
≪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.88  2018/6/1 
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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 5 月 1 日に続く第 88 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が、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 
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さいたま市選挙管理委員会では、「平成 30 年度さいたま市選挙管理委員会  

重点施策」を HP で分かり易く掲載している。前文（下記）をご覧下さい。 

『選挙は、有権者が政治に参加する最も重要かつ基本的な機会であり、 

投票参加は民主政治の健全な発展のために欠かすことのできないものです。 

昨年度、さいたま市長選挙、埼玉県議会議員補欠選挙（南第 5 区さいたま 

市大宮区）、衆議院議員総選挙が執行されましたが、18 歳選挙権年齢も定着 

しつつあり、18 歳・19 歳の投票率について期待をしていたところです。 

しかしながら投票率は 3 つの選挙とも低迷を続けており、20 歳代、30 歳代 

の投票率も同様な傾向です。また、区別に投票状況を分析すると、10 区 

それぞれの投票率にも差があり、昨年度の市・区選挙管理委員会合同会議 

の資料からも、同じ区内でも投票所によって大きな差が生じている現状を 

改めて認識いたしました。さいたま市選挙管理委員会は、これらの課題へ 

の対応を確実に行うためにも、区選挙管理委員会との連携を一層強化する 

とともに、引き続き選挙事務の管理執行を適正に行い公平・公正な選挙の 

実現に努め、有権者が投票しやすい環境の整備や政治意識の向上を図り、 

有権者の積極的な投票行動を促進し、投票率向上を目指していきます。』 

詳細はコチラでご確認ください。 

http://www.city.saitama.jp/006/009/007/p022783.html 

川口市も「平成 30 年度川口市選挙管理委員会重点施策」を分かり易く公開 

して欲しいものです。 

http://gikaikaikaku.web.fc2.com/index.html
http://www.city.saitama.jp/006/009/007/p022783.html
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───────────────────────────────── 

｛１｝『特集』 継続的な議会改革の推進に、さまざまな仕組みを導入 

               ～登別市議会～ 

全国で議会基本条例を制定した自治体議会は 800 を超えるが、制定だけで 

改革が進んでいない議会も少なくないと言われる。その中で「登別市議会」 

は 2011 年に制定した議会基本条例で、議会改革を継続的に推進することを 

規定。実施状況をチェックシートにまとめて公表することで改革の継続を 

＜担保＞している。 

昨年 5 月に就任した成田議長は改革の継続に向け、常任委員会の充実強化 

や情報公開と市民参加促進など 3 項目の検討を議会運営委員会に諮問する 

など継続的な議会改革の推進に様々な仕組み＜基本条例に係る議員自己評価 

を実施、委員会では年間活動計画を策定、毎年議会フォーラムを開催など＞ 

を導入している。詳細は月刊ガバナンス 5 月号にてご確認ください。 

◎登別市議会議員選挙（平成 27 年）の投票率は、56.19％に上っています。 

これも、議会改革を継続推進している成果の 1 つではないかと思います。 

◆月刊ガバナンス 5 月号 

https://shop.gyosei.jp/products/detail/9702 

◆登別市議会 HP 

https://www.noboribetsu-shigikai.org/ 

───────────────────────────────── 

｛２｝「議会基本条例を考える会」最近の活動報告 

───────────────────────────────── 

 ▽＜メールマガジン Vol.87 発行（5 月 1 日）＞ 

   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。この 

   メルマガは全国の議会改革関連情報をかき集めて流しています。 

 ▽＜議会改革のブログ（毎日）＞ 

   議会改革のブログを発足以来、毎日欠かさずに更新しています。 

   内容は「議会改革」に関連する各種情報です。 

   https://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/ 

 ▽＜議会改革推進委員会・傍聴（5 月 11 日）＞ 

   第 13 回議会改革推進委員会を傍聴してきた（傍聴者は市民 1 名、 

   議員 3 名）。次回は 7 月 25 日（水）10 時から開催される予定です。 

   今回のトピックスは「議会基本条例の検討について」。これまで反対 

   していた一部の会派が検討開始に賛同、全会一致となりました。 

───────────────────────────────── 

https://shop.gyosei.jp/products/detail/9702
https://www.noboribetsu-shigikai.org/
https://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/


｛３｝全国各地の議会改革関連情報 

───────────────────────────────── 

 ▽＜継続的な議会改革の推進に、さまざまな仕組みを導入＞ 

  月刊ガバナンス 4 月号より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2018/05/blog-post_2.html 

 ▽＜新松山市議決まる 本分に立ち返り市政課題解決を＞ 

  愛媛新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2018/05/blog-post_4.html 

 ▽＜進めています！議会改革＞  

  習志野市議会より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2018/05/blog-post_5.html 

 ▽＜取手市メールマガジン ひびきメール（議会情報）＞ 

  取手市議会より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2018/05/blog-post_6.html 

 ▽＜5/12(土)はオープンな空間で開催する議会報告会へお越しください！＞ 

  東村山市議のブログより。 

  http://sato-masataka.net/wp/?p=4476 

 ▽＜18 歳投票率、さいたまの高校生に意識調査 初導入時は「お祭り」  

   1 年で 10％減、初回の反動顕著＞ 

  埼玉新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2018/05/blog-post_8.html 

 ▽＜県議会への情報端末導入を検討･･･山梨県＞ 

  山梨放送より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2018/05/blog-post_9.html 

 ▽＜明日は文教・建設常任委員会の視察で福岡県春日市・山口県下関市に行

きます。 

   戸田市の小中学校で 4 月から始まった「コミュニティ・スクール」先進

地です。＞ 

  戸田市議のブログより。 

  http://blog.todakouen.jp/archives/51684132.html 

 ▽＜今週末、議会報告会でお待ちしています！＞ 

  東村山市議のメール便より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2018/05/blog-post_11.html 

 ▽＜町村議会シンポ 総務省改革案へ疑問相次ぐ＞ 

  毎日新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2018/05/blog-post_12.html 
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 ▽＜ギャンブル依存症対策とカジノ･･･自治体が果たすべき役割とは＞ 

  政治山より。 

  https://seijiyama.jp/article/news/nws20180509.html 

 ▽＜横浜市議会は、4 年前に議員立法で「財政責任条例」を策定＞ 

  横浜市議会より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2018/05/4_14.html 

 ▽＜議会報告会開催（5 月 19 日・23 日）のお知らせ＞ 

  所沢市民のブログより。 

  https://blogs.yahoo.co.jp/tokocitizen_c14/43575913.html 

 ▽＜武蔵野市議会 本会議で託児サービスを実施へ＞ 

  武蔵野市議のブログより。 

  http://blog.livedoor.jp/go_wild/archives/52518634.html 

 ▽＜昨日午後 1 時 21 分、ついに「政治分野における男女共同参画推進法」成

立！＞ 

  八潮市議のブログより。 

  http://diary.e-yazawa.her.jp/?eid=877838 

 ▽＜平成 30 年 5 月 22 日(火曜日)に議会改革協議会を開催します。＞ 

  まちぱぶより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2018/05/30522.html 

 ▽＜新刊「ところざわ市議会だより」を読む＞ 

  所沢市民のブログより。 

  https://blogs.yahoo.co.jp/tokocitizen_c14/43582440.html 

 ▽＜市民の声を聴く会＞ 

  千歳市議会 HP より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2018/05/blog-post_21.html 

 ▽＜保育所待機児童数の速報が出ました＞ 

  東村山市議のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2018/05/blog-post_22.html 

 ▽＜早稲田定例会「議会選出監査委員の是非を考える」＞ 

  ローカル・マニフェスト地方議員連盟の HP より。 

  http://www.local-manifesto.jp/gikaigiin/workshop/docs/2018040600027/ 

 ▽＜川口市議会・議会改革推進委員会、傍聴＞ 

  当会のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2018/05/blog-post_23.html 

 ▽＜「議会報アンケート終了」＞ 

  八潮市議のブログより。 
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  http://happy.ap.teacup.com/asada/4858.html 

 ▽＜議会報告会は意見交換＞ 

  所沢市民のブログより。 

  https://blogs.yahoo.co.jp/tokocitizen_c14/43585180.html 

 ▽＜長野県飯綱（いいづな）町にて＞ 

  会津若松市議のブログより。 

  http://www.meguro.gr.jp/blog/?p=1661 

 ▽＜地方議会専門紙  The Gallery（相模原市議会をよくする会）＞ 

  当会のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2018/05/gallery.html 

  ▽＜地方議会改革 実践重ねて道を開こう＞ 

  信毎 web より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/05/blog-post_29.html 

 ▽＜安芸高田市議会基本条例を制定しました。＞ 

  安芸高田市議会 HP より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/05/blog-post_30.html 

 ▽＜富山市議会 議会改革 県外の先進的な議会を視察へ＞ 

  チューリップテレビより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/05/blog-post_31.html 

 

───────────────────────────────── 

◆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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