
≪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.94 2018/12/1 
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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 11 月 1 日に続く第 94 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、川口市は下位（667 位）に低迷＞ 

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。調査は 

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、 

議会運営の他、女性議員比率や平均年齢、投票率等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。 

残念乍ら川口市は 815 市区中 667 位と下位に低迷。埼玉県内 40 市の中でも 

32 位と中核市としては恥ずかしい位置です。 

川口市議会の状況を調査してみたので概要を報告いたします。 

◆総合順位：667 位（埼玉県内 40 市の中では 32 位） 

◆低い項目：住民参加（18 点満点で 2 点） 

      公開度（20 点満点で 4 点） 

      直近の投票率（37.5％） 

      住民や団体の意見の取り扱い 

      議会基本条例制定（未制定） 

◆他市比較：住民参加のトップは会津若松市の 16.5  

      公開度のトップは町田市、鳥羽市の 17.1 

＜埼玉県内の上位＞ 

1 位：所沢市、2 位：富士見市、3 位：坂戸市、4 位：戸田市、 

5 位：久喜市、6 位：鶴ヶ島市、7 位：飯能市、8 位；ふじみの市、 

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


9 位：さいたま市、10 位：和光市 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

｛１｝『特集』  高校生＋大学生＋議会モニター＋議員による政策検討 

               ～北海道斜里町議会～ 

───────────────────────────────── 

斜里町議会は 10 月 1 日、本会議場で「斜里高生・北大生・議会モニター・ 

議員による政策検討」と題した演習を行った。議会と若い世代との交流が 

少ないことから企画されたもの。議場の執行部席に高校生・大学生が座り、 

議員と質疑応答を行う場面もあり、新たな議会のあり方を予感させる演習 

となった由。同町は前回の町議選が無投票だったことで議会改革が加速、 

この演習もその一環だ。高校生が議場で観光プランをプレゼン、ワークシ 

ョップでプランを検討してグループ毎に質疑、特別委員会の報告書をめぐ 

って議員と大学生などが討議している。今回の演習が実現した背景の 1 つ 

には、町議会が北大大学院と包括的連携協定を締結していることがある。 

詳細は、月刊ガバナンス 11 月号にてご確認ください。 

───────────────────────────────── 

｛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.93 発行（11 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（11 月 6 日）＞ 

   第 15 回議会改革推進委員会を傍聴してきた。何時も傍聴者は概ね 

   私 1 人ですが、この日は聴力障害者との 2 人（手話者 2 人付）です。 

   5 月 11 日に開催された第 13 回委員会で、全会一致で「検討する」と 

   決まった「議会基本条例の検討について」は、7 月 25 日に開催の 

   「第 14 回委員会」で提案された「研修会の開催」は、意見の一致を 

   見ずに終わり誠に残念。最後の委員会は来年 1 月 28 日に開催の予定。 

   何故「議会改革」が必要なのか！来年 4 月の改選で当選した「市議」 

   には、骨格部分（議会のあり方、情報公開、市民参加、議案審議の 

   充実など）から議論を深めて欲しいものです。 

───────────────────────────────── 

https://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/


｛３｝全国各地の議会改革関連情報 

───────────────────────────────── 

 ▽＜狛江市議会が 10 月 20 日に初の議会報告会： 

   市民に開かれた議会めざし、3 つのテーマで意見聴く＞ 

  K－PRESS より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/10203.html 

 ▽＜上越市議会がマニフェスト大賞優秀賞＞ 

  新潟日報より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/blog-post.html 

 ▽＜基山中 3 年生 14 人が子ども議会 観光や防災審議＞      

  佐賀新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/14.html 

 ▽＜審議する議会にしていくための努力の必要性＞ 

  松坂市議のブログより。 

  http://blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka/archives/52290511.html 

 ▽＜【クイズに挑戦】目指せ!選挙マスターを開催します＞ 

  埼玉県 HP より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/blog-post_5.html 

 ▽＜投票率アップへ SNS と連動 県選管が新たな取り組み＞ 

  福島テレビより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/sns.html 

 ▽＜議会のトリセツ」発行 松阪市議会、議会改革で＞ 

  伊勢新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/blog-post_7.html 

 ▽＜議会ランキング 続・『日経グローカル』誌＋早稲田大学マニフェスト 

   研究所 松阪市議会のケース＞ 

  松坂市議のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/blog-post_9.html 

 ▽＜公務員が NPO？触媒となり地方議会を解き明かす＞ 

  ニコニコニュースより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/npo.html 

 ▽＜（議会改革をたどって 3）夕張ショックで目覚めた＞ 

  朝日新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/blog-post_11.html 

 ▽＜議会改革で葉山モデル構築へ  覚せい剤事件受け報告会＞ 

  タウンニュースより。 

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/10203.html
http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/blog-post.html
http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/14.html
http://blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka/archives/52290511.html
http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/blog-post_5.html
http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/sns.html
http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/blog-post_7.html
http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/blog-post_9.html
http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/npo.html
http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/blog-post_11.html


  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/blog-post_13.html 

 ▽＜議会改革をたどって･･･「政策サイクル」を回す＞ 

  朝日新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/blog-post_15.html 

 ▽＜議会報告会へお出かけください(^_^)/＞ 

  東村山市議のブログより。 

  http://sato-masataka.net/wp/?p=4673 

 ▽＜「有権者育てた模擬投票」･･･議会改革をたどって＞ 

  朝日新聞より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/blog-post_19.html 

 ▽＜午後から議会基本条例について学びます＞ 

  八潮市議のブログより。 

  http://diary.e-yazawa.her.jp/?eid=877912 

 ▽＜「議会活力度調査」日経新聞から所沢市議会の現状は？＞ 

  所沢市民のブログより。 

  https://blogs.yahoo.co.jp/tokocitizen_c14/43741500.html 

 ▽＜マニフェスト大賞グランプリ 犬山市議会に学ぶべきこと＞ 

  武蔵野市議のブログより。 

  http://blog.livedoor.jp/go_wild/archives/52530489.html 

 ▽＜議会活力度 775 位～日経調査 815 市区で朝霞市議会＞ 

  朝霞市議のブログより。 

  http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2018/11/1112815-e3ae.html 

 ▽＜二元代表制と国政政党＞ 

  船橋市議のブログより。 

  https://ameblo.jp/hasegawamasaru/entry-12418859682.html 

 ▽＜市議会だより第 188 号＞ 

  所沢市民のブログより。 

  https://blogs.yahoo.co.jp/tokocitizen_c14/43747036.html 

  ▽＜議会報告会 17 日＞ 

  所沢市民のブログより。 

  https://blogs.yahoo.co.jp/tokocitizen_c14/43748105.html 

 ▽＜日曜午後シンポ＞ 

  松坂市議のブログより。 

  http://blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka/archives/52291106.html 

 ▽＜全国初の複数自治体による景観法上の景観協議会を設置＞ 

  大津市議会局次長の facebook より。 
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  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/11/blog-post_28.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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