多くの皆さまにご参加頂き、心より感謝申し上げます！

↑1号車の皆さま

↑2号車の皆さま

平成26年10月26日（日）、大竹大輔を育てる会第2回日帰り親睦旅行を開催させて
頂きました。ユネスコの世界文化遺産に登録された羽衣伝説”三保の松原”と焼津
さかなセンターにて海の幸を堪能させて頂きました。
【三保の松原】
静岡市清水区の三保半島にある三保の松原は、その美しさから日本新三景、日本三大
松原のひとつとされ、国の名勝に指定されていま
す。また、ユネスコの世界文化遺産”富士山-信仰
の対象と芸術の源泉”の構成資産に登録されてい
ます。
当日は、曇り空でありましたが、海岸沿いでは、雲
の切れ間から富士山の山頂が少しだけ顔を覗か
せてくれました。駐車場から海岸までは散策コー
スとなっておりやや距離がありましたが、松林の中
を気持ち良く散策することができました。
↑3号車の皆さま
【焼津お魚センター】
日本有数の水揚高を誇るマグロやカツオをはじめ、
旬の鮮魚や加工品などの商品が安く豊富に揃う焼津さかなセンターでは、船元、魚仲
買人、卸売、魚加工など魚のプロたちと、観光客でいつも賑わっています。旅行当日も
多くの観光客で賑わい、参加者の皆さまと楽しい食事と買い物を堪能させて頂きました。
市場では、安さはもちろん、店員さんとのやりとりも楽しみながらお買い物ができ、つい
ついお財布のひもが緩んでしまいました。（笑）
平成26年10月9日から16日の8日間、全国市議会議長が主催
する欧州視察に調査団の一員として参加させて頂き、イギリス・
スウェーデン・オランダの各都市を視察致しました。

【イギリス・ケントカウンティ】
日本の県にあたる地方自治体ケントカウンティ（ケント州）では、予算編成、独自の財源確
保など、主に財政についてレクチャーを戴きました。イギリスは、日本同様、赤字体質で
あり、地方への予算削減80％、増税20％と地方に対し厳しい施策をとっております。その
ような状況下、ケントカウンティでは、独自で企業誘致、技術開発など提携する企業・団
体へのアプローチに取り組んでおり、自立した地方自治体運営に取り組んでいました。
各務原市も健全財政を堅持するために、独自の財源確保や地域産業活性化に繋がる
市長などによるトップセールスを積極的に取り組む必要があると強く感じました。
↑イギリス ケント州にて
【スウェーデン・ウプサラ市】
北欧最古の大学、ウプサラ大学を有するウプサラ市は
産・学との連携を推奨しており、、新しい技術開発に積極的に
取り組み、その土地に企業を置くことのメリットを最大限に生
かしていると考えられます。また、ウプサラ市では、IT関係、ラ
イフサイエンス関係、環境エネルギー関係の3つを産業の新
たな柱と考え、こ の分野に特化した徹底的なリサーチ及び誘
致活動を行っており、産業面でも地方自治体の方向性が明
↑ウプサラ市にて
確でありました。また、人口が増加傾向であるウプサラ市は、
2050年に今現在の人口から75％増加する予測をたてることが
できながらも、人口を増加する施策を積極的に行っており、その中で、出生率の向上、企業誘致
による生産世代の確保及び移住・定住への取り組みは、当市の人口減少対策にも参考となる施
↑各都市にて質問する 策であると考えます。 ※ オランダ、その他の報告は次号にて！
機会を戴きました
欧州視察報告書は、ホームページにて掲載しております！是非ご覧ください！

2月8日(日) つつじが丘市政報告会
2月25日(水) 平成27年第1回各務原市議会定例会
3月11日(水) 質疑・代表質問・一般質問（傍聴可）
3月12日(木) 一般質問（傍聴可）

3月19日(木) 建設水道常任委員会（傍聴可）
3月24日(火) 平成27年第1回各務原市議会
定例会閉会（傍聴可）
※その他、研修会開催など予定しております ！

9月14日
9月16日
9月17日
9月18日
9月19日
9月20日
9月22日
9月24日
9月25日
9月26日
9月30日
10月3日
10月4日

FC岐阜応援各務原市ﾎｰﾑﾀｳﾝﾃﾞｨ
各務原市議会質疑・一般質問
8月1日 総合計画特別委員会（オブ）
各務原市議会一般質問
8月3日 岐阜県商工会議所青年部連合会
鵜沼中学校体育祭
役員会
民生消防常任委員会（オブ）
8月6日 各務原ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ例会
各務原商工会議所元気まつり
8月7日 武藤ようじ青年部一眞会定例会
経済教育常任委員会（オブ）
8月9日 4丁目おやじの会おみこしづくり
建設水道常任委員会
8月11日 懲罰委員会（オブ）
総務常任委員会（オブ）
8月13日 鵜沼羽場絆の会盆踊り
総合計画特別委員会（オブ）
8月16日 八木山夏祭り参加
各務原市議会第3回定例会閉会
鵜沼西町盆踊り
自衛隊今津駐屯地見学
8月17日 大竹大輔を育てる会研修会下見
中央ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰｻｰｸﾙ
(コストコ）
発表会
8月19日 各務原商工会議所青年部役員会
10月5日 総合防災訓練
8月22日 東海議員勉強会
10月9日～16日 欧州視察
8月23日 大竹大輔後援会市政報告会
10月18日 八木山小学校運動会
（松が丘）
10月19日 岐阜県商工会議所連合会役員会
8月24日 松が丘おやじれん親睦旅行
10月20日 本庁舎耐震化等特別委員会（オブ）
8月26日 各務原YEGｶﾚｰ祭実行委員会
10月21日 各務原商工会議所青年部役員会
8月27日 ﾄﾗｲﾌｨｯﾄ経営勉強会
10月25日 東ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰｻｰｸﾙ
8月28日 政和ｸﾗﾌﾞ定例会
発表会
総務常任委員会（オブ）
10月26日 大竹大輔を育てる会日帰り
8月30日 浅野健司後援会親睦会
親睦旅行
8月31日 第3回かかみのﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ
10月27日 上池ｸﾗﾌﾞ苗搬送
9月1日 各務原商工会議所青年部
10月29日 防災管理者講習会
会長選考委員会
10月30日 ささえあいの家屋根洗浄
9月2日 各務原市議会第3回定例会開会
10月31日 本庁舎耐震化等特別委員会（オブ）
9月6日 各務原YEGｶﾚｰ祭2014
11月1日 上池ｸﾗﾌﾞ花壇花苗上
9月7日 生命の森清掃活動
11月2日 市民清掃
9月8日 ｶﾚｰ祭市民後援・学びの森
11月5日 商工鍵所青年部全国大会誘致
清掃活動
委員会
9月10日 ﾄﾗｲﾌｨｯﾄ経営勉強会
11月6日 中農十市議会議長会研修会
9月13日 東海ﾌﾞﾛｯｸ商工会議所青年部
11月10日 自動車安全運転資格者講習
可児大会
11月11日 本庁舎耐震化等特別委員会（オブ）

11月15日
11月16日
11月18日
11月19日
11月20日
11月21日
11月22日

ふれあい交流会
ふれあいｺﾝｻｰﾄ
近隣議員ﾈｯﾄﾜｰｸ研修会
若竹会親睦会
自民党青年局会議
東海議員勉強会
武藤ようじ総務大臣政務官
就任報告会
11月23日 自民党岐阜県連政経文化
ﾊﾟｰﾃｨ
11月25日 上池水抜き作業
11月28日 議員全員協議会
11月30日 足立県議八木山の集い
12月2日 岐阜版遊会木版画展
12月4日 ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ年末交通活動
12月5日 各務原商工会議所青年部
総会
12月6日 ささえあいの家ﾊﾞｻﾞｰ
12月7日 上池清掃活動
12月8日 各務原市議会第4回
定例会開会
12月11日 各務原ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中屋
保育園訪問
12月16日 質疑・一般質問
12月17日 一般質問
12月19日 民生消防常任委員会（オブ）
経済教育常任委員会（オブ）
12月21日 八木山自然の会
12月22日 建設水道常任委員会
総務常任委員会（オブ）
若竹会定例会
12月25日 各務原市議会第4回
定例会閉会
※（オブ）＝オブザーバー参加

新春の候、皆さまにおかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、大竹大輔を育てる会の活動にご
理解とご協力を賜り心より御礼申し上げます。
さて、表記の市政報告会及び親睦交流会を次の日程にて開催致します。ご多用とは存じますが、是非ご参加のほど宜し
くお願い申し上げます。

日
場
内
会

時
所
容
費

：
：
：
：

平成27年2月8日（日） 11時から14時
つつじが丘ふれあいセンター
大竹市議による市政報告会・親睦交流会
第1部 市政報告会 なし
第2部 親睦交流会 1,000円（当日お支払下さい）
締 切 ： 平成27年2月2日（月）
お問合せ： 伏見 ＴＥＬ090-3951-9270

（詳細はホームページ
又は別紙チラシをご参
照ください）

謹んで新年のお慶びを申し上げます！

日ごとに寒さが増して参りますがいかがお過ごしでしょうか？かえで通信も3年目を迎えました。今後も議会報告
など情報発信をさせて頂きますので何卒宜しくお願い申し上げます。今回は文字が多かった…

大竹大輔を育てる会
〒509-0131
岐阜県各務原市つつじが丘4-33
TEL・ＦＡＸ：058-384-8608
Email：info@otakedaisuke.com

※この会報はホームペーでも掲載しております！
ブログにて活動報告も随時掲載しております！

ふしみ

