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平成２９年度予算の概要
単位：百万円
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□一般会計過去二番目
（平成21年 58,040百万）

□歳出予算一人当経費
３８２，６０５円／人

■歳出トピックス
〇第一学校給食センター建設

約１７億円
〇特別支援学校建設

約５．５億円
〇幼保小中学校舎改良等

約８．７億円

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。

私は「安全安心」「持続的成長」が市政のキーワードと考えています。昭和２５年
に人口３万８６８人からスタートし、現在１５万人を超える市となりました。衣食住
すべてに住みよさを実感できる市に成長していると感じます。今後さらにﾊｲｳｪｲ
ｵｱｼｽｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰ等の大型事業も着実に推進する必要があります。そういった状
況下で、①堅調な財政状況に油断する事なく ②まちの魅力づくりと若者の定住
を促進 ③スポーツ・子育て環境を一層充実する事が、「住みたい、住み続けた
い」市民の思いを強くすると考えます。引き続き頑張ってまいります。

３月定例議会報告 開期：2/16～3/23

【市税の内訳】 （百万円）

※法人市民税一の部国税化影響
※為替差損による減益

１．消費生活センター条例の制定について・・県事業を市へ移管、市役所３Ｆに設置

２．中小企業振興基本条例の制定について・・市独自の企業振興の理念条例

３．公共施設等総合管理計画について・・長期的観点で維持等の 適化（88億円/年）

４．都市交通施設整備基金条例の制定について・・道路、橋梁などの整備用の貯蓄

名称 本年度 前年度 差

個人市民 11,495 11,682 ▲187

法人市民 2,300 4,174 ▲1,874

固定資産 15,281 14,937 344

軽自動車 258 242 16

市たばこ 1,182 1,213 ▲31

都市計画 2,796 2,754 42

福祉子育て

193億円
33.6%
（+1.1%)

教育,
124億円
21.7%
（+9.7%)

道路災害

86億円
15%

（－7.9%)

保健衛生

56億円
9.7%

交通安全

59億円
10.3%

（+16.8%)

農業商工,
21億円
3.8%

消防防災
16
3%

その他
19.9
4%

一般会計
歳出内訳

574億5000万円

（目的）地域経済の持続的な発展

・市、中小企業、大企業、支援機関

等の役割を明確化

・中小企業振興会議を設置

・経営基盤強化、経営革新の促進

一般会計
歳入内訳

574億5000万円

※消費的経費 ＋ ７．２％
※投資的経費 ▲ ２．１％
※その他 ▲１９．５％
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予算比較
Ｈ28年度 終
見込（概算）

一般会計
福祉、土木、教育など
基本的行政の経費 57,450 56,330 2.0% 62,569

特別会計
介護、国保など独自
収入のある会計 23,835 28,399

企業会計 上下水道事業 10,264 4,101

91,549 88,830 3.1%合計

（参考）
H28年度
見込比較
▲８．２％

下水道事業特
別会計を企業
会計へ移行

会計名

◇刈谷ﾊｲｳｪｲｵｱｼｽ ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰの構想

－ポイント－



平成２９年度予算の主な事業

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

私が気づかないところも多くあります。
皆様からの意見をお待ちしておりま
す。日々の活動報告は、ホームペー
ジをご覧ください。

◇中嶋よしゆき公式HP
http://www.giin-aiwu.com/nakajima/

くらしの相談

市民文教委員会での議論

（１）市道０１－４号線 新設改良等（２０１，６１７千円）
◆①⇔②の道路整備（設計）

（９）民間保育所運営支援（１，３２５，９１２千円）
・（仮）清涼（高須町）、（仮）大和（池田町）を建設予定

（10）宝くじスポーツフェアドリーム・サッカー開催
・平成30年１月13日～14日予定（ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷他）
・ジュニアサッカー、地元チームとの親善試合等

（11）国際スポーツ大会招致（フットサル）・・6月4日予定

（４）歴史博物館建設事業（総計 ３、４４６，１００千円） （12）防犯対策推進（１６１，７００千円）
・防犯灯の新設
・既設防犯灯のＬＥＤ化
・街頭防犯カメラ設置

【１ 】(仮称）逢妻川河川敷運動広場について
Ｑ．補正予算で一億円の減額。整備計画は延期か？

Ａ．県事業で、変更は無いと聞いている。
早期実現を目指して連携していく

★グランド不良の改善、ボーイズリーグの練習
利用など期待が大きい。積極的推進を望む

（７）強度行動障害加算 （６，０５９千円）

・障がい者施設への支援充実

・行動援護点数に応じて補助

沼田

道路詳細設計

①

② 将来は豊
明市と接
続する県
の事業

スマート
インター
チェンジ
の計画

（２）市道０１－４０号線 新設改良等（４６３，１７０千円）
◆熊野町（亀城公園）⇔中手町（国道１５５号線）
◆ＪＲ調査協定・・線路跨ぎの道路設計

（３）歩道整備事業（３８，０００千円）・・・御幸町
◆段差解消等を目的に既存歩道の改良（延長２２０ｍ）

イメージ図

（８）特別養護老人ホーム整備補助（１６，５００千円）

・港町、定員１２０名

・平成３０年度開所予定

・昨年待機者 ６０名の解消

・県補助の１割分を市が負担
港町

（13）刈谷の魅力発信（７，５９７千円）
・公共施設へ無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）の整備
・総合文化センター、市民ボランティア活動センター

【３】(仮称）野田市民館整備事業について
Ｑ．予算額２，８４１万円の内容は？

Ａ．事業認定、移転補償の算定、建設実施設計費用
Ｑ．今後の予定は？

Ａ．平成３２年度共用開始予定
★旧国道沿いで交通量が多く危険。

車寄せ等の導線、カラー舗装や
看板設置等の注意喚起が重要【２ 】体育館改修事業について

Ｑ．施設改修予算で1億３，２３２万円を計上しているが？
Ａ．刈谷球場の外野フェンスの一部張り替え、小垣江グラ

ンド、双葉グランドの防球ネットの増設等8件を計上
Ｑ．昨年比で約８，８００万円の増額の理由は？

Ａ．体育館の外壁、空調設備等の工事で1億2千万計上。
これで大きな長寿命化改修は完了する

★利便性、安全性向上に対する、日頃からの改善意識に感謝

【４】児童クラブ入会説明会通知の早期化について
Ｑ．説明会通知は開催の2週間前に届くが遅いのでは？

Ａ．約１，２００人の審査をし、決定者のみに通知する運用
審査も複雑化しており、時間を要している

Ｑ．せめて説明会の日程は早く決定し、連絡が可能では？
Ａ．予め説明会日程を確定し、申込時にお知らせする

単位　千円

年度 予算額 内市債

平成２８年度 172,221 －－－
平成２９年度 2,162,026 1,000,000
平成３０年度 1,111,853 500,000

【要望 】
アイシン機工（株）刈谷工場角の荒田信号交差点で
社員が横断中に車と接触。 安全対策をして欲しい

【対応】
警察に横断者信号の設置を要望。また、カラー舗装等を
実施し、運転者への注意喚起を促すように市へ要請

【要望 】
２３号線上重原 Ｉ．Ｃ付近の渋滞解消

【対応】
長期：高棚→知多へアクセス道路を

計画し、交通量を分散（国、県）
短期：下重原 Ｉ．Ｃの改良を要請

（仮）西三河知多
アクセス道路

市内全域に1,000基
設置予定。Ｈ28年度
末現在 690台完了

２月末現在
市内侵入盗
２７件発生
（昨年比

１２．５％増）

予定地

野田八幡宮

たんぽぽ

（５）加藤与五郎博士没後５０年記念事業
（６）第４５回全国アマチュアオーケストラフェスティバル


