
別紙１ 北広島市

【基本情報】

【事業概要】

（第   6  章）

（第   6  節）

（施策   1　）

【事業の計画・実績】

総合判定 平成２５年度に向けた具体的な方向性 評価区分

前 年 度
２次評価

現状継続 　市議会議員の調査研究のため現状継続とする。

「拡大重点化」
「現状継続」
「見直し」
「統　合」
「休止・廃止」
「終　了」

１ 次 評 価 現状継続
  議会の活性化など時代に対応した活動が求められていることから、議員の調査研究に資
するための必要な経費である。
  なお、議会改革検討項目に位置づけ支出基準及び交付金の額等について検討を行う。

２ 次 評 価 現状継続 　現状継続とする。

政務調査費の交付
議員1人当たり月額13,000
円を、各会派へ交付。
平成23年度交付額2,977千
円（13,000円×11月×19人
+13,000円×10月×2人）

政務調査費の交付
平成23年度交付実績額
2,480千円

政務調査費の交付
事業費3,432千円

政務調査費の交付
事業費3,432千円

政務調査費の交付
事業費3,432千円

【評価結果・評価コメント】
（※ 平成24年度の計画については、年度当初の計画内容を、平成25・26年度の計画については、推進
計画の計画内容を記入してください。）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

計画 実績 ※計画 ※計画 ※計画

２ 対　　象 　市議会議員　(５会派及び無会派議員)

３ 目的と内容 　市議会議員の調査・研究に係る政務調査費を交付し、議員活動の活性化を図る。

４ 実施内容
　（手　　段）

2
3
年
度
ま
で

　市が進めている政策や市政全般について検討し課題を決定、調査のための図書等の購入、先進市への行政視察
等の活動を展開している。
　議員1人当たり月額13千円を各会派へ交付。各会派は収支報告書を議長に提出する。
　平成19年度に議会改革検討項目として支出基準及び交付額等を見直し、交付額を平成20年度からは年額156千
円/人（月額13,000円/人）に減額している。（交付額の経過：H16年度200千円、H17年度180千円、H18年度186千円、
H20年度～156千円）
　平成23年度交付額　2,977千円（13,000円×11月×19人+13,000円×10月×2人）

2
4
年
度

　議員1人当たり月額13,000円を交付。
　平成24年度交付額　3,432千円（13,000円×12月×22人）

新規継続区分 継続

１ 総合計画体系

計画の実現に向けて

情報公開・広報広聴の充実

情報の共有

ソフト・ハード区分 ソフト事業 会計区分 一般会計 補助単独区分 単独

事務区分 ■自治事務　□法定受託事務 根拠法令等
地方自治法第100条第14項・第15項　北広島市議会政務調査費の交付に関す
る条例

事務事業開始年度 平成13年度

個別計画等 　〃  終了予定年度

平成24年度 事務事業評価調書（事後評価用）

計画事
業番号

00838 事務事業名 市議会政務調査事業 担当部署 議会事務局 電話 内線 734



【事業費の推移】

【評価指標】

①

②

③

【評価項目】

【 法律で実施が義務付けられている事務事業か 】 □　法律の義務付けあり ■　法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】
（事業担当部局が評価）

□ 民間等での実施または市民等との協働が可能である。

■ 民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
　ないか

＿

評点区分 　　　３　適　　　　切　　　　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　　　　１　不　適　切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
調査のための図書等の購入、先進市への行政視察、研修会へ
の参加、議会報告ニュースなどの活動を行っている。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3
成果は一般質問や代表質問に生かされている。
全ての政務調査費について領収書の添付を行い、要求に応じ
て公開を行っている。

チ ェ ッ ク 項 目 評点 平成２３年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3

法律、条例に基づき交付しており、市議会議員の調査研究に資
するため必要な経費である。

【指標の定義（算式等）】 実績値

目標値

【指標の定義（算式等）】 実績値
成
果
指
標

目標値

目標値

【指標の定義（算式等）】 実績値

③図書・新聞の購入 目標値
会派

5 5 5

実績値

④ 目標値

22 22 22

5

実績値 5 5 5 5

②会派広報 目標値
会派

5 5

平成25年度 平成26年度

活
動
指
標

①視察研修 目標値
人

22 22 22 22

5 5

実績値 3 5 5 5

実績値 21

総事業費①＋④ 2,930 3,882 3,882 3,882

指　　　　標　　　　名 単位 平成23年度 平成24年度

9,000

 ④ ＝②×③ 450 450 450 450

人　件　費

② 人　数（年間） 0.05 0.05 0.05 0.05

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000

一般財源 2,480 3,432 3,432 3,432

 ① 合　計 2,480 3,432 3,432 3,432

0 0 0 0

その他特財 0 0 0 0

（単位：千円）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

0 0

道支出金 0 0 0 0

決算額、当初予算額又は推進計画額 2,480 3,432 3,432 3,432

事
　
　
業
　
　
額

直接事業費

国支出金 0 0

地方債



％ ％ ％

％ ％ ％

 構成員(団体)数 1人 （24年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

市議会議員の調査・研究の推進を図り、議会活動の活性化に資する。

 交付先団体等の
 活動内容

市政全般についての政策課題を決定し、先進市への行政視察などの活動を展開した。

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 政務調査費

交付先の名称
及び代表者名

無会派（議長）中川　昌憲 設立年 平成23年

別紙 ２ 付　　　　　表
補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 838-1 ＜継続用＞

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２２年度 (決算) ２３年度 (決算) ２４年度 (予算)

事務局の状況
（23年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（23年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 84 156

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 84 156

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

100 100

支　出　合　計 （Ｃ） 84 156

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0

支　　出

84 156

補助・交付金の算出根拠
平成23年度1人月額1万3000円×10月＝130,000円　130,000円×1名＝130,000円
平成24年度1人月額1万3000円×12月＝156,000円　156,000円×1名＝156,000円

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 100 100

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 84 156



％ ％ ％

％ ％ ％

市議会議員の調査・研究の推進を図り、議会活動の活性化に資する。

 交付先団体等の
 活動内容

市政全般についての政策課題を決定し、調査のための図書等の購入、研修会への参加、議会報
告ニュースなどの活動を展開した。

事務局の状況
（23年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（23年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

別紙 ２ 付　　　　　表
補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 838-2 ＜継続用＞

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 政務調査費

交付先の名称
及び代表者名

無会派（副議長）中野　募 設立年 平成23年

 構成員(団体)数 1人 （24年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２２年度 (決算) ２３年度 (決算) ２４年度 (予算)

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 130 156

自己資金 2

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 132 156

支　出　合　計 （Ｃ） 132 156

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0

支　　出

132 156

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 130 156

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 100 100

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

98 100

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

補助・交付金の算出根拠
平成23年度1人月額1万3000円×10月＝130,000円　130,000円×1名＝130,000円
平成24年度1人月額1万3000円×12月＝156,000円　156,000円×1名＝156,000円



％ ％ ％

％ ％ ％

補助金･交付金名 政務調査費

交付先の名称
及び代表者名

民主・市民クラブ　中田　富美男 設立年 平成23年

 構成員(団体)数 5人 （24年3月末現在）

別紙 ２ 付　　　　　表
補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 838-3 ＜継続用＞

【交付先団体等の概要】

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２２年度 (決算) ２３年度 (決算) ２４年度 (予算)

 交付先団体等の
 活動目的

市議会議員の調査・研究の推進を図り、議会活動の活性化に資する。

 交付先団体等の
 活動内容

市政全般についての政策課題を決定し、調査のための図書等の購入、先進市への行政視察など
の活動を展開した。

事務局の状況
（23年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（23年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 649 780

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 649 780

支　出　合　計 （Ｃ） 649 780

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0

支　　出

649 780

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 649 780

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 100 100

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

100 100

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

補助・交付金の算出根拠
平成23年度1人月額1万3000円×11月＝143,000円　143,000円×5名＝715,000円
平成24年度1人月額1万3000円×12月＝156,000円　156,000円×5名＝780,000円



％ ％ ％

％ ％ ％

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 政務調査費

交付先の名称
及び代表者名

平政会　川崎　彰治 設立年 平成23年

 構成員(団体)数 4人 （24年3月末現在）

別紙 ２ 付　　　　　表
補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 838-4 ＜継続用＞

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２２年度 (決算) ２３年度 (決算) ２４年度 (予算)

 交付先団体等の
 活動目的

市議会議員の調査・研究の推進を図り、議会活動の活性化に資する。

 交付先団体等の
 活動内容

市政全般についての政策課題を決定し、調査のための図書等の購入、先進市への行政視察など
の活動を展開した。

事務局の状況
（23年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（23年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 462 624

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 462 624

支　　出

462 624

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 462 624

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 100 100

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

100 100

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

支　出　合　計 （Ｃ） 462 624

繰 越 金

補助・交付金の算出根拠
平成23年度1人月額1万3000円×11月＝143,000円　143,000円×4名＝572,000円
平成24年度1人月額1万3000円×12月＝156,000円　156,000円×4名＝624,000円

収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0



％ ％ ％

％ ％ ％

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 政務調査費

交付先の名称
及び代表者名

公明党　木村　真千子 設立年 平成23年

 構成員(団体)数 3人 （24年3月末現在）

別紙 ２ 付　　　　　表
補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 838-5 ＜継続用＞

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２２年度 (決算) ２３年度 (決算) ２４年度 (予算)

 交付先団体等の
 活動目的

市議会議員の調査・研究の推進を図り、議会活動の活性化に資する。

 交付先団体等の
 活動内容

市政全般についての政策課題を決定し、調査のための図書等の購入、先進市への行政視察、研
修会への参加、議会報告ニュースなどの活動を展開した。

事務局の状況
（23年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（23年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 245 468

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 245 468

支　出　合　計 （Ｃ） 245 468

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0

支　　出

245 468

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 245 468

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 100 100

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

100 100

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

補助・交付金の算出根拠
平成23年度1人月額1万3000円×11月＝143,000円　143,000円×3名＝429,000円
平成24年度1人月額1万3000円×12月＝156,000円　156,000円×3名＝468,000円



％ ％ ％

％ ％ ％

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 政務調査費

交付先の名称
及び代表者名

改革フロンティア　橋本　博 設立年 平成23年

 構成員(団体)数 3人 （24年3月末現在）

別紙 ２ 付　　　　　表
補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 838-6 ＜継続用＞

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２２年度 (決算) ２３年度 (決算) ２４年度 (予算)

 交付先団体等の
 活動目的

市議会議員の調査・研究の推進を図り、議会活動の活性化に資する。

 交付先団体等の
 活動内容

市政全般についての政策課題を決定し、調査のための図書等の購入、先進市への行政視察、議
会報告などの活動を展開した。

事務局の状況
（23年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（23年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 429 468

自己資金 11

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 440 468

支　出　合　計 （Ｃ） 440 468

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0

支　　出

440 468

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 429 468

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 100 100

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

98 100

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

補助・交付金の算出根拠
平成23年度1人月額1万3000円×11月＝143,000円　143,000円×3名＝429,000円
平成24年度1人月額1万3000円×12月＝156,000円　156,000円×3名＝468,000円



％ ％ ％

％ ％ ％

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 政務調査費

交付先の名称
及び代表者名

日本共産党　板垣　恭彦 設立年 平成23年

 構成員(団体)数 2人 （24年3月末現在）

別紙 ２ 付　　　　　表
補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 838-7 ＜継続用＞

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２２年度 (決算) ２３年度 (決算) ２４年度 (予算)

 交付先団体等の
 活動目的

市議会議員の調査・研究の推進を図り、議会活動の活性化に資する。

 交付先団体等の
 活動内容

市政全般についての政策課題を決定し、調査のための図書等の購入、先進市への行政視察、研
修会への参加、議会報告ニュースなどの活動を展開した。

事務局の状況
（23年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（23年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 285 312

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 285 312

支　出　合　計 （Ｃ） 285 312

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0

支　　出

285 312

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 285 312

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 100 100

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

100 100

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

補助・交付金の算出根拠
平成23年度1人月額1万3000円×11月＝143,000円　143,000円×2名＝286,000円
平成24年度1人月額1万3000円×12月＝156,000円　156,000円×2名＝312,000円



％ ％ ％

％ ％ ％

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 政務調査費

交付先の名称
及び代表者名

無会派　田辺　優子 設立年 平成23年

 構成員(団体)数 1人 （24年3月末現在）

別紙 ２ 付　　　　　表
補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 838-8 ＜継続用＞

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２２年度 (決算) ２３年度 (決算) ２４年度 (予算)

 交付先団体等の
 活動目的

市議会議員の調査・研究の推進を図り、議会活動の活性化に資する。

 交付先団体等の
 活動内容

市政全般についての政策課題を決定し、先進市への行政視察、議員研修会への参加などの活動
を展開した。

事務局の状況
（23年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（23年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 107 156

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 107 156

支　出　合　計 （Ｃ） 107 156

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0

支　　出

107 156

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 107 156

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 100 100

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

100 100

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

補助・交付金の算出根拠
平成23年度1人月額1万3000円×11月＝143,000円　143,000円×1名＝143,000円
平成24年度1人月額1万3000円×12月＝156,000円　156,000円×1名＝156,000円



％ ％ ％

％ ％ ％

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 政務調査費

交付先の名称
及び代表者名

無会派　鈴木　陽一 設立年 平成23年

 構成員(団体)数 1人 （24年3月末現在）

別紙 ２ 付　　　　　表
補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 838-9 ＜継続用＞

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２２年度 (決算) ２３年度 (決算) ２４年度 (予算)

 交付先団体等の
 活動目的

市議会議員の調査・研究の推進を図り、議会活動の活性化に資する。

 交付先団体等の
 活動内容

市政全般についての政策課題を決定し、先進市への行政視察などの活動を展開した。

事務局の状況
（23年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（23年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 90 156

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 90 156

支　出　合　計 （Ｃ） 90 156

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0

支　　出

90 156

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 90 156

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 100 100

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

100 100

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

補助・交付金の算出根拠
平成23年度1人月額1万3000円×11月＝143,000円　143,000円×1名＝143,000円
平成24年度1人月額1万3000円×12月＝156,000円　156,000円×3名＝156,000円



％ ％ ％

％ ％ ％

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 政務調査費

交付先の名称
及び代表者名

無会派　武田　隆 設立年 平成23年

 構成員(団体)数 1人 （24年3月末現在）

別紙 ２ 付　　　　　表
補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 838-10 ＜継続用＞

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２２年度 (決算) ２３年度 (決算) ２４年度 (予算)

 交付先団体等の
 活動目的

市議会議員の調査・研究の推進を図り、議会活動の活性化に資する。

 交付先団体等の
 活動内容

平成２３年度については、政務調査費の交付申請はしていない。

事務局の状況
（23年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（23年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 0 156

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 0 156

支　出　合　計 （Ｃ） 0 156

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0

支　　出

0 156

補助・交付金の算出根拠
平成23年度1人月額1万3000円×11月＝143,000円　143,000円×1名＝143,000円
平成24年度1人月額1万3000円×12月＝156,000円　156,000円×3名＝156,000円

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 0 156

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 100

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

100

 補助・交付金の対象経費
 （項目）


