
 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。 

 今夏のリオ五輪では、市内のスポーツチームに在籍する選手の皆さんが好成績を上

げられ、刈谷を世界に発信してくれました。4年後の東京五輪に向け、更なる活躍

が期待されます。 

 福祉産業委員会委員長、会派『市民クラブ』会長などの重責を拝命し、多忙な状

況下にありますが、様々な経験を積み、議員力の向上をはかってまいります。 

 引き続きのご指導ご鞭撻を心よりお願い申し上げます。 

2016年10月 

２３ 

３)８月臨時会報告 

２)竹中市長に平成2９年度予算要望書を提出しました。 

刈谷市議会議員   

 高齢者・障がい者福祉、商工業振興等、幅広い事案を審査する常任委員会です。  

いらすとや 

 さる7/26、私の所属会派「市民クラブ」6名は、平成29年度

予算編成に関する要望書(重点政策41項目、その他36項目の計

77項目)を竹中市長に提出しました。 

 私は今回、とりまとめ役として全員の意見を集約するとともに、

産業振興、スポーツ振興、障がい者福祉、教育分野等において、

幅広く要望を盛り込みました。 

 一つでも多く来年度予算に反映して頂きたいと思います。 

★福祉産業委員会の委員長、☆会派「市民クラブ」の会長に着任しました。 

☆会派の仲間と力を合わせ、よりよい刈谷市づくりにまい進します！ 

★市議会の中枢を担う委員会を円滑に運営してまいります！ 

8/19 市民盆踊り 

 トヨタグループ選出議員6名で構成し、 市議会の第２会派(２番目に人数が

多い会派）として活動しています。 

１)熊本地震の被災地を視察しました。 
 7/13(水)に熊本市及び益城町周辺を視察し、予想以上の甚大な被害を実感し

ました。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

   刈谷も液状化現象の多発が懸念され、古い家屋も多いので、実災害時のイ

メージと重なって見えました。 

 議会、行政、市民が叡智を結集し、大地震に備えるまちづくりを進めなくて

はなりません。学んだ事、感じた事を市に提言してまいります。 



単位:千円

H27年度決算 対前年増減率 H26年度決算

総 60,167,312 2.6% 58,622,055

計 歳入 29,728,181 10.2% 26,969,859

決 計 ① 89,895,493 5.0% 85,591,914

算 53,818,800 3.0% 52,230,184

額 歳出 26,712,301 11.1% 24,045,320

計 ② 80,531,101 5.6% 76,275,504

③ 9,364,392 0.5% 9,316,410

④ 1,312,783 -7.9% 1,425,661

⑤ 8,051,609 2.0% 7,890,749

160,860 － 596,028

実質収支③－④

単年度収支(H26⑤－H25⑤)

区分

形式収支①－②

翌年度繰越金

一般会計
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財政力指数 
(1以上は財源に余裕あり) 

経常収支比率 
(80%以下は財政弾力性あり) 

公債費比率 
(10%以下は健全財政) %  

● 決 算 所 見 歳入総計は対前年比＋約43.0億円(+5％)、歳出総計は対前年比＋約42.5億円(+5.6%)となり、

実質収支は約80億円、単年度収支は約1.6億円の黒字となりました。財政力指数及び公債費比率は、引き続き望

ましい方向へ推移し、経常収支比率は上昇しましたが、財政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前年比ほぼ横ばいの約107億円、法人税収は約45億円でした。 

１．平成２７年度決算が認定されました。 

４)9月定例会報告  

２．約２２．９億円の補正予算案が可決しました。 

 その他の追加事業は、防災ベッド設置費補助事業(435万円)な

どです。地震発生時に住宅の倒壊から人命を守る防災ベッドは、

65才以上の市民に設置費用を補助します。 

詳しくは長寿課(TEL0566-62-1063)まで。 

★「仮称：きっずページ」制作費が予算化！ 

 私が発案し、会派で提案していた、小学校高学年

～中学生向けの市議会学習ウェブサイト「仮称：

きっずページ」の制作費(260万円。啓発DVD込)が

予算化されました。関係各位のご協力に厚く御礼申

し上げます。平成29年3月に、市議会HP内に開設予

定で、子ども達の議会学習に活用し、政治への参画

意識を高めます。 

きっずページのイメージ 



３．一般質問をしました。 

☆さはらの提案 

 現実空間に出現するキャラクターを捕獲するスマホゲームの大流行もあり、自転車事故の発生リ
スクが極度に高まっている。例えば交通児童遊園(年間100万人来場)で、自転車安全教室を開

催したり、啓発ビデオを流し、安全運転を促進してはどうか？ 

１．『自転車事故対策について』 

２． 『活気あふれる公園づくりについて』 

 各常任委員会では、フローラルガーデンよさみの指定管理者の指定等の議案や、私学助成の拡充等に関する

陳情、平成27年度決算等が承認されました。 

 また、教育長の任期満了に伴う後任人事は、現職の太田武司氏の再任が同意されました。豊富な経験を活か

し、よりきめ細かい学校運営をして頂きたいと思います。 

４．議案等の審議結果です。 

市答弁：方法や内容について関係部署と検討していく。 

☆さはらの提案 

 自転車と人の接触事故で、高額の損害賠償責任が生じるケースがあるが、自転車保険の加入
率は全体の10%以下とも言われる。自転車保険の加入補助制度をつくり、事故の当事者を救済

する仕組みづくりをしてはどうか？ 

市答弁：調査研究はするが、まずは各家庭が主体的に保険に加入するよう啓発していく。 

■ さはらの要望 
 現実と架空世界を融合したゲームアプリは、今後更に増えると予測されている。自転車の安全運転啓発と、事故時も当事
者を救済する方策を併せ持って、市民の安心安全を担保する取り組みを推進して欲しい。 

◆さはらの質問 

 ※街区公園は、市内に最も多くある公園(93箇所)だが、利用が減っていると感じ

る。市はその理由をどう考えるか？ 

■さはらの要望 
街区公園は様々な可能性を秘めている。活用されぬまま漫然と維持し続ける事は、次世代の負担増につながる。市は新た
な活用モデルやアイデアを示し、街区公園を受け皿とする多様な事業が育つようリードして欲しい。 

市答弁：子どもの塾通いの増加や遊びのインドア化などが理由と考えるが、高齢者

の利用や、幼児を遊ばせる保護者のコミュニケーションの場としての利用もあり、利

用形態が変化してきている。 

◆さはらの質問 

 街区公園に、応急給水施設やかまどベンチ、マンホールトイレ等の防災施設を設置し
たり、災害時にテントや車中泊の場とする事は検討しているか？ 

市答弁：指定避難所の小中学校等を優先し、防災施設整備を進めている。 

災害規模にもよるが、テントや車中泊の場としても、指定避難所のグラウンドを考えている。 

いらすとや 

健康づくり 遊び場・学び場 

地域交流 防災・減災 

※その他都市公園を含む街区公園 

損害賠償 

◆さはらの質問 

 刈谷市民の自転車保有台数をわかる範囲で教えて頂きたい。 

市答弁：正確な台数把握は困難だが、(財)自転車産業振興協会の調査

報告書の推計値(全国平均１世帯当たり約１．３５台)を本市にあてはめる

と、約８６，３００台となる。 

☆さはらの提案 

 身近な街区公園を災害時の給水ポイントとして活用すれば、市民の心理的安心度は
各段に高まる。例えば折りたたみ式の給水システムを配備しておき、災害時に組み立て

て、給水車が巡回配水するようにしてはどうか。 

給水車 



 この一帯(一ツ木町内)の路面はガタガタで、雨天時

は水たまりができ、車の水しぶきが歩行者にかかるよ

うな状況でした。 

 相談者の方と連携しながら市に働きかけ、再舗装と

路面表示の引き直しをして頂いた結果、見違えるほど

きれいなりました。 

 
 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。 

５)市内を改善しました(道路の再舗装、路面表示引き直し)。 

対策後 

６．★平成29年度より、子育て支援サービスが拡充されます！！ 

 市民の声に基づき一般質問しました。自転車保険の加入補助は、比較的少額の投資で
事故時の賠償リスクを低減でき、利用が減っている街区公園を再活性化すれば、その存
在価値を取り戻します。市民に最大最良の効果をもたらす施策を引き続き提案してまい
ります。 
   放課後児童クラブの利用料値上げについては、サービス向上分の対価としてご理解賜
りたくお願い申し上げます。 
 平成27年度決算は良好な結果でしたが、近年、国内外の経済情勢や不条理な制度(例:
法人市民税召し上げ)に、業績が左右されがちです。議会と行政が両輪となり、筋肉質で
健全な財政運営ができるよう行動してまいります。 

７．平成２８年９月定例会を振り返って  

５．福祉産業委員会で委員長を務めました。 

  委員長として建設的な議論と円滑な運営を心掛けました。 

 主な審議事項は以下の通りです。 

・強度行動障害に関する陳情について 

・所管事務調査について 

・平成27年度刈谷市一般会計歳入歳出決算認定について 

・平成27年度刈谷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について など 

イメージ 

平成28年度 平成28年度 平成28年度

時間 通常 日曜・祝日 おがきえ保育園、あおば保育園 時間 通常

下校時～午後6時30分 祝日のみ 保育終了後～午後4時00分

学校休業日(土曜日、夏休み等) 利用料 3歳児未満児 2,000円/日 長期休業期間中(夏休み等)

午前8時～午後6時30分 3歳児以上児 1,000円/日 午前8時40分～午後4時00分

利用料 3,000円/月 その他 他園の児童も受け入れ 利用料 半日200円・全日400円

↓ ↓ ↓

平成29年度 平成29年度 平成29年度

時間 通常 日曜・祝日 おがきえ保育園、あおば保育園 利用時間 通常

下校時～午後7時00分 祝日のみ 仮称：空のうさぎ保育園(築地町) 保育終了後～午後4時30分

学校休業日(土曜日、夏休み等) 利用料 長期休業期間中(夏休み等)

午前7時30分～午後7時00分 午前8時40分～午後4時30分

利用料 5,000円/月 その他 他園の児童も受け入れ 利用料 半日200円・全日400円

放課後児童クラブ 保育園(休祝日保育) 幼稚園(預かり保育)

無料


