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『市長選挙に市民の声を届ける会』の活動レビュー 

2009/05/30 

市長選挙に市民の声を届ける会 

 

当会の活動に関して以下のとおり検証・評価して最終レビューを実施しました。 
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■ 当会の活動項目について 

当会は以下の活動項目を掲げて各種の市民活動を実施してきました。 

I. 市政に関する意見･要望等を広く募集し、市民・市民団体等の声を市長選挙の立候補予定者へ届けること

で、立候補予定者が作成するマニフェスト(公約)へ意見･要望等を反映する活動を実施します(意見・要望

等の募集は2009年3月31日まで）。 

■ 市民の声を広く募集し、HP等で順次公開します。 

■ 立候補予定者が判明した都度、募集した市民の声を該当者へ提出します。 

■ 様々な意見･要望等を個人情報等に留意したうえで、立候補予定者へ伝えます。 

II. 市長選挙の立候補予定者による公開討論会の実現のための活動を実施します。 

III.上記の2項目に関する必要な広報･イベント活動等の関連活動を実施します。 
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■ 評価について 

【各立候補者のマニフェストへの反映について】 

 ほぼ同じ内容がマニフェストに記載されている項目もあり、一定の効果があったと考えたい。 

 一方で『市民の声』の内容自体を特別視すべきではなく、広く市民の意見・要望等があったと想定す

ることも可能であることを考慮すると、『市民の声』が契機になってマニフェストに記載されたのか

を厳密に評価することはできない。 

【活動項目Ⅰの結果】 

実施項目：市民の声を広く募集し、HP等で順次公開します。 

実施項目：立候補予定者が判明した都度、募集した市民の声を該当者へ提出します。 

実施項目：様々な意見･要望等を個人情報等に留意したうえで、立候補予定者へ伝えます。 

 当会が実行可能な範囲で、3つの実施項目を確実に実行できたことは評価しても良いと考える。 

 一方、『市民の声』を広く集約できなかったことは事実であり、どれだけ広範な『市民の声』を集約

できるのかが当会の活動の根幹であったと言える。 

 川口市内で活動する市民団体・NPO団体を中心に『市民の声』への投稿を呼びかけたが、当会が想定

した反応がなく、そもそも市民団体・NPO法人を中心としたことは反省しなければならない。 

 市長選挙自体への興味・関心等に寄与する要因もあるが、『市民の声』へ投稿しやすい方法等を検討

する余地がある。 

【活動項目Ⅱの結果】 

市長選挙の立候補予定者による公開討論会の実現のための活動を実施します。 

 公開討論会自体が実施できなかったことから、この活動に関しては低く評価しなければならない。 

 公開討論会の開催に関して、一方的に川口青年会議所に頼った活動を反省しなければならない。 

 早々に独自での公開討論会の開催を活動目的から除外したが、単独での開催が難しくても他の市民団

体との共催等での開催を模索するべきだったかもしれない。 

【活動項目Ⅲの結果】 

上記の2項目に関する必要な広報･イベント活動等の関連活動を実施します。 

 手探り・紆余曲折の活動となったが、複数回・複数のマスコミ報道等が実施され、活動全般を評価し

ても良いと考える。 

 一方、イベント開催・マスコミ報道による顕著な効果(市民の声への投稿数・イベントの参加者数)

があったと断言はできず、当会の日常的な活動に関して見直し等が必要であったと言える。 

【追加の活動項目（政治家動画配信）に関する結果】 

 公開討論会の開催断念を受けて急遽、対応した活動であったため、結果として1名のみの動画配信と

なったことは高く評価できない。 

 動画配信が1名のみとなったが、インターネット上で川口市長選挙に関する情報が少ないことから、

当会の活動を通じて川口市民が川口市長選挙に関する情報を入手できる環境を提供したことは評価

しても良い。 



【HP 公開・郵送用資料】 

 3 

■ 活動結果等について 

【市長選挙の結果】立候補者数：3人 

2009/05/17・開票速報(22時50分確定)   開票率：100% 

得票順 候補者氏名 党派名 新現前元の別 得票数 

1 岡村 幸四郎 無所属 現 83,529 

2 松本 安弘 無所属 新 25,608 

3 須田 きよし 日本共産党 新 14,599 

※無効投票等：1,300票 

投票状況 男 女 計 

当日有権者数 ２０１,８２７人 １９３,０９７人 ３９４,９２４人

投票者総数 ６２,３１６人 ６２,７２０人 １２５,０３６人

投票率 ３０.８８％ ３２.４８％ ３１.６６％

＜参考＞前回の川口市長選挙（平成１７年５月２２日執行） 

投票結果 男 女 計 

当日有権者数 １９４,６２８人 １８５,３８６人 ３８０,０１４人 

投票者総数 ５９,４７２人 ６０,８８４人 １２０,３５６人 

投票率 ３０.５６％ ３２.８４％ ３１.６７％ 

【各立候補者のマニフェストへの反映状況等】 

各立候補者のマニフェストの公開状況等は以下のとおりになりますので、市民の声のマニフェストへの反映状

況を検証するのは岡村幸四郎・松本安弘氏2名とします。 

※候補者本人名が明記されて発行されているものを対象として選挙広報は対象外としました。 

※各立候補者の選挙広報は別紙を参照ください。 

候補者氏名 公開状況 公開日 公開形式 備考 

岡村 幸四郎 ○ 2009/04/27以降(HP) HP 
確認団体ビラではマニフ

ェストの記載なし 

松本 安弘 ◎ 2009/04/09(HP) 
HP 

マニフェストビラ(選挙期間中) 
確認団体ビラでも配布 

須田 きよし × - - 
詳細不明・確認団体ビラ

での発行のみ 

※確認団体とは市長選挙で特定の候補者を支持している政治団体になります。 

当会から提出した市民の声と各立候補者のマニフェストの反映状況は次のとおりになります。 

※当会からの市民の声によって該当の項目がマニフェストに記載されたのか不明です。そのため当会の立場か

ら判断させいただき、勝手ながら反映度を付けさせていただきました。 

※反映度の目安は次のとおりになります。 
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A：ほぼ内容が一致している B：項目全体として関連性がある C：一部の内容に関連性がある 

D：考え方や方向性等が関連している E：考え方やキーワード等の一部関連している 

※下表は各候補者のマニフェスト、当会に寄せられた市民の声を原文のまま記載させていただきました(誤字

脱字等の修正は一切しておりません・原文は別紙を参照ください)。 

●岡村幸四郎氏 

マニフェスト 当会に寄せられた市民の声(投稿者の性別等) 反映度 連番 

暮らしづくり 生き活きPlan 

4.地球高温化防止活動センタ

ーの開設 

地球温暖化防止について(男性) 

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく「地球温暖化

防止活動センター」を作って下さい。 

A 1 

暮らしづくり 生き活きPlan 

7.地域の防災・防犯力の充実

強化 

安心安全(男性) 

安心安全のための、市民によるコミュニティーごとなどの

パトロール活動について、個々個別に支援するのでなく、

市内横断的な活用～互いの連絡の方法などについて仕組

み作りをしてください。 

E 2 

暮らしづくり 生き活きPlan 

7.地域の防災・防犯力の充実

強化 

青色街路灯について(男性) 

何かのテレビ番組で、青色の街路灯をつけたら犯罪が減っ

たと言っておりました。川口市でも導入を検討してみては

いかがでしょうか。 

E 3 

暮らしづくり 生き活きPlan 

7.地域の防災・防犯力の充実

強化 

予期される大震災(男性) 

予期される大震災にそなえ、公共の施設・建物などを中心

とした、耐震避難マップを作成してください。また、震災

の場合のライフライン補給（給水や食料配布）の方法につ

いても明確にした手引きを作成してください。 

E 4 

手づくり 生き活きPlan 

7. 職員の意識改革の推進 

川口市の最重要3課題(男性) 

３．市役所職員の意識改革を 

川口市は人口が５０万を越したと自慢し･喜んでいるが、

市政における責任も大きくなったことを自覚しているの

だろうか。ルクセンブルグ、アイスランドなど、川口より

人口の少ない独立国家は幾つもある。ということは税収が

増えると喜んでばかりいないで、一つの国家であると思う

程度の意識やプライドを持って市政に取り組むことが求

められると思う。然るに、先に挙げたマンション問題にし

ても、レジ袋問題一つとっても市職員の意識は村役場と全

く変わらない。縁故採用の多いこともその原因の一つであ

ろうと考えているが、どこの部署に行っても、ただ単に与

えられた“事務”をこなしていればよしとする姿勢しか感

じられない。村役場でも意識の高い村長や職員のいる村は

川口よりまだましと思えるところは幾らもある。ここでい

う意識や態度は市民に対する接客態度ではない。行政担当

B 5 
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者として行政を担う上での問題意識、経済意識、改善意識

である。民間企業とはかけ離れているとしか言いようがな

い。川口がこれから大都市の一角を占めて市民から信頼さ

れ、他自治体から一目置かれる自治体に脱皮するには市職

員全員の意識改革が最重要課題であると考える。新しい市

長には真っ先に強力に取り組んでもらいたい課題である。 

暮らしづくり 生き活きPlan 

8.障害者自立支援の充実強化 

障害者福祉(男性) 

障害者福祉①<川口市運営の「障害者自治就労支援」を設

立を要請します> 障害者自立就労支援については、現在

「相談業務」に特化した実務で、実質的な就労へ向けての

取組は行われていなのに等しい現実があり、川口市も当事

業をNPOに全面委託していますが、今や一NPOに委託してい

る事態でありません。特に、精神障害者については、その

対象者の増加が予測すらつかず、福祉行政としては急務で

あります。 

E 6 

暮らしづくり 生き活きPlan  

6.福祉の最終形態である斎場

の建設 

葬祭場の建設を(男性) 

その必要性は誰しも認めながら、自宅近くに建設されるの

は「イヤ」。総論賛成、各論反対の典型と言われる「葬祭

場の建設」。 

しかしながら、現下の高齢社会‥‥さらに、現在定年退職

を迎えた団塊の世代が２～３０年後、確実にお世話になる

施設でもあります。現時点では、他市区の葬祭場利用で何

とか凌いでいますが、今後、利用者が増加すれば、「川口

市民は後回し」ということにもなりかねません。将来の需

要増が間違いなく見込まれる施設ですから、民間の参入も

念頭に置きながら、ぜひ建設実現に向けたご努力をお願い

します。 

A 7 

手づくり 生き活きPlan 

3.市民のための市庁舎の在り

方の検討 

市役所庁舎の建替え(男性) 

築50年になる現市役所庁舎の構造耐震指標の最低Is値は

0.18です。これでは、あの耐震偽装マンションよりも先に

倒壊してしまいます。もし平日の昼間に大地震が来たら、

市長はじめ幹部職員はほぼ全滅。災害対策本部も設置でき

ません。来庁者にも多大の犠牲が出るでしょう。怖くて、

おちおち市役所にも行けません。早急に市役所庁舎を建替

えるよう要望します。 

D 8 

手づくり 生き活きPlan 

3.市民のための市庁舎の在り

方の検討 

市役所の建物について(女性) 

５０万都市の市役所としては、いいかげん建物が古いので

はないかと思います。足腰の悪い方にはエレベーター、他

の方はエスカレーター。職員はバックヤードの階段。（エ

D 9 
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レベーターでもいいですけど｡｡｡）そんな市役所がいいな

と思います。そういえば、今はバックヤードあるのです

か？職員用バックヤードは、職員にとってもお客様にとっ

ても必要なものだと思いますよ。デパートなどを参考にし

てください。 

手づくり 生き活きPlan 

2.自治基本条例を尊重した市

政運営と市民自治の確立 

 

手づくり 生き活きPlan 

6.市民参加と協働事業の推進 

自治基本条例(男性) 

市民参加で作ったはずの自治基本条例ですが、まったく市

民には知られておりません。それよりも作る段階で行政も

公募委員も専門家も期限内に作ることに精一杯になり、市

民を巻き込むことを忘れていました。市民が巻き込めなけ

れば市民も行政も市民自治について真剣に考える場にな

りません。結果的には川口市の自治基本条例は他の条例と

同じようにただのお飾りになってしまいました。そこで、

新市長にはこの出来てしまった条例の市民参加や協働条

例の細則について市民を巻き込むことを市民と協働でや

ってほしいです。これからの地方自治は市民が主体となっ

てやらなければいけないんだということを市民も行政も

自覚できるような提案なり事業をしていただきたいと思

います。 

E 10 

手づくり 生き活きPlan 

1.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） 

外部団体の健全化・統廃合(男性) 

外部団体の健全化・統廃合川口市では13の外郭団体・財政

支援団体があり、平成18年3月31日に退職した市職員の総

勢83名のうちで分かっているだけで13名（課長職以上であ

った市職員）が上記の団体へ再就職しています。川口市は

『川口市行政改革手中改革プラン』で川口市が出資比率

25％以上、又は財政支援している法人を対象に平成21年度

までに統廃合を含めた 

総合的な改革実施計画に沿って事業内容の見直しを実施

することになっています。既に役割を終えた法人、役割を

終えた機能、必要性が低い事業について徹底的に見直しを

実施してほしい。特に川口市土地開発公社に関して、その

事業内容の徹底したスクラップ＆ビルドをしてほしい。 

E 11 

手づくり 生き活きPlan 

1.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） 

行政改革集中プランについて(男性) 

行政経営？いかにも行政が考えそうな言葉遊びに聞こえ

ます。机上のプランだけ作っていても改革なんてできませ

んよ。行政経営推進室なんて何をやっている室ですか？改

革断行室を作ったほうがいいですよ。現場には政治的なし

がらみがあるでしょうから、現場とは関係の無い改革断行

室が事業を公平に評価して、無駄な事業を廃止していくの

がいいのでは？ 

E 12 
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まちづくり 生き活きPlan 

3.区画整理・下水道・河川整

備等の強力な推進 

(男性) 

蕨駅東口の乗降利用者は毎日11万人と見込まれます。川口

市民（芝地区）は6万人相当としております。当該行政区

域外の駅地周辺は都市整備がされてきておりますが、蕨駅

東口と他の駅では格段の差が生じております。我々芝地区

住民は市税の義務を負っており、余りにも不公正です。そ

こで蕨市長と川口市長で積極的に協議をして我々芝地区

住民の要望に答えることを提案します。 

E 13 

まちづくり 生き活きPlan 

3.区画整理・下水道・河川整

備等の強力な推進 

市内の南北問題（地域格差）（男性） 

市内の南北問題（地域格差）に関して調査・協議する審議

会を早急に立ち上げてください。駅前景観/整備の格差、

開発格差、インフラの整備格差、資本投資額格差など、数々

の問題を孕んでいます。 

E 14 

まちづくり 生き活きPlan 

3.区画整理・下水道・河川整

備等の強力な推進 

芝地区～蕨駅東について（男性） 

蕨駅東に広がる芝地区は、駅前であるにも関わらず、市内

他の駅周辺と比べて明らかに都市開発・景観整備が遅れて

いる。当該地区の今後の都市開発計画を明らかにされた

い｡特に蕨駅周辺地区は、蕨市との市境でもあり、取扱い

が難しい地区と聴く。いっそのこと、鳩ヶ谷市の合併に伴

い、芝地区はむしろ蕨市に合併してもらう方向としたらど

うか？ 

E 15 

手づくり 生き活きPlan 

市民参加と協働事業の推進 

多種(男性) 

③ 行政に不可欠となった協働について、各課全てに協働

担当（無論当該課業務と兼任）を任命する。 

E 16 

まちづくり 生き活きPlan 

4.西川口のまち再生支援・公

共施設の開設 

多種(男性) 

④ 市民団体活性化が行政にとって重要であり、コンベン

ションセンターを設置する。たとえば西川口地域振興事業

として設置（空きビルの活用）することも案である。 

C 17 
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●松本安弘氏 

マニフェスト 当会に寄せられた市民の声(投稿者の性別) 反映度 連番 

財政再建プロジェクトチーム

と民間人を採用します。 

危機的な財政状況を解決する

ため、財政再建プログラムの

再検討を行うプロジェクトチ

ームをつくり、財政に強い民

間人を採用します。 

 

行政改革推進室を設置しま

す。 

職員から「小さな改革」「貴重

な提案」を受けるため、プロ

ジェクトチームや勉強会など

をまとめる改革推進室を設置

します。また、庁内で提案さ

れたものを事業化する庁内ベ

ンチャー制度を立ち上げま

す。 

行政改革集中プランについて(男性) 

行政経営？いかにも行政が考えそうな言葉遊びに聞こえ

ます。机上のプランだけ作っていても改革なんてできませ

んよ。行政経営推進室なんて何をやっている室ですか？改

革断行室を作ったほうがいいですよ。現場には政治的なし

がらみがあるでしょうから、現場とは関係の無い改革断行

室が事業を公平に評価して、無駄な事業を廃止していくの

がいいのでは？ 

E 1 

財政状況を公開し、市民とム

ダの削減に努めます。 

100年に1度の大不況だからこ

そ、市民に財政状況を正確に

公開し、何が必要で何が不必

要か市民の目線で提言をまと

め、無駄の削減に努めます。 

職員の人件費も事業別に積算することについて(男性) 

市のホームページを見たのですが、予算・決算が概要しか

わかりません。どの事業にはどれだけの税金がかかってい

るのか、その事業に携わる職員にはどれだけの人件費が支

払われているのか。事業毎に、直接的に要する経費と携わ

る職員の人件費を合算して、その税金を使って本当にやる

価値のある事業なのか総合的に判断できる仕組みが必要

であると思います。当然、お金がかかりすぎのに、たいし

た効果がない、一部の人のための事業であれば廃止すべき

です。 

B 2 

財政状況を公開し、市民とム

ダの削減に努めます。 

100年に1度の大不況だからこ

そ、市民に財政状況を正確に

公開し、何が必要で何が不必

要か市民の目線で提言をまと

め、無駄の削減に努めます。 

多種(男性) 

② 財政の動向と、情報公開の透明性の一環として、予算

要求と議決された予算の対比表を公開すること。市民にと

ってわかりやすく、どこに無駄があるのか、市民目線で理

解できる工夫が必要である。 

E 3 

財政状況を公開し、市民とム

ダの削減に努めます。 

市財政の透明化(男性) 

市財政の透明化を図るために、翌年度予算から借り入れし E 4 
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100年に1度の大不況だからこ

そ、市民に財政状況を正確に

公開し、何が必要で何が不必

要か市民の目線で提言をまと

め、無駄の削減に努めます。 

て計上している予算についても、インターネット上などに

おいて解かりやすく公開して下さい。 

生活と環境の街づくり 

1、「9プラス1の村づくり構想」

により、地域間格差を解消し

ます。 

3、区画整理事業や治水対策な

ど都市基盤整備を進めます。 

(男性) 

蕨駅東口の乗降利用者は毎日11万人と見込まれます。川口

市民（芝地区）は6万人相当としております。当該行政区

域外の駅地周辺は都市整備がされてきておりますが、蕨駅

東口と他の駅では格段の差が生じております。我々芝地区

住民は市税の義務を負っており、余りにも不公正です。そ

こで蕨市長と川口市長で積極的に協議をして我々芝地区

住民の要望に答えることを提案します。 

E 5 

生活と環境の街づくり 

1、「9プラス1の村づくり構想」

により、地域間格差を解消し

ます。 

3、区画整理事業や治水対策な

ど都市基盤整備を進めます。 

市内の南北問題（地域格差）（男性） 

市内の南北問題（地域格差）に関して調査・協議する審議

会を早急に立ち上げてください。駅前景観/整備の格差、

開発格差、インフラの整備格差、資本投資額格差など、数々

の問題を孕んでいます。 

D 6 

改革と希望の街づくり 

6、行政境にとらわれず近隣市

区との連携を積極的に行いま

す。 

近隣自治体（県内～都内）との連携連帯(男性) 

近隣自治体（県内～都内）との連携連帯は、非常時での安

全対策のほか、その必要は多方面に渡ると考えられます。

互いの市レベルでの連携連帯を図るための施策を明らか

にして下さい。また、特に市民レベルでも連携連帯を図る

ための施策も明らかにして下さい。 

B 7 

福祉と医療の街づくり 

2、認知症疾患医療センターの

設置と成年後見人制度を充実

します。 

種々(男性) 

1.「成年後見人」養成講座を実施し、市民が成年後見人に

なれる制度をつくること E 8 

福祉と医療の街づくり 

2、認知症疾患医療センターの

設置と成年後見人制度を充実

します。 

障害者福祉(男性) 

②<成年後見制度の実態に即した制度確立> 

 痴呆症、障害者等への、成年後見については今だ有効的

な制度になっていません。特に補助・補佐としての「身上

看護」は、弁護士・司法書士等による財産管理にのみこの

制度が利用され、商業主義になっている悲しい現実から取

り残されています。合わせて、身内による虐待問題解決の

ため、任意後見人のあり方にも、再検討が必要です。 

E 9 

福祉と医療の街づくり 

1、障がい児（者）の短期入所

障害者福祉(男性) 

①<川口市運営の「障害者自治就労支援」を設立を要請し E 10 
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施設整備と働く場所を確保し

ます。 

産業と労働の街づくり 

9、障がい者の雇用をワンスト

ップでサポートするセンター

を設置します。 

ます>障害者自立就労支援については、現在「相談業務」

に特化した実務で、実質的な就労へ向けての取組は行われ

ていなのに等しい現実があり、川口市も当事業をNPOに全

面委託していますが、今や一NPOに委託している事態であ

りません。特に、精神障害者については、その対象者の増

加が予測すらつかず、福祉行政としては急務であります。 

教育と防災の街づくり 

9、災害時の要援護高齢者等支

援ネットワークを作ります。 

安心安全(男性) 

安心安全のための、市民によるコミュニティーごとなどの

パトロール活動について、個々個別に支援するのでなく、

市内横断的な活用～互いの連絡の方法などについて仕組

み作りをしてください。 

E 11 

オンデマンドバスによる交通

不便地の解消をします。 

JRの駅が北西部に偏っている

ため50万人市民に交通不便を

感じさせています。バス事業

の経験を活かし、新しい交通

手段であるオンデマンドバス

を導入し、交通不便地の解消

を図ります。 

生活と環境の街づくり 

2、オンデマンドバスの導入に

より交通が不便な地域を解消

します。 

公共交通機関について(男性) 

川口市、神根、木曽呂、東内野の各地域に公共交通機関の

更なる設置を願いたい。私は川口市東内野に居住する市民

である。川口市、神根、木曽呂、東内野の各地域から最寄

りのJR東浦和駅へのバス路線がない。この地区から東浦和

駅までは徒歩で約40分である。タクシー代金は約９００円

前後である。また川口駅へのバス利用による乗車時間は約

３０分ほどでラッシュ時は一時間近くかかることもあり、

待ち時間を入れれば一時間以上を要する場合も間々ある。

国際航業バスを利用し東川口駅に出ることも可能である

が、東川口駅から川口駅にいくには武蔵野線で南浦和駅に

逆行し南浦和駅から京浜東北線で川口駅に行くことにな

る。地下鉄の利用については神根、木曽呂、東内野から離

れた東川口駅へバスで行き、東川口駅から地下鉄利用も可

能だが地下鉄沿線地区に目的地がある場合以外には利便

性が低い。神根、木曽呂、東内野の各地域からJR線利用に

よる移動が不便なことが原因で通学、通勤、外出に大変な

不便を感じている。そのために若年層が少なくなってい

る。住民は不便なためJR東浦和駅まで家族などが自家用車

で送迎を行っている例が多く、または自分で運転し駅周辺

の有料駐車場に駐車してる。JR東浦和駅まで自転車利用の

場合、駅までの道は狭い上に自動車の交通も多く誠に危険

である。近代都市の設計ではインフラと称する部分の設計

が大事であり川口市中心部の整備はそれなりになされて

いるが、神根、木曽呂、東内野の各地域における公共交通

機関は乱開発時代のままであると言える。むしろ以前にあ

った東浦和駅までのバス路線が廃止されて久しく、不便な

状況となっている。 

B 12 
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会計監査にシンクタンクを使

った外部監査を導入します。 

パンク寸前の財政状況の問題

点を外部から検証し、具体的

な解決策を提案するシンクタ

ンクと外部監査を導入しま

す。 

外部評価・外部監査の件(男性) 

最近の企業・自治体などで不祥事が生まれる背景には内向

きな考え・議論がその要因の1つと言われています。川口

市では行政を監視・監査する体制に監査委員があります。

監査委員は名目上、市長や通常の行政組織から独立すると

されています。しかし、残念ながら市長が監査委員の指名

等を実施する関係から、必ずしもそのような独立した組織

と断言できる状況ではないと言うのが一般的な見方にな

っています。また、全国的にも同様ですが、川口市でも監

査委員の半数は市長与党と言われる会派の議員が任命さ

れており、監査委員としての役割が徹底されているのか懸

念を持つ市民も多くいます。次に川口市では自部門の部門

長が自己評価する内部評価の制度を実施していますが、一

般の民間企業で行われて内部評価（他部門から評価される

多面評価のような取組み）でありません。そのため、行政

内の部門ごとの恣意的な評価を実施してしまう可能性が

ある制度になっています。上記の2つのことから、外部評

価の仕組みの導入、政令市等で実施されている包括外部監

査制度の導入すべきと考えます。 

B 13 

●マニフェストへの反映項目数の結果 

『市民の声』から各立候補者のマニフェストの項目に反映された項目数を以下に記載します。 

※当会からの市民の声によって該当の項目がマニフェストに記載されたのか不明です。そのため当会の立場か

ら判断させいただき、勝手ながら反映度を付けさせていただきました。 

 

岡村幸四郎氏 11/50（22％） 

松本安弘氏 11/59（18.6％） 

※松本安弘氏のマニフェスト68項目は一部重複しているため、一部の項目は母数としてカウントしていません。 
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【活動項目Ⅰの結果】 

実施項目：市民の声を広く募集し、HP等で順次公開します。 

次のとおり市民の声を集約し当会HPで公開しました。 

2009/02/14：第一次公開実施・20件 

2009/03/26：第二次公開実施・21件 

2009/04/08：最終公開実施・15件 

合計：56件 

 

実施項目：立候補予定者が判明した都度、募集した市民の声を該当者へ提出します。 

以下のとおり立候補予定者へ市民の声を届けました。 

提出日 詳細 

2009/02/15 

岡村幸四郎氏・松本安弘氏の自宅へ当会の共同代表2名が訪問し、市民の声の第一次

公開一覧を提出しました。残念ながら、立候補予定者2名ともに不在のため、それぞ

れの家人に預かっていただき、両名へお渡ししていただくことにしました。 

2009/03/26 
岡村幸四郎氏・松本安弘氏宛てに配達記録郵便で市民の声の第二次公開一覧を送付し

ました。 

2009/04/08 

岡村幸四郎氏・松本安弘氏の自宅へ当会の共同代表1名が訪問し、市民の声の最終（第

三次）公開一覧を持参しました。残念ながら、立候補予定者2名ともに不在のため、

特定記録郵便で郵送しました(家の方も不在で留守でした）。 

2009/05/01 

5/1の新聞各紙で報道されましたとおり、須田幾世志氏が川口市長選挙への立候補を

表明されました。当会では5/1の午後に須田幾世志氏と直接面談し、3月末までに寄せ

られた『市民の声』を届け、政治家動画の配信に関する依頼を実施しました。 

 

実施項目：様々な意見･要望等を個人情報等に留意したうえで、立候補予定者へ伝えます。 

以下のとおり寄せられた市民の声を取扱いました。 

① HP(または紙文書)の投稿シートに匿名希望欄を設けて、各種個人情報に関して細かく公開・非公開を投稿

者へ意思表明してもらうようにしました。 

② 上記の投稿者の意思表示に沿って当会HP等または立候補予定者へ情報を公開しました。 

なお、記者発表等においても投稿者の意思表示に沿って対応しました。 

③ 立候補予定者へ『なお、お届けしました資料には、立候補予定者のみに公開可能として寄せられた情報（氏

名・年齢等）がありますので、資料の取扱いにはご留意いただきますことをお願い申し上げます。』と明

記して通知することを徹底しました。 

④ 会員内でも共同代表2名のみが個人情報を取り扱い、共同代表以外の会員には当会HPで公開している個人

情報のみを共有しました。 
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【活動項目Ⅱの結果】 

市長選挙の立候補予定者による公開討論会の実現のための活動を実施します。 

以下のとおりに活動しましたが、公開討論会の開催は実現できませんでした(当会発足前の事前活動含む)。 

① 2008/04/18、JC埼玉ブロック協議会の公開討論会担当者と面談し、公開討論会の概要等について情報収集

を実施しました。 

② 2008/11/27、他地域の公開討論会の動画を当会内で視聴できるようにし、会員間で議論できる環境を整備

しました。 

③ 2008/12/27、公開討論会の実施形態等について会員間で検討し、基本的に川口青年会議所が実施を検討し

ている公開討論会の実現を支援することに内部決定しました。 

④ 2009/01/10、共同代表2名で川越市長選挙の公開討論会を見学しました。 

⑤ 上記の活動と伴に共同代表より川口青年会議所へ随時連絡し、公開討論会の実現に向けて継続的に取組ん

できました。 

（参考） 

川口青年会議所は2009/4/22に公開討論会の開催断念を発表し、断念の理由として参加者が岡村幸四郎氏のみ

となったためと発表しました(発表内容の詳細は以下を参照ください)。 

 

13 
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【活動項目Ⅲの結果】 

上記の2項目に関する必要な広報･イベント活動等の関連活動を実施します。 

以下のとおり広報・イベント活動等を実施しました。 

① 当会活動を周知するためのビラの作成・配布を実施しました。 

2009/02/06：下記のビラを作成して当会HPで公開しました。 

2009/02/12 2/11(水)夕方、ＪＲ川口駅西口の駅頭で配布しました(100枚・1時間活動)。 

2009/02/21 2/21(土)夕方、ＪＲ川口駅東口の駅頭で配布しました(150枚・2時間活動)。 

2009/02/28 2/28(土)夕方、ＪＲ東川口駅の駅頭で配布しました。 

  

2009/02/25：下記のビラを作成して当会HPで公開しました。 

2009/02/28 
2/28(土)夕方、ＪＲ東川口駅の駅頭で配布し

ました。 

2009/03/08 
講演会のビラを川口駅・東口の集合住宅に

3,000枚ポスティングしました。 

2009/03/09 

講演会のビラを川口駅・東口の集合住宅に

2,500枚ポスティングしました。 

 

② 市民団体等へ当会活動に関する案内を以下のとおり実施しました。 

日付 詳細 

2009/02/06 
市内で活動する市民団体・NPO団体に当会の発足と『市民の声』への投稿依頼に

関する書簡を郵送(249件)・ファックス(2件)・メール(26件)しました。 

2009/02/26 
市内で活動する市民団体・NPO団体にメール・ファックス(合計105件)で講演会開

催の案内をする。 

2009/3/23 
市内で活動する市民団体・NPO団体に投稿を呼びかけるメール(またはファック

ス)を発信した(約70件）。 
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③ 川口市長選挙に向けて『今後の地方自治のあり方』を問うものとして、元我孫子市長の福嶋浩彦氏を講師

に迎え、『市民自治と首長の役割』と題して講演会を次のとおり実施しました。 

【日時】  2009/03/11(水)19：00～20：50 

【場所】  川口市メディアセブン・プレゼンテーションルーム 

【主催】 市長選挙に市民の声を届ける会 

【後援】  NPO法人市民ネット川口、川口市民オンブズマン、公開討論会を推進する埼玉市民の会     

  自治基本条例を考える会、市民ネットワークかわぐち、市民のミカタ 

   ダイオキシン問題を考える市民の会（以上、五十音順） 

【参加】  42名参加(事務局含む・費無料・事前予約優先・当日参加可)※読売新聞の記者が取材に1名 

【参加者の評価】 

参加者からいただきました感想から、評価は概ね講演会を評価する内容になっており、福嶋浩彦氏による

講演内容は高く評価されました。 

上記のことは、当日の参加者からの個人カンパ額が17,433円になったことからも判断できると考えます。 

 

  

④ 当会活動に関する記者発表等を以下のとおり実施し、複数回(3社・4回)の新聞報道がありました。 

日付 詳細 

2009/01/08 川口市記者クラブへ当会の発足・活動内容に関する記者発表を行いました。 

2009/01/21 朝日新聞(1/20・埼玉版)の朝刊に当会の活動が掲載されました。 

2009/02/16 
川口市記者クラブへ『市民の声』第一次公開と立候補予定者への通知・講演会開

催に関する記者発表を行いました。 

2009/02/25 
mixiの「集まれ 埼玉県川口市」の「こんなイベントありますよ」で講演会開催

をトピックとして掲載を実施しました。 

2009/03/03 川口市記者クラブへ講演会開催に関する記者発表を行いました。 

2009/03/07 
朝日新聞(3/7・埼玉版)の朝刊に当会の活動と3/11の講演会開催に関する記事が

掲載されました。 

2009/03/08 
埼玉新聞(3/8)に当会の活動と3/11の講演会開催に関する記事が掲載されまし

た。 

2009/03/11 
読売新聞(3/11・埼玉版)に当会の活動と3/11の講演会開催に関する記事が掲載さ

れました。 

2009/03/26 
川口市記者クラブへ『市民の声』第二次公開と立候補予定者への通知に関する記

者発表を行いました。 

2009/04/08 
川口市記者クラブへ『市民の声』最終公開と立候補予定者への通知・公開討論会

の実現への活動実施に関する記者発表を行いました。 
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【追加の活動項目に関する結果】 

公開討論会の実施が実現できなかったため、当会の活動趣旨である『多くの川口市民が2009年5月に実施予定

である川口市長選挙に関して、自らの意見を表明できる機会や自らの選択を検討･決定できる機会を増やすた

めに活動します』に立ち戻り、当初計画していなかった追加活動(政治家動画配信)を以下のとおり実施しまし

た。 

●政治家動画配信の取組み結果 

以下のとおり活動して市長選挙に立候補した3名に『ザ・選挙』(または当会)のHP上での動画配信を依頼した

が、結果として1名のみしか実施できず、岡村幸四郎氏のみ撮影・動画配信を実施できることになりました。 

日付 詳細 

2009/04/20 
川口青年会議所の公開討論会開催断念の情報を受けて、『ザ・選挙』（日本インターネット新

聞社）による動画配信の実現への活動を開始しました。 

2009/4/22 
日本インターネット新聞社の担当者と当会の共同代表2名で政治家動画の打ち合わせを実施

しました。 

2009/04/24 
立候補表明者の岡村幸四郎・松本安弘氏と各後援会への政治家動画撮影の依頼を実施しまし

た。 

2009/04/27 
当会HPで政治家動画配信に関する取組みの活動開始を発表しました。また、川口市記者クラ

ブあてに記者発表を実施しました。 

2009/05/01 

5/1の新聞各紙で報道されましたとおり、須田幾世志氏が川口市長選挙への立候補を表明さ

れました。当会では5/1午後に須田幾世志氏と直接面談し、3月末までに寄せられた『市民の

声』を届け、政治家動画の配信に関する依頼を実施しました。 

2009/05/06 

立候補表明者に関する市民のみなさ

んへの情報提供として、川口市長選挙

に立候補予定者3氏に関する情報を当

会HPで公開しました。また右記のビラ

を作成しました。 

 

2009/05/09 
川口駅東西口・キュポラ前でのビラ配布、川口駅東西口のマンションにポスティングを実施

しました(2500枚）。 

【その他の結果】 

●当会HPの開設とアクセス数 

開設：2009/12/02にプレ公開（初期値100アクセス） 2009/01/08に正式公開 

2009/05/30・10：00現在：1,407アクセス 

選挙期間直前のアクセス数：950 

選挙期間中のアクセス数：2009/5/12：1,102 2009/5/13：1,131 2009/5/14：1,152 2009/5/15：1,173 

2009/5/16：1,197 2009/5/17(投票日)：1,255   ※午前中にアクセス数を確認 

選挙期間直後のアクセス数：2009/5/18：1361 プレ開設後の更新回数：21回 
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●政治家動画配信のアクセス数 

 『ザ・選挙』(http://www.senkyo.janjan.jp/)における動画配信：開示依頼しているが企業秘密として

2009/05/21時点で開示されず。 

 YouTubeによる動画配信(転載されたサイトの回数も含む)：62回（2009/05/18現在） 

●自動返信メール 

 選挙期間中に5件のみメール受信し、自動返信を実施していました。 
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■ 活動費について 

以下のとおり収入と支出を記載します。 

※残金(¥10,000)を講演会への後援団体としてカンパを頂きました4団体に当会からカンパします。なお、カン

パ額は当会へのカンパ額の比率按分を計算した金額とします。 

 

収入   支出  

項目 金額  日付 金額 

個人カンパ ¥24,377  郵送費 ¥20,130 

講演会での個人カンパ ¥17,433  消耗品等の購入費 ¥3,820 

講演会の後援団体から

のカンパ 
¥16,000  講演会開催費 ¥23,000 

   雑費 ¥860 

合計 ¥57,810   ¥47,810 

     

   収入-支出 ¥10,000 
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■ 活動履歴一覧 

日付 詳細 

2008/04/18 JC埼玉ブロック協議会の公開討論会担当者と面談しました。 

2008/11/27 入間市長公開討論会のビデオを内部で視聴可能にしました。 

2008/12/01 mixiの元管理人である某氏と面談、ネットでの意見募集等の当会活動について相談 

2008/12/02 活動準備中のため、ＨＰのテスト版をプレ公開しました。 

2009/01/05 
市民パートナーステーションへの団体登録を断念し、共同代表2名制により活動するこ

とに決定しました。 

2009/01/08 ＨＰを正式公開しました。『市民の声への投稿をお待ちしています。』と呼びかける。 

2009/01/08 

・川口市記者クラブへ当会の発足・活動内容に関する記者発表を行いました。 

・立候補表明者である2名（岡村幸四郎氏・松本安弘氏）へ当会の発足・活動内容に関

する書簡を配達記録郵便で郵送しました。 

2009/01/10 共同代表2名で川越市長選挙の公開討論会を見学しました。 

2009/01/21 朝日新聞(1/20・埼玉版)の朝刊に当会の活動が掲載されました。 

2009/01/30 国会議員の逢坂さんに講演会の講師依頼を実施するが、ご了解いただけず。 

2009/02/03 市民団体のリスト化(244件)が完了する。 

2009/02/06 

・市内で活動する市民団体・NPO団体に当会の発足と『市民の声』への投稿依頼に関す

る書簡を郵送(249件)・ファックス(2件)・メール(26件)しました。 

・当会の活動を伝えるビラを作成しました。 

2009/02/11 

・2/11（水）夕方、ＪＲ川口駅西口の駅頭で当会の活動を伝えるビラを配布しました（100

枚・1時間活動）。 

・福嶋浩彦氏から講演会の講師の件をご了解いただく。 

2009/02/14 
市民・市民団体等からお寄せいただきました意見・要望等のうちで集計を終了したもの

だけを第一次公開として公表しました。 

2009/02/15 

2月15日(日)、既に本年5月の川口市長選挙に立候補表明している岡村幸四郎氏・松本安

弘氏の自宅へ当会の共同代表2名が訪問し、市民の声の第一次公開一覧を提出しました。

残念ながら、立候補予定者2名とも不在のため、それぞれの家人に預かっていただき、

両名へお渡ししていただくことにしました。 

2009/02/16 岡村幸四郎氏より『市民の声』の資料受領のメールがありました。 

2009/02/21 

・2/21（土）夕方、ＪＲ川口駅東口の駅頭で当会の活動を伝えるビラを配布しました(150

枚・2時間)。 

・市民団体へメールで市民の声への投稿を呼びかける。 

2009/02/25 

・3/11（水）に開催する講演会のチラシが完成し、当会HPで公開しました。 

・mixiの「集まれ 埼玉県川口市」の「こんなイベントありますよ」で講演会開催をト

ピックとして掲載を実施しました。 

2009/02/26 

・市民団体へメール・ファックス(合計105件)で講演会開催の案内をする。 

⇒1名の方よりメールアドレスの取得経緯の説明と配信停止の依頼がメールであり、対

応しました。 

・講演会の後援団体である川口市民オンブズマンのHPに講演会の開催が掲載される 
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2009/02/28 2/28(土)夕方、ＪＲ東川口駅の駅頭で当会の活動を伝えるビラを配布しました。 

2009/03/03 

・講演会の開催を川口市記者クラブあてに記者発表する。 

・川口市議会議員、一部の川口市内の町会・自治会・川口市内の組合・諸団体(合計44

件)へメールで講演会の開催を案内する 

2009/03/05 
講演会開催の案内した市民団体の方1名よりメールアドレスの取得経緯の説明と配信停

止の依頼がメールであり、対応する。 

2009/03/07 

・朝日新聞(3/7・埼玉版)の朝刊に当会の活動と3/11の講演会開催に関する記事が掲載

されました。 

・市民の声への投稿者へ講演会開催の案内を実施する。 

2009/03/08 講演会のビラを川口駅・東口の集合住宅に3,000枚ポスティングしました。 

2009/03/09 

・講演会のビラを川口駅・東口の集合住宅に2,500枚ポスティングしました。 

・3/9(月)朝と夕方、ＪＲ川口駅西口の駅頭で当会の活動を伝えるビラを配布しました

(合計54枚)。 

2009/03/10 埼玉新聞(3/8)に当会の活動と3/11の講演会開催に関する記事が掲載されました。 

209/03/11 

・読売新聞(3/11・埼玉版)に当会の活動と3/11の講演会開催に関する記事が掲載されま

した。 

・講演会(市民自治と首長の役割)を開催しました。 

2009/03/13 
講演会参加者のうち、メールで連絡できる方へ参加に関するお礼メールする(一部ファ

ックスも含む)。 

2009/03/22 

かわぐち市民パートナーステーションの住所に当会あての郵送による市民の声の投稿

が14件ありました。内容はいずれも匿名ですが複数名の意見としてお寄せいただきまし

た。郵送された意見内に現職市長を誹謗中傷する内容が一部あり、一部を削除して公開

の準備をする。なお、立候補予定者へは原文のままの提出することにしました。 

2009/3/23 市民団体等へ投稿を呼びかけるメール(またはファックス)を発信した(約70件)。 

2009/03/26 
3月26日(木)、既に本年5月の川口市長選挙に立候補表明している岡村幸四郎氏・松本安

弘氏宛てに配達記録郵便で市民の声の第二次公開一覧を送付しました。 

2009/04/08 

・4月8日(水)、既に本年5月の川口市長選挙に立候補表明している岡村幸四郎氏・松本

安弘氏の自宅へ当会の共同代表1名が訪問し、市民の声の最終(第三次)公開一覧を持参

しました。残念ながら、立候補予定者2名ともに不在のため、特定記録郵便で郵送しま

した（家の方も不在で留守でした）。 

・当会HPで岡村幸四郎氏・松本安弘氏の後援会等のHPを紹介する。 

岡村幸四郎氏 

http://www.okamura.gr.jp/ 

松本安弘氏 

http://www.kawaguchi-matsumoto.com/ 

2009/04/09 松本安弘氏がHPでマニフェストを公開する。 

2009/4/10 市民の声への投稿者に投稿に関するお礼のメール・ファクスを実施する。 

2009/4/20 
川口青年会議所の公開討論会開催断念の情報を受けて、『ザ・選挙』(日本インターネッ

ト新聞社)による動画配信の実現への活動を開始する。 
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2009/04/22 
日本インターネット新聞社の担当者と共同代表2名で政治家動画の打ち合わせを実施す

る。 

2009/04/25 
川口青年会議所による公開討論会の開催断念に関する当会のコメントを当会HPで公表

する。 

2009/4/24 岡村幸四郎・松本安弘氏両名と後援会へ政治家動画の撮影依頼を実施する。 

2009/04/27 
当会独自の取組みとして立候補予定者による政治家動画の配信のための活動を実施し

ていることを、当会HPと川口市記者クラブあての記者発表で公開する。 

2009/04/28 岡村幸四郎氏の後援会から政治家動画の撮影了解の電話をいただく。 

2009/05/01 

・5/1の新聞各紙で報道されましたとおり、須田幾世志氏が川口市長選挙への立候補を

表明されたため、5/1の午後に須田幾世志氏と直接面談し、3月末までに寄せられた『市

民の声』を届け、政治家動画の配信に関する依頼を実施してきました。 

・岡村幸四郎氏の動画撮影を実施する。 

2009/05/06 
川口市長選挙に立候補予定者3氏に関する情報を当会HPとビラで川口市民のみなさんへ

ご案内しました。 

2009/05/07 
・川口市記者クラブへ立候補予定者3氏に関する情報に関する記者発表を行いました。 

・市民団体と市民の声へ投稿者に立候補予定者情報を案内しました。 

2009/05/09 
川口駅東西口・キュポラ前でのビラ配布、川口駅東西口のマンションにポスティングを

実施しました（2500枚）。 

 

■ 最後に 

当会の活動は2009年5月末で終了し、当会は解散いたします。 

なお、当会のHPは活動レビュー書の公開を実施しておりますので、2009年12月末で閉鎖することになりました。 

 

当会の活動レビュー書が今後、首長選挙を向かえる全国各地のみなさんと市民団体等の参考になれば幸いです。 

また、何よりも4年後の川口市長選挙に向けて、新たに川口市長選挙に関して活動しようとする川口市民のみ

なさんの参考となることを切に願いたいところです。 

 

以上 
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（別紙）     各立候補者のマニフェスト 

■岡村幸四郎氏 

岡村市長の4期目のマニフェスト（40項目） 

「人づくりなくして郷土くにづくりなし」、それは全ての政策の基本です。 

1. 小学校に、体育・音楽・美術の専任講師を配置 

2. 学校給食のアルマイト食器を全面取替え 

3. 市民大学・盛人大学・環境大学の開設 

4. 日本一のボランティアのまちを目指す 

5. 徳育・食育・環境学習の推進 

6. 学校ファーム事業の導入 

7. 生涯学習推進部の開設 

8. 校舎耐震化の促進 

川口は産業の街、産業の振興なくして街の前進はありません。 

1. 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 

2. 50年後にも農のあるまちを目指す農業の振興 

3. スキップシティ国際Dシネマ映画祭を日本一へ 

4. この不況を乗り切るための中小企業の支援 

5. インキュベートオフィスの新規開設 

6. 川口市産業振興条例の制定 

7. 川口市農業基本計画の策定 

8. 都市農業サミットの開催 

先ずは暮らしが第一、生活の安定・安心が何より大切です。 

1. マンションのコミュニティづくりの充実支援 

2. がん検診受診率の向上。集団から個別へ 

3. 留守家庭児童保育室の待機児童をゼロに 

4. 地球高温化防止活動センターの開設 

5. 高齢者の健康・生きがいづくりの支援 

6. 福祉の最終形態である斎場の建設 

7. 地域の防災・防犯力の充実強化 

8. 障害者自立支援の充実強化 

緑豊かな生活環境を目指し、都市基盤の整備・促進を図ります。 

1. 湘南新宿ラインの川口駅停車実現への運動を 

2. 市民農園事業の充実と遊休農地の積極活用 

3. 区画整理・下水道・河川整備等の強力な推進 

4. 西川口のまち再生支援・公共施設の開設 

5. 生産緑地制度及び相続税納税猶予制度の見直しの要請 

6. 東川口駅のエレベーター設置 

7. 鳩ヶ谷市との合併問題の検討 

8. 緑化事業の推進 

市民の知恵とパワーを活かし、市民との協働を推進します。 
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1.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） 

2.自治基本条例例を尊重した市政運営と市民自治の確立 

3.市民のための市庁舎の在り方の検討 

4.拉致問題解決に向けての支援強化 

5.我がまち川口・再発見事業の展開 

6.市民参加と協働事業の推進 

7.職員の意識改革の推進 

8.地方分権改革の推進  
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■松本安弘氏 

政策宣言 -その1- すぐやります！ 

1 市長の給与を2割カット、期末手当・退職金をゼロにします。 

厳しい経済状況のなか、徹底した行財政の改革を進めるには、市長自らの給与を2割カットし、期末手当や退

職金をゼロにします。 

2 市長の任期を2期8年にします。 

長期市政は、政策のマンネリ化による改革の停滞と、政党や団体とのしがらみを生みます。 

私は任期2期8年とします。 

3 会計監査にシンクタンクを使った外部監査を導入します。 

パンク寸前の財政状況の問題点を外部から検証し、具体的な解決策を提案するシンクタンクと外部監査を導入

します。 

4 市長の肩書きの“ムダ”を削減します。 

しがらみが起きないよう、市長が持つ肩書きで仕事を伴わないものを十分に精査し削減します。 

5 財政再建プロジェクトチームと民間人を採用します。 

危機的な財政状況を解決するため、財政再建プログラムの再検討を行うプロジェクトチームをつくり、財政に

強い民間人を採用します。 

6 財政状況を公開し、市民とムダの削減に努めます。 

100年に1度の大不況だからこそ、市民に財政状況を正確に公開し、何が必要で何が不必要か市民の目線で提言

をまとめ、無駄の削減に努めます。 

政策宣言 -その2- 1年以内にやります！ 

1 時期や仕事量に応じた人事異動をします。 

○○課のなかで係りより大きいグループを作り、時期や仕事量に応じて柔軟に人事異動ができる仕組みを作り

ます。 

2 年度途中でも重要事業は積極的にスタートさせます。 

新たな事業は新年度からという役所的な考えは捨てて、市民にとって重要かつ必要な事業は、年度途中でも積

極的にスタートさせます。 

3 信用保証協会手数料の補助制度を作ります。 

特に条件変更した企業や1年ごとに返済の見直しを行っている企業に対し、負担の重い信用保証協会手数料の

補助を川口市が行います。 

4 経済再生プロジェクトチームを設置します。 

中小企業を育て、安定した不況に強い産業を作り出すために、産業再生を専門的に行うチームを設置します。 

5 オンデマンドバスによる交通不便地の解消をします。 

JRの駅が北西部に偏っているため50万人市民に交通不便を感じさせています。バス事業の経験を活かし、新し

い交通手段であるオンデマンドバスを導入し、交通不便地の解消を図ります。 

政策宣言 -その2- 4年以内（任期中）にやります！ 

1 財政再建を図ります。 

財政再建プロジェクトチームの提言を受け、基金も増やしながら市債依存度を抑制します。また、総務事務な

どの集約化を図り、得意とする外部企業に委託します。 

2 産業の再生を図ります。 

景気に左右されにくい食費や医療品関連の企業誘致を行います。また、庁内に産業再生チームを設置して、プ



【HP 公開・郵送用資料】 

 25 

ロジェクトコーディネーターやクラスターマネージャーを育成し、力強い産業の待ちを作ります。 

3 特別養護老人ホームを700床増床します。 

高齢者人口も多く、平成21年2月現在の入所待機者が約700人で増加傾向にあります。また、景気動向から、住

宅介護から施設介護へと変更される家庭も増加することが予想され、ベッド数を増床します。 

4 行政改革推進室を設置します。 

職員から「小さな改革」「貴重な提案」を受けるため、プロジェクトチームや勉強会などをまとめる改革推進

室を設置します。また、庁内で提案されたものを事業化する庁内ベンチャー制度を立ち上げます。 

5 学校問題解決サポートセンターを設置します。 

学校と保護者のトラブルがこじれるケースが増えるなか、一旦学校から切り離して、問題解決にあたる専門部

署を新設し、教育センター内に設けます。 

6 学校や病院、福祉施設などの耐震化を行います。 

小中学校の耐震化を前倒しして行います。また、公民館やスポーツセンター、病院や福祉施設などは耐震状況

を公開し、民間建築物の耐震改修に関する補助制度を更に充実させます。 

7 9プラス1の村づくり構想を実行します。 

川口市都市計画の新長期ビジョンを策定し、合併前の9つの村、現在の連合町会単位で市民の意見を聞き、地

域格差のない街を作ります。 

8 市立高校にデュアルシステムを導入します。 

学びながら働くことで若者を職業人に育てます。人材育成に熱心な企業と連携し、雇用の安定と働くことによ

る家計への負担軽減につなげます。また、奨学金制度と連携し、在学中から返済可能なシステムを作ります。 

9 副市長や教育長に女性を登用します。 

人口50万都市の川口市でありながら、女性管理職の育成に取り組んでおりませんでした。女性の目線から市民

生活の充実に取り組むために女性管理職を増やします。 

福祉と医療の街づくり 

1、障がい児（者）の短期入所施設整備と働く場所を確保します。 

2、認知症疾患医療センターの設置と成年後見人制度を充実します。 

3、リハビリテーションセンターの充実と作業療法士を育成します。 

4、総合周産期母子医療センターへの整備と充実を図ります。 

5、開業医による勤務医師支援事業により医療過疎地を解消します。 

6、特別養護老人ホームの施設整備と低所得者への対応を図ります。 

7、介護従事者の確保と施設を評価するシステムを作ります。 

8、障害者や高齢者の口腔ケアと訪問業務への支援を行います。 

9、視覚や身体障害者用トイレの設計基準を市内一律にします。 

10、子育てサロンなど学校施設を教育以外に活用する仕組みづくり。 

教育と防災の街づくり 

1、学校や病院の耐震化と一般住宅の耐震化への補助を充実します。 

2、学校問題解決サポートセンターを教育研修センター内に作ります。 

3、学生と社会人が共に学ぶリカレント教育を取り入れた学校づくり。 

4、市立高校に得意分野を活かした特別入学枠制度を創設します。 

5、学校の授業に健全な消費生活を営むための教育を取り入れます。 

6、災害時の帰宅難民を想定し、中学生への防災教育を充実します。 
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7、学校施設のバリアフリー化とエレベーターを設置します。 

8、特別支援学校への支援と支援籍の制度化を行います。 

9、災害時の要援護高齢者等支援ネットワークを作ります。 

10、ソーシャルワーカーと連携し、いじめ・不登校対策を充実します。 

生活と環境の街づくり 

1、「9プラス1の村づくり構想」により、地域間格差を解消します。 

2、オンデマンドバスの導入により交通が不便な地域を解消します。 

3、区画整理事業や治水対策など都市基盤整備を進めます。 

4、高齢者とこども、障がい者にやさしい道路と歩道を作ります。 

5、NG Oやボランティアと連携し、外国人が暮らしやすい街にします。 

6、地域を元気にするスポーツ人を街で応援する仕組みを作ります。 

7、花と緑と水を活かした「また行ってみたい川口」を作ります。 

8、観光資源を活用した循環型サイクリングロードの整備を行います。 

9、太陽光発電の普及と雨水を利用した環境にやさしい街を作ります。 

10、少年野球チームが優先的に使用できるグラウンドを整備します。 

産業と労働の街づくり 

1、若者を職業人として育てるデュアルシステムを高校に導入します。 

2、不況に強い食費や医薬品等の産業育成と企業誘致を図ります。 

3、市長直轄の産業再生プロジェクトチームを設置します。 

4、融資保証枠の拡大と保証料を補助する制度を作ります。 

5、指定管理者と造園技術を活用した川口の特色ある公園を作ります。 

6、産業のつなぎ役として産学連携支援センターを設置します。 

7、企業の技術と大学の研究を活かしたマッチング機能を支援します。 

8、コーディネーターを育成し、新産業クラスターを形成します。 

9、障がい者の雇用をワンストップでサポートするセンターを設置します。 

10、共同仕入れや共同配送により商店街を活性化します。 

改革と希望の街づくり 

1、女性の副市長や教育長を登用し、女性の目線からも市政を見ます。 

2、行財政改革推進室の設置と庁内ベンチャー制度を導入します。 

3、語学を学びながら食事やショッピングができる語学の街を作ります。 

4、総務事務などの間接業務と情報システム運用経費を削減します。 

5、職員の採用や昇格方法、給与や手当などを見直し、やる気のある職員を育てます。 

6、行政境にとらわれず近隣市区との連携を積極的に行います。 

7、支所や公民館などを縮小し、地域振興センターを設置します。 

8、ゴミ収集車の配車と業務時間の見直しで経費を削減します。 
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（別紙）      選挙公報 

岡村幸四郎氏 

 

松本安弘氏 

 

須田きよし氏 

 



NO 氏名 所属団体名 性別 件名 意見･要望の内容

1 匿名
NPO有機資
源循環ネッ
トワーク

男性 多種

 ①　縦割り行政の弊害を具体的な政策として示すこと。
  　　例] 組織横断し、市長直轄の常設部門の設置

②　財政の動向と、情報公開の透明性の一環として、予算要求と議決
 された予算の対比表を公開すること。

　　市民にとってわかりやすく、どこに無駄があるのか、市民目線で理
  解できる工夫が必要である。

③　行政に不可欠となった協働について、各課全てに協働担当（無論
  当該課業務と兼任）を任命する。

④　市民団体活性化が行政にとって重要であり、コンベンションセン
 ターを設置する。

　　たとえば西川口地域振興事業として設置（空きビルの活用）するこ
  とも案である。

 ⑤　産業振興策・地域活性策として、大きなビジョンを打ち出すこと。
　　元気なまち、基本となる税収構造を構築するためにも！（無論箱物

 を作れとの誤ったものではない。）
　　例]地政学的に見れば、「首都と隣り合わせ」「人口も50万人」「もの
作り産業」「創造産業」「緑産業」「交通網の要所」等々の中、それらメ

 リット部分を生かした発想からすれば、「エコのまち」は重要な要素で
  ある。具体性があればBESTだが、まず方向性を打ち上げること。

以上です。また別の提案があれば別途提出します。

2 匿名 男性 地球温暖化防止について
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく「地球温暖化防止活動
センター」を作って下さい。

3 匿名 男性
自治基本条例の廃止につ
いて

 川口市は今、自治基本条例を制定しようとしています。
しかし、この条例は、現行の議会制民主主義（＝間接民主主義）を否

 定する憲法違反の条例に他なりません。
  このような違憲条例を制定しないよう要望します。

 参考：自治基本条例を許さない国民の会ホームページ
http://jichijourei110.blog.so-net.ne.jp/

4 匿名 女性 子育てサービスの充実を

  子育てサービスの向上及び施設の増設を希望します。
 ●病後児保育

市内に2か所ありますが、2か所とも地図で見るとそれほど離れていま
 せん。

 うまく分布させるか各地区ごとに1か所ずつ増設してください。
  遠くて利用したくてもできません。

 ●病児保育
  川口駅前に21年から1か所できるようですが、足りません。

 ●学童保育
 朝が8：30から。
 夜は6：3まで。

 保育園に比べて短いです。
 御迎えが間に合いません。

 ファミリーサポーターに毎回頼むのも費用がかさみます。
 そしてサポーターもそう毎日引き受けてくれるとは限らない。

開所時間を長くするか、シッター代の助成、サポーターの拡充を図っ
  てください。

 

 川口は非常に子育てしにくい市だと思います。
サービスや助成が整っていません。

5 匿名 女性 バリアフリーについて

私の夫は足が不自由な為、杖を使用し、交通手段はバスが殆どで
す。年を追う毎に不自由さが増し、階段の登り降りが出来ません。近
年、川口駅前の再開発において、東口駅前バスターミナルを利用する
際、階段を使用しなくてもすむ様になる!!と大変期待しておりまし
た。・・・が、現状は変わらず、元のままです。高齢者も増える現実。是
非、駅前ターミナルのバリアフリー化もう一歩踏み込んで考えていただ
きたいと願っています。

6 匿名 男性

蕨駅東口の乗降利用者は毎日11万人と見込まれます。川口市民（芝
地区）は6万人相当としております。当該行政区域外の駅地周辺は都
市整備がされてきておりますが、蕨駅東口と他の駅では格段の差が
生じております。我々芝地区住民は市税の義務を負っており、余りに
も不公正です。そこで蕨市長と川口市長で積極的に協議をして我々芝
地区住民の要望に答えることを提案します。

7 匿名 女性 多種

●介護保険は若い人より、年配の方が対応してほしい！相談に行っ
てもたよりないので。
●赤い領域ポールで、道巾を狭くしている所が川口駅付近はとても多
くあり、町並の景観が良くないと思います。
●人口に対して、駐輪場が少ないのでリリアなどで講演会があっても
おく所に困る事がある。
●地下通路のぬけ道も、スベリ止がおち、スリップしやすいのがあぶ
ない。

8 匿名 男性 自治基本条例の運用推進

自治基本条例の運用推進を、公開の原則で担保する仕組みを作って
ください。この4月からの運用を目指して自治基本条例が策定されてい
ます。この策定過程は、市民への周知には「今ひとつ盛り上がりに欠
ける」ものでした。広報・PR活動をはじめ、本当に市民のための自治基
本条例であるように、徹底した公開の原則で運用の推進を図る仕組み
作りを早急に行ってください。



9 匿名 男性
市民同士のコミュニティー
促進

市民同士のコミュニティー促進のために、地縁による町会活動は、マ
ンション住人の増加から弱体の方向をたどっています。一方、各種の
市民団体やボランティア活動は、参加者やリーダーの不足に難渋して
います。市民の輪をつくり、協働により市政を作り上げてゆくために、コ
ミュニティーの活動を支援する仕組み作りをして下さい。

10 匿名 男性 市財政の透明化

市財政の透明化を図るために、翌年度予算から借り入れして計上して
いる予算についても、インターネット上などにおいて解かりやすく公開
して下さい。

11 匿名 男性 学童保育

学童保育について、指導員の位置付けの明確化も含め、充実化を早
急に図ってください。特に、待機児童0に向けた対応が早急に求められ
るのみならず、朝や晩の時間が保育所と異なるのは不自然です。早
急に問題の解消を図ってください。

12 匿名 男性 保育所

保育所の収容数確保を早急に進め、待機家庭0を成し遂げてくださ
い。また、家庭によっては兄弟ばらばらの保育所に置かれている現状
の早期解消にも努めてください。

13 匿名 男性 予期される大震災

予期される大震災にそなえ、公共の施設・建物などを中心とした、耐
震避難
マップを作成してください。また、震災の場合のライフライン補給（給水
や食料配布）の方法についても明確にした手引きを作成してください。

14 匿名 男性 安心安全

安心安全のための、市民によるコミュニティーごとなどのパトロール活
動について、個々個別に支援するのでなく、市内横断的な活用～互い
の連絡の方法などについて仕組み作りをしてください。

15 匿名 男性 駅前喫煙禁止条例
駅前喫煙禁止条例について、さらに罰金化を図るなど、より強力に対
応を進めてください。

16 匿名 男性
近隣自治体（県内～都内）
との連携連帯

近隣自治体（県内～都内）との連携連帯は、非常時での安全対策の
ほか、その必要は多方面に渡ると考えられます。互いの市レベルでの
連携連帯を図るための施策を明らかにして下さい。また、特に市民レ
ベルでも連携連帯を図るための施策も明らかにして下さい。

17 匿名 男性 朝日環境センターの排煙
朝日環境センターの排煙に関して、常時モニターの設置を行ってくださ
い。（現状の間欠定点観測では、真の状態はわかりません。）

18 匿名 男性 芝川の浄化
芝川の浄化に関し、県とともにアクションプランを策定して、河川とその
領域の浄化を進めてください。

19 匿名 男性
市内の南北問題（地域格
差）

市内の南北問題（地域格差）に関して調査・協議する審議会を早急に
立ち上げてください。駅前景観/整備の格差、開発格差、インフラの整
備格差、資本投資額格差など、数々の問題を孕んでいます。

20 石田　正邦 男性 種々

1.「成年後見人」養成講座を実施し、市民が成年後見人になれる制度
をつくること
2.「放課後子ども教室」の全小学校実施



NO 氏名 所属団 性別 件名 意見･要望の内容

21 匿名 匿名

男性 ゴミ問題  CO2削減と負担の公平化を図る。
 ①家庭ゴミの有料化

 　ゴミ減量化の最大の施策である。
 　利用者負担の原則により、公平化となる。

 ②ゴミ袋の指定化（ゴミ有料化とセットとなる）
 　レジ袋等の使用を禁止し、マイバックの普及

 ③事業系一般廃棄物の適正価格での受入れ。
 　現状20円/kgの受入れ価格となっていいるが、40円/kg以上のコスト

 　が掛っている。この現状の課題は・・・
 　・差額（20円/kg）を税金でまかなっているのは公平性に反する。

 　・民間でのリサイクル事業への足を引っ張り、CO2削減の妨げになっている。
 ④一事業者である、川口市の有機性残渣がすべて焼却されCO2を排出しているのを非焼却とする。

 　・し尿汚泥、生ゴミ、剪定枝が該当する。
　・一挙には困難であり、２～３計画で実施する。

 ５０万都市川口の課題は多くありますが、最近市とコンタクトをとったり、市の職員と接触して市政の最重要課題と
思うことを３点に絞って記します。新しい市長にはこの問題に真摯に取り組んで頂きたいと考えます。
１．川口の都市計画ビジョンとマンション問題
 東京のベッドタウンである川口市は、開発とは呼ぶべくもない無計画なマンションの乱立によって住環境・都市環
境の悪化が進んでいる。
 ２年前、私の住まいの目前、細長い土地に１１階建て、長さ２００ｍの壁のようなマンションの建築申請が提出され
た。近隣の多くの住民が日照も眺望も奪われ刑務所の塀の中で暮らすような感じになる。反対の声が大きくなり、
市長をはじめ、市建築審査会等の関係部署に訴えたが、市当局は法令に適合しているので許可せざるを得ないと
いうだけで、自分達の裁量可能な範囲内で少しでも問題を改善しようという姿勢すら見せなかった。
 既存の住民の生活を犠牲にして空地という空地にところ構わず低価格を売り物の無計画･無節操なマンションが
建て続けられれば、いずれは川口の街がマンションのスラムと化すことは目に見えており、その兆候は既に現れ
ている。このことを現市長にも問うたが答えはなく、市には法令に適合するかどうかの審査をするだけで、将来を
見据えて都市計画を進めるためにマンションの問題をどのように考えるかの意識すらないことが分かった。このま
までは、それほど遠くない将来に川口が劣悪な環境のマンションのひしめくスラム街と化すことになる。
 異常ともいえる程に増え続けるマンションの問題を抜きにして川口の都市づくりを考えることはできないと言っても
過言ではなく、「都市計画のビジョン」の中で真っ先に検討される必要のある課題であろうと考えられる。
 マンション県ともいえる埼玉県の中でも典型的なマンション都市川口こそマンション開発のあり方に果敢に取り組
み、マンションを多く抱える首都圏のリード役を果たしていくべきではないだろうか。市内におけるマンションのあり
方を総合的に検討し、既存の住民の住環境と権利を守りつつ、新しいマンション住民が次の犠牲者となっていく悪
循環を断ち切り、均衡のとれた都市環境を創造していくべきときであると考えている。
 そのために、まずは市全職員の意識改革を行って、市長の強力なリーダーシップのもとにこの問題に取り組んで
いくことが求められていると考える。

３．市役所職員の意識改革を
  川口市は人口が５０万を越したと自慢し･喜んでいるが、市政における責任も大きくなったことを自覚しているの
だろうか。ルクセンブルグ、アイスランドなど、川口より人口の少ない独立国家は幾つもある。ということは税収が
増えると喜んでばかりいないで、一つの国家であると思う程度の意識やプライドを持って市政に取り組むことが求
められると思う。
  然るに、先に挙げたマンション問題にしても、レジ袋問題一つとっても市職員の意識は村役場と全く変わらない。
縁故採用の多いこともその原因の一つであろうと考えているが、どこの部署に行っても、ただ単に与えられた“事
務”をこなしていればよしとする姿勢しか感じられない。村役場でも意識の高い村長や職員のいる村は川口よりま
だましと思えるところは幾らもある。ここでいう意識や態度は市民に対する接客態度ではない。行政担当者として
行政を担う上での問題意識、経済意識、改善意識である。民間企業とはかけ離れているとしか言いようがない。
  川口がこれから大都市の一角を占めて市民から信頼され、他自治体から一目置かれる自治体に脱皮するには
市職員全員の意識改革が最重要課題であると考える。新しい市長には真っ先に強力に取り組んでもらいたい課
題である。

23 匿名 匿名

男性 障害者福祉  ①<川口市運営の「障害者自治就労支援」を設立を要請します>
　障害者自立就労支援については、現在「相談業務」に特化した実務で、実質的な就労へ向けての取組は行わ
れていなのに等しい現実があり、川口市も当事業をNPOに全面委託していますが、今や一NPOに委託している事
態でありません。特に、精神障害者については、その対象者の増加が予測すらつかず、福祉行政としては急務で

 あります。
 ②<成年後見制度の実態に即した制度確立>

　痴呆症、障害者等への、成年後見については今だ有効的な制度になっていません。特に補助・補佐としての「身
上看護」は、弁護士・司法書士等による財産管理にのみこの制度が利用され、商業主義になっている悲しい現実
から取り残されています。合わせて、身内による虐待問題解決のため、任意後見人のあり方にも、再検討が必要
です。

22

２．市の施策には科学的合理性と市民への説明を
  市は昨秋から地球温暖化対策と称して市の主導で「レジ袋有料化」を開始した。なぜ、有料化によって温暖化ガ
スの排出量が減少するのか、市民に経済的負担と不便を課す一方で事業者には有利な施策をなぜやる必要が
あるのか、を問うたが市から納得できる回答はなく、環境問題に関して意識の低い市民を教化してやろうという姿
勢しか感じ取ることはできなかった。
  環境対策は科学の分野であり、政治或いは行政は科学的に自明の範囲しか取り込むべきではない。市民が必
要のないムダにしているレジ袋を辞退する分については環境対策として有効であろう。しかし、経済政策で誘導し
て半強制的に辞退率を上げたとしてもそれが全て環境対策に結びつくことにはならない。見かけ上レジ袋の消費
量が減ったとしても、市民が必要とする“袋”の需要は他に向かうからだ。
 市は愚劣にも“辞退率が上がれば温暖化ガスの排出量が減少する”と短絡的に本当に信じているのか、市民をミ
スリードするための詭弁であるかは不明であるが、「環境問題は重要だ」「レジ袋は環境を悪くする代表だ」「それ
では市民から取り上げよう」の三段論法で科学的検証も抜きにして実施に踏み切ってしまった。本来は、「必要の
ないものは自主的に辞退しましょうという運動」と「有料化」は全く別次元の問題であり、前者は大いに推進すべき
だが、後者は科学的な検証を行ってトータルとして有効であることが判明してから実施すべきなのである。しかし、
市は「レジ袋消費低減対策」＝「有料化」であると市民や参加市民団体に錯覚させたまま横暴にも実施に踏み
切ってしまった。
 そもそも科学的であるべき環境対策を、川口市が“環境対策に熱心な自治体である”と見せかけようとする手段
として選んだことが間違いの発端である。
 市の科学分野がからむ施策については十分に科学的検証を行ったうえで、その科学的合理性を市民に十分に
説明する必要がある。効果もはっきりしない、市民には説明しない、できない「レジ袋有料化問題」は大きな瑕疵を
はらんだ施策であると言わざるを得ない。そもそも市が介入すべきでない問題に恣意的に介入した結果は、環境
改善問題からの市民の離反を招くだけである。有料化は早急に中止すべきである。

川口市の最重要３課題男性

匿名



24 匿名 匿名

女性 行政の効率化と情
報公開について

母親として、市役所の保育課に子供を預ける保育所を申し込みに行ったところ、一次受付の締め切り日は11月16
日であったと伝えられました。それは11月17日以後申し込み場合、3月31日まで子供が家に待機しなければなら
ないことを意味しています。その待機期間はなんと4ヶ月13日にも上ります。隣の北区の状況を調べてみました。
北区では一次受付の締め切り日は1月19日であって、4月1日入所までの待機期間は２ヶ月10日まで短縮されまし
た。保育課が本来子育て支援と女性の社会進出に支援するための存在であるはずが、今はその妨げになってい
ると気がしています。電話で保育課に質問したところ、選考するには時間がかかると言ってますが、東京都では短
い時間で選考を終えるのに、川口市の保育課はなぜそんなに時間がかかるでしょうか？保護者は、一日も早く子
供の待機を解消し、仕事に復帰したいのに、保育課のご都合によって、人為的に子供の待機期間を延ばされ、仕
事に復帰できなくなることは今の社会風潮に逆行しているような気がします。行政上の自己都合ではなくもっと私
たちの都合、つまり利用者そして市民の立場に立って行政の効率化を進め、迅速に問題を対応できる体制を作っ

 てほしいと思っています。
また、情報公開についても一層の努力をしてもらいたいと思っています。私の調べ限り、東京都だけではなく、埼
玉県のさいたま市でも、HPで保育所の空き状況を常に公開しています。それは保護者の保育所選びの判断材料
として大いに利用できますが、川口市では公開していません。今の川口市では、高層マンションの増加によって、
人口構成が変わっており、子育て最中の相対的に若い世代が増えているのは現状です。この世代は教育と福祉
に対して、関心が高く、より質の高い行政サービスを求めているはずです。子育て、教育、福祉、介護に対してもっ
と手厚い予算を配分し、また使い方について広報でより詳しい情報を公開し、納税者である私たちの監督を受ける
ことは行政サービスの向上にもつながると考えております。勇気のある行動として、学力テストの結果を公開した
ら如何でしょうか？恐らくそこまでできないと思いますが、せめて透明な行政サービスと行政の効率化に努めてい
ただきたいと願っています。

25 匿名

男性 葬祭場の建設を  その必要性は誰しも認めながら、自宅近くに建設されるのは「イヤ」。
 総論賛成、各論反対の典型と言われる「葬祭場の建設」。

 しかしながら、現下の高齢社会‥‥
 さらに、現在定年退職を迎えた団塊の世代が２～３０年後、確実にお世話になる施設でもあります。

 現時点では、他市区の葬祭場利用で何とか凌いでいますが、
 今後、利用者が増加すれば、「川口市民は後回し」ということにもなりかねません。

 将来の需要増が間違いなく見込まれる施設ですから、
民間の参入も念頭に置きながら、ぜひ建設実現に向けたご努力をお願いします。

26 匿名

男性 市役所庁舎の建替えについて  築50年になる現市役所庁舎の構造耐震指標の最低Is値は0.18です。
 これでは、あの耐震偽装マンションよりも先に倒壊してしまいます。

 もし平日の昼間に大地震が来たら、市長はじめ幹部職員はほぼ全滅。
 災害対策本部も設置できません。

 来庁者にも多大の犠牲が出るでしょう。
 怖くて、おちおち市役所にも行けません。

早急に市役所庁舎を建替えるよう要望します。

27 匿名

男性 鳩ヶ谷市と合併しな
いでください。

 これまで放漫な市政経営をしてきた鳩ヶ谷市と合併することには大反対です。
 都市基盤整備を怠ってきたツケを、何故私たち川口市民が背負う責務があるのでしょうか。

 鳩ヶ谷市との合併で、新郷地区の区画整理がこれ以上遅れるということになれば、何ともやり切れません。
 そもそも、鳩ヶ谷市との合併は、川口市にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

 市長候補者におかれましては、そこの所をはっきりお示しください。

28 匿名

女性 代表電話交換の廃
止とコールセンター
の導入について

市役所に電話をかけると、何も分からない交換の方がでます。あの方々に支払っている金額を集めれば、コール
センターに業務を外注できるのではないでしょうか？民間のコールセンターでは、良くある問い合わせをデータ
ベース化して、担当にまわさなくても回答することができたりします。もちろ
ん、高度な内容であれば担当部署に電話をまわすことになりますが。であったとしても、現状の電話交換の質は大
変低いと思いますので、民間のコールセンターヘの外注を検討してはいかがでしょうか？

29 匿名

女性 乳幼児医療費窓口
払いの一部復活に
ついて

コンビニ受診による救急医療の崩壊が日本各地で起きています。
子育て支援施策により乳幼児医療費窓口払いを無くした事には贅成なのですが、川口市の小児救急医療を守る
ため、医療センター・済生会・協働病院における２３時以降の受診では、窓口払いを原則とすることにより、コンビ
ニ受診を抑制してはいかがなものかと思います。手続きをすれば、支払った金は後から返ってくるので、負担増に
なるわけではありません。しかし、手続きが面倒と感じることにより、時間内に受診しようと考える人が出てくるので
はないかと思います。
小児救急医療を守ることも子育て支援のひとつではないでしょうか？

30 匿名

男性 職員の人件費も事
業別に積算すること
について

市のホームページを見たのですが、予算・決算が概要しかわかりません。
どの事業にはどれだけの税金がかかっているのか、その事業に携わる職員にはどれだけの人件費が支払われて
いるのか。
事業毎に、直接的に要する経費と携わる職員の人件費を合算して、その税金を使って本当にやる価値のある事
業なのか総合的に判断できる仕組みが必要であると思います。
当然、お金がかかりすぎのに、たいした効果がない、一部の人のための事業であれば廃止すべきです。

31 匿名

男性 行政改革集中プラン
について

行政経営？いかにも行政が考えそうな言葉遊びに聞こえます。
机上のプランだけ作っていても改革なんてできませんよ。
行政経営推進室なんて何をやっている室ですか？
改革断行室を作ったほうがいいですよ。
現場には政治的なしがらみがあるでしょうから、現場とは関係の無い改革断行室が事業を公平に評価して、無駄
な事業を廃止していくのがいいのでは？

32 匿名
男性 青色街路灯につい

て
何かのテレビ番組で、青色の街路灯をつけたら犯罪が減ったと言っておりました。
川口市でも導入を検討してみてはいかがでしょうか。

33 匿名

男性 地区献血会につい
て

偉そうにしている一部の人たちが、税金で記念品を買ったりして公民館を我が物顔で占有しているのが地区献血
会だ。献血会の人はなんで記念品とかをかってもらえるのか？
おかしいので地区献血会をやめるべきだ。

34 匿名

女性 能力の無い職員の
人件費削減につい
て

今は公務員もだいぶ対応が良くなってきたとおもいます。
しかし、それは若い世代ががんばっているからであって、あいかわらずこう言っては失礼ですが年をとった方々の
対応は最悪です。年功序列で給料をもらっているのだとすれば、大問題です。
能力の無く（低く）、現代の公務員に対するニーズに対応できない年取った職員は、積極的に早期退職いただき、
若くてやる気のある人を多く雇ったほうがいいのではないでしょうか。
そうしないと、やる気のある若い人も年寄り職員の悪影響で腐ってしまいますから。

35 匿名

女性 市役所の建物につ
いて

５０万都市の市役所としては、いいかげん建物が古いのではないかと思います。
足腰の悪い方にはエレベーター、他の方はエスカレーター。
職員はバックヤードの階段。（エレベーターでもいいですけど｡｡｡）
そんな市役所がいいなと思います。
そういえば、今はバックヤードあるのですか？職員用バックヤードは、職員にとってもお客様にとっても必要なもの
だと思いますよ。デパートなどを参考にしてください。



36 匿名

女性 鋳物のまちについて 川口市は鋳物のまちではないと思います。
昔はそうだったのかもしれませんが、今は違います。
実質的には埼玉都民が多いベッドタウンなのですから、鋳物産業を守るよりも、ベッドタウンという地域の特性に
合わせた政策を実施すべきだと思います。
鋳物業界の圧力に負けないでほしいと思います。
※現職市長または特定の立候補予定者の応援（または誹謗中傷等）の記載があったと当会で判断したため、一
部記載事項を削除させていただきました。なお、立候補予定者へは原文のままで提出いたしました。

37 匿名

女性 休日夜間の病院に
ついて

休日や夜間に病院がやっていて大変助かっています。
しかし、医師不足が言われている現在、コンビニ受診を減らして本当に必要としている人が受診できるように、夜
間は重症患者以外はお金をとるべきではないでしょうか？

38 匿名

女性 献血について 公民館でやっている献血ですが、あれは給料をもらってやっているのですか？
いつも同じ一部の人間だけがお茶を飲んでお菓子を食べて、大変不公平です。
その方々に払っている税金を使って、川口駅みたいな献血ルームを増やせばいいのではないでしょうか？
改革に期待します。
※現職市長または特定の立候補予定者の応援（または誹謗中傷等）の記載があったと当会で判断したため、一
部記載事項を削除させていただきました。なお、立候補予定者へは原文のままで提出いたしました。

39 匿名

女性 市長への手紙 市政への手紙に改名すべきではないでしようか。
市長への手紙と言いたいのであれば、市長が誠意をもって対応してください。
あと、市長の秘書の方々は、大変に傲慢な態度でいかにも役人ですね。
※現職市長または特定の立候補予定者の応援（または誹謗中傷等）の記載があったと当会で判断したため、一
部記載事項を削除させていただきました。なお、立候補予定者へは原文のままで提出いたしました。

40 匿名
女性 文化推進室について 文化推進室は、とてもすばらしいと思います。

これからもがんばってください。

41 匿名

女性 公民館の営業について公民館が行きづらくて困っています。
理由は、一部の町会の上役とかがふんぞりかえっているから。館長は言いなりだし。
新年会でお酒なんか飲んでますけど、公民館でお酒飲んでもいいのですか。
あと、たばこ。禁煙になっているのに、みんな飲んでいますよ。
スポーツセンターみたいに、公設民営みたいにやったほうがいいのでないでしょうか。
ダメなものはダメと。民間のほうが、議員とかの言いなりにならず公平な営業ができると思いますよ。



NO 氏名 所属団体名 性別 件名 意見･要望の内容
42 匿名 男性 市長提出議案の公開  これからの地方自治では『何をあきらめるのか』がキーワードになってくると言われています。

 今後、多種多様な行政課題・住民ニーズに対して、行政も議会も市民も何を優先するのか、何をあきらめるのかを議論していくことになってきます。
 その際に行政として何を考えているのかを住民に示すことが必要であり、説明責任がより一層求められるようになってきます。

 現在はあまり注目されていない市議会での市の提案等についても、今まで以上にプロセスも含めての説明が必要になっくると思います。
議会の権限範囲については市長独自では実行できませんが、市長提出議案等を議会開会中に広く公開していくことは議会の権限範囲とは別に行政として実施可能と考えま

 す。
さいたま市のようにHP上で市長提出議題を公開していき、説明責任を果たすことと同時に市政に関心を持ってもらい、住民自治の醸成にも寄与していただきたい。

43 匿名 男性 公共交通機関について   川口市、神根、木曽呂、東内野の各地域に公共交通機関の更なる設置を願いたい。
 私は川口市東内野に居住する市民である。

 川口市、神根、木曽呂、東内野の各地域から最寄りのJR東浦和駅へのバス路線がない。
 この地区から東浦和駅までは徒歩で約40分である。

  タクシー代金は約９００円前後である。
 また川口駅へのバス利用による乗車時間は約３０分ほどでラッシュ時は一時間近くかかることもあり、待ち時間を入れれば一時間以上を要する場合も間々ある。

国際航業バスを利用し東川口駅に出ることも可能であるが、東川口駅から川口駅にいくには武蔵野線で南浦和駅に逆行し南浦和駅から京浜東北線で川口駅に行くことにな
  る。

地下鉄の利用については神根、木曽呂、東内野から離れた東川口駅へバスで行き、東川口駅から地下鉄利用も可能だが地下鉄沿線地区に目的地がある場合以外には利便
 性が低い。

 神根、木曽呂、東内野の各地域からJR線利用による移動が不便なことが原因で通学、通勤、外出に大変な不便を感じている。そのために若年層が少なくなっている。
  住民は不便なためJR東浦和駅まで家族などが自家用車で送迎を行っている例が多く、または自分で運転し駅周辺の有料駐車場に駐車してる。
  JR東浦和駅まで自転車利用の場合、駅までの道は狭い上に自動車の交通も多く誠に危険である。
 近代都市の設計ではインフラと称する部分の設計が大事であり川口市中心部の整備はそれなりになされているが、神根、木曽呂、東内野の各地域における公共交通機関は

 乱開発時代のままであると言える。むしろ以前にあった東浦和駅までのバス路線が廃止されて久しく、不便な状況となっている。
44 匿名 男性 市長交際費の公開 市長は行政のトップであると同時に、政治家でもあり、その活動の中でお金に関する事実の透明性は高いレベルで担保しなければならないと考えます。川口市では市長交際費

 についてその適正使用を担保するために支出基準があるようですが、その適正性を担保するためには市長交際費の支出内容を広く公開することも必要と考えます。
 さいたま市では既に実施されており、支出基準だかでなく各月度の支出も公開しています。

川口市でも同様にな取組みを実施することを望みます。

45 塀和 光二郎 エコ･ピースくらぶ 男性 自治基本条例 市民参加で作ったはずの自治基本条例ですが、まったく市民には知られておりません。それよりも作る段階で行政も公募委員も専門家も期限内に作ることに精一杯になり、市
民を巻き込むことを忘れていました。市民が巻き込めなければ市民も行政も市民自治について真剣に考える場になりません。結果的には川口市の自治基本条例は他の条例と

 同じようにただのお飾りになってしまいました。
そこで、新市長にはこの出来てしまった条例の市民参加や協働条例の細則について市民を巻き込むことを市民と協働でやってほしいです。これからの地方自治は市民が主体
となってやらなければいけないんだということを市民も行政も自覚できるような提案なり事業をしていただきたいと思います。

46 福島 啓介 「市民のミカタ」 男性 補助金の公布について  市から交付されている全補助金の抜本的な見直しを求めます｡
具体的には、全補助金を全て一度廃し、新たに必要とするものからの応募を審査し受け付けること｡審査は、市民公募の委員を含む審査委員会で、公開の原則の元に行うこ

  と｡
現状では補助金受領が既得権化してしまい、むしろ本当に必要とされる組織・団体の活動に回されることが阻まれています｡

47 匿名 男性 行政委員会 行政委員会は、政治的中立性を確保する観点から、長の指揮監督を受けず、執行機関が一の機関に集中して行政の公正さが損なわれることを防ぐため、地方自治制度として
 行政委員会制度を設けることにより執行機関の多元主義を採っていると言われています。

川口市でも行政委員会として監査委員・教育委員会・選挙管理委員会・農業委員会・公平委員会がありますが、いずれも月額で各委員長・委員に報酬が以下のとおり支払われ
 ています。
 監査委員

 ・市議会議員のうちから選任された委員：月額　88,400円
 ・識見を有する者のうちから選任された委員：月額　105,200円

 教育委員会
 ・委員長：月額　105,200円

 ・委員：月額　88,400円
 選挙管理委員会

 ・委員長：月額　70,800円
 ・委員：月額　58,900円

 農業委員会
 ・会長：月額　75,600円

 ・会長代理：月額　60,500円
 ・委員：月額　50,800円

 公平委員会
 ・委員長：月額　53,100円

 ・委員：月額　49,300円
 既に地方裁判所の一部で行政委員会の月額報酬に関して、その勤務実態から違法とされた判決もあり、一部の自治体ではその報酬に関して再検討を行っています。

川口市の行政委員会の勤務実態は不明ですが、その実態を把握し、適切な活動へ適切な報酬を支払うことを実施していただきたい。
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48 匿名 男性 審議会等の見直し  川口市では多数な審議会・委員会等があり、専門的な行政課題等に関する審議等が実施されています。
いくつかの審議会等を傍聴したことがありますが、市の担当部局の追認や大した議論もなく、会議を終了しているものがあります。審議会・委員会等における委員の活動を見る
かぎり、その名目上の役割に見合う活動状況と言えないものがあります。例えば情報公開・個人情報保護審査会の会長は日額22,000円、委員は日額20,000円となっています。

 弁護士などの知識経験者であることを考慮しても一市民が傍聴したかぎり、この日額を支払うべきレベルの議論は行われていませんでした。
また、市の多数の審議会・委員会等で知識経験者として市議会議員が選出されているが、残念ながら本当に知識経験者として適任であるのか疑問に思うことが多くあります。

 市議会での審議が必要な事項であれば、市議会議員は議会（議会での委員会も含む）で審議検討のうえ議決もできるので、審議会の委員となることは不要と考えます。
 一方、川口市の担当部局は法令・条例等で設置が義務付けられている委員会であるため、会議を実施すれば良いとの考えになっているのではと懸念しています。

 行政の追認機関のように都合よく、審議会・委員会等を活用しているように思われないように、審議会・委員会等の趣旨に沿って実質的な運営をお願いしたい。
上記の問題等に関して真摯にその運営等の見直しを実施することを望みます。

49 匿名 女性 公民館について  子どものサークルで、よく公民館を利用させていただいております。
 が、公民館の方の対応に多々気分を悪くさせられます。

イスを使いたいと言えば「その部屋でイスを使った前例がない、出すのが大変だし」と言われ諦めましたが、実際倉庫を見ると、すぐに出せるようになっている、ということもあり
 ました。

 また、「マイクを使わせてほしい」とお願いしたところ「壊されたことがあるから貸したくない」というようなことも言われました。
子どもサークルなので小さい子が大きな声を出すこともあります。出来るだけ注意はしていますが、すべてを抑えつけることはできません。親の責任ということもありますが、もの
すごく迷惑そうに応対されることもあり、公民館は子供が遊んではいけないのか、大人がダンス等で使用するのはいいけれど、子供がホールでバタバタするのは迷惑なのか、と

 悲しくなることがあります。
 もちろん、そのような対応は一部の方だけです。が、一部の方の対応で全ての気分が壊されてしまいます。

「貸してやってる」的な態度ではなく、公民館もサービス業という意識を持っていただけることを望みます。
50 匿名 女性 保育園について  ４人の子供のうち、３人は1歳から５歳の保育児、しかし、その３人の子が、全部別々の保育園になってしまって困っている友人がいます。

 ３人別々の保育園になっているのは時間短縮勤務であることが原因とのこと。
東口の保育所2か所、そして西口の保育所1か所を毎日雨の日も風の日も自転車で3人連れて送り迎えをしています。1人はおんぶし、自転車に2人乗せて。東口から西口に行く

 には地下道を通らなければなりません。一番上のお兄ちゃんは小学校1年生。学童保育にも入れなかったので家でお留守番。
 送りに1時間半、迎えに1時間半かかるといいます。

 送迎だけでも、どんなに苦労するの子供達の年齢を見るだけでもすぐにわかることだと思います。
子ども1人育てて仕事するだけでも大変です。それを、4人育てているうえに、3人別々の保育所に振り分けれれてしまったというのは、どんなに血の通っていない行政なのでしょ

 う。
 時間短縮勤務等は関係ない話だと思います。フルタイムで働いていたって、一人の子供を迎えに行くだけだったら近い保育所でなくてもそれほど苦労はしません。

 何を優先して物ごとを決めるのか。
 当事者の気持ちになり、当事者の苦労、子供への影響を考え、行政は判断すべきです。

  それが血の通った行政といものではないでしょうか？
彼女は時間短縮勤務であることが原因というならばフルタイム勤務に変更すれば同じ保育所にしてもらえるのかという希望の元、彼女は4月からフルタイム申請をし、保育所申

 請をしました。結果は、現状のままです。
 何故か？4月からの勤務体系は選考時考慮されない、ということでした。

  彼女はこの1年で激やせしてしました。
 4月からは3人別々の保育所のまま、フルタイム勤務へ突入します。

  何度市に掛け合っても現状は打開されることはありませんでした。
 「川口市はひどい」と言って首をつって死のうかとまで言っています。子供を育てていくには彼女は働かなくてはならないんです。子供をたくさん産んだことを後悔してしまう自分

 が嫌だと自己嫌悪に陥ってもいます。
  保育所が別々ということは、運動会も保護者会も音楽会も、すべて別々ということなんです。

 4人の子供がすべて別々で親は４回も運動会に小さい子供を連れて行くのです。
去年などは、行事が重なってしまい、運動会には親が別々に行くしかない、しかも出場していない子供たちの面倒も見ながら保護者参加の競技にも出るしかない、という悲惨な

 状況になっていました。
  おかしくないですか？間違っていませんか？

 彼女の子供を一つの保育所にまとめるたとしても、待機児童になんの影響も及ぼさないはずです。
 「入れただけいいじゃないか。我慢しなさい」というような意見もいただきました。

  そうでしょうか？そのうち、彼女は倒れてしまうかもしれません。
 誰が責任をとってくれますか？4人の子供は彼女が倒れたら誰が見てくれるのですか？それでも「入れただけいい」と言えますか？

早急に改善していただけますよう、切にお願いいたします。

川口市の留守家庭児童保育室事業（以下、学童保育という）は、全小学校に公設学童を設けたという点ではとてもありがたいものだと思っています。しかし、現実には多々問題
  があります。
 要望事項（１）

  ◎利用時間を、保育所と同様の午前7時半～午後7時までにしてください。
 公設保育所の大半が朝7時半～夜7時まで利用できるにも関わらず学童保育は利用時間が放課後～6時半まで、学校休業日は朝8時半～6時半までと、短くなっています。

 ベッドタウンである川口市から都心までは30分～１時間以上かかります。
会社は子どもが大きくなれば勤務時間の短縮もなくなるところがほとんどであるにも関わらず、保育所よりも短い時間設定というはどうしてなのでしょう？特に朝8時半に子供を
預けて間に合う会社に勤められいる方はどれくらいいるのでしょう？今、勤務時間に間に合わない親は朝、学童保育が開く前に子供を学校の前に連れて行き、子供はひたすら
部屋が空くのを待っているという悲しい現実もあります。それができない親は会社を毎日遅刻するしかなく、最終的にクビになる人もいます。また、毎日違う友達の家やファミリー
サポートの方に一時的に預かってもらったり（それが出来る方はまだいい方です）、頼める人がいない時は夫婦でどちらが遅刻早退するかでケンカになる家庭もあり、または、遠

 い実家に休暇中はずっと子供を預けている人もいます。
  この現状は子供にとっても親にとってもいいわけがありません。

51 学童保育の件女性川口学童保育を考える会匿名

2 / 4 ページ



 要望事項（２）
 ◎対象年齢を6年生までにしてください。

 現在の学童保育は3年生までとなっています。
子供への犯罪の増加が叫ばれている中、小学校４年生以降は学童保育に入れないのです。夏休み期間中などは約30日間、１日11時間、12時間という長い時間を一人で過ご

 すことになります。
4年生にもなれば「慣れるよ」と言われます。きっと慣れるのでしょう。今はそれしか方法がないのですから。でも何に慣れるのでしょうか？寂しさですか？寂しさを紛らわすゲー

 ムやTVの時間にですか？
 大人だって毎日11時間も一人だったらどうですか？寂しくありませんか？

 塾や習い事で時間を埋めるというのはどうなのでしょう？週５日、１日１１時間、どれだけの習い事をすればよいのでしょう？
 暑い日、寒い日、雨の日に小学校高学年でも楽しめる遊び場がどこにあるのでしょうか？

近くに高学年生が遊べるような児童館がある地域はごくわずかです。毎日塾や習い事、TVやゲーム、ショッピングモール、コンビニで一人の時間を潰す子供たち..。豊かな心を
  育む時期、そんな過ごし方をさせるしかない現状に親も子供も苦しんでいます。

 学童保育の中に４年生から６年生までを含める、ということはかなり難しいと思っています。
 よって、この要望に対しては国のプランである「放課後プラン」を推進していただくことが、子供たちの遊び場溜り場の確保に繋がっていくのではないかと思っています。

平成19年に文部省より「子ども放課後プラン」が公表され、本市においては、同年「子どもの居場所づくりワーキンググループ」を立ち上げ会議研究を重ねてきたと伺っておりま
 す。来年度から試験実施をされるそうですが、他市ではすでに行っています。川口市でも一日も早い実施を要望いたします。

 このような要望を掲げると、「そこまでして働きたいのか？」というご意見をいただくことがあります。働きたい、のではなく「働かざるを得ない」人がいることを分かってください。こ
 の不況下、ますます多くの家庭が共働きになってきています。

 今年の学童保育申し込み状況をみてください。定員をはるかに超えた状況になっています。
 元郷南小学校などは、1年生だけで50人。部屋に机を広げるスペースも確保できず、学童保育室内で宿題もできない、という状況に陥っているそうです。

  要望事項３）
 ◎民間学童保育に補助金給付を！

上記要望事項、2点を公設学童では早急に対応できない、というのであれば、行政に代わり熱意を持って子供たちを育んでくれている民間学童保育所へ補助金給付をしてくだ
 さい。

 現在の公設学童保育の現状を憂い、収入の低さも自由の利かない勤務体系も納得の上で、子供たちの瞳が輝くような学童を自分の手で作ろうと奮闘している人もいます。
現在の状況の中、たくさんの子供たちが豊かな経験もせず大人になっていっています。今すぐにでも手を打ってほしいのです。行政が楽しい学童、4年生以降の遊び場作りがす
ぐにできないというのであれば、夢を持って志を持って子供たちと関わろうとしている民間学童の人たちを、どんな方法でもいいので支援してほしいと思います。補助金なしでの

  学童保育の運営がどれほど厳しいものかはお分かりだと思います。
何度も繰り返しますが、1日中家でゲームやTVでお留守番、もしくは習い事づけの毎日、または楽しくない学童に無理矢理通わせられる、そんな子供たちがいっぱいいるので

 す。その子達は将来どんな夢を持ち自分の力で自分の可能性を追求し他者と共存して生きていくことができるのでしょうか？
  日本の未来を憂えるならば、この現状にもっと問題意識を持っていただきたいと思っています。

 以上、よろしくお願いいたします。
52 匿名 男性 外部団体の健全化・統廃合 川口市では13の外郭団体・財政支援団体があり、平成18年3月31日に退職した市職員の総勢83名のうちで分かっているだけで13名（課長職以上であった市職員）が上記の団

体へ再就職しています。川口市は『川口市行政改革手中改革プラン』で川口市が出資比率25％以上、又は財政支援している法人を対象に平成21年度までに統廃合を含めた
 総合的な改革実施計画に沿って事業内容の見直しを実施することになっています。

既に役割を終えた法人、役割を終えた機能、必要性が低い事業について徹底的に見直しを実施してほしい。特に川口市土地開発公社に関して、その事業内容の徹底したスク
ラップ＆ビルドをしてほしい。

53 匿名 男性 外部評価・外部監査の件  最近の企業・自治体などで不祥事が生まれる背景には内向きな考え・議論がその要因の1つと言われています。
川口市では行政を監視・監査する体制に監査委員があります。監査委員は名目上、市長や通常の行政組織から独立するとされています。しかし、残念ながら市長が監査委員
の指名等を実施する関係から、必ずしもそのような独立した組織と断言できる状況ではないと言うのが一般的な見方になっています。また、全国的にも同様ですが、川口市でも

 監査委員の半数は市長与党と言われる会派の議員が任命されており、監査委員としての役割が徹底されているのか懸念を持つ市民も多くいます。
次に川口市では自部門の部門長が自己評価する内部評価の制度を実施していますが、一般の民間企業で行われて内部評価（他部門から評価される多面評価のような取組

 み）でありません。そのため、行政内の部門ごとの恣意的な評価を実施してしまう可能性がある制度になっています。
上記の2つのことから、外部評価の仕組みの導入、政令市等で実施されている包括外部監査制度の導入すべきと考えます。

54 福島 啓介 「市民のミカタ」 男性 芝地区～蕨駅東について 蕨駅東に広がる芝地区は、駅前であるにも関わらず、市内他の駅周辺と比べて明らかに都市開発・景観整備が遅れている。当該地区の今後の都市開発計画を明らかにされ
  たい｡

 特に蕨駅周辺地区は、蕨市との市境でもあり、取扱いが難しい地区と聴く。
いっそのこと、鳩ヶ谷市の合併に伴い、芝地区はむしろ蕨市に合併してもらう方向としたらどうか？

55 匿名 男性 情報公開制度の件 今年4月1日に施行された川口市自治基本条例では『（市民の市政参加に関する権利）として市民は、市政の運営に関する情報を知る権利を有する』とあり、『（情報の公開及び
提供）として市は、市政の運営に関する説明責任を果たすため、市政の運営に関する情報を広く公開するとともに、これを積極的に提供するよう努めなければならない』となって

 います。この条例の趣旨に則って考えると、川口市が現在実施している情報公開制度は、市民の知る権利の関係から以下の問題があります。
 ○情報公開手数料として1文書あたり100円を徴収するため、市民の経済負担能力により必要な情報が入手できない市民が発生する。
 ○営利目的の大量の情報公開請求により行政運営における行政コストとして、請求された担当部署における業務負荷の増大している。

 一市民の立場からは、近隣ではさいたま市・戸田市・鳩ヶ谷市・蕨市では徴収していない情報公開手数料の徴収をただちに撤廃していただきたい。
その撤廃と伴に営利目的の大量の情報公開請求に関する対応も検討いただきたい。
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56 匿名 男性 入札制度改革の件  不景気中で最近、入札制度の一部を変更する自治体が増えています。
最近の変更の主な内容は入札における不落の防止や地元業者育成の観点から最低制限価格の引き上げ等が実施されています。川口市でもそのような要望から変更を求め
る地元業者の声がありますが、川口市が実施すべきことは単純な要望に対応するようなものではなく、入札制度全体を見渡して入札制度を構築する必要があると考えます。不
落の防止・地元業者育成・適正価格による落札誘導・競争入札と随意契約の役割の再構築等の観点から、川口市における物品・工事・委託等の契約行為を検証し、見直しをし

 てほしい。参考文献として以下の書籍を確認していただきたい。
 談合を防止する自治体の入札改革（鈴木満／著・学陽書房・2008.8発行）

※中央図書館にあります。
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【募集期限】09年 3月 31日まで 【市長選挙に市民の声を届ける会】http://kawaguchicitizen.web.fc2.com / 事務局：川口市飯塚 1-4-32-A202 ℡&fax 048-437-0924 

基礎自治体の首長（市区村長）の権限･判断は、そこに住む住民生活に大き

な影響を及ぼします。 

首長を住民が選択する選挙は基礎自治体の市政運営に重要であることから、

多くの川口市民が2009年5月に実施予定である川口市長選挙に

関して、自らの意見を表明できる機会や自らの選択を検討･決定

できる機会を増やすために活動します。 

※特定の候補者、政党、あるいは会派を推薦、支持するものではありません。 

当会では、2009 年 5月の川口市長選の立候補予定者へ市民の

声を届けるために、市民の市政に関する意見・要望等を広く募集して

います。 

当会指定のフォーム等に記入のうえで、HP（市民の声）・ファックス・

郵送等により承っています。 

多くの市民・市民団体等のご意見・要望等をお待ちしています!! 

◇ 個人情報の利用目的について 

当会では、送信等していただいた個人情報を、お寄せいただいた意見・要望等の内容の確認、

意見・要望等を頂きました市民・市民団体等への連絡などのために利用させていただく場合が

あります。 

◇ 個人情報の共有について 

当会は寄せられた意見等の立候補予定者への提出、または法令等法令にもとづいて提供しなけ

ればならない場合を除いて、予めご本人様の了承を得ることなく、第三者に利用者の個人情報

を提供、開示することはありません。 

市民・市民団体等 
市長選挙に 

市民の声を届ける会 

川口市長選挙の 

候補予定者 ■ 市民の声を広く募集し、HP 等で順次公開

します。 

■ 立候補予定者が判明した都度、募集した

市民の声を該当者へ提出します。 

■ 様々な意見･要望等を個人情報等に留意

したうえで、立候補予定者へ伝えます。 



『市民の声』入力フォーム（「*」のついたものは必須項目です） 

【氏名】 姓:       名:       ／フリガナ 姓:       名:        
【匿名【HP等】※以下ご希望の場合は□にチェックを入れてください 
□ HP等で公開する場合、匿名での取扱いを希望する 
※ 匿名の場合でも個人情報を除いてご意見･ご要望等の記載内容は当会HP等で公開させていただきます。 

【匿名（候補者への提出）】※以下ご希望の場合は□にチェックを入れてください 
□ 市長選挙の立候補予定者へ意見・要望を提出する場合、匿名での取扱いを希望する。 
※ 匿名の場合でも個人情報を除いてご意見･ご要望等の記載内容は提出させていただきます。 

 

【所属団体名】：                                     
【所属団体名の匿名（HP等）】 ※以下ご希望の場合は□にチェックを入れてください 
□ HP等で公開する場合、所属団体名を匿名で取扱うことを希望する 
※ 匿名の場合でも所属団体名・個人情報を除いてご意見･ご要望等の記載内容は当会HP等で公開させていただきます。 

【所属団体名の匿名（候補者への提出）】※以下ご希望の場合は□にチェックを入れてください 
□市長選挙の立候補予定者へ意見・要望を提出する場合、所属団体名を匿名で取扱うことを希望する 
  ※ 匿名の場合でも個人情報を除いてご意見･ご要望等の記載内容は提出させていただきます。 
 
【郵便番号】    －    【住所】                           
【性別】 □男性 □女性 *  【年齢】    歳 * 
 
【電話】    -    -      【ファックス】    -    -       
            
【電子メール】              ＠                
 
【川口の市政へのご意見・ご要望等の件名】*   (例)病児保育について 
 
                                              
【川口の市政へのご意見・ご要望等の内容】*  
 
 
 
 
 
 
 
 
【その他（当会へのご連絡等）】 
 
 
 
 

 ⇒ ファックス 048-437-0924 

現職市長をはじめ特定の立候補予定者の応援（または誹謗中傷等）は実施しないでください。 



 

『市民自治と 

首長の役割』 
【講演内容】 
予算編成のはじめから公開して市民の意見を聞く・補助金を白紙に戻して市民の検討会議で審査・職

員採用時に民間の試験官も参加など、我孫子市長として実行されてきたことを中心にお話していただ

きます。 

     3/11（水） 
 

 

 

 

【講 師】 福 嶋 浩 彦 さん 

【講師プロフィール】  

1956年生まれ 1995－2007年まで我孫子市の市長を務める。 

在任中、一貫して「市民自治」を訴え「新しい公共」の理念を自治体経営に反映させて注目を集める。 

現在は中央学院大学客員教授、東洋大学大学院客員教授、東京財団上席研究員。 

著書に「市民自治の可能性」(ぎょうせい)、「公会計改革」(共著・日経新聞社)など 

【主催】 市長選挙に市民の声を届ける会 

【後援】 NPO法人市民ネット川口、川口市民オンブズマン、公開討論会を推進する埼玉市民の会 

 自治基本条例を考える会、市民ネットワークかわぐち、市民のミカタ 

 ダイオキシン問題を考える市民の会（以上、五十音順） 

【場 所】 川口市メディアセブン・プレゼンテーションルーム  

  （川口駅東口キュポラ本棟7階） 

【定員】 80名 
 

 

19：00～20：45（受付18：30～） 
参加費無料・事前予約優先・当日参加可 
※事前予約は下記のお問合せ先までご一報ください。 
※満席の場合、入場できない場合があります。 

 

■お問い合わせ■ 

市長選挙に市民の声を届ける会・事務局 

共同代表 福島 啓介・藤田 貢 

〒332-0023 川口市飯塚1-4-32-A202（フルマークス内） 

電話＆ファックス 048-437-0924 

kawaguchicitizen@marinenet.jp 
http://kawaguchicitizen.web.fc2.com/ 



川口市長選挙・５月10日告示・１７日投票 

 

 「市長選挙に市民の声を届ける会」では、市長選挙立候補表明者の「政治家動画」配信

等について各立候補表明者に申し入れてきましたが、結果的＊に各情報を当会、および日本

インターネット新聞社のサイト等で、以下のとおり配信することになりました。 

各立候補表明者の情報が、川口市民一人ひとりのご参考になれば幸いです。 

 

  

 

立候補予定者情報（五十音順・一部のサイトは携帯端末で上手く閲覧できない場合があります。） 

岡村幸四郎（おかむら こうしろう）氏 

                    
 後援会HP        立候補表明者情報（PCの動画配信含む） 政治家動画 配信（携帯含む） 

須田幾世志（すだ きよし）氏 

               
プロフィール             立候補表明者情報 

松本安弘（まつもと やすひろ）氏 

               
後援会HP              立候補表明者情報 

＊ 立候補表明者の「政治家動画」配信がすべては揃わなかったことは当会の本意ではなく、 
立候補表明者それぞれの時間的な制約等の事情による結果となっています。 

 
※当会は特定の候補者、政党、あるいは会派を推薦、支持するものではありません。 

■問い合わせ先：「市長選挙に市民の声を届ける会」http://kawaguchicitizen.web.fc2.com/ 

【事務局】〒332-0023 川口市飯塚 1-4-32-A202（フルマークス内） 

電話･FAX 048-437-0924 email kawaguchicitizen@marinenet.jp 

■情報提供：日本インターネット新聞社「ザ・選挙」http://www.senkyo.janjan.jp/ 

http://www.senkyo.janjan.jp/bin/

candidate/profile/profile.php?id=

200575 

http://www.jcp-sai.jp/in

dex.php/election.html 

 

http://www.kawaguchi-

matsumoto.com/ 

http://www.senkyo.janjan.jp/bin/cand

idate/profile/profile.php?id=193776 

http://www.oka

mura.gr.jp/ 

http://www.senky

o.janjan.jp/bin/can

didate/profile/profi

le.php?id=193775 

http://www.you

tube.com/watc

h?v=urFJ2Q9yi

rE 

日本インターネット新聞社「ザ・選挙」川口市長選挙情報ページ

http://www.senkyo.janjan.jp/election/2009/11/00009238.html 

このアドレスに空メール (題名･本文なし) を送信いただければ、以下の情報を 

あなたのメールに自動返信します!! ⇒ fullmarks2006@yahoo.co.jp 
※同一のアドレスから上記のアドレスに送信された場合、期間中1回のみ返信します(返信期間 5/17 まで)。 



＝＝市長選挙に市民の声を届ける会・会則＝＝ 

 (会の目的) 

本会は、2009年5月に実施予定の川口市長選挙について、川口市民がこの市長選挙について

自らの意見を表明できる機会や自らの選択を検討･決定できる機会を増やすための市民活

動を検討･実施する者の集まりとする。 

なお、会の名称は「市長選挙に市民の声を届ける会」と称する。 

（会員） 

本会の会員は前条の目的に賛同する者(団体も含む)をもって組織する。 

（事業） 

本会は、第1条を目的として次の事業を行うものとする。 

研修会、講習会等の開催 

他団体との交流及び協調活動 

事業成果のまとめ及び発表 

その他会の目的のため必要な事項 

(役員) 

本会に会員の互選により次の役員をおくことができるものとする。 

共同代表 2名 

副代表 １～2名 

幹事 若干名 

（２）共同代表のいずれにも事故等があるときは、2名の共同代表があらかじめ定めた順位

により、その者が共同代表に当たるものとする。 

（３）役員の任期は2008年5月末までとする。 

（４）会計、書記については会長が会員の中から指名するものとする。 

(会議) 

役員会は、共同代表が召集するものとする。 

（２）役員会には、役員以外の者の出席を認めることができるものとする。 

(会計) 

本会の会計は、役員会が執行し、会計係りが整理し、内容はすべて公開とする。 

（活動期間） 

本会の活動期間は2009年5月末までとする。 

 

この会則に定めのない事項については、役員会において協議のうえ決定するものとする。 

この会則は平成21年1月8日から施行する。 


