
　秋涼の候　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。8月の役員改選で企画総務委員会
の副委員長に選任されました。2年前の福祉経済委員会
に続き、2度目の副委員長を仰せつかり、身が引き締ま
る思いです。責任をしっかりと受け止め、職務にまい進
していこうと思います。
 変わらぬご指導ご鞭撻を心よりお願い申し上げます!
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みつ  やす

１)８月臨時会報告

平成２６年１０月発行

井ケ谷町の洲原池では、11/2(日)に
30数年振りに水を抜く『池もみ』が実施され、

生物調査や清掃が行われる予定です。

○会派構成
  ※1自民クラブ7名、市民クラブ7名(私の所属会派) 、公明クラブ3名
   清風クラブ3名、日本共産党3名、志誠会2名、新自民クラブ1名

○さはらの新たな役職
  企画総務委員会副委員長、都市施設管理協会理事

２)９月定例会報告

※1= 議長、副議長は所属会派を離脱しますのでカウントされません。

★ 役員改選で企画総務委員会副委員長に選任されました。

刈谷市議会議員
企画総務委員会副委員長
都市施設管理協会理事

さはら充恭

○自動車購入等事業 8,699千円

「究極のエコカー」と呼ばれる燃料電池自動車(ＦＣＶ)を
　率先導入し、普及啓発をはかる。

○横断歩道橋新設改良事業 200,000千円

 通学路の重原横断歩道橋を架け替え、歩行者・自転車の
 交通安全確保と歩道橋利用者の利便性向上等をはかる。

○空調整備事業 352,000千円

 全幼稚園の保育室(127室)に冷暖房設備を設置する。

１．補正予算案が可決しました。主な事業をご紹介します。

○予防接種事業・高齢者予防接種事業 58,715千円・22,268千円

 幼児の水ぼうそう予防接種及び高齢者の肺炎球菌予防接種の定期接種化に対応する。

イラスト 来夢来人

単位:億円

会計名 補正前 補正額 補正後

一般会計 517.4 22.5 539.9

特別会計 248.5 1.1 249.6

企業会計 39.7 0 39.7

合計 805.6 23.6 829.2



単位:千円

H25年度決算 対前年増減率 H24年度決算

総 56,329,418 8.1% 52,092,767

計 歳入 25,866,326 2.8% 25,154,624

決 計 ① 82,195,744 6.4% 77,247,391

算 50,719,860 11.8% 45,382,115

額 歳出 23,430,309 2.8% 22,802,058

計 ② 74,150,169 8.7% 68,184,173

③ 8,045,575 -11.2% 9,063,218

④ 750,854 37.0% 548,158

⑤ 7,294,721 -14.3% 8,515,060

-1,220,339 － 2,431,223

実質収支③－④

単年度収支(H25⑤－H24⑤)

区分

形式収支①－②

翌年度繰越金

一般会計

特別会計

一般会計

特別会計
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● 決 算 所 見 歳入総計は対前年比約49.5億円増加(+6.4％)、歳出総計は対前年比約59.6億円
(+8.7%)増加し、実質収支は約73億円、単年度収支は約12.2億円のマイナスとなりました。財政力指数は
再び上昇、経常収支比率及び公債費比率は低下しており、財政構造の健全性は良好な水準にあると判断され
ます。また、財政調整基金残高は約107億円でした。

２．平成25年度決算が認定されました。

9/10福祉経済委員会 請願第3号：すべての子どもたちがゆたかに育つよう制度の拡充を求める請願=不採択 陳情第4号：手話言語
法制定を求める意見書の提出を求める陳情=採択 議案35:刈谷市社会福祉事務所設置条例の一部改正について 議案36：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37：刈谷市心身障害者医療費支給条例の一部改正について 議案38:刈谷市精神障害者医療
費支給条例の一部改正について 議案39：刈谷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 議
案40:指定管理者の指定について（刈谷市立おがきえ保育園） 議案41:刈谷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条
例の制定について 議案42:刈谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について=いず

れも原案可決 9/11建設水道委員会 議案43:刈谷市公共駐車場条例の一部改正について 議案45: 刈谷市下水道条例の一部改正

について=いずれも原案可決　議員提出議案2：刈谷市亀城公園等整備基金条例の廃止について=否決  9/12 文教委員会 陳情第５
号：国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情 陳情第6号：愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情=
いずれも採択 陳情第7号：私立高校生の父母負担を軽減し、学費の公私格差を是正するために市町村独自の授業料助成の拡充を求める陳
情=不採択　陳情第8号：定数改善計画の早期実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める陳情=採択 議案46：指定管理者の

指定について（刈谷市総合文化センター）=原案可決　9/24決算審査特別委員会 認定1:平成25年度刈谷市一般会計歳入歳出決

算認定について 他9議案 いずれも認定 9/24予算審査特別委員会　議案４７:平成25年度刈谷市一般会計補正予算（第2号） 他2議
案　いずれも原案可決

３．陳情･請願･議案等の審議結果

　来年4月開始予定の『子ども・子育て支援新制度』に関連した条例が制定されました。
　地域ニーズに即した多様な子育て支援を行う事が目的であり、その動向が注目されます。



４．企画総務委員会で提案・要望しました。

１．通学路への防犯カメラ設置による不審者対策を提案
★さはらの提案　地域、行政、警察が一体となった高いレベルの防犯活動のおか
げで、刈谷の犯罪は減少傾向にあるが、性犯罪は増加しており、登下校時の児童
生徒を狙った不審者の出没が後を絶たない。刈谷駅周辺や総合運動公園で防犯カ
メラが効果を発揮しているので、通学路にも設置を検討すべき。大阪府箕面市
が、通学路に750台ものカメラの設置を検討している。プライバシーへの配慮
は必須だが、通学路への設置もぜひ検討して欲しい。

④防犯パトロールを強化して頂きました。
　東刈谷の市民の方より、「夜間に不審な車輌を目撃した」「家財が盗難にあっ
た」との連絡を立て続けに頂きましたので、発生地点周辺を青色パトロールカーの
巡回コースに追加しました。

①②豪雨時の冠水対策を行いました。
　①北部生涯学習センター周辺道路の冠水対策として、側溝に堆積した土砂の除去作
業を行いました。②幸町の企業さんの駐車場冠水対策として、雨水マスや側溝の改修
工事を行いました。

　行政に要望を伝えるだけではなく、「こんな事をやってみてはどうか」という提
案型の活動に取り組んでいます。市への要望は多様化しており、部署間をまたぐ仕
事や、すき間を拾うような仕事も増えています。議員が部署間連携を促したり、新
たなアイデアを出す事により、市の職務遂行能力が 大化されるよう提言していき
たいと思います。

５．平成２６年９月定例会を振り返って

３)皆様から頂いた『くらしの相談』対応事例をご紹介します。

③幹線道路の街路樹の害虫駆除と剪定作業を行いました。
　刈谷駅北口⇔一色町交差点を結ぶ市道の街路樹に発生した毛虫を駆除するととも
に、秋口の再発生に備え、全街路樹を丸刈りにしました。毎年繰り返し発生する
為、恒久対策として別種の街路樹への植替えを要望しています。

①

②

④

２．FCV(燃料電池車)及び水素ステーションの普及支援を要望

★さはらの要望　ＦＣＶは日本の高度な技術力を結集した夢の車。自動車産業の
裾野は広く、ＦＣＶと水素ステーションの普及が日本のモノづくりの将来を左右
すると言っても過言ではない。量産開始が近づき、国・県が補助金制度の整備を
進めているが、加えて、日本を代表するモノづくりのまち刈谷としても、独自
に、これらの普及をバックアップしていく事を検討願いたい。

３．「消防団員割引制度」の導入を提案
★さはらの提案　消防団への側面支援として、市内の飲食・物販店等で割引を受
けられる「消防団員割引制度」を導入してはどうか。手軽に利用できる上に、こ
うした機会を通じて市民から「ご苦労様」と慰労の声をかけて頂いたり、活動へ
の理解が深まれば、やりがいや新たな団員確保にも繋がるはず。『消防団に地域
が感謝と尊敬の念を持って接するまちづくり』を進めて欲しい。

４．より効果的な交通安全啓発活動を提案

★さはらの提案①「夢と学びの科学体験館」オープンにあわせた啓発活動
来春、交通児童遊園に隣接する科学体験館がオープンすると、両施設の来場者が
飛躍的に増える。このタイミングで、親子で交通安全を学ぶ機会(クイズラリーや
交通安全教室等)を設ければ、効果的な啓発活動となり、交通児童遊園の本来の使
命を果たす事にもなる。

★さはらの提案② 「生命(いのち)のメッセージ展」の開催　この展示は悪
質なドライバーが引き起こした交通事故等により、理不尽に生命を奪われてし
まった方々のアート展(内閣府、文科省、法務省、国交省後援)である。亡くなら
れた方の等身大の人型の胸部にご本人の写真、亡くなった経緯、残された家族の
言葉が貼られ、足元に生前履いていた靴が置かれる。私も実際に見たが、誰もが
言葉を失うほど啓発効果は高い。ぜひ開催を検討願いたい。

③



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

４） トピックス

５） 活動プレイバック

　私の所属会派「市民クラブ」7名は、平成27年度予算編成に関す
る要望書(重点政策44項目、継続･新規政策24項目の計68項目)を竹
中市長に提出しました。例年は10月に提出している要望書を3ヶ月
前倒しした狙いは、早い段階から予算編成の俎上(そじょう)に載せて
頂き、内容を十分検討してもらう事です。また、重点要望テーマを
明確化したり、要望内容をより具体化するなど、提案方法も工夫し
ています。一つでも多く次年度予算に盛り込んで頂きたいと思いま
す。

・社会実験の場所と概要(イメージ図ご参照)
刈谷駅前線を刈谷駅北口に向かって一方通行とし、
片側車線に歩道、イベントスペース、駐禁エリア等
を設置する。

・社会実験の狙い
　地元商店街主催の賑わい創出イベント、刈谷産業まつり、
　デンソー夢卵の開催に合わせて実施し、賑わい創出
  効果や車や歩行者が周辺道路に与える影響を調査する。
・安全対策
　案内看板や安全柵の設置、保安員の配置等を行う。

１．7/30 『平成27年度予算編成に関する要望書』を竹中市長に提出しました。

３．10/1 刈谷豊田総合病院の新2棟がオープンしました。

２．10/30～11/2 刈谷駅前線を一方通行にする社会実験が行われます。ご注意下さい。

　6月定例会でさはらが問題提起した
歩行者･自転車の※乱横断や、路上
駐車問題等についても実態調査が
行われる予定です。
※横断歩道や信号以外の場所を横断すること

  新たに建設された新2棟には、緩和ケア病棟や、高度医療
施設のある小児病棟が整備され、1.2階の新健診センター
には、女性専用エリアも新設されました。また、屋上には
庭園が設置されるなど、圏域住民に更に高度かつ質の高い
医療サービスを提供する体制が整いました。

・お願い 期間中に行われるアンケート調査にご協力下さい。

刈谷駅北口

相生町交差点

桜町交差点

至 産業振興センター

北

一方通行化

セブンイレブン

サンクス

観光案内所

歩道等設置
エリア



財政力指数 経常収支比率 公債費比率 単位:億円

H21 1.49 H21 76.3 H21 3.4
会計名 補正前 補 正 額 補正後

H22 1.22 H22 80.9 H22 3.8
一般会計 517.4 2 2 . 5 539.9

H23 1.12 H23 77.6 H23 3.5
特別会計 248.5 1 . 1 249.6

H24 1.08 H24 77.7 H24 3.0
企業会計 39.7 0 39.7

H25 1.24 H25 74.8 H25 2.3
合計 805.6 2 3 . 6 829.2


