
平成22年2月15日 

報道各社の皆様へ 

 

選挙のムダ使い未然防止に関する全国への緊急メッセージ 

～立候補者諸氏 そのポスター、ムダ使いでは!?～ 

                           

川口市民オンブズマン 

（賛同団体） 

埼玉市民オンブズマン・ネットワーク 

■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。 

標記の件、川口市民オンブズマン、賛同団体である埼玉市民オンブズマン・ネットワー

クの両団体は、来る統一地方選挙に向けて、選挙に関する公費負担（選挙公営）のムダ

使いを未然防止するため、報道各社様への記者発表を通じて全国へ緊急メッセージを発

信させていただきたいと思います。 

 

■緊急メッセージに至る認識 

来る統一地方選挙において全国各地で多数の立候補者による選挙活動が繰り広げられるこ

とになりますが、この選挙活動には各自治体による公費負担（選挙公営）が行われております。

各立候補者の選挙ポスター、選挙カーのガソリン代、運転手の人件費等が代表的なものとなっ

ています（自治体により公費負担をしない場合もあり）。 

ここ数年、全国の市民、市民団体等により選挙カーのガソリン代不正請求等に対して住民監

査請求等が行われ、報道各社の報道等により全国的な問題として認識されつつあり、自治体に

よっては問題解決に向けての取り組みが実施されている場合もあります。 

しかし、問題の根本的改善には各自治体の条例改正等も絡み、一筋縄ではいかない状況に

なっています。後述の埼玉県内自治体の公費負担の実例から類推できるとおり、来る統一地方

選挙において多額な公費負担が実施されることは明らかであります。一方、市民団体等による住

民監査請求等は違法または不当な公費の支出がなされてからの事後対応になり、全国各地で

ムダ使いがおこる可能性が高いにも係わらず、指をくわえているしかない状況となっています。 

特に公費負担のうちで多額となる選挙ポスターの印刷代金等には以下の問題があり、選挙ポ

スターについて重点的に選挙のムダ使い未然防止に関する全国への緊急呼びかけを発信しま

す。 

① 掲示板数（掲示場数）の2倍の枚数まで公費負担が出来る自治体が存在する。 

② 所属政党、現職・新人候補者等には関係なく、公費負担の上限額一杯まで請求する候補

者が多い。 

③ 市場価格から乖離した印刷単価が公費負担の上限として設定されている。 

 

■緊急メッセージについて 

以下のとおり統一地方選挙の立候補者へ緊急メッセージを発信いたします。 

キャッチフレーズ  『立候補者諸氏 そのポスター、ムダ使いでは!?』 

① そのポスター、本当にその枚数まで印刷する必要がありますか!? 

② そのポスター、本当に市場価格と比較して後ろ指をさされない単価になっていますか!? 

③ そのポスター、本当は道路工事等に見られる予算使いきりになっていませんか!? 



  

■統一地方選挙が行われる自治体数 

総務省の調査によると全国で行われる統一地方選挙は以下のとおりです（※平成23年1月1日

の報道資料より）。 

都道府県  13知事選挙・44議会選挙 

政令指定市  5市長選・17議会選挙 

政令指定市以外の市 88市長選・305議会選挙 

特別区  13区長選挙・21議会選挙 

町村   132町村長選・404議会選挙 

合計   1,042選挙 

 

なお、埼玉県内で行われる統一地方選挙は以下のとおりです。 

県（1）   県議会議員選挙 

政令指定市（1）  さいたま市議会議員選挙 

市長選挙（2）   行田・北本市 

政令指定市以外の市（19） 川越・熊谷・川口・行田・所沢・加須・東松山・狭山・羽生 

鴻巣・深谷・越谷・和光・北本・蓮田・幸手・鶴ヶ島・日高 

ふじみ野市の市議会議員選挙 

町村長選挙（1）  毛呂山町 

町村（12）   伊奈・三芳・滑川・川島・吉見・鳩山・横瀬・長瀞・美里・神川 

寄居・白岡町       

合計    36選挙 

※ 上記以外に90日特例等適用団体の選挙として、蕨市議会議員選挙・吉川市長選挙も行

われます。 

上記の埼玉県内の自治体で町村以外はすべて選挙ポスターへの公費負担が可能になって

おり、掲示板数（掲示場数）の2倍までポスターを作成できる自治体は埼玉県・川口・越谷市で

す。 

掲示板数（掲示場数）の2倍まで  埼玉県・川口・越谷市 

掲示板数（掲示場数）の1.3倍まで  熊谷・深谷市 

掲示板数（掲示場数）の1.2倍まで  さいたま・行田・北本・川越・行田・所沢 

加須・東松山・狭山・羽生・鴻巣・和光 

北本・蓮田・幸手・日高・ふじみ野市 

掲示板数（掲示場数）の1倍まで  鶴ヶ島市 

 

■埼玉県・川口市・さいたま市における公費負担（選挙ポスター）の状況 

添付資料のとおり以下の多額の公費負担が行われています。 

埼玉県（都道府県の実例・掲示板数（掲示場数）の2倍まで可）      113,289,496円 

さいたま市（政令指定都市の実例・掲示板数（掲示場数）の1.2倍まで可） 41,061,884円 

川口市（人口50万人程度の実例・掲示板数（掲示場数）の2倍まで可） 43,450,754円 

 

※ 埼玉県・さいたま市の金額は候補者のポスター作成証明書をもとに算出しており、供託金

没収による公費負担の除外者を含む場合があります。 

 



  

■その他 

� 統一地方選挙に関する報道等の際には、ぜひ当緊急メッセージも御採用を賜りますよう

御願い申上げます。 

� 当緊急メッセージに関する専用HPを立ち上げ、動画配信による問題提起、twitterを利用

した意見募集、公費負担（選挙公営）の是非に関する電子アンケートを実施します。 

なお、詳細は以下のHPを参照ください。 

http://senkyoposters2011.web.fc2.com/ 

� 当記者発表資料の数値等のデータは平成23年1月現在の調査により作成致しました。 

 

■添付資料 

① 平成19年埼玉県議会議員一般選挙公営一覧（ポスター） 

② 平成19年さいたま市議会議員一般選挙公営一覧（ポスター） 

③ 平成19年川口市議会議員一般選挙公営一覧（ポスター） 

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：048-295-058 

kawaguchi.citizen.ombudsman@mbe.nifty.com 

http://k-c-ombudsman.sakura.ne.jp/ 

 

 

（賛同団体） 

埼玉市民オンブズマン・ネットワーク 



  

平成19年埼玉県議会議員一般選挙公営一覧 

（選挙ポスター） 

※限度額を超える候補者もおり、実際の公費負担対象金額は『作成金額修正』を参照ください。 

当

落 
選挙区 名前 

党派・会

派等 

掲示 

板数 

作成

枚数 

作成 

単価 

作成金額 

証明書 

記載金額 

作成金額 

修正 
備考 

当 南第１区 山川 百合子 民主  356 600 \707 \424,200 \424,200 

当 南第１区 蒲生 徳明 公明  356 712 \914 \650,768 \650,768 

当 南第１区 谷古宇 勘司 自民  356 712 \1,359 \967,608 \967,608 

  南第１区 田中 与志子 共産  356 712 \900 \640,800 \640,800 

  南第１区 斎藤 幸子 無所属  356 712 \1,359 \967,608 \967,608 

南第１区限度額等 

＠1,359 

枚数 712 枚 

￥967,608 

当 南第２区 松本 佳和 民主 598 1196 \937 \1,120,652 \1,120,652 

当 南第２区 奥ノ木 信夫 自民  598 1196 \936 \1,119,456 \1,119,456 

当 南第２区 塩野 正行 公明  598 1196 \937 \1,120,652 \1,120,652 

当 南第２区 山本 晴造 公明  598 1196 \937 \1,120,652 \1,120,652 

当 南第２区 菅 克己 無所属  598 1196 \936 \1,119,456 \1,119,456 

当 南第２区 田中 千裕 自民  598 1200 \950 \1,140,000 \1,120,652 

  南第２区 村岡 正嗣 共産  598 1196 \700 \837,200 \837,200 

南第２区限度額等 

＠937 

枚数 1,196 枚 

￥1,120,652 

当 南第３区 深井 明 自民  129 258 \479 \123,530 \123,530 

  南第３区  寺沢 清司 国民新  129 258 \2,851 \735,558 \735,558 

  南第３区  豊田 良江 共産  129 258 \2,500 \645,000 \645,000 

南第３区限度額等 

＠2,851/枚数 258

枚/￥735,558 

当 南第４区 鈴木 弘 自民  180 360 \2,188 \787,680 \787,680 

当 南第４区 畠山 清彦 公明  180 360 \2,188 \787,680 \787,680 

  南第４区 松下 裕 共産  180 360 \1,900 \684,000 \684,000 

南第４区限度額等 

＠2,188/枚数 360

枚/￥787,680 

当 南第５区 秦 哲美 民主 158 320 \2,500 \800,000 \765,352 

  南第５区 竹内 弘文 自民  158 316 \2,421 \765,036 \765,036 

南第５区限度額等 

＠2,422/枚数 316

枚/￥765,352 

当 南第６区 清水 勇人 自民  204 408 \1,683 \686,700 \686,700 

当 南第６区 田村 琢実 無所属  204 408 \1,991 \812,328 \812,328 

  南第６区 角 靖子 共産  204 408 \1,700 \693,600 \693,600 

南第６区限度額等 

＠1,991/枚数 408

枚/￥812,328 

当 南第７区 吉田 弘 自民  154 308 \2,471 \761,068 \761,068 

  南第７区 片山 錬太郎 民主  154 250 \2,471 \617,750 \617,750 

  南第７区 小松 秀雄 共産  154 308 \2,100 \646,800 \646,800 

南第７区限度額等 

＠2,471/枚数 308

枚/￥761,068 

当 南第８区 長沼 威 自民  128 256 \2,800 \716,800 \716,800 

  南第８区 小高 真由美 無所属  128 128 \1,354 \173,312 \173,312 

南第８区限度額等 

＠2,869/枚数 256

枚/￥734,464 

当 南第９区 浅野目 義英 民主  194 300 \620 \185,850 \185,850 

当 南第９区 荒川 岩雄 自民  194 388 \2,067 \801,996 \801,996 

  南第９区 伊藤 岳 共産  194 388 \1,500 \582,000 \582,000 

南第９区限度額等 

＠2,067/枚数 388

枚/￥801,996 

当 南第 10 区 宮崎 栄治郎 自民  238 476 \1,770 \842,520 \842,520 

当 南第 10 区 木村 勇夫 民主  238 400 \551 \220,500 \220,500 

  南第 10 区 守谷 千津子 共産  238 476 \1,500 \714,000 \714,000 

南第１０区限度額

等＠1,779/枚数

476 枚/￥846,804 



  

当 南第 11 区 高橋 政雄 無所属  144 288 \2,607 \750,816 \750,816 

  南第 11 区 秋本 昌治 無所属  144 200 \1,491 \298,200 \298,200 

南第１１区限度額

等＠2,607/枚数

288 枚/￥750,816 

当 南第 12 区 佐藤 征治郎 社民  199 380 \1,260 \478,800 \478,800 

当 南第 12 区 小島 信昭 自民  199 398 \2,028 \807,144 \807,144 

  南第 12 区 大沢 立承 自民  199 398 \2,028 \807,144 \807,144 

  南第 12 区 大石 豊 共産  199 398 \1,700 \676,600 \676,600 

南第１２区限度額

等 

＠2,028/枚数 398

枚/￥807,144 

当 南第 13 区 畠山 稔 民主  292 584 \1,544 \901,696 \901,696 

当 南第 13 区 石渡 豊 公明  292 - - - - 

当 南第 13 区 島田 正一 自民  292 584 \1,540 \899,360 \899,360 

  南第 13 区 元山 佳与子 共産  292 584 \1,096 \640,064 \640,064 

南第１３区限度額

等 

＠1,545/枚数 584

枚/￥902,280 

当 南第 14 区 小野 克典 無所属  198 396 \599 \237,006 \237,006 

  南第 14 区 白石 孝一 自民  198 369 \2,184 \805,860 \751,284 

南第１４区限度額

等＠2,036/枚数

396 枚/￥806,256 

当 南第 15 区 滝瀬 副次 自民  133 266 \1,250 \332,500 \332,500 

  南第 15 区 平尾 良雄 無所属  133 266 \2,781 \739,746 \739,746 

南第１５区限度額

等＠2,7811/枚数

266 枚/￥739,746 

当 南第 16 区 中屋敷 慎一 無所属  226 452 \1,847 \834,844 \834,844 

  南第 16 区 佐藤 泰彦 無所属  226 500 \1,450 \725,000 \655,400 

  南第 16 区 成塚 常吉 自民  226 452 \1,847 \834,844 \834,844 

南第１６区限度額

等＠1,847/枚数

452 枚/￥834,844 

当 南第 17 区 鈴木 正人 

無所属・

いきいき

埼玉の

会  

87 
174 \3,980 \692,520 \692,520 

  南第 17 区 橋本 忠 無所属  87 174 \3,981 \692,694 \692,694 

南第１７区限度額

等＠3,981/枚数

174 枚￥692,694 

当 南第 18 区 吉田 芳朝 無所属  228 450 \1,835 \825,750 \825,750 

当 南第 18 区 西田 矩子 公明  228 456 \1,772 \808,000 \808,000 

  南第 18 区 工藤 薫 共産  228 456 \1,106 \504,336 \504,336 

南第１８区限度額

等＠1,835/枚数

456 枚/￥836,760 

当 南第 19 区 福田 秀雄 民主  114 228 \3,150 \718,200 \718,200 

  南第 19 区 奥田 昌利 自民  114 228 \3,159 \720,252 \720,252 

南第１９区限度額

等＠3,159/枚数

228 枚/￥720,252 

当 南第 20 区 峯岸 光夫 自民  168 336 \2,300 \772,800 \772,800 

当 南第 20 区 中島 浩一 民主  168 336 \2,308 \775,488 \775,488 

  南第 20 区 細田 徳治 自民  168 336 \2,308 \775,488 \775,488 

  南第 20 区 菅野 栄 共産  168 336 \2,000 \672,000 \672,000 

南第２０区限度額

等 

＠2,308 枚数 336

枚￥775,488 

当 南第 21 区 茅野 和広 

変えよう

埼玉の

会  

93 185 \3,750 \693,750 \693,750 

  南第 21 区 石田 昇 自民  93 186 \3,757 \698,802 \698,802 

南第２１区限度額

等＠3,757/枚数

186 枚/￥698,802 

当 南第 22 区 神谷 裕之 自民  158 316 \2,421 \765,036 \765,036 

当 南第 22 区 醍醐 清 無所属  158 316 \2,420 \764,720 \764,720 

  南第 22 区 星野 文男 無所属  158 300 \2,000 \600,000 \600,000 

  南第 22 区 石川 啓子 共産  158 316 \2,007 \634,212 \634,212 

南第２２区限度額

等 

＠2,422 

枚数 316 枚 



  

  南第 22 区 田辺 淳 無所属  158 300 \2,300 \690,000 \690,000 ￥765,352 

当 南第 23 区 神杉 一彦 民主  113 226 \3,180 \718,680 \718,680 

  南第 23 区 斎藤 和康 自民  113 226 \3,181 \718,906 \718,906 

南第２３区限度額

等＠3,182/枚数

226 枚/￥719,132 

当 西第１区 当麻 よし子 民主  446 892 \1,188 \1,059,696 \1,059,696 

当 西第１区  藤本 正人 自民  446 850 \1,100 \935,000 \935,000 

当 西第１区  西山 淳次 公明  446 892 \1,052 \938,384 \938,384 

当 西第１区  柳下 禮子 共産  446 892 \718 \640,456 \640,456 

  西第１区  大石 忠之 自民  446 892 \1,187 \1,058,804 \1,058,804 

西第１区限度額等 

＠1,188 

枚数 924 枚 

￥1,097,712 

当 西第２区 新井 格 民主  225 450 \1,853 \833,850 \833,850 

当 西第２区 田中 龍夫 自民  225 450 \1,850 \832,500 \832,500 

  西第２区 斎藤 正明 自民  225 450 \1,852 \833,400 \833,400 

西第２区限度額等 

＠1,853/枚数 450

枚￥833,850 

当 西第３区 和田 浩 無所属  247 494 \1,733 \856,102 \856,102 

  西第３区 中村 興夫 自民  247 494 \1,733 \856,102 \856,102 

西第３区限度額等 

＠1,733/枚数 494

枚/￥856,102 

当 西第４区 本木 茂 自民  228 400 \1,835 \734,000 \734,000 

当 西第４区 北村 浩 無所属  228 556 \1,750 \973,000 \973,000 

  西第４区 諸口 高男 自民  228 456 \1,835 \836,760 \836,760 

西第４区限度額等 

＠1,835/枚数 456

枚/￥836,760 

当 西第５区 近藤 善則 自民  98 196 \1,860 \364,560 \364,560 

  西第５区 鈴木 啓太郎 無所属  98 196 \3,591 \703,836 \703,836 

  西第５区 山川 寿美江 共産  98 196 \2,798 \548,408 \548,408 

西第５区限度額等 

＠3,591/枚数 196

枚/￥703,836 

当 西第６区 神山 佐市 自民  164 328 \2,300 \754,400 \754,400 

  西第６区 川畑 勝弘 共産  164 328 \1,872 \614,016 \614,016 

西第６区限度額等 

＠2,352/枚数 328

枚/￥771,456 

当 西第７区 土屋 恵一 自民  129 258 \2,851 \735,558 \735,558 

  西第７区 民部 佳代 民主  129 400 \2,000 \800,000 \516,000 

  西第７区 渡辺 利文 共産  129 258 \2,350 \606,300 \606,300 

西第７区限度額等 

＠2,851/枚数 258

枚/￥735,558 

当 西第８区 矢部 節 民主  422 844 \310 \261,640 \261,640 

当 西第８区 福永 信之 公明  422 600 \1,050 \629,740 \629,740 

当 西第８区 渋谷 実 自民  422 844 \1,216 \1,026,304 \1,026,304 

当 西第８区 舟橋 一浩 無所属  422 850 \980 \833,000 \833,000 

  西第８区 守屋 裕子 共産  422 844 \765 \645,660 \645,660 

西第８区限度額等 

＠1,226 

枚数 844 枚 

￥1,034,744 

当 西第９区 小谷野 五雄 無所属  133 266 \2,781 \739,746 \739,746 

  西第９区 加藤 清 自民  133 266 \2,781 \739,746 \739,746 

  西第９区 横山 秀男 無所属  133 266 \2,780 \739,480 \739,480 

西第９区限度額等 

＠2,781/枚数 266

枚/￥739,746 

当 西第 10 区 丸木 清浩 自民  141 282 \2,651 \747,582 \747,582 

西第１０区限度額

等＠2,652/枚数

282 枚/￥747,864 

当 西第 11 区 鹿川 文夫 自民  136 272 \2,730 \742,560 \742,560 

西第１１区限度額

等＠2,731/枚数

272 枚/￥742,832 

当 西第 12 区 長峰 宏芳 自民  89 178 \2,898 \515,844 \515,844 

  西第 12 区 伊藤 邦夫 無所属  89 178 \3,675 \654,150 \654,150 

西第１２区限度額

等 



  

  西第 12 区 関 勝 民主  89 178 \791 \140,798 \140,798 

  西第 12 区 中郡 龍二 無所属  89 178 \1,512 \269,136 \269,136 

＠3,903/枚数 178

枚/￥694,734 

当 西第 13 区 中村 健 自民  136 272 \2,731 \742,832 \742,832 

西第１３区限度額

等＠2,731/枚数

272 枚/￥742,832 

当 西第 14 区 森田 光一 自民  213 425 \1,928 \819,400 \819,400 

西第１４区限度額

等＠1,928/枚数

426 枚/￥821,328 

当 西第 15 区 松本 恒夫 自民  375 750 \1,265 \948,750 \948,750 

  西第 15 区 水谷 幸太郎 民主  375 750 \1,315 \986,250 \986,250 

西第１５区限度額

等＠1,316/枚数

750 枚/￥987,000 

当 北第１区 北堀 篤 自民  321 400 \2,020 \808,000 \580,400 

  北第１区 山口 民弥 無所属  321 400 \1,450 \580,000 \580,000 

北第１区限度額等 

＠1,451/枚数 642

枚/￥931,542 

当 北第２区 岩崎 宏 無所属  309 500 \1,488 \744,000 \744,000 

  北第２区 小菅 健夫 自民  309 618 \1,487 \918,966 \918,966 

北第２区限度額等 

＠1,488/枚数 618

枚/￥919,584 

当 北第３区 丸山 真司 

変えよう

埼玉の

会  
212 400 \1,900 \760,000 \760,000 

  北第３区 田島 敏包 自民  212 424 \353 \149,672 \149,672 

北第３区限度額等 

＠1,935/枚数 424

枚/￥820,440 

当 北第４区 竹並 万吉 自民  216 432 \1,900 \820,800 \820,800 

北第４区限度額等 

＠1,909/枚数 432

枚/￥824,688 

当 北第５区 神尾 高善 無所属  447 894 \1,186 \1,060,284 \1,060,284 

当 北第５区 加藤 裕康 無所属  447 894 \1,186 \1,060,284 \1,060,284 

当 北第５区 小島 進 無所属  447 500 \420 \210,000 \210,000 

  北第５区 田村 重信 自民  447 582 \1,186 \690,252 \690,252 

  北第５区 柴岡 俊美 共産  447 600 \1,185 \711,000 \711,000 

  北第５区 志村 利行 無所属  447 - - - - 

北第５区限度額等 

＠1,186 

枚数 894 枚 

￥1,060,284 

当 北第６区 森田 俊和 無所属  447 894 \189 \168,966 \168,966 

当 北第６区  小林 哲也 自民  447 894 \1,185 \1,059,390 \1,059,390 

当 北第６区  田並 尚明 民主  447 894 \1,185 \1,059,390 \1,059,390 

  北第６区  岡部 三郎 自民  447 894 \1,186 \1,060,284 \1,060,284 

北第６区限度額等 

＠1,186 

枚数 894 枚 

￥1,060,284 

当 東第１区 鈴木 聖二 自民  205 400 \1,984 \793,600 \793,600 

東第１区限度額等 

＠1,984/枚数 410

枚/￥813,440 

当 東第２区 諸井 真英 無所属  176 350 \2,247 \786,450 \779,100 

  東第２区 永沼 正人 

無所属・

いきいき

埼玉の

会  

176 300 \1,250 \375,000 \375,000 

東第２区限度額等 

＠2,226/枚数 352

枚/￥783,552 



  

当 東第３区 野本 陽一 自民  211 422 \1,432 \604,304 \604,304 

東第３区限度額等 

＠1,942/枚数 422

枚/￥819,524 

当 東第４区 野中 厚 無所属  214 400 \2,020 \808,000 \768,800 

  東第４区 秋山 清 自民  214 - - - - 

  東第４区 小川 雅彦 民主  214 400 \1,922 \768,800 \768,800 

東第４区限度額等 

＠1,922/枚数 428

枚￥822,616 

当 東第５区 樋口 邦利 自民  128 256 \2,860 \732,160 \732,160 

東第５区限度額等 

＠2,869/枚数 256

枚/￥734,464 

当 東第６区 石井 平夫 

変えよう

埼玉の

会  

127 200 \2,900 \580,000 \577,600 

  東第６区 本沢 安治 自民   127 254 \2,887 \733,298 \733,298 

東第６区限度額等 

＠2,888/枚数 254/

￥733,552 

当 東第７区 岡 重夫 無所属  236 472 \1,788 \844,000 \844,000 

  東第７区 遠藤 俊作 自民  236 472 \1,789 \844,600 \844,600 

東第７区限度額等 

＠1,790/枚数 472

枚/￥844,880 

当 東第８区 森泉 義夫 公明  342 684 \1,050 \718,200 \718,200 

当 東第８区 森岡 洋一郎 民主  342 684 \225 \153,688 \153,688 

当 東第８区 佐久間 実 

無所属・

いきいき

埼玉の

会  

342 500 \1,393 \696,500 \696,500 

  東第８区 清水 寿郎 自民  342 682 \1,394 \950,708 \950,708 

  東第８区 並木 敏恵 共産  342 684 \750 \513,000 \513,000 

東第８区限度額等 

＠1,394 

枚数 684 枚 

￥953,496 

当 東第９区 高橋 努 民主  497 994 \1,118 \1,111,292 \1,111,292 

当 東第９区 久保田 厚子 公明  497 994 \350 \347,900 \347,900 

当 東第９区 松沢 邦翁 自民  497 994 \1,118 \1,111,292 \1,111,292 

当 東第９区 黒田 重晴 

無所属・

いきいき

埼玉の

会  

497 994 \1,118 \1,111,292 \1,111,292 

  東第９区 相沢 美代子 共産  497 994 \800 \795,200 \795,200 

東第９区限度額等 

＠1,118 

枚数 994 枚 

￥1,111,292 

当 東第 10 区 大山 忍 自民  147 294 \2,565 \754,110 \754,110 

  東第 10 区 福野 未知留 無所属  147 294 \2,500 \735,000 \735,000 

  東第 10 区 河南 正夫 無所属  147 - - - - 

東第１０区限度額

等＠2,565/枚数

294 枚/￥754,110 

当 東第 11 区 鈴木 義弘 自民  258 500 \1,680 \840,000 \840,000 

当 東第 11 区 逢沢 義朗 自民  258 500 \1,176 \588,000 \588,000 

  東第 11 区 長峯 正之 無所属  258 516 \1,681 \867,396 \867,396 

東第１１区限度額

等＠1,681/枚数

516 枚/￥867,396 

当 東第 12 区 梅沢 佳一 自民  106 212 \2,800 \593,600 \593,600 

東第１２区限度額

等＠3,359/枚数

212 枚/￥712,108 

当 東第 13 区 小森谷 昭 無所属  118 236 \1,272 \300,300 \300,300 

  東第 13 区 秋谷 昭治 自民  118 236 \2,980 \703,280 \703,280 

東第１３区限度額

等＠3,069/枚数



  

  東第 13 区 増田 幹男 無所属  118 236 \3,069 \724,284 \724,284 236 枚/￥724,284 

当 東第 14 区 井上 直子 自民  

298 

596 \1,523 \907,708 \907,708 

東第１４区限度額

等 

＠1,524/枚数 596

枚/￥908,304 

当 東第 15 区 蓮見 昭一 自民  130 300 \2,500 \750,000 \650,000 

  東第 15 区 高鹿 栄助 無所属  130 260 \2,220 \577,200 \577,200 

東第１５区限度額

等＠2,833/枚数

260 枚/￥736,580 

  合計         合計 \114,303,218 \113,464,496   

 



  

平成19年さいたま市議会議員一般選挙公営一覧 

（選挙ポスター） 

当落 選挙区 名前 党派・会派等 掲示板数 

ポスター 

作成 

枚数 

ポスター 

作成 

単価 

ポスター 

作成金額 
備考 

当 西 池田 麻里 民主  129 155 \2,851 \441,905 

当 西 日下部 伸三 自民  129 155 \2,851 \441,905 

当 西 上三信 彰 公明  129 155 \2,840 \440,200 

当 西 青木 一郎 自民  129 155 \1,281 \198,555 

 西 山城屋 せき 共産  129 155 \2,851 \441,905 

 西 高瀬 広子 無所属  129 155 \2,851 \441,905 

西区限度

額等 

＠2,851 

枚数 155 枚 

￥441,905 

当 北 高木 真理 民主  180 216 \2,188 \472,608 

当 北 今村 都代子 公明  180 216 \2,002 \432,432 

当 北 関根 信明 自民  180 216 \2,188 \472,608 

当 北 吉田 一郎 無所属  180 216 \802 \173,250 

当 北 神田 義行 共産  180 216 \2,188 \472,608 

当 北 清水 賢一 自民  180 216 \2,047 \442,152 

当 北 伝田 ひろみ 無所属  180 216 \2,188 \472,608 

 北 高橋 良 自民  180 216 \1,850 \399,600 

 北 吉田 太 自民  180 216 \2,100 \453,600 

 北 芝間 衛 自民  180 216 \2,188 \472,608 

北区限度

額等 

＠2,188 

枚数 216 枚 

￥472,608 

当 大宮 熊谷 裕人 民主  158 189 \2,421 \457,569 

当 大宮 沢田 力 自民  158 190 \2,422 \460,180 

当 大宮 我妻 京子 共産  158 190 \2,422 \460,180 

当 大宮 宮沢 則之 公明  158 190 \2,110 \400,900 

当 大宮 新藤 信夫 自民  158 190 \2,422 \460,180 

当 大宮 松本 敏雄 無所属  158 190 \2,422 \460,180 

 大宮 山田 ちづ子 無所属  158 190 \2,422 \460,180 

 大宮 中神 健一 自民  158 190 \2,422 \460,180 

 大宮 須田 悟 無所属  158 190 \2,400 \456,000 

 大宮 小沢 正康 無所属  158 190 \2,422 \460,180 

 大宮 堺 猛 無所属  158 190 \2,325 \441,826 

大宮区限

度額等 

＠2,422 

枚数 190 枚 

￥460,180 

当 見沼 三神 尊志 民主  204 245 \1,991 \487,795 

当 見沼 小森谷 優 公明  204 245 \1,644 \402,780 

当 見沼 輿水 恵一 公明  204 245 \1,644 \402,780 

当 見沼 鶴崎 敏康 自民  204 245 \1,991 \487,795 

当 見沼 中山 欽哉 自民  204 245 \1,991 \487,795 

当 見沼 青柳 伸二 共産  204 245 \1,991 \487,795 

当 見沼 細沼 武彦 自民  204 245 \1,991 \487,795 

当 見沼 戸島 義子 共産  204 245 \1,991 \487,795 

 見沼 長谷川 和久 自民  204 245 \1,991 \487,795 

 見沼 斎藤 建二 自民  204 245 \1,932 \473,340 

 見沼 江野本 啓子 無所属  204 245 \1,991 \487,795 

見沼区限

度額等 

＠1,991 

枚数 245 枚 

￥487,795 



  

 見沼 武田 和浩 無所属  204 238 \420 \99,960 

 見沼 吉山 悟 自民  204 245 \1,991 \487,795 

当 中央 高柳 俊哉 民主  154 185 \2,471 \457,135 

当 中央 山崎 章 共産  154 185 \2,471 \457,135 

当 中央 井上 伸一 公明  154 185 \2,471 \457,135 

当 中央 加藤 得二 無所属  154 185 \378 \69,930 

当 中央 中島 隆一 自民  154 154 \1,070 \164,780 

 中央 藤田 昌弘 自民  154 184 \2,471 \454,664 

中央区限

度額等 

＠2,471 枚

数 185 枚 

￥457,135 

当 桜 岡 真智子 無所属  128 154 \2,869 \441,826 

当 桜 阪本 克己 民主  128 154 \2,869 \441,826 

当 桜 高橋 勝頼 公明  128 154 \2,582 \397,628 

当 桜 土橋 貞夫 自民  128 154 \2,800 \431,200 

当 桜 真取 正典 自民  128 154 \2,869 \441,826 

 桜 山中 信一 共産  128 154 \2,869 \441,826 

桜区限度

額等 

＠2,869 

枚数 154 枚 

￥441,826 

当 浦和 原田 健太 民主  194 233 \870 \202,710 

当 浦和 福島 正道 自民  194 233 \2,000 \466,000 

当 浦和 今城 容子 公明  194 232 \1,797 \416,904 

当 浦和 鳥海 敏行 共産  194 233 \2,067 \481,611 

当 浦和 細川 邦子 無所属  194 233 \2,067 \481,611 

当 浦和 青羽 健仁 自民  194 233 \1,800 \419,400 

当 浦和 添野 ふみ子 無所属  194 233 \1,995 \464,835 

当 浦和 小松 豊吉 無所属  194 230 \2,016 \463,680 

 浦和 松崎 良一 無所属  194 233 \2,067 \481,611 

 浦和 藤永 知子 

生活者ネットワ

ーク 

さいたま市  

194 

233 \2,067 \481,611 

浦和区限

度額等 

＠2,067 

枚数 233 枚 

￥481,611 

当 南 斉藤 真起 共産  238 286 \1,779 \508,794 

当 南 日浦田 明 公明  238 286 \1,566 \447,876 

当 南 丹羽 宝宏 民主  238 280 \788 \220,500 

当 南 野口 吉明 自民  238 286 \1,770 \506,220 

当 南 霜田 紀子 自民  238 286 \1,779 \508,794 

当 南 関根 隆俊 無所属  238 286 \1,770 \506,220 

当 南 萩原 章弘 自民  238 286 \1,770 \506,220 

当 南 桶本 大輔 自民  238 286 \1,779 \508,794 

当 南 土井 裕之 無所属  238 286 \600 \171,600 

 南 秋本 清一 無所属  238 286 \1,779 \508,794 

 南 佐野 尚子 無所属  238 286 \1,779 \508,794 

 南 新藤 直樹 無所属  238 286 \1,779 \508,794 

 南 田崎 良雄 無所属  238 286 \1,779 \508,794 

 南 浅井 久仁臣 無所属  238 286 \847 \242,242 

南区限度

額等 

＠1,779 

枚数 286 枚 

￥508,794 

当 緑 神崎 功 民主  144 173 \2,607 \451,011 

当 緑 長谷川 浄意 自民  144 173 \2,607 \451,011 

当 緑 花岡 能理雄 公明  144 172 \2,363 \406,350 

緑区限度

額等 

＠2,607 



  

当 緑 加川 義光 共産  144 173 \2,607 \451,011 

当 緑 武笠 光明 自民  144 173 \2,600 \449,800 

当 緑 村松 順子 無所属  144 173 \2,607 \451,011 

 緑 斎藤 智雄 無所属  144 150 \550 \82,425 

 緑 西村 和彦 無所属  144 173 \1,002 \173,346 

枚数 173 枚 

￥451,011 

当 岩槻 白石 孝志 公明  199 239 \1,540 \368,060 

当 岩槻 高野 秀樹 民主  199 239 \2,028 \484,692 

当 岩槻 北村 隆幸 無所属  199 239 \2,028 \484,692 

当 岩槻 井上 洋平 自民  199 239 \2,028 \484,692 

当 岩槻 野呂 多美子 無所属  199 239 \2,028 \484,692 

当 岩槻 中山 輝男 自民  199 239 \2,028 \484,692 

 岩槻 竹内 昭夫 自民  199 239 \2,028 \484,692 

 岩槻 角田 一夫 自民  199 239 \2,028 \484,692 

 岩槻 笹井 敏子 共産  199 239 \2,028 \484,692 

 岩槻 平野 祐次 無所属  199 239 \1,400 \334,600 

 岩槻 大沢 正 無所属  199 239 \2,028 \484,692 

 岩槻 高見 文也 無所属  199 239 \2,028 \484,692 

岩槻区限

度額等 

＠2,028 

枚数 239 枚 

￥484,692 

            \41,061,884   

 

以上 



  

平成19年川口市議会議員一般選挙公営一覧 

（選挙ポスター） 

受

付 

当

落 
氏名 党派 ポスター 

ポスター 

枚数 

ポスター 

単価 

          
上限 

983,112 円 

上限 

1,196 枚 

上限 

＠822 

1  ○ 池田 嘉明 自民 880,000 1,100 800 

2  ○ 谷川 恵子 民主 983,112 1,196 822 

3  ○ 稲川 和成 自民 983,112 1,196 822 

4  ○ 白根 大輔 民主党 983,112 1,196 822 

5   山野井 美代 市民ネット 615,000 750 820 

6  ○ 関口 京子 公明 845,572 1,196 707 

7  ○ 唐沢 義達 民主 983,112 1,196 822 

8   米竹 明 自民 983,112 1,196 822 

9  ○ 幡野 茂 公明 845,572 1,196 707 

10  ○ 板橋 智之 自民 983,112 1,200 819 

11  ○ 近藤 豊 民主 983,112 1,196 822 

12   佐久間 英明 無所属 983,112 1,196 822 

13  ○ 星野 洋子 共産 637,468 1,196 533 

14  ○ 金子 信男 共産 637,468 1,196 533 

15  ○ 光田 直之 民主 983,112 1,196 822 

16  ○ 萩原一寿 公明 845,572 1,196 707 

17  ○ 桜井 由美子 共産 637,468 1,196 533 

18   天野 幸男 社民 822,000 1,000 822 

19  ○ 大関 修克 公明 845,572 1,196 707 

20  ○ 若谷 正巳 自民 983,112 1,196 822 

21  ○ 板橋 博美 共産 637,468 1,196 533 

22  ○ 関 裕通 自民 980,720 1,196 820 

23   永井 輝夫 自民 980,720 1,196 820 

24   榊原 秀忠 自民 880,000 1,100 800 

25  ○ 篠田 文男 自民 600,000 750 800 

26  ○ 最上 則彦 無所属 560,000 700 800 

27  ○ 豊田 満 自民 822,000 1,000 822 

28  ○ 木岡 崇 共産 637,468 1,196 533 

29   野口 喜兵衛 無所属 非該当    

30   三浦 淳一 無所属 904,200 1,100 822 

31  ○ 石橋 俊伸 公明 845,572 1,196 707 

32  ○ 松本 英彦 自民 980,720 1,196 820 

33   星野 博 無所属 976,990 1,190 821 

34   千葉 良雄 無所属 202,650 1,000 203 

35  ○ 芝崎 正太 公明 845,572 1,196 707 

36  ○ 前原 博孝 自民 956,800 1,196 800 

37  ○ 立石 泰広 自民 983,112 1,196 822 



  

38   根津 和夫 無所属 560,000 700 800 

39  ○ 岩沢 勝徳 自民 983,112 1,196 822 

40  ○ 千葉 正明 自民 969,850 1,190 815 

41   石井 秀一 無所属 非該当    

42   藤田 貢 無所属 0    

43  ○ 田口 順子 自民 952,000 1,190 800 

44   富澤 太志 無所属 249,000 750 332 

45   高藤 登喜恵 共産 637,468 1,196 533 

46  ○ 山崎 豊 無所属 983,112 1,196 822 

47  ○ 松本 幸恵 共産 637,468 1,196 533 

48  ○ 吉田 英司 自民 983,112 1,196 822 

49   松谷 健史 無所属 698,700 850 822 

50  ○ 阿部 ひろ子 公明 845,572 1,196 707 

51  ○ 市原 光吉 無所属 770,000 1,100 700 

52  ○ 松本 進 公明 845,572 1,196 707 

53  ○ 柳田 力 自民 983,112 1,196 822 

54  ○ 宇田川 好秀 自民 325,000 1,000 325 

55  ○ 江袋 正敬 公明 845,572 1,196 707 

56  ○ 高橋 英明 自民 945,300 1,150 822 

     43,450,754   

        

        

※上記の資料は川口市選挙管理委員会が作成した資料をもとに合計金額などを再集計した資料です。 

※上記のリスト順は平成 19 年 4 月の川口市議会選挙の立候補受付順になっています。 

※選挙ポスターの掲示場所は 598 ヶ所になっていますが、2 倍の枚数である 1,196 枚まで公費負担で作成可

能になっています。 

 

以上 


