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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 10 月 1 日に続く第 93 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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＜「議会活力度」調査、兵庫県西脇市が首位＞ 

日本経済新聞社が全国 815 市区の議会を対象に議会改革や住民の参加状況 

などを聞いた「議会活力度」調査で、兵庫県西脇市が首位となった。審議 

充実や「開かれた議会」などが進んでいる。 

調査は 7 月下旬から 9 月初めにインターネットで実施。813 市区から回答 

を得た。情報公開、住民参加、議会運営のほか、女性議員比率や平均年齢、 

投票率などの基本的事項を加えた 4 分野を聞き、回答を得点化して順位を 

つけたもの。 

西脇市議会が最も力を入れるのは、執行部が提出する予算や条例など議案 

審議の充実だ。決算審査では執行部との質疑を活発にする為、事前に質問 

内容や論点を議員全員で議論し調整する。予算案審議時の指摘がどの程度 

生かされたかも検証。審査結果は翌年度の予算編成に反映させる。住民と 

議員が直接意見交換する議会報告会は、市内に 80 ある自治会単位で開催。 

1 班 3 人の議員で 5 つの班を作り、各班が 1 年に 8 自治会ずつ回るように 

している。ワークショップ形式にし、議論しやすいよう配慮している。 

報告会で出た重要な意見は担当の常任委員会で議論し、政策提言に繋げて 

いる。林晴信議長は「一番の広報の場になっている」と語る。 

2 位の那覇市の翁長俊英議長は「常任委員会の自主的、積極的活動が強み」 

と強調。市民からの陳情書の審査では、陳情者が希望すれば常任委員会で 

直接説明してもらう。現地視察や執行部を交えない議員間の討議も盛んだ。 

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


同市議会は 18 年度から 10 年間の総合計画を、修正した上で可決。審議の 

1 年前から前の総合計画を検証し、計画期間中の中間検証実施などが必要 

だと判断した。総合計画以外でも議案に対する修正可決や否決をしており、 

議会が独自性を発揮している。 

各定例会の前に市民に議案への意見を募集している三重県四日市市が 3 位 

になった。募集は珍しく全国でも注目されている。さらに今回の決算審査 

から委員会での議員間討議を本格導入。委員会の意見として纏まったもの 

のうち可能なものは 19 年度予算案に反映される運び。政策関連の条例の 

議員提案にも積極的に取り組んでいる。》 

尚、残念ながら川口市は 815 市区中「667 位」に低迷しています。 

※詳細は 10 月 20 日付日経新聞にてご確認ください。 
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───────────────────────────────── 

｛１｝『特集』  「市民フリースピーチ制度」の定着化へ 

             ～愛知県犬山市議会～ 

愛知県犬山市議会は 9 月 9 日、3 回目となる「市民フリースピーチ制度」を 

同市議会議場で開催した。市議会では来春の改選までに要綱あるいは議会 

基本条例などに同制度を位置付け、定着化を図る予定だ。この日 10 時から 

の市民フリースピーチ制度開始直前には傍聴席はほぼ埋まっていた。議員 

席には議員が座っているが、執行部席には市民フリースピーチ制度で登壇 

する 7 人の市民が陣取っている。 

ビアンキ・アンソニー議長が冒頭、「市民と議会は密接な関係を持つ必要が 

ある。ここでの発言を議会は真摯に受け止めることを約束します。」と挨拶 

した。市民からは「地方議会は民主主義の原点」「自転車優先道路の設定」 

「2026 年アジア大会」「生物多様性保全の取り組み」「一人暮らし高齢者の 

不安を和らげる為の地域の取り組み」「新しい観光政策・集客装置の開発」 

などを発言。熱のこもった内容に議員との意見交換も活発に行われた。 

この制度は昨年 5 月に議長に就任したビアンキ氏が発案。アメリカの議会 

では「普通に行われていること」とのこと。登壇者は公募。発言内容は 

「犬山市政に関すること」、発言者は 1 回あたり 7 人。議会は市民からいた 

だいた意見を全員協議会などの議論で熟慮して、適切なアクションを取る。 

山田拓郎市長も傍聴、執行部と議会はお互いに市、市民のために切磋琢磨 

していく関係だと話した。 

詳 細 は 月 刊 ガ バ ナ ン ス 10 月 号 に て ご 確 認 く だ さ い 。

https://shop.gyosei.jp/products/detail/9841 

───────────────────────────────── 

https://shop.gyosei.jp/products/detail/9841


｛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.92 発行（10 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/ 

───────────────────────────────── 

｛３｝全国各地の議会改革関連情報 

───────────────────────────────── 

 ▽＜2 年に一度の議会基本条例の検証＞ 

  東村山市議の facebook より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/10/2.html 

 ▽＜猫にタブレット 上尾市の議会改革委員会＞ 

  上尾市民のブログより。 

  http://domex.cocolog-nifty.com/blog/2018/09/post-9d9d.html 

 ▽＜上尾市議会のタブレット導入 市民のための議会改革案とは＞  

  上尾市民のブログより。 

  http://domex.cocolog-nifty.com/blog/2018/09/-3-a675.html 

 ▽＜決算審査特別委員会〜「水害対策」「複合災害対策」を質問＞ 

  江東区議のブログより。 

  http://www.suzukiayako.com/archives/52321865.html 

 ▽＜マスコミの議会改革報道について、近頃、思うこと＞ 

  立山町長コラムより。 

  http://www.town.tateyama.toyama.jp/pub/column/main.aspx?servno=99 

 ▽＜100 条委員会のおおざっぱな流れなど･･･＞ 

  松坂市議のブログより。 

  http://blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka/archives/52290035.html 

 ▽＜議会の品位とは? 熊本市議会の懲罰について思う＞ 

  八潮市議のブログより。 

  http://diary.e-yazawa.her.jp/?eid=877899 

 ▽＜9 月市議会は混乱の中で深夜閉会＞ 

  所沢市民のブログより。 

  https://blogs.yahoo.co.jp/tokocitizen_c14/43710029.html 
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 ▽＜議会改革推進委員会第 1 次答申を議長へ提出！＞ 

  小田原市議会 HP より。 

  

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/citycounc/acommittee/acommittee2-data/p20924-cop

y-copy.html 

 ▽＜マニフェスト大賞 優秀賞 36 件が決定＞ 

  毎日新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/10/blog-post_15.html 

 ▽＜議長選 44 回も決まらず 与那国町議会＞ 

  八重山毎日新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/10/44.html 

 ▽＜首長提案の議案 99.7%可決 17 年度兵庫県内 42 議会＞ 

  神戸新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/10/blog-post_17.html 

 ▽＜地方議会あるべき姿とは？ 住民からの課題、政策に反映を＞ 

  神戸新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/10/blog-post_18.html 

 ▽＜ランキングがすべてではないけれど･･･ 

   八潮市議会は全国市区議会中 778 位、県内でも下から 3 番目＞ 

  八潮市議のブログより。 

  http://diary.e-yazawa.her.jp/?eid=877902 

 ▽＜2019 年 統一選の日程固まる。有権者は賢くあれ。＞ 

  クオリティ埼玉より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/10/blog-post_20.html 

 ▽＜若者の声求め議員出張 盛岡市議会、学生と意見交換＞ 

  岩手日報より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/10/blog-post_21.html 

 ▽＜議会活力度､トップは西脇市議会（兵庫県）＞ 

  日経グローカルより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/10/blog-post_22.html 

 ▽＜津山市議会、議案をボタンで採決 電子表決を 19 年 8 月導入＞ 

  山陽新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/10/blog-post_23.html 

 ▽＜9 月議会 全議員賛否一覧＞ 

  東村山市議のブログより。 

  http://sato-masataka.net/wp/?p=4613 
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 ▽＜議会研究会合同フォーラム 2018in 北海道＞ 

  こくちーず pro より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/10/2018in.html 

  ▽＜日経グローカル、「議会活力度」ランキング＞ 

  松坂市議のブログより。 

  http://blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka/archives/52290433.html 

 ▽＜議会活力度、兵庫・西脇市が首位 日経調査 審議充実＞ 

  日経新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/10/blog-post_30.html 

 ▽＜議員の「育休」明文化へ 兵庫県議会が率先、取得推進＞ 

  神戸新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/10/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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