
平成22年10月4日 

報道各社の皆様へ 

 

選挙のムダ使い未然防止に関する活動の結果報告について 

～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 

■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。 

本年2月に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

させていただきました。 

 

この度、これまで実施してきました選挙のムダ使い未然防止に関する活動の結果等を

ご報告させていただきます。なお、最終的な当活動の目的は、各自治体における条例改

正による仕組み(制度)としてのムダ使いの防止としています。 

 

■選挙ポスターへの公費負担データの公開 

埼玉県議選挙・川口市議選挙における選挙ポスターへの公費負担（選挙公営）の比較

データを以下のとおり公開します。前回選挙より選挙ポスターへの公費負担額が合計

29,572,806円も低減されており、当会の活動による削減効果があったと判断しています。 

※ 今年4月の埼玉県議選挙・川口市議会議員選挙への当会活動については、当活動の専

用HPを参照ください。http://senkyoposters2011.web.fc2.com/ 

 

選挙ポスターへの公費負担額等の比較 

 前回(平成19年)の選挙 今回(平成23年)の選挙 

県議選挙 
113,289,496円 

（公費負担を受けた158名平均717,022円） 
公費負担上限額での請求42名 

91,807,524円（▲21,481,972円） 
（公費負担を受けた156名平均588,510円） 

公費負担上限額での請求14名 

川口市議 
選挙 

43,450,754円 
（公費負担を受けた53名平均819,826円） 

公費負担上限額での請求15名 

35,359,920円（▲8,090,834円） 
（公費負担を受けた47名平均752,338円） 

公費負担上限額での請求2名 
※ 選挙の公費負担には選挙ポスター以外に、選挙カー・運転手の人件費・ガソリン代等があり

ます。 
※ 埼玉県議選挙（平成19年）の選挙はポスター作成証明書をもとに算出のため、公費負担の

未請求者を含む場合があります。 
※ 各候補者の選挙ポスターへの公費負担額等は添付資料を参照ください。 

 

■埼玉県知事・川口市長への公開質問状の実施 

上記の選挙ポスターへの公費負担データをもとに、条例改正の是非を問うために埼玉県知事、

川口市長へ10月3日付で別添の公開質問状を送付し、10月末日までの回答を求めました。 

なお、当公開質問状の回答は別途、記者発表を行う予定にしています。 

 

（裏面に続く） 



  

■その他 

� 詳細不明点等がありましたら、下記に記載の選挙のムダ使い未然防止の専用HP、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。 

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

 

■添付資料 

① 埼玉県議選挙・川口市議選挙・埼玉県知事選挙・川口市長選挙における選挙ポスタ

ーへの公費負担データ 

② 埼玉県知事への公開質問状 

③ 川口市長への公開質問状 

 

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/ 



当落 選挙区 名前
ポスター

作成枚数
ポスター
作成単価

ポスター
作成金額
証明書

記載金額

公費負担額 備考

当 南1区 山川 百合子 700 \1,179.00 \825,300 \825,300
当 南1区 谷古宇 勘司 714 \1,357.00 \968,898 \968,898
当 南1区 蒲生 徳明 500 \950.00 \475,000 \475,000

南1区 芝野 勝利 800 \1,417.00 \1,133,600 \968,898
当 南2区 菅 克己 720 \213.15 \153,468 \153,468
当 南2区 奥ノ木 信夫 1,000 \682.50 \682,500 \682,500
当 南2区 塩野 正行 900 \708.17 \637,350 \637,350
当 南2区 萩原 一寿 900 \724.50 \652,050 \652,050
当 南2区 田中 千裕 1,202 \921.00 \1,107,042 \1,107,042
当 南2区 村岡 正嗣 800 \723.00 \578,400 \578,400

南2区 松本 佳和 800 \931.00 \744,800 \744,800
南2区 豊田 満 800 \932.00 \745,600 \745,600

南2区 根本 潤 700 \589.50 \412,650 \412,650

当 南3区 日下部 伸三 200 \2,850.00 \570,000 \570,000

南3区 信賀 信孝 155 \1,911.00 \296,205 \296,205

当 南4区 鈴木 弘 360 \1,865.00 \671,400 \671,400
当 南4区 高木 真理 280 \868.50 \243,180 \243,180

南4区 松下 裕 362 \1,300.00 \470,600 \470,600

当 南5区 沢田 力 300 \449.40 \134,820 \134,820

南5区 藤井 健志 320 \1,820.00 \582,400 \575,120

当 南6区 田村 琢実 408 \1,890.00 \771,120 \771,120

当 南6区 井上 将勝 300 \567.00 \170,100 \170,100

当 南7区 伊藤 雅俊 200 \976.50 \195,300 \195,300
南7区 増渕 秀一 300 \1,665.30 \499,590 \499,590
南7区 江上 正 200 \2,500.00 \500,000 \494,200

当 南8区 長沼 威 258 \2,851.00 \735,558 \735,558
南8区 小高 真由美 200 \2,500.00 \500,000 \500,000
南8区 田島 剛 180 \1,890.00 \340,200 \340,200

当 南9区 荒川 岩雄 388 \1,653.00 \641,364 \641,364
当 南9区 浅野目 義英 250 \672.00 \168,000 \168,000

南9区 磯田 和男 300 \648.90 \194,670 \194,670
当 南10区 宮崎 栄治郎 476 \1,750.00 \833,000 \833,000
当 南10区 木村 勇夫 280 \1,417.50 \396,900 \396,900

南10区 山口 節生 未請求 未請求
当 南11区 高橋 政雄 290 \1,700.00 \493,000 \493,000

南11区 都築 龍太 290 \2,165.00 \627,850 \627,850
南11区 松岡 耕一 290 \461.64 \133,876 \133,876
南11区 堤 日出喜 280 \2,262.00 \633,360 \633,360

当 南12区 小島 信昭 420 \2,100.00 \882,000 \809,226
当 南12区 佐藤 征治郎 400 \1,445.00 \578,000 \578,000

南12区 白石 孝志 402 \1,680.00 \675,360 \675,360
当 南13区 島田 正一 500 \1,540.00 \770,000 \770,000
当 南13区 畠山 稔 582 \685.00 \398,670 \398,670
当 南13区 石渡 豊 550 \1,148.00 \631,400 \631,400

南13区 秋山 もえ 582 \775.00 \451,050 \451,050
南13区 新井 金作 350 \1,530.00 \535,500 \535,500

当 南14区 小野 克典 230 \1,600.00 \368,000 \368,000

南14区 岡地 優 396 \2,035.00 \805,860 \805,860

当 南15区 新井 一徳 266 \2,760.00 \734,160 \734,160

南第４区限度額等
＠2,179/枚数362枚
￥788,798

南第１３区限度額等
＠1,548
枚数582枚
￥900,936

南第１４区限度額等
＠2,036/枚数396枚/
￥806,256
南第１５区限度額等

南第９区限度額等
＠2,067/枚数388枚
￥801,996
南第１０区限度額等
＠1,779/枚数476枚
￥846,804

南第１１区限度額等
＠2,593/枚数290枚/
￥751,970

南第１２区限度額等
＠2,013/枚数402枚
￥809,226

南第５区限度額等
＠2,422/枚数316枚/
￥765,352

南第７区限度額等
＠2,471/枚数308枚
￥761,068

南第６区限度額等
＠1,991/枚数408枚
￥812,328

南第８区限度額等
＠2,851/枚数258枚/
￥735,558

埼玉県議会選挙2011年・選挙ポスター作成の選挙公営（公費負担）一覧表

南第１区限度額等
＠1,357
枚数714枚
￥968,898

南第２区限度額等
＠932
枚数1,202枚
￥1,120,264

南第３区限度額等
＠2,851/枚数258枚
￥735,558
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ポスター

作成枚数
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公費負担額 備考

南15区 平尾 良雄 300 \2,800.00 \840,000 \739,746
南15区 諏訪 善一良 270 \2,900.00 \783,000 \739,746

当 南16区 中屋敷 慎一 400 \1,840.00 \736,000 \736,000

南16区 佐藤 泰彦 452 \1,050.00 \474,600 \474,600

当 南17区 鈴木 正人 176 \1,994.40 \351,015 \351,015
南第１７区限度額等
＠3,941/枚数176枚
￥693,616

当 南18区 安藤 友貴 450 \1,367.33 \615,300 \615,300

当 南18区 吉田 芳朝 400 \1,800.00 \720,000 \720,000

当 南19区 須賀 敬史 250 \3,150.00 \787,500 \718,200
南19区 福田 秀雄 228 \1,843.00 \420,204 \420,204
南19区 榎本 和孝 200 \2,400.00 \480,000 \480,000

当 南20区 菅原 文仁 342 \1,627.50 \556,605 \556,605
当 南20区 細田 徳治 342 \1,470.00 \502,740 \502,740

南20区 峯岸 光夫 300 \566.67 \170,000 \170,000
南20区 中島 浩一 300 \1,914.00 \574,200 \574,200

当 南21区 石田 昇 186 \3,757.00 \698,802 \698,802
南21区 岩井 博之 180 \2,550.00 \459,000 \459,000
南21区 白根 大輔 120 \3,750.00 \450,000 \450,000

当 南22区 神谷 裕之 250 \2,351.00 \587,750 \587,750
当 南22区 醍醐 清 300 \1,659.00 \497,700 \497,700

南22区 星野 文男 250 \2,100.00 \525,000 \525,000
南22区 野本 一幸 328 \2,352.00 \771,456 \771,456
南22区 田辺 淳 300 \1,890.00 \567,000 \567,000

当 南23区 井上 航 150 \3,182.00 \477,300 \477,300

南23区 神杉 一彦 210 \3,305.00 \694,050 \694,050

当 西1区 藤本 正人 900 \1,080.00 \972,000 \972,000
当 西1区 西山 淳次 910 \821.00 \747,110 \747,110
当 西1区 水村 篤弘 900 \1,025.00 \922,500 \922,500
当 西1区 柳下 礼子 910 \520.00 \473,200 \473,200

西1区 大石 健一 800 \1,173.00 \938,400 \938,400
当 西2区 田中 龍夫 450 \1,800.00 \810,000 \810,000
当 西2区 斉藤 正明 454 \1,840.00 \835,360 \835,360

西2区 新井 格 500 \1,500.00 \750,000 \600,000

当 西3区 和田 浩 494 \1,733.00 \856,102 \856,102

西3区 中村 興夫 494 \945.00 \466,830 \466,830

当 西4区 本木 茂 400 \1,828.00 \731,200 \731,200
当 西4区 中川 浩 300 \980.00 \294,000 \294,000

西4区 田中 寿夫 400 \1,500.00 \600,000 \600,000
当 西5区 加藤 末勝 150 \3,556.00 \533,400 \533,400

西5区 山川 寿美江 196 \1,900.00 \372,400 \372,400
西5区 谷 新一 196 \1,627.50 \318,990 \318,990

当 西6区 星野 光弘 800 \1,038.00 \830,400 未請求
当 西7区 土屋 恵一 未請求 未請求
当 西8区 中野 英幸 800 \1,038.00 \830,400 \830,400
当 西8区 福永 信之 700 \675.00 \472,500 \472,500
当 西8区 舟橋 一浩 600 \1,260.00 \756,000 \732,600
当 西8区 渋谷 実 600 \560.00 \336,000 \336,000

西8区 矢部 節 820 \472.50 \387,450 \387,450
西8区 守屋 裕子 850 \580.00 \493,000 \493,000

西第３区限度額等
＠1,733/枚数494枚/
￥856,102
西第４区限度額等
＠1,829/枚数458枚
￥837,682
西第５区限度額等
＠3,591/枚数196枚
￥703,836

西第８区限度額等
＠1,221
枚数850枚
￥1,037,850

南第２２区限度額等
＠2,352
枚数328枚
￥771,456

南第２３区限度額等
＠3,306/枚数216枚/
￥714,096

西第１区限度額等
＠1,174
枚数910枚
￥1,068,340

西第２区限度額等
＠1,841/枚数454枚
￥835,814

南第１８区限度額等
＠1,823/枚数460枚
￥838,580
南第１９区限度額等
＠3,159/枚数228枚/
￥720,252
南第２０区限度額等
＠2,276
枚数342枚
￥778,392
南第２１区限度額等
＠3,757/枚数186枚/
￥698,802

＠2,781/枚数266枚/
￥739,746
南第１６区限度額等
＠1,847/枚数452枚
￥834,844
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ポスター
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当 西9区 小谷野 五雄 266 \2,781.00 \739,746 \739,746

西9区 川田 虎男 未請求 未請求

当 西10区 武内 政文 282 \349.00 \98,418 \98,418

西10区 高橋 達夫 282 \2,520.00 \710,640 \710,640

当 西11区 木下 高志 200 \834.00 \166,800 \166,800

西11区 小川 直志 300 \2,714.00 \814,200 \743,636

当 西12区 長峰 宏芳 120 \3,337.00 \400,440 \400,440
西第１２区限度額等
＠3,903/枚数178枚
￥694,734

当 西13区 中村 健 272 \2,730.00 \742,560 \742,560
西第１３区限度額等
＠2,731/枚数272枚/
￥742,832

当 西14区 江野 幸一 426 \1,900.00 \809,400 \809,400

西14区 斎藤 雅男 426 \1,980.00 \843,480 \821,328

当 西15区 松本 恒夫 550 \1,284.00 \706,200 \706,200
西第１５区限度額等
＠1,301/枚数764枚/
￥993,964

当 北1区 北堀 篤 500 \1,500.00 \750,000 \750,000
北第１区限度額等
＠1,642/枚数534枚/
￥876,828

当 北2区 岩崎 宏 600 \1,360.00 \816,000 \816,000
北第２区限度額等
＠1,488/枚数618枚/
￥919,584

当 北3区 斉藤 邦明 400 \1,050.00 \420,000 \420,000

北3区 丸山 真司 400 \1,900.00 \760,000 \760,000

当 北4区 竹並 万吉 434 \943.55 \409,500 \409,500
北第４区限度額等
＠1,902/枚数434枚/
￥825,468

当 北5区 神尾 高善 700 \1,373.00 \961,100 \958,354
当 北5区 加藤 裕康 600 \1,376.00 \825,600 \825,600
当 北5区 小川 真一郎 698 \1,376.00 \960,448 \960,448

北5区 江原 久美子 500 \900.00 \450,000 \450,000
北5区 吉岡 信彦 698 \1,350.00 \942,300 \942,300

当 北6区 小林 哲也 400 \890.00 \356,000 \356,000
当 北6区 森田 俊和 600 \542.50 \325,500 \325,500
当 北6区 田並 尚明 600 \609.00 \365,400 \365,400

北6区 岡部 三郎 700 \780.00 \546,000 \546,000

当 東1区 鈴木 聖二 400 \1,208.00 \483,200 \483,200

東1区 漆原 金作 300 \1,600.00 \480,000 \480,000

当 東2区 諸井 真英 350 \2,247.00 \786,450 \779,100
東第２区限度額等
＠2,226/枚数352枚/
￥783,552

当 東3区 野本 陽一 250 \900.00 \225,000 \225,000

東3区 恩田 博 350 \1,900.00 \665,000 \665,000

当 東4区 野中 厚 420 \1,457.00 \611,940 \611,940
東第４区限度額等
＠1,948/枚数420枚
￥818,160

東第３区限度額等
＠1,955/枚数418枚/
￥817,190

北第３区限度額等
＠1,942/枚数422枚/
￥819,524

北第５区限度額等
＠1,376
枚数698枚
￥960,448

北第６区限度額等
＠1,266
枚数800枚
￥1,012,800
東第１区限度額等
＠1,991/枚数408枚/
￥812,328

西第９区限度額等
＠2,781/枚数266枚
￥739,746
西第１０区限度額等
＠2,652/枚数282枚/
￥747,864
西第１１区限度額等
＠2,714/枚数274枚/
￥743,636

西第１４区限度額等
＠1,928/枚数426枚/
￥821,328
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当落 選挙区 名前
ポスター

作成枚数
ポスター
作成単価

ポスター
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記載金額

公費負担額 備考

当 東5区 樋口 邦利 256 \2,296.00 \587,776 \587,776
東第５区限度額等
＠2,869/枚数256枚/
￥734,464

当 東6区 石井 平夫 128 \2,520.00 \322,560 \322,560
東6区 山口 真司 256 \2,625.00 \672,000 \672,000

東6区 福田 聖次 250 \2,800.00 \700,000 \700,000

当 東7区 岡 重夫 472 \1,788.00 \843,936 \843,936

東7区 田中 聡一郎 500 \1,020.00 \510,000 \481,440

当 東8区 権守 幸男 684 \1,050.00 \718,200 \718,200
当 東8区 白土 幸仁 600 \1,237.00 \742,200 \742,200
当 東8区 佐久間 実 400 \1,394.00 \557,600 \557,600

東8区 並木 敏恵 684 \540.00 \369,360 \369,360
東8区 渋田 智秀 684 \1,250.00 \855,000 \855,000

当 東9区 松沢 邦扇 996 \1,110.00 \1,105,560 \1,105,560
当 東9区 藤林 富美雄 750 \225.75 \169,313 \169,313
当 東9区 藤澤 慎也 700 \472.50 \330,750 \330,750
当 東9区 山本 正乃 900 \1,100.00 \990,000 \990,000

東9区 細川 威 850 \840.00 \714,000 \714,000

当 東10区 大山 忍 310 \2,625.00 \813,750 \754,110
東第１０区限度額等
＠2,565/枚数294枚
￥754,110

当 東11区 鈴木 義弘 520 \1,575.00 \819,000 \819,000
当 東11区 山下 勝矢 500 \1,650.00 \825,000 \825,000

東11区 武捨 裕太 300 \1,400.00 \420,000 \420,000
東11区 富永 由果 500 \1,500.00 \750,000 \750,000
東11区 西村 繁之 供託物没収 供託物没収

当 東12区 梅澤 佳一 214 \2,045.00 \437,630 \437,630

東12区 野中 智 150 \1,960.00 \294,000 \294,000

当 東13区 枝久保 喜八郎 200 \1,365.00 \273,000 \273,000
東13区 吉良 英敏 250 \704.00 \176,000 \147,840
東13区 青木 章 200 \3,150.00 \630,000 \630,000
東13区 増田 幹男 200 \3,385.00 \677,000 \677,000

当 東14区 井上 直子 596 \1,523.00 \907,708 \907,708
東14区 豊島 亮介 596 \1,520.00 \905,920 \905,920
東14区 坪田 光治 596 \1,295.00 \771,820 \771,820

当 東15区 中原 恵人 254 \1,960.00 \497,840 \497,840

東15区 蓮見 昭一 250 \2,880.00 \720,000 \720,000

合計 \93,493,860 \91,807,524

※県議選(平成19年)はポスター作成証明書をもとに算出のため、
　 公費負担の未請求者を含む場合があります。

東第９区限度額等
＠1,117
枚数996枚
￥1,112,532

東第１５区限度額等
＠2,888/枚数254枚/
￥733,552

東第１１区限度額等
＠1,672/枚数520枚
￥869,440

東第１２区限度額等
＠3,332/枚数214枚/
￥713,048

東第１３区限度額等
＠3,386/枚数210枚
￥711,060

東第１４区限度額等
＠1,524/枚数596枚/
￥908,304

東第６区限度額等
＠2,869/枚数256/
￥734,464

東第７区限度額等
＠1,790/枚数472枚/
￥844,880

東第８区限度額等
＠1,394
枚数684枚
￥953,496

選挙ポスターへの公費負担額等の比較
前回(平成19年)の選挙 今回(平成23年)の選挙

総額 91,807,524円（▲21,481,972円）総額　113,289,496円
（公費負担を受けた158名平均717,022円）

公費負担上限額での請求42名
（公費負担を受けた156名平均588,510

公費負担上限額での請求14名
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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
証明書

記載金額

公費負担額

山川 百合子 民主党 357 700 \1,179.00 \825,300 \825,300
356 600 \707 \424,200 \424,200

谷古宇 勘司 自民党 357 714 \1,357.00 \968,898 \968,898
356 712 \1,359 \967,608 \967,608

蒲生 徳明 公明党 357 500 \950.00 \475,000 \475,000
356 712 \914 \650,768 \650,768

南1区 芝野 勝利 無所属 357 800 \1,417.00 \1,133,600 \968,898
菅 克己 民主党 601 720 \213.15 \153,468 \153,468

598 1196 \936 \1,119,456 \1,119,456
奥ノ木 信夫 自民党 601 1,000 \682.50 \682,500 \682,500

598 1196 \936 \1,119,456 \1,119,456
塩野 正行 公明党 601 900 \708.17 \637,350 \637,350

598 1196 \937 \1,120,652 \1,120,652
当 南2区 萩原 一寿 公明党 601 900 \724.50 \652,050 \652,050

田中 千裕 自民党 601 1,202 \921.00 \1,107,042 \1,107,042
598 1200 \950 \1,140,000 \1,120,652

村岡 正嗣 共産党 601 800 \723.00 \578,400 \578,400
598 1196 \700 \837,200 \837,200

松本 佳和 みんなの党 601 800 \931.00 \744,800 \744,800
598 1196 \937 \1,120,652 \1,120,652

南2区 豊田 満 自民党 601 800 \932.00 \745,600 \745,600
南2区 根本 潤 無所属 601 700 \589.50 \412,650 \412,650

当 南3区 日下部 伸三 無所属 129 200 \2,850.00 \570,000 \570,000
南3区 信賀 信孝 民主党 129 155 \1,911.00 \296,205 \296,205

鈴木 弘 自民党 181 360 \1,865.00 \671,400 \671,400
180 360 \2,188 \787,680 \787,680

当 南4区 高木 真理 民主党 181 280 \868.50 \243,180 \243,180
松下 裕 共産党 181 362 \1,300.00 \470,600 \470,600

180 360 \1,900 \684,000 \684,000
当 南5区 沢田 力 自民党 158 300 \449.40 \134,820 \134,820

南5区 藤井 健志 民主党 158 320 \1,820.00 \582,400 \575,120
田村 琢実 自民党 204 408 \1,890.00 \771,120 \771,120

204 408 \1,991 \812,328 \812,328
当 南6区 井上 将勝 民主党 204 300 \567.00 \170,100 \170,100
当 南7区 伊藤 雅俊 自民党 154 200 \976.50 \195,300 \195,300

南7区 増渕 秀一 無所属 154 300 \1,665.30 \499,590 \499,590
南7区 江上 正 無所属 154 200 \2,500.00 \500,000 \494,200

長沼 威 自民党 129 258 \2,851.00 \735,558 \735,558
128 256 \2,800 \716,800 \716,800

小高 真由美 無所属 129 200 \2,500.00 \500,000 \500,000
128 128 \1,354 \173,312 \173,312

南8区 田島 剛 民主党 129 180 \1,890.00 \340,200 \340,200
荒川 岩雄 自民党 194 388 \1,653.00 \641,364 \641,364

194 388 \2,067 \801,996 \801,996
浅野目 義英 民主党 194 250 \672.00 \168,000 \168,000

194 300 \620 \185,850 \185,850
南9区 磯田 和男 みんなの党 194 300 \648.90 \194,670 \194,670

宮崎 栄治郎 自民党 238 476 \1,750.00 \833,000 \833,000
238 476 \1,770 \842,520 \842,520

木村 勇夫 民主党 238 280 \1,417.50 \396,900 \396,900
238 400 \551 \220,500 \220,500

南10区 山口 節生 無所属 238 #VALUE! 未請求 未請求
高橋 政雄 自民党 145 290 \1,700.00 \493,000 \493,000

144 288 \2,607 \750,816 \750,816
南11区 都築 龍太 無所属 145 290 \2,165.00 \627,850 \627,850
南11区 松岡 耕一 民主党 145 290 \461.64 \133,876 \133,876

当 南1区
前回選挙

当 南1区
前回選挙

当 南1区
前回選挙

当 南2区
前回選挙

当 南2区

当 南2区
前回選挙

当 南2区
前回選挙

当 南2区

南2区
前回選挙

当 南4区
前回選挙

南4区
前回選挙

当 南6区
前回選挙

当 南8区
前回選挙

南8区
前回選挙

当 南9区
前回選挙

当 南9区
前回選挙

当 南10区
前回選挙

当 南10区
前回選挙

選挙ポスター作成の選挙公営（公費負担）一覧表
埼玉県議会選挙2011年と2007年の比較

当 南11区
前回選挙
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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
証明書

記載金額

公費負担額

南11区 堤 日出喜 無所属 145 280 \2,262.00 \633,360 \633,360
小島 信昭 自民党 201 420 \2,100.00 \882,000 \809,226

199 398 \2,028 \807,144 \807,144
佐藤 征治郎 社民党 201 400 \1,445.00 \578,000 \578,000

199 380 \1,260 \478,800 \478,800
南12区 白石 孝志 無所属 201 402 \1,680.00 \675,360 \675,360

島田 正一 自民党 291 500 \1,540.00 \770,000 \770,000
292 584 \1,540 \899,360 \899,360

畠山 稔 民主党 291 582 \685.00 \398,670 \398,670
292 584 \1,544 \901,696 \901,696

石渡 豊 公明党 291 550 \1,148.00 \631,400 \631,400
292 - #VALUE! - -

南13区 秋山 もえ 共産党 291 582 \775.00 \451,050 \451,050
南13区 新井 金作 無所属 291 350 \1,530.00 \535,500 \535,500

小野 克典 無所属 198 230 \1,600.00 \368,000 \368,000

198 396 \599 \237,006 \237,006
南14区 岡地 優 無所属 198 396 \2,035.00 \805,860 \805,860

当 南15区 新井 一徳 無所属 133 266 \2,760.00 \734,160 \734,160
平尾 良雄 無所属 133 300 \2,800.00 \840,000 \739,746

133 266 \2,781 \739,746 \739,746
南15区 諏訪 善一良 無所属 133 270 \2,900.00 \783,000 \739,746

中屋敷 慎一 無所属 226 400 \1,840.00 \736,000 \736,000
226 452 \1,847 \834,844 \834,844

佐藤 泰彦 自民党 226 452 \1,050.00 \474,600 \474,600
226 500 \1,450 \725,000 \655,400

鈴木 正人 無所属 88 176 \1,994.40 \351,015 \351,015
87 174 \3,980 \692,520 \692,520

当 南18区 安藤 友貴 公明党 230 450 \1,367.33 \615,300 \615,300
吉田 芳朝 無所属 230 400 \1,800.00 \720,000 \720,000

228 450 \1,835 \825,750 \825,750
当 南19区 須賀 敬史 自民党 114 250 \3,150.00 \787,500 \718,200

福田 秀雄 民主党 114 228 \1,843.00 \420,204 \420,204
114 228 \3,150 \718,200 \718,200

南19区 榎本 和孝 無所属 114 200 \2,400.00 \480,000 \480,000
当 南20区 菅原 文仁 無所属 171 342 \1,627.50 \556,605 \556,605

細田 徳治 自民党 171 342 \1,470.00 \502,740 \502,740
168 336 \2,308 \775,488 \775,488

峯岸 光夫 自民党 171 300 \566.67 \170,000 \170,000
168 336 \2,300 \772,800 \772,800

中島 浩一 民主党 171 300 \1,914.00 \574,200 \574,200
168 336 \2,308 \775,488 \775,488

石田 昇 無所属 93 186 \3,757.00 \698,802 \698,802
93 186 \3,757 \698,802 \698,802

南21区 岩井 博之 自民党 93 180 \2,550.00 \459,000 \459,000
南21区 白根 大輔 無所属 93 120 \3,750.00 \450,000 \450,000

神谷 裕之 自民党 164 250 \2,351.00 \587,750 \587,750
158 316 \2,421 \765,036 \765,036

醍醐 清 無所属 164 300 \1,659.00 \497,700 \497,700
158 316 \2,420 \764,720 \764,720

星野 文男 みんなの党 164 250 \2,100.00 \525,000 \525,000
158 300 \2,000 \600,000 \600,000

南22区 野本 一幸 無所属 164 328 \2,352.00 \771,456 \771,456
田辺 淳 無所属 164 300 \1,890.00 \567,000 \567,000

158 300 \2,300 \690,000 \690,000
当 南23区 井上 航 無所属 108 150 \3,182.00 \477,300 \477,300

神杉 一彦 民主党 108 210 \3,305.00 \694,050 \694,050
113 226 \3,180 \718,680 \718,680

藤本 正人 自民党 455 900 \1,080.00 \972,000 \972,000
当 西1区

南23区
前回選挙

南22区
前回選挙

南22区
前回選挙

当 南22区
前回選挙

当 南22区
前回選挙

南20区
前回選挙

当 南21区
前回選挙

当 南20区
前回選挙

南20区
前回選挙

当 南18区
前回選挙

南19区
前回選挙

南16区
前回選挙

当 南17区
前回選挙

南15区
前回選挙

当 南16区
前回選挙

当 南13区
前回選挙

当 南14区
前回選挙

当 南13区
前回選挙

当 南13区
前回選挙

当 南12区
前回選挙

当 南12区
前回選挙
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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
証明書

記載金額

公費負担額

446 850 \1,100 \935,000 \935,000
西山 淳次 公明党 455 910 \821.00 \747,110 \747,110

446 892 \1,052 \938,384 \938,384
当 西1区 水村 篤弘 民主党 455 900 \1,025.00 \922,500 \922,500

柳下 礼子 共産党 455 910 \520.00 \473,200 \473,200
446 892 \718 \640,456 \640,456

西1区 大石 健一 無所属 455 800 \1,173.00 \938,400 \938,400
田中 龍夫 自民党 227 450 \1,800.00 \810,000 \810,000

225 450 \1,850 \832,500 \832,500
斉藤 正明 自民党 227 454 \1,840.00 \835,360 \835,360

225 450 \1,852 \833,400 \833,400
新井 格 民主党 227 500 \1,500.00 \750,000 \600,000

225 450 \1,853 \833,850 \833,850
和田 浩 自民党 247 494 \1,733.00 \856,102 \856,102

247 494 \1,733 \856,102 \856,102
中村 興夫 無所属 247 494 \945.00 \466,830 \466,830

247 494 \1,733 \856,102 \856,102
本木 茂 自民党 229 400 \1,828.00 \731,200 \731,200

228 400 \1,835 \734,000 \734,000
当 西4区 中川 浩 民主党 229 300 \980.00 \294,000 \294,000

西4区 田中 寿夫 無所属 229 400 \1,500.00 \600,000 \600,000
当 西5区 加藤 末勝 自民党 98 150 \3,556.00 \533,400 \533,400

山川 寿美江 共産党 98 196 \1,900.00 \372,400 \372,400
98 196 \2,798 \548,408 \548,408

西5区 谷 新一 無所属 98 196 \1,627.50 \318,990 \318,990
当 西6区 星野 光弘 無所属 425 800 \1,038.00 \830,400 未請求

土屋 恵一 自民党 425 #VALUE! 未請求 未請求
129 258 \2,851 \735,558 \735,558

当 西8区 中野 英幸 自民党 425 800 \1,038.00 \830,400 \830,400
福永 信之 公明党 425 700 \675.00 \472,500 \472,500

422 600 \1,050 \629,740 \629,740
舟橋 一浩 無所属 425 600 \1,260.00 \756,000 \732,600

422 850 \980 \833,000 \833,000
渋谷 実 自民党 425 600 \560.00 \336,000 \336,000

422 844 \1,216 \1,026,304 \1,026,304
西8区 矢部 節 民主党 425 820 \472.50 \387,450 \387,450

守屋 裕子 共産党 425 850 \580.00 \493,000 \493,000
422 844 \765 \645,660 \645,660

小谷野 五雄 自民党 133 266 \2,781.00 \739,746 \739,746
133 266 \2,781 \739,746 \739,746

西9区 川田 虎男 民主党 133 #VALUE! 未請求 未請求
当 西10区 武内 政文 無所属 141 282 \349.00 \98,418 \98,418

西10区 高橋 達夫 無所属 141 282 \2,520.00 \710,640 \710,640
当 西11区 木下 高志 無所属 137 200 \834.00 \166,800 \166,800

西11区 小川 直志 無所属 137 300 \2,714.00 \814,200 \743,636
長峰 宏芳 自民党 89 120 \3,337.00 \400,440 \400,440

89 178 \2,898 \515,844 \515,844
中村 健 自民党 136 272 \2,730.00 \742,560 \742,560

136 272 \2,731 \742,832 \742,832
当 西14区 江野 幸一 無所属 213 426 \1,900.00 \809,400 \809,400

西14区 斎藤 雅男 無所属 213 426 \1,980.00 \843,480 \821,328
松本 恒夫 自民党 382 550 \1,284.00 \706,200 \706,200

375 750 \1,265 \948,750 \948,750
北堀 篤 自民党 267 500 \1,500.00 \750,000 \750,000

321 400 \2,020 \808,000 \580,400
岩崎 宏 自民党 309 600 \1,360.00 \816,000 \816,000

309 500 \1,488 \744,000 \744,000
当 北3区 斉藤 邦明 無所属 211 400 \1,050.00 \420,000 \420,000

丸山 真司 無所属 211 400 \1,900.00 \760,000 \760,000

当 北2区
前回選挙

北3区

当 西15区
前回選挙

当 北1区
前回選挙

当 西12区
前回選挙

当 西13区
前回選挙

西8区
前回選挙

当 西9区
前回選挙

当 西8区
前回選挙

当 西8区
前回選挙

当 西7区
前回選挙

当 西8区
前回選挙

当 西4区
前回選挙

西5区
前回選挙

当 西3区
前回選挙

西3区
前回選挙

当 西2区
前回選挙

西2区
前回選挙

当 西1区
前回選挙

当 西2区
前回選挙

当 西1区
前回選挙

当 西1区
前回選挙
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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
証明書

記載金額

公費負担額

212 400 \1,900 \760,000 \760,000
竹並 万吉 自民党 217 434 \943.55 \409,500 \409,500

216 432 \1,900 \820,800 \820,800
神尾 高善 自民党 349 700 \1,373.00 \961,100 \958,354

447 894 \1,186 \1,060,284 \1,060,284
加藤 裕康 自民党 349 600 \1,376.00 \825,600 \825,600

447 894 \1,186 \1,060,284 \1,060,284
当 北5区 小川 真一郎 無所属 349 698 \1,376.00 \960,448 \960,448

北5区 江原 久美子 民主党 349 500 \900.00 \450,000 \450,000
北5区 吉岡 信彦 無所属 349 698 \1,350.00 \942,300 \942,300

小林 哲也 自民党 400 400 \890.00 \356,000 \356,000
447 894 \1,185 \1,059,390 \1,059,390

森田 俊和 自民党 400 600 \542.50 \325,500 \325,500
447 894 \189 \168,966 \168,966

田並 尚明 民主党 400 600 \609.00 \365,400 \365,400
447 894 \1,185 \1,059,390 \1,059,390

岡部 三郎 無所属 400 700 \780.00 \546,000 \546,000
447 894 \1,186 \1,060,284 \1,060,284

鈴木 聖二 自民党 204 400 \1,208.00 \483,200 \483,200
205 400 \1,984 \793,600 \793,600

東1区 漆原 金作 無所属 204 300 \1,600.00 \480,000 \480,000
諸井 真英 自民党 176 350 \2,247.00 \786,450 \779,100

176 350 \2,247 \786,450 \779,100
野本 陽一 自民党 209 250 \900.00 \225,000 \225,000

211 422 \1,432 \604,304 \604,304
東3区 恩田 博 民主党 209 350 \1,900.00 \665,000 \665,000

野中 厚 自民党 210 420 \1,457.00 \611,940 \611,940
214 400 \2,020 \808,000 \768,800

樋口 邦利 自民党 128 256 \2,296.00 \587,776 \587,776
128 256 \2,860 \732,160 \732,160

石井 平夫 自民党 128 128 \2,520.00 \322,560 \322,560
127 200 \2,900 \580,000 \577,600

東6区 山口 真司 無所属 128 256 \2,625.00 \672,000 \672,000

東6区 福田 聖次
地域政党

蓮田から変える会
128 250 \2,800.00 \700,000 \700,000

岡 重夫 無所属 236 472 \1,788.00 \843,936 \843,936
236 472 \1,788 \844,000 \844,000

東7区 田中 聡一郎 自民党 236 500 \1,020.00 \510,000 \481,440
当 東8区 権守 幸男 公明党 342 684 \1,050.00 \718,200 \718,200
当 東8区 白土 幸仁 無所属 342 600 \1,237.00 \742,200 \742,200

佐久間 実 自民党 342 400 \1,394.00 \557,600 \557,600
342 500 \1,393 \696,500 \696,500

並木 敏恵 共産党 342 684 \540.00 \369,360 \369,360
342 684 \750 \513,000 \513,000

東8区 渋田 智秀 民主党 342 684 \1,250.00 \855,000 \855,000
松沢 邦扇 自民党 498 996 \1,110.00 \1,105,560 \1,105,560

497 994 \1,118 \1,111,292 \1,111,292
当 東9区 藤林 富美雄 公明党 498 750 \225.75 \169,313 \169,313
当 東9区 藤澤 慎也 みんなの党 498 700 \472.50 \330,750 \330,750
当 東9区 山本 正乃 民主党 498 900 \1,100.00 \990,000 \990,000

東9区 細川 威 民主党 498 850 \840.00 \714,000 \714,000
大山 忍 自民党 147 310 \2,625.00 \813,750 \754,110

147 294 \2,565 \754,110 \754,110
鈴木 義弘 自民党 260 520 \1,575.00 \819,000 \819,000

258 500 \1,680 \840,000 \840,000
当 東11区 山下 勝矢 無所属 260 500 \1,650.00 \825,000 \825,000

東11区 武捨 裕太 みんなの党 260 300 \1,400.00 \420,000 \420,000
東11区 富永 由果 無所属 260 500 \1,500.00 \750,000 \750,000
東11区 西村 繁之 無所属 260 #VALUE! 供託物没収 供託物没収

当 東11区
前回選挙

当 東9区
前回選挙

当 東10区
前回選挙

当 東8区
前回選挙

東8区
前回選挙

当 東6区
前回選挙

当 東7区
前回選挙

当 東4区
前回選挙

当 東5区
前回選挙

当 東2区
前回選挙

当 東3区
前回選挙

北6区
前回選挙

当 東1区
前回選挙

当 北6区
前回選挙

当 北6区
前回選挙

当 北5区
前回選挙

当 北6区
前回選挙

当 北4区
前回選挙

当 北5区
前回選挙

北3区
前回選挙

4 ページ



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
証明書

記載金額

公費負担額

梅澤 佳一 自民党 107 214 \2,045.00 \437,630 \437,630
106 212 \2,800 \593,600 \593,600

東12区 野中 智 無所属 107 150 \1,960.00 \294,000 \294,000
当 東13区 枝久保 喜八郎 無所属 105 200 \1,365.00 \273,000 \273,000

東13区 吉良 英敏 無所属 105 250 \704.00 \176,000 \147,840
東13区 青木 章 無所属 105 200 \3,150.00 \630,000 \630,000

増田 幹男 無所属 105 200 \3,385.00 \677,000 \677,000
118 236 \3,069 \724,284 \724,284

井上 直子 自民党 298 596 \1,523.00 \907,708 \907,708
298 596 \1,523 \907,708 \907,708

東14区 豊島 亮介 無所属 298 596 \1,520.00 \905,920 \905,920
東14区 坪田 光治 無所属 298 596 \1,295.00 \771,820 \771,820

当 東15区 中原 恵人 無所属 298 254 \1,960.00 \497,840 \497,840
蓮見 昭一 自民党 298 250 \2,880.00 \720,000 \720,000

130 300 \2,500 \750,000 \650,000
東15区

前回選挙

東13区
前回選挙

当 東14区
前回選挙

当 東12区
前回選挙

5 ページ



届出
番号

当落 候補者氏名 党派
ポスター

単価
上限@818

ポスター
枚数

上限601枚
計

1 ○ 加藤幸恵 日本共産党 400.00 1,202 550,800
2 ○ 関裕通 自由民主党 818.00 1,150 1,030,025
3 ○ 板橋智之 自由民主党 818.00 800 795,454
4 米竹明 無所属 800.00 800 640,000
5 ○ 唐沢義達 民主党 117.60 1,200 223,265

6 ○ 榊原秀忠 自由民主党 357.00 800 463,342
7 ○ 小林宏 民主党 800.00 720 758,621
8 千葉良雄 無所属 630.00 1,000 815,276
9 ○ 矢野由紀子 日本共産党 400.00 1,202 620,800
10 ○ 関口京子 公明党 670.00 900 669,150
11 ○ 前田亜希 無所属 735.00 1,000 919,087
12 ○ 芦田芳枝 公明党 670.00 900 630,195
13 碇康雄 民主党 800.00 720 758,889
14 ○ 江袋正敬 公明党 670.00 900 665,475
15 ○ 木岡崇 無所属 697.00 871 722,447
16 ○ 富沢太志 無所属 798.00 800 763,525
17 ○ 柳田力 自由民主党 798.00 800 638,400
18 ○ 近藤智明 みんなの党 818.00 1,202 1,146,966
19 ○ 谷川恵子 民主党 808.50 1,000 987,240
20 ○ 今井初枝 日本共産党 400.00 1,202 620,800
21 前原博孝 無所属 - - 0
22 ○ 若谷正巳 自由民主党 735.00 1,000 912,990
23 ○ 大関修克 公明党 670.00 900 683,850
24 梅沢博史 日本労働党 740.00 1,202 1,072,151
25 ○ 板橋博美 日本共産党 400.00 1,202 480,800
26 ○ 杉本佳代 自由民主党 818.00 800 835,430
27 ○ 幡野茂 公明党 670.00 900 632,400
28 ○ 田口順子 自由民主党 810.00 800 820,926
29 ○ 立石泰広 自由民主党 735.00 1,000 900,315
30 ○ 光田直之 民主党 693.00 800 742,273
31 桜井由美子 日本共産党 400.00 1,202 580,200
32 伊藤淳一 自由民主党 672.00 1,000 853,228
33 ○ 矢作太郎 民主党 800.00 720 758,549
34 ○ 永瀬秀樹 自由民主党 735.00 1,000 908,713
35 ○ 石橋俊伸 公明党 670.00 900 696,345
36 ○ 吉田英司 自由民主党 818.00 1,202 1,098,999
37 ○ 金子信男 日本共産党 400.00 1,202 480,800
38 ○ 篠田文男 自由民主党 750.00 1,100 978,749
39 川上智世江 社会民主党 470.00 1,200 755,423
40 ○ 宇田川好秀 自由民主党 420.00 700 475,826
41 ○ 福田洋子 公明党 670.00 900 630,195
42 ○ 岩沢勝徳 自由民主党 696.00 800 738,680
43 ○ 高橋英明 自由民主党 818.00 840 778,124
44 ○ 松本英彦 自由民主党 815.00 850 867,577
45 ○ 稲川和成 自由民主党 815.00 1,200 1,141,730
46 ○ 松本進 公明党 670.00 900 683,850
47 ○ 芝崎正太 公明党 670.00 900 665,475
48 ○ 最上則彦 無所属 800.00 720 766,565
49 行方正太郎 無所属 非該当 非該当 0

35,359,920

川口市議選挙2011年・選挙ポスターの選挙公営（公費負担）一覧

（公費負担を受けた47名平均752,338円）
公費負担上限額での請求2名

選挙ポスターへの公費負担額等の比較
前回(平成19年)の選挙 今回(平成23年)の選挙

総額　43,450,754円 総額 35,359,920円（▲8,090,834円）
（公費負担を受けた53名平均819,826円）

公費負担上限額での請求15名



届出
番号

当落 候補者氏名 党派
ポスター
単価

ポスター
枚数

ポスター
公費負担額

○ 加藤幸恵 共産 400.00 1,202 480,800
前回市議選 533 1,196 637,468

○ 関裕通 自民 818.00 1,150 940,700
前回市議選 820 1,196 980,720

○ 板橋智之 自民 818.00 800 654,400
前回市議選 819 1,200 983,112
米竹明 無所属 800.00 800 640,000
前回市議選 822 1,196 983,112

○ 唐沢義達 民主 117.60 1,200 141,120
前回市議選 822 1,196 983,112

○ 榊原秀忠 自民 357.00 800 285,600
前回市議選 800 1,100 880,000

7 ○ 小林宏 民主 800.00 720 576,000
千葉良雄 無所属 630.00 1,000 630,000
前回市議選 815 1,190 969,850

9 ○ 矢野由紀子 共産 400.00 1,202 480,800
○ 関口京子 公明 670.00 900 603,000

前回市議選 707 1,196 845,572
11 ○ 前田亜希 無所属 735.00 1,000 735,000
12 ○ 芦田芳枝 公明 670.00 900 603,000
13 碇康雄 民主 800.00 720 576,000

○ 江袋正敬 公明 670.00 900 603,000
前回市議選 707 1,196 845,572

○ 木岡崇 無所属 697.00 871 607,087
前回市議選 533 1,196 637,468

○ 富沢太志 無所属 798.00 800 638,400
前回市議選 332 750 249,000

○ 柳田力 自民 798.00 800 638,400
前回市議選 822 1,196 983,112

18 ○ 近藤智明 みんな 818.00 1,202 983,236
○ 谷川恵子 民主 808.50 1,000 808,500

前回市議選 822 1,196 983,112
20 ○ 今井初枝 共産 400.00 1,202 480,800

前原博孝 無所属 - - -
前回市議選 800 1,196 956,800

○ 若谷正巳 自民 735.00 1,000 735,000
前回市議選 822 1,196 983,112

○ 大関修克 公明 670.00 900 603,000
前回市議選 707 1,196 845,572

24 梅沢博史 日本労働 740.00 1,202 889,480
○ 板橋博美 共産 400.00 1,202 480,800

前回市議選 533 1,196 637,468
○ 杉本佳代 自民 818.00 800 654,400

前回補選 750.00 1,000 750,000
○ 幡野茂 公明 670.00 900 603,000

前回市議選 707 1,196 845,572
○ 田口順子 自民 810.00 800 648,000

前回市議選 800 1,190 952,000
○ 立石泰広 自民 735.00 1,000 735,000

前回市議選 822 1,196 983,112
○ 光田直之 民主 693.00 800 554,400

前回市議選 822 1,196 983,112
桜井由美子 共産 400.00 1,202 480,800
前回市議選 533 1,196 637,468

32 伊藤淳一 自民 672.00 1,000 672,000

選挙ポスター作成の選挙公営（公費負担）一覧表
川口市議選挙2011年と2007年の比較
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届出
番号

当落 候補者氏名 党派
ポスター
単価

ポスター
枚数

ポスター
公費負担額

33 ○ 矢作太郎 民主 800.00 720 576,000
34 ○ 永瀬秀樹 自民 735.00 1,000 735,000

○ 石橋俊伸 公明 670.00 900 603,000
前回市議選 707 1,196 845,572

○ 吉田英司 自民 818.00 1,202 983,236
前回市議選 822 1,196 983,112

○ 金子信男 共産 400.00 1,202 480,800
前回市議選 533 1,196 637,468

○ 篠田文男 自民 750.00 1,100 825,000
前回市議選 800 750 600,000

39 川上智世江 社民 470.00 1,200 564,000
○ 宇田川好秀 自民 420.00 700 294,000

前回市議選 325 1,000 325,000
41 ○ 福田洋子 公明 670.00 900 603,000

○ 岩沢勝徳 自民 696.00 800 556,800
前回市議選 822 1,196 983,112

○ 高橋英明 自民 818.00 840 687,120
前回市議選 822 1,150 945,300

○ 松本英彦 自民 815.00 850 692,750
前回市議選 820 1,196 980,720

○ 稲川和成 自民 815.00 1,200 978,000
前回市議選 822 1,196 983,112

○ 松本進 公明 670.00 900 603,000
前回市議選 707 1,196 845,572

○ 芝崎正太 公明 670.00 900 603,000
前回市議選 707 1,196 845,572

○ 最上則彦 無所属 800.00 720 576,000
前回市議選 800 700 560,000

49 行方正太郎 無所属 非該当 非該当 非該当

42

35

36

47

48

43

44

45

46

37

38

40



当落 名前 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
証明書

記載金額

公費負担額 備考

当 上田　きよし 12,665 20,000 \70.00 \1,400,000 \1,400,000
原冨　さとる 12,665 25,000 \66.99 \1,674,750 \1,674,750
たけだ　のぶひろ 12,665 供託物没収 供託物没収

合計 \3,074,750 \3,074,750

埼玉県知事選挙2011年・選挙ポスター作成の選挙公営（公費負担）一覧表

限度額等
＠70/枚数25,330枚
1,773,100

1 ページ



当落 名前 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
証明書

記載金額

ポスター
作成金額

修正
備考

当 岡村　幸四郎 602 1,200 \850.00 \1,020,000 \983,668
松本　安弘 602 900 \798.00 \718,200 \718,200
須田 幾世志 602 1,100 \585.00 \643,500 \643,500

合計 \2,381,700 \2,345,368

川口市長選挙2008年・選挙ポスター作成の選挙公営（公費負担）一覧表

限度額等
＠817/枚数1,204枚
983,668

1 ページ



公 開 質 問公 開 質 問公 開 質 問公 開 質 問 状状状状     

 

 2011 年 10月 3日 

埼 玉県知事  上田 清司 様 

 

（写し） 

埼玉県選挙管理委員会     様 

 

川口市民オンブズマン 

代表 村松幹雄 

 

 

選挙選挙選挙選挙にににに関関関関するするするする公費負担公費負担公費負担公費負担（（（（選挙公営選挙公営選挙公営選挙公営ポスターポスターポスターポスター））））ののののムダムダムダムダ使使使使いいいい防止防止防止防止についてについてについてについて    

公開質問状公開質問状公開質問状公開質問状    

 

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。 

さて川口市民オンブズマンは、標記の件について 2011 年の統一地方選挙に際し 2011 年 2月 28

日付で選挙に関する公費負担（選挙公営ポスター）のムダ使いを未然防止するため是正依頼を申

上げております。 

 

前回の是正依頼でも申し上げましたが、ここ数年、ポスターや燃料費など選挙公営は全国各

地で問題になり、住民監査請求、住民訴訟の事例が続いて有り報道各社の報道等により全国的

な問題として認識され、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事例

もあります。 

しかし、条例の範囲において立候補者の認識に一任されていることは埼玉県においても同様

であります。2011年度の統一地方選挙においても多少の変化は見られるものの公費負担（選挙

公営ポスター）のムダ使いが是正されたとはいえない状況であります。 

当会が公文書公開請求により入手した本件に係る数値は添付のとおりです。 

 

埼玉県知事及び埼玉県議員の選挙は条例により掲示板（掲示場数）×2倍迄のポスターを公費

により作成しています。掲示板数（掲示場数）×2倍ではない各市（鶴ヶ島市は掲示板×1倍ま

で及び掲示板×1.2倍の16市、掲示板×1.3倍の2市など）では選挙が行われた際にポスター枚数

が不足することに起因する問題が発生したと聞いてはおりません。 

 

上記の事実から埼玉県における選挙ポスターについては以下の問題があります。 

 

  1、掲示板数（掲示場数）の2倍の枚数までも支出する公費負担は無駄である。 

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。 

 

本件是正依頼につきましては条例の改定などの手続きが必要であります。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問題があり立候補者に公費負担に関する基本的

な認識を呼びかけ、支出の低減を図る必要がありますが基本的には条例の改定が不可欠であり

ます。 



 

川口市民オンブズマンは選挙に関する公費負担（選挙公営ポスター）のムダ使い防止につい

て以下の公開質問状を提出し貴回答を求めます。 

  

1、地方財政法 第四条 （予算の執行等）には「地方公共団体の経費は、その目的を達成するた

めの必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。」とありますが、添付資料の公

費負担結果に関して「必要且つ最小の限度を超えて支出していない」と判断されるならばその

理由を御教示下さい。 

 

 2、知事は地方自治法及び地方財政法に従い公費負担に関する基本的な認識を新たにされ、

速やかに条例を改定し公費負担の低減を図るよう是正を依頼いたします。条例を改定する

意向の有無、条例を改定する期限などについて御教示下さい。 

 

３、掲示板に使用しなかった残余のポスターについて御教示下さい。 

① 前回の県知事選挙におけるご自身の選挙において、掲示板に使用しなかった残余のポ

スターはどの様に処理されましたか？ 

② 選挙公営による公費負担で作成された選挙ポスターに関して、掲示板に使用しなかっ

た残余のポスターはどの様に処理すべきですか？ 

 

 

公開質問状提出先 

埼 玉県知事  上田 清司 様 

 

公務繁多とは存じますが上記の公開質問状（条例改定是正依頼、残余ポスターの処理）につ

いて２０１１年１０月末日までに貴回答を下記宛、送付をお願い申し上げます。 

 

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：048-295-0580 

 

 

 

  添付書類 

   1、埼玉県知事選挙 ⇒ 知事選挙の選挙公営ポスター一覧表 

2、埼玉県議選挙  ⇒ 県議選挙の選挙公営ポスター一覧表 

3、参考事項：選挙公営ポスターの水増し請求について。 

  

 



公 開 質 問公 開 質 問公 開 質 問公 開 質 問 状状状状     

 

 2011 年 10月 3日 

川 口 市 長  岡村 幸四郎 様 

 

（写し） 

川口市選挙管理委員会事務局 様 

 

川口市民オンブズマン 

代表 村松幹雄 

 

 

選挙選挙選挙選挙にににに関関関関するするするする公費負担公費負担公費負担公費負担（（（（選挙公営選挙公営選挙公営選挙公営ポスターポスターポスターポスター））））ののののムダムダムダムダ使使使使いいいい防止防止防止防止についてについてについてについて    

公開質問状公開質問状公開質問状公開質問状    

 

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。 

さて川口市民オンブズマンは、標記の件について 2011 年の統一地方選挙に際し 2011 年 2月 28

日付で選挙に関する公費負担（選挙公営ポスター）のムダ使いを未然防止するため是正依頼を申

上げております。 

 

前回の是正依頼でも申し上げましたが、ここ数年、ポスターや燃料費など選挙公営は全国各

地で問題になり、住民監査請求、住民訴訟の事例が続いて有り報道各社の報道等により全国的

な問題として認識され、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事例

もあります。 

しかし、条例の範囲において立候補者の認識に一任されていることは川口市においても同様

であります。2011年度の統一地方選挙においても多少の変化は見られるものの公費負担（選挙

公営ポスター）のムダ使いが是正されたとはいえない状況であります。 

当会が公文書公開請求により入手した本件に係る数値は添付のとおりです。 

 

川口市長及び川口市議員の選挙は条例により掲示板（掲示場数）×2倍迄のポスターを公費に

より作成しています。掲示板数（掲示場数）×2倍ではない各市（鶴ヶ島市は掲示板×1倍まで

及び掲示板×1.2倍の16市、掲示板×1.3倍の2市など）では選挙が行われた際にポスター枚数が

不足することに起因する問題が発生したと聞いてはおりません。 

 

上記の事実から川口市における選挙ポスターについては以下の問題があります。 

 

  1、掲示板数（掲示場数）の2倍の枚数までも支出する公費負担は無駄である。 

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。 

   

本件是正依頼につきましては条例の改定などの手続きが必要であります。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問題があり立候補者に公費負担に関する基本的

な認識を呼びかけ、支出の低減を図る必要がありますが基本的には条例の改定が不可欠であり

ます。 



川口市民オンブズマンは選挙に関する公費負担（選挙公営ポスター）のムダ使い防止につい

て以下の公開質問状を提出し貴回答を求めます。 

  

1、地方財政法 第四条 （予算の執行等）には「地方公共団体の経費は、その目的を達成するた

めの必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。」とありますが、添付資料の公

費負担結果に関して「必要且つ最小の限度を超えて支出していない」と判断されるならばその

理由を御教示下さい。 

 

 2、市長は地方自治法及び地方財政法に従い公費負担に関する基本的な認識を新たにされ、

速やかに条例を改定し公費負担の低減を図るよう是正を依頼いたします。条例を改定する

意向の有無、条例を改定する期限などについて御教示下さい。 

 

３、掲示板に使用しなかった残余のポスターについて御教示下さい。 

① 前回の川口市長選挙におけるご自身の選挙において、掲示板に使用しなかった残余の

ポスターはどの様に処理されましたか？ 

② 選挙公営による公費負担で作成された選挙ポスターに関して、掲示板に使用しなかっ

た残余のポスターはどの様に処理すべきですか？ 

 

公開質問状提出先 

 

川 口 市 長  岡村 幸四郎 様 

 

公務繁多とは存じますが上記の公開質問状（条例改定是正依頼、残余ポスターの処理）につ

いて２０１１年１０月末日までに貴回答を下記宛、送付をお願い申し上げます。 

 

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：048-295-0580 

 

 

 

添付書類 

   1、川口市市長選挙 ⇒ 市長選挙の選挙公営ポスター一覧表 

2、川口市議会選挙 ⇒ 県議選挙の選挙公営ポスター一覧表 

3、参考事項：選挙公営ポスターの水増し請求について。 

  



添付書類 3 

 

参考事項：選挙公営ポスターの水増し請求について 

 

１都、1道、２府、43県の公費負担（市議会議員以下を除く）選挙公営ポスター）においては

全てが掲示板×2倍迄のポスターを公費負担により作成しています。水増し請求については噂を

耳にします。 

掲示板に使用した残余のポスターはどのように処理されているのでしょうか。 

１都、1道、２府、43県で残余となったポスターの金額は膨大であると考えられ、公然たるム

ダ使いであります。 

  

以下にその一部ではありますが新聞社が報じている記事を転載します。 

2011/04/16 付 西日本新聞社 

 昨年１２月の福岡県福津市議選で、当選者を含む４人の立候補者が、公費で賄われる選挙ポ

スターの制作費を市に水増し請求をしていたことが１５日、分った。西日本新聞の取材に対し、

４人とポスター製作を受注した印刷所（福岡県粕屋郡）が認めた。いずれも、ポスター代の２

－４倍に当たる規定限度額３５万３千円を請求、差額は他の経費に充てるなどしていたという。

九州の各選管は、選挙ポスター代の水増し請求は「管内で聞いたことがない」としている。 

２０１１.０８.１１付 西日本新聞夕刊 

 国や自治体が選挙公営制度で負担するポスター代の限度額は、従来「実勢価格より高い」と

の指摘があり、監査請求や住民訴訟になった例もある。２００７年には岐阜県山県市議選で水

増し請求が発覚。市議ら１４人が詐欺容疑で書類送検（不起訴、うち１２人は起訴猶予）され

た。 

 福津市議選で水増しが判明したのは、村上修一議長（６３）、迫静吾（６９）、樋口幸雄（７

１）両市議と落選した小田征夫元候補（６９）。 

 ４人や印刷所を運営する社会福祉法人によると、ポスター代（１００枚分）の正規代金は９

万４５００－１６万２７５０円。しかし、印刷所が選挙後に市に３５万３千円の限度額を請求

して受領。その代金で、ポスター以外に、４人から受注した後援会の入会申し込み用はがきや

名刺などの代金１２万７５０－２２万７千円も精算した。さらに迫市議以外の３人は残金（約

３万－７万円）があり、それを受け取っていた。 

 水増しした理由について市議らは「印刷所側から『（金銭的に）少しでも助かりますよ』と

話があった。不正の認識はなかった」（村上議長）、「前回も同じやり方で認められたので、

今回も処理できると思った」（樋口市議）などと釈明。４人はいずれも、水増し分を自主返納

するとしている。一方、印刷所側は「候補側から提案され、顧客を逃したくなくてやった」と

説明している。 

 同市は０５年に福間、津屋崎の旧２町合併で誕生。選挙ポスターの公費負担制度は新市と同

時に導入した。市は「不正の有無について事実関係を調査する」としている。 

 １２月２６日に投開票された市議選（定数２０）は２２人が立候補。立候補者全員がポスタ

ー代の公費負担を請求、うち８人が限度額で、請求額の最低は１１万９７００円だった。 

 

 

 



２０１１年５月１０日 読売新聞 

４月の福岡市議選（定数６２）で、立候補した９６人のうち当選した６人を含む９人が、公費

負担される選挙ポスター代を過大に見積もって業者と契約を交わし、選挙後に提出する選挙運

動費用収支報告書で減額していたことが、９日公開された同報告書で明らかになった。市選管

によると、契約内容を減額して収支報告を行うのは異例。選挙ポスターの公費負担を巡っては、

昨年１２月の福岡県福津市議選で水増し請求が発覚しており、この問題を受けて減額した陣営

もあった。 

 福岡市選管によると、市議選のポスター代は条例に基づき、７選挙区ごとに７６万２２９０

円（３１０枚分）～９７万２５３４円（７２２枚分）を上限に公費で負担される。各候補は、

ポスター製作費など印刷業者との間で交わした契約内容を告示日に市選管に届け出、選挙後、

有効投票総数の１０分の１以上を得票した候補を対象に業者に支払われる。 

 市選管に提出された契約に関する書類や収支報告書によると、９人はポスター代について７

６万２２９０円（３１０枚分）～９５万３０４０円（７２２枚分）で届け出ていたが、収支報

告書では２１万円～８７万８６７４円と修正して報告。最大減額幅は６９万１６０円で、上限

額の９０万１６０円で契約を結び、報告書では２１万円と記していた。また、立候補した９６

人のうち、公費負担の対象となる８８人のポスター代の支出額は１１万３４００円～９７万２

５３４円で、このうち１０人は公費負担の上限と同じ額だった。 

 減額した福岡市議の一人は「（福津市議選の水増し請求の）記事が出て、業者側から『額を抑

えたい』と連絡があり、減額した」と言う。一方、この業者は「契約額では利益幅が大きくな

っていたが、上限内なので問題ないと思っていた。福津市の問題が出たので、陣営に相談した」

と話している。 

 約６９万円を減額した議員は「毎回、印刷会社に上限額で見積もりを出してもらって契約し、

その後、実際にかかった額を報告している」と説明している。 

 市選管は「契約内容の変更を容易に認めると、届け出に意味がなくなり、制度の信用性が損

なわれる」としている。今回は各候補に契約内容を修正して改めて届け出るよう求めている。 

 


