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２９

春暖の候 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30年度予算編成は、法人市民税は68％増の約38億円、個人
市民税や固定資産税も増収を見込み、一般会計は過去最高の599.1
億円となりました。歳出は教育施設の改修やスマートIC関連のイン
フラ整備など、ハード面の整備が中心となっています。派手さはな
いものの、強固な基盤を持つまちづくりを更に進める狙いだと理解
しました。
私もブレずに、しっかりと地に足をつけ、少々の事では揺らがな
い骨太な刈谷市づくりに取り組んでまいります。
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

１）３月定例会報告
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。

会計名
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本年度予算(億円)

前年度予算(億円) 増減額(億円)

伸率

一般会計

599.1

574.5

24.6

4.3%

特別会計

229.1

238.4

-9.3

-3.9%

企業会計

101.7

102.6

-0.9

-0.9%

合計

929.9

915.5

14.4

1.6%

いらすとや

分類凡例: 新=新規、拡=拡充、 継=継続

分野

事業名

都 新 路上喫煙防止事業
ユニバーサルデザイン
タクシー購入費補助事業

市

住宅用地球温暖化対策

事業概要

事業費(千円)

刈谷駅周辺に路上禁止区域を設定し、路面標示や啓発を行う。

6,922

市内のタクシー事業者がユニバーサルデザインタクシーを購入する場
合、30万円/台の購入補助を行う。

2,400

環 拡 設備設置費補助事業

住宅用蓄電システム及び充給電システムの設置補助を行う。

60,500

境 継

FCV(個人用)に上限50万円/台の購入補助を行う。

90,000

FCV(事業用)に上限40万円/台の購入補助を行う。

次世代自動車購入費
補助事業

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。
超小型電気自動車の車両本体価格の10%、上限7万円の購入補助を行う。

市道01-41号線他道路新設改良事業

刈谷スマートICの整備に合わせ、周辺道路を整備する。

歩道整備事業

宝町地内の歩道の段差解消工事を行う。

487,286
22,000

都市計画道路7・4・555刈谷駅前線道路新
刈谷駅北口のシンボルロードづくり及び南北連絡通路の延伸工事を行う。
設改良事業

347,547

都市交通計画調査推進事業

JR刈谷駅のホーム拡幅、西三河知多アクセス道路の調査検討等を行う。

138,966

銀座AB地区整備事業

三菱UFJ銀行横に建設予定の新ビルの建築補助を行う。

191,200

教 新 歴史博物館開館等準備事業

平成31年3月下旬にオープニングイベント等を行う。

21,165
58,688

育

刈谷市立刈谷特別支援学校
運営事業

市内初の特別支援学校(肢体不自由)を平成30年4月に開校する。

文

刈谷球場電光掲示板改修事業

老朽化した電光掲示板の改修の為の実施設計を行う。

化 継 空調設備整備事業

全小学校の普通教室等に空調設備を設置する。

トヨモーター展開催事業

刈谷にかつてあったオートバイメーカーの資料展を開催する。

小高原小学校大規模改造事業

南校舎の内外装、設備改修工事等を行う。

夢と学びの科学体験館特別企画展開催事 学校の春・夏・冬休みを中心に特別企画(夏休みのデジタルアート体
験展示など)を行う。
業

3,000
1,500,000
8,373
368,364
27,000

産 新 企業立地推進事業

依佐美地区の第2期開発検討区域の調査等を行う。

17,400

業

高齢者、障がい者、母子家庭の母等の雇用費用の補助を行う。

10,000

振 拡 中小企業人材育成支援事業

中小企業の従業員研修の費用の一部を補助する。

15,000

興 継 高校生コマ大戦等開催事業

愛知県工業高校ロボット競技会及び高校生コマ大戦を供開催する。

特定求職者雇用支援事業

福 新 ネットワーク事業

行方不明高齢者等SOS

徘徊のおそれがある高齢者等にQRコード付きシールを配布し、SOS
ネットワークを通じて早期発見できるようにする。

祉

高齢者緊急一時保護居室確保事業

虐待を受けている高齢者などを一時保護する部屋を確保する。

7,706
516
4,218

安 拡 公立幼稚園預かり保育事業

対象園の預かり保育時間を拡充し、子育て中の保護者を支援する。

全

認可外保育所運営支援事業

一定基準を満たす事業所内保育所に対し、保育料の補助を行う。

民間保育所運営支援事業

民間保育所の運営にかかる費用を補助する。

防犯対策推進事業

防犯灯の新設及び防犯カメラ増設を行う。

140,552

母子健康診査等事業

全ての新生児の聴覚検査に要する費用を補助する(上限5,000円)

224,786

老朽化した住吉幼稚園を重原幼稚園と合併し、移転新築する。

809,899

継 住吉幼稚園移転新築事業

413,356
44,137
1,121,790

保育園整備事業

重原幼稚園跡地に整備予定の民間保育園の運営事業者選定等を行う。

62,893

消防団支援事業

全分団への組み立て式簡易水槽の配布及び、空港ラウンジサービス等特典
付きのクレジットカード(年会費無料)に団員が入会できるようにする。

わが家の地震対策事業

住宅耐震診断、耐震改修費用の助成及び各種啓発活動を行う。

99,955

1,333

計画

新 ポータブルアプリ情報配信事業

市の公式スマホアプリを開発し、各種の行政情報を配信する。

7,500

推進

拡 刈谷の魅力発信事業

無料Wi-Fiのアクセスポイントを拡充し、市の魅力を広く発信する。

6,831

いらすとや

１)防災関連計画策定事業について質問
・刈谷市地域防災計画の具体的行動計画として、熊本地震で発生した
新たな課題(車中泊・テント泊対応、特別な配慮を要する障がい者の円滑な
受け入れ等)を盛り込んだ避難所運営指針を策定する事を確認。

★さはらの提案、要望
・熊本地震では、環境変化に敏感な自閉症等のお子さんがいるご家庭は、避難所に行け
ずに車中泊をしたり、倒壊の危険性のある自宅で過ごした。福祉避難所の拡大や福祉的
避難居室の確保など、避難の選択肢をもっと増やすべき。
避難所混乱!

・避難所に来る多様な人々(持病がある方、犬猫等ペットを
連れた方等)をどう層別し、スペースを確保するかは大変難
しく、このままでは避難所運営は大混乱となる。実災害時
に真に有効な運営指針を、改めて示して頂きたい。

指針策定

２)職員一人ひとりの機密管理について質問
・庁内の個人使用パソコンは約1,000台あり、外部送信メールが
1,070通/日、受信メールが780通/日(2月平均値)である事を確認。
・業務上必要であれば、誰でもE-mailを外部送信できる事を確認。

★さはらの提案、要望
・外部送信メールは機密漏えいの抜け穴。一定役職以下の職員は上司をＣＣに入れないと
送信できないようルール化すべき。
情報漏れリスク大!

ルール化

・「100－1＝0」のリスク(1人の不正が全体の信頼を失墜)
を認識し、機密漏えい防止と内部統制に努めて欲しい。

３)職員の交通安全について質問
・職員の加害事故発生件数(公務中、通勤帰宅時、プライベート含む)が、
今年度は2月末時点で20件発生しており、増加傾向にある事を確認。

★さはらの提案、要望
・交通安全意識向上活動に全職員で取り組むべき。例えば、、、

→発生状況を身近な事例として庁内に展開する(通年)。
加害事故多発!
→「交通安全の自己宣言」をし、常時携行する(年度初め)。
→「家族等への安全運転宣言」をし、自家用車内に置く(連休前)。
→「飲酒運転を絶対にしない宣言」をし、職場に掲示する(年末)。

繰り返し啓発

3/7 企画総務委員会 議案1：刈谷市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正について ほか全2議案 3/8 福祉産業委員会 議案
3：刈谷市介護保険条例の一部改正について ほか全5儀案 3/9 建設委員会 陳情第1号 刈谷城建設に関する陳情=不採択 議案8：刈谷市特別工業
地区建築条例の一部改正について ほか全6議案 3/12 市民文教委員会 議案14：刈谷市歴史博物館条例の制定について ほか全2議案 予算審査特
別委員会 議案16：平成２９年度刈谷市一般会計補正予算（第５号）ほか補正予算全4議案、議案19：平成３０年度刈谷市一般会計予算 ほか
平成30年度当初予算全8議案 議案は全て原案可決。

①第8次総合計画策定事業

②

①

刈谷市の最上位の行政計画として、市の将来像を具
体化する道筋を示し、自主・自律的で責任あるまちづ
くりを進める指針を策定します。

②刈谷市障害者計画、第5期刈谷市障害福祉計画、
第1期刈谷市障害児福祉計画
障がい者施策の基本的な考え方を定めるとともに、
障がい福祉サービス及び地域生活支援事業の推進、障
がい児の通所施設の確保等に取り組みます。

③第7期刈谷市介護保険事業計画、刈谷市高齢者福
祉計画

これは第7次総合計画の表紙です。

③

④

刈谷市の特性に応じた地域包括ケアシステムの構築
に向け、高齢者の自立支援、介護予防、施設整備等の
計画を定めます。

④第2次刈谷市文化振興基本計画
文化資源を継承・活用しながら、市民が文化芸術に
触れ、心の豊かさを実感できるまちづくりを推進する
計画を策定します。

２）監査委員活動報告～下水管の工事監査をしました。
2/13 下水管の長寿命化の工事監査を行いました。
これは、公共工事の関係書類のチェックや現地調査を通じ、工事仕様や発注
方法、費用の積算方法、工事管理のあり方等の妥当性を、技術及び法的見地か
ら監査する作業です。私もいくつか確認をさせていただきましたが、専門的
知識を有し、他市町村の監査経験が豊富な技術士の指摘や助言は大変参考に
なりました。
今回、公共工事が内包する様々なリスクを改めて認識しました。今後の活動に
活かしていきたいと思います。

３）一色公園北西角の見通しを改善しました。
この地点は、通勤の抜け道として、
毎日多くの車が通行しますが、公園
の植栽がドライバーの視界を遮り、左方
から来る車や歩行者が見えにくい為、
出会い頭の衝突事故が起きかねない状
態でした。
市と対策を検討し、じゃまになる
植栽を撤去した結果、見通しが大幅
に改善され、安全に通行できるよう
になりました。

対
策
後

さはら充恭後援会事務所(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

