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春暖の候 皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げま
す。
刈谷市は『まち・ひと・しごと創生総合戦略』を策定し、若い世代に居
住地として選ばれるまちづくりを推進します。
未来に向け、真に必要な施策が講じられているかをチェックするとと
もに、私自身も提案型の議員活動を進め、活力と温もりあふれる刈谷市
づくりに取り組んでまいります。
変わらぬご指導ご鞭撻、ご支援を心よりお願い申し上げます。

刈谷市議会議員

３月定例会報告
１．平成２８年度当初予算案が可決しました。
表・グラフは四捨五入の関係上、多少の誤差が生じています。
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会計名
一般会計
特別会計
企業会計
合計

本年度予算(億円)

563.3
284.0
41.0
888.3

諸収入3.8%

市債1.7%

一般会計予算
563.3億円
歳入内訳

553.3
283.6
42.4
879.3

住民税など
62.1%

保健･衛生に
10.0%

一般会計予算
563.3億円
歳出内訳

道路建設･災害
対策などに
16.6%

市税は微減となる見込みです。

伸率

10.0
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9.0
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借金の返済に
2.9%
消防･防災に
議会運営に
3.0%
0.7%
農業･商工業な
どに3.9%
住民登録・交通
安全などに
9.0%

分担金・負担
金など9.2%
国・県からの
支出金など
23.1%

前年度予算(億円) 増減額(億円)

福祉・子育て支援
に
33.9%

教育･生涯学習
に20.1%

教育関連の歳出が増加しました。

法人市民税は一部国税化の影響により、対前年比▲16.6％の約41.7億円を見込んでいます。

２.平成２８年度予算の主な事業をご紹介します。
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分類凡例: 新=新規 拡=拡充 継=継続

分野
都

事業名
自然環境基礎調査事業

事業概要
市内の自然環境の初期調査(主に在来種の植物)を行う。

事業費(千円)
694

市 新 空家等対策推進事業

市内の空き家の所在、所有者特定、データベース整備等を行う。

5,000

環

延長145kmの歩道を対象に段差等の解消を行う。

6,500

歩道整備事業

境

FCV(個人用)に上限50万円/台の購入補助を行う。
FCV(事業用)に上限40万円/台の購入補助を行う。

低公害車購入費補助事業

EV、PHV(個人用)の車両本体価格の10%、上限30万円/台の購入補助を行う。

81,450

EV、PHV(事業用)に15万円/台の購入補助を行う。
HV、天然ガス自動車(個人・事業用)に 5万円/台の購入補助を行う。

継 超小型電気自動車購入費補助事業

教
育
文
化

継

車両本体価格の10%、上限7万円の補助を行う。

350

駐輪場整備事業

富士松駅南口に164台分新設、野田新町駅南口に274台分を増設する。

都市交通計画調査推進事業

刈谷駅南北連絡通路予備設計、スマートインターチェンジ調査等を行う。

124,872

銀座AB地区整備事業

銀座3丁目に建設予定の優良建築物への補助等を行う。

147,468

JR逢妻駅駅舎改修事業

エレベータを設置し、利用者の利便性・安全性の向上をはかる。

158,023

亀城公園再整備・周辺整備事業

刈谷城復元の実施設計及び駐車場の整備、用地取得等を行う。

234,614

特別企画展開催事業

夏休み中に科学体験館で「お絵かきアクアリウム」等を行う。

27,065

小学校大規模改造事業

日高小、小垣江小の大規模改修を行う。

中学校大規模改造等事業

刈谷東中、富士松中、依佐美中の大規模改修を行う。

2,269,284

第一学校給食センター建設事業

老朽化した同センターを小垣江東小内に移転・新築する。

2,760,131

85,807

720,583

産 新 中小企業活性化事業

企業OBによる中小企業の課題解決支援や女性活躍支援等を行う。

業

中小企業者の見本市出展費用を補助する。

5,000

振 継 高校生コマ大戦等開催事業

高校生が自ら制作したコマによる大会を開催し、刈谷をPRする。

7,199

興

衣浦定住自立圏域観光PR事業

観光情報誌を作成し、圏域の観光情報を広くPRする。

6,588

福

障害者緊急一時保護居室確保事業

虐待を受けている障害者等の緊急保護体制を整備する。

3,285

祉

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成 身体障害者手帳の対象とならない難聴児に対し、補聴器の購入/修理
費用の一部を助成する。
事業

見本市等出展支援事業

19,198

720

安 新 妊娠・出産・子育て包括支援事業

妊娠期～子育てを総合支援し、切れ目のない支援体制を構築する。

全

かりや健康マイレージ事業

市民の健康づくりの取り組みにポイントを付与し、サービスを行う。

354

特殊詐欺対策事業

高齢者に自動通話録音機を販売し、振り込め詐欺等を未然防止する。

1,383

民間保育所運営支援事業

認可保育園建設(築地)と、認可保育園への移行(中手町)を支援する。

927,356

ロタウイルス予防接種(任意)の費用を助成する。

497,797

防犯対策推進事業

街頭防犯カメラを210台増設、防犯灯新設及びLED化を進める。

189,477

特別養護老人ホーム等整備事業

特養を1か所、認知症高齢者施設等を2か所整備する。

119,967

放課後児童クラブ施設整備事業

東刈谷小の特別教室を改修し、定員超過に対応する。

富士松北保育園改築事業

老朽化した園舎の改築及び定員増をはかる。

613,611

継 幼稚園園舎改修事業

双葉幼稚園の大規模改造及び井ケ谷幼稚園、かりがね幼稚園改修の実
施設計を行う。

300,613

幼稚園園舎改築事業

神田町の第一学校給食センター跡地に、住吉幼稚園を移転新築すると
ともに、重原幼稚園を合併する実施設計を行う。

40,000

避難所看板更新事業

対応可能な災害種別表示と、英/葡語を入れた看板に順次更新する。

拡 予防接種事業

75,587

18,900

1,718

計
新 住民票等コンビニ交付システム導入事業
画
推 拡 刈谷の魅力発信事業(拡充分)

H29.2月より、個人番号カードを利用し、全国48,000店以上のコ
ンビニで住民票等の証明書を発行できるようにする。

47,972

ふるさと納税者への返礼として、市の特産品を送付する。

14,219

進 継 公共施設等総合管理計画策定事業

公共施設等の総合管理計画を策定し、効率的な老朽化対策を行う。

9,843

３.一般質問をしました。
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１)ヤフー公金支払いなど、インターネット
による税金支払システムの早期導入を要望。
市答弁
多様な納付方法に対する住民ニーズは高まると予想されるが、
現行システムの更新に併せて付加する等、最適な導入ができる様努めていきたい。

さはらの提案＆要望
ネット通販の普及、高齢化に伴い、24時間いつでもどこでも納税できるWEBシ
ステムの潜在的ニーズは高い。近い将来の導入検討をお願いしたい。

２)提案してきた消防団員の飲食等割引制度の導入が実現。
外国籍市民との災害時協力体制の構築を提案。
市答弁
団員に割引等のサービスを提供してもらう「消防団応援の店」制度の早期導入を
検討してきたが、より広域利用できる県の制度を活用していきたい。

さはらの提案＆要望
市内には約3,800人の外国籍市民が居住しており、災害時の誘導や通訳として協力を得る事は大変重要。
市直轄の外国人消防団(機能別消防団)や、外国人が多い地区の分団に外国人枠を設けてはどうか。

３)親・子・孫3世代同居住宅の新築等取得補助や
女性が魅力を感じるまちづくりを提案。
市答弁
３世代同居住宅は、国の補助制度が始まって間もなく、今後の動向を注視していきたい。
施策の企画立案、推進プロジェクトやW/G等に若手職員や女性職員が積極的に
参画できるよう配慮している。今後も女性をはじめ幅広い世代の視点を活かせるよう努めていく。

さはらの提案＆要望
先日視察した福岡市は人口増加が著しく、周辺市の市民が吸い取られていると感じた。名古屋も人口が増
えており、リニア開通を機に名古屋に住みたいと考える人は更に増えるはず。刈谷は35～44才の持ち家世
代が3年連続転出超過となっている。既に名古屋に吸い取られていないか。居住地として選ばれるためには
早急に実効性・即効性のある定住支援策を打ち出すべき。

４.議案等の審議結果です。
3/9企画総務委員会 議案1：刈谷市自治基本条例の一部改正について 議案2：行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 議案3：刈谷市人事行
政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について 議案４：刈谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正について 議案5：刈谷市議会の議員の議員報
酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について 議案6：特別職に属する職員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正について 議案7：職員の給与に関する条
例等の一部改正について 議案8：刈谷市職員の退職管理に関する条例の制定について 議案9：刈谷市行政不服審査会条例の制定について 3/10福祉経済委員会 議案10：刈谷
市遺児手当支給条例及び刈谷市母子家庭等医療費支給条例の一部改正について 議案11：刈谷市職員定数条例等の一部改正について 3/11建設水道委員会 議案12：市道路
線の認定、廃止及び変更について 議案13：刈谷市道路占用料条例等の一部改正について 議案14：刈谷市手数料条例の一部改正について 議案15:刈谷市都市公園条例の一部
改正について 3/14文教委員会 議案16:刈谷市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例等の一部改正について 議案17:刈谷市いじめ問題対策委員
会及び刈谷市いじめ問題調査委員会条例の制定について 議案18:刈谷市スポーツ推進審議会に関する条例の一部改正について 議案19:刈谷市体育施設条例の一部改正につ
いて 予算審査特別委員会 議案20～23:平成27年度刈谷市一般会計補正予算（第5号）ほか3議案 議案24～31：平成28年度刈谷市一般会計予算ほか7議案 議員提出議案1:地方
法人課税の見直しに対する意見書 議案は全て原案可決

◆議員提出議案『地方法人課税の見直しに対する意見書』が採択されました。
企業税収の多い自治体が減収となる地方法人課税は、刈谷市も大きな影響を受けます。刈谷市議会として是正を求
める意見書を国に提出します。

◆刈谷市いじめ問題対策委員会及びいじめ問題調査委員会が設置されます。
いじめ防止対策推進法の施行に伴い設置されるもので、いじめ対策を審議するとともに、重大事態発生時は事実関
係を調査の上、明確にする事でいじめ防止、早期発見、再発防止に取り組みます。

５.文教委員会で提案・要望しました。
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☆情報モラル教育の更なる充実を提案
2年前刈谷が始めた「スマホ規制」は全国の注目を集めた。形骸化させないよう引
き続き取り組んで頂きたい。啓発標語を子ども達で考えるのも良い。トラブルが発生し
ても、子ども達自身が解決する事に加え、子ども相談センター等がセーフティーネット
として機能する環境を構築して欲しい。

☆ノーマライゼーションのまちづくりを体現する方策を提案
H30.4開校予定の特別支援学校は、障がいのある子とない子が交流しながら成長する。この目的に
沿った、親しみやすい愛称をつけてはどうか。特別支援教育の機能が格段に向上してきた。障がいに対す
る市民の理解を深め、ノーマライゼーションのまちづくりを更に進めて欲しい。

☆公共施設の大規模工事における安全対策徹底を要望
小垣江東小は、校舎の大規模改造、特別支援学校建設、第一給食センター建設という、３つの大きな
工事が同時に行われる。騒音や安全面、工事業者間の情報共有に十分配慮するとの事だが、万全な安全
対策をお願いしたい。

☆ＩＣＴ(Information and Communication Technology)教育の適切な導入を要望
ICT教育の意義は、楽しく学びながら学習の質やコミュニケーション能力を向上させ、グローバル社
会を生き抜く力を身に付ける事である。検討部会でコストや業務負荷を分析し、先生方、児童生徒双方
にとって最適な導入方法を検討して欲しい。特別支援教育にも活用すべき。

☆リオ～東京五輪に向け、ホームタウンパートナーとの更なる連携を提案
市内を拠点とする12スポーツチーム「ホームタウンパートナー」と、市民との距離を更に縮めて欲し
い。パートナーの紹介リーフレットは、ホームゲームがないチームの試合日程も掲載すべき。また、合意が
得られれば、市民と選手のふれあいトークショーを開いてはどうか。パートナーから五輪出場選手が出れば、
その経験を伝える場にもなる。ぜひ検討して欲しい。

６.トピックス：刈谷城復元の実施設計が行われます。
おおよその位置

刈谷球場

体育館
体育館

城池
子亀池

体育館南

太枠内が平成32年度完了を目指す部分。建造物：辰巳櫓、多門櫓の一部。石垣：
最大高さ約7.6m、面積約1,700㎡ 。概算事業費：約30億円。

７.平成２８年３月定例会を振り返って
平成28年度予算全体を見渡しつつ、近い将来と未来に向けたまちづくりに必要な
施策を提案しました。
結果的に県の制度を活用する事になりましたが、2年前から提案してきた消防団員
割引制度が実現し、税金のネット支払いシステムや文教委員会で提案した諸施策つい
ても、手応えが感じられたのは収穫でした。
刈谷城の復元は、「市民の心に残る原風景、アイデンティティ(誇り)」「刈谷と周
辺市町の歴史物語の核」となりうるのかを見定めていきたいと思います。
今すべき事をよく考え、刈谷の未来をコーディネイトしていく議員力の向上、スキ
ルアップに引き続き取り組んでまいります。

さはら充恭後援会事務所(ご意見・ご要望はこちらまで)
〒448-8651 刈谷市豊田町1丁目1番地 トヨタ紡織労組内
Tel:0566(26)0385 Fax:0566(26)0415 E-mail:mmi2002@katch.ne.jp
不在時はお手数ですがTel:0565(52)3224までご連絡お願いします。
HPアドレス= http://www.m-sahara.jp パソコン･スマホでどうぞ!

刈谷市議 さはら

