
増減額(億円) 伸率

35.9 6.9%

35.2 14.2%

2.7 6.9%

73.8 9.2%

会計名 本年度予算(億円)

879.3

553.3

283.6

42.4

合計

一般会計

特別会計

企業会計

前年度予算(億円)

517.4

805.5

248.4

39.7

住民税など
63.7%

国・県からの
支出金など

21.8%

分担金・負担
金など8.9%

給食費などの
諸収入4.2%

市債(借
金)1.3%

一般会計予算
553.3億円
歳入内訳

福祉・子育て支援に
33.9%

道路建設･災害対
策などに
18.0%

教育･生涯学習に
17.3%

保健･衛生に
9.7%

住民登録・交通安
全などに9.5%

借金の返済に
3.2%

農業･商工業など
に4.3%

消防･防災に
3.2%

議会運営に
0.8%

一般会計予算
553.3億円
歳出内訳

市税は微増となる見込みです。 教育関連の歳出が増加しました。

一
般
会
計
の
内
訳

表・グラフは四捨五入の関係上、多少の誤差が生じています。
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さはら充恭
みつ  やす

１)３月定例会報告

平成２７年４月発行

刈谷市議会議員

１．平成27年度当初予算案が可決しました。

企画総務委員会副委員長
都市施設管理協会理事

　桜花の候 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。
　平成27年度予算は、ハード面の新設・改修事業が
目立ちますが、その多くが教育・子育て支援施設であ
る事を評価したいと思います。また一方では、地域包
括ケアシステムの構築等、高齢化対応が急務となって
います。ライフステージの両極をしっかりと支援でき
るまちづくりを提言してまいります。引き続きのご指
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
市役所にFCV『ミライ』が納車されました。

(ロビーでの展示は終了しています)



事業費(千円)

都 新 2,000

市 拡 太陽光発電システム設備整備事業 災害時の避難所に非常用電源として太陽光発電設備を整備する。 275,972

環 FCV(個人用)に上限50万円/台の購入補助を行う。

境 FCV(事業用)に上限40万円/台の購入補助を行う。

EV、PHV(個人用)の車両本体価格の10%、上限30万円/台の購入補助を行う。

EV、PHV(事業用)に15万円/台の購入補助を行う。

HV、天然ガス自動車(個人・事業用)に 5万円/台の購入補助を行う。

コムス等の車両本体価格の10%、上限7万の補助を行う。 700

刈谷駅南口に屋根付き第4駐輪場(約820台)を整備する。 70,234

大型車用駐車スペースを一般車140台分に改修し、ゲートを設置する。 60,455

教 夢と学びの科学体験館事業 66,061

育 ICT教育事業 5,918

文 交通児童遊園施設整備事業 噴水広場前へのドーム型テント等を設置する。 69,754

化 特別支援学校整備事業 肢体不自由児の特別支援学校(小垣江東小内併設)の実施設計を行う。 42,000

歴史博物館建設事業 刈谷の歴史資料等を保存・展示する歴史博物館の実施設計を行う。 134,148

小学校大規模改造事業 日高小、小垣江東小、双葉小の改修及び改修工事の設計を行う。 390,197

刈谷東中、富士松中、依佐美中の改修及び改修工事の設計を行う。 447,930

産 刈谷ハイブリッドアグリ奨励事業 企業OB活用による新たな就農取り組みを支援する。 6,000

業 広域観光情報システム推進事業 西三河9市共同により、スマホを使った観光ルート案内を行う。 723

振 拡 産業立地促進補助事業 旧制度を刷新・拡大し、企業の設備投資補助を行う。 300,000

興 継 見本市等出展支援事業 中小企業者の見本市出展費用を補助する。 5,000

福 成年後見支援事業 高齢者や知的障害者を支援する成年後見制度の相談窓口を設置する。 15,177

祉 5,753

安 重症心身児/者等短期入所利用支援事業 強度行動障害児の短期入所事業所に運営費を補助する。 4,605

全 民間保育所運営支援事業(新設分) 保育園新設整備補助(新田町 定員90名)を行う。 172,562

消防団充実強化事業 消防団の装備充実及び出動手当の引き上げ等を実施する。 118,094

街頭防犯カメラ設置事業 122,962

保育園園舎改築事業 さくら保育園園舎新築及び富士松北保育園改築を行う。 887,930

幼稚園園舎改修事業 273,917

計 まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業 まち・ひと・しごと創生に関する総合戦略を策定する。 7,150

画 公共施設等総合管理計画策定事業 公共施設等の管理計画を策定し、効率的な老朽化対策を行う。 6,545

推 個人番号通知・個人番号カード交付事業 社会保障・税番号制度(マイナンバー)開始に伴う各種準備を行う。 71,596

進 継 刈谷の魅力発信事業 かつなりくんや盛上げ隊等により刈谷市の魅力を市内外に発信する。 23,351

そ 65 結婚お祝い事業 H27.4月～婚姻届提出記念として写真撮影、記念品を贈呈する。 2,400

の 周 市制65周年式典開催事業 5/21(木) 総合文化センター 3,265

他 年 刈谷サッカーフェスティバル開催事業 12月～H16.1月 総合運動公園 3,000

プロ野球オープン戦開催事業 3月 刈谷球場 6,815

市内全域に街頭防犯カメラを設置する。

日高幼稚園の大規模改造及び東刈谷、双葉、小垣江東幼稚園の改造
実施設計を行う。

拡

継

継

新

新

継

新

89,100

事業概要

小学校15校へ電子黒板を1台ずつ導入する。

分類 事業名

住宅用エネルギー管理システム設置費補助事業 HEMS(エネルギー制御システム)設置家庭に上限2万円を補助。

新

超小型電気自動車購入費補助事業

低公害車購入費補助事業

子育て※コンシェルジュ事業
※様々な相談や要望に応えるサービス係

オープニングイベントや管理運営業務等を行う。

駐輪場整備事業

総合運動公園駐車場再整備事業

幼稚園、保育園等で子育て相談に応じ、関係機関と連絡調整を行う
担当者を配置する。

中学校大規模改造等事業

分類凡例: 新=新規 拡=拡充 継=継続　65周年=市制65周年記念事業

２．平成27年度予算の主な事業をご紹介します。 イラストわんぱぐ、イラストポップ



単位:億円

会計名 補正前 補正額 追加補正 補正後

一般会計 543.8 16.1 1.6 561.5

特別会計 250.5 3.1 0 253.6
企業会計 39.7 0 0 39.7

合計 834.0 19.2 1.6 854.8

・議案3　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
　→人事院勧告に基づき市議会議員の報酬等を改定する。
・議案4　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5　刈谷市特別職報酬等審議会設置条例及び特別職に属する職員の退職手当支給条例の一部改正について
　→人事院勧告及び教育委員会制度の変更に伴い改訂する。
・議案6　職員の給与に関する条例の一部改正について
　→人事院勧告に基づき、市職員の給与を改定する。
・議案9　刈谷市消防団条例の一部改正について
　→消防団員の出動手当を改定し、処遇改善を行う。
・議案10　刈谷市介護保険条例の一部改正について
　→第6期刈谷市介護保険計画への移行に伴い、保険料等を改定する。
・議案12　刈谷市児童クラブ施設条例の一部改正について
　→子ども子育て新支援制度の施行に伴い改正する。
・議案16　刈谷市公共駐車場条例の一部改正について
　→相生駐車場の夜間料金を改定し、刈谷駅周辺の路上駐車の抑制をはかる。
　その他　28議案

●燃料電池車「ミライ」を活用した多様な啓発活動を提案

★さはらの要望
　市が購入した燃料電池車「ミライ」は単なる公用車ではなく、水素社会構築への理解促進、刈谷のモノづくり技術Ｐ
Ｒなど多様な使命を持つ車。市民が見て感じる機会を多く作るべき。市庁舎、総合文化センター、観光案内所、産業振
興センター、交通児童遊園、夢と学びの科学体験館での展示や、ラッピングデザインの公募も行ってはどうか。

★さはらの要望
子育て世代向けのPR冊子を新たに作成・配布するのは良い取り組み。様々な場所、機会を捉えて配布するのは勿論、

婚姻届の提出に来たカップルにも渡して欲しい。年1回程度改訂するとともに、若い職員の感性を活かし、若者を惹き
つけるシティセールス、戦略的なシティセールスに取り組んで欲しい。

３．企画総務委員会で提案・要望しました。抜粋してご報告します。

５．主な議案についてご報告します。

●子育て世代に対する積極的な定住促進活動を要望

６．平成２７年３月定例会を振り返って

　二つの異なる事業を連動させる事で付加価値が生まれ、課題解決につながる
場合があります。例えば銀座AB地区の再開発のように、デイサービスと保育
所を併設し、相互交流すれば、お互いが元気をもらえる相乗効果が生まれるは
ずですし、亀城公園再整備事業に元気な高齢者をガイドボランティアとして登
用すれば、新たな職域開発に繋がります。こうした視点でも各事業を観察し、
提案をしていきたいと思います。

★さはらの要望
通学路等への防犯カメラ設置を重ねて要望する。小中学生が犠牲になる事件が後を絶たない。

愛知県警のデータによれば、子どもが狙われるのは下校中が も多く、発生場所は道路上、すな
わち通学路である。プライバシーに配慮しながら関係者でよく検討して欲しい。

●通学路等への街頭防犯カメラ設置を改めて要望

★さはらの要望
個人番号カード内の個人情報は限定的で、情報保護機能も働いている事がわかり安心したが、

制度自体が市民にはあまり浸透しておらず、カード発行に際し不安を持つ人も多いはず。できる
だけ事前に、解りやすく説明しながら10月のスタートに向けて準備をして欲しい。

●マイナンバー制度のわかりやすい周知活動を要望

４．補正予算案が可決しました。

※平成27年～33年度までの公共施設の再編・建替え・大規模改修に計約
164億円が必要と算定されており、これはその為の貯金です。そのうち
約3/4が幼稚園、保育園、小中学校等の教育関連施設です。未来を担う子
供達がのびのびと学べる環境づくりにご理解の程お願い申し上げます。

主な事業　※公共施設維持保全基金積立事業16.8億円、プレミアム商品券補助事業1.2億円 ほか

　高齢化の進展、要介護認定者及び給付額の
増加に伴い、介護保険料が値上げされます。
持続可能な制度運営に必要な改定ですので、
ご理解ご協力をお願い致します。

イラスト：介護 福祉の無料イラスト素材



8．1期4年間のご支援に心より「感謝」申し上げます！

　平成23年7月、東日本大震災発生による混乱の中、
初当選させて頂いて以来、はや1期4年が経過しつつあ
ります。これまでの温かいお支えに厚く御礼申し上げ
ます。つたない字ですが、御礼の気持ちを込め、「感
謝」の二文字を書かせて頂きました。

７．4/1より教育委員会制度が変わります(刈谷市は現教育長が任期(H28.9.30)まで在職します)。

次のステップを見据え
更に精進してまいります！

◆今回の改革が、よりきめ細かい学校運営につながる事が期待されます。

ご支援団体の皆様へ
　数々のご指導、ご支援を賜り誠に有難うございまし
た。引き続き、皆様の声をダイレクトに市政に届け、刈
谷の産業発展、地域福祉向上に取り組んでまいります。

地域社会の皆様へ
　企業出身の私を心よく受け入れて下さり、本当に有難
うございました。引き続き、地域で頑張る皆さんをお支
えし、地域社会の発展に貢献してまいります。

開始時期

教育長

教育
委員会

その他 H27.4～

H28.10～
予定

現行 改正・新設の狙い

市議会の同意を得て
市長が任命

教育長1名
教育委員4名で構成

市長の直接任命に
変更する。

教育長に一本化し、
責任体制を明確化する。

新体制

市長と教育委員会で
教育課題を共有する。

「総合教育会議」を新設

市議会の同意を得て市長が
任命後、教育委員会が

教育長として任命

教育長1名、教育委員長1名
教育委員3名の計5名で構成

―

イラストポップ



歳入グラフ 歳出グラフ

住民税など 63.7% 市税、地方消費税交付金、使用料及び手数料福祉・子育て支援に 33.9% 民生費
国・県からの支出金など 21.8% 道路建設、災害対策などに 18.0% 土木費
分担金、負担金など 8.9% 教育･生涯学習に 17.3% 教育費
給食費などの諸収入 4.2% 保健･衛生に 9.7% 衛生費
市債（借金） 1.3% 住民登録・交通安全などに 9.5% 総務費

#REF! 農業・商工業などに 4.3% 商工費等
消防･防災に 3.2% 消防費
借金の返済に 3.2% 公債費
議会運営に 0.8%

99.9%


