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ごあいさつ

新年明けましておめでとうございます
旧年中は大変お世話になりました。皆様のご支援をいただき、刈谷市議会に送り
旧年中は大変お世話になりました。皆様のご支援をいただき、刈谷市議会に送り
だして頂いてから、一年半が過ぎました。アイシングループの代表として、地域・通学
だして頂いてから、一年半が過ぎました。アイシングループの代表として、地域・通学
路の安全確保や道路の改善、教育への課題提起、幼稚園、保育園の充実、中小企業
路の安全確保や道路の改善、教育への課題提起、幼稚園、保育園の充実、中小企業
支援策の提案を一般質問・委員会で市に訴えてきました。これからも、愚直に一歩ずつ
支援策の提案を一般質問・委員会で市に訴えてきました。これからも、愚直に一歩ずつ
前進してまいりますので、引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。
前進してまいりますので、引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。
さて、１２月の衆議院選挙では、議席数では自民党が大勝しました。経済環境は若干の円安傾向で
さて、１２月の衆議院選挙では、議席数では自民党が大勝しました。経済環境は若干の円安傾向で
あり、自動車業界にとっては少し明るい材料に思われます。しかし、産業の国内空洞化、ＴＰＰ・エネル
あり、自動車業界にとっては少し明るい材料に思われます。しかし、産業の国内空洞化、ＴＰＰ・エネル
ギー問題、中国、韓国をはじめとする外交問題、待機児童など政治課題は山積しております。このよう
ギー問題、中国、韓国をはじめとする外交問題、待機児童など政治課題は山積しております。このよう
な時においても、地方は将来を見据え、明るい未来づくりに尽力しなければなりません。市民の皆様に
な時においても、地方は将来を見据え、明るい未来づくりに尽力しなければなりません。市民の皆様に
｢住み良い刈谷｣を実感頂けるようさらに努力してまいります。皆様にとって、すばらしい一年となります
｢住み良い刈谷｣を実感頂けるようさらに努力してまいります。皆様にとって、すばらしい一年となります
事を祈念し、年始のご挨拶とさせていただきます。寒い毎日が続きますが、お身体にご自愛下さい。
事を祈念し、年始のご挨拶とさせていただきます。寒い毎日が続きますが、お身体にご自愛下さい。

１２月定例議会報告
１２月定例議会報告
東刈谷／重原本町エリアの交通安全対策

｢ゾーン３０｣が１２／２５スタート！！

＜ゾーン３０とは＞
＜ゾーン３０とは＞ 歩行者や自転車が優先され
歩行者や自転車が優先され
る生活道路の安全対策として、県警は一定区域内
る生活道路の安全対策として、県警は一定区域内
の自動車の最高速度を時速30キロ以下に規制する
の自動車の最高速度を時速30キロ以下に規制する
エリアとして整備した区域です。
エリアとして整備した区域です。（自動車の速度
（自動車の速度
30km/h以下は、人身事故
30km/h以下は、人身事故 による
による 致死確率が大幅に減
致死確率が大幅に減
少するデータがあります。）
少するデータがあります。）

この表示を
見かけたら
３０キロ！
通行される
皆様は、今
まで以上に
安全運転を
心がけてく
ださい

周知活動：
周知活動：
※市民だより、地域回覧板
※市民だより、地域回覧板
※刈谷市ホームページ
※刈谷市ホームページ
※東刈谷小と協力し啓蒙
※東刈谷小と協力し啓蒙
※警察の取り締まり
※警察の取り締まり
効果の確認：
効果の確認：
※地域在住者、学校関係者
※地域在住者、学校関係者
にアンケート実施を予定
にアンケート実施を予定
今後の進め方：
今後の進め方：
※Ｈ２５年度は中手町付近
※Ｈ２５年度は中手町付近
※地区要望、予算等合致す
※地区要望、予算等合致す
れば増やす可能性あり
れば増やす可能性あり

１２月定例議会報告
１２月定例議会報告

開期：12/5～12/21
開期：12/5～12/21

【１． 市長冒頭のあいさつ（要旨）】
まず、一部の公共連絡バス停留所の建築確認申請の手続き漏れと下
水道使用料の賦課漏れについて心からお詫び申し上げます。今後はさ
らに法令順守、知識習得に努めます。さて、生活道路の安全対策として
最高速度３０キロに規制する｢ゾーン３０｣が始まります。また、太陽光発
電用に、小学校の屋上を企業に貸出し、災害時には電源確保できるよう
考えています。来年は刈谷城築城480年、天誅組150年を迎える節目で
あり、市民の皆様に郷土の歴史文化に愛着と誇りをもって頂きたい

屋上太陽光パネルとモニター

【 ２．主な議案・議題・報告案件など】
報告
1
－

承認
１
○

議案
３
○

条例
６
○

予算
８
○

請願
６
反６

◎補正予算案が可決されました
名称

陳情
意見書
６
７
反４ 賛２
反７
（単位：千円）

補正前

補正額

補正後

一般会計

４７，６３９，００７

９０７，８１０

４８，５４６，８１７

特別会計

２３，７９８，９２３

１３５，６５２

２３，９３４，５７５

企業会計

３，５９６，０１１

▲１９，１３５

３，５７６，８７６

７５，０３３，９４１

１，０２４，３２７

７６，０５８，２６８

合計

亀城公園イメージ

◇エレベーター設置事業（約１．３億円）
・東境、野田、今川市民館に設置します。これで、市内全ての市民館に設置完了

◇救急医療情報キット配布事業（約４百万円）
・特に高齢者、障がい者のお宅の緊急時の備えとして配布します。かかりつけ医療
機関、薬剤情報などを明記し、玄関、冷蔵庫などに張れるツールです

◇財政調整基金積立事業（約１０億円）
・有事、財源不足時の貯金で、現在１０６億円となりました。リーマンショック時のマイナス税収補填額の約３年分相当

◎条例改正の内容（抜粋）

駐車場

条例改正

内容

採

交通安全条例

子ども及び高齢者の交通事故の防止ならびに飲
酒運転の根絶に関する規定を付加

採

公共駐車場
条例

御幸/寺横駐車場の自動精算機導入に伴う改正
利用時間 ９：００～１８：００ ⇒ ２４時間

採

手数料条例

低炭素建築物新築認定手数料などの改定

採

１２月議会で一般質問をしました
１２月議会で一般質問をしました
◎交通事故の状況について
※愛知県死亡者数

※刈谷市死亡者数

（10月末の同月比 単位 人）
200

188

4

160
160
140

6人

6

174

180

（H23は年間、H24は11月末時点）
8

3人

H23

H24

0

H23

H24

（円）
改正後４／１～

1H

無料

1H

無料

御幸・
寺横

以上

50/ｈ

以上

100/ｈ

上限

400

板倉

月

4,280

月

4,600

松栄（軽）

月

4,077

月

4,000

松栄

月

4,587

月

4,500

※刈谷市は既に６名の尊い命を失っており、歩行者
と自転車事故が増加傾向。また、国内空洞化の中で
中小企業支援のメニューと将来について行政に質問
◎交通安全対策について
◇｢ゾーン３０｣の取組み状況
◇自転車総合対策の取組み状況
◇交通標識の管理

◎中小企業支援について

2

H22

改正前

◇中小企業支援内容と状況
◇中長期を見据えた中小企業支援

１２月議会で一般質問をしました（続き）
１２月議会で一般質問をしました（続き）
◎自転車総合対策の状況について
◎中小企業支援について
Q．自転車通行を考慮した都市交通戦略の策定状況は？
Q．現在実施中の支援策/補助の目的と内容は？
A．市内主要駅を中心に自転車利用の利便性向上を目指す Ａ．雇用の安定のための休業手当、新技術開発の費用
現況の道路幅、利用形態を調査しまとめている段階
補助、ＢＣＰ策定支援、中小企業投資促進事業
Q．交通戦略はH４２年目標。歩道の植樹帯を移設撤去し
安全確保についてはどう考えるか？
A．道路幅１４ｍで、自転車通行帯、１６ｍで植樹帯も確保
できる。街路樹管理課と連携し自転車レーンを確保します
◎交通標識の管理について
Ｑ．通行者への周知する標識は重要。種類と設置数は？
Ａ．市管理
： 案内標識（８８本）、警戒標識（２２２本）
警察管理 ： 規制、指示標識（併せて１１，３４９本）
Ｑ．現実とミスマッチがあるが通学路表示はどこの管理？
Ａ．通学路は標識ではないが、学校と市民安全課で管理
【要望】場所の管理、老朽、不備など関連課と情報管理を
密に実施し、適切な管理を望む

Ｑ．休業手当、中小企業投資促進事業の利用状況は？
Ａ．（休業手当）平成２３年度 １２１社
２，６００万
平成２４年度 １９４社 １億１，６００万
（投資促進）申請中を含め １６社
（把握している１０社 市補助９．７億円）
Ｑ．海外進出を検討している企業に対しての補助は？
Ａ．市場、販路拡大に向けて見本市など出展機会を増加
国、県、商工との連携し、海外検討企業にも支援を考える
Ｑ．海外進出が全て市の税収減では無いと考えるが？
Ａ．理解します、あらたな環境に適応する企業育成が必要
【要望】雇用とものづくりを守るアイデア、施策を望む

建設水道委員会
建設水道委員会
所管事項について質問しました
所管事項について質問しました

委員会視察
委員会視察

１．一部の公共連絡バス停留所の建築確認申請の手続き漏れ

日程 ： Ｈ２４／１０／１７～１０／１９
１．山口県周南市（省水型水循環プロジェクト）

Ｑ．発生主要因は何か？

２．広島県廿日市市（生活交通再編計画について）

Ａ．担当課の建築確認申請等に関する認識不足

３．香川県高松市（自転車利用環境整備事業）

Ｑ．今後の対応は？

国の支援プロジェクトで、工場廃水
の再利用、海水の利用などで工業
用水を生成。コスト高の問題あり

Ａ．構造上は適正な物件。県と協議し現状のまま使用可としたい
２．下水道使用料の賦課漏れ
周南市

Ｑ．発生主要因は何か？
Ａ．工事申請書図面が現況と異なっていたが、認識しきれなかった

高松市

Ｑ．今後の対応は？
Ａ．図面と現地を確認する際の範囲、聞き取りなどを再徹底
３．ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰｱと総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ管理者が違うため予約不具合発生
Ｑ．担当課が異なるため、市民にはわかりづらいが何か対策は？
Ａ．早い時期に一元化できるよう努力していく

市のレンタサ
イクルゲート
１００円/日で
放置自転車
を再利用
自転車と歩行者を層別した通行帯。
市をあげて自転車の利用を促進

会派（市民クラブ）視察
会派（市民クラブ）視察
ホームタウン制度とは・・市民スポーツの活性化
ホームタウン制度とは・・市民スポーツの活性化
連帯感ある街づくりのため、本拠地チームを認定
連帯感ある街づくりのため、本拠地チームを認定

日程 ： Ｈ２４／１１／７～１０／１９
１．千葉県柏市（ホームタウンスポーツ制度）
２．神奈川県相模原市（ホームタウンスポーツ制度）
３．東京都町田市（ホームタウンスポーツ制度）
４．東京都墨田区（まちづくりの取組みについて）

打合せ風景

柏市役所前

柏レイソル展示前

（所感）
（所感）
スポーツを市の活性化に活用する考えは共通。柏
スポーツを市の活性化に活用する考えは共通。柏
レイソルは既に全国区であり、容易に盛り上がった
レイソルは既に全国区であり、容易に盛り上がった
感じでした。また、市の組織として単なるスポーツ振
感じでした。また、市の組織として単なるスポーツ振
興でなく、協働（まちづくり振興）とすべき。刈谷市は
興でなく、協働（まちづくり振興）とすべき。刈谷市は
１２チームが対象であり、支援項目の精査が必要
１２チームが対象であり、支援項目の精査が必要

１０月～１２月の活動トピックス
１０月～１２月の活動トピックス
１１／３ 刈谷市産業まつり

１０／４ 市長要望書提出
５ 精機支部期初め研修
１４ 創意工夫展

刈谷駅前の街頭活動
１２／１ 政推連議員研修会

４ 自治体フォーラム

２ 野田地区戦没者招魂祭

７ 会派（市民クラブ）視察

４ 衆議院選挙

１７ 建設水道委員会視察

１２ 技能五輪市長表敬訪問

２２ 全トヨタ政策推進連絡会

１８ 野田地区新嘗祭

１６ 衆議院選挙開票

２６ 戦没者追悼式

１９ 心身障害者作品展

２０ 軟式野球連盟理事会

２８ 野田市民館婦人会イベント

ユタカ議協研修会

２９ 商工会議所６０周年イベント

２３ 政策制度拡大フォーラム

市長要望提出

創意工夫作品

５ １２月議会開始

私です

市役所フロアコンサート

２１ 市役所フロアコンサート

野田婦人会 煎茶会

２４ 長期連休前ビラ配布

政策制度拡大フォーラム

心身障害者の作品展

くらしの相談
くらしの相談

注目
注目

１．一ツ木町 国道２３号線側道の改善

【改善前】

【改善後】

側道Ｔ字路が雑草で見えず危険。除草作業後は視界良好。
本来は２３号線下側道は国道扱いで、改善は国が実施する
ため時間が掛かることが多いが、今回は1週間で対応いた
だけました。大変ラッキーでした

｢セントレア展望台｣
クリスマスモードの電飾。とても綺
麗でしたが、写真ではお伝えきれ
ないのが残念（撮影11月25日）

２．東刈谷小学校付近の安全対策
①Ｒ２３下の改善

②～⑦のカーブミラー設置

③
①

④

②
③
④
⑤

⑥
⑦

⑦

事故多発地点！ゾーン３０
施行と併せ減速を促す表示

東刈谷小付近の危険交差点
に6機を設置できました。事故
の危険性が減少！！

中嶋
中嶋 よしゆき後援会〒４４８－００２１
よしゆき後援会〒４４８－００２１ 刈谷市八軒町２－７５番地１
刈谷市八軒町２－７５番地１
ＴＥＬ（０５６６）２４－８８３１
ＴＥＬ（０５６６）２４－８８３１ ＦＡＸ（０５６６）２４－１６７５
ＦＡＸ（０５６６）２４－１６７５
E-Mail
E-Mail ：： nakaji@msp.aisin.co.jp
nakaji@msp.aisin.co.jp
【予告】
【予告】 中嶋よしゆきＨＰの開設を延期します。開始時期未定
中嶋よしゆきＨＰの開設を延期します。開始時期未定

刈谷北口の富
士ビル（上）と
アクアモール
（左）。すばらし
い！（撮影12
月22日）

【お知らせ】
【お知らせ】国道２３号線の４車線化について
国道２３号線の４車線化について
平成24年12月に安城西尾IC～藤井IC間が開
平成24年12月に安城西尾IC～藤井IC間が開
通しました。
通しました。

