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 川口市は10月11日(火)の鳩ヶ谷市との合併により、人口578,913人、世

帯数260,369世帯、面積61.97 平方キロメートル(平成23年9月1日現在)

となり、市民にとって益々、行政の役割が重要になってきます。 

これまでも当会は川口市の行政による問題に取組んできましたが、行政規模

の拡大・問題の多様化等にも対応するため、新たな会員が必要になっています。 

行政のあり方に興味、または意見のある方、市民の立場から行政を動かした

いと考えている方、そして行政の不正は許さないという方、年齢、職業、法律

の知識などにこだわりません。当会は普通の市民が、普通の市民感覚をもとに

様々な活動をしています。あなたの経験や想いを市民活動に活かしませんか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近の活動 
新聞各紙が当会活動を多数紹介!!あなたの活動も新聞に!? 

①川口市議会・政務調査費 

読売：H22年5月7日『政調費返還求める』     7月21日 
朝日：H22年5月19日『市議会の政調費 住民監査を請求』 7月21日 
埼玉：H22年5月7日『政調費の是正求め市議会に要望』   5月20日・7月21日 
東京：H22年7月21日 
『３３万円の返還認める 川口市監査委員 政調費の不適切支出で』 
毎日：H22年7月21日『政調費返還住民請求：川口市監査委、一部認定』 

②川口市議会の議員評価 

朝日：H23年3月４日『川口市議４０人の議員活動 独自視点で評価』 
毎日：H23年3月8日 
『川口市議評価報告書：出席率や一般質問回数…政調費使途・額も オンブズ公表』 

 

 

年齢性別 
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選挙ポスターのムダ使い35,410,297円抑制!! 
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 
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 

総額 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 
総額 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 

総額 29,522,429円（▲13,928,325円） 
（公費負担を受けた47名平均628,137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。 
※ 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。 
※ 各候補者の選挙ポスターへの公費負担額等は添付資料、当会HP、または当会までお問い合わせください。 

■ 選挙ポスターへの公費負担の現状 

県・川口市の選挙管理委員会の資料によると、立候

補者の選挙活動への公費負担額(選挙ポスターのみ)が、

上表のとおり判明しました。 

この公費負担は、『選挙公営』と呼ばれ、『公正な選

挙実現のため、選挙運動に一定の制限を加える見返り

に、その費用を公費で負担する制度』となっており、

誰でもが立候補できるため必要な制度になっています。 

■ これまでの当会の活動経緯 

当会はこれまでも選挙公営の趣旨に反して、候補者

によるムダ使いが行われていることを認識しており、

制度の適正運用へ向けて以下の活動を行ってきました。 

当会の活動 

① 前回の川口市議選(ガソリン代)の監査請求実施 

② 今年の統一地方選挙等へ向け、以下の活動実施 

●選挙ポスターのムダ使い未然防止の呼びかけ 

⇒現職の県議・市議、知事・県選管・議長、川口市長・

市選管・議長へ 

●マスコミの記者発表を通じた全国メッセージ発信 

③ 知事選挙へ向けた選挙ポスターのムダ使い未然防

止の呼びかけ⇒知事・県選管・立候補者へ 

当会の活動により、埼玉県議選挙・川口市議選挙で

は公費負担額が合計35,410,297円削減されました。 

■ 知事、市長へ公開質問状の実施 

公開質問状の内容 

●今回の公費負担状況を、必要かつ最小の限度を超え

る支出でないと判断するのか、その理由は。 

●条例を改定して公費負担の低減を図る意向があるの

か、条例改正するならば、その期限は。 

●掲示板に使用しなかった残余の選挙ポスターをどの

ように処理したのか、処理すべきか。 

当会は今回の調査結果を受けて、10月3日付で上田

知事、岡村市長宛てに選挙公営(選挙ポスター)に関する

公開質問状を送付し、記者発表を行いました。 

今回、選挙ポスターへの公費負担額が削減できまし

たが、これはあくまでも個々の立候補者に依存するも

のでしかなく、当会は恒常的にムダ使いが行われない

仕組み(条例改正)が必要と考え、県・市の条例改正に向

けて、活動を継続していきたいと考えています。 

■ 立候補者への責任追及 

今回の選挙で多額な公費負担を受けている立候補者

に対しても、何らかの活動を行いたいと思います。行

政のムダ使いをチェックする地方議員に立候補する者

が、自らの選挙活動で税金のムダ使いを行っているこ

とは許されないと考えています。 

■ 合併に伴う鳩ヶ谷地区の増員選挙に向けて 

川口市・鳩ヶ谷市の合併により、鳩ヶ谷市の区域を選挙

区として川口市議会議員の増員選挙が行われます。 

●議員数5名 ●今年11月6日(日)投票日 

●川口市議会議員の残任期(平成２７年５月１日まで) 

当会ではこの選挙に関しても、公費負担のムダ使いが行

われないように活動していく予定にしています。 

■ 編集後記 

税金の無駄遣いは市民の努力で改善できると思います。

市民の皆様も私たちの活動に是非ご参加下さるよう御願

い申し上げます。当ニュースに関する詳細は、当会HPを

参照ください。 

川川口口市市民民オオンンブブズズママンン・・ニニュューースス  
06号/2011年10月4日発行/発行：川口市民オンブズマン(代表 村松) 

問合せ先：〒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 

【会員募集中】 
川口市民オンブズマンでは、一緒に活動する会

員を募集しています。市民の立場から行政を動

かしたいと考えている方、そして行政の不正は

許さないという方は、ぜひ川口市民オンブズマ

ンにご参加ください。まずは月例会(毎月第3土

曜日)にオブザーバー参加してみませんか。 



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 

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 1,202 枚 

公費負担上限 

\983,236 

○ 近藤智明 みんなの党 818.00 1,202 \983,236 

○ 吉田英司 自由民主党 818.00 1,202 \983,236 

○ 稲川和成 自由民主党 815.00 1,200 \978,000 

○ 関裕通 自由民主党 818.00 1,150 \940,700 

  梅沢博史 日本労働党 740.00 1,202 \889,480 

○ 篠田文男 自由民主党 750.00 1,100 \825,000 

○ 谷川恵子 民主党 808.50 1,000 \808,500 

○ 前田亜希 無所属 735.00 1,000 \735,000 

○ 若谷正巳 自由民主党 735.00 1,000 \735,000 

○ 立石泰広 自由民主党 735.00 1,000 \735,000 

○ 永瀬秀樹 自由民主党 735.00 1,000 \735,000 

○ 松本英彦 自由民主党 815.00 850 \692,750 

○ 高橋英明 自由民主党 818.00 840 \687,120 

  伊藤淳一 自由民主党 672.00 1,000 \672,000 

○ 板橋智之 自由民主党 818.00 800 \654,400 

○ 杉本佳代 自由民主党 818.00 800 \654,400 

○ 田口順子 自由民主党 810.00 800 \648,000 

  米竹明 無所属 800.00 800 \640,000 

○ 富沢太志 無所属 798.00 800 \638,400 

○ 柳田力 自由民主党 798.00 800 \638,400 

  千葉良雄 無所属 630.00 1,000 \630,000 

○ 木岡崇 無所属 697.00 871 \607,087 

○ 関口京子 公明党 670.00 900 \603,000 

○ 芦田芳枝 公明党 670.00 900 \603,000 

○ 江袋正敬 公明党 670.00 900 \603,000 

○ 大関修克 公明党 670.00 900 \603,000 

○ 幡野茂 公明党 670.00 900 \603,000 

○ 石橋俊伸 公明党 670.00 900 \603,000 

○ 福田洋子 公明党 670.00 900 \603,000 

○ 松本進 公明党 670.00 900 \603,000 

○ 芝崎正太 公明党 670.00 900 \603,000 

○ 小林宏 民主党 800.00 720 \576,000 

  碇康雄 民主党 800.00 720 \576,000 

○ 矢作太郎 民主党 800.00 720 \576,000 

○ 最上則彦 無所属 800.00 720 \576,000 

  川上智世江 社会民主党 470.00 1,200 \564,000 

○ 岩沢勝徳 自由民主党 696.00 800 \556,800 

○ 光田直之 民主党 693.00 800 \554,400 



○ 加藤幸恵 日本共産党 400.00 1,202 \480,800 

○ 矢野由紀子 日本共産党 400.00 1,202 \480,800 

○ 今井初枝 日本共産党 400.00 1,202 \480,800 

○ 板橋博美 日本共産党 400.00 1,202 \480,800 

  桜井由美子 日本共産党 400.00 1,202 \480,800 

○ 金子信男 日本共産党 400.00 1,202 \480,800 

○ 宇田川好秀 自由民主党 420.00 700 \294,000 

○ 榊原秀忠 自由民主党 357.00 800 \285,600 

○ 唐沢義達 民主党 117.60 1,200 \141,120 

  前原博孝 無所属 - - 0 

  行方正太郎 無所属 非該当 非該当 0 

合計 \29,522,429 

      

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 29,522,429 円（▲13,928,325 円） 

（公費負担を受けた 53 名平均 819,826 円） （公費負担を受けた 47 名平均 628,137 円） 

公費負担上限額での請求 15 名 公費負担上限額での請求 2 名 

 

埼玉県議選挙（選挙区：川口市）2011 年・選挙ポスター作成の選挙公営（公費負担）一覧表 

当落 名前 党派 
ポスター枚数 

上限 1,202 枚 

ポスター単価 

上限＠932 

公費負担上限 

￥1,120,264 

○ 田中 千裕 自民党 1,202 921.00 \1,107,042 

  豊田 満 自民党 800 932.00 \745,600 

  松本 佳和 みんなの党 800 931.00 \744,800 

○ 奥ノ木 信夫 自民党 1,000 682.50 \682,500 

○ 萩原 一寿 公明党 900 724.50 \652,050 

○ 塩野 正行 公明党 900 708.17 \637,350 

○ 村岡 正嗣 共産党 800 723.00 \578,400 

  根本 潤 無所属 700 589.50 \412,650 

○ 菅 克己 民主党 720 213.15 \153,468 

【参考】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 

当落 名前 掲示板数 
ポスター枚数 

上限 1,204 枚 

ポスター単価 

上限＠817 

公費負担上限 

983,668 

○ 岡村 幸四郎 602 1,200 850.00 \983,668 

 松本 安弘 602 900 798.00 \718,200 

 須田 幾世志 602 1,100 585.00 \643,500 

合計 \2,345,368 

 


