○松尾たかし（保守系無所属・現市長２期目）(鎌倉学園-日大）
元々選挙は強いが現職なので圧倒的に有利。市役所の不祥事多発、自ら
責任をとらない、決められない市長とのレッテルを貼られている。市議会や職員
組合との関係は年々悪化。３期目立て直して汚名挽回できるのか？
○石田ともつぐ（保守系無所属・弁護士）（湘南高校-早稲田大学）
国選弁護人として弱い立場の人たちを守って来た。優しく温厚な人柄の方で、
「受動喫煙防止」をメインの政策にしている。保守層の受け皿になれるか？
○岩田かおる（革新系無所属・著述業）(都立三鷹高校・元軽井沢町議）
前回現職と一騎打ちで２万票取った。悪を追及するしつこさは凄まじい迫力。
「ごみの一律有料化はやめる」がメインの政策。２度目のチャレンジはいかに？
○寺田ひろひこ（無所属・ＮＰＯ鎌倉自転車振興会代表）
新聞報道から鎌倉市民ではないようです。海上交通の構築等を掲げている。
○飯田よしき（革新系無所属・元ＮＨＫ）(湘南高校-早稲田大学）
ＮＨＫで柱の報道番組チーフプロデューサー、記者として活躍された実力者。
ホームページの政策を拝見すると一番しっかり作り込まれている感じです。

詳細は ☜

◇秋の花…海蔵寺、東慶寺、浄智寺がこの時期お薦めです！
・すすき…稲村ガ崎、線路沿い、蓮乗院、安養院、浄智寺
・コスモス…龍宝寺、青蓮寺、東慶寺、大船観音寺
・こむらさき…瑞泉寺、妙法寺、円覚寺、浄智寺
・秋明菊…瑞泉寺、浄妙寺、青蓮寺、浄智寺、長谷寺
・金木犀…円応寺、海蔵寺、東慶寺、瑞泉寺、浄智寺
・銀木犀…東慶寺、本覚寺、妙本寺、久成寺
・りんどう…海蔵寺、東慶寺、中央公園、明月院
・シオン…海蔵寺、東慶寺、青蓮寺
・ホトトギス…東慶寺、海蔵寺、その他多数
・10 月桜・冬桜…瑞泉寺(冬桜)、報国寺、成福寺、青蓮寺
・ばら…鎌倉文学館、フラワーセンター、旧華頂宮邸
・さざんか…源氏山、安国論寺、浄智寺、東慶寺、海蔵寺
・菊花展…鶴岡八幡宮
浄智寺かき
※鎌倉情報館「秋の花」情報ＨＰをご覧ください！

富貴 を望まず

※１０月１２日(木)19 時～生涯学習センタンターで開討論会（鎌倉青年会議所主催）
↑様々な機会があるので話しを聞きましょう。お時間の無い方は長嶋の Web でチエック→

※鎌倉市議会・〒248-8686 御成町 18 番 10 号
(完全無所属)
電話 0467－23－3000(市役所代表)
自宅：極楽寺 2-6-10-201
メール
ｋａ ｍ ａｋ
ｕｒａｓｉ＠
ｇｍａｉｌ.
ｃｏｍ
長嶋ＨＰ

◆第 101 号 (９月) ３期目 2 号

我 人に媚びず

◆鎌倉市長選挙に名乗りを上げている候補(９月２５日現在)
投票率は前回３７．４％と低かった。衆議院選と同日になると 20%近く上がる。
鎌倉市政の荒れ具合は他人事ではスミマセン。しっかりした判断をお願いします

・稲村ガ崎小学校卒
・御成中学校卒
・茅ケ崎高校卒
・和光大学卒
・元(株)西友社員
・鎌倉情報館管理人

鎌倉市議会議員・長嶋竜弘

◆超隠蔽体質の鎌倉市…鎌倉市は情報公開請求で資料を要求して
も、写真のようにまっ黒に塗りつぶされた状態で出てくる資料ばかりです。
←写真は「観
光協会雇い
止め問題」で
市民活動部
長が案内所
職員に面談し
た記録。

雇い止め問題
1/24 Blog

↑この中身が公開されない限り、「観光協会の雇い止め問題」の実態は
闇の中。しかし予算は 5 月臨時会で満額復活。オカシナハナシです。
←写真はコンプラ
イアンス推進委員
会が行った「鎌倉
市職員意識調
査」の結果。
オンブズマンが意
識調査の情報公
開請求をしたらまっ
黒で出てきました。

鎌倉市職員
意 識 調 査
7/19 Blog

↑この「鎌倉市職員意識調査」の中身は市長の第 99 回のモーニングメッ
セージ、6 月議会の一般質問で話されています。内容は裏面へ⇒⇒

◆「鎌倉市職員意識調査」…これではメンタル比率ＮＯ.1 になるはずだ！
①法令違反に直面した事がありますか？
・疑わしい行為又は違反する行為を感じた事がある人→302 人(14.7％)
②セクハラを受けた又は疑わしい行為を受けたと感じた事がありますか？
・過去にセクハラを受けた経験がある→82 件
・現在もセクハラを受けている→4 件
・セクハラと思われる行為を受けた→80 件
・現在もセクハラと思われる行為を受けている→７件
③パワハラを受けた又は疑わしい行為を受けたと感じた事がありますか？
・過去にパワハラを受けた経験がある→203 件
・現在もパワハラを受けている→33 件
・パワハラと思われる行為を受けた事がある→229 件
・現在もパワハラと思われる行為を受けている→45 件
④公益通報制度をあまり信用していない、信用できない→649 件(40%)
・ハラスメント相談員にあまり期待できない、期待できない→452 件(25%)
←私に届いた告発の手紙！
職員意識調査結果がその酷
さを証明していると思います。隠
ぺい、責任取らない、自ら動
かない では 誰も信用し ない 。
8/26、9/9、9/11 にもまた告発
手紙が来ています。異常な状
態でも市長は自ら対応しない。
・調査依頼先→「組織として、とても悪い状況である」
・市長→「私自身とても大きな衝撃を受けました」
・市長→「ｾｸﾊﾗやﾊﾟﾜﾊﾗの改善に取り組まない職員には厳しく対応していく」
この８年間、パワハラ・セクハラ、不適切な事務処理、いじめ、など私は沢山
告発を貰い扱ってきました。しかし、市長が真剣に取り組まなかった事で辞めて
いった職員、不動産を売ってまで引っ越した鎌倉市民もいらっしゃる。
４０％もの職員が公益通報制度を信用していないと言う回答。だから写真のよ
うに私の所に告発が来てしまうのです。
内部告発で発覚した２件のセクハラ問題何時まで隠しておくのでしょうか？
その他この１ヶ月でいただいた告発の手紙は４通。益々増えてきています。

◆鎌倉市長選挙再分析…衆議院総選挙と同日になると影響大！

＊2013 年市長選挙結果

＊2009 年市長選挙結果

・松尾たかし 32,875 票
（得票率 61.51％）
・岩田かおる 20,574 票
（得票率 38.49％）
・無効票…1,380 票（0.94％）
・投票率…37.4％

・松尾たかし…40,096 票
(得票率 62.32%)
・渡辺みつこ…24,244 票
(得票率 37.68%)
・無効票…1,391 票
・投票率…44.6％

◆衆議院総選挙第 47 回結果
2 あさお 慶一郎 91,063.000 無所属
1 山本 ともひろ

61,479.000 自由民主党

4 かとう 勝広

20,063.000 日本共産党

3 おぎわら 隆宏 16,633.000 無所属
第４区計

189,238.000

－

※衆議院議員総選挙小選挙区鎌倉市得票
・浅尾慶一郎
第 46 回 47,032
第 47 回 42,977
▼4,055

・山本ともひろ
第 46 回 24,532
第 47 回 26,581
△2,049

・荻原隆宏
第 46 回 14,917
第 47 回 8,146
▼6,771

・加藤勝広
第 46 回 7,466
第 47 回 9,238
△1,772

・自民党
46 回 22,520
47 回 28,861
△6,341
・維新
46 回 15,251
47 回 13,844
▼1,407
・民主党
46 回 16,598
47 回 16,238
▼360
・公明党
46 回 5,622
47 回 6,656
△1034
・共産党
46 回 6,105
47 回 12,652
△6,547

・社民党
46 回 2,222
47 回 2,270
△48
・みんなの党

46 回 19,557
47 回
0
・未来の党
47 回 7,090
・次世代の党

47 回 2,890
・生活の党
47 回 2,503
鎌倉市各政
党票合計
46 回 95,213
47 回 86,169
▼9,044

◆鎌倉市政の課題は？…現市政２期８年で問題が噴出、あらゆる事が停滞
多発する不祥事、ごみ問題、観光客急増、渋滞、道路老朽化、施設活用(扇
湖山荘・野村総研跡地等)、保育所・学童待機児童、子育て支援、歩行者安全
確保、自転車違反、高齢者・障がい者外出支援、バリアフリー、樹木管理、
災害対策(地震・津波・風水害・崖崩れ)、街並み景観保全、公衆トイレ設置、イン
バウンド・オリンピック、違法民泊対応、男女共同参画、職員士気低下・メンタ
ル休職 No1、事業数削減、公共施設再編、新たな財源確保 etc…
※4 大テーマ⇒ＪＲ新駅、山崎新焼却炉、北鎌倉隧道、市役所本庁舎移転

