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～ご挨拶～

●刈谷SAスマートインターチェンジの整備概要について

3月議会トピックス（報告案件）

桜の季節も終わりを迎え、寒さも徐々に和らいで穏やかなこの4月、新たな節目を迎えられた多くの
方が、心新たに期待に満ちた新生活のスタートを送られていることをご祈念いたします。皆様方に於か
れましても、新年度の第一歩を力強く踏み出されていることをご期待申し上げます。
さて、3月議会では平成29年度の予算が示されました。今議会のトピックス、委員会での質疑内容を
含め、特に主要諸施策について裏面で報告させていただきます。また、引き続き刈谷市が発展を続けて
いくよう「提言・行動」を遂行してまいります。

●刈谷市企業立地ビジョンについて
下記の考え方で推進していきます

平成34年度を目標に
当初計画を前倒し

【効果】
1）ものづくり集積地としての

拠点性の確保
2）市内企業の流出防止

企業

1）住工混在解消まち
づくり

里山地区

野田二ツ池地区

依佐美地区

25ha

9ha

伊勢湾岸自動車道の豊明IC、豊田南ICの慢性渋滞を緩和するため、刈谷SAへスマートインター
チェンジを設置する計画の具体案が示されました。

スマートインターチェンジ整備路線

下り路線

出口料金所

入口料金所

上り路線

・車両通貨台数 約5000台／日

（上下線 各2500台／日）

・見込み効果

・渋滞緩和 ・物流コスト低減

・雇用安定

・地域産業の
活性化

一里山地区 約3ｈa

野田二ツ池地区 約4ｈa

依佐美地区（先行） 約9ｈa

依佐美地区 約25ｈa

長期
（11年以降
～）

対象区域
工業用地提
供可能規模

短期
(5年以内）

中期
（5年以上
～10以内）

刈谷
SA

刈谷
SA



 項目 主な内容　　（基金積立金：20億円）

道路
関係

・道路及び街路
 （電線類地中化を含む）
・自転車道、歩道
・スマートインターチェンジ
・橋梁

公共
交通
機関

・鉄道駅拡張
・駅前広場
・立体歩行
・駐車場
 （自動車、自転車）

3月議会トピックス（議案と補正予算）

●平成29年度の下水道事業について

委員会質問

都市交通施設整備基金積立事業

刈谷市の街づくりの構想や計画で示された
都市交通施設を計画的かつ効率的に整備する
ための財源となる基金を設置しました。

スマートインター

駅ホーム

歩道や電線地中化

立体歩道

○消費生活センターの開設

消費生活相談員の専門家が消費生活に関する
相談に応じます。

(1)開設場所
市役所３階 くらし安心課相談室

(2)開設日
月・火・木・金曜日（祝日及び年末年始を除く）

(3)開設時間
午前９時～午後４時

商品やサービスなど
消費生活全般に関する
苦情やお問い合せに

健全な消費生活

本年度より下水道事業が特別会計から企業会計に移行し、一般会計（税収）での負担を減らす方針
が示されています。私は、現状のまま進んでいくと次回料金改定で市民の皆さんから徴収する利用
料金が大幅に上がる可能性があると考え、現状の問題点を明らかにし、委員会にて提言しました。

◆下水道事業の費用負担の考え方

雨水処理
一般会計（税収）
で負担

●水道施設の耐震化について

○県から買う水の量を増やすなどで対応し、耐震化を必要最小限の規模とすべき

提言

29年度予算に、水道施設の耐震化の調査費が計上されていました。全施設の耐震化には約200億
円かかると見込まれており、市民の皆さんから徴収される水道料金の大幅UPにつながる可能性が
あります。耐震化にかかる費用を最低限にする必要があると考え、以下の提言を実施していきます。

○他市の動向を踏まえ、一般会計のからの繰り入れ継続を実施していくべき

○減価償却費の内、雨水処理分の借金返済は一般会計で負担するべき

提言

下水道事業は雨水処理
と汚水処理に分類

汚水処理
市民から徴収する
使用料収入で原則負担

平成29年度汚水処理経費予算内訳

下水道使用料収入 一般会計（税収）

約5.4億円約13.4億円

⇒ ⇒

前年度据え置き 前年度比▲6.6億円

平成29年度汚水処理経費用途内訳

汚水管の維持管理費

汚水の処理費用

28.2% 71.8%
減価償却費⇒雨水処理と

汚水処理の
兼用設備

一般会計からの繰り入れを急激に
減らしすぎている。

雨水・汚水処理で兼用している設備
の減価償却費が汚水処理の経費負担



平成29年度予算と主要事業

平成29年度刈谷市予算

会計名 本年度 前年度 前年度比

一般会計 574.5 563.3 11.2

特別会計 238.4 284.0 ▲45.6

企業会計 102.6 41.0 61.6

合 計 915.5 888.3 27.2

税 目 本年度 前年度 比較

市税 333.1 350.0 △16.9

市税の比較

○予算合計・一般会計とも過去最高額。

○昨年度まで、特別会計であった下水道事業が

今年度より企業会計となる。

○市税は法人市民税の税収が大幅に減少。

※市税の減少を基金の取り崩しで補填。

『防犯防災分野』

『次世代育成・教育分野』 『都市環境分野』

○小中学校、保育園・幼稚園の大規模改造

①小垣江東小の南舎の内外装・設備改修

②刈谷東中の新校舎の建設

③依佐美中の中舎の内装改修

④全中学校の普通教室に「空調設備」を設置

⑤日高保育園の内外装・設備改修

⑥住吉幼稚園の移転新築（～平成30年)

⇒第一学校給食センター跡地に、住吉幼稚園と

重原幼稚園を合併して移転新築。(神田町)

○刈谷駅前線道路新設改良
刈谷駅北口のシンボルロード造り

○わが家の地震対策

○街頭防犯カメラの設置
(平成29年度までに、約230台設置予定)

各地区要望に基づき設置していく

（平成28年度までに692台設置済み）

○民間保育所支援

民間事業者の認可保育園建設費の補助

①(仮)かりや清涼保育園 (高須町 定員135名)

②(仮)かりや大和保育園 (池田町 定員90名)

平成30年4月開園予定

フローラルガーデン
依佐美

陣場公園

青山公園

祝日保育の補助（刈谷市単独補助制度）

⇒祝日保育を4園でスタート

対象：刈谷ゆめの樹保育園・空のうさぎ保育園
こぐま保育園・第2こぐま保育園

（青葉・小垣江保育園は既に祝日保育実施）

○JR逢妻駅周辺の市道整備

本年度中に
ＪＲ本線を跨ぐ
橋の工事設計

本年度中に
新設道路を整備

Ｂ

Ａ
Ａ Ｂ

⇒2階建て1Fのみの耐震改修についても
新たに最大60万の補助対象に！

単位：億円

単位：億円

●平成29年度主要事業について

○無料Wi-Fiの整備

無料公衆無線LAN(無料Wi-Fi)環境を公共施設へ

⇒総合文化センター・市民ボランティアセンター

○優良建築物等への補助

銀座AB地区（28階建） 刈谷駅北地区（20階建）

その他

バイパス機能を持った幹線道路の整備

木造住宅に対する段階的な耐震改修費の
補助対象を拡充する



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

ホームページを開設しました。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

くらしの相談（皆さんからの要望に対応しました）

野田新町駅北口ロータリーへの幹線道路
からの進入路がわかりにくい

依佐美中南に位置する鋭角な交差点、
進行方向から左方が見難く危険

道路が狭く、側溝もあるため
歩行者と車が行き交う道幅がない

路面下部の土が流れ陥没の前兆

●道路側溝に蓋を設置（野田町森前） ●野田新町北側道路へサインボード設置

●半城土町農道の補修

●カーブミラー新設（地元議員へ依頼した案件）

道路標識の入れ替えを実施

側溝に蓋を設置し、道幅を確保

幹線道路の両方向にサインボード設置

農道を安全な状態に補修

●老朽化道路標識の更新（小垣江寮付近）

注意を促す止まれ標識の赤色が
色褪せており危険

左方からの車を確認できるミラー設置

色褪せ

設置

進行方向

左方

●道路・側溝の除草

道路・側溝に草が生え、危険

除草を実施

①東刈谷小学校南の市道歩道部分の雑草

②朝日歩道橋北側側溝廻りの雑草

③沖野公園横の遊水地の雑草

after

before after

before

after

before after

before after

after after

草が生えないように対策を要望していく


