
≪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.62  2016/4/1 
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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 3 月 1 日に続く第 62 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、当会には川口市外からも同じ志を持つ複数の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。発行済のメルマガも見ることができます。 

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

 

【【【【【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。 

川口市議会が未発行の「川口市議会だより」を当会が自主発行しており 

その経費処理に苦慮しております。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』 

『ゆうちょ銀行振替口座 ゼロイチキュウ店（019）当座 0634053』 

 ※名義は何れも「議会基本条例を考える会」 
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「議会改革」と言っても関係者以外には分かり難いと思います。日経グロ 

ーカルが全国 813 市区議会・議長に対して行った「アンケート調査」にて 

「議会改革度」第 2 位にランキングされた、会津若松市議会の目黒章三郎 

議長が自身のブログで「議会改革ってナニ？」を 3 回シリーズで紹介して 

います。その 1 部をこのメルマガにて報告いたします。 

『議会改革とは、議会が住民のために役立つよう、その機能を発揮する 

仕組みを絶えず改善していくことです。具体的には 

①議会として（議員個人ではなく）、市民意見を直接聞く場を設ける。 

②議事運営の中に議員同士の意見交換の場を設ける。 

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


③請願や陳情する人を議会に招き、その趣旨を聴く機会を設ける。 

本市議会が大きく変わったきっかけは、平成 20 年 6 月の議会で制定された 

議会基本条例です。』 

※詳しくは目黒議長のブログ（下記）にてご確認ください。 

その 1：http://www.meguro.gr.jp/blog/?p=1323 

その 2：http://www.meguro.gr.jp/blog/?p=1329 

その 3：http://www.meguro.gr.jp/blog/?p=1334 
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───────────────────────────────── 

｛１｝『特集』 市民との対話をベースに議会基本条例を制定へ 

            ～千葉県袖ケ浦市議会～ 

───────────────────────────────── 

千葉県袖ケ浦市議会（議員定数 24 人）は 2 月 16 日、市民会館で議会改革 

推進特別委員会による研修会を開催。研修会では、対話による議会改革の 

方向性などを学習した。市議会では今年 9 月までに、市民との対話の場の 

設置を盛り込んだ議会基本条例を制定する予定だ。対話の意義や手法を学 

ぼうと開かれた研修会には、協定を締結している岩手県久慈市議会の議会 

事務局職員も参加、2 つの議会の関係者が混じる形で座った。冒頭の挨拶 

にて特別委員会の笹生猛委員長が「地方を盛り上げるには、議会が変わる 

必要がある。久慈市議会と一緒に学んでいきたい」と述べた由。詳しくは 

月刊ガバンス 3 月号にてご確認ください。 

【出典：月刊ガバナンス 3 月号】 

───────────────────────────────── 

｛２｝「議会基本条例を考える会」最近の活動報告 

───────────────────────────────── 

◎【市民と議員の「対話集会」4 月 6 日に開催します！】 

  当会の初企画、市民と議員の対話集会は、4 月 6 日（水）19 時から 

  かわぐち市民パートナーステーションで開催します。昨年 4 月初当選 

  されたフレッシュな市議と市民との対話集会です。住み易い川口市の 

  実現に向けて、対話で「共通の基盤」を探してみませんか？ 

  ★概要はコチラでご確認ください。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2016/03/blog-post_45.html 

 ▽＜メールマガジン Vol.61 発行（3 月 1 日）＞ 

   メールマガジン Vol.61 発行。川口市を中心に全国の市民・議員宛に 

   毎月お送りしています。 

 ▽＜川口市議会「第 3 回議会改革推進委員会」、会議録入手（3 月 2 日）＞ 

http://www.meguro.gr.jp/blog/?p=1323
http://www.meguro.gr.jp/blog/?p=1329
http://www.meguro.gr.jp/blog/?p=1334
http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2016/03/blog-post_45.html


   2 月 9 日に開催された「第 3 回議会改革推進委員会」会議録（要点 

   筆記）を、情報公開請求で入手した。 

  ▽＜議員と市民の「対話集会」ご列席のお願い、発送（3 月 3 日）＞ 

   4 月 6 日に開催する頭記対話集会のお願い状を、川口市議会の新人 

   議員 11 名宛に郵送した。 

 ▽＜当会が発行する「川口市議会だより 9 号」発刊（3 月 13 日）＞ 

   「川口市議会だより 9 号」が完成、関係部門に配布・回覧した。 

 ▽＜市民と川口市議会議員との「対話集会」、記者発表（3 月 14 日）＞ 

   4 月 6 日に開催する頭記「対話集会」を、川口市役所記者クラブにて 

   公表。3 月 27 日付埼玉新聞、3 月 30 日付朝日新聞に掲載される。 

 ▽＜議会基本条例を考える会 3 月定例会（3 月 18 日）＞ 

   4 月 6 日に開催する「対話集会」の当日運営、集客方法、事前準備 

   などについて討議。新年度からの会費値上げも決めた。 

 ▽＜かわぐち市民パートナーステーション共同事務所全体会（3 月 27 日）＞ 

   市民パートナーステーション共同事務所全体会に参加した。 

───────────────────────────────── 

｛３｝全国各地の議会改革関連情報 

───────────────────────────────── 

 ▽＜川口市議会３月定例会一般質問通告。。。＞ 

  川口市議のブログより。 

  http://ameblo.jp/wakayamasami/entry-12134333547.html 

 ▽＜住民も議会も笑顔になれる議会報告会を考えよう＞ 

  東村山市議のブログより。 

  http://sato-masataka.net/wp/?p=3259 

 ▽＜今日から長い議会始まる＞ 

  宮代町議のブログより。 

  http://kanou-miyashiro.blog.so-net.ne.jp/2016-02-29 

 ▽＜取手市メールマガジン ひびきメール（議会情報）＞ 

  取手市メールマガジンより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2016/03/blog-post_5.html 

 ▽＜請願・陳情＞ 

  船橋市議のブログより。 

  http://ameblo.jp/hasegawamasaru/entry-12134621445.html 

 ▽＜市民が参加できる議会にするには 公開勉強会案内＞ 

  矢板市民のブログより。 

  http://blogs.yahoo.co.jp/miyazawaakio1630/69197835.html 
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 ▽＜会津若松市議会は通年開会状態＞ 

  会津若松市議のブログより。 

  http://www.meguro.gr.jp/blog/?p=1309 

 ▽＜小城市議会議長になった平野泰造さん＜議会改革で風通しよく＞＞ 

  佐賀新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2016/03/blog-post_11.html 

 ▽＜市長の意向と市政運営～市長の公約と政策～＞ 

  松阪市議のブログより。 

  http://blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka/archives/52252310.html 

 ▽＜議長としての心がけ＞ 

  会津若松市議のブログより。 

  http://www.meguro.gr.jp/blog/?p=1319 

 ▽＜シンポジウム･･･要るか要らぬか「ながの市議会」＞ 

  ネットより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2016/03/blog-post_19.html 

 ▽＜当会が発刊する「川口市議会だより」９号です。＞ 

  当会のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2016/03/blog-post_20.html 

 ▽＜登別市議会、委員会・議員の自己評価を実施へ＞ 

  室蘭日報より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2016/03/blog-post_21.html 

 ▽＜審査･審議無の｢教育委員同意案件｣に反対有～川崎市議会の内部改革へ向けて＞ 

  川崎市民のブログより。 

  

http://blog.goo.ne.jp/goalhunter_1948/e/a0304fc400d3b62b3a294381b65e0db7?fm=rss 

 ▽＜市民から見てどのような市議会改革が必要か＞ 

  所沢市民のブログより。 

  http://blogs.yahoo.co.jp/tokocitizen_c14/42540433.html 

 ▽＜議会図書室を考える＞ 

  船橋市議のブログより。 

  http://ameblo.jp/hasegawamasaru/entry-12141719140.html 

 ▽＜１４年度、地方議会の改革度 愛媛県議会２１３位＞ 

  愛媛新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2016/03/blog-post_27.html 

 ▽＜山陽小野田市議会が改革に向けて研修会＞ 

  宇部日報より。 
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  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2016/03/blog-post_28.html 

 ▽＜「議会基本条例」の見直し ～ やはり様子が変だ＞ 

  所沢市民のブログより。 

  http://blogs.yahoo.co.jp/tokocitizen_c14/42544008.html 

 ▽＜「議会を変える議員間討議」＞ 

  岐阜県議のブログより。 

  http://gifu-ohta.jp/?p=1590 

 ▽＜モラージュ菖蒲に期日前投票所設置 久喜市と包括連携協定＞ 

  産経新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2016/03/blog-post_31.html 

 

【次回定例会】 

 4 月 15 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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