
増減額(億円) 伸率

44.4 9.4%

9.2 3.8%

3.9 10.9%

57.5 7.7%

会計名 本年度予算(億円)

805.6

517.4

248.5

39.7

合計

一般会計

特別会計

企業会計

前年度予算(億円)

473.0

748.1

239.3

35.8

市債(借
金)0.8%

給食費などの
諸収入4.0%

住民税など
67.5%

国・県からの
支出金など

20.6%

分担金・負担
金など7.0%

一般会計予算
517.4億円
歳入内訳

議会運営に
0.8%

消防･防災に
3.0%

農業･商工業など
に4.3%

借金の返済に
4.6%

住民登録・交通安
全などに9.7%

保健･衛生に
10.0%

教育･生涯学習に
15.1% 道路建設･災害対

策などに
17.0%

福祉・子育て支援
に

35.5%

一般会計予算
517.4億円
歳出内訳

市税は14.3%の増収を見込んでいます。 福祉関連の歳出が増加しました。

一
般
会
計
の
内
訳

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。

刈谷市議会議員
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さはら充恭
みつ  やす

１)３月定例会報告

平成２６年４月発行

　春陽の候 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。新たな門出を迎えられた
皆様のご多幸とご健康をお祈りいたします。
　H26年度当初予算は、各分野にまんべんなく予算
が配分され、将来の為にすべき事も盛り込まれてい
ましたが、消費増税の影響など懸念材料もあります
ので、引き続き市の動向をしっかりと注視してまい
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
建設水道委員会委員
都市計画審議会委員

１．平成26年度当初予算案が可決しました。



事業費

都 210万円

市 3,511.9万円

環 2,000万円

境 2,500万円

1.47億円

1,520万円

5.8億円

2.72億円

教 特別支援学校整備事業 1,390万円

育 第一学校給食センター建設事業 1,220万円

文 中学生被災地派遣事業 90.3万円

化 歴史博物館建設事業 6,219.6万円

2.36億円

－ 6.6億円

産 5,173万円

業 8,000万円

振 2,250万円

興 － 500万円

福 180万円

祉 4.88億円

安 5.53億円

全 750万円

1,315.6万円

1,418万円

3,234.1万円

6.46億円

2,409万円

4,937.3万円

1.54億円

－ 1,800万円

計 2,335万円

画 52.7万円

推 拡 280.5万円

進 － 856.8万円

かつなりくんの原付用ナンバープレート500枚を希望者に交付する。

地域活動活性化事業 地域の課題解決や活性化活動に交付金を支給する。(3モデル地区)

新
ご当地ナンバープレート導入事業

拡

事業概要

小垣江東小内に建設する為の基本設計を行う。

石巻市に代表生徒24名を派遣し、ボランティア等を行う。

刈谷の歴史を適切に管理する博物館の基本設計を行う。

老朽化した磁気反転式表示盤をフルカラーLED方式の電光掲示盤に更
新する。

分類

園舎改築事業 さくら保育園及び富士松南保育園の新園舎設計・建設を行う。

ウェーブスタジアム刈谷電光掲示盤更
新事業

新

主な事業名

EV、PHV(個人用)の車両本体価格の10% 上限30万の補助を行う。

HV、天然ガス自動車(個人・事業用)に 5万円/台の補助を行う。

超小型電気自動車購入費補助事業 コムス等の車両本体価格の10%、上限7万の補助を行う。

駐輪場整備事業 野田新町駅南口の仮設345台分を撤去し、377台分を新設する。

市営住宅長寿命化整備事業 市営下重原住宅の増改築の基本設計を行う。

草野川改修・水門遠隔操作化事業 井ケ谷町の草野川流域の浸水被害防止をはかる。

南桜町(刈谷駅南口)の再開発ビル整備補助を行う。

園路整備、発掘調査、用地取得等を行う。

岩ヶ池公園整備 駐車場拡張用地取得及び大型遊具(ミニ汽車)を導入する。

住宅耐震改修補助制度にシェルター設置費の補助等を加える。

低公害車購入費補助事業

市内13避難所周辺に標高及び避難所への誘導表示板を設置する。

地域防犯夜間巡回委託事業 毎日午後10時～翌朝4時まで3台の青パトで市内を巡回する。

見本市等出展支援事業 中小企業者の見本市出展費用を補助する。

脳ドッグ事業

優良建築物等整備事業

障害者グループホーム整備促進事業

8,700万円EV、PHV(事業用)に15万円/台の補助を行う。

小規模企業者設備投資促進補助事業
中小企業基本法に定める従業員20名以下(商業・サービス業5人以下)
の小規模企業者の設備投資補助を行う。

亀城公園再整備・周辺整備

中央児童館のリニューアルやプラネタリウム更新を行う。

東陽町名店街跡地の14階建マンション整備補助を行う。

仮称:夢と学びの科学体験館整備事業

第52回技能五輪を開催し、モノづくりのまちをPRする。

小垣江東小内に併設する為の基本設計を行う。

民間保育所運営支援事業

刈谷駅前観光案内所を本設置する基本設計等を行う。

市内にグループホームを整備した事業者に補助金を交付する。

仮称:もりの風かりや保育園(一ツ木町)の新設補助、民間の認可保育所
の運営補助等を行う。

空調設備整備事業 幼稚園全園の保育室(128室)に冷暖房設備を整備する。

募集定員を600人→700人に拡大し、脳疾患等の早期発見を図る。

対象家庭の児童一人につき、国･県より各1万円を支給する。

新

拡

－

防犯カメラ設置事業

児童クラブ施設整備事業

新

技能五輪全国大会開催事業

新

子育て臨時給付金事業(所得制限あり)

観光PR施設整備事業

侵入盗多発地域、駅駐輪場、公共駐車場に防犯カメラを設置する。

一般旅券発給事業 H26.4.1より市民のパスポートの申請・交付業務を市役所で行う。

標高・避難所誘導表示板整備事業

震災対策整備事業 マンホールトイレがある10公園にソーラー照明を設置する。

刈谷の魅力発信事業 かつなりくんや盛上げ隊等により刈谷市の魅力を市内外に発信する。

わが家の地震対策事業

富士松北小及び小垣江小の児童クラブ定員増を図る。

分類凡例: 新=新規 拡=拡充 －=継続その他

ご当地
ナンバー

２.平成26年度予算の主な事業をご紹介します。



●補正額は約31億円でした。
　主な事業
   ･一般旅券収入印紙購入基金積立事業 1,000万円
　 ・通学路整備事業　1,600万円
　 ・公共施設維持保全基金積立事業 約29億円　など

Q.重原横断歩道橋架け替えの進捗状況について

Q.市道の雪氷凍結対策について

◆公共施設維持保全計画を推進する基金を積み立てています◆

●件名１『高年齢者の働く意欲や経験を活かす施策について』
Q:高年齢者の労働意欲や活力を生かす新たな事業展開は進んでいるか?
A:H26.1からスタートした介護予防ポイント事業は、高齢者の生きがいづくりと
自らの健康増進に積極的に取り組むことで介護予防効果が期待できる。シルバー
人材センターの「刈谷シルバー生活支援隊」は、ごみ出しや電球の取り替え等、
１回30分程度の簡単な日常生活支援を500円（ワンコイン）で請け負っている。

●件名2『障がい者の特別支援のあり方について』
Q:市の障がい者就労支援事業により、どのような効果が得られているか？
A：障害者自立支援協議会に就労支援部会を設置した。また、就労移行支援事業所と障害のある方の雇
用を検討している企業のマッチングの場として「障害者雇用アップセミナー」を実施し、29社に参加
頂いた。このうち数社より就労移行支援事業所と再度話をしたいとの申し入れがあった。

★さはらの要望
高齢化社会を迎え、元気な高年齢者が生涯活躍できるステージの充
実や、互いに支えあう仕組み作りは必須。シルバー人材センターの
再興や新たな職域開発に積極的に取り組むべき。例えば喫緊の課題
である買い物支援(買い物代行、買い物に同行する買い物サポート、
インターネット買い物支援、買い物バスの運行など）や、トラベル
ヘルパー事業(お墓参りや結婚式等の移動支援)、よろず相談事業(電
化製品やITのトラブル対応)、街路樹の剪定などに元気な方の力を借
りてはどうか。

★さはらの要望
企業は『実際にどう働いてもらえれば良いのか、どういう工夫をすべきか』を知りたがっている。例
えば民間の特例子会社の協力を仰ぎ、現地現物で就労の実態を見学したり、雇用ノウハウを伝授して
貰う事はできないか。また、各事業所での作業も見て頂くなど、マッチングの質を高めて頂きたい。

★さはらの要望
利便性、安全性、耐震性がどう向上するか、工事中の迂回方法をどうするのかなどを丁寧に説明して欲しい。地区
が納得し、末永く使える歩道橋を建設して頂けるよう要望する。

★さはらの要望
記録的大雪が関東甲信越に大きな被害をもたらした。積雪への備えは自己責任とはいえ、刈谷市民が不慣れなの
は明らか。もし刈谷で想定外の雪が降ったらどうなるか。現在は積雪が予想される日の前夜に、市内49箇所で凍
結防止剤を散布しているとの事だが、今後も状況を見ながら適切な雪氷凍結対策を講じて頂きたい。

３.質問質疑(一般質問)を行いました。

４.建設水道委員会で質問・要望しました。

５.補正予算案が可決しました。

　市の公共施設の維持管理費は、今後40
年で平均約46億円/年かかると試算されて
います。特に昭和40～50年代に集中整備さ
れた教育関連施設の更新は大きな課題で
す。そこで刈谷は「刈谷市公共施設維持保
全計画」を策定し、必要な将来負担の把握
と、今後の財政負担の平準化に取組んでい
ます。今回の補正予算では、将来負担に備
えた基金(資金)として約29億円を積み立て
ました。

 北

今後更新される教育関連施設の例

保

小垣江東小

給 特

第1給食センターを
小垣江東小内に移設

幼

住吉幼稚園を
第1給食センター跡に移設

さくら保育園を対面の
神田公園に新設

小垣江東小に
特別支援学校を併設

単位:億円

会計名 補正前 補正額 補正後

一般会計 506.4 28.8 535.2

特別会計 242.8 2.2 245.0

企業会計 35.7 0 35.7

合計 784.9 31.0 815.9



●市政レポートについて
　郵送に際し､お名前や住所の誤記など失礼が生じた際は深くお詫び申し上げますとともに、変更内容等につき
ご一報頂ければ幸いです。尚､個人情報は厳重に管理し、政治活動以外には一切使用致しません。

3/11 東日本大震災鎮魂イベント

3)活動プレイバック

さはらみつやす後援会事務所(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

1/24トヨタ紡織課長会 2/3刈谷市議会議員研修会 2/4市民クラブ会派視察

　今回の質問質疑(一般質問)では、障がい者支援の充実について強く訴えまし
た。刈谷市は平成30年に、肢体不自由のお子さんの為の特別支援学校を小垣江
東小内に開校する予定です。この学校は、障がいを抱えるお子さんとそのご家族
を全面支援するとともに、市全体の特別支援教育をバックアップしていきます。
ノーマライゼーション(障がいの有無に関わらず生活できる事)のまちづくりを大
きく前進させる素晴らしい取り組みですが、安城養護学校のマンモス化が顕著で
ある為、知的障がいのお子さんも受入れるべきとの提言をいたしました。

3/4 企画総務委員会 議案1町及び字の区域の変更について 議案2刈谷市職員の公益的法人等への派遣に関する条例の一部改正について 議案3災害
応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当に関する条例の一部改正について 議案4刈谷市一般旅券収入印紙購入基金条例
の制定について 3/7建設水道委員会 議案5市道路線の認定、廃止及び変更について 議案6刈谷市道路占用料条例の一部改正について 議案7衣浦東
部都市計画事業北刈谷第二土地区画整理事業施行条例の廃止について 議案8刈谷市水道工事分担金徴収条例等の一部改正について　3/10文教委員
会　議案9刈谷市青少年問題協議会条例の一部改正について 議案10刈谷市社会教育委員設置に関する条例の一部改正について＝ここまでいずれも原
案可決　議案11平成25年度刈谷市一般会計補正予算（第4号） 議案12平成25年度刈谷市刈谷小垣江駅東部土地区画整理事業特別会計補正予算（第2
号） 議案13平成25年度刈谷市下水道事業特別会計補正予算（第3号） 議案14平成25年度刈谷市国民健康保険特別会計補正予算（第2号） 議案15平成
25年度刈谷市介護保険特別会計補正予算（第3号） 議案16平成26年度刈谷市一般会計予算 議案17平成26年度刈谷市刈谷小垣江駅東部土地区画整
理事業特別会計予算 議案18平成26年度刈谷市刈谷野田北部土地区画整理事業特別会計予算 議案19平成26年度刈谷市下水道事業特別会計予算 議
案20平成26年度刈谷市国民健康保険特別会計予算　議案21平成26年度刈谷市後期高齢者医療特別会計予算 議案22平成26年度刈谷市介護保険特
別会計予算 議案23平成26年度刈谷市水道事業会計予算＝各常任委員会の予算審査特別委員会分科会にていずれも原案可決

6.議案の審議結果です。

２)トピックス

・申請・受取場所 刈谷市役所１階東の市民課旅券窓口
・受付時間 月曜日から金曜日までの平日
 　申請:前９時～午後５時まで 受取:午前９時～午後５時まで（金曜日は午後６時まで）
・お問合せ先 市民課 電話：0566-95-0006　ＦＡＸ：0566-62-1202

■ 4/1より市役所でパスポート申請・受取が可能となります ■

　『笑顔と夢があふれる安心安全予算』と銘打った平成26年度予算は、私と会派｢市民クラブ｣の要
望事項も含め、各分野にまんべんなく予算が配分されていました。公共施設維持保全基金の積立な
ど、将来への備えも着実に推進されています。しかしながら、消費増税の影響や法人住民税の国税化
に伴う税収減など、先行きの不透明感もあり、不測の事態も起こるかも知れません。昨年同様、緩み
かかった手綱を締め直し、経済情勢の変化に一喜一憂しない、確かな基礎体力を持つまちづくりを提
言してまいります。

７.平成26年３月定例会を振り返って 。



歳入グラフ 歳出グラフ

住民税など 67.5% 福祉・子育て支援に 35.5% 民生費
国・県からの支出金など 20.6% 道路建設、災害対策などに 17.0% 土木費
分担金、負担金など 7.0% 教育･生涯学習に 15.1% 教育費
給食費などの諸収入 4.0% 保健･衛生に 10.0% 衛生費
市債（借金） 0.8% 住民登録・交通安全などに 9.7% 総務費

借金の返済に 4.6% 公債費
99.9% 農業・商工業などに 4.3% 商工費等

消防･防災に 3.0% 消防費
議会運営に 0.8%

100.0%

単位:億円

会計名 補正前 補正額 補正後

一般会計 506.4 28.8 535.2
特別会計 242.8 2.2 245.0
企業会計 35.7 0 35.7

合計 784.9 31.0 815.9


