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　陽春の候 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。ご卒業、ご入学など市民の皆様の希望の門出に幸多かれと
お祈りいたします。
 平成25年度が始まりました。市民の安全安心を確保する為には、投
資、堅持、引き締めの絶妙な手綱さばきによる高度な市政運営が求
められています。大きな視点で市政全体を見渡せる議員となるべく
努力してまいります。変わらぬご指導ご鞭撻とご支援を心よりお願
い申し上げます。

１.平成２５年度当初予算案が可決されました!
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住民税は1.5%の増収を見込んでいます。 教育関連の歳出が増加しました。
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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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○刈谷城築城480年記念事業 事業費30,631千円

・刈谷城PRランニング（H25.5頃 大垣城→亀城公園まで)
・記念展覧会（H25.7-8刈谷城と天誅組に関する資料展示）
・チビッコ甲冑行列
（H25.11市内幼稚園・保育園5歳児が厚紙製甲冑を着て行進）
・盛上げ隊編成（甲冑武将のパフォーマンス、PR）　など

　多数のイベントを行います。

○刈谷駅南口駅前広場整備事業 事業費20,000千円

自動車動線の改良や歩道の整備を行い、安全な駅前空間を確保します。

２.平成25年度予算の方針と主な事業をご紹介します!

施政方針:『歴史に学び 未来を紡ぐ 安心充実予算』

教育行政方針:『子どもから大人まで、夢と生きがいを持ち、
生涯を通して学び続ける』

予
算
の
要
旨
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○名鉄富士松駅駅舎改修負担事業 総事業費292,507千円

下りホーム側に駅舎改札口を新設し、安全性と利便性を向上させます。

○岩ケ池公園整備業 事業費423,909千円

第3期拡張整備区域の用地取得等を行い、駐車場を拡張します。

○夢と学びの科学体験館整備業 総事業費609,000千円

プラネタリウムの更新等を行い、中央児童館を科学体験館にリニューアルします。

○子ども相談センター事業 総事業費22,717千円

旧社会教育センターを改築し、子育ての総合的な相談窓口として運営を開始します。

○ウェーブスタジアム刈谷陸上競技場第3種公認更新事業 総事業費59,980千円

第3種公認の更新に必要な施設及び備品の整備を行います。

○技能五輪全国大会プレイベント開催事業 事業費9,061千円

全国産業教育フェア愛知大会のサブ会場として刈谷のPR等を行います。
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○観光案内施設整備事業 事業費20,185千円

刈谷駅北口に観光案内所を開設し、レンタサイクル貸出しや銘菓販売等を行います。

福

祉

安

全

○特別養護老人ホーム整備費補助事業 事業費16,500千円

小垣江町に建設予定の特別養護老人ホームの施設整備費を補助します。

○高齢者予防接種事業 総事業費76,034千円

肺炎球菌予防接種費用の一部を新たに助成します。(後期高齢者医療被保険者1人1回3,000円まで)

○通学路整備事業 事業費17,000千円

交通量が多く、危険な通学路の路側帯にグリーン舗装を行います。

○公共施設維持保全計画推進事業 事業費22,922千円

公共施設を適切に維持する為の検討や調査、施設の耐用試験を行います。

計
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進

○わが家の地震対策事業 事業費115,147千円

木造住宅の無料耐震診断や耐震改修費補助（上限120万円）等を行います。

○一般旅券発給等事業 事業費6,537千円

平成26年度に開始予定の一般旅券発給業務用の備品購入等を行います。

そ

の

他

子ども相談センター

○防災備蓄倉庫整備事業 事業費61,586千円

南部防災倉庫(高須町)設置及び各非難所の老朽化した備蓄倉庫を更新します。

○JR逢妻駅駅舎改修事業 事業費8,334千円

改札内外のエレベータや多目的トイレ新設に関わる詳細設計を行います。

○児童クラブ施設整備事業 事業費9,207千円

亀城小の教室を利用した亀城第2児童クラブを整備し、定員拡大をはかります。

information

刈谷城イメージ図



３.質問質疑を行いました!

1『介護支援と健康長寿の取組みについて』
Q.特別養護老人ホーム入所待機者の解消策は？
A.第５期介護保険事業計画･高齢者福祉計画において特別養護老人ホー
ム60人分を1ヵ所、介護付有料老人ホーム29人分と60人分を1ヵ所ずつ、グ
ループホーム18人分を2ヶ所整備予定。
Ｑ.今後の介護施策と健康長寿の取組みについて川口副市長の見解

をお伺いしたい。
Ａ.高齢化に対応すべく多様な施策を推進し、住みなれた地域で継続して
生活できるよう努める。健康寿命を延ばす事は個人の努力だけでは限界が
あり、地域社会全体で支援する事も必要。「支えあい元気で安心して暮ら
せる長寿社会の創造」の実現に向け関係機関と連携していく。

○補正額は計約6.6億円でした。
・主な事業
  補正:道路総点検事業、大手公園整備事業 他
  追加補正:東刈谷小学校大規模改造事業　他

６.議案･請願･陳情など

４.福祉経済委員会で質問・要望しました!

５.補正予算案が可決されました!

Q.障害者の就労支援について質問

1.高齢化率
65歳以上の高齢者が総人口に占める

割合。H22の調査では15.8％で碧海5
市で最も低く、全国平均よりも低い。
２.要支援･要介護認定者数
H25.2月時点で3,757人が認定を受け

ている。今後毎年4.9%ずつ増加し、H26
に4,063人になると推計される。
3.特別養護老人ホーム定員数と入
所待機人数
3施設各100人、計300人の定員に対し
現在は満員。H24.8.1 時点で163人の
市民が入所待機中。

●刈谷市の介護関連データ●

2『中小企業支援について』
Q.小規模･零細企業への更なる支援策の必要性についての所見を

お聞きしたい。
A.これまでも雇用安定、各種相談対応、技術開発、融資支援等の施策に
取り組んできたが、今後も生産性向上や経営効率化定着をはかる企業支

援策を検討していきたい。

Q.児童クラブのサービス充実について質問

○議案:下水道料金の改定について(H25.10.１以降の検針分より)
・改定内容:平均単価89.3円/㎥→103.4円/㎥ 、改定率15.8％ 。多く使うほど高額になる累進性を踏襲。
　 例:平均的家庭の使用料(2ヶ月で40㎥使用の場合) = 2,940円 → 3,150円となり約7％ 210円の改定。
・改定理由:平成元年より据え置いてきたが、下水道普及率はほぼ90％に達した。今後は老朽化対策や
　 耐震化などに多額の経費が必要。独立採算の原則のもと改定が必要と判断した。（上下水道部)

○議案:公共施設等使用料の改定について(H25.10.1より 空調料はH25.4.1より)
・改定内容:十朋亭、生涯学習センター、一部の公民館、市民ホール及び各体育施設の使用料を改定。
　 施設により改定率は異なるが概ね引き上げ。公民館使用料及び一部の体育施設の空調料は引き下げ。
・改定理由:施設は使う人もいれば使わない人もいる。4年毎の見直しルールに基づき受益者負担の適正化、
　 住民負担の公平性を追求した結果、改定が必要と判断した。歳入増が主目的ではない。（生涯学習部)

★さはらの要望
『介護については臨機応変で柔軟なサービス提供により、本人と家族がいき
いきと介護できる環境作りを、健康長寿については健康づくりや介護予防、
就労機会の充実により元気な高齢者のパワーを社会の活性化につなげる施策
をお願いしたい。』

★さはらの要望
『市内企業全体に支援の手が届く新たな中小企業支援事業を検討頂き、早期
実施に向け進めて欲しい』

★さはらの要望『4月からの障害者の法定雇用率引き上げに伴い、障害者本人への就労支援強化とともに企業に対す
る雇用支援が必要。障害者支援センター内に企業向けの相談窓口を設置するなど地域密着型のサポートを検討願いた
い』

★さはらの要望『3年生までの受入キャパ確保を最優先とし、可能なクラブより4年生を受入れる手順は理解するが、
全15クラブの足並みが揃うのに時間がかかり、他のサービス拡充が後回しにならないか？運営に余裕があるクラブは例
えば長期連休時の開設時間を早めるなど柔軟な対応をお願いする』

単位:億円

会計名 補正前 補正 追加補正 補正後

一般会計 485.5 0.8 2.5 488.8

特別会計 239.3 3.3 0 242.6

企業会計 35.8 0 0 35.8

合計 760.6 4.1 2.5 767.2



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。

●略歴
Ｓ40 刈谷市中山町にて出生 Ｓ59 県立刈谷高校卒
H1   南山大学法学部法律学科卒 豊田紡織㈱(現トヨタ紡織)入社
H23 刈谷市議会議員初当選
H24 福祉経済委員会副委員長　刈谷知立環境組合議会議員

４.プロフィール等

●市政レポート
　郵送に際し､お名前や住所の誤記など失礼が生じた際は深くお詫び
申し上げますとともに、変更内容等につきご一報頂ければ幸いです。
尚､個人情報は厳重に管理し、政治活動以外には一切使用致しません。

1/1 重原地区交通安全祈願 1/13 新成人のつどい 1/18 トヨタ紡織部長会 1/23 衣浦定住自立圏共生ビジョン推進講演会
1/26 中学校理科研究発表会 1/28刈谷市議会議員研修会 2/3 刈谷市子ども会大会 2/5 刈谷市婦人会大会 2/6 国民健康保
険運営協議会 2/7-8,13 ゾーン３０啓発活動 2/9 重原地区古紙回収 さくら保育園生活発表会 2/13,27-28 本会議 2/16 あ
おば保育園生活発表会 2/23 ユタカ議協研修会 2/25-26 トヨタ紡織あいさつ運動 2/24 重原地区自主防災訓練 3/1 本会議
3/6 福祉経済委員会 3/7 刈谷南中学校卒業式 3/10 刈谷市消防団観閲式 3/13 刈谷知立環境組合議会 3/18重原幼稚園卒園
式 3/19 住吉小学校卒業式 3/23 あおば保育園卒園式 3/25 さくら保育園卒園式 ほか

1/18

HPアドレス= http://www.m-sahara.jp パソコン･スマホで検索! 刈谷市議 さはら

1/28

２.※刈谷知立環境組合議会報告

○平成25年度一般会計予算案を可決しました。
・予算規模:約29.2億円(前年比約12.6%増)
・主な事業:旧工場棟整備事業・・・解体とストックヤード建設
    余熱ホール改修事業・・・ウォーターパレス内にトレーニングジム設置　等

※ゴミ処理施設のクリーンセンター、余熱利用プールのウォーターパレス、不
要となった日用品等を 再販売するリサイクルプラザの総称で、刈谷市と知立
市が運営しています。

2/8 3/10

ホームページを
リニューアルしました。

ぜひご覧下さい!

Q.リサイクルプラザについて質問

リサイクルプラザ

３.その他の主な活動

○その他の議案など：3/5企画総務委員会 議案:刈谷市公共施設維持保全基金条例の制定について他 6議案　3/6福祉経済委員会 議案：障害者自立支

援法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について他 3議案 3/8建設水道委員会 議案:市道路線の変更について他13議案 3/11文教委員会 議
案： 刈谷市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について他 5議案 3/21予算審査特別委員会 議案:平成24年度刈谷市一般

会計補正予算（第5号)他 12議案 3/22本会議で全議案可決 3/21議会運営委員会 憲法の改悪に反対し、9条を守ることを求める意見書他5件の意見書は本会議に提出し
ない。

★ 平成２５年３月定例会を振り返って ★
　H25年度予算の狙いは、歴史をテーマに市を活性化しながら、未来の為にすべき事をコツコ
ツと積み上げ、市民の安心につなげていく事だと理解しました。激しく変動する経済情勢に一
喜一憂しない、確かな基礎体力を持つまちづくりを引き続き提言してまいります。
　諸々の料金改定については、中長期的に安定した経営を目指す上で必須である事を行政側に
確認すると共に、施設の維持管理費低減に積極的に取り組む事を要請しました。

★さはらの要望『市民にわかり易く、財源にもなる良い取組みだが入場者数や
手数料収入は横ばいとなっている。来場者をプラザに誘導する動線の工夫や出品
条件の緩和等により人を呼び込み、更なる活性化をはかるべき』



歳入グラフ 歳出グラフ

住民税など 64.6% 福祉・子育て支援に 34.2% 民生費

国・県からの支出金など 20.1% 道路建設、災害対策などに 15.5% 土木費

分担金、負担金など 10.5% 教育･生涯学習に 15.3% 教育費

給食費などの諸収入 4.1% 保健･衛生に 11.1% 衛生費

市債（借金） 0.7% 住民登録・交通安全などに 10.5% 総務費

借金の返済に 5.4% 公債費

100.0% 農業・商工業などに 4.0% 商工費等

消防･防災に 3.0% 消防費

議会運営に 1.0%

100.0%

単位:億円

会計名 補正前 補正 追加補正 補正後

一般会計 485.5 0.8 2.5 488.8

特別会計 239.3 3.3 0 242.6

企業会計 35.8 0 0 35.8

合計 760.6 4.1 2.5 767.2


