「市民第一主義」で

明日につながる羽島市を作ります。

私儀、四年前の平成 24 年 10月、羽島市の「今を変える」を
合言葉に、市長選挙に立候補！
市民の皆様方からの熱いご支援を賜り、当選後は「羽島の明日を
創る」を目指し、全身全霊を傾けて諸課題の解決に取り組んでま
いりました。
幸い、公約として掲げましたゴミ処理施設問題をはじめとする山
積していた課題の多くは実行・改善、もしくは着実な成果につなが
る推進を図ることができました。羽島市始まって以来の事業停滞に
伴う市政混乱による危機的状況や、それに伴う周辺自治体等から
の信頼失墜もようやく沈静化。ここ一、二年の当市の活性化が、
大きく注目を浴びるまでに、市勢も回復しつつある状況になりまし
た。これもひとえに、私の政治姿勢をご理解いただき、羽島市再
生にご支援くださった皆様方のお力の賜物であります。
おかげさまで私は、健康面での不安もないことから、さらなる羽
島の躍進を期し、今回執行予定の羽島市長選挙に際し、再選へ
の挑戦（アタック＝Attack）を決断しました。羽島市の確固た
る将 来 像を確 立 する目的を成し遂げる（アチ ーブメント＝
Achievement）ため、果敢に行動（アクション＝Action）す
る決意をいたしました。
引き続き、市民第一主義の理念に基づき、人づくり、街づくりを
進めてまいります。
私は、市民の皆様方のご支援をいただき、平成２４年１２月の市
長就任以降、一貫して「市民第一主義」の市政改革を進めてま
いりました。
市民第一主義とは

①常に市民の皆様のニーズに焦点を当てる
②すべての市政活動の中心に市民の皆様を置く
③政策評価は、市民の皆様の観点から行う

ことを基本としております。
この四年間、私は、

①「市政を変える」という志を基に、市政の改革を実行
する
②山積した行政課題に「愚直」に立ち向かい、解決に
導く
③率先垂範の理念に基づき「身をもって行動」を示し、
信頼される市政実現を進める

を政治姿勢とし、貫いてまいりました。
今後とも、さらなる成果をあげるには、市民の皆様方が求める
政策を採用し、納得してもらえる費用を投下しながら、結果に結び
つける「市民志向」の活動が必要です。周辺自治体を始め、市
民の皆様方からも、信頼を取り戻しつつある今を契機に「明日に
つながる」羽島市政を推し進めてまいります。

略

歴

昭和45年 3 月：県立加納高等学校卒業
昭和49年 3 月：中央大学経済学部卒業
昭和49年 4 月：羽島市役所就職
市民部長、企画部長、市民病院事務局長、
教育委員会事務局長、会計管理者等を歴任。
平成24年 3 月：羽島市役所退職
平成24年 4 月：公益財団法人岐阜県市町村振興協会就職（公募試験合格採用）
市町村研修センター研修課長、同年9月退職
平成24年12月：羽島市長に就任

主な役職

▽木曽三川公園建設促進上流域連絡協議会 会長
▽境川改修促進期成同盟会 会長
▽岐阜羽島地区防犯協会連合会 会長
▽新幹線岐阜羽島駅「のぞみ号・ひかり号」停車促進協議会
▽岐阜県国民健康保険審査会委員
▽岐阜羽島衛生施設組合 副管理者
▽岐阜県後期高齢者医療広域連合 議会議員
▽岐阜地域児童発達支援センター組合 議会議員
▽岐阜県市町村職員退職手当組合 議会議員

会長

「創清会」規約要旨
目 的

本会は、羽島市の活力創造と市民福祉の向上を図るための活動を
行うことにより、羽島市の市政発展を目指し、併せて会員相互の親睦を
深めることを目的とする。

事

1．講演会、座談会等の開催
2．会報等の発刊及び配布
3．関係諸団体との連携
4．その他本会の目的達成のため必要な事業

業

会 員

本会は、目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。

経

本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。

費

創 清 会

事務局：〒501-6236 羽島市江吉良町719-1 TEL:058-391-5642

創清会
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２
期 目の 羽 島 市 政の 基 本 方 向

１. 「羽島市に住んで良かった」と実感できる安心な街、生活意欲が湧き上がる街づくりを進めます。
2. 「市民のために明日の羽島市を考える市役所」を目指し、先取り・実行の市政をさらに進めます。
3. 人口減少・少子高齢社会の中で、バランスの取れた行政を進めます。
あん

新たな政策公約の五本柱は
そう

しん

あん

らく

こう

「爽・賑・安・楽・効」
そう

1

爽「爽やかで快適な街づくりを進めます。」
しん

2

さわ

①恵まれた自然環境を守りながら、河川や水とのかかわりを持つ公園整備を進めます。
②ごみの減量・資源化、ゴミ処理施設の早期建設に努めます。
③便利な交通環境づくり、上下水道等のライフラインの充実を図ります。
④空き家対策を計画的に促進し、市外からの移住促進に役立てます。

賑「賑やかで活気のある街づくりを進めます。」
にぎ

3

らく

4

5

①企業誘致をさらに進めるとともに、歴史資源を活かした観光施策を充実します。
②農業の六次産業化を図るとともに、新たな特産農産物の発掘を図ります。
③起業支援や地元企業の販路開拓を図るため、中小企業支援の組織化を進めます。
④新幹線岐阜羽島駅を核とした、コンパクトシティ化を進めます。

1期目のマニフェスト実施状況

五つを柱とし、信頼される市政、責任を果たす市政を推進

1 命と暮らしを守る羽島市へ
①対話と協調で、
ごみ処理問題の解決に全力を尽くします 着実に推進・目標達成

・平成28年4月以降のごみ処理への対応
⇒羽島市として次期ごみ処理施設の候補地を岐阜羽島衛生施設組合へ報告。
同組合として新たな建設用地を決定

②自助・共助・公助のバランスある防災・防犯体制を整備します 推進・目標達成

・岐阜地域初の防災士資格取得講座を開設
･羽島市情報・防災庁舎(防災拠点施設)建設
・小中学校施設、各公共施設の耐震化完了
・災害時相互応援協定の締結促進

③子どもからお年寄りまで、手厚い福祉・医療制度を確立します

実施・目標達成

こう

①義務教育学校やコミュニティスクールを通じ、地域で創り上げる教育環境を充実します。
②高等教育機関との連携に努め、次代に適応できる人財育成に努めます。
③自然や歴史資源を活かした羽島文化の伝承を図ります。
④東京オリンピック・パラリンピックも視野に置きながら、アスリートの育成と市民一人一スポーツの実行を図ります。
⑤県外自治体との連携や、国際交流の推進を図ります。

効「市役所業務の効率化をはじめ、行政改革をさらに進めます。」

①常に市民本位で考え、行動する市役所集団を実現します。
②公共施設等総合管理計画をより実効性あるものとし、社会資本の健全な保全に努めます。
③コミュニティセンターを核とした市民協働を推進し、地域の特性に応じた街づくりを進めます。
④第三者から高評価を受けている行政改革をさらに進め、信頼される市政を実現します。

4 正しい行政改革を進める羽島市へ

2 市民第一主義で、誇りをもてる羽島市へ
①理数科教育の強化に努め、時代に対応した人材を育てます

実施・目標達成

・理数科教育の推進⇒サイエンスセミナー開校
･北部学校給食センター、堀津小学校プールの改築・更新
・小中学校空調機器整備推進

②地域ぐるみでのいじめ根絶体制を作ります 推進・目標達成

④地域医療を充実させ、羽島市民病院の経営改善を図ります 改善方策を検討し、推進中

③コミュニティセンターの地元移管に努め、生涯学習の活性化を進めます 実施・目標達成

・まちづくり基本条例の制定⇒市民主体の協働によるまちづくり
･竹鼻コミュニティセンター
（防災拠点）
の整備
・福寿地域交流センターの整備

・不当要求行為等対策条例を施行、対応マニュアルの整備

③情報公開を徹底し、透明性の高い市政を実現します 着実に推進
・情報公開制度の見直し⇒条例による公開対象文書の範囲拡大

④羽島モデルの人材育成方針に改め、公平・公正な人事を行います 着実に推進
推進・目標達成

・市運動公園の整備、
テニス場の改修整備、
リバーウォッチングゾーンの整備
・トレーニングジム運営⇒健幸ステーションはしまを開設
・テコンドー競技の誘致⇒日本代表最終選考会、全日本学生選手権大会

①市民協働を推進し、にぎわいのある街づくりを進めます 推進・目標達成
②企業誘致を図るため、
自ら羽島市セールスＮｏ．
１を務めます 推進・目標達成
③法人市民税を制限税率から基準税率に見直し、企業活動を支援します 実施・目標達成

実施・目標達成

①計画行政を復活し、効率的な事業の選択・集中に努めます 着実に推進・目標達成

・第六次総合計画策定「心安らぐ 幸せ実感都市 はしま」
･公共施設等総合管理計画を策定、計画的な管理を推進
・人口減少問題への対応⇒まち・ひと・しごと創生総合戦略
・ネーミングライツの導入等による財源確保

②不当な圧力に屈しない、強い市役所を作ります 推進

・いじめ防止条例の制定(県内２例目)、
いじめ・不登校対策専門員の配置

3 活力ある羽島市へ

・市民病院経営改善対策特別委員会
･病院事業会計負担金、
出資金⇒経営基盤強化

⑤専門スタッフを充実し、病気予防をはじめとした健康づくりを推進します

①羽島市民病院の経営改善を進めます。
②健幸づくり事業を拡充し、健康寿命の延伸を図ります。
③広域連携も視野に入れながら、防災・減災施策を充実します。
④子供の見守り対策を充実し、格差是正を図ります。
⑤市役所庁舎建替え計画の検討を進めます。

楽「多様な人生の楽しさを実感できる街づくりを進めます。」

④市民スポーツを振興し、地域スポーツクラブの充実を支援します

・保育料の見直し⇒３歳未満児、多子世帯、ひとり親世帯の軽減
･放課後児童教室の充実⇒小学６年生まで拡大
・特別養護老人ホーム(50床)整備に助成

・がん検診事業をワンコイン検診として自己負担５００円
･健幸ポイント事業⇒健幸づくり事業参加者へのポイント付与

安「安心・安全に暮らせる街づくりを進めます。」

④中小企業支援の体制整備を図ります 着実に推進
⑤担い手農業を支援するとともに、地産地消運動の発展を推進します 着実に推進

・新規職員採用基準の見直し・徹底
・職員研修の充実⇒人材育成担当監の配置

⑤外部監査を導入し、費用対効果に基づく事業仕分けを実行します 着実に推進・目標達成
・公認会計士など専門知識を有する外部監査人による包括的な監査を実施
市民オンブスマンから全国優秀賞を受賞

5 責任をとる羽島市へ
①市長退職金を廃止します

目標達成

・退職金相当額1，656万円を市長給与から減額し、退職金ゼロを達成

②責任転嫁しない、常識的な市政運営を行います 着実に推進
・市長交際費の支出基準を見出し、交際費30％超をカット
･公用車の適切な運用を実行

③岐阜県及び近隣市町との信頼回復を促進します 着実に推進
・近隣市町との広域連携による適切な関係に回復

2016マニフェスト大賞首長部門の優秀賞候補として、
全国9人の1人に選ばれました。 包括外部監査の対応状況が高評価を受け、
「全国市民オンブズマン連絡会議」による
「措置模範賞」
を受賞しました。

