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令和元年度決算報告

【１】一般会計 歳入歳出決算状況の推移 【２】令和元年度 歳入決算額の内訳

①財政力指数（財政上の能力） ②実質公債費比率（市の借金の負担） ③経常収支比率（財政構造の弾力性）

【４】財政分析の主要３指標

日頃より後援会活動にご理解いただき、誠にありがとうございます。

ここ数年全国各地で豪雨被害が発生しています。令和２年７月豪雨では改めて災害の恐ろしさを感じ、まずは命を
守る行動を起こさなければいけないと再認識しました。２０００年の東海豪雨から２０年が経過しました。この地域も、
明日大災害が発生するかもしれないと考えて、スピード感をもって備えるべきです。行政としては、国土強靭化計画
を基本に、大災害発生時の対応計画を早急に整備する必要があります。

【３】令和元年度 決算額の所感（Ｈ３０年度比較）

【歳入】法人市民税の減少（法人税率の改訂）
【歳出】小学校空調設備設置の完了による教育費目の減少

扶助費の増加（約７億円）、投資的経費の減少など

新型コロナウィルス感染症対策も重要課題です。「手洗い／うがい」はもちろん、多くの人が常に「マスク」をはめて、
「ソーシャルディスタンス」 を意識し、「３密」を回避する行動をしています。また、働き方改革「テレワーク」が方針で
掲げられ、自宅等での仕事する様式に変化しました。大学ではオンライン授業が取り入れられました。飲食店など
は、まさに新たな生活様式に順応していかなければ、再開が成り立たない状況です。刈谷市も約２９億円を投入し、
市民の安心安全を支えました。継続的な施策が必要とされるなか、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致します
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R１年 H30年

市 税 363 377
繰 越 繰 入 61 78
使 用 料 等 19 19
そ の 他 25 25
市 債 14 18
国庫支 出金 60 54
県 支 出 金 29 27
地方消 費税 31 33
地方譲 与税 4 4
（ 自 ）取得税 2 2
そ の 他 10 7
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R１年 H30年

個人市民税 126 124
法人市民税 34 54
固定資産税 160 157
市 たば こ 税 11 11
都市計画税 29 29
そ の 他 3 2

合計 363 377

（単位 億円）
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【プロフィール】

‘86/3 愛知大学卒業 同4月アイシン精機入社

‘11/7 初当選 ‘19/6 三期目当選

９月議会報告（一般会計補正予算）

くらしの相談

一般質問で市政を問う

※高齢者の移動支援について・・デマンド型移動手段“チョイソコ”の導入を

Ｑ＆Ａ 要望

①刈谷市公共施設連絡バス“かりまる”は大型バスであり、地域を
網羅するのは困難。基幹路と地域路など層別し、“チョイソコ”を研究
すべきと提案してきた。その後の展開計画は？

暗渠方式にし、側溝蓋を
平らにすることで歩行者
の安全確保を実施

令和３年４月施行に向け、関係機関と調整している。高齢者の外出
支援に大いに期待している。

右図は豊明市の一例。約半径１㎞以内に３１か所の停留所があり、
地区の各施設や資源ごみ置き場などにも設定されている。細い道
路も網羅されている。刈谷市の実態に合った運用を期待する

中京競馬場

（チョイソコとよあけの一例）

９月議会報告（その他）

②実施に向けた課題認識は？

停留所の設定においては地域、商工会議所との調整。路線バスや
タクシー等の民業圧迫とならない料金調整等。“かりまる”や将来の
都市交通施策との整合性、連携を図る事が課題と考える

③高齢者の運転免許証 自主返納数の傾向は？

(参考）外出自粛傾向の
ため、人身事故件数は
昨年比△２４％

④福祉タクシー料金助成の条件緩和で、自主返納を促進しては？

タクシー券の利用状況や“チョイソコ”導入を踏まえながら、高齢者
の外出支援をはかる

平成29年 平成30年 令和元年

495 523 640

【請願２件】 いずれも不採択 【陳情１件】 採択
①PCR検査の拡充を求める請願・・・必要な人にもれなく
ＰＣＲ検査は必要。しかし、請願主旨は「誰でも、いつでも、
何度でも無料で」と要求しているため反対
②刈谷市史の新編発行を求める請願

【議案等】
①刈谷市国土強靭化地域計画 概要版の報告
②刈谷駅北地区地域交流施設条例の制定について
北口マンションの２Ｆに、ラウンジを設置。Ｒ３／８～予定

補正分の主な事業名 内容等 補正(千円)

① 子育て支援臨時給付金支給(拡充） 中学３年生以下 ２万円／人 463,000

② インフルエンザ予防接種費臨時助成(新規） 生後６か月～中学生 助成額 千円／回 23,514

③ 高齢者インフルエンザ接種 (拡充） 一定の障害のある60～64歳を追加し無料化 31,127

④ 新型コロナウィルス感染症対策医療機関等支援 コロナ対策と慰労を目的 病床数に応じ支給 24,000

⑤ 刈谷豊田総合病院補助 中核的医療機関としてのコロナ対策補助金 200,000

会員登録された利用者を目的地へ乗り合いで送迎
するデマンド型交通。地域の交通不便を解消。主に
高齢者の外出促進、健康増進への貢献が期待され
る。豊明市は運行を開始、岡崎市も導入準備中

〇チョイソコとは・・・

補正額：６８２，７７８千円 予算総額：７９，９２５，９７２千円

【内容】
アイシン精機共同館横の
歩道の側溝蓋が老朽化し
段差やガタツキがある。
躓くなどの危険がある為
改修して欲しい


