
議会局　平成２４年度　局運営方針(案)
１．主な現状と課題

　市議会の活性化や議会の政策形成機能・監視機能等の強化が図られるよう議
員の議会活動を補佐するとともに、広報業務を通じて「市民に分かりやすい議
会」の更なる推進を図ります。

（１）議会運営に支障を来さないよう議場や委員会室等の環境維持に努めると
　　ともに、会派及び議員が議会活動を行う上で必要な議員控室を適正に確保
　　します。また、議員の身分等に関する事務や政務調査費に関する事務等庶
　　務事務を迅速かつ的確に行い、効率的な事務処理に努めます。

（２）議長交際費の執行にあたっては、支出の内容や相手方が社会通念上妥当
　　と認められる範囲内で、かつ必要最小限の支出に努めます。

（３）適切で円滑な本会議及び委員会運営に資するとともに、議員の議会活動
　　を適切にサポートします。

（４）複雑化・多様化する行政需要に応じた議員の議会活動を的確に補佐する
　　ための情報・資料の収集及び提供に努めるとともに、議員・委員会の提出
　　する議案の立案補助を行います。

（５）議会活動に対する市民の理解と信頼を深めるため、議会広報紙の発行、
　　議会テレビ広報の放映、本会議及び委員会のインターネット中継等、議会
　　広報事業の充実強化を図ります。
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２．基本方針・施策体系別主要事業

（１）政務調査費補助金交付に係る事務処理を的確に行います。また、議会棟の管理を適正に行

    うよう努めます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 24年度 23年度 説明

1 政務調査費補助金の交 244,800 226,800 議員の調査研究に資するため必要な経費の一

付 (244,800) (226,800) 部として、議会における会派及び議員に対し

〔総務課〕 政務調査費を交付

2 議会棟の管理 680 680 議会運営に支障を来さないよう議場や委員会

〔総務課〕 (680) (680) 室等の環境維持に努めるとともに、会派及び

議員が議会活動を行う上で必要な議員控室を

適正に確保

（２）指定都市の正副議長としての広範な活動と、その職務が円滑に進められるよう活動支援を

　　します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 24年度 23年度 説明

3 議長交際費 1,400 1,500 議会の円滑な運営を図り、市政の進展に寄与

〔秘書課〕 (1,400) (1,500) するために、議長が議会を代表して交際をす

るのに要する経費

（３）適切で円滑、能率的な議会運営の支援をします。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 24年度 23年度 説明

4 会議録・委員会記録作 17,658 17,942 本会議の会議録の作成及び委員会記録の作成

成及び検索システム登 (17,658) (17,942) を行うと共に、本会議の会議録及び委員会記

録事業 録をホームページに掲載することにより、広

〔議事課〕 く市民に情報を提供

　市議会の活性化や議会の政策形成機能・監視機能等の強化が図られるよう議員の議会

活動を補佐するとともに、広報業務を通じて「市民に分かりやすい議会」の更なる推進

を図ります。

〔区分〕　新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業 　　総 … 総合振興計画(新実施計画)事業　　し … しあわせ倍増プラン２００９事業
　　　　　 行 … 行財政改革推進プラン２０１０事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策　　高 … 高齢者支援　　子 … 子育て支援
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（４）法制面や情報調査面において、議員の議会活動を補佐し円滑な議会運営を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 24年度 23年度 説明

5 市議会事務局運営事業 5,477 5,060 議員の議会活動と円滑な議会運営に資する情

〔調査法制課〕 (5,477) (5,060) 報の収集、調査及び議員又は委員会が提出す

る条例、意見書等の立案補助

（５）議会の活動状況をわかりやすく市民に伝えるため、議会広報紙の発行などの広報事業を展

　　開します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 24年度 23年度 説明

6 市議会広報事業 47,327 51,846 議会広報紙の発行、議会テレビ広報の放映、

〔秘書課〕 (47,327) (51,846) 本会議及び委員会のインターネット中継など

の広報事業を展開

３．行財政改革への取組

(１)　既存事業の見直しによるコスト削減の取組

千円

　　①　他の指定都市等の動向や実績を勘案し、目的や効果を検証して見直しを行っていきます。

　　②　これまで行ってきた委託業務の範囲を必要最小限にとどめるよう見直し、職員で対応

　　　可能な業務を増やすことにより、経費の削減に努めます。

　　③　各委員会の所管事務調査における視察の際、マイクロバスを使用せず、公共交通機関

　　　を利用したり、また、他市議会等からの行政視察時に使用していたバスの使用回数を、

　　　減らすことにより、バス使用料の経費節減に努めます。

　　④　第三者機関に委託している「政務調査費の使途に関する調査」業務の一部について、

　　　事務局と第三者機関の役割分担の見直しをすることによって経費の節減に努めます。

既存事業の見直しによるコスト削減額 1,399

〔区分〕　新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業 　　総 … 総合振興計画(新実施計画)事業　　し … しあわせ倍増プラン２００９事業
　　　　　 行 … 行財政改革推進プラン２０１０事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策　　高 … 高齢者支援　　子 … 子育て支援
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

73 1款 1項 1目 -

＜主な事業＞

１　議員報酬等の支払い 　　　　　　　

　議員報酬、期末手当、市議会議員共済会給付費負担金

及び、事務負担金の支払いを行う。　

２　議員健康診断の実施 　　　　　　　

　議員が自己の健康状態を絶えず把握し、もって議会活

動に精励できるよう、議員の健康増進・健康維持管理を

目的として健康診断を実施する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

73 1款 1項 1目 -

＜主な事業＞

１　各種会議への参加経費　

　全国市議会議長会、指定都市議長会をはじめ各種議長

会等へ参加することにより、地方議会の現状把握や課題

解決に向けた対応の強化を図る。

２　議長交際費

　議会の円滑な運営を図り、市政の進展に寄与するため

に、議長が議会を代表して各種団体、関係者と社会的交

際を行う。

1,400

4,636

議会局/総務部/秘書課

議会費 議会費

　各種会議等への参加により、地方議会の現状把握及び課題解決に向けての対応
を図ります。また、正副議長の活動を支援します。

前年度予算額

予算額

1,166,692

6,110一般財源

△ 199,222 

967,470予算額

一般財源

＜事業の目的・内容＞

議会費

　議員報酬、期末手当、市議会議員年金の公費負担金等を支払います。また、議
員の健康増進・健康維持管理を目的として健康診断を実施します。

966,524

増減

予算書Ｐ.

945

前年度予算額

967,470議会費

事務事業名

局/部/課

予算書Ｐ. 議会費

議員報酬

議会局/総務部/総務課

6,261

事務事業名 市政調査研究事業（議会局秘書課）

＜事業の目的・内容＞

議会費

局/部/課

6,110

増減 △ 151 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

73 1款 1項 1目 -

＜主な事業＞

１　議員派遣 　　　　　　　　　　　　 ４　調査会の設置 　　　　　　　　　　

　諸外国の姉妹都市・友好都市及び先進都市等並びに国 　議会の在り方に係わる議員報酬、政務調査費、議員定

内の先進都市へ議員派遣を行う。 数等、今後の議会改革に関する事項を諮問する議会基本

条例第14条に基づく調査会を設置する。

２　政務調査費補助金の交付 　　　　　

　議員の調査研究に資するため、必要な経費の一部とし

て、議会における会派及び議員に対し政務調査費を交付

する。

３　議会公用車の運行管理 　　　　　　

　委員会視察等に使用するマイクロバスの借り上げや、

正副議長車等の運転業務委託及び、リース契約を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

73 1款 1項 1目 -

＜主な事業＞

１　委員会調査研究研修会講師謝礼 ３　参考人費用弁償

　委員会での議案審査及び所管事務調査等において、よ 　委員会での議案審査及び所管事務調査等において、よ

り適切かつ慎重な審査及び調査に資するため、有識者等 り適切かつ慎重な審査及び調査に資するため、関係者等

を招き意見交換を行う。 を参考人として招き、意見等を聴取する。

２　委員会県外行政視察

　委員会での議案審査及び所管事務調査等において、よ

り適切かつ慎重な審査及び調査に資するため、先進自治

体等への視察を行う。

15,492

　委員会での議案審査及び所管事務調査等において、より適切かつ慎重な審査及
び調査に資するため、視察その他の調査研究を行います。

事務事業名 市政調査研究事業（議事課）

＜事業の目的・内容＞

12,676

＜事業の目的・内容＞

市政調査研究事業（議会局総務課）

局/部/課 議会局/総務部/総務課

予算書Ｐ. 議会費

7,210

216,000

225

552

議会費 議会費

事務事業名

254,217

243,244

前年度予算額 13,420

増減 △ 39 

予算書Ｐ. 一般財源 13,381議会費 議会費 議会費

局/部/課 議会局/議事調査部/議事課

予算額 13,381

　議員の海外・国内派遣を行い、また、議員の調査研究に資するため必要な経費
の一部として政務調査費を交付します。さらに、議会の在り方に係わる事柄につ
いて諮問する、議会基本条例第14条に基づく調査会を設置します。

増減 △ 10,973 

前年度予算額

一般財源

予算額 243,244

480
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

73 1款 1項 2目 -

＜主な事業＞

１　市議会の運営補助に要する経費

　各種議長会活動等への参加をはじめとする正副議長の

議会活動に関する調整及び支援の充実を図る。

２　市議会広報事業

　議会広報紙の発行、議会テレビ広報の放映、本会議及

び委員会のインターネット中継などの広報事業を展開す

る。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

73 1款 1項 2目 -

＜主な事業＞

１　議員派遣の随行　　　　　　　　

　議員派遣に伴う随行を行う。

２　議会棟の管理　

　議会運営に支障を来さないよう議場や委員会室等の環

境維持に努めるとともに、会派及び議員が議会活動を行

う上で必要な議員控室を適正に管理する。

３　委員会室カーテンの取替え

　委員会室カーテンの破損が著しいため、委員会室6室

のカーテンを新調する。

議会局/総務部/総務課

＜事業の目的・内容＞

　議員派遣に伴う随行や議会棟の修繕・保守管理等を行います。また、破損が著
しい委員会室のカーテンを新調します。

897

756

事務事業名 市議会事務局運営事業（議会局総務課）

予算書Ｐ.

議会費 議会事務局費

826

議会事務局費議会費 議会費

局/部/課

予算額 48,679

局/部/課 議会局/総務部/秘書課

事務事業名 市議会事務局運営事業（議会局秘書課）

一般財源 48,679

＜事業の目的・内容＞

前年度予算額 53,291

　議会の円滑な運営及び議会活動をサポートするとともに、議会活動に関する情
報を市民に分かりやすく提供します。

増減 △ 4,612 

予算額 3,884

前年度予算額 4,241

△ 357 

750

一般財源 3,884

増減

46,145

予算書Ｐ. 議会費
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

73 1款 1項 2目 -

＜主な事業＞

１　市議会の運営支援 ３　さいたま市議会会議録検索システムの管理

　本会議及び委員会の適正かつ円滑な運営に資するため 　さいたま市議会会議録検索システムの安定した運営を

本会議及び委員会における議員の議案審議及び所管事務 図る。

調査等の活動を支援する。

２　本会議録、委員会記録の作成

　本会議録、委員会記録を作成するとともに、議会図書

室及び情報公開コーナー等へ配架、ホームページへ掲載

することにより、広く市民に情報提供を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

73 1款 1項 2目 -

＜主な事業＞

１　議員・委員会による提出議案の立案補助 61 ３　議会図書室の管理

　議員又は委員会が提出する条例、意見書等の議案につ 　地方自治法第100条第18項の規定に基づき、議員の調

いて、法制面からの検討や事実確認、用字用語の整理等を 査研究に資する図書資料を収集･保管するため、議会図

行い、立案を補助する。 書室を設置し、管理する。

２　議会活動等に資する情報の調査・収集

　議員の議会活動や円滑な議会運営に資するための、国

や他の地方公共団体、関連団体の動向等に関する公報や

資料を広く調査収集を行う。

2,473

2,943

3,563

＜事業の目的・内容＞

  議員又は委員会により提出される条例等の立案補助を行い、議員の議会活動や
円滑な議会運営に資するため、国や他の地方公共団体及び関連団体の動向等に関
する情報を幅広く調査収集します。また、地方自治法第100条第18項に基づき、議
員の調査研究に資するため、議会図書室を設置し、管理を行います。

議会事務局費

事務事業名 市議会事務局運営事業（議事課）

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 議会局/議事調査部/議事課

議会費 議会費予算書Ｐ. 一般財源 21,221

予算額 21,221

21,432

増減 △ 211 

　本会議及び委員会の適正かつ円滑な運営に資するため、本会議及び委員会にお
ける議員の議案審議及び所管事務調査等の活動を支援します。また、本会議録、
委員会記録を作成するとともに、議会図書室及び情報公開コーナー等へ配架、
ホームページへ掲載することにより、広く市民に情報提供を行います。

事務事業名 市議会事務局運営事業（調査法制課） 予算額 5,477

前年度予算額

予算書Ｐ. 一般財源 5,477議会費 議会費 議会事務局費

局/部/課 議会局/議事調査部/調査法制課

前年度予算額 5,060

増減 417 

15,159

2,499

<債務負担行為(平成25年度～平成28年度)>

限 度 額
財 源 内 訳

国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源

11,55900011,559
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