
１　基本方針
　議会の政策提案機能や調査機能等の補佐機能として、専門性の充実・強化を図り、多岐に渡る

議会事務を迅速かつ的確に遂行します。

２　主な取組
(１)　議会庶務事務を効率的に実施します。

(２)　正副議長の活動を支援します。

(３)　適切で円滑、能率的な議会運営をサポートします。

(４)　議員の調査活動を補助するため、詳細かつ正確に業務を遂行します。

(５)　議会活動を広く知らせるため、多岐にわたる広報活動を展開します。

３　議会局予算額
<一般会計> (単位：千円)

議会局　平成23年度局運営方針(案)

1,524,614 1,329,847 194,767

平成23年度当初予算額 平成22年度当初予算額 増減
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

73 1款 1項 1目 1

＜主な事業＞

１　議員報酬の支払い

２　議員期末手当の支払い

３　議員共済会給付費負担金及び議員共済会事務費負担

　金の支払い

４　議員健康診断の実施

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

73 1款 1項 1目 2

＜主な事業＞

１　各種会議への参加経費

２　交際費

　議長が議会を代表し対外的な交際に要する経費

３　各市議会議長会負担金

＜事業の目的・内容＞

　議員報酬、期末手当、議員共済年金公費負担金等を支払います。また、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します。

前年度予算額 936,180

事務事業名 議員報酬 予算額

連絡先 電話:048-829-1747 E-mail:gikai-somu@city.saitama.lg.jp

増減 230,512

1,166,692

局/部/課 議会局/総務部/総務課

予算書Ｐ. 議会費 議会費 議会費

1,166,692

一般財源

6,413

＜事業の目的・内容＞

6,261予算額

一般財源

市政調査研究事業（議会局秘書課）

議会局/総務部/秘書課

電話:048-829-1748

前年度予算額

　各種会議等の参加により、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。

6,261

予算書Ｐ. 議会費

事務事業名

議会費 議会費

E-mail:somu-hisyo@city.saitama.lg.jp

局/部/課

連絡先

増減 △ 152 

1,500

545,784

197,728

422,234

945

416

4,271
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

73 1款 1項 1目 3

＜主な事業＞

１　議員派遣

２　政務調査費補助金の交付

３　議会公用車の運行管理

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

73 1款 1項 1目 4

＜主な事業＞

１　市政発展のための研究

　・委員会調査研究研修会講師謝礼

　・委員会県外行政視察

　・参考人費用弁償 215

前年度予算額 290,899

増減 △ 36,682 

予算書Ｐ. 議会費 議会費 議会費

増減 △ 1,385 

予算額

局/部/課 議会局/総務部/総務課

440

12,765

前年度予算額 14,805

連絡先 電話:048-829-1753 E-mail:giｊi@city.saitama.lg.jp 一般財源 13,420

　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。

E-mail:gikai-somu@city.saitama.lg.jp

市政調査研究事業（議事課） 予算額 13,420

254,217

一般財源 254,217

8,001

＜事業の目的・内容＞

　諸外国の姉妹都市・友好都市及び先進都市並びに国内の先進都市、国内の研修
等へ議員を派遣します。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、議会における会派及び議員に対し政務調査費を交付します。

事務事業名 市政調査研究事業（議会局総務課）

連絡先 電話:048-829-1747

226,800

14,416

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 議会費 議会費 議会費

局/部/課 議会局/議事調査部/議事課

事務事業名
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

73 1款 1項 2目 3

＜主な事業＞

１　市議会の運営の補助にあたる議会局の事務費 214

２　市議会広報紙発行に要する経費

３　市議会テレビ広報放映に要する経費

４　インターネット議会中継配信に要する経費

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

73 1款 1項 2目 4

＜主な事業＞

１　議員派遣の随行

２　議会棟の管理

３　改選に伴う防災服及び議員章等の配布

897

1,052

　議員派遣に伴う随行や議会棟の修繕等を行います。また、改選に伴い、新たに
当選した議員に防災服及び議員章等を配布します。

前年度予算額 5,989

増減

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 議会費 議会費 議会事務局費

4,241

△ 1,748 

連絡先 電話:048-829-1747 E-mail:gikai-somu@city.saitama.lg.jp 一般財源

市議会事務局運営事業（議会局総務課） 予算額 4,241

局/部/課 議会局/総務部/総務課

予算額

53,291一般財源

市議会事務局運営事業（議会局秘書課）

予算書Ｐ. 議会費 議会費 議会事務局費

＜事業の目的・内容＞

53,291事務事業名

連絡先

局/部/課 議会局/総務部/秘書課

E-mail:somu-hisyo@city.saitama.lg.jp

増減

前年度予算額

電話:048-829-1748

　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。

4,536

48,755

39,434

6,221

868

事務事業名

4,671
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

73 1款 1項 2目 5

＜主な事業＞

１　市議会の運営補助

２　本会議録、委員会記録の作成

３　さいたま市議会会議録検索システムの管理

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

73 1款 1項 2目 6

＜主な事業＞

１　議員又は委員会による提出議案の政策立案補助

２　議員の議会活動や円滑な議会運営のための情報調査

　収集

３　議会図書室の管理

　本会議及び委員会の適正かつ円滑な運営に資するため、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。

局/部/課 議会局/議事調査部/議事課

事務事業名 市議会事務局運営事業（議事課）

前年度予算額 5,068

増減 △ 8 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 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

連絡先 電話:048-829-1758 E-mail:chosa-hosei@city.saitama.lg.jp 一般財源 5,060

事務事業名 市議会事務局運営事業（調査法制課） 予算額 5,060

前年度予算額 21,738

増減 △ 306 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 議会費 議会費 議会事務局費

連絡先 電話:048-829-1753 E-mail:giｊi@city.saitama.lg.jp 一般財源 21,432

予算額 21,432

2,869

2,130

　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。

3,490

15,443

2,499

61
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