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今年の冬は暖冬と言われておりましたが、私の中では想像以上に温かい12月だと感じております。
すごしやすいのは良いのですが、この余波が怖いですよね。皆様も天気予報の気温には注視してい
ただいて元気に新年をお迎えください。いよいよ来年春には神谷まさひろさんの新ステージへの挑
戦が始まります。一丸となって応援してまいりましょう！
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市 政 と 皆 様 を 結 ぶ 情 報 誌

刈谷市議会12月定例会
一般質問

刈谷市議会１２月定例会は１２月５日（水）から２
１日（金）まで１７日間の会期で開催をされまし
た。冒頭、竹中市長による諸議案の大綱説明が
行われた後、一般質問に１８名の議員が登壇しま
した。私も本会議の初日、５日（水）の３番手とし
て午後１時から約４０分間、次の３つの項目につ
いて質問しました。

このうち　　については
答弁の中からポイントの
みを、　についてはその
中の［あおば保育園跡
地］に関する部分につい
て詳しく紹介しますと・・・

■名古屋岡崎線の『井ヶ谷町地内』から、国道１号の『今川町
交差点』を結ぶ、延長約３２００ｍの［市道０１－４号線］

南北縦貫道路について

3つの項目
1

2

重度の障害者の支援について3

1 2

3

依佐美地区工業団地の整備について

依佐美地区工業団地
の整備について

1

南北縦貫道路について2

昨年度までに計画延長の約７０％が完了、今年度より、一般
県道岡崎豊明線の『西境町本郷北交差点』から主要地方道
名古屋岡崎線までの新設区間と、『今川町交差点』の改良工事に着手。今後刈谷スマートインターチェ
ンジの開通予定である２０２１年度末までを目標に、接続する県道と同調しながら整備を進めて行く
■国道１５５号の『中手町地内』から、一般県道刈谷大府線の『熊野町６丁目交差点』を結ぶ、延長約１６
００ｍの［市道０１－４０号線］
昨年度より県道刈谷大府線側から本体工事に着手。来年度より、ＪＲ東
海道本線を立体交差する橋りょう工事の着手を予定

◎先行開発区域の１５ヘクタールにつ
いては分譲面積を大きく超えるエント
リーがあり１０月末で受付を終了
◎来年度にエントリーした企業による
申し込み受付を開始
◎残る４３ヘクタールの２期開発検討
区域については土地利用状況や道路、
排水路などの配置や構造などの調査中
◎今後、規模や開発手法などを検討
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一般質問の続き
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神明町にあるあおば保育園跡地に重度障害者の通所施設
が建設されると聞きましたが、建設の様子がなく地元の方
からも「どのようになっているのか」との声があります。な
ぜ計画が進んでいないのか教えてほしい。

重度障害者の通所施設につきましては、「社会福祉法人ひ
かりの家」が平成３１年４月開所の計画で、本市とともに準
備を進めてまいりました。しかしながら、国庫補助金に当た
る平成３０年度社会福祉施設等施設整備費補助金が不採
択となり、平成３１年４月の開所を見送ることとなりました。

今後について、市はどうしていく
のか？

平成３０年度の国庫補助は不採
択となりましたが、本市といたし
ましては、「社会福祉法人ひかり
の家」が建設予定の通所施設を、
重度障害者が通所するために必
要な施設と位置付けており、引き
続き国における平成３０年度の
補正予算あるいは平成３１年度
の当初予算での補助採択に向け
同法人と連携・協力する中で、早
期の開設に向け取り組んでいる
ところでございます。

A１

A2

刈谷市立刈谷特別支援学校を今年度卒業予定の重度
障害のある方を含め、通所を希望される方の日中活動
の場の確保が必要となります。対策としては、重度障
害のある方が通所することができる身体障害者デイ
サービスセンターたんぽぽの受入体制を整え、今後の
日中活動の場としての通所施設の確保を図ってまいり
ます。
 
先ずは、国の平成３０年度の補正予算あるいは平成３１
年度の当初予算で採択されることを祈っています。

A3

重度の障害者の支援について3

Q1

Q2

早期の開設に向けて、市と法人が一緒になって進んでいくとのこ
とでしたので、更なるご尽力をはかってもらうことを要望します。
一方で、平成３１年４月からの通所を希望していた方もいると思い
ますが、開所が遅れたことによる問題点とその対策はあるのか？

Q3
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さて、その「社会福祉法人ひかりの家」さん
が運営している［光ワークス風鈴］で１１月１
０日（土）に［風鈴まつり］が開催されました。
その中のイベントとして、小学５年生の天才
ギターリストみことちゃんのライブコンサー
トがあり、何と（＠_＠）そのバックで一緒に
ギターを弾かせてもらったのです。
 
全体で１０曲ほど演奏した中の３曲だけで
すが、「みことちゃんのおとうと弟子である
こと」「自宅が風鈴から僅か徒歩５分のとこ
ろにあること」の理由から「演奏中に緊張し
ないよう場数を踏む」といった目的で、みこ
とちゃんが声を掛けてくれたのです。

やはり、アルペジオの「秋桜」で
は指が震えて弦が上手に弾けな
かったのですが、そうした緊張し
ている姿も含めて、拍手を沢山
いただき、楽しんで貰えたので
はないかと思っています。こうし
た場で演奏することを目的に１
年半前から習い始めたギターで
すから、目的が一歩だけ叶った
ような気がします。

そして、そのみことちゃんが、神谷まさひろ後援会主催
の初詣において昼食時にミニコンサートを行ないま
す。今回の初詣は、従来は平日開催であったものを皆
様方が参加しやすいように日曜日に変更し、伊勢神宮
参拝・いちご狩り、そしてミニコンサートと盛り沢山の
企画です。多くの皆様のご参加をお待ち申し上げてお
ります。
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1

他の議員の一般質問・議案・所管事務調査から報告
1 2 月 定 例 会

第１学校給食センター跡地の土壌入替え 業者と請負金額決定

2
待機児童解消策のひとつは＝「０～２歳児までの保育に
特化した乳児型保育園」と「幼稚園における預かり保育時間
を保育園並みに拡大すること」

２０２１年度から、段階的に富士松北保育園、日高保育園、
慈友保育園、双葉保育園の４園は「０～２歳児までの保育
に特化した乳児型保育園」となります。

一方、本年度から富士松北・小高原・朝日の３つの幼稚園
で試行している［預かり保育サービスの拡充（幼稚園にお
ける預かり保育時間を保育園並みに拡大すること）］につ
いて、平成３１年度からは更に５園（井ケ谷・日高・小垣江・
小垣江東・双葉）を追加して８園での実施に拡大します。
将来的には全ての幼稚園での実施を目指しています。

これにより、保育を必要とする子どもについて、幼保が一
体となった受入れ体制を整備することで、将来的な待機
児童の解消を図るのです。

前回のコロンブスレポートでも大きく
取り上げた、土壌汚染が判明した第１
学校給食センター跡地について、汚染
された土壌の入替え工事と建物の基
礎などを撤去する業者と請負金額が
決定して［工事請負契約の締結］議案
が可決しました。
 
４社による入札の結果、サンエイ（株）
さんが５億２９２０万円で請負、平成３
２年３月２０日まで１５ヶ月の工事期間
で行い、その後園舎の建設工事に掛か
り、当初より２年遅れた平成３３年４月
に（新）住吉幼稚園の開園を予定して
います。
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1 2 月 定 例 会

◎路線及びダイヤは、平成２４年３月に一ツ木線、依佐美線を新設して以来の改正
◎路線全体の枠組みは大きく変えず、シンプルな路線に見直し
◎バス停の配置や実態に即したダイヤ編成により、所要時間の短縮や遅延の解消を目的に再編
◎バス停は１０３箇所から１０６箇所となり、新たに重原本町など４町が網羅される
◎居住実態のある７９町のうち７６町がバス停から半径２５０メートル以内の利用圏域に

［西境線］［東境線］［一ツ木線］の名称は変わらず
［東刈谷線］→［運動公園・東刈谷線］に変更
［小垣江線］→［小垣江・依佐美線］に変更
［依佐美線］→［東刈谷・逢妻線］に変更

3 公共施設連絡バスのダイヤ・路線が来年４月１日より変更します

その目的と主な変更点を箇条下記で表しますと・・

路線の名称も一部変更になります・・・

（１）時刻表及び路線図の配布
（２）バス新車お披露目
（３）新路線及び新ダイヤにて運行　　　　　 
（４）愛称「かりまる」にて運行      

平成３１年３月上旬予定
平成３１年３月中旬予定

平成３１年４月１日
平成３１年４月１日

今後の予定は・・・

１０月に会派で実施したタウンミーティ
ングにおいて「公共施設連絡バスは今ま
でのように無料が良いか、それとも受益
者負担の視点から有料でも良いのか？」
といった投げかけをしての意見交換を行
ないました。「現在、刈谷市として有料化
の意向がある」という訳ではなく、あくま
で参加者から様々なご意見を出して戴
き、活発なやりとりをするための手法とし
て行なったのです。

戴いた声を総合してまとめると、「有料にするならダイヤを増やして路線網を充実すべきだ」と
いった感じに思いました。あるいは「有料・無料といったことには皆さんそれほど関心がなくて、
便数が少ないことへの不満が多い」といった感じかもしれません。
 
そういった意味では、今回の変更により路線や便数が増えなかったことは、私どもの会派として
はとても残念に思っています。
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4 市議会議員の選挙期間中においても（公約等の書かれた）
ビラを配ることが可能に

5 単身高齢者の見守り
「民生委員さんだけではフォローしきれない」の声

市長選挙では以前から選挙運動用のビラを
配ることが認められていましたが、私たち市
議会議員の選挙では認められていませんで
した。今回、公職選挙法が改正されたことによ
りまして、市議会議員の選挙においても可能
となりました。枚数は市長選挙が１６０００枚、
市議会議員の選挙が４０００枚です。尚、愛知
県議会議員選挙においても認められることに
なり、その枚数は１６０００枚です。

数年前まで、選挙で皆様に政策等をお伝えす
るツールは、ポスター・選挙はがき（市議選２０
００枚）だけでした。その後インターネットの活
用が可能になり、選挙期間中に多くの情報を
皆様にお伝え出来るようになったのですが、イ
ンターネットを使っておられない方もみえます
から、こうして紙により情報が発信出来るよう
になったことはとても良いことだと思います。
当事者としてはぜひ有効に政策を訴えて行き
たいと思います。

福祉産業委員会の中で［民生委員さんの負担増］
といったことについて質問しました。
 
それは先のタウンミーティングにおいて「民生委
員さんの活動の中に、高齢者の方の安否確認、見
守り活動がある」といった話をしたところ「７０歳以
上の単身高齢者が増加して、民生委員さんだけで
はフォローしきれないのではないか」といった問
題提起を戴いたからです。
 

民生委員さんの多くは社会奉仕の崇高な精神の下、やりがいや喜び、達成感を持って活動してお
られ、こうした受け持ち人数が増えることは気にしておられないのかもしれませんが、客観的にこ
の数字を見ると、［民生委員さんの人数］と［７０歳以上の単身高齢者数］との乖離が将来的には
心配になるところです。
 
民生委員さんを増やす手立ての必要性や、地域包括支援センターの機能を強化して民生委員さ
んの負担を軽減するなどを提案させて戴きました。

７０歳以上の
単身高齢者数

民生委員さん
の人数

平成２２年度
平成２７年度
平成３０年度

１４８人
１５３人
１５７人

１４１７人
１８４０人
２２３４人

過去の数字を含め［民生委員さんの人数］と［７０歳以上の単身高齢者数］を聞いたところ・・・

このように、８年間で民生委
員さんの人数は９人しか増え
ていないのに、７０歳以上の
単身高齢者数は８００人以上
も増えているのです。
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来年はいよいよ勝負の年となります。３９歳で市議会議員に当選させて頂いて約２０
年。政治姿勢と決意を改めて皆様にお誓い致します。

選挙の際には『皆さんの声を議会に届けます』とお約束していながら、時に所属してい
る政党の事情を優先させてしまっていたことがあったのではないだろうか・・・そういった
反省の下、２年前に自民党を離党し、現在は無党派の議員として活動しています。「大き
な力」ｖｓ「個人の力の結集」これからも常に挑戦者の気持ちで、真に皆様の声の代弁者
として活動して参ります。

亡くなった父が永年、刈谷市の身体障害者福祉協会の会長を務めさせて頂いていた関
係で、障害をお持ちの多くの方の声を聞くことが出来ました。障害者・高齢者・子どもた
ちを始め全ての人が幸せを実感できるよう、福祉の充実は政策の最重要事項です。

１．無党派・市民派・挑戦者

２．障害者・高齢者・子ども
弱い立場の方に優しい政治

「大きな会派にいなければ仕事が出来ない」・・・時々そういった声を聞くことがあります
が、議院内閣制の国会においてはそうかもしれませんが、二元代表制の地方議会にお
いては必ずしもそのようなことはありません。特別支援学校の設置を始めて要望した
のは平成１２年、市民館へのエレベーター設置の要望は平成１３年など（事例は他にも
沢山あります）、初めは少数議員だけの要望でした。市民にとって必要で正しいことを、
情熱を持って訴えて行けば、必ず実現するのです。

以前、私の後援会の集まりで、市幹部の方が「市の職員は神谷議員のホームページを見
て初めて、他の部署がどういった事業を行なっているかを知る」と言われました。もちろ
ん冗談が交じった社交辞令であるとは思いますが、既に４１万件を越すアクセスのある
ホームページやフェイスブック、この［コロンブスレポート］など、情報発信力は刈谷市
議会Ｎｏ１であると自負しています。

３．政策実現の鍵は「必要で
正しいことを、粘り強く」訴えること

４．市政や議会、自らの活動内容を
積極的に発信

Topics 神谷まさひろの政治姿勢と決意！
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Topics 古い殻を脱ぎ捨て、
ひと回り大きく脱皮しなさい

後援会役員さんのお宅への挨拶回りを行なっている時の
ことです。訪問した後援会女性部副部長さんのところで、
彼女が先日伊勢神宮に行った時の土産話を聞かせて戴き
ました。

訪れた料理屋さんで、脱皮した伊勢海老を見せて貰った
とのこと。写真の右側が脱皮した伊勢海老、左が脱いだ殻
です。こんなに大きくなるのかと驚きです（＠_＠）

masahiro@kamiya.gr.jp
Eメールアドレス

http://www.kamiya.gr.jp
ホームページアドレス

この用紙は再生紙を使用しています。

本来、伊勢海老は海の中で脱皮しますので、このように古い殻を脱ぎ
捨てたばかりの伊勢海老を口にすることなどないそうです。そして、
もう一枚の写真のお守りは、脱皮した伊勢海老の殻を粉末にしてお
守りにしてあり、長寿と繁栄、蘇りなどとても御利益がありそうです。

「古い殻を脱ぎ捨て、ひと回り大きく脱皮しなさい」と私に向けて
言って下さっているような素晴らしい機会を戴くことが出来ました。

来年の更なる飛躍に向けてこの度、桜区の
前自治会長で、刈谷市自治連合会の元会長
でもある面高俊文氏に神谷まさひろ後援会
の会長にご就任頂くことになりました。 

ここ数日は、その就任挨拶と私自身の決意
をお話に皆様のところを訪問させて頂いて
います。先日は大村知事のところにも会派
の会長である加藤賢次議員と共にご挨拶に
伺い、知事から激励を頂きました。 

尚、これまで２０年間後援会会長をお努め頂いた神谷武氏には、名誉会長としてこれから
もご指導頂けることになっています。

Topics 神谷まさひろ後援会会長に面高俊文氏
神谷武氏は名誉会長に

これからも皆様の期待に応えられるよう全力で頑張る所存です。変わらぬご支援とご指導
を頂きますよう宜しくお願い致します。


