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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 6 月 1 日に続く第 17 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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□■偶々、兵庫県多可町（人口：23,252 人）のホームページ（HP)を見る 

□■機会がありました。多可町は、6～7 年前に 3 町が合併して誕生した町 

□■です。手づくり風の温もりのある HP に惹かれて町役場に電話をかけて 

□■しまいました。総務の 3 人が仕事をしながら「手づくり」で HP を構築、 

□■この 3 年間で着実に進化を遂げていることが判りました。 

□■“天高く 元気ひろがる 美しいまち”の HP は、動画・写真・音楽・ 

□■地図などをフル活用、フェイスブックやツイッターの公式サイトも設 

□■けています。担当者との電話を通じ、楽しく充実した仕事の雰囲気が 

□■伝わってきました。市民に「見つけ易く・分かり易く・使い易い」 

□■HP。議会にとっても参考になるのではと思ってご紹介した次第です。 

□■市民参加の原点は「情報共有」にあり、と私は常々考えています。 

□■｛多可町 HP｝はコチラです。・・・http://www.takacho.jp/ 
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───────────────────────────────── 

｛１｝『特集』 新しい議会を創り出そう 

───────────────────────────────── 

月刊ガバナンス 5 月号『変わるか！地方議会』に、鎌倉市議会が登場して 

います。同市議会は 3 月定例会で「自転車の安全利用を促進する条例」を 

全会一致で可決。この条例は期数の少ない議員が超党派にて任意の「政策 



法務研究会」を設置し検討してきたものです。議長を通じ各派代表者会議 

に諮ることで議会内で認知される研究会となった。任意研究会ならではの 

フットワークを活かして政策条例を結実させたことは、議員にとり大きな 

自信をもたらしているようだ。市民の利益にも繋がる嬉しいニュースです。 

確りとした“志”さえあれば、会派の壁を乗り越えることが出来ると言う 

先進事例です。 

7 月 8 日（日）、「開かれた議会をめざす会」では、山梨学院大学教授の 

江藤俊昭氏をお迎えし“新しい議会を創り出そう！”とのシンポジウムを 

開催します。今からでも間に合いますので是非ご参加頂き、新しい議会を 

一緒に創り出しましょう。 

＜開かれた議会をめざす会＞ http://hirakugikai.net/ 

───────────────────────────────── 

｛２｝「議会基本条例を考える会」最近の活動報告 

───────────────────────────────── 

 ▽＜川口市議会議員各位に、メールマガジンのご案内（6 月 1 日）＞ 

  メールアドレスを公開していない川口市議会議員各位に最新のメール 

  マガジンを同封し、メールアドレス公開及びメールマガジンのご案内 

  を行った。 

 ▽＜川口市議会 6 月定例会・当会 HP にアップ（6 月 4 日～22 日）＞ 

  6 月 4 日開会の川口市議会 6 月定例会、本会議の映像を当会の HP に 

  アップした。http://gikaikaikaku.web.fc2.com/ 

 ▽＜当会の活動が、朝日新聞（埼玉版）に掲載される（6 月 8 日）＞ 

  議長の会派離脱問題で混乱する川口市議会の動きを尻目に、市民団体 

  「議会基本条例を考える会」が、3 月定例会一般質問の登壇者を独自の 

  視点で評価し公表した・・・。詳しくはコチラをご覧ください。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-7615.html 

 ▽＜議会基本条例を考える会、6 月定例会（6 月 15 日）＞ 

  6 月定例会に参加した 1 人の蕨市民が、会の活動に賛同され入会された。 

  6 月定例会一般質問の独自評価の改善について「突っ込み度の評価」や 

  「当会のコメント付与」等の意見も出たが詳細は 7 月定例会で検討する。 

  10 月 14 日に開催される「ボランティア見本市」は今年も参加する予定。 

 ▽＜開かれた議会をめざす会・運営委員会（6 月 24 日）＞ 

  「開かれた議会をめざす会」の運営委員会に参加。7 月 8 日に開催する 

  総会及び“シンポジウム”（ゲストスピーカ：江藤俊昭・山梨学院大学 

  教授）の細部について打合せた。当日発表する「傍聴規則（改正案）」 

  内容も審議した。http://hirakugikai.net/ 



───────────────────────────────── 

｛３｝全国各地の議会改革関連情報 

───────────────────────────────── 

 ▽＜東村山市議会「議会改革」の今＞ 

  昨年 6 月議会に設置された「議会基本条例制定を進める特別委員会」が 

  間もなく 1 年を迎えます。産みの苦しみなのでしょうか？ 

  http://satomasataka.blog110.fc2.com/blog-entry-849.html 

▽＜議会改革度、所沢市議会は全国 6 位＞ 

  日経のランキング調査を読んだ、所沢の市民グループのブログです。 

  所沢市議会は改革度ランキング 6 位となった。極めて高い評価を維持して 

  いると言える。しかし市議会を傍聴して常々感じるものと少し違う。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-3c18.html 

 ▽＜川口市議会、議長の不信任動議で紛糾！＞ 

  6 月 4 日 10 時に開会された川口市議会。自民会派から篠田議長の不信任 

  動議が提出され紛糾、空転し、閉会したのが午後 9 時半でした。 

  詳しくはこちらにて・・・。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-7fa0.html 

 ▽＜ランキングが最大の情報ではないはず・・・議会改革度の日経調査＞ 

  実際に行っている「改革」そのものが住民に評価されていれば、ラン 

  キングの効能など、何ほどのこともない。続きはこちらにて・・・。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-cc58.html 

 ▽＜中津市議会 ユニーク改革 全議員自由討議や意見交換会＞ 

  中津市議会では、全議員が本会議場で意見を交わす「自由討議」や、 

  ベテラン議員新人議員の意見交換会、さらには会派を超え市政の課題 

  に取り組む政策研究会など、議員の質の向上と市執行部へのチェック 

  機能を高めることを狙い、議会の改革に取り組んでいます。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-90d2.html 

 ▽＜「バカヤロー市議会議員」・・・著者 川名雄児＞ 

  武蔵野市の現役市議会議員が、地方政治の裏側を詳しく述べている。 

  刺激的なタイトルですが、地方から政治を考え日本を変えたいと熱心に 

  行動している、志の高い地方議員の著作です。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-86f3.html 

 ▽＜かながわ新人地方議員会議・・・1 期生の政策プラットフォーム＞ 

  統一地方選から 1 年あまり、初当選した神奈川県内の新人議員による 

  政策プラットフォーム「かながわ新人地方議員会議」が 4 月に発足。 

  1 期目の若手議員ならではの大胆な発想と行動力で神奈川の議会・政治 



  を変えようと意気込んでいます。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-46e7.html 

 ▽＜議会による『監視と提言』はどうか～6 月定例会に注目・・・所沢市議会＞ 

  県内では「議会改革度」第 1 位の所沢市議会ですが、見える化は進展 

  したものの市民の実感はイマイチのようです。特に「執行機関に対する 

  監視と提言」に不満がある模様・・・。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-28b4.html 

 ▽＜飯能市議会、タブレット端末導入＞ 

  飯能市議会は、ペーパーレス化による経費節約を図るため、タブレット 

  端末を全議員（21 名）に配布。既に全員協議会で利用を開始、今後は 

  本会議などでも活用する計画だ。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-c6b2.html 

▽＜議会基本条例提案へ 神戸市議会 6 月定例会＞ 

  神戸市議会は、議会改革の方策を議論する「市会活性化に向けた改革 

  検討会」の最終会合を開き、議会の役割や責任を明文化した「議会基本 

  条例」案をまとめた。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-fc10.html 

 ▽＜議員表彰について＞ 

  現状の議員表彰、市民感覚との大きなズレを感じます。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-62ad.html 

 ▽＜超党派の「政策法務研究会」が、条例を制定・・・鎌倉市議会＞ 

  鎌倉市議会は 3 月 7 日の本会議で「自転車の安全利用を促進する条例」 

  を全会一致で可決。この条例は期数の少ない議員が超党派（28 人中、 

  過半数を超える 17 人が参加）で「政策法務研究会」を設けて検討して 

  きたもの。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-f0b7.html 

 ▽＜議会改革・・・船橋市議会＞ 

  「質の改革」をしたかったのですが、なかなか進みません。どっぷり 

  ぬるま湯体質は船橋市役所の執行機関だけの病気かと思っていたら、 

  どうも議会にもしっかり伝染し、なかなか薬が効きにくいところまで 

  浸透しているようです。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-a3de.html 

 ▽＜川崎市議会キッズページがオープン、話し合いするところだと、大丈夫？＞ 

  市議会は「まちの明日、私たちの将来を考え、話し合うところ」であり、 

  市議会の中で「選挙で選ばれた代表者（＝議員）がみんなの代わりに 

  話し合いをします。」えっ！こんなこと言っていいの？ 



  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-38b5.html 

 ▽＜「流山市議会ホーム」、ページリニュアルアンケート募集中！＞ 

  流山市議会のホームページが、市民の皆様にとって「みつけやすく・ 

  わかりやすく・つかいやすい」事が何よりも重要であると考え、ホーム 

  ページを一新します。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-a568.html 

 ▽＜『いいね！かわぐち』＞ 

  『いいね！かわぐち』は、「みんなで川口のいいね！を増やす」“かわ 

  ぐち人”たちが集まる facebook サイトです。 

  キーワードは“情報を共有し協働するまちづくり”。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-ccb6.html 

 ▽＜市民と作るＨＰ・・・流山市議会＞ 

  「市民と作るＨＰ」が目標です。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-ae07.html 

 ▽＜川口市議会・新議長は、板橋智之氏（50 歳）＞ 

  不信任動議で揺れた「川口市議会」は、22 日に行われた 6 月定例会 

  最終日に新議長に「板橋智之」氏（自民・3 期・50 歳）を選出した。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-e0c0.html 

 ▽＜市民参加条例特別委員会・・・流山市議会＞ 

  昨年 12 月議会に上程され、継続審議となり、3 月議会でまたも継続審議 

  となった。今回は有志議員が修正案をつくり、最終決着を目指した。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-a7db.html 

 ▽＜パソコン持ち込み試行・・・船橋市議会＞ 

  まずは、委員会へのパソコン持ち込み試行開始。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-d4a3.html 

 ▽＜20 代の投票率向上を目指す、学生団体 ivote(アイ・ヴォート)＞ 

  学生団体 ivote(アイ・ヴォート)は、20 代の投票率向上を目指し活動。 

  「投票したって何も変わらないよ」 確かに、政治への失望感や若者を 

  無視した政治の現状から、 政治に関心が持てないのも仕方が無いかも。 

  でも…変わらないのは「あなたのせいかも？」 http://www.i-vote.jp/ 

 ▽＜「多摩市議会ウオッチングの会」、毎日新聞に紹介されました＞ 

  多摩市議会の傍聴や議員の「通信簿」の公表などを通じ、市政への関心 

  を掘起こす運動を 14 年間続けてきた「多摩市議会ウオッチングの会」の 

  活動が、5 月 30 日付毎日新聞に掲載されました。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-b1ab.html 

 ▽＜議会改革、道半ば・・・「議会改革度」調査より＞ 



  全国 810 市議会・区議会（無回答の 6 市を含む）を対象に、議会の情報 

  公開・住民参加・議会運営などの進み具合を調べた日経の「議会改革度」 

  調査によると、千葉県流山市、三重県鳥羽市、佐賀県嬉野市がベスト 3 と 

  なった。地方分権や住民の厳しい視線を背景に改革の動きは広がりつつ 

  あるが、首長と慣れ合う旧態依然の議会も相変わらず多い。議会改革は 

  道半ばであり、身近な開かれた議会と呼ぶには程遠い段階と言えそうだ。 

  http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-af9e.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】 

 7 月 20 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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