょう。

しかし幸不幸は心の内にあります。女性の活躍や

未婚増加等ライフスタイルの多様化で、少子化対策

に有効打なく迷走する現状では、明るい未来に影を

落とすのは間違いなく、喫緊の課題として取り組ん

で行かなくてはならないと考えております。

昨年末、与党税制大綱が決定されましたが、程遠

い話題と見過ごすことなく、税の基本・公平である

ことを念頭に、日々の暮らしにきめ細かく配慮した

税制を強く望んで行くことが肝要であると思います。

結びに、今年一年が皆様にとって素晴らしい年と

なるよう、ご祈念申し上げ挨拶とさせて頂きます。

刈谷市 令和元年１２月 定例議会 報告
12/4～20  本会議(一般質問)

 12/10
    　 ～13

 各種常任委員会
 決算・予算分科会

12/19
 決算・予算
       特別委員会

12/20  本会議(議案採決)

＜ 議 会 日 程 ＞

同意案件 単行議案 条例議案 予算議案 請願 意見書

1件 12件 9件 7件 8件 4件

同意 原案可決 原案可決 原案可決  不採択  不採択

　(百万円）

会計名 補正前 補正額 補正後

一般会計 58,673 153 58,826

特別会計 24,441 ▲ 7 24,434

企業会計 9,924 ▲ 10 9,914

合計 93,038 136 93,174

(昨年同月比 1.6%増)

＜主な補正予算事業＞

・子ども医療費助成事業 50万円

・民間保育所運営支援事業 5,809万円

・水防倉庫整備事業 1,517万円

・国土強靭化
　　　地域計画策定事業 720万円

・市民館施設改修事業 1,991万円

【本議会での私の一般質問 】・・・１２月６日(金) 議場にて（抜粋）

◆ 主な議事の内容

22名の議員が刈谷市の行政施策に対し質疑を行った(抜粋)

待機児童対策・中心市街地まちづくり方針・第10次交通安全計画

刈谷城・超高齢化社会への対応・SDGs・防災対策・学校弁護士制度

環境施策・教育方針・特別支援学校・公共施設マネジメント・河川の保全　等

市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正

刈谷市子ども医療費支給条例の一部改正

郷土資料館条例の一部改正、　副市長（鈴木克幸氏）の選任について　等

介護施設の人員配置基準の引き上げを求める請願

子どもたちの豊かな育ちを保障する制度の充実・拡充を求める請願　等

選択的夫婦別姓制度の議論開始に関する意見書

厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書

【令和元年度１２月補正予算】

【 請 願 】

【主な議案】

【 意見書 】

【一般質問】

〔質問〕 地域コミュニティの活性化について

〔要望〕
防災を含め地域コミュニティづくりは重要課題。
まずは自治会加入率を向上させる取り組みとして
「自治会加入促進条例」を制定すべきでは。

〔質問〕 中小企業の知的財産を活かす施策について

〔要望〕

本市の基幹産業である自動車が大変革しようとしている。近年の動向を踏まえ、
中小企業の知的財産を引出す戦略的なビジョン等の方針を示し支援すべきでは。

愛知県では２年後、中小企業支援の拠点となる「ステーションAi」が立ち上が
る。この機を捉え「刈谷市知的財産認定制度」を創設し、刈谷のブランドとして
県を通し、全国にその技術や製品を発信する仕組や体制をつくるべきでは。



伊藤ゆきひろの

ちょこっと情報 !!       

１月の行事予定

刈谷 良いトコ ♪

１２月のフットワーク

"まじめに

コツコツ､即 行動" 

頑張ります !!

"社交ダンス"への招待☆（Chapter1）

1月 6日 (月) 連合愛知新年交礼会

7日 (火) 全トヨタ労連新年交礼会

12日 (日) 刈谷市新成人の集い

21日 (火) 刈谷市防災講演会

24日 (金) トヨタ車体労組代議員研修会

28日 (火) 西三河９市議員研修会

漆黒の燕尾服の男性にリードされ、純白のドレスに身を包む女性が 華麗に

踊るウィンナーワルツ…世界一有名なウィーン国立歌劇場の華やかな舞踏会

の様子が、新春のテレビで放映されるのをご覧になったことはありますか？

ハプスブルク家の帝都ウィーンの宮廷文化は音楽や舞踏を花開かせ、祭典

や儀式の折に欠かせぬものとなり、社交の場として貴族達に親しまれました。

しかしながら 最初に誕生した社交ダンス・ワルツのルーツは、ヨーロッパ

の民衆に踊られていたフランスのヴォルト、またはドイツ・オーストリアの

民族舞踏レントラーだと言う二説有るものの、本来は民衆の間に興った踊り

が、貴族の舞踏晩餐会で人気を博し紳士淑女の嗜みとして浸透して行きます。

遡ること900年前には、フロアに輪を作り全員が同じ踊りをするラウンド

ダンスが主流でしたが、その後 体を接触させて踊るカップルダンス、ラ・ボ

ルタが登場、徐々に貴族たちを魅了して行きルネサンス期にはヨーロッパを

席巻。18世紀後半になると、男女が向かい合って踊る形式へと変化し、これ

が現在の社交ダンスの誕生とされます。ところが時代はまだ 容認し難い頃…

12/1発行の＜№105＞の答えは、井ヶ谷
町は洲原公園の洲原池南端から、北部生涯学
習センター方向を臨む 冬木立でした。湖面を
滑るように行く鳥達も 冬支度に忙しそうです。

地元生活道路沿いに ひっそりと建つほこ
らから数メートル離れ 寄り添いながら見守
るかのようにどっしりと枝を広げた一本松。

さて、ここはどこでしょう？

第３次 ”刈谷市スポーツマスタープラン” の概要紹介

〔 スポーツの定義と振興の理念〕

㈱ 豊田自動織機

（女子ソフトボール）

シャイニングベガ

㈱ 豊田自動織機

（男子ラグビー）

シャトルズ

㈱ 豊田自動織機

（女子陸上競技）

シャイニーブルー

シーホース三河 ㈱

（男子バスケットボール）

シーホース三河

トヨタ車体 ㈱

（女子バレーボール）

クインシーズ

トヨタ車体 ㈱

（男子ハンドボール）

ブレイヴキングス

㈱ ジェイテクト

（男子バレーボール）

STINGS

㈱ ジェイテクト

（男子バドミントン）

バドミントン部

アイシン精機 ㈱

（男子相撲）

相撲部

トヨタ紡織 ㈱

（男子陸上競技）

陸上部

トヨタ紡織 ㈱

（女子バスケットボール）

サンシャインラビッツ

㈱ デンソー

（女子バスケットボール）

デンソーアイリス

NPO法人かえる
スポーツクラブ

（男子サッカー）

ＦＣ刈谷

【 計画期間】

２０１９年度～２０２８年度

(1) 活動プログラムの充実
スポーツを始めるきっかけづくり
スポーツへの参加機会の拡大 等

(2) クラブ・団体の育成
総合型地域スポーツクラブの育成
統括団体の組織強化

(3) 施設の整備・充実・解放
既存施設の適正な管理運営
活動拠点の充実 等

(4) ささえる人材の育成
指導者のネットワークづくり
スポーツボランティアの育成と確保 等

(5) 情報の提供 スポーツ情報の積極的な発信

(6) スポーツを通じたまちづくり
スポーツ交流の促進
ホームタウンパートナーチームとの連携・発信 等

施
策
の
内
容

刈谷市と連携を図る ホームタウンパートナーチーム

スポーツを幅広く捉え、 「する」だけでなく

「みる」「ささえる」こともスポーツ振興。

『豊かなスポーツライフの実現』を基本理念と

し「一市民一スポーツ ～ みんなのスポーツと

わたしのスポーツ ～ 」をテーマに明るく健康

で活力に満ちた生活と社会の実現を目指す。

成人のスポーツ実施率
（週１回以上）

（現状値）2016年度　 44.6％

（目標値）2028年度　 65％

目
　
標

（２年に１度の市民アンケートの数値）


