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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、市道の改修や安全対策、街路樹の植替えなど
ハード面の改善に加え、私が提案した市の広報用バック
ボードの活用が始まるなどソフト面の改善にも取り組み
ました。
本年は刈谷市議1期目の最終年、そして2期目の挑戦の
年となります。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

刈谷駅北口 観光案内所周辺の
クリスマスイルミネーション。

１)12月定例会報告
１．補正予算案が可決しました。主な事業をご紹介します。
○低公害車購入費補助事業

単位:億円

1,300千円

燃料電池自動車(ＦＣＶ)の普及促進の為、
個人及び事業者の購入経費の一部を補助する。
(個人用1台分、事業用2台分。リースは対象外。)

問合せ先：環境推進課
TEL0566-62-1017

・個人用 上限50万円/台
・事業用 上限40万円/台

○消防団装備充実事業

会計名

○観光PR施設整備事業
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▲19,000千円

○給与等改定
人事院勧告等に準じた議員報酬及び特別職、職員の給与改定を反映。

２．H27.4.1より、野田地区が2地区に分割されます。
市内22地区で人口、世帯数が最も多い野田地区では、昭和60年より分割に
関する検討が続けられてきたが、昨年より小学校区による2分割を想定した具
体的検討が始まり、慎重に協議を続けた結果、分割する事を決定。
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2)分割方法
朝日小学校区を『野田地区』、東刈谷小学校区を『東刈谷地区』とし、
平成27年4月1日より開始する。

39.7
834.0

四捨五入の関係上、多少の誤差が生じています

刈谷駅前観光案内所の本設置に向けた基本設計費等を取り消す。(駅周辺関係者の動向に配慮)

1)分割に至る経緯

補正後

540.5

合計

消防団員の個人装備(活動服、編上靴など)を更新する。

補正額

一般会計

企業会計

20,074千円
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３．一般質問をしました。
●件名１『環境美化・環境保護について』
★美しいまちづくり、動植物を慈しむまちづくり、環境に配慮したまちづくりを要望
Q:駅周辺をボランティアで清掃している企業・団体に対し、行政は何らかの支援
をしているか？
A：支援制度「クリーンサポート刈谷」がある。現在65団体が登録されており、ボランティ
アで清掃等を行う団体に市指定のゴミ袋や腕章等を提供し、ボランティア保険にも加
入頂いている。
Q:市内の動物、昆虫、絶滅危惧種などを分類した『レッドデータブック』づくり
に取り組んではどうか？
A：市内の動植物の生息状況等はまだ十分把握できていない。来年度から始まる第2
次刈谷市環境基本計画に調査を盛り込む予定。レッドデータブック作成については慎
重に検討していく。
Q:水素ステーション設置はFCV(燃料電池車)の普及に不可欠。市独自の設置支援策はあるか？
A：一里山町に水素ステーション1箇所が整備される予定。当面の供給は充足できると考えるが、今後の国、県、近
隣自治体等の推移を見守りつつ、支援策を調査・研究していきたい。

●件名2『シティセールス※1について』

※１ 市内外に戦略的に都市イメージや魅力を発信する方策

★シティセールス戦略の策定と、定住促進活動の早期開始を要望
Q:シティセールス戦略やアクションプランはあるか？ないならいつまでに策定するのか？
A：現時点では本市のシティセールスに関する戦略は策定していない。今後、どのような人をターゲットにどうＰＲして
いくのかを検討していく中で、何らかの方針を定めていきたい。
Q:刈谷の住みよさをPRする冊子を作成し、市内企業や不動産業者に配布してはどうか？
A：現在、刈谷の魅力を発信する冊子(市勢要覧の概要版)の作成を進めており、来年度から市内企業や不動産業
者、住宅展示場などでの配布を検討している。

●件名3『発達障害者への総合支援について』

※2 障害のあるお子さんに寄り添い、授業補助等を行う人

★支援指導補助員※2の増員、住吉幼稚園の跡地活用による手厚い支援を要望
Q:発達障害、あるいは障害の可能性がある児童生徒数は？
A：本年5/１現在、発達障害と診断されている、あるいは学校生活や学習活動の中で発達障害が心配される児童生
徒数は概ね通常学級340名、特別支援学級170名、合計510名となっている。
Q:※支援指導補助員不足が指摘されている。補助員総数、各校への配置の考え方、充足率は？
A：支援を要する児童が多い学校から優先配置している。通常学級に在籍する発達障害の児童生徒の補助員は現
在26名いるが、概ね10名に1名の割合の配置となっている。
☆さはらの提案：更地化予定の住吉幼稚園跡地を活用し、発達障害の児童生徒とご家族の総合支援センターや、知
的障害の特別支援学校が設立できないか。

４．請願・陳情・議案等の審議結果です。
12/9企画総務委員会 議案５０刈谷市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について 議案51特別職に属する職員の給
与及び旅費に関する条例の一部改正について 議案52職員の給与に関する条例の一部改正について 議案53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54指定管理者の指定について（刈谷市青山斎園）=いずれも原案可決 12/10福祉経済委員会 請願第4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=不採択 請願第5号現行保育制度の堅持と保育・学童保育・子育て支援の充実を求める請願=不採択 議案55指定管理者の指定に
ついて（刈谷市立くすのき園、刈谷市立すぎな作業所、刈谷市心身障害者福祉会館、老人デイサービスセンターひまわり、刈谷市養護老人ホーム及び高齢者
交流プラザ） 議案56指定管理者の指定について（刈谷市一ツ木福祉センター） 議案57指定管理者の指定について（老人デイサービスセンターたんぽぽ及び
身体障害者デイサービスセンターたんぽぽ） 議案58指定管理者の指定について（刈谷市生きがいセンター） 議案59刈谷市介護サービス事業の人員、設備及
び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について 議案60刈谷市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定
について 議案61刈谷市国民健康保険条例の一部改正について 議案62指定管理者の指定について（刈谷市交通児童遊園） 議案63刈谷市児童館条例の一
部改正について 議案64刈谷市ふれあいの里条例の一部改正について 議案65指定管理者の指定について（刈谷市産業振興センター）=いずれも原案可決
議員提出議案８刈谷市小規模企業振興基本条例の制定について=否決 12/11建設水道委員会 請願第6号「刈谷城築城」ではなくくらしの応援・福祉の充
実を求める請願=不採択 議案66指定管理者の指定について（刈谷市公共駐車場） 議案67刈谷市都市計画法に基づく開発行為等の許可に関する基準を定
める条例の制定について 議案68岩ケ池公園条例の一部改正について 議案69刈谷市風致地区内における建築等の規制に関する条例の制定について=いず
れも原案可決 12/12文教委員会 議案70刈谷市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について 議案71指定管
理者の指定について（コミュニティ施設） 議案72指定管理者の指定について（刈谷市郷土資料館） 議案73刈谷市体育施設条例の一部改正について=いずれ
も原案可決 12/18予算審査特別委員会 議案74平成26年度刈谷市一般会計補正予算（第4号） 他6議案 いずれも原案可決

５．企画総務委員会で提案・要望しました。

イラスト:イラストポップ、正進社

１．刈谷の特性に合ったパスポート申請窓口業務の運営を要望
★さはらの提案
申請窓口開設後8か月で申請件数が3,103件、交付件数が2,884件となってお
り、予想以上に多いと感じる。緊急案件にも臨機応変にご対応頂いており、当面
は開設時間拡大や休日交付は必要ないと思われるが、刈谷はグローバル企業が多
く、パスポート保有者が多いのが特徴。今後の需要動向を見ながら、必要であれ
ば更なるサービスの向上をお願いしたい。

２．若手職員の感性を活かしたシティセールス戦略策定を要望
★さはらの提案
若者の定住促進に関わるシティセールスは大変重要。こうした取り組みは若い職
員に立案をお願いしたい。例えば福岡市は「カワイイ区」という仮想区を運営
し、動画サイトを通じて国内外に福岡の魅力を発信している。このような発想・
発案、SNSの活用等には若い感性が必要。大胆な提案も含め、若い世代に響くシ
ティセールスに取り組んで頂きたい。また、刈谷ゆかりの著名人の親善大使登用
なども検討して欲しい。

３．高機能防犯灯の導入検討を要望
★さはらの提案
監視カメラ一体型の防犯灯や、警察とホットラインでつながるスーパー防犯灯な
ど、高機能防犯灯の導入も検討すべき。市街地への防犯カメラ設置を進める中で、
例えば一体型のほうがコスト面で優位性があれば、同じ予算でより多く設置でき、
省スペース効果もあるのではないか。また、前回、通学路への監視カメラ設置を提
案させて頂いたが、スーパー防犯灯のような更に強い抑止力についても関係部署と
連携し、ご検討頂きたい。

６．平成２６年１２月定例会を振り返って
『好循環をもたらす施策』『高齢者の力をお借りする施策』を意識して活動し
ました。例えば水素ステーションの設置支援やシティセールスの推進は、中長期
的な市の活性化効果が期待されますし、動植物の調査や発達障害児支援に高齢者
や教員OBの力をお借りすれば健康長寿にもつながります。今後もこれらを心掛
け、提言していきたいと思います。また、竹中市長が3期目続投の意志を表明し
ました。引き続き、緊張感を保ちながらも、市の発展の為の前向きな議論ができ
る関係を築いていきたいと思います。

２)最近実現した事例をご紹介します。
１．私が提案した広報用バックボードの活用が始まりました。
さる6月定例会で私が提案した広報用バックボードの活用が始まりました。バッ
クボード(インタビューボード)とは、広報活動時に被写体の背面に立てるボード
で、市名、市章、かつなりくん、カキツバタのシルエットがプリントされていま
す。表敬訪問などの行事をこのボードの前で行い、被写体と一緒にメディアの報道
に写り込ませれば、低コストで大きな宣伝効果が期待できます。新聞報道等で見た
方もおられると思いますが、なかなかの出来栄えです。更にバリエーションを増や
し、様々な場面で活用して頂きたいと思います。

２．老朽化した側溝の入れ替え工事が実現しました。
『こども発達支援センターひかりっこ』さんと、隣接するトヨタ紡織小山寮の周
囲約315ｍの側溝の入れ替え工事が始まりました。この周辺の側溝は老朽化が著
しい上、フタがない箇所が多く、危険性が指摘されていました。その声を受け、
私が市に改善を要望してきた案件です。施工順番待ちでかなり時間がかかりまし
たが、これでひかりっこに通うお子さんと保護者の皆さんが安心して通行できる
と思います。工事は来年も続きますので、経過を見守っていきたいと思います。

皆様の思い、自らの思いを形にするスキルを更に磨いていきたいと思います。

3） 視察報告
１．10/15-17 企画総務委員会の視察に行ってきました。
・10/15(水) 千葉県千葉市『消防団支援の取り組みについて』
事業の概要：千葉市では大学生消防団の立ち上げ、消防団協力事業所制度の導入、消防隊員や消防団ＯＢに
よる消防支援隊の設立など、積極的な消防団支援活動を行っている。
・10/16(木)AM 埼玉県春日部市『ふれあいキューブ見学』
事業の概要：全国的にも珍しい鉄骨と木造を組み合わせたハイブリッド構造で、部材のリサイクルもできる。ソーラーパネルや
地中熱等など、自然エネルギーも最大限活用している。

・10/16(木)PM 埼玉県春日部市『シティセールスの取り組みについて』
事業の概要：市民自ら「わたしたちのまち」をもっとよくしたいと考え、その思いでま
ち全体をつなぎ、市外にも広げるシティセールス活動を展開している。
・10/17(木) 千葉県野田市『空き家対策について』
事業の概要：市内の空き家が増え、老朽化による倒壊、部材の飛散、不審者
の侵入、放火などの発生が懸念される為、「野田市空き家等の適正管理に関す
る条例」を施行し、対策に乗り出した。
所感 市民自らわがまちの良さを再認識する→市外に発信→他市からの転入につながり、在住者も転入者も
幸せになる。この好循環を生み出すのがシティセールスの本質だとわかった。(春日部市)

２．11/11-13 会派『市民クラブ』で視察に行ってきました。
・11/11(火) 北海道函館市『公立保育所の民営化について』
事業の概要：H17年より公立保育園の民営化を積極的に進め、ここまでに10園を民営化した。コストダウンとサービ
スの向上にも繋がり、保護者から高い評価を得ている。
・11/12(水) 北海道北斗市『スポーツ合宿誘致制度について』
事業の概要：降雪が少なく過ごし易い環境にある北斗市は、各種の優遇・補助制度を創設し、学生や有力スポー
ツ団体の合宿の誘致活動を行い、市の活性化に繋げている。
・11/13(木) 北海道苫小牧市『企業立地優遇制度/中小企業支援政策について』
事業の概要：良好な立地条件を生かした企業誘致や、市内事業者の9割以上を占める中小企業振興施策など、
手厚い支援を実施している。
所感 函館の財政運営は非常に厳しく、行革の一環として保育園の民営化が
進められた。刈谷においても公設民営園の民営化効果を検証し、今後刈谷
の保育がどうあるべきかを考え、様々な選択肢を用意しておくべき。必要
に迫られて検討するのではなく、やろうと思えばできる備えが重要。
(函館市)

４） 活動日記

10/4 トヨタ紡織労組定期大会

11/9刈谷アニメコレクション

11/30重原文化展
12/7さくら保育園生活発表会
↑亀城公園で撮った写真を出品しました。

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

