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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。 

３月定例会報告  

 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。 
来年度予算は法人市民税が44.9％(約19億円)減、リーマンショック以来
の減少幅を見込む一方で、一般会計は２％増の574億円で、過去2番目の
規模となりました。 
 危機感と緊張感を持ちつつ、激動の時代をたくましく生き抜く刈谷市づ
くりにとりくんでまいります。 
 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   

2017年4月 

１．平成２９年度当初予算案が可決しました。 

２５ 

※下水道事業会計が特別会計から企業会計に移行した影響により、伸び率が大きく変動しています。 

一般会計予算
574.5億円
歳入内訳

福祉・子育て支援に
33.6%

道路建設･災害対策

などに

15.0%
教育･生涯学習に
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保健･衛生に
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住民登録・交通安

全などに10.3%

借金の返済に
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一般会計予算
574.5億円
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国・県からの
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金など11.3%

諸収入3.9%

市債4.6%



事業費(千円)

都 新 刈谷駅北地区整備事業 刈谷駅北口に建設予定の新ビルの建築補助を行う。 82,400

市 刈谷駅及び刈谷駅周辺のまちづくり基本計画を策定する。 6,192

環 拡 ひまわり、刈谷HWO、市役所のバス停に運行情報モニターを設置する。 819

境 継 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。

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。

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。

車両本体価格の10%、上限7万円の購入補助を行う。 350

刈谷駅北口の刈谷駅前線東歩道側の電線類地中化工事等を行う。 82,813

歩道整備事業 御幸町地内の歩道の段差解消工事を行う。 38,000

市道2-496号線他道路新設改良事業 銀座周辺の道路約135mを拡幅及び歩道を設置し、歩行者の安全を確保する。 126,071

都市交通計画調査推進事業 (仮称)刈谷スマートIC整備、刈谷駅のホーム拡幅等の検討を行う。 75,308

銀座AB地区整備事業 三菱UFJ銀行横に建設予定の新ビルの建築補助を行う。 134,395

教 新 加藤与五郎没後50年記念事業 8,992

育 全国アマチュアオーケストラフェスティバル開催事業 1,300

文 学校司書配置事業 3名の学校司書を配置し、小中学校生の読書活動を支援する。 3,230

化 継 空調設備整備事業 612,000

特別支援学校建設事業 小垣江東小の一部を増改築し、特別支援学校(肢体不自由)を建設する。 552,343

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。 1,715,000

刈谷偉人伝等制作事業 13,240

特別企画展開催事業 夏休みに夢と学びの科学体験館で「錯覚ミュージアム」を開催する。 22,500

産 新 人材確保事業 中小企業が市外の合同企業説明会へ出展する際、費用の一部を補助する。 4,500

業 創業者支援事業 市内で創業する個人に対し、創業に要する経費の一部を補助する。 3,000

振 拡 小規模企業者設備投資促進補助事業 小規模企業者の設備投資の一部を補助し、経営基盤の強化を図る。 20,000

興 継 見本市等出展支援事業 中小企業者が製品等の見本市に出展する際、費用の一部を補助する。 2,000

福 新 強度行動障害加算事業 強度行動障害者を受け入れた施設に経費の一部を補助する。 6,059

祉 県営防災ダム事業 耐震性が不足している岩ヶ池の堤体等の改修を行う。 1,650

安 拡 182,438

全 民間保育所運営支援事業 高須町と池田町に新設する認可保育園の建設費、祝日保育を補助する。 1,325,912

消費者行政活性化事業 消費者生活センターを開設し、消費生活に関する相談に応じる。 2,537

防犯対策推進事業 防犯灯の新設・LED化及び防犯カメラ増設を行う。 161,700

わが家の地震対策事業 103,554

継 特別養護老人ホーム等整備費補助事業 港町に建設する特別養老人ホームの建築費を補助する。 33,000

日高保育園大規模改造事業 老朽化した保育園を改修し、良好な保育環境の維持をはかる。 343,931

住吉幼稚園移転新築事業 老朽化した住吉幼稚園を重原幼稚園と合併し、移転新築する。 74,911

橋りょう補強事業 市内全域の避難道路にかかる橋りょうの耐震化を行う。 105,060

計画 新 7,156

推進 拡 刈谷の魅力発信事業 7,597

82,450

放課後児童クラブ運営事業 放課後児童クラブの開設時間を拡大し、利用者の利便性を向上する。

総合文化センターと市民ボランティア活動センターに無料Wi-Fi環境
を整備する。

超小型電気自動車購入費補助事業

全中学校の普通教室等に空調設備を設置する。

住宅耐震診断、耐震改修費用を助成する。また、木造住宅段階的耐震
改修費補助の対象を拡充する。

市民の音楽活動の活性化をはかる。

石田退三氏(元豊田自動織機、元トヨタ自動車工業社長)や、高野鎮雄
氏(VHSの父)の功績を称え、アニメ化等を行う。

事業概要分野 事業名

中心市街地まちづくり基本計画策定事業

地域活動車両貸出事業
軽トラック6台を市役所及び各市民センターに配備し、地域活動用に
貸し出す。

名誉市民加藤与五郎氏の功績を広く紹介する。

低公害車購入費補助事業

刈谷駅前線道路新設改良事業

公共施設連絡バス停留所整備事業

分類凡例: 新=新規、拡=拡充、 継=継続  いらすとや 

２.平成２９年度予算の主な事業をご紹介します。 



１)施政方針について質問、提案 
 

３.会派「市民クラブ」を代表し、質問質疑(一般質問)をしました。 

いらすとや 

 全職員で毎日コツコツ経費節減に取り組み、激動の時代を全
庁一丸となって乗り越えていくマインドが必要。 

２)教育行政方針について質問、提案 
 

・「世界で活躍するんだ」という夢を持つかりやっ子の育成が、市の持続的発展につながる。 
・年齢や障害の有無に関わらず、有望アスリートを側面支援する事が、市民の誇りとなり、 
 子ども達の夢を育む、素晴らしい成果につながる。 
  例：津市で建設中の「サオリーナ(吉田沙保里選手の名を冠した屋内スポーツ施設)」 
    

・来年度はリーマンショック以来の減収が予測される。省
エネ活動など、職員全員で経費削減に努めて欲しい。 
・依佐美の工業用地整備など、土地利用に関する事業はご
苦労をおかけするが、スピード感を持って推進頂きたい。 
・刈谷の魅力発信事業は非常に重要。単発ではなく戦略的
なＰＲ活動が必要ではないか。 

・刈谷の教育と企業活動に連続性を持たせ、「ものづくりのまち刈谷」の未
来を創る教育を推進すべき。 
・ALT(Assistant Language Teacher=外国語指導助手)の人材バンク創
設は良い発想。海外駐在経験者などを登用し、外国の習慣なども子ども
達に伝えて欲しい。 
・新学習指導要領やICT教育の導入時は、教職員の業務負荷を十分考慮し
て頂きたい。 
・東京五輪を見据え、市内の企業チームに加え、個人アスリートや小中高
生のオリンピアン、パラリンピアン候補とのパートナーシップも検討すべき。 

３)諸施策(障がい福祉、消防団支援等)について質問、提案 

・特別支援学校(知的障がい)が西尾に建設されるが、刈谷への誘致も継続検討
願いたい。 
・特別支援学校(肢体不自由。小垣江に建設中)には愛称を付けるなどし、地
域に親しまれる学校にして欲しい。 
・「子ども発達支援センター(発達障がい等が心配されるお子さんを総合支援するセ
ンター)」の設立を検討すべき。 
・「消防団応援の店」制度など、消防団支援を拡充し、学生や女性もを含め
た団員加入を更に促進すべき。 

 発達障がいのお子さんの子育てには、様々な悩みがつきもの。診断、療育、学習相
談から生活相談まで、様々な悩みにワンストップで答えるセンターの設立が必要ではない
か。大人の発達障がいへの対応も含め、発達障がい者のライフステージ全体を支える事が
社会の要請となっている。しっかり取り組んで欲しい。 

４.議案等の審議結果です。 
3/9 企画総務委員会 陳情第1号：40年超の老朽原発に関する意見書提出を求める陳情=不採択 議案1：刈谷市自治基本条例の一部改正について 

ほか全9議案  3/10 福祉産業委員会 議案11：刈谷市介護保険条例の一部改正について ほか全4議案 3/13 建設委員会 議案14：市道路線の認

定及び廃止について ほか全5議案 3/14 市民文教委員会 請願第1号：幼稚園、小、中学校の給食費値上げをやめるよう求める請願、請願第2号：

児童クラブ利用料の値上げをやめるよう求める請願、陳情第2号：刈谷市の小・中・特別支援学校に通う第３子以降の給食の無料化を求める陳情

＝いずれも不採択 議案19：刈谷市生涯学習センター条例の一部改正について ほか3議案 予算審査特別委員会 議案22：平成28年度刈谷市一般

会計補正予算（第4号）、議案26：平成29年度刈谷市一般会計予算ほか全12議案 議案は全て原案可決 
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 さはら充恭後援会事務所(ご意見・ご要望はこちらまで) 

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 

 〒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。 

 先行き不透明な状況下ながら、未来に向け果敢に投資する基礎体力(財政力)があるのが刈
谷の強みです。状況変化に都度一喜一憂せず、やるべき事は粛々と進め、やりきる部分と、
ぎゅっと引き締めていく部分を織り交ぜた市政運営をして欲しいと思います。 
 今後は、刈谷駅～刈谷市駅周辺の「中心市街地まちづくり基本計画」の策定や、郊外に住む
高齢者や子育て世代を中心市街地に呼び込む「刈谷市立地適正化計画」の推進、刈谷駅北口
再開発などの大型事業が進められます。 
 平成32年(2020年)がひとつの節目になります。来訪者や定住人口の増加など、具体的
な成果に結びつくかを確認していきたいと思います。 

６.平成２９年３月定例会を振り返って 

５.トピックス：各種のインフラ整備事業が動き出しました。 

豊田IC 

豊田JCT 
伊勢湾岸道 

名古屋高速 

名古屋南JCT 
豊明IC 

名古屋港 

R419 

R23  

安城市 

大府市 

東浦町 

知多市 

東海市 

豊明市 

刈谷市 

岡崎市 

みよし市 

東名高速 

約4ha 

約3ha 

一里山地区工業用地 

10年後供給目標 

約16ha 

依佐美地区工業用地 

需要に応じた先行開発 

野田町二ツ池地区工業用地 

10年後の供給目標 

(仮称)西三河知多アクセス道路推進協議会が発足 

西三河と知多を結び、幹線道路をダブルネットワーク化する新道。 

県・国に早期事業化を要望していく。 

○物流の効率化。 

○R23の渋滞緩和 

○災害時の代替路線。 

○名古屋港やセントレアへのアクセス向上。 

様々な整備効果が 

期待されます！ 

(仮称)刈谷スマートＩＣの整備概要を公表 

伊勢湾岸自動車道刈谷ＰＡの上下線に設置する事とし、 

関係機関と連携しながら早期事業化を進める。 

○周辺道路交通の円滑化。 

○物流の効率化。 

○防災機能の充実。 

 

様々な整備効果が 

期待されます！ 
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