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中島なおき

羽生市長選挙
羽生市議会議員補欠選挙 5/22（日）告示 5/29（日） 投開票

●昭和47年11月生まれ（49歳）A型 184㎝ 80キロくらい

●埼玉栄高校普通科卒業 (ハンドボール部 副キャプテン)
日本福祉教育専門学校 社会教育学科卒業

●児童福祉施設勤務を経て、社会福祉協議会職員となる
我が子の生誕を機に世の中の仕組みに疑問を抱くようになる
社協で働きながら、また2人の子育てに奔走しながら

●日本大学に編入学（通信制）寝る間を惜しみ勉学に励む
大変な苦労をしながら、法学部政治経済学科を卒業

●H18年 33歳 若手政治家養成塾入塾
埼玉県内外の若手地方議員や集まった熱い想いの塾生たちとの出会い
により、自らも政治の世界に飛び込むことを決意

●H19年 34歳 市議会議員選挙に立候補 (21人中 10位1,473票)

●H23年 38歳 市議会議員選挙2度目の立候補 (20人中 2位 2,131票)

●H26年 41歳 羽生市長選挙に立候補
現職の話題作り最優先の市政運営に異を唱え、8,899人からご支持
をいただくも次点落選

●選挙後、知人の事業を手伝う傍ら、家族の生活を守るため就職活動
に奔走 自動車部品製造会社に就職 企業の荒波に揉まれるととも
に日本の雇用形態の荒廃を目の当たりにする

●H27年 42歳 市議会議員選挙3度目の立候補 (20人中 1位 2,639票)
【市議選史上最高得票 得票率10.85%】

●R元年 46歳 市議会議員選挙4度目の立候補 (18人中 1位 2,194票)

●現在、多選ストップ、市政刷新を掲げ政治活動に邁進

▼ＮＰＯ法人 地方議会制度研究センター 副代表理事
県政躍進地方議員の会 代表（大野知事の当選の立役者 当確のイン
タビュー時、大野候補の右後方に立つ姿が複数のＴＶで流れる ）

■家族：保育士の妻 大学生の長女 高校生の次女
■趣味：ジョギング 山登り 家庭菜園 洗車（車は大のＨＯＮＤＡ党）

最近は筋トレに夢中（2年で体つきが激変 全てのスーツ、ワ
イシャツを買い直さなければならない事態に）

■特技：ギター弾き語り （ミュージシャンを夢見たことも）

私、 中島は日頃からお金をかけない活動を心がけております。 しかしながら、 政治活動
にはお金がかかるのが現実です。 チラシ、ポスターなどの印刷物の製作、 配布。各種看板の製作、事
務所の設置など多額の資金が必要になります。少額でかまいません。 羽生市政を刷新し、新しい羽生
の未来を創るため、みなさんのお力をお寄せください。
（個人様のご厚意に限ります。公職選挙法により企業、 業者からのご厚意はお受けできません。）

【振り込み先】 武蔵野銀行 羽生支店（普通）1028912 中島なおきを応援する会
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無 所 属中島なおき（直樹）の略歴

みなさんのおチカラをお寄せください！

私たちも大野知事と一緒に
「中島なおき」を応援しています！

羽生市議会議員
保泉和正

羽生市議会議員
島村 勉

街頭演説会の
ご 案 内

■日時 5月 3日（火）15：00～ ■場所 羽生市平和公園前
■弁士 羽生市政を刷新する会代表 中島直樹 羽生市議会議員 保泉和正

行田も熊谷も久喜も春日部も市政が変わりました。加須も4月に
変わります。近隣で変わらないのは羽生だけ！変えるなら今！

今度こそ、市政刷新！！

Nakajima Naoki's PROFILE

大野知事との2連ポスターを製作！
掲示でのご支援もお願いします。

２年半前の埼玉県知事選挙で１７日間の熱い選挙戦をともにし
た大野元裕埼玉県知事との２連ポスターを製作しました。ご自
宅の壁やフェンス、お店などに掲示させていただける方を募集
しております。ご支援いただける方は下記までご連絡ください。

中島直樹 直通 070-6488-4588 （番号非通知不可）
メール : japanist0422@live.jp
LINE ID : japanist0422



②市役所の組織改革と機構改革

キャラクターさみっとに
かかる費用は2,100万円？

岩瀬地区のショッピング
モール、住宅等の建設に

は巨額の税金が
つぎ込まれています。

ふるさと納税が1億円超？

後手後手のコロナ対応

①県との太いパイプを活かした
まちづくり、ひとづくり

これまで市議会議
員としての活動で
築いた県とのパイ
プを市政発展の
ため存分に活用

③市役所事業の総点検

・キャラクター事業
を縮小

・コンプライアンス
意識の徹底

④子ども達の学力向上

・教員が授業
に専念できる
環境を構築

・教育費の
増額

・プレゼンテーション行事の見直し

⑤障がいをもった方々の就労支援

就労の場として

市役所、市関連施設
を積極的に活用。

障がいを持った方々
の社会参加と賃金
アップをはかる

・有事に備えた柔軟な組織体制を構築
・外郭団体の自立促進

これまで繰り返しそう説明が
なされています。しかし実際
には人件費、ごみ処理などの
諸経費を合わせると
（来場者のピークだったH27年）

新型コロナ対応は現在も担当
課だけで行われており、ス
ピード感がありません。今後
さらなる事態が起こった際に
不安を残します。

H8年（1996年）に事業認可さ
れてから26年間の総額事業費

（人件費含む）はナント！

約120億円

5月22日（日）告示 5月29日（日）投開票
羽生市長選挙

羽生市議会議員補欠選挙

組織が時代の変化に
対応していません。

市役所組織が閉塞感に包まれ
政策決定が漫然としています。
年功序列の慣例が色濃いため職
員の向上心が湧きません。
また、一部業者とのなれ合いも
顕在化しています。

多選による弊害があります。

⑥多選による弊害の解消

・代表的な弊害である
市役所組織の硬直化と
一部業者とのなれ合い
を解消

・イエスマンばかりを
近くに置かない

時代は平成から令和に変わりました。新しい市長と羽生の未来を創りませんか？

羽生の未来を託して欲しい。 羽生新時代への再挑戦！

ご存じですか？これは羽生の現実です。

羽生を変える！中島なおきの重点政策

約7,200万円

一見、たくさん集まっている
ように思えます。しかし逆に
羽生市民が他自治体に1億円以
上納税しており、諸経費を合
わせ収支はマイナスです。

約3,000万円マイナス

令和2年度ふるさと納税

・その事業予算と
人材を福祉部局へ

いくらなんでも5期20年は長すぎる！
緊張感なき羽生市役所。続く不祥事は明らかに「多選の弊害」です。

令和3年1月13日 埼玉新聞
●令和4年2月3日 税務課
市・県民税2項目の課税誤り

●平成31年３月１3日 教育委員会
勤務態度不良による公用車の廃車
勤務時間中に私的な買い物をしたうえ、
スピード過度により公用車で田に転落
その公用車が廃車となる事故を起こす。

●平成31年１月8日 企画課
個人住民税データ入力業務の
受託者における契約及び法令違反

その他、定例会のたびに職員の公用車
での事故が市議会に報告されています。

すぐにやります！市役所改革 改
革

そんな市役所に中島が

羽生の子ども達の学力アップを！

中島はまず、
4年以内に県平均より

高い順位に上げることを
目指します！

埼玉県学力・学習状況調査 総合 【中学校】

平成24年度に小中学校全教室にエアコンを設置。

近隣自治体に先駆けて学習環境を整えた成果はどこに？

●令和元年 58位/県内63市町村中

●令和3年 52位/県内63市町村中 羽生市周辺では次々と市長が代わっています！

今後、水道料金が
大幅に値上げされます。

水道事業は黒字経営が続いて
いるがゆえ、これまで漫然な
経営が行われていたとともに、
計画的な施設修繕を怠ってい

ました。極近い将来、莫大
な修繕費が水道料金に転
嫁されます。

●多選によるコンプライアンス意識の低下を解消
●多選による市役所人事の硬直化を解消
●多選による一部業者、団体との馴れ合いを解消
●有事（災害・感染症等）に備えた直轄の「危機管理課」を設置
●キャラクター事業を縮小 その予算を福祉、教育へ

●久喜市 平成３０年４月 vs新人の選挙 市長交代

●行田市 令和元年４月 vs 新人の選挙 市長交代

●春日部市令和３年１０月 vs 新人3名の選挙 市長交代

●熊谷市 令和３年１０月 引退 市長交代

●加須市 令和４年４月 引退 (4/17投開票) 市長交代

多選の現職
多選の現職
多選の現職
多選の現職
多選の現職
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