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皆さまこんにちは。刈谷市議会議員の中嶋祥元です。

日頃より、後援会活動にご理解ご協力いただきまして、誠にありがとう
ございます。皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

６月２２日に富士山の世界遺産登録がきまりました。懸念されていた三保の松原も
含まれました。日本の象徴として、今まで以上に海外からの観光客で賑わう事でしょう。日本の象徴か
ら世界の象徴へ転換された今、我々も美しい富士山を維持できるように尽力していくべきだと思います。

さて、振り返ると、皆様からご支援いただいて初当選後から、はや2年が経過しました。未来の刈谷

ために、 教育方策の提案をし、安全安心のために、道路改善の要求、横断歩道やカーブミラーの設置
など少しずつですが実を結んでいます。今後とも市民、働く者の視点で市政に訴えていきますので、
ご支援のほどよろしくお願いいたします
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話題話題話題話題話題話題話題話題

◇刈谷城築城４８０年記念事業について◇刈谷城築城４８０年記念事業について◇刈谷城築城４８０年記念事業について◇刈谷城築城４８０年記念事業について
※イベント内容、日程については、市ホームページをご覧ください※イベント内容、日程については、市ホームページをご覧ください※イベント内容、日程については、市ホームページをご覧ください※イベント内容、日程については、市ホームページをご覧ください

～刈谷城築城の経緯～
□文明8年頃 緒川（東浦）城主 水野貞守が刈谷（元刈谷）へ移転
■天文２年（1533年） 水野忠政が現在の亀城公園の地に築城
□江戸時代にはいり、刈谷藩が設けられ初代藩主に水野勝成水野勝成水野勝成水野勝成を任命

～水野勝成とは～
□初代刈谷城主の水野忠政の子、忠重の長男として出生
□徳川家康の母（於大の方）からみると甥、家康の従兄弟にあたる
□文武両道に優れた武将と言われ、勇猛さから｢鬼日向｣の異名をもつ

◇ネット選挙解禁◇ネット選挙解禁◇ネット選挙解禁◇ネット選挙解禁

□ネット選挙とは・・・
公職選挙法改正により、インターネットなど
を利用し、選挙活動ができるようになりました

もともとは、選挙費用増加を防ぎ、公平性を
保つために制限がありましたが、時代の流れ
とともに必要性がでました。広い世代に政治
に興味を持ってもらえる可能性もでてきました

刈谷
球場

亀城小

城址

発信方法 候補者 政党 一般有権者

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ○ ○ ○

ＳＮＳ
　Facebook
　LINE
　Twitter
電子メール

　SMS

○ ○ ○

△ △ ×

△：登録済者など限定者への送付は可

【留意点】

※一般の方は、メールでの選挙活動はNG

※Twitterなど誹謗中傷される可能性があるが

惑わされることが無いようにすべき など

水野勝成

刈谷城模型



６月定例会報告６月定例会報告６月定例会報告６月定例会報告 開期：６/１２～/２８６月定例会報告６月定例会報告６月定例会報告６月定例会報告 開期：６/１２～/２８

【【【【 主な議案・議題・報告案件など主な議案・議題・報告案件など主な議案・議題・報告案件など主な議案・議題・報告案件など】】】】

◎平成２５年度補正予算案が可決されました◎平成２５年度補正予算案が可決されました◎平成２５年度補正予算案が可決されました◎平成２５年度補正予算案が可決されました （単位：千円）

報告 諮問等 議案 条例 予算 委員会 陳情 意見書
４件 ２件 ５件 ８件 １件 4件 ２件 ３件
－ 可決 可決 可決 可決 － 不採択 不採択

名称 補正前 補正額 補正後

一般会計 47,300,000 ▲113,381 47,186,619

◇主な議案・条例など◇主な議案・条例など◇主な議案・条例など◇主な議案・条例など
●刈谷市税条例の一部改正

●刈谷市都市計画税条例の
一部改正について

●刈谷市介護保険条例の一部
改正について

●刈谷市子ども・子育て会議条例
の制定について

など

◎主な議案／事業紹介◎主な議案／事業紹介◎主な議案／事業紹介◎主な議案／事業紹介◎主な議案／事業紹介◎主な議案／事業紹介◎主な議案／事業紹介◎主な議案／事業紹介

補正予算　　（単位千円）

市税 12,869

国庫支出金 -8,177

県支出金 24,427

寄付金 1,600

市債 -144,100

合計 -113,381

歳入
議会人件費 -9,001

システム基盤整備 8,000

交通安全対策（通学路） 23,000

防災備蓄倉庫整備 18,820

校舎整備など -199,030

公園整備他 44,830

合計 -113,381

歳出

※地方税法の一部改正により、関連する
刈谷市の条例を改定

※補正予算は、前年度で前出し分の相殺、
市県からの交付金が増えたため、事業
内容、時期の見直しを実施

◇東刈谷小学校大規模改造事業◇東刈谷小学校大規模改造事業◇東刈谷小学校大規模改造事業◇東刈谷小学校大規模改造事業（国の緊急経済対策の｢地域の元気臨時交付金｣該当事業）
・昭和５２年築の中校舎を、外壁改修などにより建物の長寿命化をはかる・昭和５２年築の中校舎を、外壁改修などにより建物の長寿命化をはかる・昭和５２年築の中校舎を、外壁改修などにより建物の長寿命化をはかる・昭和５２年築の中校舎を、外壁改修などにより建物の長寿命化をはかる
・トイレなどの設備改修及び職員室を２階から１階・トイレなどの設備改修及び職員室を２階から１階・トイレなどの設備改修及び職員室を２階から１階・トイレなどの設備改修及び職員室を２階から１階へへへへ移動。移動。移動。移動。教育環境の整備をはかる教育環境の整備をはかる教育環境の整備をはかる教育環境の整備をはかる
・入札の結果、｢アイシン開発株式会社｣と請負契約を締結・入札の結果、｢アイシン開発株式会社｣と請負契約を締結・入札の結果、｢アイシン開発株式会社｣と請負契約を締結・入札の結果、｢アイシン開発株式会社｣と請負契約を締結

◇公園整備事業（長寿命化計画と防災対策）◇公園整備事業（長寿命化計画と防災対策）◇公園整備事業（長寿命化計画と防災対策）◇公園整備事業（長寿命化計画と防災対策）
・・・・26262626年度から１０年間で、築２０年以上の老朽設備を入れ替え年度から１０年間で、築２０年以上の老朽設備を入れ替え年度から１０年間で、築２０年以上の老朽設備を入れ替え年度から１０年間で、築２０年以上の老朽設備を入れ替えなどのなどのなどのなどの保全対策を実施保全対策を実施保全対策を実施保全対策を実施
・・・・25252525年度は、年度は、年度は、年度は、岩ケ池岩ケ池岩ケ池岩ケ池公園と公園と公園と公園と青山青山青山青山公園に、マンホールトイレ公園に、マンホールトイレ公園に、マンホールトイレ公園に、マンホールトイレ１０１０１０１０基、基、基、基、かまどかまどかまどかまどベンチベンチベンチベンチ２２２２基、防災倉庫基、防災倉庫基、防災倉庫基、防災倉庫1111箇所箇所箇所箇所ずつ設置ずつ設置ずつ設置ずつ設置

◇刈谷知立環境組合規約変更（ウォーターパレスの施設改善）◇刈谷知立環境組合規約変更（ウォーターパレスの施設改善）◇刈谷知立環境組合規約変更（ウォーターパレスの施設改善）◇刈谷知立環境組合規約変更（ウォーターパレスの施設改善）
・休養施設（畳、風呂）を廃止し、トレーニングジム、フィットネススタジオを新設（平成・休養施設（畳、風呂）を廃止し、トレーニングジム、フィットネススタジオを新設（平成・休養施設（畳、風呂）を廃止し、トレーニングジム、フィットネススタジオを新設（平成・休養施設（畳、風呂）を廃止し、トレーニングジム、フィットネススタジオを新設（平成25252525年年年年11111111月）月）月）月）
・規約内に記載されている｢休養施設｣⇒｢付帯施設｣へ変更・規約内に記載されている｢休養施設｣⇒｢付帯施設｣へ変更・規約内に記載されている｢休養施設｣⇒｢付帯施設｣へ変更・規約内に記載されている｢休養施設｣⇒｢付帯施設｣へ変更

◇パスポート発券事業◇パスポート発券事業◇パスポート発券事業◇パスポート発券事業
・平成２６年・平成２６年・平成２６年・平成２６年1111月～月～月～月～刈谷市内在住者が対象刈谷市内在住者が対象刈谷市内在住者が対象刈谷市内在住者が対象（昨年は（昨年は（昨年は（昨年は6666千人程度が申請）千人程度が申請）千人程度が申請）千人程度が申請）
・・・・昨年までで、昨年までで、昨年までで、昨年までで、県内県内県内県内８市町村が発券８市町村が発券８市町村が発券８市町村が発券

学校区 距離（ｍ）
日高小 860
小高原小 529
亀城小 1300
住吉小 341
富士松東小 1146
富士松南小 727
かりがね小 618
平成小 485
小垣江小 169
衣浦小 680
双葉小 708
東刈谷小 547
朝日小 546

当初

補正
板倉町

衣浦小

東刈谷小

亀城小
刈谷球場

松坂町

寺横町

※名古屋で発券する場合、理由書添付が必要

◇通学路整備◇通学路整備◇通学路整備◇通学路整備（グリーン舗装）（グリーン舗装）（グリーン舗装）（グリーン舗装）



建設水道委員会建設水道委員会建設水道委員会建設水道委員会建設水道委員会建設水道委員会建設水道委員会建設水道委員会

Ｑ．設置状況と改善計画について

Ａ．すべての駅に設置されているが、今年度、野田新町の仮設分と富士松駅改札工事に伴い改善予定

【要望１】刈谷駅北口は自転車が多く往来し危険である。西側に駐輪場の設置を望む

【要望２】東刈谷駅の駐輪場増設と刈谷駅南口のアピタ付近の駐輪場の利用率の向上を図って欲しい

１．刈谷市内の駅駐輪場整備について

一般質問をしました一般質問をしました一般質問をしました一般質問をしました一般質問をしました一般質問をしました一般質問をしました一般質問をしました

昨年末、東刈谷と重原を「ゾーン３０」エリアに設定。その
実施内容はどういうものか

昨年末、東刈谷と重原を「ゾーン３０」エリアに設定。その
実施内容はどういうものか

仲間の議員と３か月間、毎朝立哨したが効果が少ない。
実態調査した結果が下記の通りである。

減速させる対策、エリア内各所で「ゾーン３０」を意識させ
るなど、さらに有効な対策が必要と考えるがどうか

仲間の議員と３か月間、毎朝立哨したが効果が少ない。
実態調査した結果が下記の通りである。

減速させる対策、エリア内各所で「ゾーン３０」を意識させ
るなど、さらに有効な対策が必要と考えるがどうか

地域 通過車両 違反車両 比率
東刈谷 ２３１台 １４３台 62%62%62%62%
重原 ４０２台 １７１台 43%43%43%43%

・今後アンケート調査を実施し検討する

・エリア内標識は警察と設置について検討する

・減速対策（凸凹対策や道路狭さくなど）は、地域と警察と
相談の上検討していく

ハード面と警察の取り締まりなどソフト面の対策など、効
果ある対策を要望

近隣市で放火などの犯罪が多発している。刈谷市の
犯罪発生状況はどうか

近隣市で放火などの犯罪が多発している。刈谷市の
犯罪発生状況はどうか

昨年との比較で2,434件⇒2,239件と195件の減少

犯罪の傾向などを考えて今後は何を想定し、どのよう
な対策を考えているのか

犯罪の傾向などを考えて今後は何を想定し、どのよう
な対策を考えているのか

刈谷市は侵入盗、自動車関連盗が多い。夜間巡回
パトロール強化、地域安全パトロール隊への合図
灯などの装備品、赤色回転灯の配布など実施。ま
た、警察からの犯罪情報をタイムリーに情報提供
するよう警察と協議中

最新の傾向とその対策について、市民が打つべき対
策が明確になる情報提供を要望

公立ではあおば、おがきえの２園で休日保育を実施。
その内祝日保育の利用園児は何名か。また、他園
からの利用は何名なのか

公立ではあおば、おがきえの２園で休日保育を実施。
その内祝日保育の利用園児は何名か。また、他園
からの利用は何名なのか

あおばが７８人、おがきえが４２人。他園からの利用
者園児は、あおば３０人、おがきえ１０人

休日保育（特に祝日）の拡充が必要と考えるが課題
は何か。また今後どのように考えるか

休日保育（特に祝日）の拡充が必要と考えるが課題
は何か。また今後どのように考えるか

職員の確保が課題となる。今後は、利用状況をふ
まえ様々なニーズを把握する中で検討する

１．１．１．１．「ゾーン３０「ゾーン３０「ゾーン３０「ゾーン３０ 」の対策について」の対策について」の対策について」の対策について

２．２．２．２．交差点などの改善について交差点などの改善について交差点などの改善について交差点などの改善について

３．３．３．３．防犯対策について防犯対策について防犯対策について防犯対策について

駐車場など公共施設に防犯カメラを設置する考えは駐車場など公共施設に防犯カメラを設置する考えは

現時点では設置する考えは無い

４．４．４．４．祝日保育の充実について祝日保育の充実について祝日保育の充実について祝日保育の充実について

渋滞解消と交通安全のため、交差点の改善を要望

１．恩田、今川、沼田交差点の渋滞緩和

２．中山町、小高原南東、松栄町交差点

に右折帯を設置

３．寺横町、東刈谷一丁目付近の直進性改善 など

刈谷城築城４８０年の記念ポロシャツを着て登壇しました。議
場でラフな服装は初めての試みでしたので、新聞にも取り上
げられました。私の後姿の写真が掲載されましたが、黒色シ
ャツなので、少し身体が細く見えた気がしましたが・・・・

質問質問 要望

ゾーン３０は、エリアで３０㌔規制とする

その侵入口すべてに、標識の設置と

道路上に緑地に白文字で表示

回答

ゾーン３０エリア



４４４４月月月月～～～～６６６６月月月月のののの活動活動活動活動トピックストピックストピックストピックス４４４４月月月月～～～～６６６６月月月月のののの活動活動活動活動トピックストピックストピックストピックス

くらしのくらしのくらしのくらしの相談相談相談相談くらしのくらしのくらしのくらしの相談相談相談相談

民主党政策フォーラム

刈谷駅前街頭活動

刈谷市消防操法大会

６月定例会初日

西地協ボーリング大会

婦人部貸衣装展

地域生活懇談会（高丘）

地域生活懇談会（半電）

大名行列

行政セミナー参加

三河西地協メーデー

地域生活懇談会（本社）

築城ＰＲランニング

ＡＩーＡフェスティバル

１／４の奇跡の映画鑑賞

刈谷市総合式典

刈谷市桜まつり

春の交通安全ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

ミササガ市派遣団ﾊﾟｰﾃｨｰ

アイシン精機の相撲部見学

アイシングループ駅伝大会

地域生活懇談会（技研）

刈谷市長杯開会式

地域生活懇談会（ＡＩ－Ａ）
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１８

１９

１９

２９

６／２

３

９

１２

１５

２２

２４

２５

各地区消防団員が、日頃の訓練
の成果を発揮し、きびきびとした
消防操法大会でした。優勝は、
第８分団（半城土）でした

ﾐｻｻｶﾞ派遣団が、アイシン相撲部
を見学。ちゃんこ鍋も食べました

命の神秘、生きる意味など
考えるドキュメンタリー映画

婦人部貸衣
装展が開催
されました。
偶然、色艶
やかな、色
内掛けを試
着されてい
ました

ホームページホームページホームページホームページ開設開設開設開設のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせホームページホームページホームページホームページ開設開設開設開設のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

中嶋 よしゆき後援会〒４４８－００２１ 刈谷市八軒町２－７５番地１
ＴＥＬ（０５６６）２４－８８３１ ＦＡＸ（０５６６）２４－１６７５

E-Mail ： nakaji@msp.aisin.co.jp

中嶋 よしゆき後援会〒４４８－００２１ 刈谷市八軒町２－７５番地１
ＴＥＬ（０５６６）２４－８８３１ ＦＡＸ（０５６６）２４－１６７５

E-Mail ： nakaji@msp.aisin.co.jp

【お知らせ】【お知らせ】【お知らせ】【お知らせ】 国道４１９号線の４車線化について国道４１９号線の４車線化について国道４１９号線の４車線化について国道４１９号線の４車線化について

上沢渡東の交差点まで、４車線化完了。高浜
市までも２８年度目標で予算化されています

【お知らせ】【お知らせ】【お知らせ】【お知らせ】 国道４１９号線の４車線化について国道４１９号線の４車線化について国道４１９号線の４車線化について国道４１９号線の４車線化について

上沢渡東の交差点まで、４車線化完了。高浜
市までも２８年度目標で予算化されています

桜まつりではかつなりくんが初お
披露目。左側はデザイン者

Ｑ．ハイウェイオアシスのスマートインター設置はＱ．ハイウェイオアシスのスマートインター設置はＱ．側溝の蓋設置についてＱ．側溝の蓋設置について

Ａ．市としては現時点、近隣道路の整備状況やイ
ンター間が近く、設置は難しいとの事です。私見
としては、利便性向上のために検討をする

Ａ．市としては蓋をする方向で考えている。しかし、道路
と段差がある側溝が多く、側溝本体の改善が必要なた
め、時間と費用がかかる。優先順位をつけ実施する

【メニュー】【メニュー】【メニュー】【メニュー】
　○新着情報　○新着情報　○新着情報　○新着情報
　○プロフィール　○プロフィール　○プロフィール　○プロフィール
　○経歴　○経歴　○経歴　○経歴
　○政策　○政策　○政策　○政策
　○後援会レポート　○後援会レポート　○後援会レポート　○後援会レポート

後援会レポート後援会レポート後援会レポート後援会レポート

http://www.giin-aiwu.com/nakajima/http://www.giin-aiwu.com/nakajima/http://www.giin-aiwu.com/nakajima/http://www.giin-aiwu.com/nakajima/

経歴経歴経歴経歴

プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール
これまでの活動これまでの活動これまでの活動これまでの活動

中
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皆さん、是非Check
してください！

頑張って情報更新
しなきゃ・・・
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【メニュー】
○新着情報
○プロフィール
○経歴
○政策
○後援会レポート

【メニュー】
○新着情報
○プロフィール
○経歴
○政策
○後援会レポート

大学時代

私


