
埼玉ローカル・マニフェスト埼玉ローカル・マニフェスト
推進ネットワーク推進ネットワーク
結成記念フォーラム結成記念フォーラム
（兼・関東ブロック大会）（兼・関東ブロック大会）

日時：日時：20062006年年77月月1414日日((金金)18:00)18:00～～20:3020:30
場所：大宮ソニックシティ場所：大宮ソニックシティ 小ホール小ホール

北川正恭氏北川正恭氏
((早稲田大学大学院教授早稲田大学大学院教授))

佐々木信夫氏佐々木信夫氏
((中央大学教授・聖学院大学客員教授中央大学教授・聖学院大学客員教授))

ほか

講講 師師
本ネットワークの活動に賛同・協賛していただける方、本ネットワークの活動に賛同・協賛していただける方、
スタッフとしてご参加いただける方を募集しています。スタッフとしてご参加いただける方を募集しています。
一緒にやりましょう。詳しくは下記までお問い合わせください。一緒にやりましょう。詳しくは下記までお問い合わせください。

【【参加申込・お問合せ先参加申込・お問合せ先】】

埼玉ローカル・マニフェスト推進ネットワーク埼玉ローカル・マニフェスト推進ネットワーク 事務局：聖学院大学総合研究所事務局：聖学院大学総合研究所
teltel：：048(725)5524048(725)5524 ee--mailmail：：research@seigakuinresearch@seigakuin--univ.ac.jpuniv.ac.jp

ホームページから参加申込できます。ホームページから参加申込できます。
http://www.seigakuinhttp://www.seigakuin--univ.ac.jp/souken/index.htmluniv.ac.jp/souken/index.html

ローカル・マニフェストで埼玉の明日を切り拓く！ローカル・マニフェストで埼玉の明日を切り拓く！
～政治が変わる、自治体が変わる、まちが変わる～～政治が変わる、自治体が変わる、まちが変わる～

ブログ公開中ブログ公開中 http://http://blog.canpan.info/slmblog.canpan.info/slm

埼玉が埼玉が
変わる変わる



埼玉ローカル・マニフェスト推進ネットワークとは？
社会経済状況が比較的恵まれた埼玉地域でも、近い将来、全国で最も急速な高齢化などによ

り地域の生き残りをかけた政策選択を迫られる日がやってきます。その選択に市民が主体的に
関わり、それに基づいて政策が展開される地域の政治を作り上げていく必要があります。その
ために、地域の政治を市民にもっと身近で日常的なものにしなければなりません。
あいまいな公約は、市民と政治との関わりを希薄にします。候補者が、自分の目指す地域の

ビジョンとそれを達成するための政策をはっきりと公約に示すことによって、はじめて市民は
選挙で政策を選択し、地域の政治に自覚と責任をもてるようになります。このように、選挙を
出発点として、市民と政治をつなぐ架け橋となるのがローカル・マニフェストです。
ローカル・マニフェストは、単なる政治家の選挙の道具ではありません。ローカル・マニ

フェストを通じて、市民は自分が選択した政策がきちんと実行されているかチェックできるよ
うになります。候補者がローカル・マニフェストを作成するプロセスを協働型にすることによ
り、市民が地域の課題に対して自ら解決策を考え、実現していくことにもつながります。

そこで、埼玉地域において、こうしたローカル・マニフェストの可能性を最大限に活用し、
市民側から地域の政治を改革することを目指して、「埼玉ローカル・マニフェスト推進ネット
ワーク」を結成します。埼玉地域における市民・NPOの幅広いネットワークを形成し、全国及び
関東のローカル・マニフェスト推進ネットワークと連携し、公正・公平・中立の立場でローカ
ル・マニフェストの啓発・活用を促進します。具体的には、以下のような活動を推進します。

プログラム ※タイトルは仮題

18:00 開会挨拶及び埼玉ローカル・マニフェスト推進ネット
ワークのご紹介
廣瀬 克哉氏（法政大学教授）

18:20 基調講演
「ローカル・マニフェストの進展と地方自治の今後」
北川 正恭氏（早稲田大学大学院教授）

19:00 実践報告（関東ブロック年次報告）
「関東から全国へ！広がるローカル・マニフェスト改革」
かながわローカル・マニフェスト推進ネットワーク
ローカル・マニフェスト推進ネットワークいばらき

19:20 休憩

19:30 パネルディスカッション
「ローカル・マニフェストによる地方政治・行政の改革」
コーディネーター
佐々木信夫氏（中央大学教授、聖学院大学客員教授）

パネリスト
北川 正恭氏（早稲田大学大学院教授）
吉田 信解氏（本庄市長） ※調整中
猪野塚弘樹氏（日本青年会議所埼玉ブロック協議会会長）
中村 昭雄氏（大東文化大学教授）
沢田 力氏（ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟

共同代表、さいたま市議会議員）

20:25 大会アピール
田中 義政氏（自治創造コンソーシアム理事長）

20:30 閉会挨拶

開催日時 平成18年7月14日（金） 17:30開場 18:00開会

参加費（資料代を含む）
一般1,500円、学生500円 ［会員は参加費無料・当日入会可］

※埼玉県内のローカル・マニフェストやローカル・マニフェストに関する

取組についてまとめた「資料集」を配布します。
※1口1,500円の協賛金を募集します。協賛者は希望によりフォーラム
報告書及びホームページにて氏名を記載させていただきます。

定員 500名

会場案内図
大宮ソニックシティ
小ホール

JR大宮駅西口より、
歩行者デッキにて直結（徒歩5分）

参加申込・お問合せ先
参加ご希望の方は、お名前・所属・住所・電話番号をご記入の上、下記
の事務局までお申し込みください。
【事務局】聖学院大学総合研究所

http://www.seigakuin-univ.ac.jp/souken/index.html
tel：048-725-5524 e-mail：research@seigakuin-univ.ac.jp

・フォーラムの開催、ホームページ等による情報・事例の発信、研修会・ワークショップの開催
・「市民マニフェスト」に関する研究、市民マニフェストの作成・活用の促進
・ローカル・マニフェストを活用したシティズンシップ教育の推進・市民性の醸成
・ローカル・マニフェスト型公開討論会、地域検証大会の開催・支援
・その他、市民・NPO等によるローカル・マニフェストの活用促進・支援 ／等
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