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平成28年度予算・地域版
自由民主党さいたま市議会議員団の平成28年度予算編成に対する要望に対して、
全ての項目に予算が付き、事業にも検討が加えられました。・・・しかし
決算委員会での質疑

市民に還元の無い為イベントには反対！
赤字で経済効果も薄い「さいたまクリテリウム自
転車競技（予算2億8500万円）」を今後3年も継続
する。
国際芸術祭
「さいたまトリエンナーレ」
は市民参加
型ではなく、
イベント会社に丸投げ
（予算約8億円）
私は、
以上のようなビッグイベントばかりに予算を費
やすことに異議を唱え、
予算審議を退席しました。
少ない予算で頑張っている、市民スポーツ団体、
スポーツ少年団等への補助に予算を配分するべ
きであり、併せて浦和ブランドであるサッカーの
まち推進事業をより充実しなくてはなりません
（サッカーのまち推進事業はたったの予算700万
円です！）

平成28年度一般会計予算

市債残高
（H28年度末見込）

市債残高

一般会計予算
歳入・歳出

前年比較

対比

7,030億円

4,689億円

129億円増

2.8％増

1人当たり553千円

さいたま市の財政
（単位・億円）
Ｈ26
H27
H28
歳入 市税
（自主財源） 2,215
（47.6％） 2,231
（48.9％） 2,267
（48.3％）
市債
593
522
479
歳出

4,649

4,560

4,689

ビッグイベントを丸投
げ「イベント会社への
がっぽり予算」である

ほあしかずゆきの財政評価（経済のプロとしての視点）
※人口増により市税市民税
（個人）
は約16億円増加
※人口減となる10年後からの歳入を確保する政策が必要
※財政力指数0.97%
（政令市3位）
※実質公債費比率5.2%
（2位）
※市税等の自主財源を50%に近づける努力が必要
※市債43億円減。
1人あたりの市債残高553,000円
（政令市中下位）
※他の政令市に比して、
財政に関しては健全である
ほあしかずゆきホームページ：http://www.hoashikazuyuki.com

★さいたま市は災害に強いまちづくりを目指しています★
★さいたま市は災害に強いまちづくりを目指しています★
○緊急輸送道路閉塞防止のため公共建築物の耐震補強
○緊急輸送道路閉塞防止のため公共建築物の耐震補強
（4億1100万円）
（4億1100万円）
○停電防止、
○停電防止、
歩行空間の確保のため無電柱化を推進
歩行空間の確保のため無電柱化を推進
（1億5800万円）
（1億5800万円）
○台風やゲリラ豪雨の浸水被害を防止する下水道の浸水対策
○台風やゲリラ豪雨の浸水被害を防止する下水道の浸水対策
（48億5400万円）
（48億5400万円）
○老朽水道管路の耐震化
○老朽水道管路の耐震化
・浄配水場施設の耐震化
・浄配水場施設の耐震化
（約64億円）
（約64億円）
○浸水被害の軽減、
○浸水被害の軽減、
治水安全度の向上を図るため河川を改修
治水安全度の向上を図るため河川を改修
（10億2700万円）
（10億2700万円）

★文教都市浦和
★文教都市浦和
（さいたま）
（さいたま）
の復活★
の復活★

安心・安全なまち
安心・安全なまち

○英語教育の推進
○英語教育の推進
予算37億6,800万円
予算37億6,800万円
※新たな英語教育
※新たな英語教育
「グローバル・
「グローバル・
スタディ科」を全ての市立小・中学校で実施します
スタディ科」を全ての市立小・中学校で実施します
※ＡＬＴ（外国人英語助手）
※ＡＬＴ（外国人英語助手）
及び各小・中学校の教員のための研修会を実施します
及び各小・中学校の教員のための研修会を実施します

○仲町小学校校舎増改築事業
○仲町小学校校舎増改築事業
予算4億4,400万円
予算4億4,400万円

※生徒の増加により校舎を増築するにあたり、
※生徒の増加により校舎を増築するにあたり、
給食室の解体及び仮受室の設置工事を行います
給食室の解体及び仮受室の設置工事を行います

○舘岩少年自然の家の新館増築工事を実施します
○舘岩少年自然の家の新館増築工事を実施します
予算15億3100万円
予算15億3100万円
※赤城少年自然の家はH27年度で廃止
※赤城少年自然の家はH27年度で廃止

○市立高等学校
○市立高等学校
「特色ある学校づく
「特色ある学校づく
り」事業 予算3億4500万円
り」事業 予算3億4500万円
※中高一貫教育の拡充や、
※中高一貫教育の拡充や、
国際バカロレア認定校の設置を目指します
国際バカロレア認定校の設置を目指します

国際教育推進のため文教委員会での視察
国際教育推進のため文教委員会での視察
国際バカロレア認定校設置のための研究
国際バカロレア認定校設置のための研究
札幌市：市立札幌開成中等教育学校
札幌市：市立札幌開成中等教育学校

外国人英語指導助手
外国人英語指導助手
（ALT）
オフ
（ALT）
ィスの開設について
オフィスの開設について
旭川市：旭川市教育委員会
旭川市：旭川市教育委員会
イングリッシ
イングリ
ュキャンプについて
ッシュキャンプについて
小樽市：小樽市教育委員会
小樽市：小樽市教育委員会

○全国に誇れる市立美術館を浦和につく
○全国に誇れる市立美術館を浦和につく
る
る

（文教委員長として慎重審議をしました）
（文教委員長として慎重審議をしました）

★さいたま市役所本庁舎耐震補強工事をします★
★さいたま市役所本庁舎耐震補強工事をします★
※現在仮配置棟建築のため駐車場が狭くなっています
※現在仮配置棟建築のため駐車場が狭くなっています

仮配置棟（北側）
仮配置棟
完成予定
（北側）
：H28.10頃
完成予定：H28.10頃

本庁舎耐震補強工事H28〜完成予定
本庁舎耐震補強工事H28〜完成予定
：H30年度末頃
：H30年度末頃

埼玉県庁とさいたま市役所は動かしません！
埼玉県庁とさいたま市役所は動かしません！
！
！
仲町公民館リニューアル工事
仲町公民館リニューアル工事
（外壁、内装、
（外壁、
トイレ）
内装、
が3月31日に完了しました。
トイレ）が3月31日に完了しました。

★子育て・医療について★
★子育て・医療について★
（仮称）さいたま市子ども総合センター整備事業

予算18億2900万円

子ども、家庭、
子ども、
地域の子育て機能を総合的に支援する、
家庭、地域の子育て機能を総合的に支援する、
さいたま市らしさを生かした中核施設を整備します
さいたま市らしさを生かした中核施設を整備します
目的

目的

「総合相談の実現」
「総合相談の実現」
「親子や小中学生の居場所
「親子や小中学生の居場所
・交流の場の実現と相談への誘導」
・交流の場の実現と相談への誘導」
「市全体の子育て支援力の向上」
「市全体の子育て支援力の向上」
「地域活動、
「地域活動、
世代間交流の推進」
世代間交流の推進」
平成27年度〜平成29年度
平成27年度〜平成29年度 建築工事

たま市浦和区上木崎4丁目50番1
さいたま市浦和区上木崎4丁目50番1
（旧大原中学校跡地）
（旧大原中学校跡地）

保育園等整備事業

平成29年度 平成29年度

竣工予定

建築工事
竣工予定

予算34億1400万円

民間認可保育所等の新設整備
民間認可保育所等の新設整備
（12施設、定員980人）
（12施設、
、
定員980人）
増改築（4施設、
、増改築
定員82人）
（4施設、
、定員82人）、
賃貸物件による整備
賃貸物件による整備
（4施設、定員240人）
（4施設、
をするそうだが
定員240人）
をするそうだが
・・・
・・・

清水市長の公約
清水市長の公約
4年間で待機児童をゼロにするとのことでしたが
4年間で待機児童をゼロにするとのことでしたが
↓
↓
あまりにも進捗が遅く、
あまりにも進捗が遅く、
保育士の確保
保育士の確保
・手当拡充等の対
・手当拡充等の対
策もないため、
策もないため、
来年の市長選までの公約実現は望めま
来年の市長選までの公約実現は望めま
せん
せん

★さいたま市立病院新築と駐車場について★
★さいたま市立病院新築と駐車場について★

平成３０年度完成〜平成31年度
平成３０年度完成〜平成31年度
立体駐車場建設工事
立体駐車場建設工事
開院予定 開院予定
平成28年度 平成28年度
工事
平成29年度
工事
平成29年度
竣工
竣工
設】救命救急センター20床、
【新設】救命救急センター20床、
精神病床３０床、
精神病床３０床、予算6億8700万円
予算6億8700万円

ん緩和ケア病棟、
がん緩和ケア病棟、
がんサロン、歯科口腔外科他
がんサロン、歯科口腔外科他

設】ICU10床、
【増設】
手術室12室、
ICU10床、
化学療法室20
手術室12室、化学療法室20

（予定）
ド、陣痛室、
ベッド、
胎児モニタリング室
陣痛室、胎児モニタリング室
（予定）

総予算

213億円
総予算 213億円

※病院入り口の渋滞緩和のため、
※病院入り口の渋滞緩和のため、
右折レーンの設置を要望しました
右折レーンの設置を要望しました

★さいたま国際マラソンについて★
★さいたま国際マラソンについて★

いたま国際マラソン
さいたま国際マラソン
予算2億8000万円
予算2億8000万円

ポーツのまち
「スポーツのまち
さいたま」を国内外にアピールできる市民マラソン
さいたま」を国内外にアピールできる市民マラソン
・国際女
・国際女

ラソンを同時開催します。
子マラソンを同時開催します。

民からの要望が強かった、
※市民からの要望が強かった、
ハーフの部、10キロの部も執行部とよく相談し
ハーフの部、10キロの部も執行部とよく相談し

果開催される予定です。
た結果開催される予定です。

の事業は市民参加型ですので賛成しました。
※この事業は市民参加型ですので賛成しました。

待機児童解消にも積極的に取り組みます
待機児童解消にも積極的に取り組みます
！
！
自由民主党さいたま市議会議員
自由民主党さいたま市議会議員
ほあしかずゆき
ほあしかずゆき

★浦和駅周辺整備状況について★
平成27年11月アトレ浦和がオープン。北口新改札や保育園、450台の駐輪場も完備。

いよいよ県都浦和の表玄関が完成します！
浦和駅西口南高砂地区再開発事業、県庁通りの整備工事や事業用地の取得、補償等を実施

予算6億1500万円

<西口南高砂地区市街地再開発事業>

＜浦和駅西口駅ビル整備事業＞

地上27階高さ約100ｍ。地下1階から地上4階に商業
施設、5〜27階がマンション。地下1〜3階に駐車場・駐
輪場。子育て支援、公共施設等の導入も検討中です。

ビルは地上6階建てで1〜3階はアトレが店舗を運営、4〜6階
にはスポーツクラブが入る予定。地下1階には駅の東西連絡
通路とバスターミナルの地下通路を結ぶ通路が新設されま
す。中ノ島バスターミナル地下連絡通路 3億200万円

うなぎのまち浦和ＰＲ
予算85万円
浦和区絵画作品展事業
予算130万円
サッカーのまちづくり推進事業 予算120万円
（浦和駒場スタジアムを会場に女子サッカー教室を開催）
浦和区文化の小径づくり推進事業 予算100万円
（文化の小径マップを活用したウォーキングイベントの開催）
浦和区民まつり 735万円 東西連携による
「世代を超えて
“つながる浦和”」
をテーマにした区民まつりの開催

★ペットと幸せに暮らせるまち★
殺処分ゼロへ！
！ 頑張って取り組みます！
市内で犬猫等の譲渡活動を行う団体や個人の方への支援が
始まりました。動物愛護団体による犬・ネコの譲渡会に場所
を提供します。
殺処分数 H24 H25 H26
犬

74

33

17

ねこ

202

122

16

（もうすぐ達成できます！）

自民党さいたま市議会議員 ほあしかずゆき事務所
市民生活など身近な問題、市政への要望等お気軽にご相談下さい。

〒330-0062 さいたま市浦和区仲町4-3-10 TEL 048-861-2345
（さいたま市役所・浦和区役所正門前）
FAX 048-861-5756

MBA・税理士・行政書士・経済学修士・自民党さいたま市議団幹事長・さいたま市なぎなた連盟会長・浦和区子ども会育成連合会会長

自民党 さいたま市議会議員 ほあしかずゆき

