
平成２０年度　政策宣言進行管理総括表

「1年以内にゴール」(１８項目）

№ 内容 進捗状況 政策宣言進行状況（平成20年7月1日現在）

1
中央公民館を改装して、市内に点在する貴重な遺跡や文化財を収蔵し、新たに「文化
財センター」を開設します。（７，８９５万円）

達成済
（17年度）

平成１８年６月１日に川口市立文化財センターを開館しまし
た。

2
江戸末期、市内領家に一時居住していた儒学者の安井息軒の出身地である宮崎県
清武町に小・中学生を派遣し、文化交流を行います。（１６９万円）

達成済
（17年度）

平成１７年度からの３ヵ年事業として、文化交流使節団を清武
町に派遣しています。平成１９年度に行った総括の結果、平
成20年度も小中学生25人を派遣しました。

3 中高年が、心身共に元気な生活を送るための指導者を養成します。（６７万円）
達成済
（17年度）

元気づくり指導者養成講座を開催しています。初年度である平成１７
年度は、高齢者元気づくり指導者養成事業として年間５０人を養成し
ました。（前期３９人、後期１１人）

4
快適で魅力ある商店街づくりを支援し、街の活性化を図るために、今年の年末に５億
円分のプレミアム付きコミュニティ商品券を発行します。（５，０００万円）

達成済
（17年度）

平成１７年度から実施しています。平成19年度からは、個店
用の専用券を設けて、市内の経済活性化を図っています。

5
商店街の街路灯などの新設・改修や空き店舗の改修などへ補助をします。
(１億2,937万円)

達成済
（17年度）

商店街コミュニティ活動事業などの補助事業を実施しており、
今後も引き続き実施していきます。

6
植木産地の振興と屋上緑化の推進を図るために、屋上緑化技術の向上に努める農業
者団体へ補助をします。 （１５０万円）

達成済
（17年度）

緑の屋根づくり促進事業として、平成１７～１９年度にかけて１
団体に交付しました。（終了）

7
ＳＫＩＰシティを核とした次世代産業を育成するために、今年も国際Ｄシネマ映画祭を
開催します。（２，０００万円）

達成済
（17年度）

平成１５年度から開催しており、平成２０年度は５回目（7/19
～27）を開催しました。

8
ＳＫＩＰシティに集積する映像関連産業をＰＲすると共に、その知識を普及させるため
に、小学生を対象とした「デジタル映像制作教室」を開催します。（118万円）

達成済
（17年度）

映像関連普及事業として平成１７年度から４年間実施します。
平成１９年度は、２回実施しました。（Dシネマの開催期間中に
２日間と１０月に２日間）

9 身体障害者療護施設に対して建設費の一部を補助します。（９，８１７万円）
達成済
（17年度）

民間福祉施設整備促進事業補助事業として、平成１７年度は
補助予定額の４割、施設が開所した平成１８年度は残り６割を
交付しました。

10
精神障害者とその家族に対して相談や支援などを行う団体へ補助をします。（６７１万
円）

達成済
（17年度）

精神障害者小規模支援センター運営費補助事業として、NPO
団体（いちご福祉会）に補助金を交付しています。

11
地域の防犯力の充実強化のために、市民の防犯意識を高めると共に自主防犯組織の
活動を支援します。（３，８４２万円）

達成済
（17年度）

防犯教室とパトロール資機材支援については平成１６年度か
ら、ライフスタイルパトロール事業については平成１８年度か
ら実施しています。

12
地域の防災力の充実強化のために、食糧や資機材の整備と併せ、防災アセスメント調
査を行ないます。（3,305万円）

達成済
（17年度）

平成１７年度に防災アセスメント調査を行いました。食料や資
機材の整備は毎年行っています。

13
喫煙マナーの向上を目指し、路上喫煙防止の啓発活動を行なうと共に、路上喫煙禁
止地区を設けます。（１，５６８万円）

達成済
（17年度）

平成１７年１２月１日に川口駅周辺及び西川口駅周辺地区を
終日路上喫煙禁止地区として指定しました。

14
太陽光発電システムや雨水貯留施設を住宅に設置される方へ補助をします。
（８７０万円）

達成済
（17年度）

平成１７年４月１日に新エネルギー等活用システム設置費補
助金制度を新設し、平成１７年度は住宅用太陽光発電システ
ム７９件、雨水貯留施設設置５件、平成１８年度は太陽光発電
システム７０件、雨水貯留施設設置１３件、平成１９年度は太
陽光発電システム６６件、雨水貯留施設設置１４件に補助金
を交付しました。

15 「文化推進室」を設置し、文化芸術の振興とアートな街を創出します。
達成済
（17年度）

平成１７年４月１日に「文化推進室」を設置しました。さらに平
成１８年４月２２日には、本市初となる美術施設「アトリア」を開
館し、文化芸術の振興とアートな街の創出に努めています。

16
これまでと同様に、市長への手紙やパブリックコメントなどをとおして、市民の意見を政
策へ反映させます。

達成済
（17年度）

「市長への手紙」は、その前身である「市長へのファックス」を
含めると平成９年６月から、パブリックコメントは平成１６年４月
から実施しています。

17 「行政経営推進室」を設置し、行政の効率的経営を推進します。
達成済
（17年度）

平成１７年４月１日に「行政経営推進室」を設置し、行政改革
集中改革プランを策定しました。現在では、行政の効率的な
経営をさらに推進するため、歳出の削減と歳入の確保に努め
ています。

18
ファシリティ・マネジメントという戦略的経営手法を導入し、市有財産の有効活用と効率
的運用の調査・研究を行ないます。（１，７９４万円）

達成済
（18年度）

ファシリティ・マネジメントという戦略的経営手法の導入に向け
て、市有財産の有効活用と効率的運用の調査・研究を平成１
７年度から行っています。

「4年以内にゴール」(27項目）

№ 内容 進捗状況 政策宣言進行状況（平成20年7月1日現在）

19
川口駅前に、市民の知的欲求に応える５０万冊の図書館機能を有する「映像・情報メ
ディアセンター」を開設します。（平成18年度）

達成済
（17年度）

平成１８年７月１日に映像・情報メディアセンター「メディアセブ
ン」を開設しました。

20
中高年の生きがいづくりや自己実現を応援する「市民大学」を、市民との協働により開
設します。（平成１９年度）

達成済
（19年度）

34種類の講座を延べ143回開催し、6,706人が参加しました。

21
４９万市民と手を取り合い、「日本一のボランティアの街」を実現するために、全市立高
等学校に生徒主導のボランティアルームを設置し、地域の児童・生徒のボランティア活
動の拠点とします。（平成２０年度）

進行中
平成19年5月、総合高校にボランティアルームを設けました。
平成20年度中に残る２校に設置します。

22
義務教育９年間の一貫した教育カリキュラムにより「確かな学力の向上」を目指す小・
中一貫教育のモデル校を設置します。（平成20年度）

達成済
（20年度）

小・中一貫教育モデル校として、芝富士小学校と芝園中学校
を指定しました。

23
教育改革をより効果あるものにするために、校長の権限を強化するよう県の教育委員
会に要請すると共に教員の研修を充実させます。（平成２０年度）

達成済
（19年度）

予算及び人事権限を強化しました。また、教員の研修につい
ては、20年経験者研修、民間企業派遣研修を制度化し実施し
ています。

24
中小企業の創業や新事業の展開などを支援し、地域産業の振興を図るために、少人
数私募債発行支援事業を行ないます。（平成１８年度）

達成済
（17年度）

平成１７年度は制度を新設するとともにセミナーを開催しまし
た。平成１８年度から実施しています。



25
安行ブランドを活かし、都市型緑化産業を育成するために、川口駅前広場などを活用
して、展示即売や緑化相談のコーナーを開設します。（平成１８年度）

達成済
（17年度）

毎年「春の園芸フェスタ」と「秋の園芸フェスタ」を開催していま
す。

26
｢子育てが楽しくなる街」を目指し、子育て支援体制を整備するために、リリア２階に子
育て総合支援施設「子育てステーション」を開設します。（平成１８年度）

達成済
（18年度）

平成１８年１０月２日、リリア２階に「子育てサポートプラザ」を
設置しました。

27 子育て施策の総合推進のために、「子育て支援課」を設置します。（平成１８年度）
達成済
（17年度）

平成１８年４月１日に子育て施策の総合的な推進のための
「子育て支援課」を設置しました。

28
お年寄りの生きがい健康づくりのために、市民団体と協働で健康生きがいづくりサポー
ターを養成します。（平成１８年度）

達成済
（18年度）

平成１８年度は３７名、平成１９年度は２８名が「健康・生きが
いづくりサポーター養成講座」を受講しました。

29 介護家庭を支援するネットワークづくりに市民と協働で取り組みます。（平成１８年度）
達成済
（17年度）

平成１８年度は６ヶ所に、平成１９年度は３ヶ所に地域包括支
援センターを設置しました。（終了）

30
川口駅前に市の窓口業務などを集約した年中無休の「行政センター」を設置します。
（平成１８年度）

達成済
（17年度）

平成１８年７月１日に市の窓口関係１７０業務を行う「川口駅
前行政センター」を開設しました。

31
障害者の自立支援のために、市民運営による喫茶コーナーを兼ねた障害者の「製品
共同販売店」を開設します。（平成１８年度）

達成済
（17年度）

平成１８年７月１日に障害者の社会参加と自立支援を推進す
るための「カフェ＆ふれあいショップふらっと」を開設しました。

32 マンションのコミュニティづくりを支援する総合窓口を設置します。（平成１８年度）
達成済
（17年度）

平成１８年８月１日にマンションのコミュニティづくりを支援する
ための総合窓口を開設しました。

33
寝たきりなどにより常時介護が必要で、自宅での介護が困難な方のために、特別養護
老人ホームの定員を３４０人分増員します。（平成１９年度）

達成済
（19年度）

平成１７年度に186床（54.7％）、平成１８年度に106床
（85.9％）、平成１９年度に230床（153.5％）を増床しました。

34 待機児童の解消のために、保育所の定員を430人分増員します。（平成20年度）
達成済
（18年度）

公立と私立を合わせて、平成１７年度は194人、平成１８年度
は255人、平成１９年度は140人の合計589人の定員増を図り
ました。

35
サッポロビール埼玉工場跡地に、市民の芸術に対する関心と理解を深めるための市
民参加型施設「アートギャラリー」を開設します。（平成１８年度）

達成済
（17年度）

平成１８年４月２２日にアートギャラリー「アトリア」を開設しまし
た。

36
環境に優しい緑豊かな街を目指し、市民が取り組む地球環境と緑化推進の支援を目
的に「環境みどり基金」を創設します。（平成18年度）

達成済
（18年度）

「環境みどり基金」を創設しました。

37
地球温暖化防止を市民と協働で推進します。（平成１８年度） 達成済

（17年度）
「エコライフDAY2006」を実施し、目標であった参加者５万人を
達成しました。

38 Kids'ISOを全市立小学校に導入します。（平成２０年度）
達成済
（20年度）

Kids'ISOプログラム入門編について、市内48小学校全て終了
しました。初級編については、希望校のみ実施しています。

39
景観を重視し、調和のとれた街並みを創造するために、「景観条例」を制定します。
(平成20年度)

達成済
（18年度）

景観形成基本計画（マスタープラン）に基づき景観計画（実施
計画）を策定し、必要な手続きと実効性の確保を図るため、関
連条例を整備しました。

40
現在の「ボランティアサポートステーション」を充実・発展させた市民との協働推進施設
「市民パートナーステーション」を新たに開設します。（平成１８年度）

達成済
（17年度）

平成１８年７月１日に「かわぐち市民パートナーステーション」
を開設しました。

41
経費の削減と市民サービスの向上を図るために、公の施設に指定管理者制度を導入
します。（平成１８年度）

達成済
（17年度）

管理委託を行っている公の施設は、指定管理者に移行しまし
た。他の公の施設は、経費節減とサービスの向上を図るため
検討を行っています。

42
自治のあり方や市民参加・協働などを規定した「自治基本条例」を制定し、より強固な
市民自治を確立します。（平成２０年度）

進行中
平成19年度に自治基本条例策定委員会（委員50人）を立ち上
げ、平成21年3月の議会上程を目指して、条例の素案を検討
しています。

43
地域イントラネットで情報化を推進し、電子市役所を構築すると共に、次世代型のユビ
キタスネット社会の実現に向けて、情報通信技術環境を整備します。（平成２０年度）

進行中
平成20年度から、電子自治体システムの運用を順次開始しま
す。

44
行政経営品質の向上と人材育成を図るために、行財政改革と市職員自らの意識改革
を継続的に推進します。（平成２０年度）

進行中
行政経営品質向上のため、研修などにより職員の啓発活動
を進めています。（平成20年度293人）

45 行政評価をさらに推進し、その結果を市民の皆様へ公表します。（平成２０年度） 進行中
平成20年度中に、事務事業評価および施策評価の結果を公
表する準備を進めています。

「4年以内にスタート」(5項目）

№ 内容 進捗状況 政策宣言進行状況（平成20年7月1日現在）

46 学校教育と生涯学習の拠点施設「総合教育センター」の開設に向けて取り組みます。 進行中
「総合教育センター」の設置については、小学校や給食セン
ターの建て替えと併せて総合的・計画的に進めています。

47
市立高等学校の改革をより強力に進めるために、中・高一貫校の設置に向けて取り組
みます。

進行中 中・高一貫校の整備について研究しています。

48 より開かれた学校づくりのために、コミュニティスクールの設置に向けて取り組みます。 進行中
地域と学校のより強い連携による開かれた学校づくりを推進
するコミュニティスクールを設置します。

49 昭和８年の市制施行以来の懸案である斎場建設に向けて取り組みます。 検討中
斎場建設の候補地が決まり次第、実現に向けて取り組みま
す。

50 有料化の検討を含め、ごみの更なる減量化に向けて取り組みます。
達成済
（19年度）

一般廃棄物処理基本計画に基づき、更なるごみの減量化と
再資源化を図ります。

■「進捗状況」の見方
「達成済」・・・当初の目標を達成したもの

「進行中」・・・目標の達成に向けて、順調に進んでいるもの

「検討中」・・・課題があり、目標達成に向けた取り組みを行うため検討中であるもの
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