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平成29年度浦和区地域版
決算委員会での質疑 ★さいたま市の財政について★

○自主財源比率は61.6％（毎年増加）
○全国政令市中第3位（平均は54 .2％）
○本市の健全化判断比率（赤字なし）と公
営企業の資金不足比率（資金不足なし）と
も、国の基準を下回っており、財政の健全
性を維持している。（平成28年度決算）
○平成29年度末の市債残高は7,14 1億円
○市民一人あたりの市債残高は553 千円
○市債残高は20 政令市中の順位は下から
2番目に少ない（平成28年度338 千円）

★青少年宇宙科学館★
プラネタリウム機器更新に伴い、平成30 年
4月１日～6月23日までプラネタリウム投影
は休止となります

ＪＲ浦和駅に「アトレ浦和 West Area 」がオープン。「West Area 」
は、ＪＲ浦和駅西口ビル（地上7階建）のうち、1階から4階にオープ
ンする商業施設で、埼玉県初出店4ショップ、新業態1ショップを含
む21ショップが集まりました     
 

浦和駅中ノ島地下通路（愛称：UR AWA SOCC ER  S TR EE T）完
成。バスターミナルと改札口が直結！浦和レッズオフィシャル
ショップ「レッドボルテージ」を中ノ島地下通路に面した「アトレ
浦和 West Ar ea」の１階に移転します   
 

★県都浦和の表玄関の整備も着 と々進んでいます（浦和駅周辺整備事業）

○市役所通り。鯛が窪橋から氷川西堀トンネルが開通し、大宮バイパスへ便利になりました
※今後は、バス停設置の要望をしていきます           

平成30 年3月「J R 浦和 駅西口ビル」完成 「サッカーのまち 浦和」の情報発信 



待機児童解消にも積極的に取り組みます！

★仲町・常盤・高砂・岸町中央地域特集★

自由民主党さいたま市議会議員　ほあしかずゆき

★文教都市浦和（さいたま）の復活★

埼玉県庁とさいたま市役所は動かしません！！
市役所本庁舎が将来新都心に移転されるのではないかと不穏の動き！    
新都心三菱マテリアル跡地に、1.5ヘクタールの土地を57億円で取得？理由として、2020年オリ・パラ訪問者のためにバスターミナルを新
都心に暫定的に整備するとのことだが、組織委員会からのそのような要請はなく、バス事業者等からの要望もない。利用台数や利用人員
の見込みも未定。また誰が管理するかも未定なのに暫定的に取得？        
オリンピックが終わった後、バスターミナルを中心とした商業施設や民間施設ができればよいが、暫定的だからといって簡単に造っておい
て、簡単に壊されて、さいたま市役所が移転されないように今後も監視していきます。（9月、12月議会の質疑より抜粋）

○仲町小学校校舎増築工事について
生徒の増加により校舎と給食室の増築工事を行います。平成31年2月完成予定。
※放課後児童クラブも併設予定です

○英語教育の推進
英語教育「グローバル・スタディ科」の充実・イングリッシュキャンプの実施
ＡＬＴ（外国人英語助手）の増員と各小・中学校の教員の研修会の実施

○舘岩少年自然の家
（市内小中学生が利用）
新館増築工事が3月完了
平成30年5月から利用開始予定です

○浦和区内小中学校のトイレ改修工事
平成29年度実施校　岸町小学校・木崎中学校　　（浦和区内の洋式化率56．6％）
○所謂マンモス校と児童減少校のギャップを解消するため、学区の編成にも取り組みます

★全国に誇れる市立美術館をつくる★
★浦和区まちづくり推進事業★

うなぎのまち浦和ＰＲ事業
サッカーのまち浦和のフラッグ作成
浦和区絵画作品展事業
サッカーのまちづくり推進事業
浦和駒場スタジアムを会場に女子サッカー教室を開催
浦和区民まつり「多世代交流の活性化を目指します」 
       
  

文教都市などの「浦和ブランド」を活用した魅力のあるまちづくりを推進します

<西口南高砂地区市街地再開発事業>

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（市民
会館機能）も導入予定。

○裏門通り。地元より要望のあった、浦和教会から別所沼坂上までスマイルロー
ド事業が完成しました。歩道のでこぼこや車道のひび割れが解消しました

○常盤公園リニューアル計画（2～3年での改修計画中ですが実施年度は未定）
高低差を解消し芝生のバリアフリー化。避難場所としての防災機能の向上。新たな緑化空間の形成。ボール遊びス
ペースの設置。歴史・文化要素の形成。（近隣住民との意見交換会を2回実施。図面も検討段階です）

<市民会館うらわ跡地の有効利用の要望書を提出>

老朽化した「市民会館うらわ」の跡地利用について、地域のにぎ
わいづくりや市民福祉の向上につながるような文化施設等の公
共・公益的な施設の建設、誘致について、市に要望書を提出しま
した。（仲町1．2．3．4丁目、高砂1．2丁目会長と共に提出）

芝生広場

かまどベンチ

ボール遊びスペース

マンホール型トイレ

<岸町1丁目地内外下水道施設老朽化対策事業>   

工事期間：平成30
年3月から12月ま
で（予定）※黒塗り
の箇所を予定して
います

<居酒屋力前の通りと裏門通りの歩道を整備しました>

レンガがでこぼこしていて、つまずいたり、女性のヒール
がはまったりするので改善してとの要望がありました

委員会にて

○国際教育推進のため国際バカロレア認定校の設置
さいたま市立大宮中等教育学校。平成31年4月開校！
【特徴】「国際バカロレア」の教育プログラムを取り入れ、国際的な視野に立ち、
　　探求・研究し、「生涯にわたって自ら学び続ける力」を育てます
　　○6年間の教育課程による高校入試のないメリット
　　○二言語（英語・日本語）による探求・研究活動
　　○タブレットや電子黒板等のICT機器を活用した学習

　　○大学や研究機関との連携
　　○海外で学習するチャンス



待機児童解消にも積極的に取り組みます！

★仲町・常盤・高砂・岸町中央地域特集★

自由民主党さいたま市議会議員　ほあしかずゆき

★文教都市浦和（さいたま）の復活★

埼玉県庁とさいたま市役所は動かしません！！
市役所本庁舎が将来新都心に移転されるのではないかと不穏の動き！    
新都心三菱マテリアル跡地に、1.5ヘクタールの土地を57億円で取得？理由として、2020年オリ・パラ訪問者のためにバスターミナルを新
都心に暫定的に整備するとのことだが、組織委員会からのそのような要請はなく、バス事業者等からの要望もない。利用台数や利用人員
の見込みも未定。また誰が管理するかも未定なのに暫定的に取得？        
オリンピックが終わった後、バスターミナルを中心とした商業施設や民間施設ができればよいが、暫定的だからといって簡単に造っておい
て、簡単に壊されて、さいたま市役所が移転されないように今後も監視していきます。（9月、12月議会の質疑より抜粋）

○仲町小学校校舎増築工事について
生徒の増加により校舎と給食室の増築工事を行います。平成31年2月完成予定。
※放課後児童クラブも併設予定です

○英語教育の推進
英語教育「グローバル・スタディ科」の充実・イングリッシュキャンプの実施
ＡＬＴ（外国人英語助手）の増員と各小・中学校の教員の研修会の実施

○舘岩少年自然の家
（市内小中学生が利用）
新館増築工事が3月完了
平成30年5月から利用開始予定です

○浦和区内小中学校のトイレ改修工事
平成29年度実施校　岸町小学校・木崎中学校　　（浦和区内の洋式化率56．6％）
○所謂マンモス校と児童減少校のギャップを解消するため、学区の編成にも取り組みます

★全国に誇れる市立美術館をつくる★
★浦和区まちづくり推進事業★

うなぎのまち浦和ＰＲ事業
サッカーのまち浦和のフラッグ作成
浦和区絵画作品展事業
サッカーのまちづくり推進事業
浦和駒場スタジアムを会場に女子サッカー教室を開催
浦和区民まつり「多世代交流の活性化を目指します」 
       
  

文教都市などの「浦和ブランド」を活用した魅力のあるまちづくりを推進します

<西口南高砂地区市街地再開発事業>

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（市民
会館機能）も導入予定。

○裏門通り。地元より要望のあった、浦和教会から別所沼坂上までスマイルロー
ド事業が完成しました。歩道のでこぼこや車道のひび割れが解消しました

○常盤公園リニューアル計画（2～3年での改修計画中ですが実施年度は未定）
高低差を解消し芝生のバリアフリー化。避難場所としての防災機能の向上。新たな緑化空間の形成。ボール遊びス
ペースの設置。歴史・文化要素の形成。（近隣住民との意見交換会を2回実施。図面も検討段階です）

<市民会館うらわ跡地の有効利用の要望書を提出>

老朽化した「市民会館うらわ」の跡地利用について、地域のにぎ
わいづくりや市民福祉の向上につながるような文化施設等の公
共・公益的な施設の建設、誘致について、市に要望書を提出しま
した。（仲町1．2．3．4丁目、高砂1．2丁目会長と共に提出）

芝生広場

かまどベンチ

ボール遊びスペース

マンホール型トイレ

<岸町1丁目地内外下水道施設老朽化対策事業>   

工事期間：平成30
年3月から12月ま
で（予定）※黒塗り
の箇所を予定して
います

<居酒屋力前の通りと裏門通りの歩道を整備しました>

レンガがでこぼこしていて、つまずいたり、女性のヒール
がはまったりするので改善してとの要望がありました

委員会にて

○国際教育推進のため国際バカロレア認定校の設置
さいたま市立大宮中等教育学校。平成31年4月開校！
【特徴】「国際バカロレア」の教育プログラムを取り入れ、国際的な視野に立ち、
　　探求・研究し、「生涯にわたって自ら学び続ける力」を育てます
　　○6年間の教育課程による高校入試のないメリット
　　○二言語（英語・日本語）による探求・研究活動
　　○タブレットや電子黒板等のICT機器を活用した学習

　　○大学や研究機関との連携
　　○海外で学習するチャンス



ほあし かずゆき
自由民主党　さいたま市議会議員（浦和区）

 帆　足　和　之　市　政　レ　ポ　ー　ト 
 （発行） 自由民主党さいたま市議会議員団　さいたま市浦和区常盤6-4-4（さいたま市議会内） 

平成29年度浦和区地域版

★さいたま市役所本庁舎耐震補強工事を実施中★

自民党さいたま市議会議員　ほあしかずゆき事務所

自由民主党  さいたま市議会議員　ほあしかずゆき
〈資格・役職〉MBA・税理士・行政書士 ・経済学修士・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

  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。
TEL 048-861-2345
FAX 048-861-5756

さいたま市浦和区仲町4-3-10
（さいたま市役所・浦和区役所正門前）

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。

もうすぐ
達成でき
ます！
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殺処分ゼロへ！！　頑張って取り組みます！
★ペットと幸せに暮らせるまち★

決算委員会での質疑 ★さいたま市の財政について★
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も、国の基準を下回っており、財政の健全
性を維持している。（平成28年度決算）
○平成29年度末の市債残高は7,141億円
○市民一人あたりの市債残高は553千円
○市債残高は20政令市中の順位は下から
2番目に少ない（平成28年度338千円）
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平成30年3月「JR 浦和駅西口ビル」完成 「サッカーのまち 浦和」の情報発信 

※現在、工事中のため駐車場が狭くなっています

現在浦和区役所（仮庁舎）は本庁舎の北側です
平成31年5月に本庁舎IFに戻る予定です

本庁舎耐震補強工事：平成3１年2月完成予定

【診療科目（28科）】　　
【病床数：637床（現行：567床）】
【新設】救命救急センター20床、精神病床30床、がん緩和ケア病床20床、
　　　がんサロン、歯科口腔外科、形成外科他
【増設】ICU10床、手術室12室、化学療法室20ベッド、陣痛室、胎児モニタリング室
※H29.10 病院入り口の渋滞緩和のため、右折レーンの設置をしました

○さいたま市立新病院新築工事について
地域完結型医療・安心して暮らせるさいたま市のシンボル

平成31年9月完成～平成32年1月開院予定

★子育て医療について★

○保育園等整備事業について
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352（予定）

待機児童の増減 保育所の増減

さいたま市の保育所整備はまだまだ遅れています。
保育士の手当も十分にほど遠いと言わざるを得ません。

※保育所には認可外小規模保育所等も含む
※H27/4に待機児童0を達成したかのように見えるが、法改
　正が有り育児休業中の待機児童等を含んだ数字です。

さいたま市動物愛護ふれあいセンターや浦和駅東
口広場等で、年に10回程度実施しています。皆様、
殺処分ゼロにご協力下さい！

犬猫の
譲渡会

さいたま市動物愛護ふれあいセンター　048-840-4150

浦和区役所（仮庁舎）

家庭保育室・ナーサリールーム等の
運営支援を要望します


