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部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

（注）常勤職員44人のほか、市町村からの派遣職員６人が配置されています。

Ⅳ　業務実施状況

１　市町村との円滑な調整の支援

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

10件 9 6 11 5

（注１）人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額（事業主
　　　　負担分）及び退職手当相当額が含まれています。
（注２）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は一致しない場合があります。

業務運営進行表

（平成28年４月１日～平成29年3月31日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0103/

所属のホームページ

市町村課（選挙管理委員会）

室・課（出先機関は所属）名

  市町村が関係する県施策の展開に当たり、市町村課が持つ市町村の企画・税財政部門とのパイプ
を最大限活用し、スムーズな調整が図られるよう努力する。

項目
年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

市町村関係施策に
関する調整件数

31

第１号様式

所属進行表

市町村課では、市町村の行財政基盤の充実強化に向けた支援等を行っていま

す。

主な業務内容は、次のとおりです。

・市町村行財政に係る協議、助言及び連絡調整

・市町村への権限移譲の推進

・各種選挙の管理・執行

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 44 44 44 44

上記以外の職員 1 2 2 2

計（人） 45 46 46 46

配置職員数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 累計

項目 (再)配当額

事業費 12,609,496 211,740 3,092,700 753,500 5,951,730 1,933,094 11,942,764

維持管理費 0

計 12,609,496 211,740 3,092,700 753,500 5,951,730 1,933,094 11,942,764

120,572 92,675 123,562 83,222 420,032

332,312 3,185,375 877,062 6,034,952 1,933,094 12,362,796

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0103/


２　市町村への権限移譲の推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

２事務以上 0 2 0 0

３　県西地域の広域連携体制の強化

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

10回 3 1 4 6

４  市町村事業推進交付金の的確な運用とより一層の手続の簡素化等に向けた検討

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

３回 0 0 2 0

５　業務実績

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

  住民に身近な行政は、できる限り基礎自治体である市町村が担うことを基本として、市町村の主
体性を尊重しつつ、事務処理の特例に関する条例による県から市町村への権限移譲を積極的に進め
る。

項目
年間目標
（計画）

実績事務数　　　　　　　　　　(単位：事務)

累計

権限移譲対象事務
の拡充

2

  小田原市と南足柄市が進める県西地域の広域連携を強化する取組について、情報収集を行うとと
もに、適宜助言等を行い支援していく。

項目
年間目標
（計画）

実績回数　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

「（仮称）県西地
域の中心市のあり
方に関する２市協
議会」への参加

14

  平成26年度に創設した市町村事業推進交付金について、市町村及び関係部局と連携して的確な運
用を図る。また、市町村事業推進交付金の一層の手続の簡素化に向けた検討を行う。

項目
年間目標
（計画）

実績項目数　　　　　　　　　　　（単位：項目）　

累計

交付金の手続の簡
素化等に係る市町
村とのワーキング
の開催

2

項目 実績・進捗状況

【参議院議員通常選挙の適正な執行管理
と若者の政治参加意識向上のための啓発
の取組】
　選挙権年齢の18歳以上引下げなどの法
改正に対応した適正な参議院議員通常選
挙の執行管理を行う。
　また、高等学校や市区町村選挙管理委
員会等と連携しながら、生徒・学生など
若者の政治参加意識の向上を図るための
啓発に取り組む。

　市区町村選挙管理委員会等の関係機関と調
整を図りながら、立候補予定者や政党等への
説明会などを開催した。
　また、啓発の一環として、県内の高校に横
断幕の掲出を依頼するとともに、放送コンテ
スト全国大会に出場する高校生が投票を呼び
かけるアナウンス音源を作成し、県庁や県内
の高校で放送した。

　７月10日執行の参議院議員通常選挙につい
て、市区町村選挙管理委員会、警察、関係各
課等と調整を図りながら、適正な執行管理に
努めた。また、選挙後は、関係団体や候補者
からの各種報告の受理や経費請求処理等のと
りまとめ事務を進めた。

  県立海老名高校など２校で模擬投票を行
い、私立鎌倉女学院高校など２校で出前授業
を実施した。また、横浜国立大学の学園祭で
は、選挙啓発ブースを設けて学生等に対する
普及啓発に取り組んだ。

　県明るい選挙推進協議会とともに市区町村
の明るい選挙推進協議会委員や選挙管理委員
会事務職員に対し、「若者の投票参加促進の
ための取組み」をテーマに、県内市町からの
事例発表や意見交換などの研修会を開催し
た。



第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

総合評価

045-210-3166連絡先（電話番号）

所属長評価

  参議院議員通常選挙の適正な執行に向けて、全課体制により万全を
期すとともに、通常業務についても、市町村との連携を図りつつ、着
実に遂行した。

  県立高校での模擬投票の実施や大学学園祭での選挙啓発ブースの出
展など、若者の政治参加意識の向上に積極的に取り組んだ。
  また、地方債の活用に係る市町村からの相談への対応や税制改正に
伴う各市町村の条例改正内容の共有など、市町村の支援に引き続き努
めた。

　選挙管理委員会事務職員等に対して県内市町からの事例発表や研修
会を開催するなど、若者の投票参加促進に取り組んだ。
  また、地方債の活用に係る市町村からの相談への対応、翌年度の市
町村担当者の業務理解促進に向けた準備や税制改正に伴う影響につい
ての助言など、市町村の支援に引き続き努めた。

  市町村への権限移譲や参議院議員通常選挙の適正な執行・啓発推進
など、業務上の諸課題について、市町村とも調整・連携しながら、迅
速かつ着実に取り組んだ結果、所期の成果を収めることができた。

  ７月10日執行の参議院議員通常選挙について適正に管理執行すると
ともに、権限移譲対象事務の拡充や地方税法等の改正に関する市町村
への情報提供など、通常業務についても着実に取組を進めた。

【市町村の財政基盤の充実強化に向けた
助言・支援】
　地方自治体の財源の一つとして、地方
債を確実にかつ効果的に活用していける
ように、地方債担当者向けの勉強会を開
催する。
　昨年度開催時のアンケート結果を元に
内容を精査し、市町村担当者の業務理解
を促進していく。

  実施時期を年度当初とし、地方債の基本的
事項を中心とした「初任者向け地方債説明
会」を開催した。（開催日：平成28年４月28
日、参加者：27団体47名）

　市町村からの地方債の活用に係る相談に対
応するとともに、翌年度以降の実施について
アンケートに基づき検討を行った。

　市町村からの地方債の活用に係る相談に対
応するとともに、翌年度以降の実施について
行った検討を基に、資料等の検討を行った。

　引き続き、地方債に関する様々な質問や相
談に対応するとともに、翌年度の初任者向け
地方債説明会の資料を作成するなど、市町村
担当者の業務理解促進に向けた業務を行っ
た。

【税制改正に伴う市町村条例改正などに
向けた助言・支援】
  平成28年度税制改正において、消費税
の10％への引上げに伴う自動車車体課税
や地方税源の偏在是正など、市町村税に
ついても大きく制度が変更されることと
なった。県内市町村においても、大幅な
市町村税条例の改正などが想定されるこ
とから、早期に情報を収集し、助言、支
援を適正に行っていく。

　消費税の引上げ延期に伴い、影響を受ける
ことが想定される自動車車体課税や地方税源
の偏在是正について、国や他都道府県から情
報収集を行い、県内市町村に対して条例改正
等について助言等を行った。

　消費税の引上げ延期に伴い、臨時国会に提
出された地方税法等を改正する法律案につい
て、市町村へ情報提供を行うとともに、法案
の内容や各市町村の税条例改正への影響につ
いて、助言等を行った。

　自動車税・軽自動車税への環境性能割の導
入に係る県及び市町村の条例改正等につい
て、税制企画課、税務指導課と市町村との調
整を行うとともに、各市町村の条例改正内容
及び改正時期について調査し、情報の共有を
図った。

　平成29年度地方税制改正について、法案等
の審議状況等を情報提供するとともに、市町
村税務主管課長会議を開催し、各市町村の税
務主管課長に対して税制改正に伴う影響につ
いて助言等を行った。


