
　初夏の候　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23年の刈谷市議会議員初当選後、約2年が経過
し、1期4年の折り返し地点を迎えております。感謝の
心と初心を忘れず、何事にも誠意と熱意で取り組んで
まいりますので、引き続きのご指導ご鞭撻を心よりお
願い申し上げます!!

１.補正予算案が可決されました！

刈谷市議会議員
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さはら充恭
みつ  やす

福祉経済委員会副委員長

刈谷市議会議員

１.６月定例会報告

平成２５年７月発行

　補正額は約△1.1億円、補正
後の合計予算額は約747億円と
なりました。主要因は東刈谷
小学校の大規模改造事業を前
年度に前倒し計上した関係
上、今年度予算を減額修正し
た事です。

四捨五入の関係上、多少の誤差が生じています 単位:億円

会計名 補正前 補正額 補正後

一般会計 473.0 △ 1.1 471.9

特別会計 239.3 0 239.3

企業会計 35.8 0 35.8

合計 748.1 △ 1.1 747.0

◆ 補 正 予 算 に よ る 主 な 事 業 ◆

○小学校太陽光発電設備整備事業 事業費35,000千円

　同事業において唯一民間事業者の公募がなく、太陽光パネルがな
かった住吉小の屋根に設備を設置し、災害時などの非常用電源を確
保するとともに、発電量モニターなどを活用した環境教育の充実をはか
ります。

○緑の街並み推進事業 事業費12,000千円

　愛知県の｢あいち森と緑づくり事業｣を活用し、亀城公園再整備事業
に併せて、城町周辺の道路沿いに桜の並木道の整備を行います。

刈谷の歴代藩主の家紋入り甲冑
(市役所東玄関に展示中)



２.福祉経済委員会で質問・要望しました！

1.議案第51号『※刈谷知立環境組合の規約変更について』

３.議案･陳情などの審議結果

2.所管事項『資源物等のごみの持ち去り問題について』

Q:｢資源ごみ等の持ち去り｣とは？
A：ゴミステーションからアルミ缶や小型家電類など換金性の高い資源物を持ち去
る行為で、刈谷でもしばしば確認されている。売却して市の収入となる資源物が持
ち去られることにより収入減となり、一部が不法投棄されることも考えられる。
Q:発生件数の推移は？
A：H23年度は１５件、H24年度は７件、H25度は６月始めまでに６件発生している。
Q:持ち去り防止対策は？
A：パトロールに加え、監視カメラの活用や持ち去り防止看板の設置も検討中。
Q:市民が協力すべき事は？
A：必ず回収日当日にゴミを出す事、持ち去りを発見した際は速やかにごみ減量
推進室に情報提供して頂きたい。(自ら注意したり詰問しない事)

Q:余熱ホール(ウォーターパレス)改修事業の予算は組合議会に、規約変更は
刈谷市議会に付託される理由は?
A：一部事務組合の規約変更は、地方自治法第290条で、関係する地方公共団体(刈
谷市と知立市)の議会の議決を経なければならないと規定されているため。
Q:刈谷市は規約変更にどう関与し、どういうチェックをしたのか？
A：H22年度の利用者アンケート結果を踏まえ、刈谷市と知立市、同組合の職員で｢余
熱ホール改修事業検討部会｣を組織し、協議を重ねてきた。刈谷市からは、関係部署
より３名が参加し、改修内容に加え両市の負担すべき事業費も協議された。

6/18企画総務委員会  陳情第3号:働く者の権利を守り、公務・公共サービスの充実、憲法擁護・核兵器のない世界を求める陳
情=不採択/ 議案45：刈谷市税条例の一部改正について 議案46:刈谷市都市計画税条例の一部改正について=各議案は原案可決/

所管事務調査:刈谷市行政経営改革プランについて　6/19福祉経済委員会 陳情第4号：働く者の権利を守り、公務・公共サー
ビスの充実を求める陳情=不採択/ 議案47：刈谷市介護保険条例の一部改正について 議案48:刈谷市国民健康保険税条例の一部改
正について 議案49:刈谷市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 議案50:刈谷市子ども・子育て会議条例の制定につい
て 議案51:刈谷知立環境組合規約の変更について=各議案は原案可決/ 所管事務調査:県内農業共済組合等の合併について

6/20建設水道委員会  議案52:訴えの提起について（市営住宅明渡し等請求事件） 議案53:刈谷市下水道条例及び刈谷市下
水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について=各議案は原案可決 /所管事務調査:市営住宅明渡し訴訟経過報告について

6/21文教委員会 議案54:工事請負契約の締結について（東刈谷小学校中舎大規模改造（建築）工事）議案55:刈谷市学校給食

センター条例の一部改正について=各議案は原案可決 /所管事務調査:刈谷市歴史博物館建設予定地の地質調査結果について

6/27予算審査特別委員会  議案56:平成25年度刈谷市一般会計補正予算（第1号）=可決　議案の多くは地方税法等の一部
改正に伴うものでした。

※ゴミ処理施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する一部事務組合です。

イラスト提供　素材ダス http://sozaidas.com/
経済産業省HPごみイラスト素材集

４.平成２５年６月定例会を振り返って

★さはらの所感
　今定例会の議論の中で、最近、市内の中小スーパーマーケットの閉店が相次いでいる事が話題にな
りました。今後の状況にもよりますが、移動手段を持たない年配の方などは、徒歩圏内に店がなくな
るといわゆる｢買い物難民｣となってしまう恐れがあります。こうした新たな課題を早期に察知できる
ようアンテナを高く張り、市内を凝視しながら活動していきたいと思います。

★さはらの要望
『本件に限らず、一部事務組合や庁内にしっかりとガバナンス(統制)を効かせ、良い事も悪い事も自然
と上がってくる風土、風通しの良い組織づくりをお願いしたい。』

★さはらの要望
『先日私自身も持ち去り現場を目撃した。資源ごみの売却等による収入は、今年度予算総額約2,900万
円で、貴重な財源となっている。引き続き厳重監視して頂き、エスカレートしていく場合は資源ごみの
持ち去り禁止を条例化し、罰金を課すなどの方策も検討願いたい。』

イラスト提供　学校イラスト無料素材

画像提供イラストポップ

閉店

スーパー○○



２. 約2年間の議員活動の振り返り

１.ここまでの活動総括

※私が個人もしくは会派として要望した結果です

ガードレール補修 市道の雑草除去 カーブ警告の路面標示 各所カーブミラー設置

街灯の増設 道路合流地点の見通し改良 枯れた街路樹の修復 河川の浚渫(土砂の除去)

☆皆様から頂いたご要望で※実現したこと

○ 具 体 化 さ れ た こ と

△ 継 続 検 討 し て い く こ と

岩ヶ池公園（ハイウェイオアシス)駐車場の拡充、街路樹の害虫パトロール活動強化、障がい者就労
支援部会立上げ　八枚公園広場の土の入れ替え、市独自のエコカー補助金の継続　ほか

児童クラブのサービス拡大、アピタ刈谷店そばＪＲ踏切逆走防止対策、中山公園南東角周
辺の交通安全対策、養護学校の誘致 ほか

港町Gの芝生補修 公園の手洗い場修理 街路樹の害虫駆除 路面標示塗り直し

★ 自 ら の 理 念 に 基 き 提 言 し た こ と

★業務プロセス改革で頼れる行政経営を!
★ウェーブスタジアム刈谷の更なる活用を!
★スポーツ振興で市の活性化を!
★資源循環の大切さの積極的発信を!
★中小零細企業に更なる側面支援を!
　　ほか

★発達障がいを持つ方への総合支援を!
★育児に悩むママに更なる子育て支援を!
★子供達を不審者から守る対策の充実を!
★障がい者の親なき後も確実な支援を!
★介護支援と健康長寿の更なる施策を!
　ほか

★活動を振り返って
・議員活動のベースはできつつある。中身を更に充実させたい。
・市民の皆さんのご指摘で初めて気づく事も多く、まだ勉強不足。
・身近な議員として、地域社会との調和を大切にしていきたい。

ますます
頑張ります!!

活動理念：『活力と温もりあふれる新刈谷市を！』



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 刈谷市議会議員選挙初当選
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

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

３.トピックス

・7/25(土)-8/25(日) 刈谷城築城480年記念展(刈谷市美術館)
　　刈谷城及び天誅組に関する資料の展示などを行います。
・8/4(日) 江戸時代考証学講演会(刈谷市総合文化センター)
　　江戸時代の文化・風俗等、時代考証学の講演会を行います。
・8/10(土) 刈谷城築城480年記念会(刈谷市産業振興センター)
    徳川宗家18代当主、水野宗家20代当主を招き、記念講演会等を行います。
・8/24(土) 天誅組シンポジウム(刈谷市中央図書館)
　　天誅組ゆかりの奈良県東吉野村と天誅組顕彰シンポジウムを行います。
・11/3(日) チビッコ甲冑行列(亀城公園)
　　市内の5歳園児が厚紙で作製した甲冑を着て行進します。
・11/23(土) 城郭まちづくり講演会(刈谷市総合文化センター)
　　歴史的建造物などの整備のあり方についての講演会を行います。

○刈谷城築城480年記念の主なイベントをご紹介します!!
かつなりくんと刈谷城築城480年

盛り上げ隊の皆さんも参戦します!

２.最近の活動アルバム

朝のあいさつ運動 スポーツ振興活動(陸上)

文化振興への貢献

安全運転啓発活動

消防団操法競技会

ボランティア活動姉妹都市ミササガ市との交流

交通安全キャンペーン

未来を担う若者とのふれあい

刈谷城PRランニングフィナーレ 緑の募金活動

2/8 4/8

4/84/7

3/26 3/30

4/12

5/18

5/18

5/26 5/29 6/9

スポーツ振興活動(サッカー)


