
     

市議会レポート

           予算委員会にて平成２６年度予算案を審議中！

さいたま市議会の２月定例会は、条例議案や一般議案の常任委員会で

の付託審査が終了し、２月 27 日からはいよいよ予算委員会が開会とな

って、平成 26 年度予算案の審議が始まりました。

一般会計 4,649 億円、特別会計 3,152 億 5,800 万円、企業会計

1,184 億 3,204 万 6,000 円、合計 8,985 億 9,004 万 6,000 円と

過去最大規模の予算案を常任委員会の所管別分野に分けて、これから慎

重な審査が行われることになります。

また平成 26 年度予算から、各区の区運営方針に則った予算請求権が

区長に付与されたため、予算委員会に初めて区長を始めとした区の幹部

職員が出席し、各区の予算案が審議されました。

現在開会中の国会では、地方自治法の一部改正が検討されており、総

合区の設置や区行政に関する常任委員会の設置などといった改正が行

われる見込みで、市内分権が一段と進むことが予想されています。

ですから今回の予算委員会での取り組みは、そういった流れを一歩先

んじた対応とも言えます。

裏面にさいたま市の財政状況の推移（一般会計等）を簡単に書かせてい

ただいておりますが、私たちの納めた税金の公正・公平・効率的な配分

という視点に加え、将来の財政状況をしっかりと見据えた中長期的な視

点からのチェックの必要性が高くなってきていると考えています。

                

  

どんなことでも気軽に    

声を掛けてください。

KUMAGAI , hiroto
The city council report Vo l . 131 (14-05)

― 議会活動報告（大宮区版） ―

定例市議会報告活動
毎月第２・４週の平日の朝７時か

ら８時半まで、曜日と場所を定例

化して、街頭からその時々の議会

状況の報告活動を行っています。

朝の忙しい時間帯ですが、皆様の

市政に関するご意見やご要望な

ど、ぜひ直接お聞かせください。

月：大宮駅西口 アルシェ角

火：大宮駅東口 トトちゃん広場

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

※月曜と火曜が、入れ替わりました。

雨天は中止とし、議会日程に係らず定

例で活動していますが、他の日程や体

調不良などで、翌週等にスライド変更

になる場合もありますので、ご了承を

お願いします。

くまがい裕人事務所
Children First！全ては子どもたちのために！

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／まちづくり委員会委員、決算・

行政評価特別委員会副委員長、適正な

発注制度及び人員配置に関する調査

特別委員会委員

会派／政策調査会長

市 ／防災アドバイザー（防災士）

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、くまがい裕人事務所です。

ちょっと話がしたい、聞きたい事・相談事、市への要望、

雨宿りなどなど、何でも気軽にお立ち寄りください。

発行 ／ さいたま市議会議員くまがい裕人事務所

〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町 2-69-10

Phone 048-640-5977 / Fax 048-640-5966

E-mail ： office@kumachan55.jp

facebook を通じて、議会状況や活動状況、日々のちょっとしたこと等を短めのコメントで随時発信しています。

facebook を利用していただきくまがい裕人と「友達」になると、情報の閲覧と相互でのコメント交換が可能になり

ますので【熊谷裕人】で検索の上、メッセージを添えて気軽にリクエストをお願いします！ Twitter も始めました。

くまがい  裕人
民主党さいたま市議団
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≪平成 26 年３月の定例駅頭活動・市議会報告活動週間の予定≫         

① 3 月 3 日（月）から 7 日（金）第 2 週の平日の朝 7 時から 8 時半まで

② 3 月 17 日（月）から 24 日（月）第 4 週の平日の朝 7 時から 8 時半まで ※祝日のため日程変更有り

  ※その他、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Ⅱ≫ 予算委員会に小委員会を設置

平成 26 年度予算の一般会計の内、国際自転車競技大会開催事業（さいたまクリテリウムｂｙツールドフランス）

については、予算委員会に専門の小委員会を設置して集中審議されることとなりました。

予算規模は 25 年度と同規模の 3 億 3 千万円の補助を予定していますが、市のガバナンスをはっきりさ

せるために 26 年度は観光団体運営補助事業から分割しています。

昨年の 12 月定例会で、追加の補正予算が審議未了廃案となり、清水市長が専決処分した事業の 2 回目

の事業について、昨年の事業の経験を生かして、国際的に有名な自転車レースを開催する意義や投資効果、

他の政策への波及効果等、といった面からの徹底的な審査が望まれるところです。

≪トピックスⅠ≫ さいたま市の財政状況の推移（一般会計等）     ※平成 19 年度予算との比較

ここでは、私が初めて議会へ送っていただいた平成 19 年度予算と 26 年度予算案を一般会計や市債の

発行額や残高を比較しながら推移を追ってみます。

<歳入予算額> ※全体で 122.95％に拡大となっている

平成 19 年度 3,781 億円 自主財源（市税・諸収入等）2,647 億円 依存財源（市債・国県支出金）1,134 億円

平成 26 年度 4,649 億円 自主財源（市税・諸収入等）2,757 億円 依存財源（市債・国県支出金）1,892 億円

<歳出予算額>（目的別）※民生費が大幅に伸び、土木費は減っている

平成 19 年度 3,781 億円 民生費 982 億円 土木費 960 億円 衛生費 377 億円 公債費 383 億円 総務費 451 億円

            教育費 386 億円 その他 242 億円

平成 26 年度 4,649 億円 民生費 1,688 億円 土木費 829 億円 衛生費 515 億円 公債費 482 億円 総務費 428 億円

            教育費 337 億円 その他 370 億円

<歳出予算額>（性質別）※扶助費が大幅に伸び、人件費が減っている

平成 19 年度 3,781 億円 人件費 774 億円 公債費 363 億円 扶助費 478 億円 普通建設事業費 742 億円

その他 1,425 億円

平成 26 年度 4,649 億円 人件費 750 億円 公債費 481 億円 扶助費 1,030 億円 普通建設事業費 809 億円

その他 1,579 億円

<市債の発行額> ※臨時財政対策債の発行が増えている

平成 19 年度 市債発行総額        378 億円 公債費 362 億円 プライマリーバランス △ 16

臨時財政対策債を除いた市債額 260 億円 同公債額 326 億円 プライマリーバランス 67

平成 26 年度 市債発行総額        593 億円  公債費  480 億円 プライマリーバランス △113

              臨時財政対策債を除いた市債額 418 億円 同公債額 390 億円 プライマリーバランス △ 29

<市債残高> ※臨時財政対策債の残高が増えている

平成 19 年度 市債残高 3,663 億円（臨時財政対策債  943 億円 臨時財政対策債を除く市債残高 2,720 億円）

平成 26 年度 市債残高 4,531 億円（臨時財政対策債 1,930 億円 臨時財政対策債を除く市債残高 2,601 億円）

<市債残高の状況>

全会計市債残高 7,209 億円（一般会計 4,531 億円 特別会計 179 億円 企業会計 2,500 億円）※26 年度末現在高見込額

市民一人当たりの市債残高 575 千円（一般会計 361 千円 特別会計 14 千円 企業会計 199 千円）※同上

市民一人当たりの市債残高比較 最低 366 千円さいたま市 最高 999 千円大阪市 政令市平均 627 千円 ※24 年度普通会計決算

※臨時財政対策債とは、地方の財源不足を補てんするため特例的に認められる地方債。その返済（元利償還金）は、後年度に

地方交付税で全額、財政措置されるとされているが…。

☆詳細は、さいたま市議会公式ホームページの予算の概要（PDF）

http://www.city.saitama.jp/006/007/002/017/p021158.html からご確認ください。


