
次の吉川を目指して！→→→｜市長選…平成27年２月22日｜県議選…平成27年４月12日

3．中原恵人の政策とは

「価値ある未来を創るために必要なこと全て」が
　　　　　「中原恵人の政策」です。

Ｑ１

　　　

おわりに

    「何％アップ」「何位」などという「数字」では無く、
「安心」「幸せ」「郷土愛」など、「実感」として得られる
         ものを目指して、政策を進めてゆきます。

そのために大事な３つの視点は、
１．それぞれの分野におけるビジョン・方向性を
　　指し示すこと。
２．小さな声にも耳を澄まし、多くのアイディアや
　　意見を取り入れながら、みなさんと共に柔軟
　　に実行してゆくこと。
３．そしてその結果をみなさんと共にチェックし
　　改善してゆくこと。

・行政職への民間経験者積極的登用
・女性、若手の積極的登用
・民間意識によるマネジメント導入
・「地区担当官」配置による市民意見収集
・市民への政策説明会の開催
・徹底、丁寧、分かりやすい情報公開　
・電子化による自治体業務ペーパーレス化
・公共施設の老朽化対策 etc…

★ビジョンを明確にし、責任を負う、父のような「リーダー
　シップある政治」、小さな声にも耳を澄まし向き合う、
　母のような「きめ細かい行政」、家族のように「支え合
　い、共有し合う地域」を目指します！

★そのためには、まず、分析＆マネジメントから市民の力と意識を導入した
　 行財政改革を進めることが大事です。

→「コンサルまかせ状態」では、オリジナリティー溢れる街づくりはできません。
世界・日本の現状や、吉川市の立地条件、人口動態、歴史、産業、資源
などの吉川市の強み、弱みを市民目線、現場目線で分析し共有してこそ
吉川らしい未来がつくれます。

→そして、政策の実現には行政における「人材、財務、公共施設、情報」の
マネジメントが重要です。この点においても、市民の意識、パワーを導入する
ことがオリジナリティーある街づくりにつながります。

・子だくさん家庭への支援　
・貧困等による負の連鎖の断絶
・ママサポートの充実
・保育園、幼稚園への積極的支援
・「命をいただく感謝の食育」の推進　
・放課後児童クラブの充実化
・中学生からのキャリア教育と学力向上支援
・高校、大学等の充実を含む教育環境整備
・「不登校・ひきこもり問題」解決への取り組み
・児童虐待防止対策
・いじめ問題対策
・発達障害への支援充実　etc…

教育こそ、全てに優先！　

実体験とコミュニケーションを重視した
　　　　　　　　　　キャリア教育をベースに！

・教員の増員
・普通教室との連携授業
・きめ細かい相談員の配置
・就労研修場の開拓
・就労支援
・雇用の拡大
・障害者優先調達推進法への
  取り組み
・視覚聴覚障害への支援
・福祉避難所の充実化 
・食物アレルギーへの対応 etc…

生き生きと生きてゆける、やりがいを持って生きていける、
地域の中で生きていける、それが医療、福祉の原点です！

「長寿」はみんなの願い。高齢化？大いにけっこう！(^^)

★まずは予防視点での医療を進め、みんな元気に
　 生き生きと！
★シニア世代の知識と経験を生かす
   「シニアシンクタンク」の設立により、街の政策を
　 みんなでやりがいを持って！！
★「子供達の放課後授業」にもシニアの力を！

・健康長寿埼玉モデルとの連携   
・ひとり暮らし高齢者支援
・高齢者の交通問題解決          
・地域包括ケアシステムの充実化
・認知症へのサポート
・在宅介護、在宅医療の推進
・かかりつけ医の推進 etc…

問題を家庭に押し込めず、開いてゆく「ノーマライゼーション」こそが鍵！！

 
・大量生産、大量消費、大量廃棄からの脱却/・ゴミの発生抑制推進
・生活排水処理率100％へ/・浄化槽の法定検査率UP
・雨水貯留管整備による内水被害を減少/・環境教育の推進 etc…

「水の郷・よしかわ」としての再生を！！
       
「水の郷・よしかわ」としての再生を！！
       
「水の郷・よしかわ」としての再生を！！
       ★中川、江戸川、大場川、そしていくつもの農業用水に

　 囲まれている吉川市はまさに「水の郷」。水辺は私たち
   共通の財産、そして文化です。その再生を！！

★次に大場川の改修工事に合わせ、
　 子供達が遊べる昔ながらの川辺へと！
　

★まずはさくら通り沿いの
   「木売り落とし」を浄化し
   親水型に。そして桜の他、
   季節の花を咲かせる中に
   「カフェ」「立ち飲み屋」「イ
   タリアン」 「焼き鳥」「おせん
　 べい」などみんなが立ち寄
   れる観光スポットに！！

★埼玉吉川は長い農業用水路が特徴！
   それを生かした「小水力発電」や「太陽光発電」
   など再生可能エネルギーへの先進的取り組みに
　 より街全体をエコに！

★埼玉県は次世代燃料電池自動車への取り組み
   に力を入れています。吉川市も先頭を切って、
   「水素自動車」への取り組み推進を！！

★「不登校・ひきこもり問題」に取り組み20年。その中で
　　得た答えは「教育の原点は実体験とコミュニケーショ
    ン」でした。これを重視した教育こそが、真に社会に貢

父なる政治、母なる行政、
          家族のような地域を目指して！！
父なる政治、母なる行政、
          家族のような地域を目指して！！

高齢者

福祉

エネルギーへの先進的な取り組みを！！エネルギーへの先進的な取り組みを！！エネルギーへの先進的な取り組みを！！
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し げ　  と

　 吉川橋とそこへ続く道路の早期完成！
   玉葉橋からまっすぐに東埼玉道路へと続くバイパスを！
   さくら通りの早期北伸と「きよみ野の交通問題」の早期解決！
   流山へ向かう「三郷流山線」の早期完成 
   浦和野田線の早期完成
◎通学路をはじめキケン個所の整備 / ◎歩道と自転車道の整備 / ◎交通安全教室の充実

渋滞、排気ガス、振動の街は嫌だ！！渋滞、排気ガス、振動の街は嫌だ！！渋滞、排気ガス、振動の街は嫌だ！！

・減農薬、減化学肥料、有機栽培生産者への支援 /・農業用水の水質向上
・雪害時等の生産者支援 / ・GAP（農業生産工程管理）の普及
・野生動物管理の推進　etc…

★そんな歴史のある吉川市の農業。今後は、大きな
    面での農業展開のための「圃場整備」や農業に関
    わりたいと思う市民の「人材マネジメント」等、さらに
　　新たなチャレンジを重ね、安心安全な農業を創り
　　守っていこう！

・河川を利用した物資輸送
・防災倉庫の充実化
・「自助」の意識を高める
・消防団、自治会へ
  の加入率UP
・災害時のペット救護
・竜巻への対策 etc…

★昭和22年のカスリーン台風では、吉川市は約9割
   浸水し、水深2Mの箇所も…。常に準備が必要です！
★水害や地震により、橋などの交通網が断たれた
   時のために、医、薬の災害時対策が必要です！！

・三郷スマートインターの両通行を実現し、企業誘致や道の駅建設で
 吉川市の産業を盛り上げる！！
・産学官の連携による様々なチャレンジを！
・社会課題の解決を目指すベンチャービジネス企業への支援

　　　　　　　　　　吉川市には「世界で活躍している製造業」や
                      　「丁寧な味で市民に人気のお店」がたくさん！

★そうした中小企業の力こそが地域の力になって
   います。商品をさらに世界や日本各地に売り込
   んだり、収益増加の為のインフラ整備や市内の
   児童、生徒の見学会、若者雇用のマッチング
   など、様々な形での中小企業支援を！！

・「吉川みらい基金」設立による市民活動への支援 
・よしかわ放送局をつくろう/ ・空き家対策 
・八坂祭りの積極的PR / ・駅前景観の整備 
・ネーミングライツの積極的な活用
・吉川市大使による内外への吉川アピール！ 
・映画やドラマの撮影への協力 / ・読書の街に etc…

・文化、芸術団体への様々な支援
・郷土画家、作家や子供達の作品
  を常設し、街をミュージアムに！
　etc…

★若者から高齢者までが一つになって演劇に
   取り組み、発表する、市民劇団「吉川ゴールド
   シアター」の設立により、まさに市民一人ひとり
   が表現者に！！

★市民手作りイベント、「吉川ロックフェス」では、出演者も出店者も市民
　 が中心！来年もさらにパワーアップ！！

★吉川市の歴史をみんなで綴ろう！！400年前には家康が鷹狩りをし、
　 150年前には勝海舟が米の買い付けに訪れた、古くから歴史のある
   吉川市。昔話をまとめたり、神社仏閣マップを作ったり、みんなで吉川
   市の歴史を共有しよう！吉川市の魅力推進！！

・様々なスポーツ環境の整備 /・トップアスリートによるスポーツ指導 
・「歩こう吉川ルート」を作成してウォーキングで健康増進　etc…

★野球・サッカー・グランドゴルフ等々、様々な世代
　 のスポーツ大会が開催出来るような運動公園は、
　 市民の心の拠り所となるだけではなく、災害時にも
   大きな役割を果たします！

★埼玉県は自転車保有率全国1位！自転車出荷額全国2位！の「自
　 転車王国」。そして利根川～江戸川沿いのサイクリングロードは日本一
   170キロの長さ！吉川市内からサイクリングロードまでの道路を整備し
   て、健康、エコ、安全な自転車生活を！

　吉川橋が出来た明治8年当時は
　 「○○橋」と呼ばれていた？

前回の吉川市長選の投票率は？

昭和22年、吉川市にも大きな被害をもたらした
台風の名前は？

約400年前、吉川市で鷹狩をしたといわれる
人物は？

利根川～江戸川サイクリングロードは日本一の長さ！
その距離は何km？

H24に完成した「吉川美南駅」。公募の最終候補
まで残った駅名はどんなものが？

勝海舟の筆「郁文学校」が残されている学校はどこ？

「見ざる、言わざる、聞かざる」の彫刻が灯篭に
刻まれているお寺はどこ？
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Ｑ３

Ｑ４
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Ｑ１１

Q1.170km /Q2.カスリーン台風 /Q3.定勝寺 /Q4.徳江橋 /Q5.1996年(平成8年)。来年H28年には市政20周年!! /Q6.吉川市 /Q7.さつき /Q8.旭小学校 /Q9.H23市長選39.46%/Q10.「吉川なまずの里」「吉川美南」「むさし吉川」/Q11.徳川家康吉川クイズの答え⇒

画・栗田宗一氏

献できる人材を生み出し、「不登校・ひきこもり問題」をはじめとする様々な
教育問題の解決にもつながります。勉強・スポーツをはじめ、子供達の教育
を最優先し、吉川市の教育を上質なものにします。合わせて、少子化対策と
ママサポートの充実を進めることで将来の吉川を担う子供達の環境を整えます。

画・栗田宗一氏

吉川市の市の花はなに？

行財政改革

教育・子育て　

医療・福祉 道路

農業

商・工業

防災

街づくり

 文化・芸術

スポーツ　

人口が5万人を超え、吉川町が吉川市となった
のはいつ？

H24に白岡町が市になったが、それまで埼玉県で
一番最後に市になったのはどこ？
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環境・エネルギー
大会が開催
出来るような
総合運動公園
    を！！

大会が開催
出来るような
総合運動公園
    を！！

  市民劇団

「吉川ゴールド
　　  シアター」
    の設立！！

  市民劇団

「吉川ゴールド
　　  シアター」
    の設立！！

 医・薬の
災害時対策
 推進を！！

 医・薬の
災害時対策
 推進を！！

よしかわ放送局を
　つくろう！！
よしかわ放送局を
　つくろう！！

 縦と横への
ビジョンある
道路行政を！！
 

 縦と横への
ビジョンある
道路行政を！！
 

農業振興への
チャレンジを！
農業振興への
チャレンジを！

三郷スマートIC
　　    の
  両通行化！！

三郷スマートIC
　　    の
  両通行化！！

「シニア・
シンクタンク」
　の設立！！

「シニア・
シンクタンク」
　の設立！！

家族に安心を！！
行政が民間との
　架け橋に！！

家族に安心を！！
行政が民間との
　架け橋に！！

さくら通りを
  観光スポット
           に！！

さくら通りを
  観光スポット
           に！！

民間経験者の
積極的
　登用を！！

民間経験者の
積極的
　登用を！！

保育園・幼稚園
　 学童への
 積極的支援！！

ママへのサポート
         充実！！

保育園・幼稚園
　 学童への
 積極的支援！！

ママへのサポート
         充実！！

水素自動車
     への
チャレンジ
        を！！

水素自動車
     への
チャレンジ
        を！！

　　　街全体が未来へのチャレンジ！！
世界に誇れる「吉川の顔」。そんな街にしよう！
　　　街全体が未来へのチャレンジ！！
世界に誇れる「吉川の顔」。そんな街にしよう！

  航空・宇宙分野、新エネルギー

  分野、医療イノベーション分野、

 ナノカーボン分野などの先端産業

を誘致し、産業エリアにしよう！！

     様々なスポーツ大会が
    開催可能な運動場のある
自然豊かな総合公園を中心に、
   スポーツジムなどを誘致し、 
自然＆スポーツエリアにしよう！

小・中・高・大学等の

教育施設の充実を図り、

文教エリアにしよう！

    高齢者と小児に特化した

      医療施設の充実を図り、

     さらに高齢者向け施設と

   幼保等子供達の施設を隣接

  させた医療エリアにしよう！！

画・栗田宗一氏

文教エリア文教エリア

医療エリア医療エリア

産業エリア産業エリア

 自然＆
    スポーツエリア
 自然＆
    スポーツエリア

街全体は全て再生可能エネルギーで運営され、
           水素自動車への取り組みも！！
街全体は全て再生可能エネルギーで運営され、
           水素自動車への取り組みも！！

共に吉川の未来を
　　　創りましょう！!

中原恵人中原恵人
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　　　子供達からおじいちゃん、おばあちゃんまでが
　　　　　　　　　　「楽しく汗をかく！」
　　　　　　そんなスポーツ環境を整えよう！！ 

　　　子供達からおじいちゃん、おばあちゃんまでが
　　　　　　　　　　「楽しく汗をかく！」
　　　　　　そんなスポーツ環境を整えよう！！ 

多くの市民が「自己表現できる」街づくり！！ 多くの市民が「自己表現できる」街づくり！！ 多くの市民が「自己表現できる」街づくり！！  川に挟まれた街だからこそ、
                       水害への準備を！！ 

江戸時代には幕府に早場米を納め
                      栄えていた吉川市！！ 

三郷スマートIC 道の駅

吉川に放送局を

さいたまゴールドシアターのみなさん

ここに記したのはほんの一部。
まだまだ他にも課題は山積です！
みなさんのご意見・アイディアを
                         お願いします！

　

吉川クイズ

吉川クイズ

吉川クイズ

吉川クイズ

吉川クイズ

吉川クイズ

吉川クイズ

吉川クイズ

吉川クイズ

吉川クイズ

吉川クイズ

再生可能エネルギーを
水素自動車を

八坂祭り

カスリーン台風

Ｋｏｂａｔｏｎ

親子グランドゴルフ 市民野球大会 サイクリングイベント

中面

天

地


