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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。
平昌オリンピック・パラリンピックの日本選手団は、多くのメダルと感動をくれました。羽生選手、チームパシュート、カーリ
ング女子LS北見など、挙げればきりがありません。パラリンピックの村岡選手は、一人で５個のメダル獲得し、アイスホッ
ケーのゴールキーパーは６１歳。“すごい”の一言です。スポーツは本当に素晴らしいと再認識しました。

この３月議会は、平成３０年度の施政方針、教育方針、予算を中心に審議しました。私は市政の基本は、「安全安心」
「持続的成長」がキーワードと考え、中長期の視点で「ひと・もの・まちづくり」の提案しています。今後の課題は、①堅調
な財政状況に甘んじる事なく、潜在課題を明確にし対策する事 ②まちの魅力づくりに革新的なアイデアを織り込み定住
を促進する事 ③スポーツ・教育環境を一層充実する事が「住みたい、住み続けたい」という思いを強くしていくものと考
えます。引き続き、多大なるご支援の程よろしくお願いいたします。

ごあいさつ

平成３０年度予算の概要
単位：百万円

※グラフ表示
内訳名
予算額
構成比
前年比

一般会計予算
歳出内訳

599億9100万円

□一般会計
〇過去最高の予算額

■歳出トピックス
〇産業立地促進補助

約４．７億円

〇歴史博物館施設管理
約４．３億円

○小学校大規模改造・
空調設備整備

約２２億円

－ポイント－

会計名 Ｈ３０年度 Ｈ２９年予算比
Ｈ２９年度
当初予算

Ｈ２９年度最終
見込（概算）

一般会計
福祉、土木、教育など
基本的行政の経費 59,910 +4.3% 57,450 61,450

特別会計
介護、国保など

独自収入のある会計 22,907 -3.9% 23,835
（参考）

見込（概算）は
補正予算を加味

企業会計 上下水道事業 10,169 -0.9% 10,264

合 計 92,986 +1.6% 91,549

施政方針

１．北部：刈谷スマートインターチェンジと周辺道路の整備

２．中部：歴史博物館、JR刈谷駅と北口周辺整備

３．南部：特別支援学校の開校、依佐美新工業用地確保

４．妊娠期から子育て期に渡る切れ目ない支援充実等

市税

358億円
59.8%

（+7.5%）

地方消費税

31億円

5.2%

（+1.4%）

国県支出金

93億円

15.5%

（+8.2%）

繰入等

41億円

6.8%

（△13.7%）

諸収入

41億円

6.8%

市債

23億円

3.8%
（△15%）

その他

2.1%

一般会計予算
歳入内訳

599億9100万円

教育行政方針

育てたい子ども像・・自己肯定感、自己有用感にささえられ、確かな学
力と体力を身につけた当たり前のことが当たり前にできる子ども

１．特別支援教育の充実・・小学校と併設、看護師の配置等

２．平成３２年度～ 小３・４外国語活動、小５・６外国語科

３．教職員の健康管理・・在校時間の縮減、部活動の検討等

福祉

子育て等

192億円

32%

（△0.6%）

教育

生涯学習等

137億円

22.8%

（+9.6%）

道路

都市計画等

102億円

17.1%

（+19.4%)

保険衛生

56億円

9.3%

（△0.3%)

交通安全等

55億円

9.2%

（△6.1%)

農商工

24億円

消防

16億円 市債等

17億円
【市税の内訳】 （百万円）

〇法人税収の回復
〇納税者の増加/個人所得アップ

による個人市民税収増

H30年 H29年 差

個 人 市 民 税 12,133 11,404 729
法 人 市 民 税 3,863 2,299 1,564
固 定 資 産 税 15,476 15,219 257
市 た ば こ 税 1,107 1,182 ▲ 75
都 市 計 画 税 2,845 2,796 49
軽 自 動 車 税 263 258 5

○市債１８．９億円を計上
（幼稚園・小中学校大規模改造等）
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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。

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

（１）市道０１－４０号線 新設改良（3.1億円）
・亀城公園とＲ１５５を結ぶ

バイパス機能を整備
・橋梁設計等（３５０ｍ）
・平成３８年度目標

逢妻駅

県道刈谷大府線

国道155号線

大府市

ＪＲ東海道本線

（２）刈谷駅北地区整備
（1.2億円）

整備工事エリア

亀城公園

（３）刈谷ﾊｲｳｪｲｵｱｼｽ関連道路の新設改良（4.9億円）
・ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰ上下線入口への導入路整備関連費
・近隣道路の新設改良費（道路拡幅等の安全対策）

・1-2階/商業、3-6階/事務所
7-20階/住居

・平成３２年度完了予定

位置 イメージ

（７）空家等対策推進 （5,210千円）

・空き家の所在、状態を把握

・適切な管理を促す空家対策計画策定

（８）路上喫煙防止条例 （6,922千円）

・路面標示

・ポスター啓発

・巡回指導 等

※現在の喫煙所を移設し
分煙環境を再整備。
指定場所以外は禁止

※過料等罰則は無し

平成３０年度予算の主な事業

くらしの相談

アイシン機工㈱刈谷工
場横の交差点は事故が
多い。歩行者信号の設
置・赤色塗装で横断者
の視認性を向上させた

スポーツ振興の重要性と取り組みについて質問

路上喫煙

禁止エリア

橋梁
バイパス

【４】今後の更なるスポーツ振興について
Ｑ．スポーツと観光をセットにした推進の考えは？

Ａ．関係団体と情報交換をしながら観光ＰＲにも努める

刈谷駅

（４）全小学校普通教室 空調設備の整備（15億円）
（５）学校大規模改造

・富士松中学校（2.8億円）
・小高原/双葉小学校（6.9億円）

（６）特別支援学校開校(H30/4/1)・・感謝／挑戦／笑顔

【１ 】スポーツ振興の重要性について
Ｑ．スポーツ少年団員数は、１０年前と比較し３８％減少。

スポーツを始めるきっかけづくりが重要と考えるが？
Ａ．多様なメニューのスポーツ教室開催、地域総合型クラブ

の活動支援。ホームタウンパートナーチームとの連携に
よるスポーツ教室の開催、ホームゲーム誘致を推進

Ｑ．第三次スポーツマスタープランへの重点取組みは？
Ａ．スポーツ参画人口の拡大を一つの柱とする。さらに

ホームタウンンパートナーとの協力で魅力アップする
Ｑ．参画人口の拡大に向けた重点施策は何か？

Ａ．性別、年齢、余暇時間帯などきめ細かく市民ニーズを
把握し、施策に展開する事が重要と考える

【要望】 推進組織の強化、父兄・地域の協力をもらいながら
子どものスポーツ機会（興味を持つ）を増加させて欲しい

【２】施設の充実について
Ｑ．アリーナ施設全般に利用率が高く、

予約できない。対策案は？
Ａ．トップリーグ開催時の利用を最小限に

とどめる事など利用できる施設と時間帯を増やしていく
Q.狩野、小垣江公園のグランド不良の対応は？

Ａ．状況を確認し、砂入れと今後の改良を検討する
Ｑ．ウイングアリーナ駐輪場に屋根が無い。設置すべきでは？

Ａ．利用状況を確認しながら、設置を検討する

◇中嶋よしゆき公式HP

【３】亀城グランドの硬式野球練習利用について
Ｑ．県事業の（仮）逢妻河川敷運動広場整備状況は？

Ａ．県との協議で排水路の計画変更が必要。今後も県の
工事進捗に合わせ、広場整備を実施する

Ｑ．亀城公園グランドでの硬式野球練習の許可について？
Ａ．逢妻川河川敷運動広場整備により、現行グランドの

利用制限も勘案し、継続検討していく
Ｑ．即時に許可できない理由は？

Ａ．敷地面積、設備など十分な安全対策ができていない
【要望】バッティング練習禁止などを条件に
すれば安全上問題は無い。広場整備も日程
が不明確。児童生徒の為、早期に対応すべき

（９）行方不明高齢者SOSネットワーク（516千円）
・登録者にQRコードシールなど配布
・QRアクセスで伝言板を確認

（１０）保育園幼稚園の充実（13.6億円）
・公立幼稚園預かり保育（富士松北、小高原、朝日）

早朝７：３０～８：４０、延長１６：３０～１８：３０へ拡充
利用料金 各時間帯２００円

・住吉幼稚園移転新築（平成３０年度予定）
老朽化した住吉幼稚園と重原幼稚園を
合併、第一学校給食センター跡地へ新設

・重原幼稚園を保育園として整備


