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○○○○秋秋秋秋のののの親睦親睦親睦親睦バスバスバスバス旅行開催旅行開催旅行開催旅行開催

後後後後　　　　　　　　援援援援　　　　　　　　会会会会　　　　　　　　活活活活　　　　　　　　動動動動

ま な き 便 り○○○○秋秋秋秋のののの親睦親睦親睦親睦バスバスバスバス旅行開催旅行開催旅行開催旅行開催 発　行：松尾まなき後援会

　　去る10月29日、恒例になりました親睦旅行は、岩村城下散策と松茸ご飯食べ放題、　　去る10月29日、恒例になりました親睦旅行は、岩村城下散策と松茸ご飯食べ放題、　　去る10月29日、恒例になりました親睦旅行は、岩村城下散策と松茸ご飯食べ放題、　　去る10月29日、恒例になりました親睦旅行は、岩村城下散策と松茸ご飯食べ放題、 連絡先

ま な き 便 り

　信州リンゴ狩りと盛りだくさんで、多くの皆さんと楽しい旅が出来ました。　信州リンゴ狩りと盛りだくさんで、多くの皆さんと楽しい旅が出来ました。　信州リンゴ狩りと盛りだくさんで、多くの皆さんと楽しい旅が出来ました。　信州リンゴ狩りと盛りだくさんで、多くの皆さんと楽しい旅が出来ました。 明るく、笑顔で安全、安心して 〒446-0066安城市池浦町池上22-2

　 　 　 　 暮らせるまちづくりを TEL 0566-76-8979 FAX 0566-97-1519

                       ～　ご 挨 拶　～                       ～　ご 挨 拶　～                       ～　ご 挨 拶　～                       ～　ご 挨 拶　～

　 新年あけましておめでとうございます。皆様方におかれましては、輝かしい　 新年あけましておめでとうございます。皆様方におかれましては、輝かしい　 新年あけましておめでとうございます。皆様方におかれましては、輝かしい　 新年あけましておめでとうございます。皆様方におかれましては、輝かしい
新年号新年号新年号新年号

 新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

 　昨年は、松尾まなき後援会で企画いたしました初詣りバス旅行、秋の親睦バ 　昨年は、松尾まなき後援会で企画いたしました初詣りバス旅行、秋の親睦バ 　昨年は、松尾まなき後援会で企画いたしました初詣りバス旅行、秋の親睦バ 　昨年は、松尾まなき後援会で企画いたしました初詣りバス旅行、秋の親睦バ

 ス旅行に多くの方にご参加、ご協力をいただき楽しい後援会活動を行うことが ス旅行に多くの方にご参加、ご協力をいただき楽しい後援会活動を行うことが ス旅行に多くの方にご参加、ご協力をいただき楽しい後援会活動を行うことが ス旅行に多くの方にご参加、ご協力をいただき楽しい後援会活動を行うことが

 できましたことを心より感謝申し上げます。 できましたことを心より感謝申し上げます。 できましたことを心より感謝申し上げます。 できましたことを心より感謝申し上げます。
老舗のカステラ屋さん老舗のカステラ屋さん老舗のカステラ屋さん老舗のカステラ屋さん

老舗の蔵元老舗の蔵元老舗の蔵元老舗の蔵元 女性の皆さんに甘女性の皆さんに甘女性の皆さんに甘女性の皆さんに甘
酒が好評でした酒が好評でした酒が好評でした酒が好評でした

料理に箸が進みます料理に箸が進みます料理に箸が進みます料理に箸が進みます

 　今年も皆様方にご意見を伺いながら後援会活動が盛り上がりますような企画 　今年も皆様方にご意見を伺いながら後援会活動が盛り上がりますような企画 　今年も皆様方にご意見を伺いながら後援会活動が盛り上がりますような企画 　今年も皆様方にご意見を伺いながら後援会活動が盛り上がりますような企画

 をしてまいります。また、皆さまより議員の活動がよくわかるよと声をかけて をしてまいります。また、皆さまより議員の活動がよくわかるよと声をかけて をしてまいります。また、皆さまより議員の活動がよくわかるよと声をかけて をしてまいります。また、皆さまより議員の活動がよくわかるよと声をかけて

 いただいております「まなき便り」も松尾議員の活動報告や後援会の活動をお いただいております「まなき便り」も松尾議員の活動報告や後援会の活動をお いただいております「まなき便り」も松尾議員の活動報告や後援会の活動をお いただいております「まなき便り」も松尾議員の活動報告や後援会の活動をお

 伝えしてまいりますので今後とも変わらぬご支援とご協力を 伝えしてまいりますので今後とも変わらぬご支援とご協力を 伝えしてまいりますので今後とも変わらぬご支援とご協力を 伝えしてまいりますので今後とも変わらぬご支援とご協力を

 賜りますようよろしくお願い申し上げます。 賜りますようよろしくお願い申し上げます。 賜りますようよろしくお願い申し上げます。 賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 　今年が、皆様にとりましても、幸せ多い年でありますよう 　今年が、皆様にとりましても、幸せ多い年でありますよう 　今年が、皆様にとりましても、幸せ多い年でありますよう 　今年が、皆様にとりましても、幸せ多い年でありますよう話に花が咲きます話に花が咲きます話に花が咲きます話に花が咲きます 美味しいリンゴをガブリ！美味しいリンゴをガブリ！美味しいリンゴをガブリ！美味しいリンゴをガブリ！

皆さん、頬張ってます！皆さん、頬張ってます！皆さん、頬張ってます！皆さん、頬張ってます！

お土産にリンゴジュースもあって、お土産にリンゴジュースもあって、お土産にリンゴジュースもあって、お土産にリンゴジュースもあって、

満足のリンゴ狩りでした！！満足のリンゴ狩りでした！！満足のリンゴ狩りでした！！満足のリンゴ狩りでした！！

○○○○後援会忘年会後援会忘年会後援会忘年会後援会忘年会をををを開催開催開催開催  お祈り申し上げごあいさつといたします。 お祈り申し上げごあいさつといたします。 お祈り申し上げごあいさつといたします。 お祈り申し上げごあいさつといたします。

　　 後援会忘年会が12月28日に開催され、多くの後援会の皆様方にも参加していただき　　 後援会忘年会が12月28日に開催され、多くの後援会の皆様方にも参加していただき　　 後援会忘年会が12月28日に開催され、多くの後援会の皆様方にも参加していただき　　 後援会忘年会が12月28日に開催され、多くの後援会の皆様方にも参加していただき       後援会長　　荒木　久寿      後援会長　　荒木　久寿      後援会長　　荒木　久寿      後援会長　　荒木　久寿

美味しいリンゴをガブリ！美味しいリンゴをガブリ！美味しいリンゴをガブリ！美味しいリンゴをガブリ！
満足のリンゴ狩りでした！！満足のリンゴ狩りでした！！満足のリンゴ狩りでした！！満足のリンゴ狩りでした！！

 　皆さんと松尾議員で１年を振り返った話しをしながら楽しい忘年会になりました。 　皆さんと松尾議員で１年を振り返った話しをしながら楽しい忘年会になりました。 　皆さんと松尾議員で１年を振り返った話しをしながら楽しい忘年会になりました。 　皆さんと松尾議員で１年を振り返った話しをしながら楽しい忘年会になりました。 　この号の内容　この号の内容　この号の内容　この号の内容                        ～　ご 挨 拶　～                       ～　ご 挨 拶　～                       ～　ご 挨 拶　～                       ～　ご 挨 拶　～

○○○○後援会今後後援会今後後援会今後後援会今後のののの予定予定予定予定 新年のご挨拶    1新年のご挨拶    1新年のご挨拶    1新年のご挨拶    1 　 日頃は、皆様の温かいご支援ご指導を賜り心より感謝申し上げます。　 日頃は、皆様の温かいご支援ご指導を賜り心より感謝申し上げます。　 日頃は、皆様の温かいご支援ご指導を賜り心より感謝申し上げます。　 日頃は、皆様の温かいご支援ご指導を賜り心より感謝申し上げます。

　　　　「「「「初詣初詣初詣初詣りりりり　　　　伊勢神宮参拝伊勢神宮参拝伊勢神宮参拝伊勢神宮参拝バスバスバスバス旅行旅行旅行旅行」」」」 荒木久寿後援会長荒木久寿後援会長荒木久寿後援会長荒木久寿後援会長 　 昨年も多くの皆様より地元の課題や市政に対する課題までいろいろなご意見　 昨年も多くの皆様より地元の課題や市政に対する課題までいろいろなご意見　 昨年も多くの皆様より地元の課題や市政に対する課題までいろいろなご意見　 昨年も多くの皆様より地元の課題や市政に対する課題までいろいろなご意見

　 日時：平成30年2月11日　午前6時45分集合（コパン駐車場前）　 日時：平成30年2月11日　午前6時45分集合（コパン駐車場前）　 日時：平成30年2月11日　午前6時45分集合（コパン駐車場前）　 日時：平成30年2月11日　午前6時45分集合（コパン駐車場前） 松尾まなき議員松尾まなき議員松尾まなき議員松尾まなき議員  をいただきました。そうしたご意見も取り入れながら私のスローガンでありま をいただきました。そうしたご意見も取り入れながら私のスローガンでありま をいただきました。そうしたご意見も取り入れながら私のスローガンでありま をいただきました。そうしたご意見も取り入れながら私のスローガンでありま

　 会費：お一人様　大人　　9,000円 子ども　6,500円（子ども用食事）　 会費：お一人様　大人　　9,000円 子ども　6,500円（子ども用食事）　 会費：お一人様　大人　　9,000円 子ども　6,500円（子ども用食事）　 会費：お一人様　大人　　9,000円 子ども　6,500円（子ども用食事） 12月議会の開催  212月議会の開催  212月議会の開催  212月議会の開催  2  す「明るく、笑顔で安全、安心して暮らせるまちづくり」が実行できるように す「明るく、笑顔で安全、安心して暮らせるまちづくり」が実行できるように す「明るく、笑顔で安全、安心して暮らせるまちづくり」が実行できるように す「明るく、笑顔で安全、安心して暮らせるまちづくり」が実行できるように

　　　　　　　　　 幼児　　無料（食事なし） 申し込み〆切は、1月7日迄です。 　　　　　　　　　 幼児　　無料（食事なし） 申し込み〆切は、1月7日迄です。 　　　　　　　　　 幼児　　無料（食事なし） 申し込み〆切は、1月7日迄です。 　　　　　　　　　 幼児　　無料（食事なし） 申し込み〆切は、1月7日迄です。 一般質問　　　　3一般質問　　　　3一般質問　　　　3一般質問　　　　3  高齢者福祉、子育て支援、防犯・防災対策等身近な課題について、今後も皆様 高齢者福祉、子育て支援、防犯・防災対策等身近な課題について、今後も皆様 高齢者福祉、子育て支援、防犯・防災対策等身近な課題について、今後も皆様 高齢者福祉、子育て支援、防犯・防災対策等身近な課題について、今後も皆様

　　皆様方の多くのご参加をお待ちしています。　　　　　　　 　　皆様方の多くのご参加をお待ちしています。　　　　　　　 　　皆様方の多くのご参加をお待ちしています。　　　　　　　 　　皆様方の多くのご参加をお待ちしています。　　　　　　　 後援会活動      4後援会活動      4後援会活動      4後援会活動      4  方のご意見も伺いながら、一般質問の機会で市に対しても課題の確認や提案を 方のご意見も伺いながら、一般質問の機会で市に対しても課題の確認や提案を 方のご意見も伺いながら、一般質問の機会で市に対しても課題の確認や提案を 方のご意見も伺いながら、一般質問の機会で市に対しても課題の確認や提案を

　☆申込み及び後援会への問い合わせは090-8862-5371(後援会専用携帯電話)までお願いします。　☆申込み及び後援会への問い合わせは090-8862-5371(後援会専用携帯電話)までお願いします。　☆申込み及び後援会への問い合わせは090-8862-5371(後援会専用携帯電話)までお願いします。　☆申込み及び後援会への問い合わせは090-8862-5371(後援会専用携帯電話)までお願いします。  させていただきます。皆様にとって住みよいまちと実感できるまちづくりを進 させていただきます。皆様にとって住みよいまちと実感できるまちづくりを進 させていただきます。皆様にとって住みよいまちと実感できるまちづくりを進 させていただきます。皆様にとって住みよいまちと実感できるまちづくりを進

　　今年もいろいろな企画を　　今年もいろいろな企画を　　今年もいろいろな企画を　　今年もいろいろな企画を計計計計画してまいりますので後援会活動の参加を後援会画してまいりますので後援会活動の参加を後援会画してまいりますので後援会活動の参加を後援会画してまいりますので後援会活動の参加を後援会役役役役員一員一員一員一同同同同お待ちお待ちお待ちお待ち  めるように、 めるように、 めるように、 めるように、二期目二期目二期目二期目のののの最最最最後の年になりますが議員活動を後の年になりますが議員活動を後の年になりますが議員活動を後の年になりますが議員活動を努努努努めてまいります。 めてまいります。 めてまいります。 めてまいります。 

　　しています。今年もよろしくお願いします。　　しています。今年もよろしくお願いします。　　しています。今年もよろしくお願いします。　　しています。今年もよろしくお願いします。 　 今年一年が、皆様にとって実り多い年でありますようお祈り申し上げます。　 今年一年が、皆様にとって実り多い年でありますようお祈り申し上げます。　 今年一年が、皆様にとって実り多い年でありますようお祈り申し上げます。　 今年一年が、皆様にとって実り多い年でありますようお祈り申し上げます。

　　　　 　　市議会議員　　松尾　まなき　　市議会議員　　松尾　まなき　　市議会議員　　松尾　まなき　　市議会議員　　松尾　まなき編集人 後援会広報担当 木村邦彦　編集人 後援会広報担当 木村邦彦　編集人 後援会広報担当 木村邦彦　編集人 後援会広報担当 木村邦彦　



　 平成　 平成　 平成　 平成２９２９２９２９年１年１年１年１２２２２月月月月第４回定第４回定第４回定第４回定例市議会は、１例市議会は、１例市議会は、１例市議会は、１２２２２月１日から月１日から月１日から月１日から２０２０２０２０日までの日までの日までの日までの期間期間期間期間開催され、一般質問開催され、一般質問開催され、一般質問開催され、一般質問 　　今　　今　　今　　今回回回回の一般質問では、地元の課題でもありますの一般質問では、地元の課題でもありますの一般質問では、地元の課題でもありますの一般質問では、地元の課題でもあります主要主要主要主要地方地方地方地方道豊田道豊田道豊田道豊田安城安城安城安城線線線線全全全全線線線線開開開開通通通通についてについてについてについて第第第第20202020回回回回

１２１２１２１２月定例議会月定例議会月定例議会月定例議会　　　　一般質問一般質問一般質問一般質問にににに登壇登壇登壇登壇１２１２１２１２月議会開催月議会開催月議会開催月議会開催（（（（１２１２１２１２月月月月１１１１日開会日開会日開会日開会～～～～１２１２１２１２月月月月２０２０２０２０日閉会日閉会日閉会日閉会））））

　 平成　 平成　 平成　 平成２９２９２９２９年１年１年１年１２２２２月月月月第４回定第４回定第４回定第４回定例市議会は、１例市議会は、１例市議会は、１例市議会は、１２２２２月１日から月１日から月１日から月１日から２０２０２０２０日までの日までの日までの日までの期間期間期間期間開催され、一般質問開催され、一般質問開催され、一般質問開催され、一般質問 　　今　　今　　今　　今回回回回の一般質問では、地元の課題でもありますの一般質問では、地元の課題でもありますの一般質問では、地元の課題でもありますの一般質問では、地元の課題でもあります主要主要主要主要地方地方地方地方道豊田道豊田道豊田道豊田安城安城安城安城線線線線全全全全線線線線開開開開通通通通についてについてについてについて第第第第20202020回回回回

 として私を として私を として私を として私を始始始始め議員１１め議員１１め議員１１め議員１１名名名名がががが登壇登壇登壇登壇しました。（しました。（しました。（しました。（他他他他の議員のの議員のの議員のの議員の概要概要概要概要はははは２２２２月１日月１日月１日月１日発発発発行の行の行の行の｢｢｢｢市議会だより市議会だより市議会だより市議会だより｣｣｣｣ 　　　　アジア競技アジア競技アジア競技アジア競技大会開催に大会開催に大会開催に大会開催に絡絡絡絡めて質問をしました。また、めて質問をしました。また、めて質問をしました。また、めて質問をしました。また、中小中小中小中小支援について、支援について、支援について、支援について、６６６６月に月に月に月にオオオオーーーーププププンしたンしたンしたンした

 をご をご をご をご覧覧覧覧ください。）　　ください。）　　ください。）　　ください。）　　 　　　　アアアアンンンンフォフォフォフォーーーーレレレレについて、について、について、について、保保保保育行政について、と大きく育行政について、と大きく育行政について、と大きく育行政について、と大きく４４４４問の質問をしました。　問の質問をしました。　問の質問をしました。　問の質問をしました。　 をご をご をご をご覧覧覧覧ください。）　　ください。）　　ください。）　　ください。）　　 　　　　アアアアンンンンフォフォフォフォーーーーレレレレについて、について、について、について、保保保保育行政について、と大きく育行政について、と大きく育行政について、と大きく育行政について、と大きく４４４４問の質問をしました。　問の質問をしました。　問の質問をしました。　問の質問をしました。　

 　また議案の内容は、平成 　また議案の内容は、平成 　また議案の内容は、平成 　また議案の内容は、平成２９２９２９２９年年年年度補正予算度補正予算度補正予算度補正予算をををを始始始始め、め、め、め、条条条条例の例の例の例の制定制定制定制定・・・・改正改正改正改正などなどなどなど２０２０２０２０議案と議案と議案と議案と承承承承認・認・認・認・諮諮諮諮 【主な質問】【主な質問】【主な質問】【主な質問】

 問 問 問 問２件２件２件２件、、、、陳情陳情陳情陳情・・・・請請請請願願願願３件３件３件３件であり、合であり、合であり、合であり、合計２５計２５計２５計２５の案の案の案の案件件件件についてについてについてについて審審審審議を行いました。議を行いました。議を行いました。議を行いました。 　☆　☆　☆　☆第第第第20202020回アジア競技回アジア競技回アジア競技回アジア競技大会開催に大会開催に大会開催に大会開催に向向向向けてのけてのけてのけての整備整備整備整備についてについてについてについて

【１２月市議会の主な議案】【１２月市議会の主な議案】【１２月市議会の主な議案】【１２月市議会の主な議案】 　　　　「「「「初初初初回回回回質問」質問」質問」質問」2026年に開催される2026年に開催される2026年に開催される2026年に開催されるアジア競技アジア競技アジア競技アジア競技大会に安城市大会に安城市大会に安城市大会に安城市総総総総合合合合運運運運動動動動公園ソフトボ公園ソフトボ公園ソフトボ公園ソフトボーーーールルルル場を場を場を場をソフトソフトソフトソフト

    ◎Ｈ２９◎Ｈ２９◎Ｈ２９◎Ｈ２９一般会一般会一般会一般会計補正予算計補正予算計補正予算計補正予算のののの概要概要概要概要（（（（３億３９３万３億３９３万３億３９３万３億３９３万円円円円余余余余のののの増額増額増額増額）））） 　　　　　　　　ボボボボーーーールルルル会場に会場に会場に会場に誘致誘致誘致誘致しており、成しており、成しており、成しており、成功功功功にににに向向向向けてけてけてけて主要主要主要主要地方地方地方地方道豊田道豊田道豊田道豊田安城安城安城安城線線線線を全を全を全を全線線線線開開開開通通通通はははは必須条件必須条件必須条件必須条件とおもとおもとおもとおも

　 　 　 　 障害障害障害障害者福祉者福祉者福祉者福祉関連経関連経関連経関連経費1費1費1費1億億億億6666千万千万千万千万円、円、円、円、鹿乗川改修関連橋梁改築鹿乗川改修関連橋梁改築鹿乗川改修関連橋梁改築鹿乗川改修関連橋梁改築 　　うが市長のお　　うが市長のお　　うが市長のお　　うが市長のお考考考考えは。 えは。 えは。 えは。 

    負担金負担金負担金負担金4,7004,7004,7004,700万万万万円など。円など。円など。円など。 　　　　「初「初「初「初回答弁回答弁回答弁回答弁」」」」アジア競技アジア競技アジア競技アジア競技大会の大会の大会の大会のソフトボソフトボソフトボソフトボーーーールルルル会場として、安城市会場として、安城市会場として、安城市会場として、安城市ソフトボソフトボソフトボソフトボーーーールルルル場が場が場が場が正式正式正式正式にににに選定選定選定選定ささささ

    ◎条◎条◎条◎条例の例の例の例の制定制定制定制定及び一及び一及び一及び一部改正部改正部改正部改正議案議案議案議案 　　れるためには　　れるためには　　れるためには　　れるためには豊田豊田豊田豊田安城安城安城安城線線線線の全の全の全の全線線線線開開開開通通通通はははは不可欠不可欠不可欠不可欠であり、今後のこのであり、今後のこのであり、今後のこのであり、今後のこの道路道路道路道路のののの整備整備整備整備がががが本本本本市市市市道路イ道路イ道路イ道路インンンンフフフフ    ◎条◎条◎条◎条例の例の例の例の制定制定制定制定及び一及び一及び一及び一部改正部改正部改正部改正議案議案議案議案 　　れるためには　　れるためには　　れるためには　　れるためには豊田豊田豊田豊田安城安城安城安城線線線線の全の全の全の全線線線線開開開開通通通通はははは不可欠不可欠不可欠不可欠であり、今後のこのであり、今後のこのであり、今後のこのであり、今後のこの道路道路道路道路のののの整備整備整備整備がががが本本本本市市市市道路イ道路イ道路イ道路インンンンフフフフ

 　・子ども 　・子ども 　・子ども 　・子ども発達発達発達発達支援支援支援支援セセセセンンンンタタタターが城ーが城ーが城ーが城南町南町南町南町に7月にに7月にに7月にに7月にオオオオーーーーププププンンンン 　　　　　　　　ララララのののの最重要最重要最重要最重要課題と課題と課題と課題と位置位置位置位置づけ、づけ、づけ、づけ、重点的重点的重点的重点的にににに要望要望要望要望活動を行い、事活動を行い、事活動を行い、事活動を行い、事業推業推業推業推進に進に進に進に結結結結びびびび付付付付けていきたい。けていきたい。けていきたい。けていきたい。

　 ・　 ・　 ・　 ・養護老養護老養護老養護老人人人人ホホホホーーーームムムムを(を(を(を(社社社社福)安福)安福)安福)安祥祥祥祥会に無会に無会に無会に無償譲渡償譲渡償譲渡償譲渡しししし経営委譲経営委譲経営委譲経営委譲 　　　　「「「「再再再再質問」質問」質問」質問」豊田豊田豊田豊田安城安城安城安城線線線線の全の全の全の全線線線線開開開開通通通通には、には、には、には、名鉄西名鉄西名鉄西名鉄西尾尾尾尾線線線線とのとのとのとの交差部交差部交差部交差部はははは　 ・　 ・　 ・　 ・養護老養護老養護老養護老人人人人ホホホホーーーームムムムを(を(を(を(社社社社福)安福)安福)安福)安祥祥祥祥会に無会に無会に無会に無償譲渡償譲渡償譲渡償譲渡しししし経営委譲経営委譲経営委譲経営委譲 　　　　「「「「再再再再質問」質問」質問」質問」豊田豊田豊田豊田安城安城安城安城線線線線の全の全の全の全線線線線開開開開通通通通には、には、には、には、名鉄西名鉄西名鉄西名鉄西尾尾尾尾線線線線とのとのとのとの交差部交差部交差部交差部はははは

 　・ 　・ 　・ 　・デデデデンパーンパーンパーンパーク風ク風ク風ク風車の車の車の車の広広広広場に大場に大場に大場に大型屋外遊具型屋外遊具型屋外遊具型屋外遊具をををを設置設置設置設置し、し、し、し、ママママーガーガーガーガ 　　　　　　　　鉄道鉄道鉄道鉄道高高高高架架架架しかないとの認しかないとの認しかないとの認しかないとの認識識識識ですが市長のおですが市長のおですが市長のおですが市長のお考考考考えは。 えは。 えは。 えは。 

　　 　　 　　 　　 レットハウレットハウレットハウレットハウス内にス内にス内にス内に低低低低年齢用の年齢用の年齢用の年齢用の有有有有料料料料遊戯施設遊戯施設遊戯施設遊戯施設を来年を来年を来年を来年３３３３月に月に月に月にオオオオーーーーププププンンンン 　　　　「「「「再答弁再答弁再答弁再答弁」」」」名鉄西名鉄西名鉄西名鉄西尾尾尾尾線線線線とのとのとのとの立体交差立体交差立体交差立体交差はははは必須条件必須条件必須条件必須条件であり、であり、であり、であり、総総総総合合合合運運運運動動動動
デンパークのマーガレットハウスデンパークのマーガレットハウスデンパークのマーガレットハウスデンパークのマーガレットハウス

　　　　　　　　公園公園公園公園のののの利利利利便便便便性向性向性向性向上や上や上や上や沿線沿線沿線沿線地地地地域域域域のののの土土土土地地地地利利利利用への用への用への用への効果効果効果効果をををを考考考考えると、えると、えると、えると、

　　　　　　　　鉄道鉄道鉄道鉄道高高高高架架架架がががが最良最良最良最良のののの選択選択選択選択とととと考考考考える。える。える。える。

　　　　「「「「再々再々再々再々質問」質問」質問」質問」ソフトボソフトボソフトボソフトボーーーールルルル会場開催に会場開催に会場開催に会場開催に併併併併せせせせ総総総総合合合合運運運運動動動動公園駅公園駅公園駅公園駅のののの計計計計画画画画 名鉄西尾線との交差部名鉄西尾線との交差部名鉄西尾線との交差部名鉄西尾線との交差部

　　は　　は　　は　　は絶好絶好絶好絶好の機会との機会との機会との機会と思思思思う、う、う、う、総総総総合合合合運運運運動動動動公園駅公園駅公園駅公園駅は、あくまで新は、あくまで新は、あくまで新は、あくまで新設設設設のののの請請請請願願願願

　　　　　　　　駅駅駅駅でよいとでよいとでよいとでよいと思思思思う。う。う。う。北北北北安城安城安城安城駅駅駅駅と新安城と新安城と新安城と新安城駅間駅間駅間駅間はははは約３キ約３キ約３キ約３キロありロありロありロあり総総総総合合合合運運運運　　　　　　　　駅駅駅駅でよいとでよいとでよいとでよいと思思思思う。う。う。う。北北北北安城安城安城安城駅駅駅駅と新安城と新安城と新安城と新安城駅間駅間駅間駅間はははは約３キ約３キ約３キ約３キロありロありロありロあり総総総総合合合合運運運運

　　動　　動　　動　　動公園公園公園公園ははははほぼ真ほぼ真ほぼ真ほぼ真んんんん中中中中でありでありでありであり可能可能可能可能とととと考考考考えるが市のおえるが市のおえるが市のおえるが市のお考考考考えは。 えは。 えは。 えは。 

新しい有料の屋内遊戯施設新しい有料の屋内遊戯施設新しい有料の屋内遊戯施設新しい有料の屋内遊戯施設 　　　　「「「「再々答弁再々答弁再々答弁再々答弁」」」」アジア競技アジア競技アジア競技アジア競技大会の開催が一つの大会の開催が一つの大会の開催が一つの大会の開催が一つのチャチャチャチャンスであり、開ンスであり、開ンスであり、開ンスであり、開
““““まなきまなきまなきまなき””””とととと考考考考えようえようえようえよう

新しい有料の屋内遊戯施設新しい有料の屋内遊戯施設新しい有料の屋内遊戯施設新しい有料の屋内遊戯施設 　　　　「「「「再々答弁再々答弁再々答弁再々答弁」」」」アジア競技アジア競技アジア競技アジア競技大会の開催が一つの大会の開催が一つの大会の開催が一つの大会の開催が一つのチャチャチャチャンスであり、開ンスであり、開ンスであり、開ンスであり、開

　　催　　催　　催　　催以以以以後も後も後も後も総総総総合合合合運運運運動動動動公園利公園利公園利公園利用者や用者や用者や用者や周辺周辺周辺周辺住住住住民民民民のののの利利利利便便便便性性性性のののの向向向向上につな上につな上につな上につな

　　がると　　がると　　がると　　がると考考考考える。しかしながらえる。しかしながらえる。しかしながらえる。しかしながら請請請請願願願願駅駅駅駅としてとしてとしてとして駅駅駅駅を新を新を新を新設設設設するには、するには、するには、するには、　　　　　　陸上競技場とスポーツセンター　　　　　　陸上競技場とスポーツセンター　　　　　　陸上競技場とスポーツセンター　　　　　　陸上競技場とスポーツセンター

““““まなきまなきまなきまなき””””とととと考考考考えようえようえようえよう vol.vol.vol.vol.１７１７１７１７

今議会では、「乾杯条例」を議員提案で制定するという陳情が市民から出されました。今議会では、「乾杯条例」を議員提案で制定するという陳情が市民から出されました。今議会では、「乾杯条例」を議員提案で制定するという陳情が市民から出されました。今議会では、「乾杯条例」を議員提案で制定するという陳情が市民から出されました。 　　がると　　がると　　がると　　がると考考考考える。しかしながらえる。しかしながらえる。しかしながらえる。しかしながら請請請請願願願願駅駅駅駅としてとしてとしてとして駅駅駅駅を新を新を新を新設設設設するには、するには、するには、するには、　　　　　　陸上競技場とスポーツセンター　　　　　　陸上競技場とスポーツセンター　　　　　　陸上競技場とスポーツセンター　　　　　　陸上競技場とスポーツセンター

　　多　　多　　多　　多額額額額のののの建設建設建設建設費が市費が市費が市費が市側側側側のののの負担負担負担負担となる。新となる。新となる。新となる。新駅設置駅設置駅設置駅設置は、は、は、は、鉄道鉄道鉄道鉄道事事事事業業業業者者者者側側側側のののの判断判断判断判断が大きくが大きくが大きくが大きく影響影響影響影響するため、するため、するため、するため、

　　　　　　　　可能性可能性可能性可能性についてについてについてについて研究研究研究研究していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考える。える。える。える。

趣旨は、地元の醸造品や農産物、及び食文化の発展を図るとしています。議会では全会一致趣旨は、地元の醸造品や農産物、及び食文化の発展を図るとしています。議会では全会一致趣旨は、地元の醸造品や農産物、及び食文化の発展を図るとしています。議会では全会一致趣旨は、地元の醸造品や農産物、及び食文化の発展を図るとしています。議会では全会一致

で採択されました。今後どのような形で進めていくかは、これから決めていきます。で採択されました。今後どのような形で進めていくかは、これから決めていきます。で採択されました。今後どのような形で進めていくかは、これから決めていきます。で採択されました。今後どのような形で進めていくかは、これから決めていきます。

皆さんはどう考えますか？皆さんはどう考えますか？皆さんはどう考えますか？皆さんはどう考えますか？
　☆　☆　☆　☆保保保保育行政について育行政について育行政について育行政について

　　　　「質問」「質問」「質問」「質問」本本本本市は、地市は、地市は、地市は、地理的条件理的条件理的条件理的条件から、これまで市内全から、これまで市内全から、これまで市内全から、これまで市内全域域域域を一つのを一つのを一つのを一つの区域区域区域区域とととと捕捕捕捕え、進めているが、地え、進めているが、地え、進めているが、地え、進めているが、地域域域域

皆さんはどう考えますか？皆さんはどう考えますか？皆さんはどう考えますか？皆さんはどう考えますか？

安城には酒蔵は１軒あります、デンパークに地ビール工房もあります。地産地消は、地元安城には酒蔵は１軒あります、デンパークに地ビール工房もあります。地産地消は、地元安城には酒蔵は１軒あります、デンパークに地ビール工房もあります。地産地消は、地元安城には酒蔵は１軒あります、デンパークに地ビール工房もあります。地産地消は、地元

農業の振興に大切です。伝統の食文化を守っていくことも重要です。農業の振興に大切です。伝統の食文化を守っていくことも重要です。農業の振興に大切です。伝統の食文化を守っていくことも重要です。農業の振興に大切です。伝統の食文化を守っていくことも重要です。
　　の人　　の人　　の人　　の人口口口口ババババラララランスをンスをンスをンスを重視重視重視重視するするするする必要必要必要必要もあるともあるともあるともあると思思思思うが市のおうが市のおうが市のおうが市のお考考考考えは。 えは。 えは。 えは。 

　　　　「「「「答弁答弁答弁答弁」」」」身近な地身近な地身近な地身近な地域域域域のののの保保保保育育育育園園園園にににに通通通通うことができるうことができるうことができるうことができる保保保保育育育育環境環境環境環境をををを整備整備整備整備することは大変することは大変することは大変することは大変重要重要重要重要なこととなこととなこととなことと考考考考

　　えます。　　えます。　　えます。　　えます。中学校単位中学校単位中学校単位中学校単位での人での人での人での人口口口口ババババラララランスをンスをンスをンスを考慮考慮考慮考慮したうえでしたうえでしたうえでしたうえで検討検討検討検討する。する。する。する。

農業の振興に大切です。伝統の食文化を守っていくことも重要です。農業の振興に大切です。伝統の食文化を守っていくことも重要です。農業の振興に大切です。伝統の食文化を守っていくことも重要です。農業の振興に大切です。伝統の食文化を守っていくことも重要です。

若者に飲酒を勧めるものではＮＧですが。若者に飲酒を勧めるものではＮＧですが。若者に飲酒を勧めるものではＮＧですが。若者に飲酒を勧めるものではＮＧですが。

安城らしい「乾杯条例」について、皆様から是非ご意見をいただきたいと安城らしい「乾杯条例」について、皆様から是非ご意見をいただきたいと安城らしい「乾杯条例」について、皆様から是非ご意見をいただきたいと安城らしい「乾杯条例」について、皆様から是非ご意見をいただきたいと

　　えます。　　えます。　　えます。　　えます。中学校単位中学校単位中学校単位中学校単位での人での人での人での人口口口口ババババラララランスをンスをンスをンスを考慮考慮考慮考慮したうえでしたうえでしたうえでしたうえで検討検討検討検討する。する。する。する。

　　　　「「「「要望要望要望要望」」」」私の地元私の地元私の地元私の地元池浦池浦池浦池浦もももも現在０歳現在０歳現在０歳現在０歳からからからから５歳５歳５歳５歳のののの保保保保育育育育園園園園幼幼幼幼稚園稚園稚園稚園に入っている子が１に入っている子が１に入っている子が１に入っている子が１２０２０２０２０人人人人余余余余いますがいますがいますがいますが

　　　　　　　　池浦池浦池浦池浦にににに保保保保育育育育園園園園、幼、幼、幼、幼稚園稚園稚園稚園がないためがないためがないためがないため周辺周辺周辺周辺のののの園園園園をををを中中中中心に分散して入心に分散して入心に分散して入心に分散して入園園園園していますので、していますので、していますので、していますので、検討検討検討検討のののの際際際際にににに

存じます。存じます。存じます。存じます。

ちなみに、私は「条例」が無くても毎晩乾杯していますが、地産地消ちなみに、私は「条例」が無くても毎晩乾杯していますが、地産地消ちなみに、私は「条例」が無くても毎晩乾杯していますが、地産地消ちなみに、私は「条例」が無くても毎晩乾杯していますが、地産地消でででで地地地地

元の食材もおつまみにして食べないとね。元の食材もおつまみにして食べないとね。元の食材もおつまみにして食べないとね。元の食材もおつまみにして食べないとね。 　　　　　　　　池浦池浦池浦池浦にににに保保保保育育育育園園園園、幼、幼、幼、幼稚園稚園稚園稚園がないためがないためがないためがないため周辺周辺周辺周辺のののの園園園園をををを中中中中心に分散して入心に分散して入心に分散して入心に分散して入園園園園していますので、していますので、していますので、していますので、検討検討検討検討のののの際際際際にににに

　　は　　は　　は　　はぜひ池浦ぜひ池浦ぜひ池浦ぜひ池浦のこととものこととものこととものこととも頭頭頭頭に入れてください。に入れてください。に入れてください。に入れてください。

元の食材もおつまみにして食べないとね。元の食材もおつまみにして食べないとね。元の食材もおつまみにして食べないとね。元の食材もおつまみにして食べないとね。


