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ごあいさつ

３月定例議会報告（平成２７年度予算）

会計名 Ｈ27年度 Ｈ26当初予算比 Ｈ26当初予算 Ｈ26最終見込

一般会計 55,330 +6.9% 51,740 56,173

特別会計 28,363 +14.2% 24,847 25,362

企業会計 4,242 +7.0% 3,968 3,967

合 計 87,935 +7.7% 80,555 85,502

一般
会計

福祉、土木、教育など
基本的行政の経費

特別
会計

企業
会計

下水、介護、国保など
独自収入のある会計

水道事業
（今後は下水も対象）

単位：百万円

分担金
負担金
8.9%

（36.1%↓)

国県の支出
金など

120.6億円
21.8%

（13.0％↑）

住民税など
352.2億円

63.7%
（0.8%↑)

市債
1.3%

給食費など
諸収入
4.2%

一般会計予算
歳入内訳

553億3000万円

※グラフ表示 内訳名
予算額
構成比
前年比

その他

3.8%

農商工

3.2%

(6 .1 %↑)

消防防災

3.2%

(14 .7%↑)

交通安全等

52 .8億円

9｡5%

（4 .9%↑)

保健衛生

53 .9億円

9 .7%

(3 .9 %↓)
教育

生涯学習

95.8億円

17.3%

(22.8%↑)

道路建設

災害対策

99.4億円

18.0%

(13.0%↑)

福祉子育て

187.6億円

33.9%

（2.3%↑)一般会計予算

歳出内訳

553億3000万円

「歴史と未来が輝くまちかりや」

■一般会計予算 過去４番目
■性質別歳出（前年比）

・消費的経費（+ 3.9％）
・投資的経費（+29.6％）
⇒保育園、学校等の増設

改築等
■市制６５周年記念事業

・結婚お祝い事業
・夢と学びの科学体験館
オープニング記念事業

■地方教育行政制度の改革
・総合教育会議を設置

－ポイント－

日頃より、後援会活動にご理解頂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。早いもので、ご支援頂いた初当選から、４年が経とうとしています。
皆様の付託に応えようと、全力で取り組んできたつもりですが、最初は、あたふたしているだけで、なか
なか成果を出す事ができませんでした。 初めて、ご要望頂いた安全対策を実現できた時、“ホッと”した

ことを思い出します。１期目の歩みを最終頁に記載してありますので、是非ご覧ください。

最近、個人的に気になるニュースが、高速などの逆走事故です。その多くは高齢者です。過日、敬
老会の総会に参加した時に、高齢者の免許更新の話題になりました。 「記憶力のテストがある」「免許

証を返納した」と話されていました。安全のためには、車に乗らない方が良いと思いますが、買物等の
外出は必要です。事故の抑止につながるＩＴＳ新技術の早期実用化、私の立場としては道路整備や車
に代わる“高齢者の足”の確保を、さらに推進する必要があると実感しました。

この３月議会では、平成２７年度の施政方針、教育方針、そして予算を中心に審議しました。私の考えるキー
ワードは「持続的成長」です。中長期の視点で、人づくり・ものづくり・まちづくりが重要です。インフラの長寿命化、
高齢社会への対応、女性の活躍、産業の発展と雇用の確保など課題は山積です。今後とも市民、働く者の視点
で市政に提言してまいりますので、ご支援の程よろしくお願い致します。



３月定例議会報告 開期：2/19～3/24

【主な議案・議題・報告案件など】

報告 同意 議案 予算 議員提出 請願 陳情 意見書
２ ２ ２１ １４ ３ １ － ７
－ － 可決 可決 ２可・１否 採択 － １採・６不

◇主な議案・条例など
□功労者推薦：カナダ国ミササガ市 ヘーゼルマッキャリオン前市長（９４歳）

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正の関係条例制定・・可決

○刈谷市消防団条例の一部改正について・・可決

◇子宮頸がんワクチン副反応被害者救済と接種後の全体調査を求める意見書・・採択

平成２７年度予算の主な事業

都市環境分野

新教育委員会制度の概要

産業振興分野 福祉安全分野

２．総合運動公園駐車場の拡大

３．ＨＥＭＳ補助

１．産業立地促進補助

２．幼稚園・保育園の園舎改修事業

１．防犯対策推進事業

１．拡大市街地検討調査

(1)依佐美地区

約８０ha（工業系、住居系新

市街地）

(2)小垣江町北部地区
約５５ha（住居系新市街地）

１４０台分の駐車ス
ペースを増加。加え
て、場内の導線見直
しによる安全確保

個人用設置に上限
２万円の補助

補助率 10分の1 20分の3

（6億円） （10億円）

10分の1

（10億円）

20分の1 10分の1

（3億円） （5億円）

20分の1

（5億円）

20分の1

（5億円）

（限度
額）

上記以外の場
合

上記以外
の場合

新たに土地を取得
等して工場等の新
増設をした場合

上記以外の場合

上記以外
の企業者

新たに土地を取得等して工場
等の新増設をした場合

対象者

中小企業者

（従業員数300人又は資本金
3億円以下の企業）

企業者

（企業規模は限定しない）

中小企業
者

県補助採択の
場合

県補助採
択の場合

新たに土地を取得
等して工場等の新
増設をした場合

上記以外の場合

変更前（～平成26年度） 変更後（平成27年度）

事業名 中小企業投資促進補助事業 産業立地促進補助事業

◆企業の設備投資促進と市外への流出を抑止

（１）対象事業者規模の制限を撤廃

（２）補助率と限度額の拡充

２．広域観光情報システム推進事業

◆西三河自治体で共同導入し、圏域での相乗効果を狙う

◆個人旅行をターゲットに、最適な周遊ルートを検索

◆市内全地区に防犯カメラを設置

⇒「１０台／地区」程度を予定

◆青パト深夜巡回の強化（５→６台へ増強）

※安全性の向上と待機児童対策

◆さくら保育園の新園舎移転新築工事

◆富士松北保育園の新園舎移転新築設計

※老朽化園舎改築による安全対策、環境改善

◆日高幼稚園の大規模改造工事

◆東刈谷・双葉・小垣江東幼稚園の大規模

改造工事設計

（１）
（２）

□教育委員長と教育長を一本化
⇒新教育長（首長が任免）

□総合教育会議の設置
⇒首長が招集・参加
⇒いじめ対策、方針策定など

・責任の明確化と強化
・教育会議議事録の公開に
よる市民のチェック機能強化

（件）

街頭防犯カメラ
青色回転等
パトロールカー



福祉経済委員会 議案／所管事項の質問（抜粋）

Ｑ．要介護認定のプロセスを確認したい

Ａ．調査データを基にコンピュータ判定（一次）、関係者と

主治医意見書による介護認定審査会（二次）で判定

平成２７年度予算の主な事業（つづき）

【所管】介護認定の進め方の確認

教育文化分野

１．肢体不自由児の
特別支援学校を建設
（平成３０年）

２．第一給食センター
の新築移転（平成２９年）

３．夢と学びの科学体験館
“はばたき”が５月初
リニューアルオープン

計画推進分野

１．マイナンバー制度

本会議で問いかけました（質問質疑の抜粋）

【テーマ】すべての産業の持続的成長を促す施策について

平成２７年度重点要望について

Ｑ．肺がん検診の69歳⇒74歳に延長した経緯と効果？

Ａ．健康増進法の施策で、医師会と調整して６４歳、

６９歳と段階的に引上げてきた。受診を奨励する

事で、2倍程度の早期発見が期待できる

【予算】がん検診事業の年齢引上げについて

Ｑ．刈谷駅周辺のポイ捨て状況は？

Ａ．約３００本/日の吸い殻が捨てられている。

シルバーセンターなどに委託し清掃している

刈谷駅付近の分煙対策について

会派（市民クラブ）の登壇者全員で、平成２７年度会派重点
要望に対する市の考え方、取組み状況について確認

Ｑ．市内企業の市外流出抑止に向けた施策は？

Ａ．工場等の移転先として、まとまった工業用地を創出する

平成３２年までに、依佐美地区を事業化したい

Ｑ．早期移転が必要な企業に対する対策は？

Ａ．民間開発と条例制定や補助金拡充に取り組む

Ｑ．中小企業支援（経営体質強化）の充実施策は？

Ａ．企業立地・設備投資、経営改善支援が重要。「業務

改善支援事業」の結果を踏まえ、新たな施策に取組む

Ｑ．新・再生エネルギーの取組み強化の施策は？

Ａ．太陽光・家庭用燃料電池など補助を促進。水素ｽﾃｰ

ｼｮﾝは、秋頃に一里山に設置。さらなる推進を検討する

Ｑ．環境・ＩＴＳなど、特区指定して取り組むべきでは？

Ａ．「自動車走行実証プロジェクト」など積極的に取組む

Ｑ．喫煙エリアを設置し、分煙対策する考えは無いか？

Ａ．設置する方向で、関係機関・部署と協議検討する

Ｑ．指定場所への喫煙者の誘導が必要。喫煙禁止区域

を条例で制定してはどうか？

Ａ．現在、ごみ散乱防止条例でポイ捨て防止を啓発。

設置後の状況で、条例化を判断する

刈谷駅は、8万人/日以上が利用する。最近、モラルの無
い喫煙者も多く、駅前環境と利用者の健康被害を懸念

Ｑ．一次・二次審査間で判定が変更されるか？

Ａ．主治医の意見書などで変更されることがある

Ｑ．認定の有効期間は？

Ａ．新規は6ｹ月間。一律ではないが更新は概ね12か月間

【要望】基準は明確に。対応はしっかりと寄り添って欲しい

Ｑ．年齢の上限を無くしても良いのでは？

Ａ．肺がん検診は２名の医師確認が必要。

医療機関の負担増を考慮している。

今後も継続して関係機関と調整を図る

※小垣江東小学校

第一給食
センター

特別支援
学校

・通知カード送付（平成２７年１０月～）
・個人番号カードの発行（平成２８年１月～）

通知カード 個人番号カード

【要望】

早期設置を要望する。ルール順守
に向けた確実な対策を講じると共
に、北口は利用者がホッとする場
所が必要。緑化やベンチ設置など
も併せて検討をお願いする



１期目のあゆみ ～安全・安心・活気あふれる住みよい街を目指して～

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

日々の活動はＨＰをご覧ください

１．初めて設置した

カーブミラーと横断歩道

１年目

２年目

３年目

４年目
５．国道１５５線 恩田交差点の渋滞対策で左折レーンを設置

３．交通安全 ゾーン３０対策と強化

４．防犯カメラ設置の訴え

文教委員

建設水道委員

企画総務委員

監査委員

福祉経済委員

議会運営副委員長

２．生きる力を養成する教育の訴え

２期目のチャレンジ ～安全・安心・活気 住み続けたい街を目指して～

≪プロフィール≫
●生年月日
昭和３７年１２月２６日

●身長体重
１７５ｃｍ ９４㎏（５㎏増）

●最終学歴
愛知大学法経学部

●昭和６１年４月
アイシン精機入社
情報システム部配属

●平成８年１月
営業企画部へ異動

●平成１２年
東刈谷幼稚園 PTA会長

●平成１５年
東刈谷小学校 PTA会長

●平成２３年７月
刈谷市議 初当選

●モットー
「為せば成る。為さねば
成らぬ何事も。成らぬは
人の為さぬなりけり」

●好物
ぜんざい、チーズケーキ

小垣江前川公園横に

横断歩道を設置。

県（警察）の管轄なので

苦労しました

速度抑制の道路狭窄

対策を追加要請し実現。

会派全員の交通安全の

思いが形になりました

私

公共駐車場、総合公園などに

防犯カメラ設置を実現。犯罪

抑止に貢献中。プライバシーに

配慮した取組み方法が重要

市と警察の

協力による社

会実験と交通

量調査を実施。

交差点通過

時間は7年前の

約３倍！！

左折レーンが設置され

渋滞解消。支援者、地元

からも喜ばれました

・県平均を下回る、小学生の運動能力を改善
・体力向上に向けたコーディネーション
トレーニングへの取組み強化と評価

・幼少期の遊び方、基礎体力づくり

・西三河圏域道路改善による物流効率
向上（Ｒ４１９、名古屋岡崎線など）

・中小企業支援策の拡充による底上げ
・新工業系用地の確保と規制緩和
・新/再生エネルギーの事業化 など

６．経済成長に向けた施策の訴え

地区長に相談し設置

時間帯別の通過時間

警察による実証実験の様子

矢場町内のＴ字路

毎朝の立哨


