
　 謹んで新春のお慶びを申し上げます
　皆様におかれましてはよき新年を迎えられたことと存じ
ます。旧年中のひとかたならぬご支援に厚く御礼申し上げ
ます。
　本年は消費増税など大きな転換期を迎えますが、困難を
たくましく乗り越え、安心して暮らせる刈谷市づくりを提
言してまいりますので、 より一層のご支援ご指導の程、宜
しくお願い申し上げます！!
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１）トピックス

平成２６年１月発行

16：30～22：00まで点灯中です。
H26.1.26(日)まで開催しています。

　さる10/4(金)、私の所属会派｢市民クラブ｣７名は、市の来年
度予算編成に対する要望事項４８項目５７点をとりまとめ、竹
中市長に直接手渡しました。

２）12月定例会報告

12/10企画総務委員会 請願第2号:消費税増税にあたり、複数税率の導入を求める請願=採択→国へ意見書提出 議案67:刈谷市事務分

掌条例の一部改正について 議案68:職員の給与に関する条例の一部改正について 議案69:刈谷市税条例の一部改正について=いずれも原案可決

12/11福祉経済委員会 請願第3号:子どもの育ちを保障する保育制度の堅持・学童保育の充実を求める請願 請願第4号:小規模企業者設
備投資促進補助金制度の改善を求める請願 請願5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  請願第6号:介護保険要支援者へ
の保険給付継続のため、国に意見書提出を求める請願 陳情第11号:「子ども・子育て支援新制度実施にあたっての意見書」提出を求める陳情 陳情第
12号:すべての子どもの権利が保障される「子ども・子育て支援新制度」実施を求める陳情=陳情･請願はいずれも不採択 議案70：刈谷市国民健康保険

税条例の一部改正について=原案可決 12/12建設水道委員会 議案71:刈谷市都市公園条例の一部改正について=原案可決

12/19予算審査特別委員会　議案72:平成25年度刈谷市一般会計補正予算（第3号） 議案73:平成25年度刈谷市刈谷小垣江駅東部土
地区画整理事業特別会計補正予算（第1号）議案74:平成25年度刈谷市刈谷野田北部土地区画整理事業特別会計補正予算（第1号）議案75:平成25
年度刈谷市下水道事業特別会計補正予算（第2号）議案76:平成25年度刈谷市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）議案77:平成25年度刈谷市
介護保険特別会計補正予算（第2号）議案78:平成25年度刈谷市水道事業会計補正予算（第1号）=いずれも原案可決

１．｢H26年度刈谷市当初予算編成に関する要望書｣を竹中市長に提出しました。

１．陳情･請願･議案等の審議結果です。

刈谷市議会議員
建設水道委員会委員
都市計画審議会委員

さはら充恭

伊藤代表
竹中市長

私

★さ は ら の 思 い　困難を伴う事業、時間がかかりそうな事業もありますが、会派として
真摯に思いを伝えました。一つでも多く予算に反映して頂きたいと思います。

予算要望の例
・恩田町交差点の交通渋滞緩和を推進すること。
・特別支援学校(肢体不自由児向け)の早期設立等、
　障がい児･者支援を積極的に推進すること。
・児童クラブのサービスを充実・拡大する事。

刈谷ハイウェイオアシスの
『ロマンティックイルミネーション』



２．補正予算案が可決されました。主な事業をご紹介します。

３．社会保障関連部署が再編され、部課名とフロアが変更されます。(H26.4～予定)

４．注目される事業の進捗状況です。(市の一般質問・委員会答弁より抜粋)

 　東刈谷保育園及び慈友保育園の園舎を増築し、
 良好な保育環境の維持を図ります。
工事の概要
・東刈谷＝増築面積152㎡ 内部改修面積21㎡

 ・慈友＝増築面積123㎡　調理室を含む
  内部改修面積225㎡

イラストわんぱぐ

　市内11公共施設にEV(電気自動車)･PHV(プラグインハイブリッド自動車)用普通
充電器及び付帯設備を新規設置し、普及を促進するとともに、地球温暖化及び大
気汚染の防止を図ります。
設置箇所

　①刈谷市役所②相生駐車場③神田駐車場④東刈谷市民センター⑤富士松市民
センター⑥小垣江市民センター⑦北部市民センター⑧南部生涯学習センター⑨北
部生涯学習センター⑩総合文化センター⑪一ﾂ木福祉センター

○公共施設EV･PHV充電設備整備事業 21,000千円 特定財源 諸収入12,960千円

  市回答：小垣江東小学校を増築・改修し、併設する事を検討中。敷地が広く
　幹線道路から近いなど利便性が高い事より選定。衣浦定住自立圏域
　(刈谷、高浜、知立、東浦)から40名+αが通えるよう整備していきたい。
　投資額は概算約10億円を予定。

○園舎増築事業 216,000千円

Q『特別支援学校(肢体不自由児･生徒向け)の建設予定地等について』

Q『刈谷城復元までの大日程について』

市回答：H25-26年 未確定部分の発掘 H27年 基本設計 H28年 実施設計を
経てH29の建設開始を目指す。

小垣江東小

刈谷城イメージ図

Q『通称｢銀座A･B地区｣(銀座ユニー・文助跡地)の再開発について』

市回答：民間事業者に定期借地として貸し出し、子育て支援や高齢者向け施設の
 運営を委託したい。H26年度公募、H28年着工に向け詳細を検討していく。
 民設民営事業に市有地を貸し出す刈谷初の事業形態となる。

○プロ野球オープン戦開催事業 6,431千円

 　中日ドラゴンズのオープン戦を刈谷球場で3年ぶりに開催します。
 日時はH26年3月上旬で調整中、対戦相手等詳細は現在計画中です。

補正予算は約3.9億円でした。
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イラストわんぱぐ、スポーツイラスト無料素材

単位:億円

会計名 補正前 補正額 補正後

一般会計 504.7 1.7 506.4

特別会計 240.5 2.3 242.8

企業会計 35.8 -0.12 35.68

合計 781.0 3.9 784.9



５．建設水道委員会で質問しました。

Q1『市内の公園に対する課題認識は？』
市回答：S６３以前に開設した公園が７８箇所、全体の約７７％を占める。S３０～４
０年代の開設が も多く、施設(遊具、水飲み場等)の老朽化が進み、維持管理
費の増大が懸念される。

件名１『公園のマネジメント(公園施設長寿命化計画)について』

件名2『総合運動公園への監視カメラ新設について(※公園緑地課手配分)』

★ さ は ら の 要 望 監視体制強化とともに、犯罪を発生させない風土づくりも必要。土浦市のよう
に警察OBを活用したり、豊島区を参考に学校と連携し、子ども達が早い段階から善悪について学ぶ機会
を作るなど、多様な取り組みを進めて欲しい。

３）くらしの相談対応事例のご紹介

イラストわんぱぐ、無料イラスト素材ドットコム

Q1『監視カメラを設置しなくてはならない理由は？』
市回答：少年少女らが原付バイクで暴走する等、問題行為が頻発し、利用者から
苦情が相次いだ。刈谷警察、学校など関係者と対策を協議し、ウイングアリーナ
周辺に防犯用監視カメラ８台を新設する事とした。

☆ 皆様のご意見を市に届けています。　写真は最近実現した事例です。ご近所のお困り事、お
気づきの点などございましたら後援会事務所までご一報ください。

★ さ は ら の 要 望　大変良い取組みであり、試算が現実となるよう推進願いたい。公共施設や道路
も含めたインフラの維持管理は、府中市のように市民との協働を更に進めるべき。例えば市内に無数にあ
る街路樹の剪定はもっと市民の力を借りてはどうか。

◆12月定例会を振り返って　視察で学んだ事を質疑に生かす様心がけました。特別支援
学校の設立については、小学校に併設して健常児と交流をはかる素案に賛同します。「障
がいの有無に関わらず住み慣れた地域で学び暮らす」理念にも適います。刈谷城復元も含
めた亀城公園再整備事業については、『歴史文化のまち刈谷』を積極的にアピールし、に
ぎわいを創出できるまちづくりを提言してまいります。

一方通行の逆走防止対策 老朽化した水飲み場の更新 街路樹の剪定 公園のトイレの押しボタン改良

ウイングアリーナ刈谷

※スポーツ課手配でウェーブスタジアム及びグリーングラウンド周辺にも別途3台を増設予定。

Q2『刈谷市公園施設長寿命化計画とは？』
市回答：施設の長寿命化、計画的な改築・更新、維持管理費の平準化をはかる
為、国の補助金と技術的支援を受けH24年に策定した。

Q4『期待される費用効果及び延命効果は？』
市回答：試算では、事後保全型管理に比べ約2,800万円/年の費用縮減が見込
まれる。また、施設の定期的な部材交換や塗装等により、国が定める処分制限
期間の１．５倍～２倍程度まで延命可能と見込む。

Q3『具体的には施設をどう延命するのか？その事例は？』
市回答：故障等発生時に改修する「事後保全型管理」から、劣化・損傷を未然防
止する「予防保全型管理」へシフトする。例えばブランコの吊金具やチェーン、回
転遊具のベアリング等消耗部材の交換や塗装を定期的に行い、劣化を遅らせ
延命を図る。

Q2『監視カメラのスペックは？』
市回答：単焦点固定式で、制御盤にモニターとレコーダーを内蔵し、２週間分の
録画が可能。日中はカラー録画、夜間は赤外線録画に切り替わる。



●目的 道路、橋、公園等インフラの維持管理費低減活動を視察。

●府中市の主な取り組み
・運営効率化、包括的民営委託、市民との協働等により維持管理費を見直す。
・予防保全を含めた理想的な補修等により補修更新費を見直す。
・現状維持に比べ約3億円の維持管理費低減を見込む。

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

10/1 永井Gミーティング

５）活動プレイバック

10/4 トヨタ紡織労組定期大会 10/18建水委員会視察(三鷹市) 12/1 トヨタ紡織駅伝大会

１0/16(水)東京都府中市「インフラマネジメント推進計画について」

10/17(木)群馬県太田市「水道事業における包括業務委託について」

10/18(金)東京都三鷹市「まちづくり三鷹による地域活性化について」

４）建設水道委員会 視察報告

さはらの所感 刈谷市で既に策定している「公共施設維持保全計画」のインフラ版である。類似の
取組みなので、両計画が連動するよう進める必要があると感じた。インフラの維持管理に関する
現状と今後のマネジメントについて市に確認していきたい。

●目的 水道事業の大半を外部へ業務委託した先進事例を視察。

●太田市の主な取り組み
・業務委託先選定は公募型プロポーザル方式で、5年間契約。
・予想効果として人員30名減、5年間で約7億円の経費削減を見込む。
・業務に精通した職員の減少に伴う監督能力の低下が課題。

●視察目的 IT事業者を呼び込み、中心市街地の活性化をはかる取組みを視察。

●三鷹市の主な取り組み
・多機能インテリジェントビル「三鷹産業プラザ」開設などハード面を支援。
・レンタルブース、税務・財務相談、無担保融資(地元信金) など資金面を支援。
・07年の調査結果では、経済効果を売上高36億円/年、雇用効果を477人と算定。

さはらの所感 水道事業のアウトソーシングによる徹底した合理化事例として参考になったが、市
側の技術継承や災害時の責任区分などの課題も残る。委託先の選定や費用低減効果の検証ととも
に、単なる丸投げにならぬよう慎重に検討する必要があると感じた。

さはらの所感  ITの起業支援は都市部の自治体ならではの発想。刈谷はモノづくり産業が集積する一
方で、中小スーパーが相次いで閉店するなど歪みが生じている。起業支援も必要だが、中小零細企
業への更なる支援が喫緊の課題と感じた。

正進社、無料イラスト素材ドットコム


