
≪住民が参加できる、開かれた議会の実現に向けて≫ 
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“みんなで創ろう 身近な川口市議会” 
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◆このメールニュースは「議会基本条例を考える会」が定期的に発行する 

 メールマガジンです。今回は 5月 1日に続く第 16号です。 

 皆様には BCCにてお送りしておりますが、失礼があればお許し下さい。 

◆当会は川口市を中心に活動している市民団体です。川口市議会に関する 

 情報が比較的多くなりますが、悪しからずご了承願います。 

 尚、当団体には県内・外からも同じ志を持つ市民が参加しています。 

◆全国各地の議会改革情報や我々の活動報告をはじめ、様々な関連情報を 

 発信して参ります。本メールマガジンの転送は大歓迎です。 

◆メルマガの登録はこちらです。発行済のメルマガも見ることができます。 

 http://gikaikaikaku.web.fc2.com/mail-magazine.html 
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□■平成 21年 6月 12日に立ち上げた当会の活動も早や満 3年を迎えます。 

□■相変わらず地道な手探りの行動ですが、少しずつ手応えも感じ始めて 

□■おります。この間、川口市議会関係者・川口市民をはじめ全国各地の 

□■方々と積極的に交流を深め、当会の認知度も高まってきたようです。 

□■このたび、当会の名称にサブタイトルを付与することになりました。 

□■副題は“みんなで創ろう 身近な川口市議会”です。“まちはみんなで 

□■つくるもの”と同様に、「身近な川口市議会もみんなで創ろう」との 

□■想いです。皆様のご参加をお待ちしております。市外・県外の市民、 

□■職員、議員・・・どなたでも大歓迎です。 
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───────────────────────────────── 

｛１｝『特集』  “議会改革度”（日経調査）を振り返る 

───────────────────────────────── 

日経が全国 810市区議会を対象にした「議会改革度」調査で 1位に輝いた 

流山市は、全ての委員会をインターネットで中継・録画するなど徹底した 

情報公開が最大の特長です。昨年 12月に公表された市政の「経営革新度の 

調査」においても全国 3位（1位は三鷹市）に評価されており、二元代表制 

での「善政競争」における良い事例の 1つと言えます。 

だが、偏差値 96．26の流山市でも 100点満点では 66．8点に過ぎません。 



市民目線で議会改革を志せば少なくとも 80点程度は達成可能な改善項目で 

あり、議会改革はまだ道半ばと見るのが妥当でしょう。 

日経が示している指標に対する是非はあるでしょうが、今の議会に必要な 

最低限の装備内容だと明言している議員もいる通り、私も全く同感です。 

前回調査から大躍進した議会があり（高山市 470→11、防府市 502→16、 

庄原市 590→19）、議員が本気で取り組めば大幅なランクアップは可能です。 

しかし、市民が市政に関心を持ち、改革を率先して行う議員を数多く輩出 

することが「議会改革」の本質的な決め手なのかも知れません。 

因みに川口市の総合得点は（100点満点）で 18．8点。総合順位は 490位 

（前回は 502位）でした。 

実質審議の舞台となる「常任委員会」等のインターネット中継は、費用が 

嵩むことを理由に先送りする議会が多いが、USTREAMを使えば安価で実施 

できます。議員に公開する覚悟があるかどうかの問題です。公開する事で 

質疑の内容が大幅に向上することは間違いありません。 

───────────────────────────────── 

｛２｝「議会基本条例を考える会」最近の活動報告 

───────────────────────────────── 

 ▽＜川口市議会改革推進委員会・傍聴（5月 10日）＞ 

  同推進委員会が、議会運営委員会に報告する「平成 23年度報告」の 

  在り方を巡り冒頭から可笑しな展開となった。結局意見の一致に至ら 

  なかった項目は、慣例？通り「意見の一致に至らず」で済ます意見が 

  大勢を占めた。論点を明らかにしない理由の主張はあるが、どうすれば 

  討議内容を公表できるかは全く議論せずに終わる。 

  1日開催の常任委員会（4つ）を、2日に分けて開催することは実現の 

  見通しで一歩前進ですが、実施は平成 25年度からとなりそうだ。 

  一体、この推進委員会は、何を何時までにやる組織なのだろうか？ 

  ミッションと納期が不明なままでは、時間の浪費ばかりではないのか。 

  何時も感じることだが、何の為に「議会改革」を行うのか？この理念を 

  議員間で共有されない限り成果を出すのは難しそうです。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-ddff.html 

 ▽＜川口市議会事務局との意見交換会（5月 16日）＞ 

  以前から当会からも要請していた議会改革の理念を学ぶ「議員研修会」、 

  今年度中に開催する目途がついたらしい。市民が参加できるオープン 

  研修会を希望したが、今回は叶いそうになく次回以降に期待したい。 

  7月 8日に開催する「開かれた議会をめざす会」のシンポジウム（講師： 

  江藤俊昭・山梨学院大学教授）をアナウンス、全議員へのチラシ配布を 



  お願いした。豊中市では、定例会がある時は市のトップページの最上段 

  （見やすいところ）に議会情報を提供していることを、ご参考に伝えた。 

  川口市議会の広報広聴活動は、他自治体に比べて相当遅れています。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-3b64-1.html 

 ▽＜議会基本条例を考える会、5月定例会（5月 18日）＞ 

  5月定例会にて、当会のサブタイトルを決めました。 

  我々も“変わらねば”と決意して、皆様に分かり易い副題を付与した 

  次第ですが、「議会基本条例」を制定しつつ議会改革を推進する姿勢は 

  不変です。月例会では、川口市議選分析をＨＰに掲載する内容も決議、 

  川口市議会 3月定例会・一般質問の選考結果の公表なども決めました。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-5a73.html 

 ▽＜川口市議会議員選挙結果の一考察＞ 

  2011年 4月に行われた川口市議会議員選挙について、当会会員が作成 

  した『川口市議会議員選挙結果の一考察』と題する資料を HPに掲載。 

  当会会員による私的考察結果としています。 

  http://gikaikaikaku.web.fc2.com/ 

 ▽＜議員力検定 2012「春」講座（5月 26日）＞ 

  中央大学駿河台記念館で行われた「議員力検定協会 2012講座」に参加。 

  テーマは“議員力を議会力に”。「議会改革」、どうやって議会全体を 

  動かすか、議員の手法、市民の役割などを学習。ワールドカフェでの 

  ディスカッションも有意義でした。新川（にいかわ）達郎・同志社 

  大学大学院教授、江藤俊昭・山梨学院大学教授、廣瀬克哉・法政大学 

  教授、目黒章三郎・会津若松市議会議長ほか錚々たるメンバーです。 

  参加者における総意は、議会改革の理念を確りと共有、タイムリーな 

  情報発信を続け市民を巻き込むことに集約されそうです。 

  全国各地から多くの議員が見える中で、首都圏議会の参加は極めて 

  少ない（危機感が薄いのでは・・・）。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-0457.html 

 ▽＜開かれた議会をめざす会・運営委員会（5月 27日）＞ 

  7月 8日のシンポジウムは江藤俊昭・山梨学院大学教授に講師を依頼 

  する予定ですが、キャッチコピーなど事前打合せを実施。次回のミニ 

  学習会のテーマも「議員研修条例」に決めた。その後「取手市議会 

  基本条例」（取手市は議会改革度全国 7位）について学んだ。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-bde7.html 

 ▽＜川口市議会 3月定例会一般質問に関する選考結果公表・・・5月 28日＞ 

  川口市議会 3月定例会一般質問につき、市民目線を基に独自の視点で 



  評価を行い 3つの項目を選出。その内容を 5月 28日に川口市役所記者 

  クラブ（加入 13社）に対して発表した。議員活動を前向きに評価する 

  事で、市民の皆さんの市議会への関心を深めて貰いたいとの想いです。 

  当活動を継続する為に一般質問の選考委員（サポーター）を募集中。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-3069.html 

───────────────────────────────── 

｛３｝全国各地の議会改革関連情報 

───────────────────────────────── 

 ▽＜第 2回議会事務局研究会シンポジウム in大阪＞ 

   議会改革、初動期から第二期を迎えて 

  ～新時代を乗り越えるための議会と事務局の明日～ 

  日時：平成 24年 6月 16日（土）13:15～17:00 

  場所：大阪大学中之島センター（10階ホール） 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/in-579f.html 

 ▽＜若者にフェイスブックで「議会情報」を発信・・・永平寺町議会＞ 

  福井県の永平寺町議会はフェイスブックに議会のページを開設した。 

  発信ツールとして活用、若者にも議会の情報に触れて貰うのが目的です。 

  同町議会は積極的に情報を発信しているが、また一歩前進したのです。 

  若者が「議会や市政に関心がない」とぼやく前に、関心を持って貰う 

  施策を実施べきでしょう。コストも掛かりません。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-1751.html 

  ▽＜取手市議会のひびきメール＞ 

  取手市議会では、メール登録することで様々な議会情報を送られてきます。 

  議会と市民が身近に感じられる施策です。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-cc2e.html 

 ▽＜予算審議の問題は「時間」と「情報」の不足だけか？ 

   “議員だけの議論”の盲点・・・川崎市議会＞ 

  議員だけの議論の盲点が出ている。検討時間を与えれば、現状よりも 

  格段に優れた質問が出来るのか？ 決算時に摘出した課題を決議し、 

  予算時で改善を図ったか否かをチェックすることを提案しているが 

  協議会のなかでは、議論されていない。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-7178.html 

 ▽＜やっぱりおかしい「一般質問」の年 2回の制限・・・相模原市議会＞ 

  自分の公約を実現する唯一のチャンスである「一般質問」が、今のよう 

  に議員自ら制限しているルールを、甘受している議員に年間 1,100万円 

  を与える財政的余裕は、市債残高 2,330億円を超えようとする相模原市 



  には無い（川口市議会も年 2回の制限があります）。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-3836.html 

 ▽＜成果で議員の給料が変わる 五木村議会の議員評価＞ 

  日本で唯一議員報酬に成果主義を導入した熊本県五木村議会が 2011年度 

  の結果を公表した。5段階評価で最高の「優秀」が 5人、2番目の「やや 

  優秀」が 1人、3番目の「良好」は 3人、4番目の「やや良好」該当なし。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-923c.html 

 ▽＜市政の主人公は【市民】、何故（傍）らで（聴）くの？＞ 

  日頃から「何かおかしい」と感じていることの一つが「傍聴」と言う 

  言葉です。市政の主人公である「市民」が、何故（傍）らで（聴）くの 

  でしょうか？会議は原則公開が当たり前の時代になってきたが、 

  「開かれた議会をめざす」と言いながら市民が傍聴し易い環境は整備 

  されておりません。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-71d7.html 

 ▽＜「決算で政策評価」開始 会津若松市議会「事業仕分け」＞ 

  会津若松市議会は 2011年度決算の政策評価を試行的に行うことを決めた。 

  同市版の事業仕分けで、評価結果を 9月に市長に提言し、来年度の予算 

  編成に生かす。決算の政策評価は東北の自治体議会での導入は初めて。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-c4ae.html 

 ▽＜議会報告会１週間前・・・所沢市議会＞ 

  5月 11日は、18日に開催される所沢市議会報告会の班会議を開催した。 

  広聴広報委員長と言う事もあり班長を務めているので、当日の大まかな 

  流れを決めた。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-1d72.html 

 ▽＜全国市区議会「議会改革度」ランキング・・・アラカルト＞ 

  日経グローカル（5月 21日）に掲載された、全国市区議会（810）の 

  「議会改革度」調査については、日経新聞でも報道されたが、多くの 

  方がブログで書き込んでいます。議会改革の裾野は広がりつつあるが、 

  2極分化の傾向が見られるとの指摘がある。改革が動き始めた議会は 

  次のステップへと進んでいく中、動かない議会は取り残されていく。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-caed.html 

  ▽＜議員定数のあり方に関する審議会を傍聴・・・所沢市議会＞ 

  平成 23年 5月 2日の地方自治法改正により「議員法定上限数」が撤廃。 

  今回は、先に規定された議会基本条例に基づく付属機関としての審議会 

  に議員定数はどうあるべきかの審議を求めるものだ。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-7026.html 



 ▽＜視察対応・・・流山市議会＞ 

  那珂市議会から 20名ほど視察に来られ、説明員として 2時間対応した。 

  流山市議会の改革を学びたい、ということもあるが、町が 2つ合併して 

  市になったばかりなので議会運営について基本的なことを勉強したい、 

  ということだった。視察の後、「全く参考にならなかった」という感想 

  を持たれたら申し訳ない。流山市議会のイメージダウンにもなる。 

  議会を代表して説明員になるので結構プレッシャ―になる。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-3d10.html 

 ▽＜議会広報・・・宮代町議のブログ＞ 

  「埼玉県県民健康センター」で開かれた議会広報研修会に参加した。 

  「議会」報は、市議会のように殆どの部分を議会事務局職員がやって 

  しまうのと違い、町村議会は、議員がすべての作業をします。 

  主催は、「埼玉県町村議長会」ですが、若干市議会からも参加していて、 

  戸田市、久喜市、幸手市などが来ていた。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-736f.html 

 ▽＜議会と市民との意見交換会・・・会津若松市議会＞ 

  3日連続で議会と市民との意見交換会を実施しています。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-9b4b.html 

 ▽＜「議会と語ろう会」・・・永平寺町議会＞ 

  永平寺町議会の、「議会と語ろう会」が、5月 28・29・30日に開催された。 

  チラシのタイトルは、皆様が普段から思っている自由なご意見お聞かせ 

  ください！です。町民の皆様と語り合いたいんです！とあります。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-921a.html 

 ▽＜松阪市議会基本条例第一次素案 7月にパブリックコメント＞ 

  松阪市議会の議会基本条例第一次素案が、特別委員会で了承されました。 

  この素案は、7月 2日からパブリックコメントにかけ市民から意見を頂く 

  ほか、25日に市産業振興センターで市民との意見交換会に諮ります。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-230a.html 

 ▽＜第 2回市民と議員の条例づくり交流会議 IN東海に参加して＞ 

  率直に感じたのは、機関としての議会の実現には、名古屋市会はまだ 

  まだ道半ばであるという事実だ。議員活動をしっかりやっていると 

  感じているかもしれないが、議員個人の活動範囲をやっているという 

  段階であり、議会が機関として民意を吸い上げ、政策実現したり、 

  議会としての考え方や議論の過程を市民に対し説明していることとは 

  次元が違う。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/in-6461.html 



 ▽＜その議会改革は誰のため？・・・岐阜県議のブログ＞ 

  “ちょっとまて！その議会改革はだれのため？”・・・「市民と議員の 

  条例づくり交流会議 in東海」、に参加した岐阜県議のブログです。 

  2日連続で更新しています。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-d342.html 

 ▽＜地方議会の工夫・・・武雄市長のブログ＞ 

  地方議会の工夫と議決権について、言及したブログです。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-cc2c.html 

 

【一般質問を独自評価する川口市民の選考委員を募集中！！！】 

 ＜川口市議会・平成 24年 6月定例会・一般質問は 6月 12日～15日＞ 

 川口市議会の一般質問について、市民目線をもとにした当会独自の評価を 

 行っています。選考委員は当会会員だけでなく、当活動に賛同する方が、 

 当活動のみのサポーターとして参加することができます（会費・報酬等は 

 ありません）。お申込は当会（下記）までご連絡ください。 

 

【次回定例会】 

 6月 15日（金）19:00～かわぐち市民パートナーステーション 

 オブザーバ参加（市民、職員、議員どなたでも）を歓迎致します。 

 

───────────────────────────────── 

◆議会基本条例を考える会（代表：伊田昭三） ※当会は不偏不党です※ 

 連絡先：090-2672-9435 

 ◇ホームページ http://gikaikaikaku.web.fc2.com/ 

 ◇ブ ロ グ  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/ 

 ◇お問い合わせ gikaikaikaku@marinenet.jp 
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