
課コード: 540100 課名称: 議会事務局議事課平成26年度業務棚卸表

フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称
事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

540100-001

議会事務局庶務

総務係07-02-11

議会部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

円滑な議員活動を行うための内部事務を行う。文書管理、予算決算
事務、会計処理、用度、正副議長秘書用務、議事堂の管理、慶弔等
用務

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地方自治法第138条第
２項 6,691

議会事務局庶務

議員 ・文書の収受、発送及び保存
・予算決算事務
・議員の費用弁償支給
・議員の身分、慶弔等に関する事務
・議場等の管理
・部外行事の対応
・事務用品の管理
・正副議長の秘書用務

・文書の収受、発送及び保存
・予算決算事務
・議員の費用弁償支給
・議員の身分、慶弔等に関する事務
・議場等の管理
・部外行事の対応
・事務用品の管理
・正副議長の秘書用務

大会行事などの議長用の挨拶原稿作
成、弔慰手続き

大会行事などの議長用の挨拶原稿作成540100-001-01

540100-002

全国市議会議長会負担金

総務係07-02-11

議会部門（内部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

地方自治の本旨に沿い、全国の市議会と連携し、都市の興隆発展を
図る。議会に関する調査報告、情報資料の整理･配布など総会への
参加、負担金の支出、議員表彰の手続き

一般 法令の実施義務（自治事務）

526

全国市議会議長会負担金

全国市議会議長会 ・総会１回
・議員表彰１回
・評議員会２回（Ｈ26年度は共済代議
員）
・議会運営の指導、地方自治の拡充強
化についての実行運動及び政府、国会
に対する意見書の提出、法律等情報の
享受（随時）

・総会 １回
・評議員会 2回
・議員表彰 １回
・議会運営の指導、地方自治の拡充強
化についての実行運動及び政府、国会
に対する意見書の提出、法律等情報資
料の享受（随時）
・平成25年度は評議員

・総会１回
・議員表彰１回
・議会運営の指導、地方自治の拡充強
化についての実行運動の実施及び政
府、国会に対する意見書の提出、法律
等情報資料の享受(随時)
・平成24年度は地方財政委員

・総会１回
・議員表彰１回
・議会運営の指導、地方自治の拡充強
化についての実行運動の実施及び政
府、国会に対する意見書の提出、法律
等情報資料の享受(随時)

540100-002-01

540100-003

東北市議会議長会負担金

総務係07-02-11
議会部門（内部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

東北地方の市議会と連携し、都市の興隆発展を図るとともに、東北部
会としての任務を達成する。議会に関する調査報告、情報資料の整
理･配布など総会への参加、負担金の支出、議員表彰の手続き

一般 法令の実施義務（自治事務）

175

東北市議会議長会負担金

東北市議会議長会 ・総会１回
・事務局長会議１回
・事務局職員研修会１回
・議員年金制度に関する研修会１回

・総会 １回
・理事会 １回
・事務局長会議 １回
・事務局職員研修会 １回
・議員年金制度に関する研修会  1回

・総会１回
・理事会１回
・事務局長会議１回
・事務局職員研修会１回(議員共済)

・総会１回
・理事会１回
・事務局長会議１回
・事務局職員研修会１回(議員共済)

540100-003-01

540100-004

岩手県市議会議長会負担
金

総務係07-02-11

議会部門（内部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

地方自治の本旨に沿い、県内市議会と連携し、都市の興隆発展を図
る。議会に関する調査報告、情報資料の整理･配布など総会への参
加、負担金の支出、議員表彰の手続き

一般 法令の実施義務（自治事務）

328

岩手県市議会議長会負担
金

岩手県市議会議長
会

・定期総会２回
・事務局長会議３回
・議員研修会１回
・事務局職員研修会１回
・事務局職員研究会２回
・県選出国会議員に対する実行運動１
回
・知事等に対する実行運動１回
・知事を囲む懇談会１回

・総会 ２回
・事務局長会議 ３回
・議員研修会 １回
・事務局研修会 １回
・事務局研究会 １回
・県選出国会議員に対する実行運動 １
回
・知事等に対する実行運動 １回
・知事を囲む懇談会 １回

・総会　２回
・事務局長会議　３回
・議員研修会　１回
・職員研修会　２回
・県選出国会議員に対する実行運動　１
回
・知事等に対する実行運動　１回
・知事を囲む懇談会　１回

・総会　２回
・事務局長会議　３回
・議員研修会　１回
・職員研修会　１回
・県選出国会議員に対する実行運動　１
回
・知事等に対する実行運動　１回
・知事を囲む懇談会　１回

540100-004-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

540100-006

北方領土返還要求運動岩
手県民会議会費

総務係07-02-11

議会部門（内部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

我が国固有の領土である北方領土問題の早期解決を図る。北方領
土返還要求岩手県民会議に加盟し、北方領土返還要求大会出席、
負担金の支出

一般 法令に特に定めのないもの

92

北方領土返還要求運動岩
手県民会議会費

北方領土返還要求
運動岩手県民会議

・岩手県大会への出席、負担金の支出 ・岩手県大会への出席、負担金の支出 岩手県大会への出席、負担金の支出 岩手県大会への出席、負担金の支出540100-006-01

540100-020

市議会議長会・各協議会等
に関する事務

総務係07-02-11
議会部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

全国市議会間が連携し、地方自治の発展と市勢の伸展に資する。全
国市議会議長会・東北市議会議長会・岩手県市議会議長会、各市議
会協議会等に関する事務

一般 法令に特に定めのないもの

2,164

市議会議長会・各協議会
等に関する事務

議員 ・各議長会、各種協議会総会１回
・その他行事（臨時総会、在京産業人会
等）への出席

・各議長会、各種協議会総会 １回
・その他行事（臨時総会、在京産業人会
等）への出席

・各議長会・各種協議会総会年１回
・その他行事（臨時総会、在京北上産業
人会等）への出席

・各議長会・各種協議会総会年１回
・その他行事（臨時総会、在京北上産業
人会等）への出席

540100-020-01

540100-030

議員報酬等

総務係07-02-11

議会部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

条例に基づく報酬、期末手当の支払い。月額報酬･期末手当の支出
手続、各種会費･負担金等の差引き事務（会費、会派費、政党協力金
等）

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方自治法第203条、
北上市議会議員の議
員報酬及び費用弁償
等条例

143,555

議員報酬等

議員 １　議員報酬の支給
　・議長　457,000円×12ヵ月
　・副議長　383,000円×12ヵ月
　・議員　351,000円×12ヵ月
２　議員期末手当の支給
　　６月、12月の２回

１　議員報酬の支給
・議長 457,000円×12ヶ月
・副議長 383,000円×12ヶ月
・議員 351,000円×12ヶ月
２　議員期末手当の支給
・６月、12月の２回

1　議員報酬
・議長443,290円×12か月
・副議長371,510円×12か月
・議員340,470円×12か月×24人2　議
員期末手当
・６月、12月の２回支給
３　議員定数　H24.3月の改選から４名
減となる。

1　議員報酬
・議長443,290円×12か月
・副議長371,510円×12か月
・議員340,470円×12か月×28人2　議
員期末手当
・６月、12月の２回支給

540100-030-01

540100-031

市議会議員共済会給付費
等負担金（共済費）

総務係07-02-11

議会部門（内部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

退職年金、遺族年金受給者の給付事務を適正に処理する。議員共
済共済会給付費負担金の支払い、退職年金・遺族年金受給者に係
る手続き事務、調査報告、事務研修会への出席

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方公務員共済組合
法 58,083

市議会議員共済会給付費
等負担金（共済費）

市議会議員共済会 ・負担金の支出（退職年金受給者41人、
遺族年金受給者42人　計83人）
・「基礎年金番号に関する回答書」のとり
まとめ、送付
・「被保険者記録照会回答票」のとりまと
め、送付
・年金受給者死亡による手続き２件
・年金受給者の各種変更手続き

・負担金の支出（退職年金受給者 43
人、遺族年金受給者 43人　計 86人）
・年金受給者の各種変更手続き ２件(住
所異動、振込口座番号の変更)

・年金受給者の死亡に伴う手続き ２件

・H23.5.31で議員年金制度が廃止
・退職・遺族年金受給者85人

・市議会議員共済会負担金納入者30人
（４月５月の２ヶ月間）
・H23.5.31で議員年金制度が廃止
退職・遺族年金受給者90人

540100-031-01

540100-032

議員の福利厚生及び服務
等事務（市議会議員共済
会）

総務係07-02-11

議会部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

議員の病気、負傷、退職、障害、死亡等に関し、適切な事務を行う。
議員の福利厚生の一環として、死亡又は障害による身体障害に対
し、諸給付を行う。

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方公務員等共済組
合法 124

議員の福利厚生及び服務
等事務（市議会議員共済
会）

議員 全国市議会議長会団体定期保険加入
手続き（保険金10万円/掛金：1,440円/
年×26人）

全国市議会議長会団体定期保険加入
手続き（保険金10万円/掛金：1,440円/
年×26人）

保険金10万円
(掛金年間1440円×26人)

保険金10万円
(掛金年間1440円×30人)

540100-032-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

540100-035

公用車運転管理事務

総務係07-02-11

議会部門（内部管理事務）

02

施設管理・維持補
修事業

議長等の公務を効率的に推進するため、議会専用車を運転管理す
る。議長車の運転及び管理

一般 法令の実施義務（自治事務）

1,151

公用車運転管理事務

議員 ・稼働日数137回（仮）
・運転距離　6,263㎞（仮）
・燃料消費　745ℓ（仮）
・燃料費用　134,190円（仮）

・稼働日数 139日
・運転距離 6,240km
・燃料消費量 764.13㍑
・燃料費用 142,718円

・稼働日数 94日
・運行距離　4,537km
・燃料消費量　662.2㍑
・燃料費用　　108,107円

・稼働日数 　109日
・運行距離　　2,659km
・燃料消費量　4,33.2㍑
・燃料費用　　69,237円

540100-035-01

540100-050

本会議（臨時会）に関する事
務

議事調査係07-02-11
議会部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

議会運営が、会議規則等に基づき円滑に行われること。①本会議の
準備・開催②会議録の調製・保存

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方自治法第89条、第
102条、第138条 14,337

本会議（臨時会）に関する
事務

議員 ・定例会　4回（会期日数　75日）
・臨時会　6回（会期日数　6日）

・定例会 ４回（会期日数 75日）
・
臨時会 ７回（会期日数 ７日）

・定例会　４回（会期日数75日）　
・臨時会　４回（会期日数４日）

・定例会　４回（会期日数75日）
・臨時会　２回（会期日数２日）

540100-050-01

本会議の会議録の調整に
関する事務

議員 ・各定例会、臨時会会議録調製（製本98
冊）
・
会議録検索システムを利用した会議録
の公開

・各定例会、臨時会会議録調製（製本98
冊）
・
会議録検索システムを利用した会議録
の公開

各定例会・臨時会会議録調製（製本98
冊）
会議録検索システムを利用した会議録
の公開

各定例会・臨時会会議録調製（製本98
冊）
会議録検索システムを利用した会議録
の公開

540100-050-02

540100-055

議会運営委員会に関する事
務

議事調査係07-02-11

議会部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

複雑な議会運営に際し、スムーズな運営を行う。①委員会の開催通
知、会議資料の準備②会議の概要・報告書の作成③行政視察の準
備

一般 法令の努力義務（自治事務）

地方自治法第109条、
北上市議会委員会条
例

5,222

議会運営委員会に関する
事務

議員 会議　27回
（うち通年の会期制の検討のための会議
　10回）

会議　22回 会議　23回　　　　　　　　　　　 会議　23回　　　　　　　　　　　540100-055-01

議会運営委員会に関する
事務 （臨時）

議員 行政視察を実施（２泊３日）
（滋賀県大津市、三重県鳥羽市）

行政視察なし 行政視察を実施　２泊３日540100-055-02

540100-060

常任委員会に関する事務

議事調査係07-02-11

議会部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

所管事項に関する議案等について、専門的かつ技術的に審査・調査
することにより審議を尽くす。①委員会の開催通知　②説明員の出席
要請　③次第書の作成　④委員長報告の作成　⑤審議結果報告書
等の作成　⑥会議録の調整　⑦行政視察の準備・確認・配付　⑧行
政視察に係る概要報告書の作成

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地方自治法第109条、
北上市議会委員会条
例

9,881

常任委員会に関する事務

議員 ・総務常任委員会 5日
・
教育民生常任委員会 5日
・
産業建設常任委員会 5日
・各常任委員会会議録の調製
・各常任委員会と関係団体との意見交
換会
　総務常任委員会　１回
　教育民生常任委員会　１回
　産業建設常任委員会　１回

・総務常任委員会 ７日
・
教育福祉常任委員会 ７日
・
産業建設常任委員会 ７日
・各常任委員会会議録の調製
・各常任委員会と関係団体との意見交
換会
　総務常任委員会　１回
　教育民生常任委員会　２回
　産業建設常任委員会　１回

・総務常任委員会　７日
・教育福祉常任委員会　５日
・産業建設常任委員会　５日
・各常任委員会で行政視察実施

総務常任委員会３日
教育福祉常任委員会４日
経済環境常任委員会３日
建設常任委員会１日
（23年度は常任委員会行政視察実施な
し）

540100-060-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

常任委員会に関する事務 
（臨時）

議員 行政視察（2泊３日）の実施
・総務常任委員会
（神奈川県大和市・川崎市・茅ケ崎市、
静岡県三島市）
・教育民生常任委員会
（新潟県見附市・長岡市、東京都府中
市、日野市）
・産業建設常任委員会
（香川県高松市・多度津町、岡山県岡山
市）

行政視察なし 行政視察を実施
総務常任委員会　　　　３泊４日
教育民政常任委員会　２泊３日
産業建設常任委員会　２泊３日

540100-060-02

540100-065

特別委員会に関する事務

議事調査係07-02-11
議会部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

所管事項に関する議案等について、専門的かつ技術的に審査・調査
することにより審議を尽くす。①委員会の開催通知　②説明員の出席
要請　③次第書の作成　④委員長報告の作成　⑤審議結果報告書
等の作成　⑥会議録の調整

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地方自治法第109条、
北上市議会委員会条
例

3,390

特別委員会に関する事務
　

議員 ・予算特別委員会　2日
・分科会延べ日数　12日
・決算特別委員会　2日
・分科会延べ日数　12日
・予算決算特別委員会、分科会の会議
録の調製
・
広聴広報特別委員会 19回
・市民と議会をつなぐ会　４日

・予算特別委員会 ２日
・
分科会延べ日数 ９日
・決算特別委員会 ２日
・分科会延べ日数 ９日
・予算決算特別委員会、分科会の会議
録の調製
・
広聴広報特別委員会 17回
・市民と議会をつなぐ会　４日

予算特別委員会　２日
分科会延べ日数　10日
決算特別委員会　２日
分科会延べ日数　９日
広聴広報特別委員会　12回

予算特別委員会　２日
分科会延日数　10日
決算特別委員会　２日
分科会延日数　11日
広聴広報特別委員会16回
議会基本条例検討特別委員会10回

540100-065-01

特別委員会に関する事務
事業（臨時）　

議員 広聴広報特別委員会の行政視察（1泊2
日）
（神奈川県鎌倉市・富士市）

行政視察なし 広聴広報特別委員会で行政視察を実
施　１泊２日

特別委員会行政視察は隔年実施のた
め、実施なし。

540100-065-02

540100-066

各派代表者会等事務

議事調査係07-02-11
議会部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

各会派の意見調整を行い、円滑な議会運営を行う。①会議の通知、
会議資料の準備　②会議の概要報告書の作成

一般 法令の努力義務（自治事務）

地方自治法第100条第
12項、北上市議会会議
規則第157条北上市議
会会派規程

1,407

各派代表者会等事務

議員 開催日数　11日 開催日数　10日 開催日数　14日 開催日数　19日540100-066-01

540100-067

議会全員協議会等事務

議事調査係07-02-11

議会部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

市政に関する重要事項の協議・報告又は議会の運営に関する協議・
調整による円滑な議会運営を行う。①協議会の開催通知　②協議会
日程の作成　③協議会開催の準備

一般 法令の努力義務（自治事務）

地方自治法第100条第
12項、北上市議会会議
規則第157条

2,880

議会全員協議会等事務

議員 開催回数　19回
・市長が要請し開催したもの　
13回
・議長が招集し開催したもの　
6回

開催日数　18日 開催日数　17日 開催日数　19日540100-067-01

540100-070

市政調査会活動

総務係07-02-11
議会部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

調査・研究・研修を通じ、議員の研鑚と議会の活性化につなげる。①
定例会、幹事会の開催通知　②資料等の作成　③報告書の作成　④
調査・研修等の準備・随行

一般 法令に特に定めのないもの

北上市議会市政調査
会会則 4,184

2016年3月10日 4/6 ページ



フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

市政調査会に関する事務

議員 ・定例会　１回
・幹事会　７回
・研修会　５回
・交流会　５回（金ヶ崎町議会、西和賀
町議会、柴田町議会、花巻市議会、市
内農業団体）
・予算、決算概要説明会各１回
・一部事務組合議会報告会2回
・行政視察報告会１回

・定例会　１回
・幹事会　５回
・研修会　４回
・交流会　４回（金ケ崎町議会、西和賀
町議会、花巻市議会、市内農業団体）
・予算・決算概要説明会
・一部事務組合等の事業報告会

・定例会１回
・幹事会４回
・研修会５回
・交流会４回（金ケ崎町議会、西和賀町
議会、花巻市議会、市内農業団体）
・予算・決算概要説明会
・一部事務組合等の事業報告会、行政
視察の報告会

・定例会１回
・幹事会４回
・研修会５回
・交流会４回（金ヶ崎町議会、西和賀町
議会、花巻市議会、市内農業団体）
・予算・決算概要説明会
・一部事務組合等の事業報告会

540100-070-01

市政調査会専門委員会に
関する事務

議員 専門委員会設置なし 行政視察なし 24年度実施なし 23年度実施なし540100-070-02

540100-075

きたかみ市議会だよりの発
行に係る事務

議事調査係06-04-01

情報公開の推進

05

ソフト事業（任意）

議会活動の状況を広く広報し、市民の市政への理解を促すとともに
開かれた議会として情報公開に資する。①市議会だより印刷業務委
託契約　②掲載原稿の編集構成作業　③掲載写真の撮影　④市議
会だよりの配付・保存

一般 法令に特に定めのないもの

北上市議会広報発行
規程

広報きたかみの発行

6,455

きたかみ市議会だよりの発
行に係る事務

市民 年４回の発行
・４月 35,550部
・7月 35,600部
・10月 35,640部
・１月 35,700部

年４回の発行
・４月 35,300部
・7月 35,300部
・10月 35,400部
・１月 35,500部

年４回の発行
①35,100部
②35,200部
③35,200部
④35,300部

年４回の発行

①34,700
②34,800
③34,900
④35,000

540100-075-01

540100-082

議会交付金

総務係06-01-01

市民の参画と協働によるま
ちづくりの推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

議員活動（会派活動）が活性化し、本会議及び委員会審議が十分に
尽くされる。政務活動費の交付手続並びに返還確認　

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地方自治法第100条第
14項・第15項・第16
項、北上市議会政務活
動費交付条例

7,574

議会交付金

議員（会派等） 政務活動費の交付・返還手続き（一人に
つき年間240,000円交付）
・会派４会派
・無会派議員４人

政務活動費の交付・返還手続き事務
（一人につき年間240,000円交付）
・会派 ４会派
・無会派議員 ４人

一人年間240,000円交付（会派４会派、
無会派議員4人）
交付手続き、返還手続き

会派５会派（うち１会派は24年１月まで）
分、無会派議員４人分の交付手続き、精
算手続き

540100-082-01

540100-085

議会事務局事務

議事調査係07-02-11

議会部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

所管事務調査等の際に、十分な調査活動が行われるように調査を補
助するとともに、議事公開の原則に基づき市民への説明責任を果た
せるよう公正でわかりやすい議会運営を推進する。①行政視察への
対応　②議会運営委員会に関する事務　③議会全員協議会に関す
る事務　④各派代表者会に関する事務　⑤会派活動に関する事務　
⑥常任委員会等の所管事務調査に関する事務　⑦情報公開に関す
る事務　⑧図書室・資料室の整備に関する事務　⑨本会議・委員会
の傍聴に関する事務

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地方自治法第138条、
北上市議会事務局設
置条例、北上市議会事
務局規程

3,574

行政視察への対応に関す
る事務

議員 来市団体数　31団体254人 来市団体数 35団体（245名） 来市団体数　32団体（304名） 来市件数―17件（114人）540100-085-01

会派活動に関する事務

議員 各会派の事業計画に基づき会議の開
催、行政視察の対応

各会派の事業計画に基づき会議の開
催、行政視察の対応

各会派の事業計画に基づき会議の開
催、行政視察の対応

各会派の事業計画に基づき会議の開
催、行政視察の対応

540100-085-04

議会法制等調査に関する
事務　

市民、議員、他自
治体等

・調査の回答　24件
・条例の制定　０件
・条例の改正　３件
・意見書の送付16件

・調査の回答　12件
・条例の制定　０件
・条例の改正　１件
・意見書送付　13件

①調査の回答14件
②条例の制定０件
③条例の改正８件
④意見書送付10件

①調査の回答９件
②条例の制定1件
③条例の改正１件

540100-085-05
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

情報公開に関する事務

市民 ・議会ホームページの更新（定例会、議
会全員協議会、会議録、議会広報の掲
載等）
・北上市情報公開条例及び規則に基づ
く情報公開　開示請求なし

・北上市情報公開条例及び規則に基づ
く情報公開（開示請求件数 １件）
・議会ホームページの更新 随時（定例
会、議会全員協議会、議会運営委員会
の開催案内、会議録、議会広報の掲載
等）

①北上市情報公開条例及び規則に基
づく情報公開
②ホームページの更新　定例会、議会
全員協議会、議会運営委員会の開催案
内、会議録、議会広報の掲載

①北上市情報公開条例及び規則に基
づく情報公開
②ホームページの更新　定例会、議会
全員協議会、議会運営委員会の開催案
内、会議録、議会広報の掲載

540100-085-06

図書室・資料室の整備に
関する事務

議員 図書資料の整理等 図書資料の整理 図書資料の整理 図書資料の整理540100-085-07

本会議、委員会の傍聴に
関する事務

議員 本会議傍聴者数　126人 本会議傍聴者数 103人 傍聴者数 132人 傍聴者数90人540100-085-08

540100-087

議会要覧に関する事務

議事調査係06-04-01

情報公開の推進

03

内部管理事務

議員の４年間の活動記録として整理し冊子として配布するとともに市
議会史発行の際の資料として保存する。①議会要覧作成業務（資料
等の編集、校正、印刷、製本）②議会要覧の配布、保存

一般 法令に特に定めのないもの

北上市議会史(将来の
計画として)

議会要覧に関する事務

議員 ・４年に1回の発行（55部）
・次期、28年度の発行予定（24～27年度
分)に向けた資料の整理等

・４年に1回の発行（55部）
・次期、28年度の発行予定（24～27年度
分)に向けた資料等の整理

４年に１回の発行（55部）。
20年度から23年度分を発行

４年に１回の発行（55部）
22年度には発行せず
次期は、20年度から23年度までの分を
24年度に発行予定

540100-087-01

540100-088

議会改革推進会議等事務

議事調査係07-02-11

議会部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

これまで進めてきた議会改革を検証し、継続的な取り組みを行う。①
議会基本条例をより具体的に推進するための検討②市民と議会をつ
なぐ会の開催方法等の検討③議会改革の検証

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地方自治法第100条第
12項、北上市議会第
157条

2,312

議会改革推進会議等事務

議員 ・会議　８回
・行政視察の実施
２月３～４日（東京都町田市・長野県松
本市）

会議　８回 会議　5回540100-088-01

540100-089

議会棟設備整備事業

総務係06-05-01

効果的かつ効率的な行政経
営の推進

07

施設等整備事業

本会議のインターネット配信による積極的な情報発信・提供を図り、
より開かれた議会を目指し、本会議を傍聴することのできない市民の
利便性向上を図る。本会議場及び委員会室の放送設備機器及び映
像中継設備等の整備、インターネット配信に係る機器等の整備。

一般 法令に特に定めのないもの

14,301

議会棟設備整備事業

市民 本会議場の放送設備機器等の更新（マ
イク、スピーカー、PA、ミキサー、レコー
ダー、モニター等）
・工期　9月24日から11月.25日
・請負金額　12,906,000円

540100-089-01
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