
議会局　令和４年度　局運営方針（案）
１．主な現状と課題

議会の監視機能、調査機能、政策形成機能等が十分に発揮され、議事機関とし

て一層の活性化が図られるよう、議員の議会活動をサポートするとともに、「市

民に分かりやすく、透明性の高い議会」の具現化に向けた取組を推進する必要が

あります。

（１）議会棟管理と政務活動費

議場や委員会室等の良好な環境維持とともに、

会派及び議員が関係者との面談、情報収集、意

見交換等の議会活動を行う議員控室の適切な管

理が求められています。

また、議員の身分等に関する事務や政務活動

費に関する事務等を迅速かつ的確に行う必要が

あります。

（２）議長・副議長の活動をサポート
議長・副議長の公務を的確にサポートし、議会を代表して行う各種活動が適切

に進められるよう、様々な情報等を収集・管理する必要があります。

（３）効率的な議会運営

議員が効果的に議会活動を行えるよう的確なサポートを行うとともに、本会議

及び委員会の円滑な運営を支援する必要があります。

（４）情報・資料の収集及び議案等の立案補助

広範化・高度化する行政需要に対応するため、国や他都市の動向等の情報収集

及び提供、議員又は委員会が提出する議案等の法制的な立案補助等、議員の議会

活動を的確にサポートする必要があります。

（５）広報活動
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、テレビ広報番組の放
送、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・強化を図る必要があります。

市議会だよりさいたま（ロクマル）
No.87では、市誕生20周年特別企画として、
「市議会20年のあゆみ」を特集
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）政務活動費補助金交付に係る事務処理を的確に行うとともに、議会棟の管理を適正に行います。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和4年度 令和3年度 説明
概要掲載
ページ

1 政務活動費補助金の交 250,795 250,905 議員の調査研究等に資するため必要な経費の 589

付 (250,795) (250,905) 一部として、議会における会派及び議員に対

〔秘書総務課〕 し政務活動費を交付し、また、政務活動費の

使途について第三者機関による調査を実施

2 議会棟の管理 5,179 3,825 議場や委員会室等の良好な環境維持とともに、 591

〔秘書総務課〕 (5,179) (3,825) 会派及び議員が関係者との面談、情報収集、

意見交換等の議会活動を行う議員控室を適切

に管理

（２）指定都市の議長・副議長としての広範な活動と職務が円滑に進められるよう、的確にサポートします。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和4年度 令和3年度 説明
概要掲載
ページ

3 議長交際費 1,200 1,200 議長が議会を代表して行う外部との交際に要 589

〔秘書総務課〕 (1,200) (1,200) する経費

（３）議会の本会議・委員会の円滑で効率的な議会運営を支援します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和4年度 令和3年度 説明
概要掲載
ページ

4 会議録・委員会記録作 17,799 17,453 本会議の会議録及び委員会記録の作成、本会 591

成及び検索システム登 (17,799) (17,453) 議の会議録及び委員会記録並びに議会資料の

録並びに議会資料検索 ホームページ掲載による情報提供

システム登録事業

〔議事課〕

5 新規会議システム機器等の 6,933 0 音響設備及びカメラ設備を一元管理し、デジ 591

更改 (6,933) (0) タル化及び効率化を実現できる新システムへ

〔秘書総務課〕 の更改

議会の監視機能、政策形成機能等の強化が図られるよう議員の議会活動をサポートするとともに、
「市民に分かりやすく、透明性の高い議会」の更なる推進を図ります。

〔区分〕新規…新規事業　　拡大…拡大事業　　総振…総合振興計画実施計画事業
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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)

№ 区分 事業名 令和4年度 令和3年度 説明
概要掲載
ページ

6 市議会事務局運営事業 5,276 5,965 議員の議会活動と円滑な議会運営に資する情 592

〔調査法制課〕 (5,276) (5,965) 報の収集及び調査並びに議員又は委員会が提

出する条例、意見書等の立案補助

（５）議会の活動状況を分かりやすく市民に伝えるため、議会広報紙の発行等の広報事業を展開します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和4年度 令和3年度 説明
概要掲載
ページ

7 市議会広報事業 55,135 52,598 議会広報紙の発行、テレビ広報番組の放送、 591

〔秘書総務課〕 (54,124) (51,587) 本会議及び委員会のインターネット中継等の

広報事業を展開

〔区分〕新規…新規事業　　拡大…拡大事業　　総振…総合振興計画実施計画事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名 見直しの理由及び内容
コスト
削減額

秘書総務課
議会公用車賃貸借業務
における賃借料の見直
し

議会公用車の運行実績を踏まえた見直しにより、予算
額を縮小する。

△ 377

調査法制課
「市政概要」の作成部
数の見直し

印刷製本費のうち「市政概要」について、庁内各所管
課への周知を電子データで行うことにより作成部数を
縮減したため、予算額を縮小する。

△ 66
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 83 -

＜主な事業＞
１ 957,694

２ 990

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 83 -

＜主な事業＞
１ 420 ４ 16,467

２ 1,200 ５ 6,522

３ 3,859 ６ 250,795

局/部/課 議会局/総務部/秘書総務課 

款/項/目 1款 議会費/1項 議会費/1目 議会費 一般財源 958,684

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 議員報酬 予算額 958,684

議員報酬の支払い
　議員報酬、期末手当、市議会議員共済会給付費負担金
及び事務負担金を支払います。

前年度予算額 971,989

増減 △ 13,305 

　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。

事務事業名 市政調査研究事業（秘書総務課）
局/部/課

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します。

　議長が議会を代表して行う外部との交際に要する経費
として支出します。

　諸外国の姉妹都市・友好都市及び先進都市並びに国内
の先進都市へ議員派遣等を行います。

　地方及び地方議会が抱える課題等の解決に向け、情報
収集や意見交換などが円滑に行うことができるよう支援
します。

　議員の調査研究等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活動費を交付
します。また、政務活動費の使途について、第三者機関
による調査を行います。

議長交際費 議員派遣

各市議会議長会負担金 政務活動費補助金の交付

一般財源 279,263

前年度予算額 279,705

予算額 279,263
議会局/総務部/秘書総務課 

款/項/目 1款 議会費/1項 議会費/1目 議会費

＜事業の目的・内容＞

　議長・副議長の公務の調整を的確に行うとともに、地方及び地方議会が抱える
課題等の解決に向け、各市議会議長会をはじめとした会議の場で調査研究を行い
ます。
　また、議員の海外・国内派遣を行うとともに、議員の調査研究等に資するため
必要な経費の一部として政務活動費を交付します。
＜特記事項＞

　組織改正に伴い、市政調査研究事業（議会局秘書課）と市政調査研究事業（議
会局総務課）を統合しました。 増減 △ 442 

秘書事務事業 議会公用車の運行管理
　議長・副議長の公務を的確にサポートするとともに、
意思決定に必要な情報等を適切に収集・管理します。

　議長・副議長車等の運転業務委託及びリース契約を行
います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 83 -

＜主な事業＞
１ 340

２ 10,531

３ 185

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 83 -

＜主な事業＞
１ 460

局/部/課 議会局/議事調査部/議事課

　本会議及び委員会での議案審議、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。

款/項/目 1款 議会費/1項 議会費/1目 議会費 一般財源 11,056

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 市政調査研究事業（議事課） 予算額 11,056

委員会行政視察
　委員会での議案審査、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
等への視察を行います。

本会議・委員会協議会調査研究講師謝礼
　本会議及び委員会での議案審議、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、
有識者等を招き意見交換を行います。

前年度予算額 11,206

増減 △ 150 

款/項/目 1款 議会費/1項 議会費/1目 議会費 一般財源 460

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 市政調査研究事業（調査法制課） 予算額 460
局/部/課 議会局/議事調査部/調査法制課

参考人費用弁償
　本会議及び委員会での議案審議、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、
関係者等を参考人として招き、意見等を聴取します。

プロジェクトチーム運営
　議員が提出する政策条例の立案に向けて、有識者等を
招いた意見交換や先進自治体への視察等を行います。

前年度予算額 460

増減 0 

　政策条例検討プロジェクトチームにおいて、議員が提出する政策条例の立案に
関する事項の調査研究を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 83 18款

19款

-

＜主な事業＞
１ 55,135 ４ 2,217

２ 920 ５ 6,933

３ 5,179

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 83 -

＜主な事業＞
１ 2,697

２ 13,553

３ 4,246

　議会広報紙の発行、テレビ広報番組の放送、本会議及
び委員会のインターネット中継等の広報活動を行いま
す。

　議会の円滑な運営及び他市議会との連絡調整等、議会
活動を支援します。

議員派遣の随行 会議システム機器等の更改
　議員派遣に伴う随行を行います。 　既存システムを更改し、音響設備及びカメラ設備を一

元管理し、デジタル化及び効率化を実現できる新システ
ムを導入することで、より円滑な議会運営を図ります。

議会棟の管理
　議会運営に支障を来さないよう議会棟の設備や備品を
適正に管理するとともに、会派及び議員が議会活動を行
う上で必要な環境を整備します。

事務事業名 市議会事務局運営事業（議事課） 予算額 20,496

　さいたま市議会会議録検索システム及び議会資料検索
システムの安定した運営を図ります。

20,494

増減 2 

　本会議録、委員会記録を作成するとともに、議会図書
室、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。

会議録及び資料検索システムの管理

事務事業名 市議会事務局運営事業（秘書総務課） 予算額 70,384

1款 議会費/1項 議会費/2目 議会事務局費 国庫支出金 674

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 337

局/部/課 議会局/総務部/秘書総務課

款/項/目

前年度予算額

市議会広報 市議会運営の補助

62,911

増減 7,473 

一般財源 69,373　議会の円滑な運営及び議会活動を支援するとともに、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。
　また、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。

＜特記事項＞

　会議システム機器等の更改を実施します。また、組織改正に伴い、市議会事務
局運営事業（議会局秘書課）と市議会事務局運営事業（議会局総務課）を統合し
ました。

1款 議会費/1項 議会費/2目 議会事務局費 一般財源 20,496

＜事業の目的・内容＞

　本会議及び委員会の適正かつ円滑な運営に資するため、議員の議案審議、所管
事務調査等に係る活動を支援します。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、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。

前年度予算額

市議会の運営支援
　本会議及び委員会の適正かつ円滑な運営に資するた
め、議員の議案審議、所管事務調査等に係る活動を支援
します。

本会議録、委員会記録の作成

局/部/課 議会局/議事調査部/議事課

款/項/目
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 83 -

＜主な事業＞
１ 220

２ 2,540

３ 2,516

事務事業名 市議会事務局運営事業（調査法制課） 予算額 5,276
議会局/議事調査部/調査法制課

款/項/目 1款 議会費/1項 議会費/2目 議会事務局費

＜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うとともに、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広く調査収集します。また、議員の調査研究に資するため、
議会図書室を管理するとともに、図書資料の充実を図ります。

増減 △ 689 

局/部/課

一般財源 5,276

　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、関連団体の動向等に関する情報・資
料について、広く調査収集を行います。

　議員又は委員会が提出する条例、意見書等の議案につ
いて、法制面からの検討や事実確認、用字用語の整理等
を行い、議員の立案を補助します。

議員・委員会による提出議案の立案補助

議会活動等に資する情報の調査・収集

議会図書室の管理及び図書資料の充実

前年度予算額 5,965

　議員の調査研究に資する図書資料を収集・保管するた
め、議会図書室を管理するとともに、図書資料の充実を
図ります。
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