
ごあいさつ

施政方針

考え方、予算などを３つに分類・整理
１．「守ろう！安心安全と健康」
２．「育てよう！子どもとみらい」
３．「輝こう！暮らしと仕事」
・デジタル化・脱炭素社会への挑戦で持続可能社会を！
・コロナ対策と経済活性の両立をスピード感を持って！

教育行政方針

育てたい未来像「共に生き、未来を創造する子ども」
１．学校教育の充実 「知」「徳」「体」「礎」
学ぶ力と心の育成・・タブレット端末等のITを利活用
小さな道徳、運動と健康増進、心のケア、環境整備

２．生きがいをもつ生涯学習都市づくり
主体的学習機会創出、青少年の健全育成、スポーツ振興

【市税の内訳】 （百万円）

令和４年度予算

住民税など
356億円
（ +13.8％）

国県
支出金など

170億円
（+2.9％）

一般会計予算
歳入

６２０億円
（ + 2.5%）

一般会計予算
歳出

６２０億円
（＋2.5%）

福祉
子育て等
246億円
（+1.9％）

道路
都市計画等

92億円
（▲15.9％）

教育
生涯学習等

99億円
（ +17.9％）

交通安全
総務費等

59億円（ +7.4％）

分担金など
50億円

（▲40.5%）

市債 21億円
(+10.3%)

諸収入
23億円(▲4.4%)

衛生費
65億円

（ +12.4％）

消防費
18億円

（ +8.1％）

商工費
23億円
（+0.4％）

公債他 18億円
（ +3.3％）

上段から 事業名/金額/（前年比）

【主な事業】

〇アフターコロナの景気回復を見込む

◇企画総務委員会 ◇都市計画審議会委員 ◇会派：市民クラブ
◇1986年 愛知大学卒 アイシン精機入社 ‘19/6～ ３期目
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1 救援物資物流体制構築 1 第８次刈谷市総合計画策定 1 企業立地推進（依佐美２期開発）

2 高潮ハザードマップ作成 2 加藤与五郎生誕１５０年記念事業 2 市道０１－４０号線他道路新設改良

3 介護人材確保・育成支援 3 ひとり親家庭等自立支援 3 ウィングデッキ整備（刈谷駅北口）

4 介護施設等整備費補助 4 放課後児童クラブ運営拡充 4 公共交通再編（かりまる等）

5 げんきプラザ整備 5 小中学校体育館空調設備整備 5 JR刈谷駅総合改善

6 公園再整備 6 （仮称）逢妻川河川敷運動広場整備 6 魅力あふれる公園づくり

輝こう！暮らしと仕事守ろう！安全安心と健康 育てよう！子どもと未来

1 スマートシティー推進

2 道路管理

1 地域新電力会社出資

2 公共施設LED化

3 公園施設整備

脱炭素社会の実現

DX（デジタルトランスフォーメーション）

(裏面で説明あり)

新型コロナウイルスとの闘いは、ワクチン接種や新しい生活様式で耐え忍び２年が経過しま
した。その間の医療や介護、教育現場など関係者皆様のご尽力に感謝申し上げます。また、
ロシアのウクライナ侵攻は言葉がありません。 “まさか”この２１世紀に、民間人や子供が巻き
込まれる戦争が起きるとは思ってもみませんでした。早々の平和的解決を望みます。

さて３月議会では、令和４年度の施政方針／教育方針、予算が示されました。令和３年度は
人口減少に転じました。また高齢化が進む中で扶助費比率が高くなってきています。ＳＤＧｓ
カーボンニュートラル、災害対策、人づくりなど持続可能な街づくりが重要です。今後も持続的
成長のために雇用を創出し、定住促進の魅力をつくり、住みたい住み続けたいと選ばられる
街となることが必要です。「日本一安全安心なまち刈谷」をめざし行政へ提案していきます。

R4年 R3年 差

個人市民税 12,183 10,796 1,387

法人市民税 2,722 962 1,760

固定資産税 16,370 15,390 980

市たばこ税 1,016 1,006 10

都市計画税 3,001 2,834 167

軽自動車税 329 310 19

合 計 35,621 31,298 4,323



令和４年度の主要事業(抜粋）

（５）公共交通再編（かりまる）・・１７，３０６千円

〇地域公共交通計画を策定し、かりまるの利便性を向上
(1)市内公共交通の調査と分析し、地域公共交通計画を策定

〇刈谷市公共施設等総合管理計画について（H29～R８）

トピックス

②中嶋よしゆきホームページをリニューアル！
４月中旬頃に切り替え予定

（１）救援物資物流体制構築・・４，０００千円

〇災害時の防災備蓄備品等の輸送業務を適正に実施
(1)災害初動期（発災から３日目まで）の物資物流訓練
(2)災害応急期（発災から４日目以降）のマニュアル策定

※私は「はまぐち誠」を応援しています
〒448-0021 刈谷市八軒町2-75番地1
☎(0566)24-8831 Fax(0566)24-1675
E-mail ： nakaji@msp.aisin.co.jp
公式HP： http://www.giin-aiwu.com/

企画総務委員会報告

①刈谷ハイウェイオアシス
スマートインターの開通！（３／２６）
写真は高さ６０ｍの大観覧車に乗って
撮影しました。最高の景色ですよ！

（２）公園再整備事業・・２５５，２５５千円

〇市民の健康増進の場所を創出と施設の充実
(1)日高公園再整備（約１．９ha）
ウォーキングコース、健康遊具の設置
(2)トイレの洋式化、ベンチの更新など

（３）放課後児童クラブ運営事業・・２７１，９３０千円

〇地域特性や利用者ニーズへの対応
(1)一部クラブの祝日開設を実施（R4年9月～施行予定）
(2)要配慮児童に対し、必要に応じ支援員を増員
(3)土曜日開設の拠点開設へ移行（R4年9月～施行予定）

（４）ウィングデッキ整備事業・・４９１，５２０千円（R３，４年分）

〇刈谷駅周辺の回遊性向上（安全で快適な歩行空間）
(1)桜町交差点の歩道橋設置補助（県事業）
(2)ウイングデッキの設置（R４年度は詳細設計を予定）

（６）道路管理事業・・総事業費１５０，４６２千円

〇車両から画像データ等を収集し、AIが道路の異常を検知
分析する支援システムを導入し、安全性向上と効率化を図る
(1)公用車に専用カメラ・車載器の取付け
(2)専用スマートフォンの導入
(3)道路維持管理支援システム（クラウドサービス）の導入

（７）地域新電力会社出資事業・・５，０００千円

〇刈谷知立環境組合クリーンセンターの焼却熱の有効利用

（８）公園施設設置事業・・５８，９００千円

〇利用者の安全性と利便性向上、また環境負荷の軽減
(1)狩野公園テニスコート ナイター設備のLED化
(2)竜ヶ根池北広場 四阿（あずまや）設置
(3)石仏公園ほか フェンス等設置

〇刈谷市DX推進計画について（R4～R８）

〇第１１次刈谷市交通安全計画について

・人口増減の見込み等に
よるコストシミュレーション
・将来は施設集約も視野に
いれた方針づくり

維持費用（年平均） 億円

縮減努力分

長期的に、年間８１億円の
維持費が必要と算出

国の方針

利用者目線で

DXを実現

刈谷市の考え

便利さを実感

課題解決と経済活性

持続可能な行政運営

・ＣＩＯ：副市長
・外部有識者：総務省の制度
地域情報化アドバイザー

28年 29年 30年 元年 2年

887 851 854 651 556

1,089 1,047 1,011 742 653

うち死者数 5 4 0 1 3

うち重傷者数 12 9 15 17 15

人身事故件数

死傷者数

年齢別　自転車事故死傷者数の推移

28年 29年 30年 元年 2年

子ども 32 38 26 23 10

若者 41 50 55 55 39

一般 70 82 90 69 53

高齢者 21 24 19 18 21

【重点】
①道路交通環境の整備
・横断歩道の照明設置
・年代別安全教室、啓発
②道路交通秩序の維持
・可搬式オービス取締り

など

上り 下り

リアルタイム
に道路の状況
が把握できて
維持完了まで
一元管理

ごみ焼却熱で発
電されたクリーン
電力等を公共施
設へ供給する会
社を設立

①

②

①桜町交差点に横断歩道橋
を設置（県事業）

②刈谷駅からウイングデッキ
で①に接続（市事業）

完成時期は未定刈谷駅

【目標】
①事故死者数 ゼロ
②重傷者数 ９人以下
③自転車事故死傷者

１００人以下


