
≪住民が参加できる、開かれた議会の実現に向けて≫ 

─────【 市民が発行する 『議会改革だより』 】─────── 
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“みんなで創ろう 身近な川口市議会” 

議会基本条例を考える会【メールマガジン】Vol.041     2014/7/1 
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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 41 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、当団体には市外・県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 

 

【【【【【 ブログ移転のお知らせ 】】】】】 

当会では 5 年前の設立当初から議会改革のブログを立ち上げ、議会改革 

関連情報を発信して参りました。このたび予期せぬトラブルなどもあり、 

従来の「nifty」から「Blogger」に変更したのでご案内申し上げます。 

（移転先ブログ） 

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/ 

引き続き、「議会改革のブログ」をご愛顧くださるようお願い致します。 

 

【当会の活動へのご支援をお願いします】 

当会の活動は会員の会費とカンパにて行っています。当会の活動にご賛同 

いただける方々のカンパをお待ちしています。 

<三井住友銀行川口支店 普通口座 4301711 議会基本条例を考える会> 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日経新聞が全国 813 市区議会を対象に実施した「第 3 回議会改革度調査」 

結果が発表された。ベスト 3 は 1 位：四日市市、2 位：会津若松市、3 位： 

高山市となり、埼玉県内トップは、今年も所沢市（全国 8 位）であった。 

議会の役割を体系的に定めた「議会基本条例」を制定した議会は 4 割を超 

えたが、旧態依然の議会も多く格差は拡大する一方である。 

http://gikaikaikaku.web.fc2.com/mail-magazine.html
http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/


財源に恵まれた環境にある大都市は、多数会派が首長と持ちつ持たれつの 

関係にあり、改革の動きは鈍い。議会改革度の格差が何れ行政サービスの 

低下となって市民の身に降りかかってくるのだが･･･心配です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

───────────────────────────────── 

｛１｝『特集』 議長の在任期間 

───────────────────────────────── 

日経グル―カル（6 月 16 日号）によれば、議長の在任期間は「2 年ごとに 

交代」が 421 議会（51.8%）で最も多く、初めて 5 割を超えた由。しかし、 

まだ「1 年ごと」が 245 議会（30.1%）を占め、原則 4 年は 91 議会（11.2%） 

に留まると言う。議会の活性化、議会改革を推進する上で議長は中心的な 

役割を果たすべき立場にあり、1 年では余りにも短すぎる。 

自分達の都合だけで特定会派内において議長を大量生産するという議会の 

常識は住民感覚から大きくずれています。議会改革の基本は、議会（議員） 

と住民との意識乖離の解消にあり、議長の短期交代を真剣に考え直して欲 

しいものです。 

───────────────────────────────── 

｛２｝「議会基本条例を考える会」最近の活動報告 

───────────────────────────────── 

 ▽＜川口市議会・傍聴ツアー、新聞に掲載される（6 月 4 日）＞ 

  当会が企画した“大人の社会科見学「川口市議会・傍聴ツアー」が、 

  6 月 4 日付の朝日新聞に掲載されました。 

 ▽＜議員定数・議員報酬等に関する議会検討への要請（6 月 6 日）＞ 

  6 月 6 日当会は、川口市議会議長宛に「議員定数・議員報酬等に関する 

  議会検討への要請」を行い、その旨を同日に記者発表しました。 

  朝日新聞が翌日（6 月 7 日）に取り上げ、紙面に掲載されました。 

 ▽＜議会改革推進委員会の会議録、情報公開請求で入手（6 月 13 日）＞ 

  5 月 20 日に開催された第 21 回川口市議会議会改革推進委員会の会議録 

  を入手、当会の HP にて公開した。 

 ▽＜川口市議会 6 月定例会・傍聴＆視聴（6 月 5 日～26 日）＞ 

  本会議を傍聴＆視聴し、当会のブログで市民に情報提供（動画含む） 

  した。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/06/266.html 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/06/6.html 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/06/62.html 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/06/2663.html 

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/06/266.html
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  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/06/2662014617.html 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/06/63.html 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/06/4542266.html 

 ▽＜第 3 回議会改革度調査（日経）を入手（6 月 19 日）＞ 

  日経が全国 813 市区議会を対象に実施した「議会改革度調査」を入手 

  した。 

 ▽＜「川口市議会・傍聴ツアー」実施（6 月 20 日） 

  「川口市議会・傍聴ツアー」を実施。今回は常任委員会の傍聴ツアー。 

  川口市議会常任委員会の傍聴定員は各 3 名です。 

 ▽＜議会基本条例を考える会、6 月定例会（6 月 20 日）＞ 

  今回の定例会は、オブザーバ参加 1 名を加えての審議。今回の中心は 

  議会だより 5 号の誌面割です。 

 ▽＜議員定数・議員報酬等について新議長に書状を提出（6 月 30 日）＞ 

  当会が 6 月 6 日付で川口市議会議長に提出した「議員定数・議員報酬 

  等に関する議会検討への要請」が期待外れの結果となったので、今後 

  検討される議員報酬等は、専門知識を有する者や市民で構成する会議 

  にて真摯に議論して欲しいと要請した。併せて記者発表も実施。 

───────────────────────────────── 

｛３｝全国各地の議会改革関連情報 

───────────────────────────────── 

 ▽＜さて、若い世代に何を伝えられたか？＞ 

  多摩市議のブログより。 

  http://www.iwanaga-hisaka.net/hisaka/2014/05/post-782.html 

 ▽＜区議会広報委員会新体制＆区議会だより５月２１日号＞ 

  江東区議のブログより。 

  http://www.suzukiayako.com/archives/52150094.html 

 ▽＜議会にタブレット端末 鳥取県日南町＞ 

  日本海新聞の情報です。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/06/blog-post_7.html 

 ▽＜６月議会一般質問のご案内＞ 

  武蔵野市議のブログより。 

  http://blog.livedoor.jp/go_wild/archives/52374300.html 

 ▽＜大人の社会科見学、川口市議会・傍聴ツアー＞ 

  当会のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/06/blog-post_9.html 

 ▽＜市議会新議長＞ 
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  所沢市民のブログより。 

  http://blogs.yahoo.co.jp/tokocitizen_c14/41313401.html 

  ▽＜議会のあり方に関する研究会報告書＞ 

  合志市議のブログより。 

  http://anotherday.way-nifty.com/clearday/2014/06/post-deee.html 

 ▽＜久しぶりの一般質問＞ 

  会津若松市議のブログより。 

  http://www.meguro.gr.jp/blog/?p=1208 

 ▽＜八潮市議会は８２１位（早大マニフェスト研究所議会改革度調査 2013）＞ 

  八潮市議のブログより。 

  http://diary.e-yazawa.her.jp/?eid=876544 

 ▽＜所沢市の自治会加入促進条例＞ 

  所沢市民のブログより。 

  http://blogs.yahoo.co.jp/tokocitizen_c14/41324892.html 

 ▽＜立憲主義を否定するな！ 自治体議員立憲ネットワーク設立へ＞ 

  武蔵野市議のブログより。 

  http://blog.livedoor.jp/go_wild/archives/52375124.html 

 ▽＜6 月議会 一般質問＞ 

  宮崎市議のブログより。 

  http://ameblo.jp/waki-nori1901/entry-11876978090.html 

 ▽＜議会改革度、全国 1800 議会で上位 27 位（早稲田大学マニフェスト 

   研究所調べ）にランキングされた松阪市議会＞ 

  松阪市議のブログより。 

  http://blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka/archives/52123470.html 

 ▽＜本会議質問における事前の答弁調整＞ 

  名古屋市会議員のブログより。 

  http://blog.livedoor.jp/minami758/archives/2170776.html 

 ▽＜『議会改革に、しっかりと取り組んでいきます』 大関新議長、 

  定数削減は 45→42人で可決 川口市議会平成 26 年 6 月定例会・閉会日＞ 

  当会のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/06/4542266.html 

 ▽＜議会改革度・・・川口市は 695 位＞ 

  当会のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/06/blog-post_27.html 

 ▽＜委員（議員）間討議＞ 

  会津若松市議のブログより。 
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  http://www.meguro.gr.jp/blog/?p=1213 

 ▽＜速報「全議員の賛否一覧」～6 月議会が終わりました＞ 

  東村山市議のブログより。 

  http://sato-masataka.net/wp/?p=2269 

 ▽＜第 36 回「あやこ cafe」＞ 

  江東区議のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/06/cafe.html 

 

【川口市議会だよりの記者・編集委員を募集中！！！】 

川口市議会だよりは、年 4 回発行する予定。市民が作る議会だよりを目指し、 

記者・編集委員を募集中（報酬はありません）です。我々と一緒に紙面を 

作りませんか？お申込は当会（下記）までご連絡ください。 

 

【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 18 日（金）18:00～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://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/ 

 ◇お問い合わせ gikaikaikakukawaguchi@gmail.com 
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