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はじめに 

 
地方公共団体の活動の全般は，地域住民の信託によって運営されるものであり，その

活動範囲が広く，また，複雑であることから，金銭上の収支については，予算という形

で詳細に計画を立てる必要がある。しかし，予算は一種の見積りであることから，必ず

しもそのまま実行されるものではない。また，予算執行の過程においては，社会的事情

等の予測されない変化のために，当初の予算の見積額に不足又は不用となる場合が起こ

り得るため，これらについて計数の処理（精算）をする必要がでてくる。つまり，予算

制度が存在する以上，必ず決算制度が必要であり，予算決算の両者は地方公共団体の活

動に不可欠なものであるといえる。 

我が国における地方自治制度は，地方公共団体の長と議会議員をそれぞれ住民が直接

選挙で選出することに着目して，二元代表制を採用していると言われている。二元代表

制における議会の主な役割は，議会が首長と対等の機関として，その地方公共団体の運

営の基本的な方針を議決し，その執行を監視することであり，この議会の議決権につい

ては，地方自治法（以下「法」という。）第96条において，「予算を定めること」，「決算

を認定すること」等が明記されている。 

ところで，予算決算の議会での審査方法については，法令上の特段の定めがなく，各

議会において様々な審査が行われている。本市議会の予算決算審査においては，両議案

の重要性に鑑み，当初予算においては昭和39年度，決算においては昭和43年度以降から

継続して通常の議案とは異なる特別な審査が行われている。 

こうした状況に鑑み，本稿では，予算決算についての概要，予算決算の審査方法及び

予算決算審査における先進事例等の調査を行うことによって，改めて本市を始めとする

各都市の予算決算の審査方法等を振り返るとともに，本市の予算決算審査の更なる充実

に向けて想定される論点等をまとめた。 

本稿の構成として，第１では，予算決算にまつわる主な用語や議会が有する予算の議

決権，決算の認定の効力について整理しており，予算決算をめぐる基本的な情報をまと

めた内容としている。 

第２では，予算決算審査における全国的な状況，また，本市を含めた他都市の審査方

法について記述している。そして，これらの内容を記述する中で浮上してきた本市の予

算決算審査の更なる充実に向けて想定される論点等にも触れている。 

第３では，近年の議会改革の取組における予算決算審査の先進事例として，議会から

の政策サイクルを意識し，決算審査に行政評価を組み合わせている他都市の事例につい

て紹介している。 

本稿が議員の調査研究の一助になれば幸いである。 
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第１ 予算決算について 
 
１ 予算の概要 

⑴ 予算とは1 2 3 

地方公共団体の予算は，地方公共団体が年度に実施したい事業にどれほどの経

費をかけるか。また，それを賄うために必要な財源をどのように調達するかを計

画して，これを金額で表示したものである。つまり，予算は，その地方公共団体

の一定期間における収入と支出の見積りであると同時に，住民に対しては，この

年度に，どれほどの公租公課を義務づけることになるか，また，その見返りとし

て，どのような行政サービスを行って福祉向上に努めることにするかを約束する

ものであるということができる。 

予算は，議会の議決を経て成立するものであり，執行機関の経理の執行を拘束

することに意義があると同時に，予算の執行を通じて行政がどのように遂行され

るかを具体的に表示している。そして，住民は，議会の議決を通じて予算がどの

ように支出されるかを監視する。予算は，このように，行政執行の統制手続きと

しての効用と地方公共団体の長の政策を表現する特徴を持っている。 

予算の内容は，法において，歳入歳出予算のほか，継続費，繰越明許費，債務

負担行為，地方債，一時借入金，歳出予算の各項の経費の流用から成るものと定

められている（法第215条）。 

歳入歳出予算のうち，歳入予算は，経費の支出の財源となる収入の見積りであ

り，歳入金を収入する権限は，法令，条例等に基づくものであって，仮に歳入予

算額を上回るような歳入金があっても，これを収入すべきものであるから，歳入

予算は，この意味で執行機関を拘束するという機能は有していない。 

一方，歳出予算は，経費の支出予定額の見積りであるとともに，執行機関に対

し，その期間，目的及び金額の限度において支出を行う権限を与えるものであっ

て，ここに，執行機関を拘束するという予算の重要な機能が具体化されている。 

また，予算は，住民のものとして住民のために作られることから，合理的かつ

能率的に，しかも，民主的に編成し，管理し，執行しなければならない。そのた

め，予算には，①会計年度独立の原則，②総計予算主義の原則，③単一予算主義

の原則，④予算事前議決の原則，⑤予算公開の原則，⑥予算統一の原則という基

準となるべき原則がある。 

これらのような予算の重要性に鑑み，予算の編成及び提案については法令で次

のように規定されている。  

                                                  
1 西村弘一（昭和 62 年）『地方議会－会議の理論と実際』学陽書房 pp.81-83 
2 全国町村議会議長会（平成 27 年）『議員必携』学陽書房 pp.212-218 
3 井上源三（平成 15 年）『 新地方自治法講座５ 議会』株式会社ぎょうせい pp.139-144 



3 
 

  ア 予算の編成及び提案2 

    予算を編成する権限は，地方公共団体の長に専属し（法第149条第２号，法第

211条第１項），教育委員会，農業委員会，選挙管理委員会，監査委員その他の

執行機関や議会の議員及び委員会には与えられていない。したがって，議会費

については，議長が関係経費を見積もって，議会費として組み入れるよう要求

することになる。さらに，教育に関する予算については，地方公共団体の長は

その編成に当たって教育委員会の意見をきかなければならないこととされてい

る（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条）。 

また，議会に対する予算の提案権についても，先に述べた予算編成権と同様

に地方公共団体の長のみに専属することが明記されている（法第211条第１

項）。 

予算においては，長に編成権，議会に議決権を与えることで権限を分散し，

議会による予算の事前統制を図るようにされている。 

 

イ 予算の提案時期2 3 

  当初予算は，毎会計年度の開始前に議会の議決を得なければならず，地方公共

団体の長は，年度開始前，都道府県及び政令指定都市にあっては30日，その他の

市町村にあっては20日までに議会に提出しなければならない（法第211条第１項）。

「年度開始前30日」とは，年度開始日は，４月１日であるから，３月31日を第１

日として前に遡って計算して30日目，すなわち，政令指定都市である本市の場合，

３月２日までに議会に提出しなければならないということである。 

  ただし，この規定は，訓示規定であり，「法定の期限を経過してから予算を議

会に提出しても当該予算の効力に影響はない」とされている（行実昭和28年２月

25日自行行発38号）。 

 

⑵ 予算の議決3 

予算の議決権は，議会のみが有する権限であり（法第96条），予算は原則として，

この議決なくしては確定せず，また，執行することはできない。地方公共団体のす

べての行政活動において，予算を伴わないような行政の執行は，ないと考えられる

ため，予算議決権は，議会にとって，執行機関の行政執行を拘束し，監視するため

の，有効かつ広範な権限であるということができる。 

なお，議会の議決を経ないで成立する例外的な場合としては，いわゆる原案執行

（法第177条第２項）及び専決処分（法第179条第１項，法第180条第１項）が挙げら

れる。 

議決には，①原案可決，②修正可決，③否決の３種類がある。このうち，修正可

決，否決について触れる。 
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  ア 修正可決4 

    議会には，予算に対する修正権が認められており，その修正の種類として増

額修正と減額修正の２種類がある。 

予算に対する増額修正については，「議会は，予算について，増額してこれを

議決することを妨げない。但し，普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を

侵すことはできない。」と規定されている（法第97条第２項）。 

この増額修正は，予算の総額を増額する場合と予算の総額は修正せずに科目

相互間で増減等を行う場合の両者を含む。また，補正予算に対する修正は，補

正予算案として計上されている部分に対してのみ及び，補正予算として計上さ

れていない部分については，議会は修正することができないこととされてい

る。 

どのような予算の増額修正が，「長の予算の提出の権限を侵す」ものとして認

められないかということについて，従来の解釈においては，できる限り形式的

な基準により判断することとしており，例えば新たな款項を設けることは全く

もって認められないとされていた。しかしながら，今日では，「当該予算の趣旨

を損なうような増額修正をすることは，長の発案権の侵害になると解する。予

算の趣旨を損うような増額修正に当たるかどうかを判定するにあたっては，当

該増額修正をしようとする内容，規模，当該予算全体との関連，当該地方公共

団体の行財政運営における影響度等を総合的に勘案して，個々の具体の事案に

即して判断することが必要である。なお，このことは，歳入歳出予算だけでな

く，継続費，債務負担行為等についても同様である。」（通知昭和52年10月３日

自治行59号）という形で整理されている。 

予算に対する議会の減額修正については，特段の制限はない。ただし，法第

177条第１項に掲げる経費（義務に属する経費並びに非常の災害による応急・復

旧経費及び感染症予防経費）を議会が減額する議決をしたときは，当該地方公

共団体の長は，再議に付さなければならないと規定されている。法第177条第１

項に規定の再議の場合，長が再議に付すことのできる期間についての制約はな

く，議決は，出席議員の過半数以上の多数決で行われる。再議の結果，議会が

減額修正の議決を再可決した場合は，いわゆる義務的経費（法第177条第１項第

１号）に関する部分については，長はその経費及びこれに伴う収入を予算に計

上してその経費を支出すること，いわゆる原案執行が認められている（法第177

条第２項）。また，非常災害等に関する経費が含まれた減額修正の議決を再可決

したときは，市長は当該議決を不信任の議決とみなすことができる（法第177条

第３項）。 

                                                  
4 井上源三（平成 15 年）『 新地方自治法講座５ 議会』株式会社ぎょうせい pp.144-147 
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また，増額修正又は減額修正が行われた場合には，修正議決に対して，地方

公共団体の長が異議があるときは，理由を示して，これを再議に付することが

できると規定されている（法第176条第１項）。法第176条第１項に規定の再議の

場合，長が再議に付すことのできる期間は，議決の日（長が議長から議決の送

付を受けた日）の翌日から起算して10日以内とされており，議決は，出席議員

の３分の２以上の特別多数決で行われる。再議の結果，３分の２に達した場合

は，当該修正案が確定することとなり，３分の２に達しなかった場合は，当初

予算案の原案を再審査することとなる。 

なお，議会が予算案に対する修正を求める手段として，予算組替え動議を提

出する例も見られる。予算組替え動議とは，地方公共団体の長が提出した予算

を撤回した上で修正して再提出することを求めるものであり，修正とは異なる

ものである。 

 

  イ 否決4 

地方公共団体の長は，予算案が否決された場合は，改めて所要の修正を施し

た予算案を作成し議会に提出し直すこととなる。 

なお，否決された議案については，原則として，再議に関する法第176条第１

項の規定は適用がないとされている（行実昭和25年６月８日自行発93号）が，

当初予算案又はその他の予算案であっても，法177条１項各号に掲げる経費を内

容に含むものを議会が否決した場合には，経費の削除として同条の適用があ

り，長はその予算案を再議に付さなければならないとされていることに留意す

る必要がある（行実昭和30年３月19日自丁発49・50号）。再議の結果，なお議会

が予算案を否決した場合には，いわゆる義務的経費（法第177条第１項第１号）

に関する部分については，長はその経費及びこれに伴う収入を予算に計上して

その経費を支出すること，いわゆる原案執行が認められている（法第177条第２

項）。また，非常災害等に関する経費が含まれた予算を再否決したときは，市長

は当該議決を不信任の議決とみなすことができる（法第177条第３項）。 

その他，予算が年度開始の４月１日までに成立する見込みがない場合は，年

間の本予算が成立するまでのつなぎとして暫定予算を編成し議会に提出するこ

とも考えられる。 
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２ 決算の概要 

⑴ 決算とは5 

   決算は，歳入歳出予算に基づく収入と支出の結果を集計した計算書であり，ま

た，予算を執行した結果どのような成果を挙げたかを示す成果報告書でもある。 

   決算の役割は，地方公共団体における予算執行の実数を計数的に明らかにし，

予算制度の適切な運営を図り，将来の財政運営の資料とすることにある。 

 

 ⑵ 決算事務の主な流れ6 

 ア 出納の閉鎖（法第235条の５） 

   会計年度終了日の翌４月１日から５月31日までの間で，決算年度に係る現金

の未収及び未払を整理する。 

 

 イ 決算の調製（法第233条第１項） 

   出納の閉鎖後３か月以内（毎年度８月31日）に，会計管理者は，決算書及び

付属書類を作成し，普通地方公共団体の長へ提出しなければならない。 

 

 ウ 監査委員の監査（法第233条第２項及び第４項） 

   普通地方公共団体の長は，決算書及び付属書類を監査委員の審査に付さなけ

ればならない。監査委員は決算審査を行い，意見書を作成する。 

 

 エ 議会提出（法第233条第３項及び第５項） 

   普通地方公共団体の長は，決算書及び付属書類に，監査委員の意見及び主要

な施策の成果を説明する書類等を添付して議会へ提出する。 

 

 オ 決算の認定 

   議会へ提出された決算は，議会による審議を経て，議会の認定に付される。 

 

 カ 住民への公表（法第233条第６項） 

   普通地方公共団体の長は，議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しな

ければならない。 

 

 

                                                  
5 全国町村議会議長会（平成 27 年）『議員必携』学陽書房 pp.263 
6 愛知県ホームページ（平成 30 年 12 月 13 日）『https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/25275.pdf』 
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 ⑶ 決算の認定の効力7 8 9 

   議会による決算の認定及び不認定については，平成29年の地方自治法の一部改

正によって，平成30年４月から従来の政治的な意味に重きをおかれていた決算の

議決に対して，一定の法律上の効果を持つようになっており，地方公共団体の長

は，決算の不認定があった場合において，当該議決を踏まえて必要と認める措置

を講じたときは，速やかに，当該措置の内容を議会に報告するとともに，これを

公表しなければならないとされた（法第233条第７項）。 

   この改正によって，決算の認定及び不認定自体に議決の法的効果が生じるもの

ではない。しかしながら，改正前においては，決算が議会で不認定になった場

合，地方公共団体の長がそのことを踏まえてどのような対応を行ったかについ

て，説明責任はなかったが，改正後は，議会が地方公共団体の長からの報告の有

無をもって，不認定を踏まえて必要と認める措置を講じたか否かを把握すること

ができ，また，講じた措置の内容，又は措置を講じなかったことについて，議会

での審議で取り上げることが可能となった。 

なお，従来から，決算が不認定になった場合は，地方公共団体の長は何らかの

措置をとる法的義務は発生しないが，決算の不認定は政治的には重大な議会の意

思表明であるため，当該議決を踏まえて何らかの措置を表明することが一般的で

あった。 

また，総務省が作成している「決算不認定に関する調」によると，決算の不認

定の議決件数は，平成28年４月１日から平成30年３月31日までの間に59件であっ

たと公表されている。 

  

                                                  
7 新川達郎 『議会と予算決算 第６回』地方議会人 2018 11 月号（平成 30 年）pp.48-51 

8 松本英昭（平成 29 年）『新版逐条地方自治法 第 9 次改訂版』学陽書房 pp.893-899 
9 総務省ホームページ（令和２年１月 29 日）『https://www.soumu.go.jp/main_content/000610103.pdf』 
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【直近の決算不認定の事例】 

 

 福岡県の決算案 21年ぶり不認定 （平成30年10月13日）10 

福岡県議会は12日，本会議を開き，2017年度の一般会計決算案について，職員

の不祥事対策費に「効果がない」などとして反対多数で不認定とした。不認定は

21年ぶり。すでに執行した予算に影響はない。 

特別会計決算案や議員提出議案など他の20議案は認定，可決され，閉会した。 

 県職員は昨年８月以降，飲酒運転や親睦会費の横領などで８人が逮捕されてい

る。11日まで開かれた決算特別委員会でも議論になり，樋口明委員長（自民）は

本会議での議案の採決に先立って，「不祥事防止対策費が含まれる決算には賛成で

きないとの意見があった」と報告した。 

 （以下，略） 

 

 

佐賀市議会 決算不認定 （平成30年10月６日）11 

佐賀市議会は５日，2017年度決算案を全会一致で不認定とした。市が市議会に

説明せず，他事業の予算約3,100万円を流用して旧小学校体育館を改修していたこ

とが議員の指摘で判明し，「市の説明は信用できない」と判断した。決算不認定は

2005年の合併で市が発足してから初めて。 

執行済みの予算に影響はないが，市は再発防止策を議会に報告する。 

秀島敏行市長は閉会後の記者会見で「予算の流用は法的には問題ないが，費用

は多額で，改修を急ぐ理由を議会に報告すべきだった。私に責任がある」と陳

謝。当時の総務部長として改修を主導した    副市長と，市長自らの処分を

検討する考えを示した。（下線部は略） 

（以下，略） 

  

                                                  
10 朝日新聞朝刊 平成 30 年 10 月 13 日 31 面 
11 西日本新聞朝刊 平成 30 年 10 月６日 29 面 



9 
 

３ 予算決算に関連する主な用語について 

 ⑴ 一般会計，特別会計，企業会計，普通会計12 

  ア 一般会計 

地方公共団体の会計の中心をなすもので，地方公共団体の行政運営の基本的

な経費を網羅して計上しており，特別会計に属さないすべての歳入，歳出を経

理する。議会費，総務費，保健福祉費，教育費等，地方公共団体存立の本来の

目的そのものの事務を処理するために要する経費が計上される。 

 

イ 特別会計 

地方公共団体が特定の事業を行う場合であって，その他特定の歳入をもって

特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要があるときに一般会

計から分離して別に収支経理を行う会計をいう。 

特別会計の設置は，単一会計主義の例外をなすものであり，真に会計処理上

必要とされるもののみに留めるべきであって，みだりにこれを認めることは予

算の統一的な経理を阻害することになる。このため，法には「特定の事業を行

う場合その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して

経理する必要がある場合」に設置できると規定されている（法第 209 条第 2

項）。 

特別会計を設置するかどうかは，地方公共団体の自主的判断によるが，これ

を設ける場合は，原則として条例によらなければならない。なお，国民健康保

険事業特別会計，介護保険事業特別会計や地方公営企業法の適用を受ける公営

企業特別会計（下記「企業会計」の説明参照）等のように，特別会計の設置が

法律上義務づけられている場合は条例による設置を要しない。また，特別会計

設置のための条例の発案権は，地方公共団体の長に専属する。 

 

ウ 企業会計 

一般的には株式会社等の民間企業における会計をいうものであるが，地方財

政の上では，地方公営企業法の全部又は一部の適用を受ける公営企業の会計を

いい，その経理については地方公営企業法の定めるところによる。 

一般のいわゆる官公庁会計が現金主義により経理されるのに対し，この公営

企業の会計方式は，発生主義に基づく複式簿記により経理される点で大きく異

なる。また，同じ企業会計方式をとる株式会社等の企業会計とも資本の概念そ

の他で若干異なる部分がある。 

  

                                                  
12 福岡市議会事務局『平成 31 年度 当初予算資料（その一）』pp.100-105 
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エ 普通会計 

決算統計上の区分であり，一般会計と企業会計以外の特別会計をいう。な

お，地方公共団体の普通会計の経理方式は，現実に収入支出した金銭を中心に

した現金主義を取っている。 

 

 

⑵ 当初予算，補正予算，暫定予算，骨格予算13 14 

 ア 当初予算 

当初予算は，本予算又は通常予算ともいわれ，一会計年度を通じて定められ

た基本的予算であり，会計年度開始前に，議会の議決を経て定められる予算で

ある。 

 

 イ 補正予算 

当初予算の調製後に生じた理由に基づいて，歳入歳出予算の科目又は金額を

追加若しくは変更したり，又はその他の事項について変更を加える必要が生じ

た時に議会の議決を経て定める予算である。 

   補正予算は単一予算主義の例外であるが，地方公共団体の予算は，国の場合

と異なり，年度末までに数回にわたる補正を行うのが通例となっている。 

   補正予算の編成は，一般的に，当初予算の編成時，予期できなかった制度の

改正，事情の変更や公共事業費の配分決定によるものが多い。 

一例を挙げると，次の項目等が挙げられる。 

    ① 天災や災害の発生によって必要となった予算措置をするためのもの 

    ② 国，県の補助金，負担金及び交付金等の確定によるもの 

                                                  
13 全国町村議会議長会（平成 27 年）『議員必携』学陽書房 pp.238-240 
14 池田清 長谷部謙（昭和 52 年）『地方公共団体の予算編成』株式会社ぎょうせい pp.12-15 

一般会計

普通会計

【会計区分】

会計

企業会計以外の特別会計

企業会計

特別会計
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    ③ 地方債の同意の見通しが確実となったことによるもの 

    ④ 建設事業の設計変更等によるやむを得ないもの 

    ⑤ 国，県に準ずる公務員の給与改定を行うためのもの 

    ⑥ 予算成立後，税制や補助制度，財務制度等法令によるやむを得ないもの 

    ⑦ 物価の変動等，経済事情の変化によるもの 

    ⑧ 当初予算の積算を誤っていたため，それを是正するためのもの 

 

  ウ 暫定予算 

地方公共団体の長が，通常予算が年度開始前までに成立する見込みがないと

き，新たに地方公共団体が設置されたとき等の特別の必要が生じた場合に調製

する，一会計年度の中の一定期間にかかる予算である（法第 218 条第２項）。 

    暫定予算は，予算不成立の場合の行政運営の中断を防ぐため，その成立まで

のつなぎ予算であるから，必要 小限度の経常的，義務的経費について計上さ

れるべきであり，当該年度の予算が成立すれば年度予算に吸収されるものであ

る。 

    暫定予算を編成する場合は，次のような場合が考えられる。 

    ① 予算を審議すべき時期に議会が解散されていて，議会の議決が得られな

い場合 

    ② 予算を審議すべき時期に災害で議会の招集が遅れ，本予算の審議に時間

的余裕のない場合 

    ③ 予算が否決されて年度開始までに間に合わない場合 

    ④ 年度開始前に予算が議会に提出されていても，様々な事情で年度開始ま

でに議会の議決が得られない場合 

    ⑤ 新たに市町村が設置された場合 

 

エ 骨格予算 

例えば，年度当初の４月か５月に，地方公共団体の長の任期満了による選

挙が行われるような場合，任期が終わる地方公共団体の長が自己の判断によ

る政策的予算を当初予算に計上することを避けるため，当初予算には，年間

の義務的経費や継続事業費程度を計上した予算，つまり，骨格予算を編成

し，本格的，政策的肉づけは，選挙後の定例議会における補正予算に譲ると

いう手法がとられる場合がある。 
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⑶ 一般財源，特定財源 12 

 ア 一般財源 

財源の使途が特定されず，どのような経費にも使用することができるものを

いう。地方税，地方譲与税，地方交付税などがこれに当たる。 

 

イ 特定財源 

財源の使途が特定されているものをいう。国庫支出金，地方債，分担金及び

負担金，使用料及び手数料などがこれに当たる。 

 

※ 一般財源の比率が高いほど，財政の自主性（財政支出の選択範囲が広ま

る）かつ財政の弾力性（収入の変動に対する財政運営の適応力）が強まる。 

 

 ⑷ 自主財源，依存財源 12 

ア 自主財源 

地方公共団体が自主的に収入できる財源をいう。地方税，分担金及び負担

金，使用料及び手数料，財産収入，寄附金，繰入金，繰越金，諸収入がこれに

当たる。 

 

イ 依存財源 

国又は都道府県の意思により割り当てられた財源をいう。地方交付税，国庫

支出金，地方譲与税，地方債などがこれに当たる。 

 

※ 自主財源の多寡は，行政活動の自主性と安定性を確保できるかどうかの尺

度となるものであり，自主財源比率が高いほど望ましい。自主財源は地方税

が圧倒的に多額を占めており，税収入の多寡によって自主財源の比率が左右

される。 

 

 ⑸ 経費の目的別分類と性質別分類 12 

  ア 目的別分類  

地方公共団体の経費を，その行政目的によって議会費，総務費，保健福祉費

等に分類したもの（予算・決算における「款」，「項」の区分を基準とした分

類）。 

目的別分類は，行政目的別の大まかな予算の比重を知ることができる分類方

法で，予算を議会において審議する場合等には重要な意義を有する。 
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イ 性質別分類  

地方公共団体の経費を，その経済的性質を基準として人件費，物件費，維持

補修費等に分類したもの（予算・決算における「節」の区分を基準とした分

類）。 

性質別分類は，当該団体の財政分析手法として重要な分類である。 

○ 消費的経費 

経費支出の効果が，当該支出年度又は極めて短期間で終わり，後年度に形

を残さない性質の経費。人件費，物件費，維持補修費，扶助費，補助費等が

ある。 

 

○ 投資的経費 

経費支出の効果が，資本形成に向けられ，施設等がストックとして将来に

残るものに支出される経費（普通建設事業費，災害復旧事業費，失業対策事

業費）。 

 

○ 義務的経費 

人件費，扶助費，公債費からなり，その支出が義務づけられている経費。

義務的経費の割合が低く投資的経費の割合が高いほど，財政構造は弾力性が

大であり，健全な財政であるといえる。 

 

 ⑹ 予算の原則15 

  ア 会計年度独立の原則 

    各会計年度（法第 208 条第１項）において支出する経費に充当する財源は，

その年度の収入でなければならないという原則を，会計年度独立の原則という

（法第 208 条第２項）。 

    しかし，この原則を徹底すると，浪費を招いたり，大規模工事などでは単年

度では実施できないことがあるため，次のような例外を設けている。 

① 継続費の逓次繰越し（法施行令第 145 条第１項） 

② 繰越明許費（法第 213 条） 

③ 事故繰越し（法第 220 条第３項） 

④ 過年度収入及び過年度支出（法施行令第 160 条，法施行令第 165 の８） 

⑤ 歳計剰余金の繰越し（法第 233 条の２） 

⑥ 翌年度歳入の繰上充用（法施行令第 166 条の２） 

 

 

                                                  
15 山崎正（平成 16 年）『地方議員のための予算・決算書読本』勁草書房 pp.60-63 
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  イ 総計予算主義の原則 

    一会計年度における一切の収入及び支出を歳入歳出予算に編入しなければな

らないとする原則を，総計予算主義の原則という（法第 210 条）。現行の地方自

治法が総計予算主義の原則を採用しているのは，収入と支出を相殺してその差

額を予算に計上するよりも，一切の収入と支出を予算に計上する方が，収入と

支出の実態を明らかにすることができ，予算を執行する責任の所在を明らかに

することができるからである。 

    総計予算主義の原則には，次のような例外がある。 

    ① 一時借入金の収支（法第 235 条の３） 

    ② 歳計余剰金を基金に編入する場合の収支（地方財政法第７条第１項） 

    ③ 基金の管理上の収支（法第 241 条） 

 

  ウ 単一予算主義の原則 

    地方公共団体の会計を，一個のものとし，あらゆる歳入歳出を一括して経理

するとともに，一会計年度一回の予算で処理することを建前とすることを，単

一予算主義の原則という。これは，一括して財政上の統制を図り，財政全般に

ついて計画的に見通しを立てて，濫費を防止しようとするものである。 

    ただし，例外として，地方公共団体が特定の事業を行う場合その他特定の歳

入をもって特定の歳出に充て，一般会計と区別して経理することが適当である

場合には，条例で特別会計を設けることができる上，補正を行うこともできる

（法第 209 条第２項，法第 218 条第１項）。 

 

  エ 予算事前議決の原則 

    予算は，地方公共団体の年度における歳入歳出における見積りであるが，い

かに地方公共団体の長に予算編成権があるからといって，地方公共団体の長が

編成して直ちに執行することはできず，必ず，住民の代表機関である議会に提

案し，年度開始前にその議決を経なければならないという原則を，予算事前議

決の原則という。 

    予算事前議決の原則にも，次のような例外が設けられている。 

    ① 首長の専決処分（法第 179 条第１項） 

    ② 首長の予算原案執行権（法第 177 条第３項） 

 

  オ 予算公開の原則 

    予算の歳入は住民の負担によって支えられ，支出は行政サービスとして住民

に提供されるが，この収入と支出は住民に公開されなければならないという原

則を，予算公開の原則という。 
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  カ 予算統一の原則 

    予算の構成は，一貫した秩序に基づいて，系統立った一定の様式で調製され

なければならないとする原則を，予算統一の原則という。 

    予算の様式は，法令の規定で一定の様式が定められ，特に，歳入歳出予算に

ついては，歳入は，性質別に，歳出は，目的別に款項に区別し，さらに，予算

の執行に関する手続きとして各項を目・節に区分し，その区分の内容まで総務

省令で基準が示されている。 

 

  



16 
 

第２ 予算決算の審査方法 
 

１ 全国的な状況16 17 18 

  予算決算は，住民生活に直結した重要な議案であるため，その審議は本会議の場

でのみ行われるのでなく，まず，常任委員会又は特別委員会に付託されて，専門的

かつ集中的な審査が行われ，その審査結果を踏まえて本会議で議決が行われるのが

一般的である。 

  当初予算案の審査機関については，地方行財政調査会が実施した「当初及び補正

予算における審議・審査方法に関する調べ」の調査結果によると，平成 30 年 10 月

1 日現在において，回答した 668 団体のうち， も多くの 263 団体が予算特別委員

会で審査を行うと回答している。また，その他の審査方法としては，議案を関係の

常任委員会に分割付託する審査方法のほか，予算決算常任委員会，予算決算特別委

員会及び予算常任委員会の設置によって，審査を行うとの回答もなされている。 

  また，決算の審査機関についても，当初予算案と同様に多くの団体では，決算特

別委員会を設置して審査が行われている状況である。 

予算決算の審査方法については，平成 18 年の地方自治法の一部改正によって，そ

れまで禁止されていた議員の複数常任委員会への所属が認められたことを背景に，

近年では，予算決算常任委員会を設置し，予算と決算を一つの常任委員会で審査す

る議会が増えつつある。また，予算決算常任委員会の設置までは行わずとも，予算

常任委員会又は決算常任委員会の設置を進める議会も増えつつある。 

 

                                                  
16 地方行財政調査会 『当初及び補正予算における審議・審査方法に関する調べ』 
17 井上源三（平成 15 年）『 新地方自治法講座５ 議会』株式会社ぎょうせい pp.144-147 
18 新川達郎 『議会と予算決算 第２回』地方議会人 2018 ７月号（平成 30 年）pp.48-51 

予算特別委員

会, 263

所管の常任委員

会に分割付託, 
202

予算決算常任委

員会, 92

予算常任委員

会, 45

予算決算特別委

員会, 39

その他, 27

当初予算議案の審査方法
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２ 本市の状況 

 ⑴ 当初予算審査 

ア 本会議での質疑 

当初予算は，本会議において代表質疑及び補足質疑を行うことを例としてい

る。 

この代表質疑と補足質疑は，翌年度の市政活動全般に関する当初予算案の重

要性に鑑み，２，３月定例会に限り，特別に行われている質疑である（改選年

には補足質疑は行われない。）。 

 

イ 審査機関 

２，３月定例会の会期中に全議員で構成する条例予算特別委員会を設置し，

５つの常任委員会単位に５分科会を設置して審査を行う。 

 

ウ 審査時期 

    ３月（２，３月定例会 会期中審査） 

 

エ 審査日数 

   ・総会質疑：３日（改選年は２日） 

・分科会審査：１分科会あたり６日，同時開催（改選年は４日） 

 

オ 審査方法 

    【総会】 

     ・発言通告：総会質疑の日程の前日午後５時までに発言者氏名，議案番

号，件名，予算の款を通告することとなっている。 

・発言形式：一問一答 

     ・発言時間：会派持時間制 

    【分科会】 

     ・発言通告：発言通告制を採用していない。 

     ・発言形式：一問一答 

・発言時間：制限なし 

 

カ 分科会審査内容の共有方法 

     分科会終了後， 初に開かれる総会において，全議員の机上に各分科会の

記録を配付することで報告としている。 
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 ⑵ 決算審査 

  ア 本会議での質疑 

決算の議案は９月定例会において提案されているが，本会議での質疑は行わ

れていない。 

 

イ 審査機関 

    ９月定例会の会期中に全議員から監査委員２人を除く議員で構成する決算特

別委員会を設置し，５つの常任委員会単位に５分科会を設置して審査を行う。 

 

ウ 審査時期 

    10 月 

（９月定例会 終日に決算関係議案の閉会中継続審査を決定し，閉会中に審

査） 

 

※ 令和元年度決算からは，９月定例会中に審査が行われる予定 

  （日程案については p.21 参照） 

 

エ 審査日数 

   ・総会質疑：４日（前半３日，後半１日） 

   ・分科会審査：１分科会あたり５日，同時開催 

 

オ 審査方法 

【総会】 

・発言通告：総会質疑の日程の前日午後５時までに発言者氏名，議案番号，

件名を通告することとなっている。 

・発言形式：一問一答 

・発言時間：会派持時間制 

   【分科会】 

    ・発言通告：発言通告制を採用していない。 

    ・発言形式：一問一答 

・発言時間：制限なし 

 

カ 分科会審査内容の共有方法 

分科会終了後， 初に開かれる総会において，全議員の机上に各分科会の記

録を配付することで報告としている。 
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キ  本会議での採決 

12 月定例会の初日に，決算特別委員長による報告が行われ，その後，討論，

採決を行う。 

 

※ 令和元年度決算からは，９月定例会中に採決が行われる予定 

 （日程案については p.21 参照） 

 

  



21 
 

 

  ※ 休会日は，土日祝日を除いて３日 
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令和元年度 決算特別委員会審査日程 

月 日 曜 時 間 区     分 

１０． ２ 水 午前10時 総 会・審査日程、審査方針の決定 

   ・財政局長、水道事業管理者及び交

通事業管理者の決算概要説明 

   ・監査委員からの意見聴取 

３ 木 午前10時 総 会（質 疑） 

４ 金 午前10時 総 会（質 疑） 

 

７ 月 午前10時 総 会（質 疑） 

８ 火 

分   科   会 
 ９ 水 

１０ 木 

１１ 金 

 

 

 

  

１５ 火 分   科   会 

１６ 水 
（ 分 科 会 報 告 書 作 成 日 ） 

１７ 木 

１８ 金 午前10時 総 会（質 疑） 

 

 

２１ 月 午前10時 総 会（意見開陳、採決） 
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⑶ 当初予算と決算の審査方法の比較（考察）19 

  本市の当初予算と決算の審査日程を比較した場合，次のような審査方法の差異

が見られる。 

第１に，当初予算は，決算では行われていない質疑（代表質疑及び補足質疑）

が行われている。 

この点については，予算と決算の違いという視点から考察を行った。とりわけ

歳出予算は，執行機関の経理の執行を拘束するという機能を有しているのに対し

て，決算は，執行機関による予算の執行状況を監視するものであり，予算のよう

な執行機関の経理の執行を拘束するという機能は有していない。つまり，予算決

算の大きな違いは行為規範としての規範性の有無であり，この点を踏まえると，

予算の審査はより慎重に行われる必要があると考えられるため，当初予算審査で

は，特別に代表質疑と補足質疑という形式で質疑が行われていると考えられる。 

第２に，予算決算の両特別委員会中に行われる総会質疑の日程が，当初予算は

分科会後に３日間行われているのに対して，決算は分科会前に３日，分科会後に

１日行われることとなっている。 

決算の審査全体の日程が上記のように決定された経緯は不明であるが，決算議

案が現在の決算特別委員会で審査されるようになった昭和 43 年度から同様の審査

が行われている。決算審査は本会議での議案質疑が行われていないため，これに

代わる質疑として，分科会審査の前に総会質疑が３日間設けられているものと考

えられる。つまり，決算の総会質疑の前半３日間は，決算議案に対する議案質疑

としての意義を有しているものと考えられるのではないか。 

それでは，予算決算の分科会後に行われる総会質疑は，一体どのような意義を

有しているのだろうか。これに関しては，国会の予算委員会での審査を例に考察

を行った。予算委員会での審査は，提案理由説明に始まり，基本的質疑，一般質

疑，公聴会，（場合によって集中審議），分科会，締めくくり質疑，討論，採決と

いう流れで行われる。この締めくくり質疑は，次の審査段階である討論に備え

て，それまでの審査の全体を取りまとめ，委員会としての結論を導き出すための

意義を有している。本市の分科会後に行われる総会質疑は，質疑が行われる時期

等を鑑みると，この締めくくり質疑と同様の位置づけがなされていると考えられ

るのではないか。 

  

                                                  
19 浅野一郎（平成２年）『ガイドブック国会－制度のすべて－』株式会社ぎょうせい pp.252-260 
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⑷ 補正予算審査 

  ア 本会議での質疑 

補正予算案が提案された場合，議案質疑が行われる。 

 

イ 審査機関 

議案の所管が複数委員会にまたがる場合は，各所管の常任委員会に議案を分

割付託して審査を行う。 

 

ウ 審査日数 

    議案の付託を受けた常任委員会で１委員会あたり１～２日の審査を行う。 

 

エ 審査方法 

    ・発言通告：発言通告制を採用していない。 

・発言形式：一問一答 

    ・発言時間：制限なし 

 

  オ 委員会審査の共有方法 

    各常任委員会の委員長が 終日の本会議で口頭により報告を行っている。 

 

（例）議案第 94 号 令和元年度福岡市一般会計補正予算案（第３号） 

     12 月 10 日（火） 本会議（招集日） 

      上記議案が議会に上程され，市長から提案理由の説明がなされた後，各

議員の議席に配付している議案付託表によって，当該議案は，総務財政委

員会，教育こども委員会，経済振興委員会，福祉都市委員会，生活環境委

員会に分割して付託する旨を議長が本会議内で報告。 

 

     12 月 16 日（月）～12 月 17 日（火） 常任委員会 

      各委員会において，付託議案の審査及び採決を行った。 

       →上記議案は，各委員会の付託議案審査の結果，いずれも原案どおり

可決すべきものと決された。 

 

     12 月 18 日（水） 本会議 

      委員会での採決結果を各委員長から報告。 

       →本会議の採決では，賛成多数によって本議案が可決された。 
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 ⑸ 本市の予算決算審査の更なる充実に向けて想定される論点 

ア 特別委員会の審査方法 

 (ア) 総会質疑 

     ⑶で述べた「当初予算と決算の審査方法の比較（考察）」を前提とすると，

決算審査の分科会前に３日間設けられている総会質疑は，議案質疑の意義を

有していると考えられるため，付託を受けた議案についての疑問をただすと

いう視点を意識した質疑を行うという整理も考えられるのではないか。ま

た，分科会後に行われる総会質疑は，国会の予算審査でいう締めくくり質疑

としての意義を有していると考えるとすると，次の審査段階である討論に備

えて，それまでの審査の全体を取りまとめ，委員会としての結論を導き出す

ための論点整理を意識した質疑や，それまでに行われた審査の成果等を意識

した質疑を行うという整理も考えられるのではないか。 

また，市政方針等の市の大局的な政策の方向性をただすための質疑は，本

会議で行われる一般質問，代表質疑及び補足質疑等で行い，特別委員会で行

われる総会質疑においては，予算決算議案に記載されていない個別事業の費

用，あるいは，その手法等の詳細な点に焦点を当てるということを意識した

質疑を行うという整理も考えられるのではないか。 

市行政全般についてただす機会は，本会議での一般質問，代表質疑及び補

足質疑や，特別委員会での総会質疑等の複数の制度があるが，予算決算審査

の更なる充実に向けて，上述した内容等について一考の余地があるのではな

いか。 

 

   (イ) 分科会審査内容の共有方法 

     分科会審査の共有方法については，全議員が参加する委員会の場で机上に

各分科会の記録を配付することで報告としている例と，各分科会の主査が口

頭で報告を行う例が見られる。 

     前者の場合は，各分科会での審査内容を文書で共有することができるとい

うベネフィットが得られる反面，短期間で質疑・答弁等の審査内容の記録を

まとめることとなるため，分科会の期間に集中して膨大な事務負担が発生し

ているというコストにも留意する必要がある（本市の条例予算特別委員会及

び決算特別委員会の分科会の共有は，前者の方法が採用されている。）。 

     後者の場合は，先に述べた分科会期間での膨大な事務負担の発生を避けら

れるというメリットが考えられる反面，口頭で全ての質疑等を報告すること

は現実的ではなく，分科会審査の主な質疑等を取捨選択して報告する必要が

ある（条例予算特別委員会及び決算特別委員会を除くその他の特別委員会の

審査内容の共有は，後者の方法が採用されている。）。 
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イ 補正予算の分割付託 

本市の補正予算の審査方法である各所管の常任委員会で分割して審査する場

合においては，短い審査日数で審査ができるというメリットがある反面，各委

員会における採決結果が異なった場合の運用が困難であり，円滑な議会の運営

を欠くことが想定される。 

また，議案を分割して，関係の委員会にそれぞれ付託し，審査することの可

否については，「予算は不可分であって，委員会としての 終的審査は一つの委

員会において行うべく，二以上の委員会で分割審査すべきものではない」とい

う行政実例があることにも留意すべきである（行実昭和 29 年９月３日自丁行発

160 号）。 

補正予算のその他の審査方法としては，当初予算及び決算と同様に特別委員

会で審査する方法も考えられる。この審査方法の場合は，議案の分割付託を避

けることができるというメリットが想定される。しかしながら，特別委員会は

特定の事件の審査を対象としており，付託事件の審査の結果が本会議に報告さ

れ，審議を終える等の何らかの決着をみた場合，特別委員会はその時点で消滅

することとなる。この点を踏まえると，補正予算は毎会計年度内に複数回生じ

る案件であり，この場合，補正予算案が議会に提案される都度，特別委員会を

設置しなければならないこととなるため，事務手続きが煩雑になることが想定

される。 

その他にも，補正予算を予算常任委員会で審査する方法も考えられる。この

審査方法の場合は，議案の分割付託を避けることができるというメリットが想

定されるが，予算常任委員会を既存の常任委員会と同様に一部の議員で構成す

るときは，予算の委員会審査に参加できない議員も生ずることが想定される。

また，現行法では，議員が複数の常任委員会に所属することも可能であるた

め，例えば，予算常任委員会で審査を行うことも考えられるが，この審査方法

の場合は，現在の常任委員会のような委員会の同時開催ができないため，審査

日程の工夫が必要である等，議会運営のあり方について検討が必要となるだろ

う。 
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３ 各政令指定都市の状況 

 【調査概要】 

  ・調査実施団体 福岡市議会事務局調査法制課 

  ・調査時点   平成 30 年 12 月 

  ・調査対象   政令指定都市議会事務局（20 自治体） 

          当初予算及び決算並びに補正予算の審査方法について 

  ・調査方法   文書照会及び平成 30 年度の議会事務調査より収集 

 

 

 【調査結果の概要】 

  ① 当初予算及び決算について 

・両議案とも特別委員会に付託している市（11 市） 

・両議案とも常任委員会に分割付託している市（３市） 

・両議案とも予算決算常任委員会に付託している市（１市） 

・当初予算議案を常任委員会に分割付託し，決算議案を特別委員会に付託してい

る市（４市） 

   ・当初予算議案を予算常任委員会に付託し，決算議案を決算特別委員会に付託し

ている市（１市） 

 

  ② 補正予算について  

   ・一般会計補正予算の歳入及び歳出を常任委員会に分割付託している市（12 市） 

   ・一般会計補正予算の歳入は，総務系の常任委員会に付託し，歳出については，

所管の常任委員会に分割付託している市（４市） 

   ・一般会計補正予算の歳入及び歳出を総務系の常任委員会に付託している市 

（１市） 

・予算常任委員会に付託している市（１市） 

・予算特別委員会に付託している市（１市） 

・予算決算常任委員会に付託している市（１市） 

 

※ 調査結果の詳細については，次頁以降のとおり。 
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⑴ 当初予算議案の審査状況について 
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 ⑵ 決算議案の審査状況について 
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⑶ 補正予算議案の審査状況について 
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第３ 予算決算審査における先進事例について 
 

近年の議会改革の取組における予算決算審査の先進事例として，議会からの政策

サイクルを意識し，決算審査に行政評価を組み合わせている他都市の事例も見られ

る。 

 

１ 議会からの政策サイクルの実践20 

「平成 18 年に北海道の栗山町議会が全国で初となる議会基本条例を制定してから

12 年が経過し，この間に地方議会は大きく変わった。議会改革の次のステージの中

心的な課題は，政策に強い議会を創ることであり，議会からの政策サイクルの形成

が重要な鍵を握る」と山梨学院大学の江藤俊昭教授は主張している。 

今日，議会からの政策サイクルの形成については，「議会改革白書」等において，

様々な都市の実践内容が報告されている。本稿では，議会が行政評価を導入し，決

算審査を充実させるとともに，執行機関に政策提言を行うことによって，次年度の

予算要望に繋げるというサイクルを確立している他都市の事例に触れる。 

 

２ 議会としての行政評価の実施状況21 22 

  議会としての行政評価とは，各議員が評価者となって各事業・各施策等の評価を行

い，その評価者となった議員同士の討議を経て， 終的に合議体である議会としての

評価結果を取りまとめる取組である。その取組の特徴としては，合議体である議会と

して評価を取りまとめるに当たって，必然的に議員間討議が行われる点にある。その

結果，議会としての意思形成がなされ，合議体としての政策提言が可能となる。 

  議会による行政評価の導入は，以下のような効果があると考えられる。 

  第１に，新年度の予算編成前に，行政評価を基にした提言書を執行機関に提出する

ことによって，新年度予算に提言内容を反映させる機会を作り出せる。 

  第２に，議会のチェック機能を高め，会派の垣根を超えた議員同士の協議により，

政策立案能力を高めていくツールになり得る。 

  第３に，執行機関に対して行政評価を基にした提言を行うことで，執行機関の事業

執行に対する安易な取組の抑制と議会権能の向上が期待される。 

全国自治体議会の運営に関する実態調査 2017 によると，平成 28 年の間に，議会と

しての行政評価を行ったのは 1485 自治体中，事務事業評価が 54，施策評価が 18，政

策評価が７の自治体で実施されている。 

  

                                                  
20 江藤俊昭 『政策に強い議会を創る 第１回』日経グローカル 2017 ７月号 pp.60-61 

21 山本哲平（平成 26 年）『地方自治体予算における議会の参画』経営戦略研究 pp.117-134 

22 自治体議会改革フォーラム ホームページ（平成 31 年１月 21 日）『http://www.gikai-

kaikaku.net/pdf/2017enq_date_20170729.pdf』 
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３ 他都市事例 

 ⑴ 飯田市議会（長野県）23 24 

長野県飯田市議会は，議会による行政評価を積極的に行い，行政評価，決算認

定，政策提言，予算審査という一連のサイクルを創り出している。 

飯田市議会は，自治基本条例第 22 条に規定する「市議会の責務」を果たすた

め，また，議決事項とした基本構想基本計画の進行管理に関与することで議会と

しての責任を果たすため，平成 20 年に議会による行政評価を導入している。 

行政評価の主な手順は，次のとおりである。 

 

  ステップ１ 成果説明の聴取 ７月中旬 

   市が基本構想基本計画に掲げる基本目標（12 項目）と年度戦略（55 項目の小戦

略）について，執行機関からの評価の説明を受けるとともに，各議員から必要な

質疑を行う。 

 

  ステップ２ 個々の議員による評価 ７月下旬 

   ステップ１を踏まえて，個々の議員が評価を行う。 

 

  ステップ３ 各委員会の意見集約 ８月上旬 

   ステップ２で行った個々の議員による評価を持ち寄り，委員会としての意見を

集約する。 

 

  ステップ４ 全員協議会での検討経過確認 ８月下旬 

   各常任委員会での検討の経過について，全員協議会（第３回定例会前）で委員

長が報告し，全体で確認を行う。 

 

  ステップ５ 決算報告の委員会審査及び全体会での確認 ９月中旬 

   ステップ４の意見を踏まえ，各常任委員会の提言内容を全議員で確認を行う。 

 

  ステップ６ 提言 ９月下旬 

   ９月定例会本会議（ 終日）において，各常任委員会からの提言を所管事務の

報告で行い，閉会後に議長から市長に提言書を手交し，各常任委員会の委員長が

説明を行う。議会が行った提言への対応については，翌年の第１回定例会におい

て説明を受ける。 

                                                  
23 江藤俊昭（平成 28 年）『議会改革の第２ステージ』株式会社ぎょうせい pp.24-26 

24 飯田市議会ホームページ（令和２年１月 29 日）

『https://www.city.iida.lg.jp/site/assembly/gyouseihyouka3007.html』 
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 ⑵ 藤枝市議会（静岡県）25 26 

静岡県藤枝市議会の議会改革の取組の特徴は，二元代表制における議会の役割

を高めるため，決算特別委員会，予算特別委員会及び常任委員会が相互に連携し

て，執行機関を監視・評価する三つのチェック体制を構築している点である。 

また，藤枝市議会も飯田市議会と同様に議会としての行政評価を導入してお

り，行政評価で取りまとめた意見を予算編成時期までに執行機関に提言してい

る。 

なお，藤枝市議会では，22 名の全議員がどちらの特別委員会にも属することが

できるようにとの考えから，委員数は，両特別委員会とも 11 人としており，原則

１年で入れ替わることとしている。 

各委員会における役割は，次のとおりである。 

 

【決算特別委員会】委員数 11 人 

   決算審査の対象となる前年度の決算を総括的に審査。併せて，市民目線にた

ち，事業に無駄がないか，市民サービスが向上しているかを主眼に，市の主要

事業について，その成果や課題を整理し，事業評価を行う。 

   また，この事業評価を踏まえ，市民の意見を的確に次年度予算へ反映するこ

とができるよう，次年度の予算編成及び事業の実施に向けた執行機関への提言

を行う。 

 

  【予算特別委員会】委員数 11 人 

   予算審査の対象となる次年度予算を総括的に審査。併せて，決算特別委員会

からの執行機関への提案が次年度予算に反映されているかを確認。 

 

  【常任委員会】 

   決算特別委員会における評価は前年度の事業に対する評価であり，新年度に

向けた提言との間に１年間のブランクが生じることを防ぐために，現年度の事

業の課題や進捗状況をチェック。 

   

 

 

 

 

                                                  
25 廣瀬克哉・自治体議会改革フォーラム（平成 24 年）『議会改革白書 2012 年版』pp.66- 71 

26 藤枝市議会ホームページ（令和２年１月 29 日）

『https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/material/files/group/68/gikaikaikakucheckcycle.pdf』 
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ア 議会による行政評価から予算審査までの主な流れ 

(ア) 評価対象事業の抽出 

６月定例会において決算特別委員会を設置し，９月定例会までに執行機関

が作成している「全事業の総点検シート」及び「当初予算概要の施策別主要

事業等」を参考に，評価対象事業を抽出。 

 

   (イ) 決算審査 

     決算特別委員会の委員が，９月定例会中の４日間の委員会審査の中で，通

常の決算審査に加えて(ア)で抽出した全事業の評価を実施。 

 

(ウ) 提言書の提出 

決算審査後，(ア)で抽出した事業の中から更に主要事業の抽出を行い，当該

事業について，各委員の評価内容，意見等を整理し，事業進捗についての評

価，課題解決に向けた意見，提案，新年度予算への反映内容について，次年

度の予算編成に向けた提言書をまとめ，10 月下旬までに市長へ提出。 

 

   (エ) 提言への対応についての説明 

     11 月定例会までに予算特別委員会を設置し，２月定例会前に決算特別委員

会が提出した提言への対応について執行機関から説明を受ける。 

 

(オ) 予算審査 

     ２月定例会中の４日間の委員会審査の中で，予算審査を行うのと同時に，

決算特別委員会からの提言が，どのように新年度予算に反映されているかを

確認。 

 

  イ 藤枝市議会のチェックサイクル 

藤枝市議会は，決算特別委員会における評価は，前年度の事業に対する評価

であり，新年度に向けた提言との間に１年間のブランクが生じることを防ぐた

めに，決算特別委員会及び予算特別委員会と常任委員会との有機的な連携を行

っている。常任委員会として，現年度の予算執行や取組の進捗状況をチェック

していくことで，執行機関に対して的確な事業の進捗を促すとともに，事業評

価を活かした議会のチェックサイクルを確立している。 
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前年度
施策・事業

施策評価と次年
度予算への提言

決算特別委員会

【議会のチェックサイクルのイメージ】

予算及び決算特別委員会での前年度・次年度のチェック機能に，常任委
員会での現年度チェック機能を加えた，議会としてのさらなる機能強化体
制を確立

常任委員会

現年度
施策・事業

進行中の施策チェッ
クと提言

予算特別委員会

次年度
施策・事業

次年度施策審議と
提言反映確認

決算特別委員会での提言の反映を確認
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おわりに27 
 

地方分権改革の進展に伴い，議会の権限や自由度が拡大しており，議会運営において

監視機能や自主性を発揮できる環境が整ってきている。また，社会経済や地域社会は大

きく変容を見せ，地方公共団体は，時代の変化に伴う多くの課題に直面している。この

ような中，団体意思を決定し，執行機関を監視する役割を担う地方議会においては，政

策形成機能の発揮等を通じ，その役割を十分に果たすことがこれまで以上に求められて

いる。 

また，東京大学大学院の金井利之教授は，議会改革に関する発言の中で，現実の政治

社会において住民からの信頼を勝ち得るためには，議員は仕事をしなければならず，良

い仕事をするためには権力を持つことが必要であると説くとともに，自治体における権

力の中核は予算であるため，議会改革は予算部分にメスを入れ，予算改革を行うことが

大切であるとして，予算審査の重要性について強調している。 

 さらに，平成 26 年７月に総務省が設置した「地方議会に関する研究会」の報告書に

は，議会制度に関する論点として，決算審査の充実が挙げられており，議会の監視機能

の充実を図るためには，決算審査と予算編成の連携強化等の視点が報告されている。 

その他，全国市議会議長会の会長の諮問機関である「議会のあり方研究会」が平成 27

年６月に出した報告書では，議会の監視機能及び政策形成機能をさらに向上させるため，

決算審査を充実させるとともに，その結果を市政に反映させる仕組みの構築を図ること

についての提言がなされている。 

本市における決算審査については，決算審査の議論の内容を翌年度の予算により反映

させるという観点から，決算審査時期を見直すことが議論され，令和元年度決算から，

決算議案の審査から本会議での採決までを９月定例会中に行うこととなった。今後は，

この新たな決算審査の実施状況を精査するとともに，より充実した審査のあり方を模索

していく必要がある。 

本稿では，議会の議決事項のうち，予算決算に着目してこれまで種々述べてきた。本

調査が今後の更なる予算決算審査の充実に向けて，改めて予算決算のあり方等について

考える契機としていただけると幸いである。 

                                                  
27 平成 28 年 11 月９日 三重県議会主催『第８回 全国自治体議会改革推進シンポジウム』金井利之 基調講演 

 『http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000700135.pdf』 
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