
 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。 
昨年は関係各位の絶大なるご支援を賜り、2回目の当選をさせて頂きました。
活力・温もり・安全安心の創出を活動の3本柱とし、皆様の思いと自らの信
念に基づき、行動してまいります。 
 本年も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。 

2016年1月 

２０ 

1)12月定例会報告  

刈谷市議会議員   

１．一般質問①実災害時を想定した防災・減災施策を提案。 

Q.電気等のインフラ復旧や救急・消防活動を、各事業者とどう連携して進めるのか？ 

☆さはらの提言： 電気とガスは小売が全面自由化される予定だが、有事の際も責任を持って
対応できる事業者を選定して欲しい。消防・救急活動は、衣東に過度に依存せず、消防団や
各地域の自主防災会の機能も含めた刈谷全体の防災力を底上げする必要がある。市が適切に
サポートして欲しい。災害対策本部のメンバーには電力など民間のインフラ事業者も入れる
べき。中電さんや衣東は碧海5市が管轄なので、５市の災害対策本部間の連携も必要。 

Q.ペットの避難所への受入れについて、今後どのように検討していくのか？ 

市答弁：ペットの飼育場所を室外に定める事、危険動物の持ち込みを禁止するなど基本的な

ルールを定め、避難所ごとの実情を考慮しながら、ペットの受け入れを進めていく。 

☆さはらの提言： ペットの避難所受入れは、大規模災害時に即時直面する大きな課題である。屋
外飼育ならば、夜間や真冬は飼い主が車の中やテントで一緒に寝るのかなど、様々なルール
作りが必要。人の避難生活を最優先としながらも、人とペットが共生可能な避難所運営を、地域
の自主防災会とともに進めて頂きたい。 

Q.刈谷市にはどの位の数のペットがいるのか？ 

市答弁：飼い犬の頭数は、平成２７年１０月１日現在７，９６４頭である。飼い猫については

登録の制度がなく、把握が困難だが、一般社団法人ペットフード協会が毎年実施す全国的な

飼育実態調査の結果を参考に試算すると、約７，７００匹と推定される。 

いらすとや 

市答弁：中部電力及び東邦瓦斯とは、総合運動公園を応急復旧の拠点とする「災害復旧

用オープンスペースに関する協定」を締結している。その他の事業者とも連携しながら、道

路や通信網、上下水道の復旧を進めるとともに、衣浦東部広域連合(衣東)が救急・消防活動

にあたる。災害対策本部が陣頭指揮をとり、全体の活動が適切に行われるよう努める。 

質問する私 



２．一般質問②多数の集客が見込める施設に福祉ショップ設置を提案。 

Q：刈谷ハイウェイオアシスなど、多数の集客が見込める商業施設や公共施設(将来事業

含む)で、障がい者就労支援事業所が作る物品を販売できないか？ 

市答弁：事業所の要望があれば関係部署と連携をとり、施設の運営に支障の無い範囲

で、協力の可能性を探っていきたい。こうした物品の購入を推進し、市民意識の向上

を図ることが、障がい者の就労支援に繋がると考える。 

☆さはらの提言： 就労支援事業所からの物品調達、販売を増やす取り組みを戦略的
に推進して欲しい。市自ら調達を増やす事は勿論、拡販支援策として、日本有数の
集客力を誇る施設等に福祉の店を置けば、大幅な販売増が期待でき、事業所への強
力なバックアップになる。ぜひ前向きに検討願いたい。 

☆グローバル人材を育成する教育の推進を要望 
 刈谷の産業のグローバル化に伴い、刈谷で育った子どもが刈谷から世界に羽ばたき、世界各国で活躍して、また戻っ

て来られる環境ができつつある。この循環を市の持続的成長につなげる為には、グローバル人材の育成が必須。英語
によるコミュニケーション能力があり、かつ、誠実な人づくりを進めて欲しい。 

５．刈谷市歴史博物館(平成30年度開館予定)の基本設計が示されました。 

３．文教委員会でシティセールスの推進とグローバル人材育成を要望。 

●建物概要 
・規模：地上2階 
・構造：鉄筋コンクリート造 
・延床面積：4,087㎡ 

・駐車台数 
 84台(バス3台、身障者用7台) 駐輪30台 

●整備の目的 
・歴史資料の保存と継承 
・伝統文化の保存と継承 
・市民参加・ボランティア参加 
・児童・生徒の歴史体験 

●施設の特徴 
・テーマ展示：刈谷の縄文時代、刈谷藩と城下町、刈谷の近代化の萌芽(ほうが)など。 
・通史展示：各時代の人々の日常的な営みを年表、ジオラマ、実物展示棟で紹介。 
・企画展示室(2F)：国宝や重要文化財などを展示できる公開承認施設を目指す。 
・祭展示室(1F)：万燈祭、野田雨乞笠おどり、大名行列の3つの祭りを中心に据え、 
          体感シアターや実物大の万燈が担げる体験スペースを設置する。 

 文教委員会で、私が提唱してきた知的障がい
や発達障がい等のお子さんと、そのご家族を総
合支援する「子ども発達支援センター」的機能
の必要性について、改めて市を質したところ、 

『平成30年4月開校予定の刈谷市立の特別支
援学校に、あらゆる障がい教育の相談・支援を
行うセンター的機能を持たせたい。市内各校の
特別支援教育の充実をはかるとともに、福祉・
医療等との連携も今後検討していきたい。』  
との答弁があり、市が設立に向けて動き出した
事がわかりました。支援対象地域は衣浦定住自
立圏域(刈谷、知立、高浜、東浦)です。刈谷市
の決断に敬意を表します。着実に体制整備を進
めて頂きたいと思います。 

(肢体不自由) 

いらすとや 

４．特別支援教育の更なる充実がはかられます！ 

ホップ 

ステップ 

ジャンプ！ 

建設予定地は刈谷市体育館の北側です。 

☆刈谷市歴史博物館のシティセールス効果を高める方策を提案 
 刈谷の歴史に関する詳細な展示を軸に、伝統行事や重文の展示を組み合わせて、刈谷を市内外へＰＲする狙いは良い

が、加えて、シティセールス推進の一環として、刈谷の最新のＰＲ映像を作り、放映してはどうか？ 

刈谷ハイウェイオアシス等に 

福祉ショップを！ 

お子さんの障がい種別を問わず、様々な 

教育相談ができるようになります！ 



 多くの成果があった定例会でした。中でも、お子さんのあらゆる障がい教育に対応
する支援センターの設置は、私が数年前から提唱してきた事業ですので、感慨もひと
しおです。市内だけでも、知的障がいや発達障がいがある、あるいは疑われる児童生
徒が約500人いると推定されています。障がいのあるお子さんと、そのご家族への総
合支援がいよいよ本格化します。 
 また、今回私が提起した防災・減災の課題等に対しても、刈谷市は、真摯に向き合
う姿勢を示しました。良い提案であればしっかりと受け止める懐の深さを感じました。
良い提案ができる議員でありたい、あり続けたいと思います。 
 緊張感を保ちつつ建設的な議論をして、最適な答えを導き出せるよう努めてまいり
ます。 

９．平成２7年１２月定例会を振り返って  

８．人事及び組織・機構改正のお知らせです。 

企画総務委員会 請願第4号：★平成２８年度税制改正における自動車関係諸税の見直しを求める請願=採択 議案６５：刈谷市事務分掌条例
等の一部改正について  議案６６：議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について 議案６７:刈谷市税条
例の一部改正について 議案６８：刈谷市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 議案はいずれも可決 福祉経済委員会 請願第5
号:子どもたちが豊かに育つよう制度の拡充を求める請願 請願第6号：保育園申請書配布から〆切までの期間を近隣自治体並みの４週間程度
に延長し、申込者に優しい制度設計にするよう求める請願 請願第7号：介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請願 請願はい
ずれも不採択  陳情第12号：国に対して「子ども・子育て支援新制度に対する意見書」の提出を求める陳情 陳情第13号：「憲法２５条に基づく
権利保障としての社会福祉事業を守り拡充すること」に関する国への意見書採択についての陳情 陳情はいずれも不採択 議案６９：刈谷市行
政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正について 議案７
０：刈谷市心身障害者扶助料支給条例の一部改正について 議案７１：刈谷市障害者支援センター条例の一部改正について 議案はいずれも
採択 予算審査特別委員会 議案７２:平成２７年度刈谷市一般会計補正予算（第４号） ほか6議案 いずれも可決 

６．議案等審議結果 

７．約６．１億円の補正予算案が可決しました。 

単位：億円 

 主な追加事業は「愛知からくりくふう展in刈
谷」開催事業(1,365千円 来年3/12に産振セン
ターで小中高生向けに開催)、公園等整備事業
(44,424千円 小垣江東小近くに新公園を整備)、
特別支援学校整備事業(50,000千円 整備箇所と
なる小垣江東小内の事前工事費用)などです。 

★『平成28年度税制改正における自動車関係諸税の見直しを求める請願』が採択されました。 
 
 
 
 
 
 

 私の所属会派「市民クラブ」と自動車総連殿、全トヨタ労連殿が連携して提出し
た請願が、刈谷市議会の賛同を得て国へ提出されました。車の車体や燃料に対する、
複雑かつ過重な課税の抜本的見直しと、代替財源の確保を訴える意見書です。自動
車産業は刈谷と日本の基幹産業です。過度な税負担の軽減は、車に関わる全ての
人々のくらしの向上につながります。 

税負担軽減を！ 

○○税 
○○税 
・・・ 

いらすとや 

四捨五入の関係上、多少の誤差が生じています。 

いらすとや 

組織・機構改正の概要(H28.4.1～ 主な変更点を抜粋) 任期満了に伴う 

副市長の選任 
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生活安全部(新設) － くらし安心課(市民安全課を名称変更)

市民活動部 － 文化観光課(商工課及び文化振興課の業務を移管、新設)

産業環境部 － 商工業振興課(商工課及びまちづくり推進課の業務を移管、新設)

－ 企業立地推進室(商工課の業務を移管、新設)

都市政策部

(都市整備部を名称変更)

水資源部

(上下水道部を名称変更)

教育部 － 生涯学習課(生涯学習部廃止に伴い移管)

(教育部と生涯学習部を統合) － スポーツ課(生涯学習部廃止に伴い移管)

雨水対策課(建設部より移管)－

(経済環境部を名称変更)

－ 市街地整備課(区画整理課を名称変更)



2)視察報告  

１．文教委員会視察報告(抜粋) 

 
 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 

3)活動プレイバック 

 〒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。 

２．会派「市民クラブ」視察報告 

10/21(水) 東京都荒川区『タブレットPCの全小中学校導入について』 
視察目的：区内の全小中校にタブレットPCを取り入れ、授業の補助ツールとして活用し、子供達の
情報活用能力やグローバル社会で活躍する力を養う取り組みを学ぶ。 

所感 刈谷でも導入が必須となる。刈谷独自のICT教育のあり方を考えていかねばならない。
市の産業のグローバル化に伴い、子ども達にも多様なコミュニケーション能力が求められ
ている。この能力を刈谷の『21世紀型スキル』として醸成していけば、刈谷で育った子
どもが刈谷から世界に羽ばたく事に繋がるはず。市の考えを質していきたい。 

荒川区役所で質問する私 

10/23(金)  千葉県君津市『英語教育推進事業について』 
視察目的：「世界を舞台に活躍できる君津っ子」の育成をめざし、英語等によるコミュニケーション
能力を向上させる取り組みを学ぶ。 

所感 英語は刈谷の子ども達が刈谷から世界に羽ばたく為の重要なツールである。英語を楽
しく学ぶ(例:市独自の英語検定)、英会話の楽しさを体感する(例：外国人とのデイキャン
プ)取り組みは有効だと感じた。グローバル人材づくりが市の未来を大きく左右する。『国
際感覚を身につけるなら刈谷』と実感できる教育環境づくりを更に進めて欲しい。 

君津市役所での視察 

11/18(水) 滋賀県彦根市『歴史まちづくりについて』 
視察目的：多くの歴史的建造物と、周辺市街地が一体化したまちづくりの手法を学ぶ。 

所感 国宝彦根城の城下町として、成熟した歴史まちづくりを進めており、歴史的建造物を
保護・維持していく風土が定着していると感じた。刈谷は、歴史・文化を掘り起こしなが
ら、改めて歴史まちづくりを進める状況にあるが、後付けで風土として定着させるのは容
易ではない。亀城公園再整備をはじめとする歴史まちづくりを、中長期的にどう維持・向
上させていくのか、市の考えを早期に示して頂きたい。 

11/19(木) 石川県金沢市『自転車の安全な利用の促進に関する条例の具現化策事業について』 
視察目的：自転車の安全な利用促進の基本理念を定めた条例を制定した同市の取り組みを学ぶ。 

市庁舎から見える彦根城 

街頭での 

マナーアップ活動事例 

所感 自転車関連事故は全国的に減少傾向にあるが、交通事故全体に占める割合は減ってい
ない。自転車の更なる利活用と運転マナーの向上に取り組み、6年間で自転車関連事故を
5.4%減少させた成果は素晴らしい。街頭でのマナーアップ活動は刈谷でもすぐに取り入れ
るべき。道交法改正や、自転車事故に高額の損害賠償を命じた判決が報道され、自転車の
走行マナーが注目されている。絶好の機会なので、オール刈谷でマナーアップに取り組む
べきである。 

出展：金沢市HP 

10/3 ジェイテクト労組定期大会 11/7 TBカップフットサル大会 11/29 重原文化展に写真を出品 12/5 愛知駅伝で刈谷市チームを応援 


