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☆次の１００年のまちづくり、
人づくりを提案します！

☆次世代を見据えた施設、インフラ、産業基盤の構築
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☆世界で活躍できるグローバル人材の育成・支援
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☆まちの温かさを実感できる仕組み・風土づくり
よ

そ

寄り添う
ささ

あ

支え合う
☆重厚で実効性の高い防災・防犯対策の推進
そな

備える
まも

守る

目指すまちづくりを更に加速し、未来へ！
立ち位置はいささかも変わりません。生粋の刈谷人のロー
カルな視点、企業人のグローバルな感性を活かし、次の１００
年も元気にくらせるまちづくりに全力で取り組みます！

１．活力の創出
・人や企業が｢住んでみたい｣｢ビジネスをしたい｣と感じるまちづくり
・アクティブシニアが生涯現役で活躍できるまちづくり
・スポーツや健康づくりが盛んな健全健康のまちづくり

２．温もりの創出
・障がいの有無に関わらず、幸せに暮らせるまちづくり
・子ども達がのびのび育ち、家族の笑顔が輝くまちづくり
・ご高齢の方を温かく見守る優しいまちづくり

３．安全安心の創出
・道路や施設を的確に維持・保全・改善する安全なまちづくり
・防犯・防災対策が浸透し、安心して暮らせるまちづくり
・自然保護や環境美化が行き届いた美しいまちづくり

★さはらの主な活動実績
★活力＆安全安心の創出
道路や施設の修繕・改善・改修

★温もりの創出
子育て支援の充実

障がい者支援の充実

★制度改革、行政改革
子どもを狙う不審者対策

生涯現役社会づくり

15万市民の個人情報漏えい防止

★市議会での主な役職
会派「※市民クラブ」会長

※トヨタグループ議員6名で構成

刈谷市監査委員

★皆様の声、さはらの信念に基づく活動実績まとめ
分野
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主な実績

さはらの提案・要請等

結果・効果等

過剰かつ複雑な自動車関係諸税の抜本見直
しを求める意見書を国に提出

会派「市民クラブ」として市議会 一部恒久減税が実現し、ユーザー負
をまとめ、意見書を提出。
担を軽減。

公園の大規模改修
(幸公園、中山公園)

老朽化対応として提案。

市の広報PR用バックボード(市名やキャラ
クター等を印刷した板)の導入

シティセールスの一環として、プ 活用開始。新聞等にもしばしば掲載
レスリリース時の活用を提案。
され、市のＰＲに貢献。

市議会学習サイト「きっずページ」開設

子ども達の政治参画意識を高める 議会承認を経て開設。小学校高学年
為発案→会派で議会に提案。
以上の学習に随時活用中。

刈谷の姉妹都市カナダ・ミササガ市との交
流促進

トヨタ紡織学園と同市の交流橋渡 １回./年 学園生のカナダ渡航時に交
しを要請。
流開始、国際感覚醸成に寄与。

児童クラブ開園時間延長

子育て支援充実の為、会派「市民 7:30～19:00に拡大、利便性向
クラブ」として要望。
上。

障がいのある方の就労支援

市内の福祉事業所の授産製品の販 授産品を一括掲載したパンフレット
促パンフレット製作を提案。
製作、活用開始。

福祉ボランティア活動

障がい者支援施設等でのボラン
ティア活動を継続実施。

防犯カメラの増設及び設置バラツキ是正
(児童クラブ15か所、地下道39か所)

子どもを狙う不審者対策として、 設置/是正完了、抑止力として機
市の事業に追加提案。
能。

刈谷駅北口の乱横断抑止

歩行者・自転車の危険な横断抑止 毎夕刻立番開始。危険な横断は警官
策として、警官の立番を提案。
が適宜注意し抑止。

街灯・防犯灯の増設、修理、電球交換
(市内各所)

不具合発見都度、対応を要請。

表土入れ替え、備品更新等が行わ
れ、きれいで使いやすくなった。

今後もノーマライゼーションのまち
づくりに寄与していく。

対象地点のリスクに応じ新増設、修
理や電球交換等を多数実施。

老朽化した重原歩道橋を約40年振りに架け 重原地区に発足した架け替え委員 実現。自転車/ベビーカー用スロープも
設置され、利便性・安全性向上。
替え(下重原町)
会に参画、活動全般を支援。
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公園の植栽の剪定・撤去・除草
(幸公園、中山公園、一色公園他)

不具合発生都度、対応を要請。

電柱に接触したり、見通しを遮る植
栽の剪定等を行い、安全性を確保。

薬師川の浚渫(しゅんせつ)

水流を阻害する土砂や雑草の撤去 4年で約450m浚渫し、水深を確
を要望。
保、豪雨時の雨水を整流化。

カーブミラー新設、交換、修繕
(市内各所)

各種要望/リスクに応じ新設、交
換、修理を要望。

交通標識の修繕、交換
(市内各所)

経年劣化や損傷等の不具合発見都 視認性が低下した標識を修理し、事
度、対応を要請。
故や逆走を防止。

頻発する車の逆走防止
(刈谷街道踏切)

アピタ刈谷店そばのＪＲ踏切の逆 右折禁止カンバンと路面表示を新
走防止策を提案。
設、逆走を抑止。

生活道路の抜け道利用抑止
(下重原町)

渋滞回避の抜け道利用抑止策とし 「通行ご遠慮願います」カンバンを
て、カンバン設置を提案。
設置、進入を抑止。

頻発する交通違反(駅方面への右折)防止
(桜町交差点)

東陽町→桜町交差点間の方面指示 路面表示や方面指示カンバンが改良
表示の改良を市と警察に要請。
され、違反抑止に寄与。

道路の再舗装、修繕
(市内各所)

各種要望、リスクに応じ都度要
請。

道路の冠水対策、老朽化した側溝入れ替え
(市内各所)

冠水地点の指摘や要望、気づきに 側溝入れ替え、改良、地中管内の異
基づき提案。
物除去工事等を実施。

街路樹の剪定、雑草の除草
(市内各所)

各種要望や指摘に基づき都度要
請。

害虫(毛虫)が発生する街路樹を植え替え
(中山～一色町)

害虫が沿線家屋の庭木を食害する 2年間で対象路線約600mを全面植
為、街路樹の植え替えを要望。
え替え。

堤防道路の外側線引き直し
(小山町)

路肩と土手の境目がわかりにくい 約1.2kmに渡り、消失部分引き直
との指摘を受け提案。
し、転落事故リスク低減。

低利用道路の防草対策
(幸及び中山町境目)

雑草が繰り返し生えるとの苦情を 防草舗装(天然由来材料で地表を舗装)
を約50ｍ施工、雑草生育を抑止。
受け、恒久対策を要請。

通学路のグリーン舗装
(中山町)

トラック等の路上駐車防止策とし 対象路線約230ｍを施工、児童生徒
て要望。
の安全な通学を確保。

路面表示引き直し
(市内各所)

要望や指摘に基づき随時要請。

「止まれ」や横断歩道、進路矢印、一
旦停止等多数施工、事故等を抑止。

公共施設の設備補修
(市内各所)

要望や指摘に基づき都度要請。

青山斎園の水場修理、重原市民館駐
車場の整地等を実施。

マンホールや消火栓のフタ交換
(幸町)

指摘に基づき都度要請。

経年劣化でガタつき、車の通行時に
騒音を発する路面フタを交換。

市の臨時職員採用年齢引き上げ

生涯現社会づくりの取り組みとし 要件が改訂され、企業の再雇用終了後
(65才時)も応募可能となった。
て提案。

市庁舎執務スペース内の撮影禁止ルール

企業等の情報漏えいの社会問題化 導入。15万市民の個人情報等の漏え
を受け提案。
いを防止。

多数実施し、交通事故防止に寄与。

経年劣化、穴ぼこ等の修繕を幹線道
路～生活道路まで多数実施。

幹線道路を中心に計約2.8kmに渡り
実施。

「令和」～新たな時代へのさはらの想いと決意
最新の市民意識調査では、刈谷は住みやすい、住み続けたいと感
じている人は8割を超え、産業振興等についても高い満足度を得ら
れています。その一方で、障がいをお持ちの方にやさしい環境整備な
ど、依然として満足度の低い分野もあります。
市の活力源であるモノづくり産業を更に振興させ、その活力で福祉
や教育、医療等も充実させる、活力と温もりあふれるまちづくりに引
き続き取り組んでまいります。
また昨今、現実世界を生き抜く力が求められています。ＩoＴやＡＩが
進化しても、例えばモノの耐久性や壊れにくさの検証には、実物を見
て、触れて確かめる、モノづくりのノウハウが必須です。
市の施策も同様です。現実世界に
耐えうるかどうか、モノづくりの感性を
活かし、検証してまいります。そして、
建設的な議論をし、知恵を絞り、汗をかき、
次の100年のまちづくり・人づくりに全力で
取り組んでまいります。
引き続きのご指導ご鞭撻、ご支援を心よりお願い申し上げます。

刈谷市議会議員
経歴
1984年 刈谷高校卒
1989年 南山大学法学部法律学科卒
豊田紡織㈱(現トヨタ紡織㈱)入社
2011年 刈谷市議会議員初当選
2012年 福祉経済委員会副委員長
2014年 企画総務委員会委員長
2015年 刈谷市議会議員2回目の当選
衣浦東部広域連合議会監査委員
2016年 福祉産業委員会委員長
2017年 刈谷市監査委員 会派「市民クラブ」会長
2018年 市民文教委員会副委員長

佐原充恭

わかりやすいホームページをぜひご覧ください！
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刈谷市議 さはら
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