
≪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.89  2018/7/1 
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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 89 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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＜議会改革度調査 2017、川口市議会は回答せず＞  

「議会改革度調査 2017」ランキング、6 月 7 日に早稲田大学マニフェスト 

研究所から発表された。 

北海道芽室町議会が 4 年連続 1 位、2 位が大津市議会、3 位が大阪府議会と 

なった。中核市は大津市議会が 3 年連続でトップ、中核市（54 市）の中で 

川口市だけが回答していません。何故でしょうか？ 理解に苦しみます。 

【調査概要】2018 年 2 月下旬メールや郵送で調査依頼を全地方議会に送付、 

1,318 議会が回答（回答率 74%）。2010 年度から今回で 8 回目の調査となる。 

【調査目的】 

(1)全国の議会改革がどのような状況・傾向にあるか、確認する指標として 

活用する。 

(2)議会自身が改革度を数値で把握することで自己評価や改善をして、善い 

政治を競う「善政競争」を促す。 

【調査の観点】 議会が果たすべき役割として 3 つの柱をあげ、改革度合を 

数値化し、ランキング化した。 

(1)情報共有（本会議などの議事録や交際費・視察結果の公開具合と検証） 

(2)住民参加（傍聴のしやすさ、議会報告会などの実施、住民意見の聴取） 

(3)議会機能強化（議会本来の権限・能力を発揮するための機能強化状況） 
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───────────────────────────────── 
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｛１｝『特集』 土台を整え、政策立案・提言活動を活発化 

           ～軽井沢町議会～ 

長野県軽井沢町議会は 2008 年に議会報告会を実施、10 年から通年議会を 

試行、「議会基本条例」を制定するなど着実に改革の歩みを進めてきた。 

これらを土台に政策立案・提言活動を活発化、住民福祉の向上に取り組ん 

でいる。概要は下記の通りです。 

軽井沢町（直近の）投票率は 61％ですが、議会改革度との相関関係が高い 

ように私は思います。 

◆削減後の議員定数は 16 人、女性 5 人（約 3 割）とバランス良い 

◆傍聴者への議案書等の資料配布を開始 

◆議会議員研修条例を制定 

◆議会報告会は、「議会とまちづくりを語る会」に変更 

◆議会基本条例前文で「議会改革を継続し発展させる」と明記 

◆予算常任委員会・広報広聴常任委員会の設置 

◆15 年に第 5 次議会活性化特別委員会を設置（議会改革検討から変更） 

①議会 ICT 化の充実②議員相互の自由討議③議会からの政策提言④広報広聴 

の充実強化⑤連続性のある予算・決算審査の検討⑥議会基本条例の検証 

⑦規則及び申し合わせ事項の見直し⑧政策サポーター・議会だよりモニター 

制度導入の検討⑨議会力・議員力向上の取組み等について調査研究 

◆議会による事業評価を試行 

◆議会からの政策提言を、執行部がスピーディに予算化 

★詳細は月刊ガバナンス 6 月号にてご確認ください。 

https://shop.gyosei.jp/products/detail/9734 

───────────────────────────────── 

｛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.88 発行（6 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・会議録入手（5 月 30 日）＞ 

   第 13 回議会改革推進委員会・会議録を情報公開請求にて入手した。 

   マスキングされている発言会派名を追記、当会の HP にて公開した。 

https://shop.gyosei.jp/products/detail/9734
https://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/


───────────────────────────────── 

｛３｝全国各地の議会改革関連情報 

───────────────────────────────── 

 ▽＜7 月 5 日から報告会 大館市議会改革協 4 日間、初の土日開催も＞ 

  北鹿新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/blog-post.html 

 ▽＜地方議員の「なり手不足」深刻 宮崎・五ケ瀬町議補選、立候補ゼロ  

   県内最低の報酬、若者は敬遠＞ 

  西日本新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/blog-post_2.html 

 ▽＜議会報告会の 2 回目＞    

  所沢市民のブログより。 

  https://blogs.yahoo.co.jp/tokocitizen_c14/43589323.html 

 ▽＜本日より戸田市議会が始まりました。今日は新市長の所信表明。 

   これに関連して 6 月 7 日に各会派から総括質問が行われます。＞ 

  戸田市議のブログより。 

  http://blog.todakouen.jp/archives/51685289.html 

 ▽＜淡路市議会は何点？ 市議 7 人が街頭アンケート＞ 

  神戸新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/blog-post_5.html 

 ▽＜「梼原町議員団」議会改革学ぶ 長野・喬木村を視察、意見交換＞ 

  毎日新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/blog-post_6.html 

 ▽＜議会報告会へ一言＞ 

  所沢市民のブログより。 

  https://blogs.yahoo.co.jp/tokocitizen_c14/43591148.html 

 ▽＜議選監査は、制度設計上ありえない ＞ 

  武蔵野市議のブログより。 

  http://blog.livedoor.jp/go_wild/archives/52519642.html 

 ▽＜議会改革の新たな視点「図書館と議会の連携」 7/3 開催＞ 

  武蔵野市議のブログより。 

  http://blog.livedoor.jp/go_wild/archives/52519884.html 

 ▽＜女性市議ゼロ解消へ指南、鹿児島＞ 

  KYODO より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/blog-post_10.html 

 ▽＜バス減便とデマンド・タクシー採用を 市議会が政策提言＞ 
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  両丹日日新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/blog-post_11.html 

 ▽＜チーム議会の意味 十勝研修会報告から＞ 

  武蔵野市議のブログより。 

  http://blog.livedoor.jp/go_wild/archives/52520353.html 

 ▽＜あなたのまちの議会は何位？先進議会は固定化、議会改革調査トップ 300 公開＞ 

  THE PAGE より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/300.html 

 ▽＜富山市議会 40 位に上昇も 議会改革「依然遅れている」＞ 

  チューリップテレビより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/40.html 

 ▽＜戸田市議会  市議全員にタブレット端末 補正予算案提出＞ 

  毎日新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/blog-post_15.html 

 ▽＜全国地方議会サミット 2018＞ 

  ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟より。 

  http://www.local-manifesto.jp/gikaigiin/workshop/docs/2017111400016/ 

 ▽＜都議会常任委員会で初ネット中継＞ 

  NHK ニュースより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/blog-post_17.html 

 ▽＜一般質問、夜間と休日に 傍聴者増狙い あすから 3 日間試行＞ 

  毎日新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/blog-post_18.html 

 ▽＜地方議会改革ランキング・関西地方が上位。都道府県 1 位大阪、都議会ふるわず＞ 

  THE PAGE より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/1.html 

 ▽＜八潮市議会改革度は大幅に後退！＞ 

  八潮市議のブログより。 

  http://diary.e-yazawa.her.jp/?eid=877856 

 ▽＜土台を整え、政策立案・提言活動を活発化･･･軽井沢町議会＞ 

  月刊ガバナンス 6 月号より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/blog-post_21.html 

 ▽＜議会改革は議員の意識改革＞ 

  武蔵野市議のブログより。 

  http://blog.livedoor.jp/go_wild/archives/52521251.html 

 ▽＜県議会改革検証に着手 委員会初会合、年内に報告書＞ 
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  神戸新聞 NEXT より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/blog-post_24.html 

 ▽＜地方議員研究会、講演会＞ 

  地方議員研究会より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/blog-post_25.html 

 ▽＜朝霞市議会の改革ランキングは 980 位＞ 

  朝霞市議のブログより。 

  http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2018/06/621980-28b8.html 

  ▽＜6 月議会が本日閉会。全議員の賛否一覧をアップします。＞ 

  東村山市議のブログより。 

  http://sato-masataka.net/wp/?p=4517 

 ▽＜内部統制・監査制度等の改革と住民自治＞ 

  当会のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/blog-post_29.html 

 ▽＜6 月議会が終わりました＞ 

  東村山市議のメール便より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/6_30.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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