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市政レポート Ｖｏｌ.８刈谷市議会議員

さはら充恭
みつ  やす

　新春の候 皆様におかれましては幸多き春を迎えられた
こととお慶び申し上げます。旧年中は格別のお引き立てを
賜り厚く御礼申し上げます。
　昨年末の解散･総選挙により政権が交代し、国政は変わ
りつつありますが、私の使命は変わりません。更に議員力
を磨き、目指すまちづくり『活力と温もりあふれる刈谷市
づくり』に邁進したいと思います。本年も変わらぬご指導
ご鞭撻とご支援を心よりお願い申し上げます。

活力と温もりあふれる新刈谷市を!！

福祉経済委員会副委員長

イラスト わたなべふみ

１．補正予算案が可決されました!

◆ 補 正 予 算 に よ る 主 な 事 業 ◆

○※財政調整基金積立事業(10億円)
※財政調整基金=財源に余裕がある年に積み立てておく貯金で、財源不足時の穴埋めや災害時に取り崩します。

今回10億円を積み増した結果、107億円となり過去最大額となりました。

○エレベータ設置事業(約1.3億円)
東境、野田、今川市民館にエレベータを設置します。これで全ての

市民館への設置が完了となります。

○救急医療情報キット配布事業(約4百万円)
緊急時の備えとして、かかりつけ医療機関名や持病、薬剤情報、

健康保険証の写しなどを入れ、冷蔵庫にしまっておく専用キットを
高齢の方や障害をお持ちの方で対象となる方のうち希望者に配布します。

救急医療キット



４.議案･陳情･請願等

５.市当局からの報告
■公共施設連絡バス停留所の建設手続き漏れについて
今後の市の対応：愛知県との協議を通じ、既設分も含め適切に対応していく。

■市営住宅の一部の下水道使用料の賦課漏れについて
今後の市の対応：対象家庭を戸別訪問し、理解を頂きながら新規徴収を開始する。
過去の使用料については法律や過去の判例に照らし対応を検討。

２.トピックス(一般質問答弁より)

３.福祉経済委員会で質問しました!

平成２４年１２月定例会を振り返って

　財政調整基金が刈谷市制施行後初めて100億円を越えました。有事への備えとし
て、市民の安心を更に高めるものと評価します。2件の手続/賦課漏れについて市当
局は猛省していますので、前向きかつ適切に処理して頂きたいと思います。会派
「市民クラブ」からも再発防止の徹底を要請いたしました。

■H23年度一般会計歳入歳出決算認定について
歳入:約20.7億円　歳出:約19.3億円　差引残額：約1.4億円 公債費残高約52.1億円

■H23年度一般会計補正予算について
補正前の額:約25.9億円 補正額:約△1.1億円 補正後の額:約24.8億円

☆さはらが要望しました!
リサイクルプラザの機能を更に生かす、あるいは川崎市などの先進事例の研究を

通じ、資源循環の重要性を積極的に発信し、組合のイメージ向上をはかるべき。

○発達障害児・者に対する支援の現状について
Q:発達障害に関する相談件数の過去3年の推移について

A：関連事案を含めH21=1,223件 H22=1,177件、H23=1,326件である。

Q：発達障害に関するエキスパート人材の育成状況について
A：「愛知県発達障害支援指導者」の認定には２年間で十数回の研修を要する為、

認定された職員は1名のみだが、計画的に職員を派遣し、更に人材育成を進める。

☆さはらが要望しました!
発達障害者支援の課題は多い。刈谷の地域資源である愛教大、刈谷豊田総合病院、

学校、市がオール刈谷で連携し、あるべき支援体制を検討して頂きたい。

○ 『ゾーン３０』の区域が指定されました。
 　ゾーン３０とは、一定エリア内の乗用車等の速度を
３０キロ以内に制限し、交通事故を抑止する活動です。
H24.12.25より重原本町周辺と東刈谷小周辺の2箇所が

 指定されました。区域内をご通行の際は制限速度を
 守って運転されますようお願いいたします！

※刈谷知立環境組合=ゴミ処理施設のクリーンセンター、余熱利用プールのウォーターパレス、不要となった日用品等を
   再販売するリサイクルプラザで構成する一部事務組合で、刈谷市と知立市が運営しています。

議案：刈谷市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について他全15件可決 請願:生活保護の水準の引き下げはしないことなど国に
意見書を求める請願他全6件不採択 陳情：福祉経済委員会=「子ども・子育て関連3法実施にあたっての意見書」提出を求める陳情書他全3
件不採択 文教委員会=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他2件採択 1件趣旨採択 議員提出議案：国の私学助成
の増額と拡充に関する意見書他全4件可決

２.※刈谷知立環境組合議会報告

○小学校の太陽光発電設備の整備が進められています。
　民間事業者に小学校の屋根を貸し出し、太陽光パネル等を設置して
得た電力を「再生可能エネルギー全量固定価格買取制度」を利用し、
通常時は全量売電、災害時は小学校へ電力を供給する仕組みを構築します。
この取り組みには初期投資額の抑止などのメリットがあります。

リサイクルプラザ



刈谷のチーム数は突出しており、全国的にも稀有な地域資源となっている。
高いレベルでまちの連帯感をもたらすパートナーシップを研究して欲しい。

相談増加により療育機関やエキスパート人材の不足が顕在化している。
 刈谷では何ができていて何が課題となっているかを検証していきたい。

官民連携による資源循環やメガソーラーなど大規模なエコ戦略を展開中。
刈谷の場合は公共施設の屋根貸しによる創電・蓄電が適していると感じた。

事業の潜在ニーズは高い。清瀬市の経験を参考としながら、支援を要する
家庭にしっかりと寄り添っていけばあるべき事業形態が見えてくるはず。

■10/17 東京都清瀬市 『ホームビジター派遣事業について』

・視察の狙い:経験豊富なホームビジターが子育て家庭に赴く訪問型サポート事業。
刈谷が本年開始した『育児ママ訪問サポート事業』の先進事例として視察。

２．所属会派『市民クラブ』の視察報告

１．福祉経済委員会の視察報告

３．視察報告

・事業のポイント:傾聴、共働しながら気軽に相談できるよう心がける。気付いた
問題は行政サービスや地域サポートに繋げていく。

■10/18 神奈川県川崎市 『①かわさきエコ暮らし未来館②浮島太陽光発電所について』

・視察の狙い:エコ戦略『カーボン・チャレンジ川崎（ＣＣかわさき）』に基づき、低
炭素社会の実現を目指す同市の取り組みを視察。

・事業のポイント:①誰でもわかり易く資源循環の仕組み等を展示。②国内最
大級のメガソーラーで、一般家庭約2,600軒分の年間電力を発電。

所
感

所
感

■10/19 千葉県千葉市 『発達障害者支援(自閉症、アスペルガー症候群等広汎性発達障
害、ＬＤ、ＡＤＨＤ等）について』

・視察の狙い:支援体制構築が進み、刈谷でも増加が予測される発達障害
児･者に対する政令市のサポート体制を視察。

・事業のポイント:支援センターを設置し、発達・就労支援及び幼稚園、保育園、
学校への後方支援等を行う。本年の相談件数は４，０００件超となる予定。

所

感

所

感

■11/7 千葉県柏市 11/8 神奈川県相模原市 11/9 東京都町田市
『ホームタウンスポーツ制度について』

・視察の狙い:刈谷のホームタウンパートナー制度(市内の有力スポーツ団体と連携し、
シティセールスやスポーツ振興をはかる）開始に伴い、先進3市の取組みを視察。

・視察結果マトリクス

ﾁｰ
ﾑ数 プロチーム 1 サッカー（Jリーグ） 0 － 1 サッカー（視察時J2） 0 －

ﾁｰ

ﾑ数 企業チーム 5
バスケ、陸上、

バレーボール、野球
1 ラグビー 1 ラグビー 11

バスケ、ソフト、陸上、
ラグビー、ハンドボール

ﾁｰ
ﾑ数 地域クラブ 2 野球、フットサル 2

サッカー（Ｊ準会員）
アメフト

1 フットサル 1 サッカー

相模原市ホームタウンチーム
認定制度

スポーツでまちと人が
ひとつになる

提
携
団
体
の
内
訳

試合の広報活動、公共施設利用支援、スポーツ教室などの市民交流、試合日の交通整理等

取り組みの到達点
イメージ

柏市の認知度向上
地域に密着しながら
制度の定着目指す

刈谷(H24.10～)自治体名

ホームタウンチーム
支援活動

連携内容

柏(H10～） 相模原（H24～） 町田(Ｈ22～)

刈谷ホームタウン
パートナー制度

制度の呼称 ホームタウン推進事業



●略歴
Ｓ40 刈谷市中山町にて出生 現在４７才 Ｓ59 県立刈谷高校卒
H1 南山大学法学部法律学科卒 豊田紡織㈱(現トヨタ紡織)入社
H23 刈谷市議会議員選挙初当選
H24 福祉経済委員会副委員長　刈谷知立環境組合議会議員

6.プロフィール等

  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
   不在時は大変お手数ですがTel:0565(52)3224まで
   ご連絡お願い致します。

●市政レポート
　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。

●くらしの相談
市政へのご意見､ご自宅周辺の問題点などがあればお気軽にご相談下さい。

5.その他の主な活動

10/6津田工業労組定期大会 10/16さくら保育園運動会 10/20トヨタ紡織課長会社会貢献活動 10/21トヨタ
紡織労組定期大会 福祉健康フェスティバル 11/4トヨタ紡織イモ掘り大会 重原区民運動会 11/11刈谷市
総合防災訓練 11/18中部実業団駅伝 11/21ユタカ議協研修会11/22トヨタグループ労組懇親会 12/1連合愛
知議員懇談会総会 愛知駅伝　12/2トヨタ紡織駅伝大会　12/8古紙回収手伝い 12/16新嘗祭 その他

４.トピックス

私竹中市長 山内代表

◆10/4 『Ｈ25年度当初予算編成に関する要望書』を提出しました!!◆

　私の所属会派『市民クラブ』は、刈谷市政に対する要望
事項５４項目６５点をとりまとめ、刈谷市の次年度予算に反
映して頂けるよう竹中市長へ提出しました。

主な要望事項
○住工混在問題の早期解消および市街地の拡大
○市独自のエコカー補助金の継続
○中小企業支援メニューの拡大
○児童クラブのサービスの充実・拡大
○障がいを持つ方の就労支援対策強化
○避難地、避難所の看板等明記 　　　その他

10/20 11/4 12/110/16

■11/８ 東京都墨田区『墨田区まちづくりについて』

・視察の狙い:東京スカイツリー開業効果に沸く墨田区のまちづくりを学ぶ。

・事業のポイント:オンリーワン施設を軸にものづくりと観光を融合(産業観光化)し、に
ぎわいを創出。今後はゴミや騒音、経済効果のツリー内停滞への対策が必要。

抜群の集客を誇る刈谷ハイウェイオアシスの重要性を再認識した。
最近盛んに言われる産業観光のあり方については腰を据えた議論が必要。

所

感

ホームページ
リニューアル中です!

完成次第
ご連絡致します!!

私は主に
福祉分野より
要望しました!


