
     

市議会レポート

           ２月定例会は２月４日開会。27 年度の市政について議論に。

さいたま市議会の２月定例会は、２月４日に会期 31 日間で開会とな

り、本会議で清水市長の平成 27 年度施政方針演説と稲葉教育長の教育

方針演説が行われ、併せて 88 件の市長提出議案が提案されます。

翌週の２月９、10 日には各派代表質問の本会議が開会され、9 日の

午後に民主党さいたま市議団の代表質問が行われます。

今回の会派の代表質問には、高野団長と私 くまがい裕人 が、登壇す

る予定で、2011 年に会派として掲げたマニフェスト項目に沿って質

問を行います。機会が有りましたら傍聴をお願いします。

その後の議会日程は、12、13 日には各常任委員会、16 日からは、

予算委員会が開会され、市長提出議案 88 件の審査が行われます。

市長提出議案の内訳は、予算議案 35 件、条例議案 31 件、一般議案

６件、道路議案２件、人事議案 14 件となっています。※裏面に概略

平成 27 年度予算は、一般会計は昨年度比△1.9%の 4,560 億円と

なりましたが、特別会計が 2.5%増の 3,233 億円、企業会計が 2.6%

増の 1,215 億円となったことで、総額 9,008 億円と初めて９千億円

台の予算規模となりました。

予算委員会では、私 くまがい裕人 も 20 日の文教委員会所管の予算

について質問に立つ予定となりました。

今定例会では本会議代表質問、まちづくり委員会議案外質問、予算委

員会予算質問と３回の質問機会が有りますので、この４年間の最後を飾

るに相応しい質問を展開したいと思っていますので、引き続き市民の皆

さんのご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。 くまがい裕人

                

  

どんなことでも気軽に

声を掛けてください。

KUMAGAI , hiroto
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― 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 アルシェ横

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

※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、

予めご了承をお願いします。

また第１・３週の月・木曜日に西口

の埼京線口での活動日も有ります。

く ま が い 裕 人 事 務 所

Children First！すべては子どもたちのために！
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くまがい  裕人
民主党さいたま市議団

産業道路と旧 16 号の「堀の内交差点」の角に在る大きな看板とガラス窓の

事務所が、くまがい裕人事務所です。ちょっと話がしたい、聞きたい事や相

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。



≪トピックスⅠ≫ ２月定例会提出の議案の概要                   ※抜粋概要

２月定例会に提出された 88 件の市長提出議案から、気になる議案をピックアップしました。

○議案第 36 号 さいたま市事務分掌条例の一部改正条例 … 市長マネジメントの強化・充実を図るため都市

戦略本部機能の強化と市民協働のさらなる推進とスポーツ・文化施策の取り組み強化を図るため、市民局及

びスポーツ文化局等を設置する。※市民スポーツ文化局を分割する

○議案第 38 号 さいたま市職員定数条例の一部改正条例 … 市長の事務部局の職員を 74 人と私立病院の職

員を 56 人増員し、教育委員会等の職員と水道事業管理者の事務部局の職員を各 20 人削減する。

○議案第 40 号 さいたま市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正条例 … さ

いたま市特別職報酬等審議会からの答申を踏まえ、市議会議員の期末手当の支給割合を 100 分の 15 引き

上げるもの。※議案第 42、43 号として、市長等の特別職と市職員の同様の議案も提出されています。

○議案第 41、49、５０、51、53 号 … 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育

委員会制度が改正され、教育委員長と教育長を一本化した新たな教育長が置かれ、委員長が廃止されること

に伴う所要の改正が行われます。

☆提出議案は、さいたま市議会ＨＰにて確認できます。ＵＲＬ http://www.city.saitama.jp/gikai/index.html ☆

≪トピックスⅡ≫ 平成 27 年度予算の概要

平成 27 年度予算は、一般会計は 4,560 億円（昨年度比△1.9%）、特別会計が 3,233 億円（同 2.5%増）、企

業会計が 1,215 億円（同 2.6%増）、総額 9,008 億円（同 0.2%増）の予算規模となりました。

一般会計 4,560 億円の歳入の内訳は、自主財源は市税 2,231 億円、諸収入 312 億円、その他 212 億円

で、依存財源は市債 522 億円、国県支出金 911 億円、その他 373 億円。歳出の内訳は、義務的経費は人件

費 771 億円、公債費 468 億円、扶助費 1,042 億円で、投資的経費は普通建設事業費 702 億円、その他

1,577 億円となっています。

歳入では、市税収入は堅調に推移し、市債の発行額も抑制されています。一方、歳出では、人件費と普通建

設事業費は抑制されているものの、扶助費が確実に膨らんできているところがやはり気になります。

また市債の発行と残高は、平成 27 年度は 522 億円で総額 4,548 億円の残高となる見込みです。市民一人

当たりの市債残高も 36 万１千円の見込みで、他の政令市に比べるとまだまだ低い値ですが、臨時財政対策債

（地方の財源不足を補てんするため特例的に認められた地方債。その返済は、後年度地方交付税で全額、財政措置される。

約束されていますが…？）を含む残高が確実に増えているのが気になります。

こういった予算の内容を踏まえて、予算委員会において、しっかり議論してまいります。※次号で特集します

≪平成 27 年２月の定例駅頭活動・市議会報告活動週間の予定≫         

① ２ 月 ２ 日（月）から ６ 日（金）第 2 週の平日の朝 7 時から 8 時半まで、定例場所にて

② ２ 月 12 日（木）の朝 7 時から 8 時半まで、大宮駅西口埼京線口にて

③ ２ 月 16 日（月）から 20 日（金）第４週の平日の朝 7 時から 8 時半まで、定例場所にて

④ ２ 月 23、25、26 日の朝 7 時から 8 時半まで、大宮駅西口埼京線口、大栄橋西交差点などにて

※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よろしくお願いいたします。

くまがい裕人 市議会レポート (2)                                     2015.FEB.ⅰ

編集 ／ さいたま市議会議員 くまがい裕人   公式 HP  http://www.kumachan55.jp  ブログは毎日更新中！

≪トピックスⅢ≫本会議傍聴のご案内

２月９日の本会議での各派代表質問で、清水市長の平成 27 年度施政方針や稲葉教育長の教育方針などに

対して、私 くまがい裕人 も民主党さいたま市議団の２番手として登壇することになりました。

登壇の予定は、概ね以下の通りです。簡単な手続きで傍聴できますので、この機会に如何でしょうか？

○ 日時：平成 27 年２月９日（月）概ね 16 時から 18 時までの間 ※当日の進行状況で多少前後します

なお、さいたま市議会公式ホームページでは、インターネットライブ中継も行われます。

ＵＲＬは http://www.saitama-city.stream.jfit.co.jp/ です。

問い合わせ先 くまがい裕人事務所 ☎ ０４８－６４０－５９７７

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。


