
選挙管理委員会事務局 平成２９年度 局運営方針（案）
１．主な現状と課題

（１）適正かつ円滑な選挙の執行

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。

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。

（２）投票環境の整備

各選挙において、全般的に投票率は低下傾向にあるため、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）若年層に向けた選挙啓発

選挙権年齢が引き下げられて初めての

参議院議員通常選挙では、10代の投票率

が比較的高い結果となりました。

しかし、依然として20代・30代の投票

率が特に低い傾向にあることを踏まえ、

より一層若年層の政治や選挙に対する関

心を高めていく取組が強く求められてい

ます。 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80歳以上

%
年代別投票率

（平成28年執行参議院議員通常選挙・埼玉県選挙区）

主な選挙の執行予定

選挙名 任期満了日

さ い た ま 市 長 選 挙 平成29年 5月26日

※平成13年4月以前は、埼玉県全体の平均投票率
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）任期満了によるさいたま市長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 29年度 28年度 説明

1 市長選挙費 377,144 1,794 任期満了によるさいたま市長選挙の投票、開

〔選挙課〕 (377,144) (1,794) 票、選挙会、ポスター掲示場の設置、選挙公

報の発行その他の選挙公営等を実施

（２）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 29年度 28年度 説明

2 拡大常時啓発事業 4,189 3,630 選挙啓発標語・ポスターコンクール、出前講

〔選挙課〕 (4,064) (3,630) 座、中学校3年生向け社会科副読本の配布、

その他の啓発事業を実施

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
　　　　　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
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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
コピー機使用料の見
直し

平成27年度、平成28年度の使用実績に基づき、予算
額を縮小する。

△ 16

選挙課
選挙啓発に係る消耗
品費の見直し

選挙啓発の事業計画を見直し、予算額を縮小する。 △ 236
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 18款

-

＜主な事業＞

１ 36,738

２ 7,466

３ 713

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 23款

-

＜主な事業＞

１ 979

２ 1,777

３ 1,433

　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。

明るい選挙推進協議会の活動促進
　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

前年度予算額 3,630

増減 559 

125

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 4,064

　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。

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 諸収入

事務事業名 常時啓発事業 予算額 4,189

事務事業名 選挙管理委員会運営事業 予算額 44,917
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 44,547

　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 40,332

増減 4,585 

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。

出前講座の様子
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 301,189

２ 70,565

３ 5,390

　ポスター掲示場の設置、選挙公報の発行その他の選挙公営
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。

投・開票等事務
　投票、期日前投票、不在者投票、開票、選挙会、立候補届出
受付、当選証書の付与等の事務を行います。

ポスター掲示場その他の選挙公営

前年度予算額 1,794

増減 375,350 

377,144

＜事業の目的・内容＞

　任期満了によるさいたま市長選挙の適正な執行を図ります。
　任期満了日　平成29年5月26日

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 市長選挙費 一般財源

事務事業名 市長選挙費 予算額 377,144
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