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2012年8月31日

川口市名誉市民条例・公葬に関する市民会議と市民アンケートの実施について
～今年3月の名誉市民の公葬に関する実施状況発表～
川口市民オンブズマン

■ ごあいさつ
平素より、市民オンブズマン活動へのご理解、ご協力を賜り心より御礼申し上げます。
さて、川口市は今年3月22日、名誉市民である故永瀬洋治氏の公的葬儀を行いました。これは川口市名誉
市民条例による議会の同意により行われましたが、この葬儀は約1,600万円の事業費となっています。全国の
政令指定都市・埼玉県には公葬が実施できるような条例もなく、県下で公葬が実施できる自治体は、川口市を
含めて12自治体のみとなっております。
今回、当会では名誉市民条例・公葬について、幅広く市民の意見等を集約する機会として、当会定例会に
合わせて名誉市民条例・公葬に関する市民会議の開催、及び市民アンケート（10月末期限予定）を実施しま
すので御案内申し上げます。
※市民会議では川口市より公葬(今年3月)に関する映像貸出の許可を受けましたので、動画でも公葬の様子
を正確に理解できるようにします。

■ 市民会議の開催
以下のとおり市民会議を開催します。
□ 日時：9/15（土）14：00～16：00
□ 場所：川口市民パートナーステーション・第2会議室
□ 会議名：名誉市民条例を考えよう！～市による名誉市民の公的葬儀から～
□ 参加費：無料
□ 定員：24名（先着順、定数を超えた場合、着席できない場合があります）

■ 市民アンケートの実施
以下のとおり川口市名誉市民条例・公葬に関する市民アンケートを実施します。
□ 実施方法
①当会HPからアンケート専用サイトにアクセスして入力
②当会HPからアンケート用紙をダウンロードして当会宛て送付（ファックス・メール）。
□ アンケートの期限：2012年10月末（予定）

■ 今年3月川口市が行った公葬の実施状況
□ 日時：2012年3月22日（木）
□ 場所：「川口総合文化センター・リリア」メインホール
□ 列席者数：約1,500人（広報かわぐち2012年4月号発表）
□ 総事業費：16,239,965円（3月議会の補正予算では2,000万円）
□ 事業費内訳
内容

金額

備考
川口市の交際費支出基準によると香典1万円、現職

弔慰金

\1,000,000

議員が死亡時は10万円が支出限度額。今回は市
長が特別に認めたものとして限度額を社会通念上
妥当な範囲として支出。

出演料（ソプラノ・ピアノ計2名）

\210,000
1

出演料（東京交響楽団）

\787,500

市民歌編曲

\111,111 源泉所得税11,111円含む

紙封筒他

\6,350

サインペン他

\29,337

おかき

\20,008

位記額

\23,100

ポリ袋

\2,247

画鋲他

\1,982

花束

\5,000

喪章他

\98,437

案内状他

\280,250 印刷

プログラム

\501,900 封筒と伴に2,000部印刷

郵便料金

\199,000 2993通

新聞広告

\714,336

会場設営等委託料

\5,880,000

（生花壇他）
会場設営等委託料

\4,308,297

（会場設営）

葬儀通知の記事・埼玉版6紙
読売・毎日・産経・東京・埼玉・朝日
随意契約・（株）ケンナン
http://www.sougi-kawaguchi.com/
随意契約・公益財団法人川口総合文化センター
http://www.lilia.or.jp/
随意契約・（株）JCN埼玉

映像作成業務委託料

\525,000 http://jcntv.jp/
川口市立中央・戸塚図書館の２館でDVDの閲覧可

リリア使用料

\1,353,210 6件の支出項目合計

駐車料金（リリア・川口駅東西口

\182,900 3件の支出項目合計

地下公共駐車場）
合計

\16,239,965

■ 川口市が過去に行った公葬との事業費用比較
以下のとおり過去2回行われた公葬と費用比較を行いました。費用比較では日本銀行のHPを参考に過去
の公葬の事業費を現在価値に換算して比較を行っています。過去2回の公葬の事業費と比較して今回の事
業費は1.8～4.7倍となっています。
市葬の
費用
昭和48年9月18日
故岩田三史氏
昭和57年5月8日
故大野元美氏
平成24年3月22日
故永瀬洋治氏

企業物価
戦前基準
指数

現在価値
に換算

消費者物価指数
（持家の帰属
家賃を除く総合）

現在価値
に換算

\2,316,560

463.3

\3,432,089

719.5

\5,599,668

\7,495,815

852.7

\6,033,924

1474.1

\8,843,851

\16,239,965

686.4

-

※以下の日本銀行のサイトを参照して試算
http://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/history/11100021.htm/
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1739.2

-

※平成24年の市葬時の各指標は統計データがないため平成23年の数値を使用
※昭和48・57年の費用は当該年度の決算書（総務・市葬費）・情報公開請求した資料より。
※昭和48年については弔慰金が含まれていない（弔慰金が支払われたかどうか不明）。

■ 県内他自治体の実施状況
川口市（過去3回公葬を実施）を除き、9自治体16回の公葬が実施されています。
※一部遺族との合同葬があります。

自治体名

公葬実施回数

概要・その他

桶川市

×

過去にも名誉市民がいないため公葬を実施したことがない

北本市

×

名誉市民に対する公葬を実施したことがない
○故中川直木氏

行田市

1

（平成12年4月22日公葬実施・元市長）
※行田市・中川家合同葬
葬儀費用：2,216,279円
○故小林悦太郎氏
（昭和47年3月9日公葬実施）
葬儀費用：約51万円（予算額）

久喜市

2

○故橋本亮氏
（昭和51年5月14日公葬実施・元町長）
葬儀費用：約100万円（予算額）
※決算書などから確定金額調査できず
○故大塚伴鹿氏

越谷市

1

（平成元年11月13日公葬実施・初代市長）
葬儀費用：6,932,794円
○故野口太七氏
（昭和42年10月23日公葬実施・初代町長）

草加市

2

葬儀費用：総額不明（祭壇使用料73,300円のみ確認）
○故牛山信吉氏
（昭和53年1月19日公葬実施・初代市長）
葬儀費用：2,176,350円
○故森田熊吉氏

東松山市

1

（昭和39年6月21日公葬実施・初代町長）
葬儀費用：233,293円
○故藤波彰氏

八潮市

1

（平成20年6月29日公葬実施・前市長）
葬儀費用：428,772円
○故髙田傳藏氏

小鹿野町

1

（平成20年７月10日公葬実施・元教育委員長）
葬儀費用：688,500円

3

○故新井尭爾氏
（昭和41年6月26日公葬実施・元衆議院議員）
葬儀費用：不明
○故渋谷塊一氏
（昭和46年3月17日公葬実施・日勝村元村長）
葬儀費用：573,990円（請求書・領収書から集計）
○故川面俊氏
（昭和48年10月2日公葬実施・日勝村元村長）
葬儀費用：216,000円（確定金額である不明）
※遺族との合同葬
白岡町

6

○故細井弥作氏
（昭和51年4月10日公葬実施・白岡町発足時の町長職務執行者）

葬儀費用：不明
※遺族との合同葬
○故竹林弥三郎氏
（昭和52年12月17日公葬実施・元町長）
葬儀費用：39,000円（一部費用のみ・確定金額であるか不明）
※遺族との合同葬
○故荒井宏氏
（平成11年12月12日公葬実施・元町長）
葬儀費用：500,000円（弔慰金のみ）
※遺族との合同葬
○故石川仁氏
松伏町

1

（平成23年10月21日公葬実施・元町長）
葬儀費用：2,897,292円

■ その他
詳細不明点等がありましたら川口市民オンブズマンのHP、当会の連絡先までお願いします。
なお、詳細資料は2012年8月31日（金）13：00までに当会HPに掲載予定になっております。

■ 添付資料
市民会議チラシ/川口市名誉市民条例アンケート
以上
川口市民オンブズマン・代表 村松幹雄
〒333-0821 川口市東内野56-33 電話：Fax：048-295-0580
kawaguchi.citizen.ombudsman@mbe.nifty.com
http://k-c-ombudsman.sakura.ne.jp/
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市民会議を開催します!!
『川口市名誉市民条例
を考えよう！
えよう！』
～名誉市民の公的（市による）葬儀について～
川口市は今年3月22日に名誉市民である故永瀬洋治氏の公的葬儀を行いました。これは川口市
名誉市民条例による議会の同意により行われましたが、この葬儀は約1,600万円の事業費となっ
ています。全国の政令指定都市・埼玉県には公葬が実施できるような条例もなく、県下で公葬が
実施できる自治体は、川口市を含めて12自治体のみとなっております。
今回、幅広い市民のみなさんの参加により、名誉市民条例・公葬に関して意見交換する場を開
催することになりました。多くの市民のみなさんの参加をお待ちしております。
※ 川口市より公葬(今年3月)に関する映像貸出の許可を受けましたので、公葬の様子を動画でご
確認できます。

9/15（土）13：00～15：00
参加費無料 ・ 事前予約優先 ・ 当日参加可
※ 事前予約は下記のお問合せ先までご一報ください。
※ 満席の場合、着席できない場合があります。
【場所】 川口市民パートナーステーション・第2会議室
（川口駅東口キュポラ本棟M4階）
【定員】 24名（事前予約優先・当日参加可）
【主催】 川口市民オンブズマン
■お問い合わせ■
川口市民オンブズマン・代表 村松 幹雄
〒333-0821 川口市東内野56-33
電話＆Fax：048-295-0580
http://k-c-ombudsman.sakura.ne.jp/
kawaguchi.citizen.ombudsman@tcat.ne.jp

川口市名誉市民条例アンケート
各選択肢からもっと適当な選択肢を1つ選んでいただき、選択肢に○印を付けてください。
また、自由記入欄等のご記入もお願いします。

【性別】

男性 ・ 女性

【年齢】

歳

【住所】

川口市内 ・ 川口市外

① 川口市に名誉市民条例という条例があることを知っていましたか？
・マスコミ報道で知った

・当会HP・チラシで知った

・知らなかった

・その他（

）

② 名誉市民が死亡した場合、名誉市民条例によって議会が同意すれば

市が葬儀（公葬）を行うことができることを知っていましたか？
・マスコミ報道で知った

・当会HP・チラシで知った

・知らなかった

・その他（

）

③ 今年3月に市が名誉市民の葬儀（公葬）を行ったことを知っていましたか？
・マスコミ報道で知った

・当会HP・チラシで知った

・知らなかった

・その他（

）

④ 市が名誉市民の葬儀を行うとしたら、葬儀費用はいくらぐらいが適切ですか？
（

）円

（理由）

⑤ 名誉市民条例による公葬の実施に賛成ですか、反対ですか？
・賛成

・反対

・どちらでもない

（理由）

⑥ 名誉市民条例・公葬に関してご意見等をお願いします。
（自由記入欄）

【アンケート送付先】
メール kawaguchi.citizen.ombudsman@tcat.ne.jp Fax 048-295-0580
郵送 〒333-0821 川口市東内野56-33 川口市民オンブズマン・代表 村松幹雄宛て

