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１）竹中市長に次年度予算編成に関する要望書を提出しました。

さる7/23、私の所属会派「市民クラ

ブ」6名は、2019年度予算編成に関する

要望書を作成し、竹中市長に提出しました。

多彩な内容となっていますが、私からは

・防犯機能の向上

・障がい福祉の更なる充実

・生涯現役社会づくりの更なる進展

等を提案し、盛り込みました。

しっかりと内容を吟味され、1件でも多く

予算に反映して頂けるよう、市長及び市の

幹部の皆様に直接要請しました。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。北海道胆振東部

地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

8月臨時会では、市民文教委員会の副委員長を拝命しました。子育て

や学校教育など、幅広い分野を審議する重要な委員会ですので、職責

をしっかりと果たして行きたいと思います。

100年後も元気な刈谷市づくりに全力で取り組んでまいります。

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！

◆竹中市長に次年度予算要望書を提出。

◆9月定例会

・平成29年度決算が認定され、1年間の

刈谷市監査委員としての任務を終了。

・一般質問で、障がい者支援について提案・要望。

・市民文教委員会でスポーツや教育施設

について提案・要望。

佐原充恭刈谷市議会議員

☆さはらの主な活動(7～9月)



単位:千円

平成29年度決算 対前年増減率 平成28年度決算

総 66,016,100 4.9% 62,905,729

計 歳入 24,962,849 5.3% 23,710,092

決 計 ① 90,978,949 5.0% 86,615,821

算 60,366,690 8.0% 55,877,406

額 歳出 21,910,744 1.4% 21,615,614

計 ② 82,277,434 6.2% 77,493,020

③ 8,701,515 -4.6% 9,122,801

④ 2,039,066 -19.3% 2,525,921

⑤ 6,662,449 1.0% 6,596,880

65,569 － -631,207

区分

実質収支③－④

単年度収支(H27⑤－H26⑤)

形式収支①－②

翌年度繰越金

一般会計

特別会計

一般会計

特別会計

1

-5

0

5

10

15

20

25

40

60

80

100

1

0

0.5

1

1.5

2 % 

四

捨

五

入

の

関

係

で

多

少

の

誤

差

が

生

じ

て

い

ま

す

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)

実質公債費比率
(25%以上は財政の早期健全化必要)

% 

◆ 決 算 所 見

歳入総計は対前年比＋約43.6億円(+5.0％)、歳出総計は対前年比＋約47.8億円

(+6.2%)となり、実質収支は約66億円の黒字、単年度収支は約0.65億円の黒字となり

ました。財政力指数は上昇、実質公債費比率は低下し、望ましい方向へ推移してお

り、財政の健全性は良好と判断されますが、経常収支比率は徐々に数値が上昇してお

り、長期的には注意を要します。固定資産税収は約155.5億円(前年比+2.8億円)、個

人市民税収は約122.6億円(前年比+4.1億円)、法人市民税収は約29億円(前年比▲20

億円)、財政調整基金残高は約88億円(前年比▲9.9億円)でした。

１．平成２９年度決算が認定されました。

２)９月定例会報告

２．自動車関係諸税の抜本見直しを求める意見書を国に提出しました！

刈谷、そして日本の基幹産業である自動車には、取得・

保有・走行の各段階で複雑な税負担が課せられてきました。私

達は、その簡素化と負担軽減を訴え続けてきましたが、いま

だ抜本見直しには至りません。過剰な税負担に加え、来年

10月に消費税が引き上げられれば、新車販売が大きく落ち込

み、日本経済に多大な影響を与える恐れがあります。

そこで今回、全トヨタ労連殿と連携し、刈谷市議各位のご

理解を得て、国に対し抜本見直しと代替財源の確保を強く要請

する意見書を提出しました。

いらすとや

★この決算認定により、1年間の刈谷市監査委員としての任務が完了しました。

この経験を活かし、更なる議員力向上をはかってまいります。

重量税

取得税

燃料課税

軽自動車税

消費税あまりにも複雑かつ過重！

自動車関係諸税の抜本見直

しを！！
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３．一般質問～障がい者支援について確認・提案・要望しました。

☆新たな障がい者雇用の場の創出を要望。

☆『子ども発達支援センター』の設立を再提案。

各常任委員会では、公共駐車場条例の一部改正及び指定管理者の指定（野田駐車場、あおば保育園）等の議案

や、平成29年度決算認定に関する議案が承認されました。また、教員定数や私学助成の拡充等に関する陳情が

採択されました。

４．議案等の審議結果

私

いらすとや

再 現

『刈谷市が障害者就労支援施設等から購入する物品等調達額が減少し

ている。障がい者の仕事や需要を丁寧に切り出し、うまく活用して、今

年は必ず前年を上回るようお願いしたい』

『近い将来、単純作業がAIにとって代わられれば、障がい者雇用の場

は減ってしまう。障がい者カフェ、農福連携、すぎな作業所改修など、障

がい者を継続雇用できる受け皿づくりを更に進めてほしい。』

『障がいの啓発活動は喫緊の課題。障がい者雇用のマニュアルづくりや、

企業からの相談対応などを、スピード感を持って進めて頂きたい。』

『障がいに関する各種相談から医療受診、療育等をワンストップで

支援する「こども発達支援センター」の設立を再提案する。近隣市

でも設立が相次いでいる。引き続きの検討をお願いする。』

☆『※大人の発達障がい』の理解促進を提案。

『大人の発達障がいへの対応は急務。働き方改革の進展により、更に高度かつ多様なコ

ミュニケーション能力が求められる。そこでつまづく方が増え、大人の発達障がいが顕在

化する可能性がある。支援がきちっとつながる仕組みづくりが必要。』

※知的な遅れを伴わない発達障害(対人コミュニケーションの不得手、空気が読めない、多弁や衝動的行動を抑えられな

い、独特のこだわりなど)、が見過ごされたまま成人した人が,、社会生活に様々な困難を生じる事。15～20人に1人いると言

われる。

☆特別支援教育の更なる充実を要望。

『知的障がいの特別支援学校の誘致を引き続きご検討願いたい。』

『刈谷特別支援学校の子ども達と、併設する小垣江東小の子ども達の自然な交流が生まれている事は大変喜ばしい。

今後も様々なリソーセスを連携させ、ノーマライゼーションのまちづくりを加速させてほしい。』

『4月に開校した刈谷特別支援学校(肢体不自由)は、圏域内(刈谷、

高浜、知立)の全ての先生が、特別支援教育に関する研修や助言を受

けられるセンター機能を果たすとの事で、取り組みに感謝申し上げ

る。障がいの種別や程度を問わず対応できる教育現場づくりや、

域内全体の教育の底上げにつなげてほしい。』



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 

〒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
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。

３)活動プレイバック
7/17～19 会派視察(北海道)

いらすとや

http://www.m-sahara.jp

刈谷市議 さはら

ホームページをリニューアルしました!

５．市民文教委員会で確認・提案・要望しました。

☆ウェーブスタジアム刈谷の熱中症対策を提案。

『今回の陸上トラックの全面張替えにより、クッション性が回復し、走りやす

くなる事は理解したが、夏の熱中症対策が大きな課題。トラックに遮熱コーティン

グをしたり、涼感効果が期待されるブルーに塗り替える競技場が増えており、今

後検討してほしい。すぐできる対策として、電源と水があれば様々な場所で使

える移動式ミストシャワーの導入を提案する。』

☆元トップアスリートが指導者として活動できる仕組みづくりを提案。

☆新住吉幼稚園建設予定地の安全性及び開園時期を確認。

☆住吉小のよう壁(南及び東側外周)の補強工事を要望。

8/17 刈谷市民盆踊り 9/1 トヨタ自動車労組碧南支部殿にあいさつ

『市内に多数あるホームタウンパートナーチームを引退した元トップアスリー

トが、市外のチームを指導している事例がある。トップレベルの技が市内で伝

授されないのは大きな損失。部活動の外部指導者や、総合型地域スポーツクラブ

の指導者として活動できる制度が必要。指導したい元アスリートと、指導され

たい学校やチームをマッチングさせる仕組みづくりをすべき。』

いらすとや

『建設予定地(神田町)の土壌汚染対策工事費は、原因者がどうしても特定できず、

やむなく市が負担するとの事だが、再発防止として、今後は地歴を十分に確認し、

必要な場合は事前に土壌改良を実施すべき。汚染土壌を全て入れ替え、地中深く

杭を打つとの事で、新園舎の安全性については理解した。開園予定は2021年4月

に延びるが、少しでも遅れを挽回してほしい。』

『このよう壁は約58年前に作られ、過去に一度補修を行ったのみなので、今回

の耐久調査を早急に進めて頂きたい。南側には刈谷豊田総合病院に直結する道

路、東側には災害時の緊急輸送道路となる路線がある。大規模災害時に、もしよ

う壁が崩れれば、人や車が巻き込まれ、道路が寸断されるなど、大きな被害が

出るのは確実。念には念を入れ、補強工事を実施すべき。』


