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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 - #VALUE! - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 田辺 淳 無所属  158 300 \2,300 \690,000 \690,000

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

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

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

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

西第１区限度額等
＠1,188
枚数924枚
￥1,097,712

西第２区限度額等
＠1,853/枚数450枚
￥833,850
西第３区限度額等

南第２０区限度額等
＠2,308
枚数336枚
￥775,488
南第２１区限度額等
＠3,757/枚数186枚/￥698,802

南第２２区限度額等
＠2,422
枚数316枚
￥765,352

南第２３区限度額等
＠3,182/枚数226枚/￥719,132

南第１６区限度額等
＠1,847/枚数452枚
￥834,844
南第１７区限度額等
＠3,981/枚数174枚￥692,694
南第１８区限度額等
＠1,835/枚数456枚
￥836,760
南第１９区限度額等
＠3,159/枚数228枚/￥720,252

南第１２区限度額等
＠2,028
枚数398枚
￥807,144
南第１３区限度額等
＠1,545
枚数584枚
￥902,280
南第１４区限度額等
＠2,036/枚数396枚/￥806,256
南第１５区限度額等
＠2,7811/枚数266枚/￥739,746

南第８区限度額等
＠2,869/枚数256枚/￥734,464
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
＠2,607/枚数288枚/￥750,816

南第４区限度額等
＠2,188/枚数360枚
￥787,680
南第５区限度額等
＠2,422/枚数316枚/￥765,352
南第６区限度額等
＠1,991/枚数408枚
￥812,328
南第７区限度額等
＠2,471/枚数308枚
￥761,068

埼玉県議会選挙2007年・選挙ポスター作成証明書集計一覧表
※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『ポスター作成金額修正』を参照ください。

南第１区限度額等
＠1,359
枚数712枚
￥967,608

南第２区限度額等
＠937
枚数1,196枚
￥1,120,652

南第３区限度額等
＠2,851/枚数258枚
￥735,558
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西第３区 中村 興夫 自民  247 494 \1,733 \856,102 \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 \798,000
西第４区 諸口 高男 自民  228 456 \1,835 \836,760 \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

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

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

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

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

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  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

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

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

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

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

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 - #VALUE! - -

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

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

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 - #VALUE! - -
東第４区 小川 雅彦 民主  214 400 \1,922 \768,800 \768,800

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

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

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

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

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 - #VALUE! - -

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区限度額等
＠1,681/枚数516枚

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

東第９区限度額等
＠1,118
枚数994枚
￥1,111,292

東第１０区限度額等
＠2,565/枚数294枚
￥754,110

北第６区限度額等
＠1,186
枚数894枚
￥1,060,284

東第２区限度額等
＠2,226/枚数352枚/￥783,552

東第４区限度額等
＠1,922/枚数428枚
￥822,616

東第６区限度額等
＠2,888/枚数254/￥733,552

北第１区限度額等
＠1,451/枚数642枚/￥931,542
北第２区限度額等
＠1,488/枚数618枚/￥919,584
北第３区限度額等
＠1,935/枚数424枚/￥820,440

北第５区限度額等
＠1,186
枚数894枚
￥1,060,284

西第９区限度額等
＠2,781/枚数266枚
￥739,746

西第１２区限度額等
＠3,903
枚数178枚
￥694,734

西第１５区限度額等
＠1,316/枚数750枚/￥987,000

西第５区限度額等
＠3,591/枚数196枚
￥703,836
西第６区限度額等
＠2,352/枚数328枚/￥771,456
西第７区限度額等
＠2,851/枚数258枚
￥735,558

西第８区限度額等
＠1,226
枚数844枚
￥1,034,744

＠1,733/枚数494枚/￥856,102
西第４区限度額等
＠1,835/枚数456枚
￥836,760
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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

ポスター
作成金額

修正
備考

東第１１区 長峯 正之 無所属  258 516 \1,681 \867,396 \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　  増田 幹男 無所属  118 236 \3,069 \724,284 \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

合計 合計 \114,303,218 \113,289,496

￥867,396

東第１３区限度額等
＠3,069/枚数236枚
￥724,284

東第１５区限度額等
＠2,833/枚数260枚/￥736,580
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