
課コード: 500100 課名称: 選挙管理委員会事務局平成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

500100-001

選挙管理委員会事務

選挙管理委員
会

07-02-13

その他行政委員会部門（内
部管理事務）

01

ソフト事業（義務）

選挙人名簿の調製及び保管、農委選挙人名簿の調製及び保管、海
外在住者の選挙人名簿の調製及び保管、検察審査員候補者予定者
の選定及び候補者の選定。選挙管理委員会開催、永久選挙人名簿
調製、在外選挙人名簿調製、農業委員会委員選挙人名簿調製、裁
判員候補者予定者及び検察審査会候補者予定者のくじによる選定

一般 法令の実施義務（自治事務）

公職選挙法、農業委員
会等に関する法律、検
察審査会法、裁判員の
参加する刑事裁判に
関する法律

6,340

選挙管理委員会事務

市民（選挙人）、海
外居住者、農業者

○選挙人名簿は年4回（6.9.12.3月）定
時登録し、その外の月は月次抹消。
○3月2日定時登録者数75,676人。
○農委選挙人名簿は1月1日現在を3月
末で確定し調製。登録者数10,934人
。
○在外選挙人名簿登録者数60人。
○検察審査員候補者予定者数42人。
○裁判員候補者予定者数76人

○選挙人名簿は年4回（6.9.12.3月）定
時登録し、その外の月は月次抹消。
○
3月2日定時登録者数75,526人。
○農委選挙人名簿は1月1日現在を3月
末で確定し調製。登録者数11,724人
。
○在外選挙人名簿登録者数64人。

○検察審査員候補者予定者数42人。
○裁判員候補者予定者数82人。

・委員会は毎月開催
・選挙人名簿は年4回（3.6.9.12月）定時
登録し、それ以外の月は月次抹消。
・3月2日定時登録者数75,560人
・農委選挙人名簿は1月1日現在を3月
末で確定し調製する。登録者数12,191
人
・在外選挙人登録者数68人
・検察審査員候補者予定者42人
・裁判員候補者予定者109人

・委員会は毎月開催
・選挙人名簿は年4回（3.6.9.12月）定時
登録し、それ以外の月は月次抹消。
・3月2日定時登録者数75,257人
・農委選挙人名簿は1月1日現在を3月
末で確定し調製する。登録者数12,521
人
・在外選挙人登録者数65人
・検察審査員候補者予定者42人
・裁判員候補者予定者142人

500100-001-01

500100-002

選挙啓発事務

選挙管理委員
会

07-01-13

その他行政委員会部門（市
民サービス）

01

ソフト事業（義務）

市民の政治、選挙に対する関心を高めるため、啓発活動を積極的に
開催し、有権者の政治、選挙への意識の高揚を図り、投票率の低下
傾向を防ぐ。選挙違反等の発生を防ぐ。小・中学生及び高校生から
選挙啓発ポスター募集し、その展示会を開催。婦人団体とペタンク大
会を共催。成人式の記念誌への掲載などの常時啓発。明るい選挙推
進員等を対象に研修会を開催。

一般 法令の努力義務（自治事務）

公職選挙法第６条(選
挙に関する啓発、周知
等)

2,044

選挙啓発事務

市民・有権者 ○総会開催1回
。
○明るい選挙啓発ポスターコンクール開
催。応募者数14校193人。

○婦人団体主催のペタンク大会後援。
○成人式で配布する記念誌への選挙記
事掲載
及び新成人模擬投票による啓発。参加
者数499人。
○明推協県南支部主催「明るい選挙啓
発研修」に明るい選挙推進員等8人が参
加。
○明推協の委員14人及び推進員125人
に対し啓発冊子「Voters」を2回送付。

○総会開催1回
。
○明るい選挙啓発ポスターコンクール開
催。応募者数14校144人。

○婦人団体主催のペタンク大会後援。
○成人式で配布する記念誌への選挙記
事掲載
及び新成人模擬投票による啓発。参加
者数381人。
○明推協県南支部主催「明るい選挙啓
発研修」に明るい選挙推進員等19人が
参加。
○参議院議員通常選挙で街頭啓発を
実施。

・総会の開催１回
・明るい選挙啓発ポスターコンクールの
開催
・婦人団体主催のペタンク大会の後援
・成人式での記念誌配布による啓発
・成人式での新成人模擬投票の実施

・明推協県南支部主催「明るい選挙啓
発研修」に明るい選挙推進員等が参加

・総会の開催１回
・婦人団体とペタンク大会の共催
・老人クラブとグランドゴルフ大会の共催
・成人式での記念誌配布による啓発
＊ポスターコンクールは、東日本大震災
の影響により、県明推協が活動を休止し
たため、当市明推協でも開催せず。

500100-002-01

500100-005

市長市議会議員選挙

選挙管理委員
会

07-01-13

その他行政委員会部門（市
民サービス）

01

ソフト事業（義務）

平成23年4月26日任期満了の市長選挙及び欠員が生じた市議会議
員補欠選挙の管理執行、平成24年3月31日任期満了の市議会議員
一般選挙の管理執行。【24年度は該当なし】統一選挙による市長及
び市議会議員の選出（平成23年4月24日執行）及び任期満了による
市議会議員（定数26名）の選出（平成24年3月25日執行）

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方自治法第186条、
公職選挙法第33条 3,886
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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

市長市議会議員選挙

市民（有権者） 平成27年4月26日執行の北上市長選挙
の準備。
○3月10日に立候補予定者説明会開
催。

【25年度は該当なし】 【24年度は該当なし】 ○平成23年4月24日、北上市長選挙及
び北上市議会議員補欠選挙を執行
【市長選挙】
　定数１人、立候補者２人
　当日有権者数74,003人
　投票者数40,786人
　投票所数56か所
　期日前投票所数２か所
　ポスター掲示場数359か所
【市議会議員補欠選挙】
　定数３人、立候補者３人
　無投票
○平成24年3月25日北上市議会議員選
挙を執行
　定数26名　立候補者数28名
　当日有権者数74,575人
　投票者数45,208人
　投票所数56か所
　期日前投票所数２か所

500100-005-01

500100-010

岩手中部土地改良区総代
選挙

選挙管理委員
会

07-01-13

その他行政委員会部門（市
民サービス）

01

ソフト事業（義務）

平成24年９月23日任期満了による総代総選挙を適正に執行する。・
平成24年９月３日執行、第１選挙区から第14選挙区（総代定数99
名）・北上市選管が主管、第１選挙区を花巻市選管、第12・13・14選
挙区を金ケ崎町選管に協力依頼。

一般 法定受託事務

土地改良法第23条

岩手中部土地改良区総代
選挙

岩手中部土地改良
区組合員

【26年度は該当なし】 【25年度は該当なし】 ○当選管主管、第１～11選挙区所管。
○平成24年9月3日執行
。全14選挙区、定数99名。
○全選挙区において立候補者数が定
数を超えないため無投票。

【23年度は該当なし】500100-010-01

500100-012

豊沢川土地改良区総代総
選挙

選挙管理委員
会

07-01-13
その他行政委員会部門（市
民サービス）

01

ソフト事業（義務）

任期満了に伴う総代総選挙を適正に執行する。【24年度は該当なし】
平成23年３月７日任期満了による総代総選挙を、２月21日に執行し
た。当市は、第５選挙区（定数３人）を担当する。主管事務局は花巻
市選挙管理委員会である。

一般 法定受託事務

土地改良法第23条

450

豊沢川土地改良区総代総
選挙

豊沢川土地改良区
組合員

平成27年２月16日執行
○第５選挙区（
定数３人）を所管。立候補者数３人により
無投票。

【25年度は該当なし】 【24年度は該当なし】 【23年度は該当なし】500100-012-01

500100-014

江刺猿ヶ石土地改良区総代
選挙

選挙管理委員
会

07-01-13

その他行政委員会部門（市
民サービス）

01

ソフト事業（義務）

土地改良区総代総選挙の実施。【24年度は該当なし】
奥州市選挙管理委員会が主管。北上市選挙管理委員会は、第10選
挙区（定数６名）、第11選挙区（定数５名）及び第12選挙区（定数４名）
を担当する。

一般 法定受託事務

江刺猿ヶ石土地改良区総
代選挙

江刺猿ケ石土地改
良区組合員

【26年度は該当なし】 【25年度は該当なし】 【24年度は該当なし】 ○第10選挙区（定数６名）、第11選挙区
（定数５名）及び第12選挙区（定数４名）
○立候補者数が定数を超えないため無
投票。

500100-014-01

500100-020

衆議院議員総選挙

選挙管理委員
会

07-01-13
その他行政委員会部門（市
民サービス）

01

ソフト事業（義務）

公正、適正な管理執行による投開票の実施。平成24年11月16日衆
議院解散による衆議院議員総選挙の実施。最高裁判所裁判官国民
審査も同時実施。

一般 法定受託事務

公職選挙法

29,884
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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

衆議院議員総選挙

市民（有権者） 平成26年12月14日投開票
○選挙当日有権者数：国内75,602人、
在外60人
○小選挙区選出議員選挙
　定数１人　立候補者３人
　投票者数：国内42,115人、在外５人
○比例代表選出議員選挙
　名簿届出政党９政党
　投票者数：国内42,115人、在外６人
○投票所数56か所
○期日前投票所数２か所
○ポスター掲示場数355か所

【25年度は該当なし】 平成24年12月16日投開票
○選挙当日有権者数：国内75,426人、
在外67人
○小選挙区選出議員選挙
　定数１人　立候補者４人
　投票者数：国内45,772人、在外５人
○比例代表選出議員選挙
　名簿届出政党10政党
　投票者数：国内45,767人、在外５人
○投票所数56か所
○期日前投票所数２か所
○ポスター掲示場数358か所

【23年度は該当なし】500100-020-01

500100-021

参議院議員選挙

選挙管理委員
会

07-01-13

その他行政委員会部門（市
民サービス）

01

ソフト事業（義務）

任期満了による参議院議員岩手選挙区及び参議院議員比例代表選
挙の執行管理。【24年度は該当なし】
参議院選挙について、北上市における投開票事務を行う。

一般 法定受託事務

公職選挙法第32条

13,920

参議院議員選挙

市民（有権者） 【26年度は該当なし】 ○
平成25年７月21日執行
○選挙当日有権者数：国内75,823人、
在外66人

【選挙区】
○定数１、立候補者数６
○投票者数：国内46,359人、在外５人

【比例代表】
○名簿届出政党12政党
○
投票者数：国内46,350人、在外６人

○投票所数56か所。期日前投票所数２
か所
○ポスター掲示場数358か所

【24年度は該当なし 【23年度は該当無し500100-021-01

500100-025

県知事県議会議員選挙

選挙管理委員
会

07-01-13

その他行政委員会部門（市
民サービス）

01

ソフト事業（義務）

県知事及び県議会議員（北上選挙区）4名の選出するため投開票事
務を公平公正に行う。【24年度は該当なし】任期満了による県知事選
挙及び県議会議員選挙の北上選挙区の執行管理＊東日本大震災
の影響により、選挙が6ヶ月間延期され、23年9月11日に執行。

一般 法定受託事務

地方自治法第186条、
公職選挙法第33条

県知事県議会議員選挙

市民（有権者） 【26年度は該当なし】 【25年度は該当なし】 【24年度は該当なし】 ○平成23年9月11日、岩手県知事選挙
及び岩手県議会議員選挙を執行
【県知事選挙・北上市開票区】
　定数１人、立候補者４人
　当日有権者数74,421人
　投票者数44,274人
　投票所数56か所
　期日前投票所数２か所
　ポスター掲示場数359か所
【県議会議員選挙・北上市開票区】　定
数４人、立候補者５人
　当日有権者数74,418人
　投票者数44,062人
　投票所数56か所
　期日前投票所数２か所
　ポスター掲示場数359か所

500100-025-01
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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

500100-030

農業委員会委員選挙

選挙管理委員
会

07-01-13

その他行政委員会部門（市
民サービス）

01

ソフト事業（義務）

北上市農業委員会委員選挙を適正に執行する。平成25年３月31日
任期満了による北上市農業委員会委員選挙の執行。

一般 法定受託事務

農業委員会等に関す
る法律第9条

農業委員会委員選挙

農業経営者、従事
者等

【26年度は該当なし】 【25年度は該当なし】 ・平成25年２月24日立候補者届出受
付。定数30人に対し、立候補者30人。
無投票。
・平成25年３月３日選挙会を７選挙区で
開催。
・選挙当日有権者数12,337人
・平成25年３月４日当選証書付与式開
催

【23年度は該当なし】500100-030-01

500100-054

全国市区選挙管理委員会
連合会負担金

選挙管理委員
会

07-02-13

その他行政委員会部門（内
部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

民主政治の確立と地方自治の興隆発展に寄与する。選挙の管理執
行及び選挙啓発等の改善研究並びに選挙関係法令の運用に係る調
査検討及び関係機関に対する要請その他選挙に関する調査研究を
行い公職選挙法等の改正要望を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

35

全国市区選挙管理委員会
連合会負担金

全国市区の選管委
員､事務局員

○理事会、定期総会及び選挙事務研究
会開催。
○
要望事項は東北支部理事会で決定し総
会で報告。
○委員長が理事につき理事会及び総会
出席。

○定期総会及び選挙事務研究会開催。
○
要望事項は東北支部理事会で決定し総
会で報告。
○
委員長５年表彰。総会出席。

○定期総会及び選挙事務研究が開催
された。
○要望事項は東北支部理事会で決定し
総会で報告。

○定期総会及び選挙事務研究が開催
された。
○要望事項は東北支部理事会で決定し
総会で報告。

500100-054-01

500100-055

岩手県市町村選管連花巻
支会負担金

選挙管理委員
会

06-05-01

効果的かつ効率的な行政経
営の推進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

選挙執行管理の向上及び選挙制度の改善の参考とするため、選挙
管理事務の各委員会間の情報交流、先進地の視察を行う。北上、花
巻地区３市町で構成。選挙管理委員会相互に協力し、選挙執行管理
の向上及び選挙制度の改善に寄与すための選挙管理委員会の組
織。（事務局：西和賀町選管）

一般 法令に特に定めのないもの

12

岩手県市町村選管連花巻
支会負担金

岩手県各市町村
（花巻市部）の選管
委員、事務局員

○総会：委員４人、事務局員１人出席。
○研修会：未実施

○総会：委員４人、事務局員１人出席。
○研修会：委員４人、事務局員２人出
席。

総会開催。委員４人、事務局３人出席。 ＊東日本大震災の影響により、総会等
開催を見合わせ。
支会の決定により、負担金も支出せず。

500100-055-01

500100-056

全国市区選管連東北支部
負担金

選挙管理委員
会

07-02-13

その他行政委員会部門（内
部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

理事会、総会、職員研修会等に出席し選挙事務の向上を図り、選挙
制度の改善に寄与する。東北地区73市で構成、全国市区選管連の
規約で定めた事業の遂行への協力を目的

一般 法令に特に定めのないもの

12

全国市区選管連東北支部
負担金

全国市区（東北支
部）の選管委員、
事務局員

○平成26年４月東北支部理事会開催。
委員長出席。
○平成26年５月東北支部総会開催。委
員長及び事務局員１人出席。

○平成25年５月東北支部総会開催。委
員長及び事務局員１人出席。

平成24年５月10日東北支部総会に２人
（委員長、事務局）出席。

＊東日本大震災の影響により、総会は
開催されず。

500100-056-01

500100-057

岩手県市町村選管連分担
金

選挙管理委員
会

07-02-13

その他行政委員会部門（内
部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

県内市町村相互に協力し選挙事務の向上を図り、選挙制度の改善
に寄与する。県内市町村選管構成し、規約で定める事業目的の遂行
達成への負担。支会事業に対する助成。選管事務功績者の表彰等
を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

9

岩手県市町村選管連分担
金

岩手県各市町村の
選管委員、事務局
員

○平成26年５月総会開催。委員長及び
事務局員１人出席。

○平成25年５月総会開催。委員長及び
事務局員１人出席。

・平成24年５月25日総会出席（委員長、
事務局次長）。

＊東日本大震災の影響により、総会等
行事を見合わせ。県選管連の決定によ
り、負担金も支出せず。

500100-057-01
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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

500100-058

選挙用機器更新事業

選挙管理委員
会

06-05-01

効果的かつ効率的な行政経
営の推進

02

施設管理・維持補
修事業

選挙用機器が老朽化し、修理不能となる機器が増えてきている。円
滑な選挙事務執行には選挙用機器が不可欠であり、計画的な更新
が必要であるため。

一般 法令に特に定めのないもの

930

選挙用機器更新事業

市民、選挙事務従
事者

○投票用紙交付機２台、投票用紙計数
機２台更新。

500100-058-01
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