
 

 

 

 

 

  
市市のの財財政政（（HH2233年年度度））をを家家計計にに例例ええててみみままししたた!!!!  

（（（（（（（（収収収収収収収収入入入入入入入入））））））））          （（（（（（（（支支支支支支支支出出出出出出出出））））））））                

・・年年収収（（市市税税等等））                    55,,551111,,000000円円  
（（HH1199年年度度：：55,,000000,,000000円円））  

・・預預金金引引きき出出しし（（基基金金取取崩崩等等））          112233,,000000円円  
（（HH1199年年度度：：111133,,000000円円））  

・・前前年年かかららのの残残金金                669966,,000000円円  
（（HH1199年年度度：：444499,,000000円円））  

・・親親かかららのの仕仕送送りり                  33,,118822,,000000円円  
（（国国・・県県支支出出金金等等））                        （（HH1199年年度度：：11,,664499,,000000円円））  
・・ロローーンンにによよるる借借りり入入れれ（（市市債債））    779933,,000000円円  

（（HH1199年年度度：：444488,,000000円円））  
合合計計                    1100,,330055,,000000円円  

（（HH1199年年度度：：77,,665599,,000000円円））  

  

・・食食費費（（人人件件費費））                        11,,779977,,000000円円  
（（HH1199年年度度：：11,,557722,,000000円円））  

・・医医療療費費・・保保険険料料ななどど（（扶扶助助費費））22,,446666,,000000円円  
（（HH1199年年度度：：11,,335588,,000000円円））  

・・ロローーンン返返済済（（公公債債費費））                889999,,000000円円  
（（HH1199年年度度：：885588,,000000円円））  

・・光光熱熱費費・・被被服服費費ななどど（（物物件件費費））11,,557700,,000000円円  
（（HH1199年年度度：：11,,114444,,000000円円））  

・・自自宅宅修修繕繕費費・・車車購購入入          11,,112299,,000000円円  
（（維維持持補補修修費費・・投投機機的的経経費費））            （（HH1199年年度度：：11,,000011,,000000円円））  
・・ククララブブ活活動動費費ななどど（（補補助助費費））      338800,,000000円円  

（（HH1199年年度度：：335577,,000000円円））  
・・子子供供へへのの仕仕送送りり（（繰繰出出金金））        774477,,000000円円  

（（HH1199年年度度：：771155,,000000円円））  
・・貯貯金金（（積積立立金金等等））                        337788,,000000円円  

（（HH1199年年度度：：114433,,000000円円））  
合合計計      99,,336666,,000000円円  

（（HH1199年年度度：：77,,114488,,000000円円））  
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■■■■川口市川口市川口市川口市のののの家家家家計計計計((((財政状況財政状況財政状況財政状況))))ののののポイントポイントポイントポイント    

� 全国的な生活保護に関する国庫支出金や地方交付税の増加があり、また鳩ヶ谷市との合併があったため、財

政規模は拡大してきているが、自主財源(市町村税など自主的に収入する財源)の比率が低下しており、財政

運営の自主性、安定性に影響を与える懸念があります(当家計簿の年収で平成19年度比▲12％)。 

� 義務的に支出しなければならない割合(経常収支比率)が96.6％となっており、経済状況などの様々な変化へ

の対応が容易でない状況となっています。この割合は県内の市では一番高い(県内の市平均90.1％、全国市

町村平均90.3％、県内の市で二番目：所沢市94.8％、三番目：上尾市93.5％)。 

� 大型プロジェクト(新市庁舎・火葬施設建設、市立高校再編)の予定があり、将来世代に過大な借金のツケを

まわさないことが必要(一般会計だけで市債残高：約1,369億円・さいたま市を除く県内の市で１番多い)。

一般会計だけなく、特に県から平成23年度早期健全化水準以上と指摘された土地開発公社の改善が必要。 

市民に見えたか?? 
かわぐち市政 

55//1188（（土土））1133：：0000～～1155：：0000・・川川口口市市民民パパーートトナナ

ーースステテーーシショョンンでで個個別別にに質質問問等等をを承承りりまますす!!!!  

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  
09号/2013年4月19日発行 発行：川口市民オンブズマン(代表 村松) 

〒333-0821 川口市東内野56-33 TEL＆Fax:048-295-0580 

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

kawaguchi.citizen.ombudsman@tcat.ne.jp 

 

① 川口市の財政を家計に例えて誰でもが分かりやすく、比較検討できることを主眼で作成しています。 

② 平成19年度における市税等の収入(繰越金を除く川口市の自主財源)を年収500万円としているため、端数処

理等を実施しています(※物価等の影響は排除)。 

③ 試算は川口市の決算カード(平成19年度・平成23年度)をもとに普通会計で作成しています。 

※普通会計とは、一般会計と特別会計の一部をあわせて、他の自治体と容易に比較できるようしたもの。 

④ 上記の試算に関する詳細資料は当会のHP、または当会からの郵送をご用命ください(返信用切手80円要）。 

 

収収入入とと支支出出のの差差額額はは  

翌翌年年へへのの残残金金等等ににななっっ

てていいまますす。。 

親親かかららのの仕仕送送りり（（国国・・

県県支支出出金金等等））がが2222％％
((HH1199年年度度))⇒⇒3311％％((HH2233

年年度度))へへ増増加加!!!! 

医医療療費費ななどどはは

1199％％((HH1199年年度度))

⇒⇒ 2266 ％％ ((HH2233 年年

度度))へへ増増加加!!!! 

    鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷谷谷谷とのとのとのとの合併等合併等合併等合併等もありもありもありもあり    

財政規模拡大中財政規模拡大中財政規模拡大中財政規模拡大中!!!!!!!! 



  市市長長のの公公約約チチェェッッククシシーートト、、ああななのの評評価価はは？？  
55月月1199日日（（日日））・・市市長長選選挙挙のの投投票票日日!!!!  

 岡村幸四郎・川口市長は、4年前の市長選挙で40項目の公約(マニフェスト)を掲げて当選し、その後この公約(マニフェ
スト)は、『川口市政策宣言』として市の計画に盛り込まれ、この4年間の市制運営が行われてきました。 

 当会では4年前の公約(マニフェスト)がどのように実現されているのか(又はされていないのか)を、川口市による行政独
自の評価だけでなく、一人ひとりの市民が自分自身の観点で評価することが必要と考えています。 

 当資料は川口市の公式な評価結果等を確認しながら、一人ひとりの市民が独自に市制運営を評価するため、あなたの評
価を記入できるようになっています。 

※当資料は2013年4月20日時点で市が公開している資料(HPで2012年8月31日更新)をもとに転載・作成しています。 
※2013年4月11日に川口市総合政策課に確認しましたところ、市長選挙前に公式評価等の更新は予定されていません。 

■ 川口市政策宣言(岡村市長の公約)の進捗状況の集計表 

平成 24 年度 政策宣言進行管理状況集計表 

平成 24 年 7 月 1 日現在進捗状況 
区分 

項目数 達成済 進行中 検討中 進捗率 

人づくり 8 4 4 0 82.30% 

産業（もの）づくり 8 8 0 0 100.00% 

暮らしづくり 8 2 6 0 77.00% 

まちづくり 8 4 4 0 72.70% 

手づくり 8 2 6 0 67.00% 

計 40 20 20 0 79.80% 

■ 川口市政策宣言(岡村市長の公約)の進行状況 

No 項  目 
市による 

評価 
進 行 状 況 

あなたの

評価 

◎○△× 

1 
小学校に、体育・音楽・美術の専任

講師を配置 
進行中 推進校 12 校を指定し専任講師を配置  

2 
学校給食のアルマイト食器を全面取

替え 
進行中 アルマイト製から樹脂製食器に計画的に取替え中  

3 
市民大学・盛人大学・環境大学の開

設 
達成済 開設済  

4 
日本一のボランティアのまちを目指

す 
進行中 

小学生から大学生までのボランティア体験プログラ

ムや中高年対象の盛人式を実施 
 

5 徳育・食育・環境学習の推進 達成済 
平成 22 年 3 月に川口市食育推進計画を策定済。今

後も啓発を行う 
 

6 学校ファーム事業の導入 達成済 農業体験実施率１００％を達成  

7 生涯学習推進部の開設 達成済 平成 24 年 4 月に生涯学習部を開設  

8 校舎耐震化の促進 進行中 平成 28 年度完了に向け計画的に実施中  

9 
プレミアム付商品券など商店街活性

化計画づくりの支援 
達成済 プレミアム付商品券発行事業を支援  

10 
５０年後にも農のあるまちを目指す

農業の振興 
達成済 

平成 22 年から営農実践研修を行う川口農業塾を開

講 
 

11 
スキップシティ国際Ｄシネマ映画祭

を日本一へ 
達成済 

コンペティション作品応募数・参加国数は国内有数

の規模に成長 
 

12 
この不況を乗り切るための中小企業

の支援 
達成済 

事業資金の円滑な供給に向け、資金繰り対策を継続

して実施 
 

13 インキュベートオフィスの新規開設 達成済 平成 21 年 7 月に新規開設  

14 川口市産業振興条例の制定 達成済 
議員提案による川口市中小企業振興条例が平成 22

年 4 月に施行 
 



15 川口市農業基本計画の策定 達成済 平成 23 年 3 月に川口市農業基本計画を策定  

16 都市農業サミットの開催 達成済 
平成 21 年 10 月に全国初となる「都市農業サミッ

ト」を開催 
 

17 
マンションのコミュニティづくりの

充実支援 
進行中 

コミュニティ連絡協議会へ助成金交付による支援を

実施 
 

18 
がん検診受診率の向上。集団から個

別へ 
進行中 肺がん検診の個別検診を平成 23 年度から実施  

19 
留守家庭児童保育室の待機児童をゼ

ロに 
達成済 平成 21 年度以降は待機児童ゼロを継続  

20 地球高温化防止活動センターの開設 進行中 
開設に向けてセンターの業務など具体的な内容を検

討中 
 

21 
高齢者の健康・生きがいづくりの支

援 
達成済 

セミナー事業などの充実により、生きがいづくりを

支援 
 

22 福祉の最終形態である斎場の建設 進行中 
平成 24 年 3 月に都市計画決定後、火葬施設整備事

業に着手 
 

23 地域の防災・防犯力の充実強化 進行中 
防災行政無線のデジタル機器整備・子局増設や防災

訓練、また防犯パトロール等を実施 
 

24 障害者自立支援の充実強化 進行中 
相談支援事業 9 施設、地域活動支援センター9 施設

を整備 
 

25 
湘南新宿ラインの川口駅停車実現へ

の運動を 
進行中 

実現に向け、鉄道事業者などの関係機関へ要望を継

続 
 

26 
市民農園事業の充実と遊休農地の積

極活用 
達成済 新規市民農園開設を支援  

27 
区画整理・下水道・河川整備等の強

力な推進 
進行中 良好な住環境を目指し計画的に推進中  

28 
西川口のまち再生支援・公共施設の

開設 
進行中 西川口まちづくり協議会の発足に向け支援  

29 
生産緑地制度及び相続税納税猶予制

度の見直しの要請 
達成済 

都市農業サミットを通じて全国 56 都市との連名に

より要請 
 

30 東川口駅のエレベーター設置 達成済 平成 23 年 2 月 21 日より供用開始  

31 鳩ヶ谷市との合併問題の検討 達成済 平成 23 年 10 月 11 日に合併  

32 緑化事業の推進 進行中 
公園を中心とした緑の整備や屋上緑化設置補助金等

で緑化を推進 
 

33 

さらなる行財政改革の推進（５０億

円の一般経費の削減と１５０億円の

土地開発公社の借入金削減を断行） 

進行中 
一般経費を 77 億 2 千万円削減し、借入金について

は第 3 次経営健全化計画などに基づいて実施中 
 

34 
自治基本条例を尊重した市政運営と

市民自治の確立 
進行中 

川口市自治基本条例運用推進委員会が条例の運用及

び啓発について答申 
 

35 市民のための市庁舎の在り方の検討 進行中 市庁舎の整備に向け進行中  

36 拉致問題解決に向けての支援強化 進行中 拉致問題を考える川口の集いを開催  

37 我がまち川口・再発見事業の展開 達成済 
ようこそ川口キャンペーンへと事業を拡大して実施

中 
 

38 市民参加と協働事業の推進 達成済 
平成 24 年 4 月 1 日に市民参加条例、協働推進条例

施行 
 

39 職員の意識改革の推進 進行中 研修の見直しを図り、職員の意識改革を推進  

40 地方分権改革の推進 進行中 国等へ地方分権改革推進の働きかけを実施  

 

 

 

【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。 

年齢性別 

当然不問 

団団塊塊世世代代

歓歓迎迎!!!!  

当然不問 



拝拝啓啓、、市市長長候候補補ののみみななささんん、、  

選選挙挙ののムムダダ使使いいはは、、ややららなないいよよねね？？  
～～市市長長選選挙挙のの予予算算はは約約11億億11,,770000万万円円!!!!～～  

■ 川口市長選挙の経費 

平成25年度の川口市の当初予算によると、本年5月19日(日)施行される川口市選挙に関する経費の予算額が、約1億
1,700万円であることが判明しました。 

また、平成21年度の川口市の決算によると、前回の市長選挙に関する経費が、約9,130万円となっています。市長選
挙に多額な税金が使われていることから、わたしたちが市民として一票を投じて意志表示をすることの大切さが、お金の
面からも明らかになっています。 

■ 前回の市長選挙における各立候補への公費負担状況 

川口市の選挙管理委員会の資料によると、前回の川口市長選挙の各立候補者の選挙活動への公費負担額(選挙カー・運転
手・ガソリン代・ポスター・ビラ)が、下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に必要な制度になっています。 

一方、全国的に立候補者による不適当・不明朗な支出等が問題視されており、当会でも使途状況をチェックしています。 

立候補者名(前回の市長選挙)と各候補者への公費負担額 
 選挙公営の限度 

岡村幸四郎 須田 幾世志 松本安弘 

①自動車 \93,730 \99,225 \91,000 \93,730 

（契約業者）  (株)あんりつ 個人？ 
※マスキングのため不明 

(株)トヨタレンター

リース新埼玉 

（単価） \13,390 \14,175 \13,000 \13,390 

（日数） 7 日 7 日 7 日 7 日 

②運転手 \70,000 \70,000 \70,000 \70,000 

（単価） \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 

（日数） 7 日 7 日 7 日 7 日 

③ガソリン代 
＠7210×7 日＝ 

￥50,470 
\14,250 - \18,182 

（契約業者）  (株)富田商店 - 太陽鉱油(株) 

（単価）  ＠122.85 - ＠115 

（給油量）  116 - 158.1 

④選挙ポスター \983,668 \1,020,000 \643,500 \718,200 

（契約業者）  巧和工芸印刷(株) (株)光陽メディア (有)ライムフィルム 

（単価） ＠817 ＠850 ＠585 ＠798 

（枚数） 1,204 1,200 1,100 900 

⑤ビラ \116,800 \128,000 - \103,950 

（契約業者）  巧和工芸印刷(株) - (有)ｉプロジェクト 

（単価） ＠7.3 ＠8 - ＠6.497 

（枚数） 16,000 16,000 - 16,000 

各候補者への 

公費負担の合計 

（①～⑤） 
限度額を超えた場合、

限度額として集計 

公費負担限度額 

￥1,314,668 
￥1,278,448 ￥804,500 ￥1,004,062 

※ 情報公開請求で入手した2009年の川口市長選挙の資料より集計。詳細資料は、当会ＨＰに掲載されています。 

※ 赤字は選挙公営の限度額を超えており、公費負担額は項目ごとの選挙公営の限度額です。 

※ 『―』は、公費負担の請求がされていないことを示します。 


