
1 予算編成説明会の開催 平成25年10月3日（木）

財政課が、各課を集め平成２６年度予算編成方針

を伝えると共に、各課の予算枠配分額を示した。

2 財務会計システムへの入力 平成25年10月4日（金）

予算編成方針に基づき各課が予算要求原案を作成

し、財務会計システムへの入力を行う。

3 予算原案の確定 ～ 11月4日（振替休日）

各課の予算要求原案を各部単位で調整し、部ごと

の予算原案を確定する。

4 予算原案の財政課への提出 平成25年11月5日（火）

各課は関係書類と併せ、予算原案を財政課に提出

した。一般・特別・企業会計 合計約3,695億円

5 財政課によるヒアリングの 平成25年11月12日（火） 予算原案について、各担当課長が財政課に、前年

平成平成平成平成26262626年度予算年度予算年度予算年度予算ができるができるができるができるまでまでまでまで （当会独自調査による）

5 財政課によるヒアリングの

実施

平成25年11月12日（火）

～22日（金）

予算原案について、各担当課長が財政課に、前年

度との変更点や新たな行政課題を中心に説明した。

6 予算案市長査定 平成26年1月9日（木） 市長職務代理者（副市長）が査定した。

7 予算案内示 平成26年1月15日（水）

ヒアリングを踏まえて査定した予算案を、財政課

が各課に内示した。合計約3,578億円

8 ３月市議会定例会への予算

議案の提出

平成26年2月25日（火）

３月市議会定例会初日に、市長が予算議案を提出、

施政方針を述べた後、副市長が議案内容を説明。

9 常任委員会

平成26年3月12.・13日

平成26年3月17・18日

各常任委員会（総務・福祉環境・経済文教・建

設）で、予算議案について審査した。

10 議決・成立 平成26年3月20日（木）

市議会では、本会議において各常任委員会委員長

が審査結果を報告し、反対・賛成討論を行った後、

採決の結果、原案どおり議決・成立した。

区分

会計名

予算要求額

※査定前

当初予算額

※査定後

増減額・率
予算予算予算予算要求額要求額要求額要求額からからからから

●●●●議員議員議員議員のののの一般質問者一般質問者一般質問者一般質問者

((((平成平成平成平成26262626年年年年3333月月月月議会議会議会議会))))

・今井初枝（共産党）

・石橋俊伸（公明党）

・富沢太志（無所属）

財 政： 7件

そ の 他： 17件

●●●●平成平成平成平成26262626年年年年6666月月月月議会日程議会日程議会日程議会日程

※ ※ ※ ※ 変更変更変更変更になるになるになるになる可能性可能性可能性可能性ががががありますありますありますあります。。。。

会計名 ※査定前 ※査定後

増減額・率

一般会計 1740億2800万円 1732億3000万円 △7億9800万円 (0.5％)

特別会計 1444億9200万円 1444億6100万円 △3100万円 (0.0％)

企業会計 510億5400万円 401億5700万円 △108億9700万円(21.3％)

歳出合計 3695億7400万円 3578億4800万円 △117億2600万円 (3.2％)

予算予算予算予算要求額要求額要求額要求額からからからから

予算議決予算議決予算議決予算議決額額額額へへへへのののの

増減増減増減増減のののの状況状況状況状況

（（（（10101010万円以下切万円以下切万円以下切万円以下切りりりり捨捨捨捨てててて））））

((((平成平成平成平成26262626年年年年3333月月月月議会議会議会議会))))

・岩澤勝徳（自民党）

・大関修克（公明党）

・木岡 崇（川口新風会）

・金子信男（共産党）

・幡野 茂（公明党）

・野口宏明（市政クラブ）

・関 裕通（自民党）

・岩井定一（川口新風会）

・小林 宏（川口新風会）

・前田亜希（自民党）

・松本幸恵（共産党）

●●●●発言発言発言発言通告概要通告概要通告概要通告概要

（分野別項目）

福 祉： 10件

子 育 て： 16件

医 療： 4件

環 境： 7件

まちづくり： 13件

庁舎建設： 5件

防 災： 13件

産 業 振 興： 9件

教 育： 14件

行 政 全 般： 15件

※ ※ ※ ※ 変更変更変更変更になるになるになるになる可能性可能性可能性可能性ががががありますありますありますあります。。。。

開 会 6月 5日(木)

一般質問

6月13日(金)、16日

(月)～18日(水)

常任委員会

建設・総務

6月20日(金)

常任委員会

福祉環境・経済

文教

6月23日(月)

閉 会 6月26日(木)

当会は、２００９年６月に活動を開始した市民団体です。““““みんなみんなみんなみんな

でででで創創創創ろうろうろうろう身近身近身近身近なななな川口市議会川口市議会川口市議会川口市議会””””をキーワードとした活動です。 毎月

第３金曜日の１８時から「かわぐち市民パートナーステーション」

で月例会を開催しています。 <オブザーバー参加大歓迎>

〒332-0015 川口市川口1-1-1 M4 かわぐち市民パートナー

ステーション 共同事務所内 代表：伊田昭三

TEL : 090-2672-9435

E-mail：gikaikaikakukawaguchi@gmail.com

HP: http://gikaikaikaku.web.fc2.com/

ブログ: http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/

・松本幸恵（共産党）

「議会基本条例を考える会」「議会基本条例を考える会」

「「「「ごごごご寄付寄付寄付寄付のおのおのおのお願願願願いいいい」」」」

当誌の発行は、会費＆ご寄付にて行っ

ております。安定運営のため皆様のご

寄付をお願い申しあげます。

三井住友銀行三井住友銀行三井住友銀行三井住友銀行 普通普通普通普通 4301711430171143017114301711

議会基本議会基本議会基本議会基本条例条例条例条例をををを考考考考えるえるえるえる会会会会

市民団体による市民団体による市民団体による市民団体による

川口市議会だより 発刊：議会基本条例を考える会

編集長：林 恒男

議会議会議会議会がががが｢｢｢｢議会議会議会議会だよりだよりだよりだより｣｣｣｣発刊発刊発刊発刊

のののの時点時点時点時点でででで廃刊予定廃刊予定廃刊予定廃刊予定

4 4 号号

((((((((平成平成平成平成平成平成平成平成2222222266666666年年年年年年年年33333333月議会月議会月議会月議会月議会月議会月議会月議会))))))))

～～～～議会議会議会議会でのでのでのでの議論議論議論議論がががが市民市民市民市民のののの生活生活生活生活をををを左右左右左右左右するするするする～～～～

県内県内県内県内でででで議会議会議会議会だよりのだよりのだよりのだよりの発刊発刊発刊発刊がないがないがないがない市町村市町村市町村市町村

川口市川口市川口市川口市・・・・長瀞町長瀞町長瀞町長瀞町・・・・東秩父村東秩父村東秩父村東秩父村のみのみのみのみ!!!!!!!!

ＨＨＨＨＨＨＨＨ2626262626262626年度予算年度予算年度予算年度予算・・・・約約約約年度予算年度予算年度予算年度予算・・・・約約約約3,5783,5783,5783,5783,5783,5783,5783,578億円億円億円億円をををを議決議決議決議決億円億円億円億円をををを議決議決議決議決!!!!!!!!!!!!!!!!ＨＨＨＨＨＨＨＨ2626262626262626年度予算年度予算年度予算年度予算・・・・約約約約年度予算年度予算年度予算年度予算・・・・約約約約3,5783,5783,5783,5783,5783,5783,5783,578億円億円億円億円をををを議決議決議決議決億円億円億円億円をををを議決議決議決議決!!!!!!!!!!!!!!!!

■市長市長市長市長提案提案提案提案どおりどおりどおりどおり予算予算予算予算がががが議決議決議決議決

3月定例会・閉会日（3月20日）の本会議で、各常任委員長による委員会の審議報告後、

H26年度予算案（3,578億4,813万6,000円、特別・企業会計を含む）が市長提出の原

案のとおり議決されました。

今回はH26年度関係議案（予算等）特集として、市民のみなさんが注目している事業、

身近な生活に関する議案、新規事業予算などをピックアップしてお伝えします。また、予算

案の採決前に行われた、本会議での各会派・各議員の賛成・反対討論の概要をお伝えします。

※新年度予算の詳細については、広報かわぐち4月号、川口市・市議会ＨＰを参照ください。

※ のマーク：H26年度の新規事業、 のマーク：川口市の三大プロジェクト
新 三

、

小中学校・特別教室エアコン

約1,346万円

●小中学校の特別教室に空調機

を設置。飯仲小学校ほか4校、

元郷中学校ほか6校（当初計画）

●担当：教育総務課

※奥ノ木新市長が表明している、

普通教室への設置を含め、今年

度、エアコン設置計画を策定・

見直し中

ご当地ナンバー・川口導入

400万円

●ご当地ナンバー川口の導入に

より、市の一体感の醸成と郷土

愛の育成を図るとともに、「川

口」を全国にＰＲし、産業や観

光事業の振興など地域の活性化

を促進

●担当：政策

審議室

新

浸水対策

、

新庁舎

約4,053万円

●現庁舎の課題、新庁舎の基本

理念、規模、機能、事業の概要

について取りまとめる基本構想、

及び基本構想をより詳細化する

基本計画を策定

●担当：管材課

三

消費税増税による

市の手数料・使用料の改定

●消費税および地方消費税の税

率の引き上げなどに伴い、川口

駅東口地下公共駐車場条例ほか

38条例を一部改正し、市の施

設などの使用料、手数料などを

改める

●備考：改定後の手数料・使用

料は関係各課等にお問い合わせ

ください。

浸水対策

約12億782万円

●降雨時の冠水を防止する雨水

排水管、貯留管及びポンプ施設

等を整備

●新井町、末広3丁目地内/緑

町、朝日4・6、芝中田2丁目

地内/上青木2・南前川2丁目地

内/飯塚3丁目地内/桜町3・4

丁目地内/南鳩ケ谷7丁目地内/

並木元町地内

●担当：下水道推進課

子ども医療費支給

約20億2,638万円

●子どもが必要とする医療を容

易に受けられるようにすること

により、子どもの保健の向上と

福祉の増進を図るため、医療費

を助成※入院・通院、15歳年

◆◆◆ 訂正訂正訂正訂正 ◆◆◆

議会だより3号で掲載した、市庁舎

建設に関する採決の賛否数について、

誤りがありましたので訂正します。

正）賛成35名、反対8名

誤）賛成36名、反対8名

ください。
●担当：下水道推進課

成年後見センター

約1,614万円

●認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者など判断能力が十分

でない方の権利や利益を法的に保護する成年後見制度の普及啓発、

利用における相談・支援、市民後見人の養成・活動支援を行うた

め、成年後見センターを設置

●担当：長寿支援課

新

を助成※入院・通院、15歳年

度末（中学校3年

生）まで●担当：

子ども育成課



平成２６年度予算平成２６年度予算平成２６年度予算平成２６年度予算(案案案案) 本会議での各会派・議員の討論概要本会議での各会派・議員の討論概要本会議での各会派・議員の討論概要本会議での各会派・議員の討論概要

-川口新風会(注)
は、会派として討論による議案への賛否表明なし

①①①①共産党共産党共産党共産党（（（（松本幸恵松本幸恵松本幸恵松本幸恵））））：：：：一部反対一部反対一部反対一部反対

●消費税増税は社会保障の充実にはつながらず、

更に市民に苦しい生活を強いるものである。

●市は消費税納税の義務がないにもかかわらず、

市民に増税分を転嫁し、各施設の使用料、学校給

②②②②自由民主党自由民主党自由民主党自由民主党（（（（若谷正巳若谷正巳若谷正巳若谷正巳）：）：）：）：賛成賛成賛成賛成

●新庁舎・基本構想等は、建設位置の議会同意の中

で進められており、賛成。

●子供医療費無料化の所得制限と税等の完納要件は、

受益と負担の公平性から、やむ得ないものである。

③③③③無所属無所属無所属無所属（（（（富沢太志富沢太志富沢太志富沢太志）：）：）：）：反対反対反対反対

市民に増税分を転嫁し、各施設の使用料、学校給

食費、水道料金の値上げなど影響額は市全体で7

億円であり、係わる予算・条例改定の議案に反対。

●同和地域が無いのに予算が計上されている。

●国民保護事業は市が行う事業ではない。

●共通番号制に対応する予算計上はすべきでない。

●敬老祝金(喜寿)の減額(1/2)は行うべきでない。

●オートレースはギャンブル事業であり、自治体

の本来のあり方から適切ではないため反対。

受益と負担の公平性から、やむ得ないものである。

●地域経済活性化の商品券発行は大変有効である。

●小中学校の特別教室のエアコン設置等は適正。

●火葬施設は住民の悲願、H29年4月に予定通り

オープンできるよう万全の態勢で臨んでもらいたい。

●オートレースは財政貢献として貴重な財源である。

●消費税増税により各施設の経費は増加、使用料等

の改定は、受益者負担の原則から真にやむ得ない。

一般会計で10億円の支出増加が見込まれている。

③③③③無所属無所属無所属無所属（（（（富沢太志富沢太志富沢太志富沢太志）：）：）：）：反対反対反対反対

●消費増税で、市民は収奪を受けているのに等しい。

昔ながらのよろずや、パパママショップは残れるの

か。よって一般会計予算は反対。

民間保育所・運営費

約28億8,998万円

●民間の認可保育所の運営者に

対し、運営にかかわる委託料及

び補助金を交付（新規4カ所+

既存30カ所分）

埼玉高速鉄道・経営安定化

約22億3,900万円

●埼玉高速鉄道の財務基盤及び

資金繰りの安定化を図るため、

県及びさいたま市と共同で支援

●負担割合：県10/15、川口

新市立高校

約1億6,924万円

●川口総合、川口、県陽の3高

等学校を再編、統合する新市立

高等学校建設の実施設計等

●担当：

三

●担当：

保育課

収集運搬

約14億4,586万円

●家庭ごみ、粗大ごみ及び資源

物等の収集運搬経費

●担当：

収集業務課

市4/15、さいたま市1/15

●担当：

都市交通対策室

川口オート（市営開催）

約135億4,242万円

●公益の増進を目的とする事業

の振興に寄与するとともに、地

方財政の健全化を図るため実施

●普通開催82日・特別開催25日

●担当：公営競技事務所

学校課

イメージ図

、

観光・御成道まつり等

約１億6,133万円

●観光物産協会との連携により

観光事業の発展と普及を図ると

ともに、地域資源を活用した事

業を実施する団体に対する助成、

川口宿鳩ケ谷宿日光御成道まつ

りに係わる関連事業等を行う

障害者自立支援

福祉計画

約620万円

●障害者総合支援法に基づき策定した「川口

市障害者自立支援福祉計画」の第3期計画が

H26年度をもって終了することから、第4期

計画を策定

●担当：障害福祉課

新

公民館・耐震補強・約1,621万円

●旧耐震基準に基づき建設された

領家公民館、芝西公民館の耐震

補強設計等

●担当：生涯学習課

新

新

りに係わる関連事業等を行う

●担当：

産業振興課

本会議での各会派・議員の討論概要本会議での各会派・議員の討論概要本会議での各会派・議員の討論概要本会議での各会派・議員の討論概要(討論討論討論討論順・一部抜粋編集）順・一部抜粋編集）順・一部抜粋編集）順・一部抜粋編集）

、会派として討論による議案への賛否表明なし-

④④④④公明党公明党公明党公明党（（（（福田洋子福田洋子福田洋子福田洋子）：）：）：）：賛成賛成賛成賛成

●厳しい財政運営の中、人件費削減に努めている

ことは、市民にとって安定した予算編成と評価。

●新庁舎の規模や機能は、現庁舎の課題を踏まえ、

市民ホールの設置、防災拠点としての機能強化等

⑤⑤⑤⑤市政市政市政市政クラブクラブクラブクラブ（（（（谷川恵子谷川恵子谷川恵子谷川恵子）：）：）：）：賛成賛成賛成賛成

●防災関連事業に幅広く予算が計上され、安全安

心な市民生活を担保するために必要不可欠。

●地域コミュニティ活動活性化事業補助金（新

規）は、市民との協働による新たな展開を期待。

（注）

川口新風会：この３月議会から、前民主新風会、

川口みらい、無所属の議員７名により結成。

市民ホールの設置、防災拠点としての機能強化等

を加味し建設が1日も早く実現することを要望。

●火葬施設の早期完成を要望。

●オートレースは、市の一般会計へ3億円の繰入

れが予算化されており、更なる経営努力を期待。

●その他に、成年後見制度の普及啓発、ガン検診

の推進、橋梁等社会資本の総合事業の推進、市民

ニーズを取入れた、コミュニティバスの更なる改

善、消防団の処遇改善なども要望。

規）は、市民との協働による新たな展開を期待。

●市債の大幅減となった予算編成に賛意を表す。

●敬老祝金は金銭的なことだけではなく、高齢者

が地域と関われることが重要。その仕組みを要望。

●オートレースは一般会計への繰入れもあり、評

価。経営改善したら雇用促進も期待したい。

●歴史自然公園、火葬施設、街路整備事業、都市

交通対策、市営住宅など市民の安全安心・快適に

直結する事業に適正なる予算配分が行われた。

コミュニティバス

約1億4,975万円

●市内を移動する高齢者等の交

通手段を確保するため、公共施

設や駅、医療機関等を結ぶバス

を運行

(仮称)赤山歴史自然公園

約7億5,797万円

●自然環境や歴史文化遺産を活

用した、地域の振興や都市農業

の活性化にも資する公園を整備

●担当：歴史自然公園・火葬施

三 火葬施設

約6億3,968万円

●水と緑に囲まれた周辺環境と

調和した火葬施設を整備

平成26～28年度3カ年継続事

業・総事業費34億3,867万円

三

●中小企業振興条例はアメで、消費増税はムチ、

地方消費税交付金のあり方に断固反対。

地域コミュニティ活動

活性化

約1,527万円

●地区連合町会が協働及び共助

の理念に基づき住みよい地域づ

くりを目的として行う公共・公

新

橋りょうの耐震補強

合計6,400万円

●耐震診断結果に基づく、あず

新

西川口

陸橋のみ

●担当：

都市交通

対策室

設整備室 ●担当：歴史自然公園・火葬施

設整備室

火葬施設イメージ

子ども・子育て支援事業

（計画推進事業）

約609万円

新

益的な地域コミュニティ活動の

事業を推進するために補助

●担当：

自治振興課

市議会議員・選挙（準備）約3,372万円

●H27年度に任期満了となる市議会議員一般選挙の準備経費

●担当：選挙管理委員会事務局

●耐震診断結果に基づく、あず

ま橋の耐震補強工事（4,400

万円）と西川口陸橋の耐震補強

設計（新規・2,000万円）

●担当：

道路建設課

●子ども・子育て支援法に基づ

き、「川口市子ども・子育て支

援事業計画」を策定

●担当：

子ども育成課

新年度予算の記事は、川口市が

公表している平成26年度当初予

算・関連資料より転載、抜粋、

編集して掲載しています。


