
選挙管理委員会事務局　平成２８年度　局運営方針（案）
１．主な現状と課題

選挙は民主主義の根幹をなす制度であり、民主政治の健全な発展には、選挙
の適正な執行と有権者の積極的な投票参加が欠かせません。このため、関係法
令に基づき選挙を適正かつ円滑に執行していくとともに、投票率向上のため選
挙人が気軽に投票できる環境づくりや、政治や選挙への関心を高める取組が求
められています。

（１）各選挙を適正かつ円滑に執行す

るために、公職選挙法その他関係

法令に基づき、市及び各区の選挙

管理委員会が連携して取り組む必

要があります。

（２）投票率の低下傾向は、全ての選挙において顕在化しており、選挙人が気
軽に投票できる環境づくりを引き続き推し進める必要があります。
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（３）全般的に投票率が低下している傾向の
中、選挙権年齢が引き下げられ、また、
これまでも若年層の投票率が特に低い傾
向にあることを踏まえて、若年層の政治
や選挙に対する関心を高めていく必要が
あります。
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※北区を除く（無投票）

主な選挙の執行予定

選挙名 任期満了日

参 議 院 議 員 通 常 選 挙 平成28年 7月25日

さ い た ま 市 長 選 挙 平成29年 5月26日

新堀土地改良区総代総選挙 平成28年 5月 7日

新 方 領 用 悪 水 路 土 地 改 良 区 総 代 総 選 挙 平成28年12月26日

見沼代用水土地改良区総代総選挙 平成29年 1月24日
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）各選挙を適正に執行します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

1 新規参議院議員通常選挙費 426,870 0 任期満了による参議院議員通常選挙の投票、

〔選挙課〕 (0) (0) 開票、ポスター掲示場の設置、選挙公報の配

布等を実施

2 新規土地改良区総代総選挙 509 0 任期満了による新堀土地改良区総代総選挙、

費 (0) (0) 新方領用悪水路土地改良区総代総選挙、見沼

〔選挙課〕 代用水土地改良区総代総選挙の投票、選挙会

等を実施

（２）任期満了によるさいたま市長選挙の準備事務を行います。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

3 新規市長選挙費 1,794 0 任期満了によるさいたま市長選挙の立候補予

〔選挙課〕 (1,794) (0) 定者説明会及び確認団体説明会の開催その他

の準備事務を実施

（３）若い有権者の政治意識の向上や将来の有権者の育成に向け取り組みます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

4 常時啓発事業 3,630 4,120 選挙啓発標語・ポスターコンクール、出前講

〔選挙課〕 (3,630) (4,120) 座、中学校３年生向け社会科副読本の配布、

選挙権年齢の引下げに係る啓発を実施

法令に基づき選挙を適正かつ円滑に執行していくとともに、選挙人が気軽に投票できる環

境づくりや、政治や選挙への関心を高める取組に努めます。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１３事業　　成長 … 成長戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
　　　　　行革 … 行財政改革推進プラン２０１３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

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

選挙課
寄附の禁止チラシ
自治会回覧の見直し

平成28年度から、さいたま市明るい選挙推進協議会
においてチラシ制作を実施することで、予算額を廃
止する。

△ 203

選挙課
副読本作成業務委託
の見直し

平成27年度の契約実績額を踏まえ、予算額を縮小す
る。

△ 6
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 16款

-

＜主な事業＞

１ 37,226 

２ 2,346 

３ 760 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 366 ４ 1,299

２ 1,026 

３ 939 

事務事業名 選挙管理委員会運営事業 予算額 40,332 
局/部/課 選挙管理委員会事務局/選挙課

款/項/目 2款 総務費/6項 選挙費/1目 選挙管理委員会費 県支出金 370 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 39,962 

　市及び10区の選挙管理委員会の運営、選挙人名簿の調製その他各選挙に共通する選
挙管理を行います。

前年度予算額 42,355 

増減 △ 2,023 

市・区選挙管理委員会の運営
　市・区選挙管理委員会の会議の開催等を行います。

選挙人名簿の調製等
　公職選挙法の規定による選挙人名簿及び在外選挙人名簿
の調製等を行います。

指定都市選挙管理委員会連合会事業
　指定都市選挙管理委員会連合会の会議に参加し、選挙制
度及び選挙事務の調査研究等を行います。

事務事業名 常時啓発事業 予算額 3,630 
局/部/課 選挙管理委員会事務局/選挙課

款/項/目 2款 総務費/6項 選挙費/2目 常時啓発費 一般財源 3,630 

＜事業の目的・内容＞

　公職選挙法第6条の規定に基づき、選挙に関する啓発、周知等を行います。

＜特記事項＞

　公職選挙法改正による選挙権年齢の18歳への引下げに伴い、若者が選挙や政治への
関心を深めるための取組を実施します。

前年度予算額 4,120 

増減 △ 490 

18歳選挙権の広報、啓発 明るい選挙推進協議会の活動促進
　公職選挙法の改正により選挙権年齢が18歳に引下げとなりま
すので、その広報を実施し、新しい有権者の投票参加を促しま
す。

　さいたま市及び10区の明るい選挙推進協議会の活動の促進
を図ります。

選挙啓発コンクールの実施、副読本の配布等

　明るい選挙啓発ポスター・標語コンクールの実施、中学3年生
向けの社会科副読本を作製・配布、出前講座の開催等を通じ
て将来の有権者の政治や選挙に対する関心を高めていきま
す。
啓発活動の開催

　区民まつり等のイベントにおける啓発活動、政治講演会の開
催等を通じて政治意識の高揚に努めます。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 21款

＜主な事業＞

１ 123 

２ 144 

３ 242 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 323 

２ 1,471 

　任期満了（平成28年5月7日）に伴う新堀土地改良区総代総
選挙を執行します。

新方領用悪水路土地改良区総代総選挙
　任期満了（平成28年12月26日）に伴う新方領用悪水路土地
改良区総代総選挙を執行します。

見沼代用水土地改良区総代総選挙
　任期満了（平成29年1月24日）に伴う見沼代用水土地改良区
総代総選挙を執行します。

前年度予算額 0 

増減 皆増 

新堀土地改良区総代総選挙

＜事業の目的・内容＞

　土地改良法及び土地改良法施行令の規定に基づき区選挙管理委員会が協力すること
とされている土地改良区総代総選挙を執行します。

事務事業名 土地改良区総代総選挙費 予算額 509 
局/部/課 選挙管理委員会事務局/選挙課

款/項/目 2款 総務費/6項 選挙費/3目 土地改良区総代総選挙費 諸収入 509 

事務事業名 市長選挙費 予算額 1,794 
局/部/課 選挙管理委員会事務局/選挙課

款/項/目 2款 総務費/6項 選挙費/4目 市長選挙費 一般財源 1,794 

＜事業の目的・内容＞

　任期満了によるさいたま市長選挙を執行するため、その準備事務を行います。
　任期満了日　平成29年5月26日
　選挙執行可能期間　平成29年4月26日から平成29年5月25日まで

前年度予算額 0 

増減 皆増 

候補者関係事務
　立候補予定者説明会及び確認団体説明会を開催します。

投・開票の準備事務
　投票所整理券の作製準備その他の投・開票の準備事務を行
います。

-574-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 16款

＜主な事業＞

１ 379,628 

２ 46,234 

３ 1,008 

事務事業名 参議院議員通常選挙費 予算額 426,870 
局/部/課 選挙管理委員会事務局/選挙課

款/項/目 2款 総務費/6項 選挙費/5目 参議院議員通常選挙費 県支出金 426,870 

＜事業の目的・内容＞

　任期満了による参議院議員通常選挙の適正な執行を図ります。
　任期満了日　平成28年7月25日

前年度予算額 0 

増減 皆増 

投・開票等事務
　投票、期日前投票、不在者投票、開票等の事務を行います。

ポスター掲示場その他の選挙公営
　ポスター掲示場の設置、選挙公報の配布その他の選挙公営
を行います。

選挙啓発事業
　選挙期日、投票方法等を周知し、投票率の向上を図ります。
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