
〔議会事務局 所管〕

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

01010101 議会事務局庶務事務 69

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 4,726 4,565 △ 161

国庫支出金

県支出金

地方債

　議会運営に関する諸環境を整備し，円滑な事務を遂行することにより成果が向上する。

　全国の先進的な事例等を研究し，引き続き議会運営に関する環境等の整備を進める。

　議会運営に関する諸環境の充実と体制整備を図り，円滑に事務を遂行する。

　公用車のリース，運転業務の委託やクラウド型会議システムを利用するなど議会運営に関する諸環境を整え，
円滑に事務を進めた。

その他

一般財源 4,726 4,565 △ 161

01010102 議員報酬等事務 71

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 150,156 152,490 2,334

国庫支出金

県支出金

地方債

　議員の職務として，市の政策形成過程及び政策の実施過程に多面的に参画し，その要所で重要な意思決定を行
う。また，議会が決定した政策を中心に執行機関の行財政運営事務処理や事業の運営が適法，適正に，かつ公
平・効率的に，民主的になされているかどうかを検証し，市民全体の立場に立って行われているか監視する。そ
のような中で，議員が公正かつ円滑に職務を遂行できるよう，活動の対価として議員に報酬及び期末手当を支給
する。

　守谷市特別職の職員の給与，報酬，議員報酬，旅費及び費用弁償に関する条例に基づき，議員に報酬や期末手
当を支給した。

その他

一般財源 150,156 152,490 2,334

【 歳　出 】
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【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

　引き続き，財政状況や議員の活動状況，また守谷市特別職報酬
等審議会の答申を踏まえ，適正な額を検証し，報酬及び期末手当
を支給する。

　議会，執行機関が抑制・均衡の下に，民主的で公正かつ円滑な
議会運営を行うことにより成果が向上する。

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

01010104 各市議会議長会等参画負担金 71

事業費 1,023 1,077 54

国庫支出金

県支出金

地方債

　各議長会へ参画し，地方自治の拡充強化に関する方策を樹立し，各市議会の意思を国，政府その他関係機関に
反映させる措置を行う。地方自治に影響のある法律等に関して内閣及び国会への意見，市議会制度及び運営に関
する調査研究，地方自治についての情報資料を収集する。また，中央と地方間の相互連絡等を行い，地方自治の
振興発展を図る。

　各団体の会議や研修会に参加した。今年度は，守谷市が常総四市議会連絡協議会及びつくばエクスプレス三市
議会推進協議会の会長となり，会議や研修会を企画・実施した。

その他

一般財源 1,023 1,077 54

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

　市議会に共通する事項の円滑な運営と，国，地方その他関係機関との連携を密にすることで，地方自治の振興
発展の一助となっている。

　引き続き，関係団体との相互連絡等を行うことで情報収集や協力関係を強固にし，地方自治の更なる発展を目
指す。

01010105 議員活動費 71

事業費 1,587 1,509 △ 78

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源 1,587 1,509 △ 78

本会議の様子
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【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

　議員の外部研修会への参加を促進するとともに，調査研究に必要な費用の一部を政務活動費として交付し，審
議・発案能力を向上させるための調査活動基盤の充実を図る。

　守谷市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき，会派に対し政務活動費を交付した。

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

　議員が外部の研修会に参加したり，全国の先進的な取組等を研修することで，個々の視野が広がり，審議・発
案能力を高める一助になっている。

　引き続き，条例に基づき会派に対して政務活動費を交付し，議員の調査活動の充実を図る。

01010106 議会研修等事務 71

事業費 1,759 1,983 224

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源 1,759 1,983 224

　行政の課題が高度化，専門化する中，それに対応するため先進地視察などの所管事務調査を積極的に行い，政
策立案能力や審議能力の向上を図る。また，他の自治体の現状と比較することで，本市の状況を客観的に判断す
る。
　各委員会所管の調査研究を行い，先進的な考えを学び，地方自治の課題研究に取り組むことにより，行政施策
に対する認識を深め，市民のための施策向上も図る。

　本市の政策に反映させるため，常任委員会や特別委員会等において，他市の先進的な取組について視察研修を
実施した。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

研修参加議員数（延べ人数） 人 78 70 97 80

　議員の見聞を広げるのに大いに役立っている。
　また，当市議会の議会改革は着実に行われてきたことから，全国から視察申し込みが増加している。このこと
からも成果は向上していると考えられる。

　今後も先進的な取組みを視察研修しながら，成果の向上を
図っていく。

他自治体での視察研修

－ 19 －



決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

01010107 会議録作成事業 73

事業費 5,752 5,415 △ 337

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源 5,752 5,415 △ 337

　地方自治法及び委員会条例の規定により，本会議及び委員会の会議録を作成する。本会議の会議録は，中央図
書館及び各公民館で閲覧可能である。また，市議会ホームページに会議録等の議会情報を公開することで，市民
に市議会への理解と関心を深めてもらう。

　印刷部数を最小限に留め会議録を作成した。また，市議会ホームページにおいて会議録検索システムにより会
議録等を公開した。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

　会議開催後，速やかに議事録作成作業に入ることにより，製本までの時間を短縮することができた。また，複
数の手段で会議録の閲覧ができることで成果が向上する。

会議録数（委員会） 部 37 64 33 60

（実績） （目標値）

会議録数（本会議，臨時会） 部 4 4 4 4

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

　議事録の作成は法律や条例で定められているため，廃止等は
できない。今後も，印刷部数を最小限に留めて発行していくと
ともに，ホームページにおいても会議録検索システムを継続
していく。

01010108 議会広報事業 73

事業費 3,456 3,072 △ 384

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源 3,456 3,072 △ 384

製本された会議録
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【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

年4回発行している議会だより

　映像配信については多くのアクセス数があり，議会の様子をお知らせする手段として欠くことのできない手段
となっている。議会だより「こじゅけい」については，リニューアル後，在庫の減りが早くなってきていること
から成果が向上している。

　冊子とインターネットで市議会の活動を市民の皆さんにお知らせしていくことは，現代において当然の行政
サービスであり，引き続き議会活動を市民にアピールしていく。

映像配信アクセス件数 件 22,197 78,035 11,334 85,000

（実績） （目標値）

発行部数 部 21,000 21,000 21,000 22,000

　市議会に対する要望等も多様化しており，開かれた議会が求められる中，年4回の定例月議会（臨時議会も含
む）ごとに，議会の広報紙の発行や，議会録画映像をインターネット上に配信することにより，市議会の運営・
活動状況を広く市民に情報提供することで，市議会への理解と関心を深めてもらう。なお，平成27年度から議会
広報紙の紙面構成・内容等についてリニューアルを行い，市民に分かりやすく，見やすい広報紙を作成してい
る。

　市議会への理解と関心を深めてもらうため，議会だより（こじゅけい）を年4回発行するとともに，議会録画
映像をインターネット上で発信した。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度
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