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            9 月定例会は、視界不良の状態が続いています…。  

既に何度かお知らせをさせていただいている南部都市・公園管理事務

所での不正事案の審査については、地方自治法第 98 条１項に基づく検

査権を所管のまちづくり委員会に付与しての事務検査が行われ、10 月

1 日の本会議で委員長報告されて、取り敢えずの調査が終了しました。

そのことを以って、提出留保となっていた平成 23 年度決算議案がや

っと議会へ提出され、本会議質疑を経て決算・行政評価特別委員会での

所管別審査が始まりました。 ※決算概況は裏面参照

が、同時に行われていた執行部による全庁調査の結果、教育委員会や

区役所などでも、年度跨ぎの工事実態や書類の不正な取り扱いの事例が

多数発見されることになり、執行部は直ちに外部有識者による第三者調

査委員会を設置することを決定しました。

それに対し議会も、10 月 1 日の本会議において「事務処理等適正化

調査特別委員会」を設置し、この委員会にも地方自治法第 98 条１項に

基づく検査権を付与して、引き続きの調査を継続することと、第三者調

査委員会の報告を受ける機関とすることを決定しました。

さて、決算・行政評価特別委員会での決算審査は既に始まっており、

くまがい裕人議員 も 10 月４，５日の両日に総合政策委員会所管の事

業について質問に立ち、今後も 9 日の文教委員会所管と 17 日のまちづ

くり委員会所管の事業についての質問に立つ予定です。

決算審査の模様は、さいたま市議会ホームページからライブ配信され

ていますので、ぜひこの機会にインターネット傍聴してみてはいかがで

しょうか？ ※裏面にさいたま市議会公式ＨＰのＵＲＬあり

引き続き くまがい裕人議員 の議会活動にご注目ください。

                  

         

                  どんなことでも

                                    どうぞ気軽に    

声を掛けてください。                       
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― 議会活動報告 ―

定例市議会報告活動

お早う 7 時、熊谷裕人です！

毎月第２週と第４週の平日の

朝７時から、曜日と場所を定例化

して くまがい裕人 さいたま市議

会議員が、街頭での市議会報告活

動を行っています。

皆様のご意見やご要望などをぜ

ひ直接お聞かせください。

月：大宮駅東口 トトちゃん広場

火：大宮駅西口 アルシェ角

水：新都心駅東口（大宮公園駅）

木：大宮駅東口 市民ロータリー

金：大宮駅西口 デッキ上の南口

※雨天中止。議会日程等で、スライド変更

になる場合もあり。ご了承を。

くまがい裕人事務所
民主党さいたま市議団大宮区事務所

さいたま市議会議員

くまがい裕人
議会／保健福祉委員会委員長、議

会運営委員会委員、大都市行財政

制度特別委員会委員、決算・行政

評価特別委員会委員

市 ／都市計画審議会委員、社会

福祉審議会委員、防災士・防災コー

ディネーター    

産業道路と旧 16 号の「堀の内交差点」の角に在る

大きなガラス窓の事務所が、くまがい事務所です。

相談事、聞きたい事、ちょっと話がしたい、雨宿り

などなど、何でも気軽にお立ち寄りください。
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≪10 月の定例駅頭活動・市議会報告活動週間の予定≫

① 10 月 ９日（火）から 12 日（金）第２週の平日の朝 7 時から 8 時半まで※月曜分は 16 日に振替予定

② 10 月 22 日（月）から 26 日（金）第４週の平日の朝 7 時から 8 時半まで

   ※天候や議会の都合により、中止や時間短縮、振替開催となる日も有ります。予めご了承ください。

引き続き、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

≪トピックスⅠ≫ 平成２３年度決算概況について                     ※抜粋

○決算の特徴

＜一般会計＞

・決算は、予算現額 4,667 億 7,300 万円、歳入決算額 4,416 億円、歳出決算額 4,290 億 1,500 万円

となり、さいたま市誕生以来、最大の決算規模となりました。

・歳入…市税収入は個人市民税と法人市民税が減となりましたが、固定資産税とたばこ税の増となったこと

により 10 億 4,900 万円、前年比 0.5％の微増となりました。

歳入全体に占める市税の割合は、49.3％と前年度（49.4％）に引き続き 50％を割り込んでいます。

・地方交付税は、国における普通交付税総額が増額されたことにより 26 億 4,000 万円、前年比 50.3％

の大幅増、国庫支出金は、子ども手当給付費に対する負担金の増や生活保護受給者増加による生活保護費

負担金の増等により 32 億 2,900 万円、前年比 5.0％の増、県支出金は、子宮頸がん等ワクチン接種助

成費に伴う補助金の増や社会福祉施設等耐震化に伴う交付金の増等により 15 億 500 万円、前年比

10.8％の増となっています。

・市債は、臨時財政対策債の減（54 億 7,800 万円）等により 70 億 8,500 万円、前年比 13.0％の減と

なっています。

・歳出…義務的経費は、人件費については退職手当の減や国勢調査終了による報酬の減等により 20 億 400

万円、前年比 2.6％の減。扶助費については、生活保護費や自立支援給付費の増等により 73 億 1,200

万円、前年比 8.3％の増となったことから義務的経費全体としても 51 億 2,800 万円、前年比 2.5％の

増となっています。

・投資的経費は、美園小学校やさくら草特別支援学校の工事費の増等により 6 億 3,300 万円、0.9％の増

となっています。

・その他の経費は、中小企業資金融資貸付金の減や国民健康保険事業特別会計への繰り出し金の減等により

43 億 800 万円、2.8％の減となっています。

・以上に翌年度への繰り越し財源 60 億 5,300 万円を加えた後の実質収支は、65 億 3,200 万円、前年比

32.3％（前年度 49 億 3,700 万円）増の黒字となり、単年度収支も前年度の赤字から黒字に転換となり

ました。

＜特別会計＞ 国民健康保険事業特別会計ほか 15 会計

・全体の決算は、予算現額 2,079 億 1,500 万円、歳入総額 2,014 億 8,700 万円、歳出総額 1,943 億

6,700 万円、歳入歳出差引額 71 億 2,000 万円、繰り越すべき財源 3 億 7,200 万円となり、実質収支

額は、67 億 4,800 万円、前年比 49.6％の黒字となりました。

○地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 ※監査意見書より

・実質赤字比率…黒字（△2.66％・平成 22 年度△2.07％）  ※早期健全化基準 11.25％

・連結実質赤字比率…黒字（△12％・平成 22 年度△10.47％） ※早期健全化基準 16.25％

・実質公債費比率…5.4％（平成 22 年度 6.1％）               ※早期健全化基準 25％

・将来負担比率…43.1％（平成 22 年度 47.7％）             ※早期健全化基準 400％

・資金不足比率（10 特別会計）…いずれも黒字         ※経営健全化基準 20％

・財政状況は、「引き続き良好な状態が維持されていると認められる」と判断されています。

※ 議案については、さいたま市議会ホームページにて、ご確認出来ますので、ご利用ください。

さいたま市議会ＨＰ ＵＲＬ http://www.city.saitama.jp/gikai.html

facebook を利用して随時、簡単な議会状況を発信しています。facebook を利用していただくと、相互

での情報交換が可能になりますので、【熊谷裕人】で検索の上、気軽に友達リクエストをお願いします！


