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～ご挨拶～
木々もすっかり芽吹き、新緑の葉が茂る季節となりました。街の中では、新入学を迎えた児童が、
心新たに期待に満ちた生活をスタートする姿を見て、勇気を頂いております。皆様方に於かれまして
も、新しい年度を力いっぱい踏み出されますよう、ご期待申し上げます。
さて、今回の3月議会では、平成28年度の新たな事業や拡充した事業を織り込んだ予算編成が示され
ました。前議会からの活動、3月議会の議案、一般質問等も含め、ご紹介させて頂きます。

3月議会トピックス

●議員提出議案「地方法人課税の見直しを国に求める意見書」提出⇒ 満場一致で可決

●雨水対策マスタープラン策定

国の2016年度税制改正の主な変化点

・2018年まで、法人税率を、25.5％ ⇒ 23.2％ に段階的に減税

・県・市・町・村の税率を下げ、その下げ分を国税化
（地方団体間の税収格差を無くすため、地方交付税の財源として活用）

単位：億円

・法人税収が多い市町村ほど、産業政策や企業誘致に力を入れており、今後も多くの予算が必要！

・税収減を引き起こす地方自治体においては、市民サービスの低下も起こりうる！

東海豪雨時の浸水被害

前提条件※
10年に1回の大雨
・時間最大雨量 63㎜
・24時間雨量 204㎜

・住宅の床上浸水、浸水深さ50ｃｍ以上： 3.1ha⇒ 0ha
・住宅以外の浸水深さ50ｃｍ以上 ： 34.4ha⇒ 27.5ha
・浸水深さ20ｃｍ以上50ｃｍ未満 ：264.0ha⇒226.0ha

短・中・長期の対策エリアに分け、約30年かけて、計画的に対策を推進していく。

対策一覧

※刈谷市の前提条件は、他市と比較しても厳しい条件を設定している。（他市：5年に1回の大雨）

問題

【目標】【現状】

見直しを
求める理由



①固定電話用自動録音機の補助
（発信者に対して、「詐欺防止のため録音します」と伝える機能を持った録音機）

補助対象：65歳以上の高齢者であり、かつ昼間常に１人でいる方

補助内容：約１万２千円の自動録音機を２千円で販売
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2016年度主要事業 安全・安心、子育て・高齢者施策から抜粋

2016年度の予算概要

会計名 本年度 前年度 比較

一般会計 56,330,000 55,330,000 1,000,000 
特別会計 28,399,706 28,363,139 36,567 
企業会計 4,101,101 4,242,332 -141,231 
合計 88,830,807 87,935,471 895,336 

●予算額は過去最高

●市税歳入の状況

●安全・安心施策

本年度予算 前年度予算 比較

個人市民税 11,682,074 11,419,962 262,112
法人市民税 4,174,187 5,005,336 -831,149
固定資産税 14,915,926 14,676,958 238,968
軽自動車税 242,122 218,123 23,999
市たばこ税 1,212,863 1,192,917 19,946
都市計画税 2,754,458 2,687,587 66,871

市税合計 34,981,630 35,200,883 -219,253

●費目別歳出推移

国の税制改正が大きく影響し、市税歳入は約2億の減収

●防犯対策

●待機児童対策：待機児童０に向け、対策を進めていく！

①防犯灯の新設 155基分 約449万円
②防犯灯ＬＥＤ化 2,000基分 約5,800万円
③街頭防犯カメラ 210台 約1億1,880万円
（地域の皆様と相談し、設置位置を決定予定。約10台/地区）

ロタウイルスによる急性胃腸炎は、ほぼ全ての乳幼児がかかる病気であり、
強い嘔吐や下痢症状をもたらすだけでなく、入院に至る危険も！
予防接種の種類は以下2種類
・ロタリックス 2回接種（生後6週以上24週迄の乳児）
・ロタテック 3回接種（生後6週以上32週迄の乳児）
補助額：ロタリックス 4,500円／回、ロタテック 3,000円／回

億
円

前年比+１７．８億
・3中学校校舎整備 約13億円
（東中、依佐美中、富士松中）

・特別支援学校建設 約5億円

前年比+3.4億
・福祉施設補助費 約1億円
（特養、地域密着型など）

・臨時福祉給付金
約3.7億円単位：千円

単位：千円

●高齢者の特殊詐欺対策：被害撲滅に向け、推進！

●子育て・高齢者施策

●基金、市債（3月31日見込み）

基金 ：215億円（内財政調整基金108億）
市債総額 ：343億円

健全な財政状況を継続

①築地町に刈谷ＳＴＥＰ保育園（仮称）を建設（民間）
従来は託児所であったが、2017年4月より認可を受け、保育園となる。
定員90名
整備費補助 ：約1億8,200万円
認可保育園以降支援 ：約1,750万円

②富士松北保育園改築 ：約6億1,300万円
定員数増（150名→170名）、保育面積拡大

●ロタウイルス感染症の予防接種補助開始

保育園に申請しても入園できなかった児童：2014年度 272名、2015年度 190名

刈谷市の被害：2014年度 15件（総額6,300万円）、2015年度 9件（総額4,300万円）

防犯灯 防犯カメラ



3月一般質問
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松栄3丁目交差点

419
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419号線と交差する、朝日小西交差点の朝夕の渋滞が原因で、生活道路・東刈谷ゾーン30地区への車が増加。
通学路・生活道路での事故が懸念されることや、生活道路の交差点で渋滞が発生しているため、対策を要望。

【調査時間帯 7：00～10：00 調査交差点 松栄3丁目】

生活道路の交通量としては、極めて多い！

松栄3丁目交差点（ゾーン30側）⇔ 国道419号 ：1,148台

●交通量の調査結果

2015年度に大規模交通量調査を実施。
また、東刈谷ゾーン30安全施策効果も確認。

●ゾーン30安全施策の効果

①車速センサー一体型電光掲示板の効果

②道路舗装のカラー化、視覚的な道路幅の狭さく化

設置により、安全に対する意識づけの効果があること
は確認。しかし、年々効果は薄れてきている。

狭さく部手前で走行速度が毎時約１０キロ低下。
速度遵守率が8%⇒50パーセントに改善。

『災害時に被害が予測される密集市街地に対する対策』

Q.1：災害危険度判定調査の結果、密集市街地の中で比較的課題が多く見受けられた区域が4区域ある。
現在検討している対策を教えて頂きたい。

Ａ.1：改善施策として、区画整理や再開発等による整備、狭い道路の解消、
木造住宅の耐震化補助、防災空地の確保や防火水槽の設置等がある。
様々な視点から、区域ごとに検討し、今後も引続き、住民の皆様との
協働により、防災意識の醸成と密集市街地の改善に努める。

Q.2：判定結果の公表について、市はどのように考えているのか？

A.2：住民の皆様のご理解とご協力を頂きながら、慎重に準備を進めていきたい。

密集市街地に対する対策に関して、市に提言！
１．消火栓は発災直後では断水により使用できない可能性があるため、消火栓の耐震化を推進するよりも、

防災空地の確保や防火水槽の設置に対して、積極的・優先的に対策を推進して頂きたい。
２．災害危険度判定結果の公表は、その地域の住民に不安を募らせる・地価に影響する等の恐れがある
ことは理解。しかし、各々が災害に備えることができるため、住民・市民へ早期に公表すべき！

『生活道路の渋滞、交通安全対策について』

交通量調査の結果やゾーン30の安全施策の効果を受け、

対象エリアの渋滞・交通安全対策を要望！

・ 419号線と市道側の信号タイミングの最適化
・ 松栄3丁目交差点市道側への右折帯設置
・ 市内全体の通学路・生活道路の中で危険な交差点に対し、ゾーン30の安全施策を展開
・ 電光掲示板を移設し、他ゾーン30地区でのスピード順守・安全意識の向上を促進

①電光掲示板 ②狭さく化

交通渋滞の影響で、生活道路へ大量の車が流入し、危険。改善を要望。【住民からの要望】
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渋滞回避のため、抜け道を利用

生活道路・ゾーン30
への車の流入大



地域での困りごと、市政に対するご意見・ご要望等がありましたら
お気軽に「鈴木浩二 くらしの相談室」をご利用ください。

ＴＥＬ：０５６６-２５-９９５０ ＦＡＸ：０５６６-２３-８６８８

ホームページ開設しました。お時間がありましたら是非ご覧ください。

ホームページからも受付けております。鈴木浩二 検索

くらしの相談

トピックス

暮らしの相談（皆さんからの要望に対応しました）

●防犯灯設置の要望

地域からの要望が多く、昨年補正予算で追加設置（80⇒148基）

2016年度は155基の予算を確保

●朝日幼稚園周りの雑草除去

（カーブした道で隣の防犯灯の光が届かない）

●小垣江駅ロータリー消えかかった白線の補修

野田町

松栄町

小垣江
（幼稚園周りに雑草が伸びて、不安全、不衛生）

●カーブミラーを移動し、更に両眼に変更

東刈谷町

移動

●地域の憩いの場となる新たな公園がオープン
【野田新町公園 3/26から】

（1）対象者
市内に住所を有し、現に居住している在宅の重度障害者及び寝たきり高齢者（障害者及び高齢者のみの世帯）

（2）助成額
設置費用の１０分の９（上限26万1千円）

●高齢者・障がい者向け、消火設備（スプリンクラー）の補助が実現

2014年３月 議会にて 補助制度を訴求
低所得者や高齢者、耐震補強工事に手がつけられないお宅など、
刈谷市として消火器の補助制度を検討すべき！

その後２度に渡り必要性を訴え、来年実現！

野田新町駅

【環境センター多目的広場 4/1から】

刈谷市体育館

松栄町


