
≪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.91  2018/9/1 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆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 8 月 1 日に続く第 91 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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＜川口市議会「第 14 回議会改革推進委員会」会議録より＞ 

第 14 回議会改革推進委員会（7 月 25 日に開催）を傍聴、公文書公開請求 

にて会議録を入手。「議会基本条例の検討について」は、第 13 回の委員会 

で全会一致で検討することが決定しており第 14 回委員会で、提出会派より 

配布資料（市民傍聴者には配布されず）により概要説明があった。 

【会議録に記された主な概要】 

・中核市における「議会基本条例」の制定状況 

 制定済み：35 市、未制定：19 市（6 割が制定済み） 

・近隣市における制定理由事例（さいたま市、戸田市、蕨市） 

・制定議案に対する反対討論事例（大阪市、松戸市） 

・制定自治体の活動事例（情報公開＆市政参加の強化、高校生議会の開催、 

 議会報告会の開催、議会モニターの設置、議会サポーターの設置、近隣 

 大学との政策検討会議の設置、議会図書室へ司書配置 

・議会全体で「議会基本条例」について研修会開催の提案 

★次の委員会は 11 月 6 日（火）13 時 30 分から第一委員会室で行われるが 

議会全体での、議会基本条例についての研修会開催は今年度中に実現して 

欲しいものです。 

★この会議録は、「議会基本条例を考える会」のホームページに掲載して 

います。ご確認くださるようお願い致します。 

http://gikaikaikaku.web.fc2.com/ 
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───────────────────────────────── 

｛１｝『特集』    「議会のチカラで日本創生」を 

           ～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は 7 月 11 日～12 日、早稲田大学 

大隅講堂で「議会のチカラで日本創生」をテーマに全国地方議会サミット 

2018 を開催した。サミットには、過去最高の約 1000 人の自治体議員・職員 

などが参加。「地方創生時代を議会がリードする」との意気込みにあふれた 

サミットは大いに盛り上がった。 

「地方議会から日本を変える」と題した北川正恭・早稲田大学名誉教授に 

よる基調講演からスタート。北川氏は「民意を代表する議会が地方創生を更 

に進める主体ではないか。執行部の追認機関とやじられるような議会から 

脱却し、自分たちこそが地方を変えていくパイオニア、住民の代表機関で 

ある議会が主体となってやっていこう」「本当に議会が変わり始めた。この 

サミットを通じてさらにもう一歩バージョンを上げ、政策提案、議員立法を 

どんどん行うアグレッシブな議会にしていただきたい」と呼びかけた。 

2 日間にわたるサミットを終え、北川氏が「立ち位置を変え、地方から日本 

を変える、地方は議会から変えていこう」と締めくくった。 

サミットの主な登壇者は次の通りです。（順不同） 

【安田充・総務省事務次官、片山善博・早稲田大学教授、大西一史・熊本 

市長、江藤俊昭・山梨学院大学教授、小林宏子・羽村市議会事務局長、清水 

克士・大津市議会局次長、目黒章三郎・会津若松市議会議長。子籠敏人・ 

あきる野市議会議長、ビアンキ・アンソニー・犬山市議会議長、川上文浩・ 

可児市議会議長、尾崎大介・東京都議会議長、松本研・横浜市会議長、中村 

美恵子・早稲田大学教授、南千晴・榛東村議会議長、本間まさよ・武蔵野市 

議会議長、岩永ひさか・多摩市議会議長、白川静子・茅ケ崎市議会議長】 

詳 し く は 月 刊 ガ バ ナ ン ス 8 月 号 に て ご 確 認 く だ さ い 。

https://shop.gyosei.jp/products/detail/9788 

───────────────────────────────── 

｛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.90 発行（8 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。 

https://shop.gyosei.jp/products/detail/9788


   内容は「議会改革」に関連する各種情報です。 

   https://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/ 

 ▽＜第 14 回議会改革推進委員会・会議録入手（8 月 17 日）＞ 

   第 14 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会派名を記入して「議会基本条例を考える会」 

   のホームページに掲載した。 

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

───────────────────────────────── 

｛３｝全国各地の議会改革関連情報 

───────────────────────────────── 

 ▽＜公約実現済みは 46 件、都民ファーストの会が公約 377 件の達成状況 

   を公表＞ 

  THE PAGE より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/08/46377.html 

 ▽＜議場が自主室 注目したい太子町議会の取組み＞ 

  武蔵野市議のブログより。 

  http://blog.livedoor.jp/go_wild/archives/52523690.html 

 ▽＜議員養成塾『真選組』を再開します。＞    

  佐久市民の facebook より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/08/blog-post_3.html 

 ▽＜地方議員年金復活 なり手確保につながるのか＞ 

  熊本日日新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/08/blog-post_4.html 

 ▽＜議会改革意見交換会＞ 

  長野県原村のホームページより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/08/blog-post_5.html 

 ▽＜社会とつながる議会＞ 

  朝霞市議のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/08/blog-post_6.html 

 ▽＜市議会へご意見をお寄せください＞ 

  東村山市議のブログより。 

  http://sato-masataka.net/wp/?p=4564 

 ▽＜先進的な取組みが注目される多摩市議会にヒアリング  

   議会費のあり方に注目＞ 

  「認定 NPO まちぽっと」より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/08/blog-post_8.html 
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 ▽＜県議会改革 今年度の行動計画 広報誌充実や常任委ネット中継＞ 

  チューリップテレビより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/08/blog-post_9.html 

 ▽＜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/2018/08/blog-post_10.html 

 ▽＜「議会と政治」のあり方をめぐりシンポジウム開催＞ 

  当会のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/08/blog-post_11.html 

 ▽＜民意と歩む 議会再生（事務局）＞ 

  当会のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/08/blog-post_67.html 

 ▽＜政・民・学・官オープンイノベーションフォーラムを開催＞ 

  当会のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/08/blog-post_13.html 

 ▽＜「議会のチカラで日本創生」を＞ 

  当会のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/08/blog-post_14.html 

 ▽＜富山市で公開収録 地方議会の改革を考える＞ 

  チューリップテレビより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/08/blog-post_15.html 

 ▽＜議会の中には「政治」がある＞ 

  松坂市議のブログより。 

  http://blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka/archives/52288691.html 

 ▽＜フォーラム｢内部統制・監査制度等の改革と住民自治｣＞ 

  東村山市議の facebook より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/08/blog-post_17.html 

 ▽＜討論原稿、市職員が作成･･･朝霞市議会＞ 

  朝霞市議のブログより。 

  http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2018/08/817-74d7.html 

 ▽＜戸田市と LINE 株式会社が協定を結び、小中学校で「情報モラル教育」 

   が始まっています。＞ 

  戸田市議のブログより。 

  http://blog.todakouen.jp/archives/51690502.html 

 ▽＜「内部統制・監査委員等の改革と住民自治」に山梨学院大学まで 

   行ってまいりました。＞ 
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  朝霞市議の facebook より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/08/blog-post_21.html 

 ▽＜山梨学院大学で自治体学会議員研究ネットワーク主催の「内部統制・監査制度 

   等の改革と住民自治」をテーマにしたフォーラムに参加しました。＞ 

  会津若松市議の facebook より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/08/blog-post_22.html 

 ▽＜議会に提出する「陳情」を「市民提案」と呼称する陳情＞ 

  当会のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/08/blog-post_23.html 

 ▽＜市民との意見交換を実施･･･伊勢原市議会＞ 

  タウンニュースより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/08/blog-post_24.html 

 ▽＜可児市議会の HP が、おすすめ議会 HP として紹介されてます(^o^)/＞ 

  可児市議の facebook より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/08/hphpo.html 

 ▽＜中学生議員、施策提言＞ 

  佐賀新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/08/blog-post_26.html 

 ▽＜戸田市議会にタブレット端末（iPad Pro）が導入されました。 

   任期中、各議員に貸与されます。＞ 

  戸田市議のブログより。 

 ▽＜「市議会だより 187 号」から＞ 

  所沢市民のブログより。 

  https://blogs.yahoo.co.jp/tokocitizen_c14/43670829.html 

 ▽＜上越市議会が議員定数と報酬の見直し開始 議長直属の検討委を設置＞ 

  上越タウンジャーナルより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/08/blog-post_29.html 

 ▽＜9 月議会が始まります！＞ 

  東村山市議のブログより。 

  http://sato-masataka.net/wp/?p=4573 

 ▽＜地方議会の会議術＞ 

  朝霞市議のブログより。 

  http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2018/08/818-40d4.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※ 
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 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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