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ホーム  
岡村幸四郎を知る  

プロフィール  
川口市長として  

これまでの取り組み  
アルバム  
12年間の歩み  
マニフェスト  

ホーム > サイトマップ  

サイトマップ 

ホーム  
岡村幸四郎を知る 

プロフィール  
川口市長として 

これまでの取り組み 
1997年(1期目)  
1998年(1期目)  
1999年(1期目)  
2000年(1期目)  
2001年(1期目)  
2001年(2期目)  
2002年(2期目)  
2003年(2期目)  
2004年(2期目)  
2005年(2期目)  
2005年(3期目)  
2006年(3期目)  
2007年(3期目)  
2008年(3期目)  
2009年(3期目)  

アルバム 
1期目  
2期目  
3期目  

12年間の歩み  
マニフェスト 

人づくり 生き活きPlan 
「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。  

岡村幸四郎 先ず、暮らしが一番!! 岡村幸四郎と共に力強
く前進しよう!

岡村幸四郎後援会事務所  
Tel:048-256-6190

1/2 ページ岡村幸四郎 | サイトマップ
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産業
も の

づくり 生き活きPlan 
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。  
暮らしづくり 生き活きPlan 
先ずは暮らしが第一、生活の安定・安心が何より大切です。  
まちづくり 生き活きPlan 
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。  
手づくり 生き活きPlan 
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。  

ページの先頭へ  
サイトマップ  

岡村幸四郎後援会事務所 〒332-0016 川口市幸町1-1-7-205 TEL:048-256-6190 FAX:048-256-6191 

© 岡村幸四郎 

2/2 ページ岡村幸四郎 | サイトマップ

2009/06/03http://74.125.153.132/search?q=cache:http://www.okamura.gr.jp/sitemap.html



これは Google に保存されている http://www.okamura.gr.jp/manifesto/1.html のキャッシュです。 このページは 2009年5月24
日 18:30:03 GMT に取得されたものです。 そのため、このページの最新版でない場合があります。 詳細  
 

テキストのみのバージョン  

 

 

 

ホーム  
岡村幸四郎を知る  

プロフィール  
川口市長として  

これまでの取り組み  
アルバム  
12年間の歩み  
マニフェスト  

ホーム  

岡村幸四郎を知る  
プロフィール  

川口市長として  
これまでの取り組み  
アルバム  
12年間の歩み  
マニフェスト  

ホーム > マニフェスト > 人づくり 生き活きPlan  

人づくり 生き活きPlan 

「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  

ページの先頭へ  
サイトマップ  

岡村幸四郎後援会事務所 〒332-0016 川口市幸町1-1-7-205 TEL:048-256-6190 FAX:048-256-6191 

© 岡村幸四郎 

岡村幸四郎 先ず、暮らしが一番!! 岡村幸四郎と共に力強
く前進しよう!

岡村幸四郎後援会事務所  
Tel:048-256-6190

1/1 ページ人づくり 生き活きPlan | 岡村幸四郎

2009/06/03http://74.125.153.132/search?q=cache:http://www.okamura.gr.jp/manifesto/1.html



これは Google に保存されている http://www.okamura.gr.jp/manifesto/2.html のキャッシュです。 このページは 2009年5月22
日 13:33:39 GMT に取得されたものです。 そのため、このページの最新版でない場合があります。 詳細  
 

テキストのみのバージョン  

 

 

 

ホーム  
岡村幸四郎を知る  

プロフィール  
川口市長として  

これまでの取り組み  
アルバム  
12年間の歩み  
マニフェスト  

ホーム  

岡村幸四郎を知る  
プロフィール  

川口市長として  
これまでの取り組み  
アルバム  
12年間の歩み  
マニフェスト  

ホーム > マニフェスト > 産業
も の

づくり 生き活きPlan  

産業
も の

づくり 生き活きPlan 

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  

ページの先頭へ  
サイトマップ  

岡村幸四郎後援会事務所 〒332-0016 川口市幸町1-1-7-205 TEL:048-256-6190 FAX:048-256-6191 

© 岡村幸四郎 

岡村幸四郎 先ず、暮らしが一番!! 岡村幸四郎と共に力強
く前進しよう!

岡村幸四郎後援会事務所  
Tel:048-256-6190

1/1 ページ産業(もの)づくり 生き活きPlan | 岡村幸四郎
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これは Google に保存されている http://www.okamura.gr.jp/manifesto/3.html のキャッシュです。 このページは 2009年5月
22日 03:45:15 GMT に取得されたものです。 そのため、このページの最新版でない場合があります。 詳細 
 

テキストのみのバージョン  

 

 

 

ホーム  
岡村幸四郎を知る  

プロフィール  
川口市長として  

これまでの取り組み  
アルバム  
12年間の歩み  
マニフェスト  

ホーム  

岡村幸四郎を知る  
プロフィール  

川口市長として  
これまでの取り組み  
アルバム  
12年間の歩み  
マニフェスト  

ホーム > マニフェスト > 暮らしづくり 生き活きPlan  

暮らしづくり 生き活きPlan 

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  

ページの先頭へ  
サイトマップ  

岡村幸四郎後援会事務所 〒332-0016 川口市幸町1-1-7-205 TEL:048-256-6190 FAX:048-256-6191 

© 岡村幸四郎 

岡村幸四郎 先ず、暮らしが一番!! 岡村幸四郎と共に力強
く前進しよう!

岡村幸四郎後援会事務所  
Tel:048-256-6190

1/1 ページ暮らしづくり 生き活きPlan | 岡村幸四郎

2009/06/03http://74.125.153.132/search?q=cache:http://www.okamura.gr.jp/manifesto/3.html



これは Google に保存されている http://www.okamura.gr.jp/manifesto/4.html のキャッシュです。 このページは 2009年5月
9日 20:02:05 GMT に取得されたものです。 そのため、このページの最新版でない場合があります。 詳細 
 

テキストのみのバージョン  

 

 

 

ホーム  
岡村幸四郎を知る  

プロフィール  
川口市長として  

これまでの取り組み  
アルバム  
12年間の歩み  
マニフェスト  

ホーム  

岡村幸四郎を知る  
プロフィール  

川口市長として  
これまでの取り組み  
アルバム  
12年間の歩み  
マニフェスト  

ホーム > マニフェスト > まちづくり 生き活きPlan  

まちづくり 生き活きPlan 

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  

ページの先頭へ  
サイトマップ  

岡村幸四郎後援会事務所 〒332-0016 川口市幸町1-1-7-205 TEL:048-256-6190 FAX:048-256-6191 

© 岡村幸四郎 

岡村幸四郎 先ず、暮らしが一番!! 岡村幸四郎と共に力強
く前進しよう!

岡村幸四郎後援会事務所  
Tel:048-256-6190

1/1 ページまちづくり 生き活きPlan | 岡村幸四郎
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これは Google に保存されている http://www.okamura.gr.jp/manifesto/5.html のキャッシュです。 このページは 2009年5月14
日 21:57:18 GMT に取得されたものです。 そのため、このページの最新版でない場合があります。 詳細  
 

テキストのみのバージョン  

 

 

 

ホーム  
岡村幸四郎を知る  

プロフィール  
川口市長として  

これまでの取り組み  
アルバム  
12年間の歩み  
マニフェスト  

ホーム  

岡村幸四郎を知る  
プロフィール  

川口市長として  
これまでの取り組み  
アルバム  
12年間の歩み  
マニフェスト  

ホーム > マニフェスト > 手づくり 生き活きPlan  

手づくり 生き活きPlan 

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。 

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  

ページの先頭へ  
サイトマップ  

岡村幸四郎後援会事務所 〒332-0016 川口市幸町1-1-7-205 TEL:048-256-6190 FAX:048-256-6191 

© 岡村幸四郎 

岡村幸四郎 先ず、暮らしが一番!! 岡村幸四郎と共に力強
く前進しよう!

岡村幸四郎後援会事務所  
Tel:048-256-6190
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