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第1章　新たなステージを迎えた議会改革

　おかしいことは「おかしい」と言い続けよう。こ
れが私達の合言葉だ。市民目線や民間感覚で議会を
見て、何か「おかしい」「変だ」「怪しい？」と感じ
たら、率直に「おかしい」と伝える。これも市民が
果たすべき役割の一つではないだろうか。意外と当
事者が気付いていないこともあり、不都合だと分
かっていても放置しているケースが、多々ありそう
だ。
　自治の主人公である市民ができる改革とは、「おか
しい」と言い続けることだと思う。あきらめずに発
言し続けることによって、議会は間違いなく変化し
ていくと信じている。

1．「住民が参画できる、開かれた議会」を目指して

「議会基本条例を考える会」の生い立ち
　まず、当会の堅苦しい名称の由来について若干触
れておく。
　当会は平成 21年 6月に設立、中心メンバーは「川
口市自治基本条例」（川口市をどんなまちにしていく
のか、その基本ルールを定めた川口市の憲法となる
条例）で縁

えにし
があった市民である。川口市で自治基本

条例が制定されるとの情報を察知し、平成 19 年 4
月「自治基本条例を考える会」を立ち上げ、活動を
開始した。
　翌 5月には（財）地方自治総合研究所の辻山幸宣
所長を講師として招聘し、講演会「何故必要か、自
治基本条例」（後援：川口市）を開催した。その後に
設置された「川口市自治基本条例策定委員会」には、
会員の中から数名が公募市民として策定作業に参画
した。
　川口市自治基本条例は平成 21年 4月に施行され、
当時の「自治基本条例を考える会」のメンバーが、今
は当会の中核として活動している。単純に「自治」
を「議会」に名称を変え、「議会基本条例を考える

会」としただけなのだ。
　この名称については賛否両論がある。しかしこの
名称は「川口市議会基本条例」制定後でも使える。そ
して、僭越ながら、全国自治体の議会改革も推進し
たいという熱き想いもあり、今のところ名称変更の
予定はない。

「出来ることを、出来る範囲で」
　川口市は過去三代にわたり、市長がそれぞれ 4期
以上を務めるなど、昔から保守性が強い自治体であ
る。平成 17 年に「開かれた議会をめざす会」1）（1
都 6県の市区議及び市民で構成）が発表した “議会
活性化アンケート ”では、川口市議会は、何と埼玉
県内最下位と評価されている。
　議会及び議員の役割・責務と開かれた議会につい
ては、川口市の憲法と呼ばれる「川口市自治基本条
例」に規定されているものの、市民感覚からすると
「違憲状態（？）」にあるように思う。何かが「おか
しい」と感じているのである。活動を始めた当時（平

Case 3　埼玉県川口市

おかしいことは「おかしい」と言い続けよう
川口市 議会基本条例を考える会代表　伊田昭三

1） 開かれた議会をめざす会URL　http://hirakugikai.net/
2） 議会基本条例を考える会URL　http://gikaikaikaku.web.fc2.com/

参考：川口市自治基本条例（抜粋）
〈議会及び議員の役割及び責務〉
第 15条　議会は、市民の意思が市政の運営に反映され
るよう、議案を審議し、議決しなければならない。

2　議会及び議員は、市民の意思が市政の運営に反映さ
れるように政策を立案するように努めなければなら
ない。

3　議会は、市民の意思が市政の運営に反映されている
かを調査し、監視しなければならない。

〈開かれた議会〉
第 16条　議会は、原則としてすべての会議及び委員会
を公開し、これらの結果を、速やかに、かつ、分か
りやすく公表しなければならない。

2　議会及び議員は、市民の市政への参加を推進するた
め、市民の意見を聴取し、その意思の把握に努める
ものとする。
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成 21年 7月）に議会基本条例を制定していた自治
体は 63だったが、平成 23年 3月 8日時点ではすで
に 3倍近くに増大した。
　二元代表制の下、議会と首長（執行部）が善政競
争を行い、住民が幸せに暮らせるまちづくりを願っ
て活動をスタートさせ、議会基本条例を制定しつつ、
改革を進めることを訴えてきた。目指すのは「住民
が参画できる、開かれた議会」づくり、そのポイン
トとなるのは「住民合意の政策を提言する議会」「住
民が参加しやすい議会」「しっかりと討議する議会」
だと考えている。
　メンバーには仕事を抱えている現役も多いことか
ら、出来ることを、出来る範囲で、無理をせず取り
組むことで合意、言い出しっぺの私が代表を務める
ことに相成った。毎月第 3金曜日の 19時から定例
会を開催すること、ホームページやブログをすぐに
立ち上げることも同時に決めた。活動拠点は川口駅
東口のキュポ・ラM4階「かわぐち市民パートナー
ステーション」である。
　なお、川口市に登録し活動している団体というこ
とで、ボランティア感謝祭で「感謝状」を川口市長
から頂戴している。毎年開かれる「ボランティア見
本市」にも出展、「もっと議会に関心を持って」と、
市民に呼びかけている。

2．活動の特徴は「対話」と「情報発信」

　川口市外の会員も含め、総勢 9名の小さい団体で
ある私たちの活動の特徴を一言で示すならば「対話」
である。まずは「お互いを知ることから始める」と
いうことだ。議会と対立するのではなく、各会派及
び議会事務局との対話を重視した活動を地道に展開

してきた。設立以来、ブログでの年中無休の情報発
信も続けている。

各会派との対話
　当会の設立後、川口市議会議員（40名全員）に挨
拶状を送り、当会の紹介を行った。さらに今年 4月
の統一地方選後にも挨拶状を郵送、初当選された方
も含め、当会の活動内容を全議員にご理解いただく
ことに注力し、議会改革の取り組み強化をお願いし
た。
　まずは最大会派である自民党（現在 17 名）との
意見交換会から開始、警戒心を払拭するために、私
の経歴書も配布した。一般的に相互理解を深めるの
は容易なことではないが、対話を重ねることで徐々
にお互いに相手の事情が分かってきたように思う。
公明党、共産党、民主新風会、川口みらい（旧無所
属クラブ）とも意見交換を行ったが、議会改革に対
する温度差を感じている。対話を通じ、議会内にお
ける合意形成の難しさも少しずつ分かってきたが、
まさに「小異を捨て大同につく」で、何とかそこを
乗り越えてほしいものだと思っている。
　相手を知ることが基本であり、全てのスタートは
ここから始まる。知り合いの議員も徐々に増え、最
近ではフェイスブック、ツイッター、メール等も活
用した議員との接触も深まりつつある。

議会事務局との対話
　議会事務局とは、議会事務局長が交代された平成
22 年 4月から、原則として年 4回の定例会後に意
見交換会を行っている。立場の違いから意見が食い
違うこともあるが、話し合いを続けることで距離が
縮まってきたような気がしている。
　議会改革の推進にとって、議員と「車の両輪」で
ある議会事務局が主体的に動くことが必須であり、
これからも実りある対話を継続する予定だ。

ホームページ、ブログ、メルマガでの情報発信
　当初は、議会改革のワンストップ・サービスをね
らって作ったホームページだが、道半ばに終わって
いる。それでも全国の議会改革ファンからの問い合
わせも増えており、それが情報発信側の励みにも
なっている 2）。
　トップ画面には「更新情報」「ブログ」「メールマ
ガジン」を埋め込み、利用者の利便性にも配慮した。
ブログでは、当会の活動のほか、全国の情報（新聞・
雑誌、地方議員のブログ等）及び地元川口市、埼玉
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県内自治体の議会改革関連情報を届けている。
　今年 2月から毎月発行しているメールマガジン
（議会改革だより）は、メールアドレスを公開してい
る川口市議会議員にも配信中だが、メールアドレス
を公開しない議員、メールを使わない議員には送る
ことができない。なぜメールを公開しないのか、使
わないのか。理解に苦しむところだ。
　ネットを使った情報提供だけでなく、市民向けの
紙媒体「チラシ」も 5種類ほど作成している。

3．この2年間の主な活動成果

　議会改革を推進する市民団体が存在することで、
「議会がウォッチされている」と感じさせること自体
が、議会に良い影響を与えていることは確かであり、
活動量に比例して改革が進む手応えも感じ始めてい
る。
　川口市議会議長宛の要望書は、あえてすぐにでも
出来そうな、極めて低いハードルの改革も含め、こ
れまでに 4件提出した。これに対し、全てについて
一応の回答はあったものの、実現したものは決して
多いとは言えず大変残念である。しかし、要望しな
ければ何一つ実現しなかったわけであり、一歩前進
と前向きに自己評価をしている。
　意見交換会を通じて互いを知り合うことで、各会
派及び議会事務局との相互理解が進んだのも大きな
成果だ。また、「市民と議員の条例づくり交流会議」
などを通して知り合えたすばらしい諸先輩からは、
沢山の知識やノウハウを吸収させていただいた。こ
こで授かった教えを多くの方々と共有し、情報交換
の場とするため、「開かれた議会を目指す埼玉市民団

体連絡会」のような、緩やかな組織づくりを模索中
である。
　ホームページやブログで積極的に情報発信した成
果の一つが、平成 23年 3月 28 日付の東京新聞（埼
玉版）である。東日本大震災前に取材を受け、震災
後に受けた電話取材と併せて取り上げられた。「震災
こそ役割考える時　市民目線で政策提言を」との見
出しで通年議会にも言及、少しはお役に立てたよう
だ。地味なブログのアクセス数は、1日平均で 100
人程度、ユーザーは全国に広がり知名度もアップし
てきた。

4．今後の課題と私達の展望について

議会基本条例の制定を後押し
　当初、「議会が変われば社会が変わる」と考えて行
動を開始したが、一方で、少し甘かったような気も
している。3人の市長が 14期（56 年間）の長期に
わたり市政運営してきた川口市において、開かれた
議会を推進していく活動は想像以上に厳しいものが
ある。
　私達が取り組むべき最大の課題は、もちろん、議
会基本条例の制定である。平成 22年 8月 3日に開
催された「川口市議会運営委員会小委員会」では、議

市民向けのチラシ

東京新聞の埼玉版に掲載（H23.3.28）
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会基本条例に関し「改選期を目前に控え、時間的に
も難しいと思われることから、改選後に必要の是非
について検討する」と決定された。今年 3月に発行
された「自民党川口市議団レポート」も、“自民党
市議団・議会改革断行中 ”として「議会基本条例」
制定の検討に言及、議会改革を進めることを約束し
ている。また、統一地方選挙で「議会改革」を公約
に掲げて当選した市議も会派を問わず多数に上って
おり、追い風が吹いているこの好機を捉えてアタッ
クしていきたい。
　できる改革を推進しつつ、議会の役割を具体的に
定義し、議員が改選されても議会改革が担保される
条例づくりを提案していく。
　市民が主体的に参加できる仕組みづくりを提案、
市民が議会に関心を示す契機にもつなげたい。併せ
て、「ニセ」議会基本条例づくりの牽制も行っていく。

市民に対するアプローチ
　市民に対しては、「議会を知ってもらう」ことに注
力する。街頭における市議会のインターネット中継
を始め、市民目線での議員評価や議員を招いた議会
報告会（意見交換会）などを検討中である。
　議会改革を進めることが市民生活の向上には必要
と訴え、共に行動する仲間や理解者を募っていきた
いと考えている。それには様々な市民と、直接対話
する機会を増やす努力が欠かせない。ボランティア
見本市やボランティア広場の活用もその一つである。
　埼玉県内では朝霞市の「むしょう」など、「議会通
信簿」を発行している団体もあるが、そうした先進
事例を参考に、次の選挙では立候補予定者にアン
ケート調査を行い、立候補者情報をまとめ、インター
ネットや紙媒体で有権者に伝えることも考えている。
　「地元だから」「知っているから」という尺度で投
票する市民は後を絶たず、こんな状態が続く限り、議
会にふさわしい人材を議会に送り込むのは難しい。
次の選挙に向けて、有権者への有効な情報提供が必
須だと考えている。今回の川口市議選では 49 人が
立候補したが、この中から 1人を選ぶための情報は
極めて貧弱である。唯一の公式情報である「選挙公
報」欄のスペース的な問題（県議に比べて市議のス
ペースは 26％）もあるが、政見の記載もない選挙公

報はなくしていかねばならない。「川口市選挙公報の
発行に関する条例」のマニュアル整備の推進につい
ても、川口市選挙管理委員会に働きかけていくつも
りである。
　議会に必要な議員を市民が主体的に選出し、議会
が一つの組織として機能することを最終目標に、市
民に信頼され、首長との善政競争が実現できるまち
を目指していきたいと考えている。

「議会の見える化」が実現できるように
　今年の統一地方選挙の後、全国の自治体議会で「議
長・副議長選挙」が行われた。しかしながら多くの
議会では、傍聴した市民に誰が候補者であるのかさ
えも分からない。川口市議会も同様である。全ての
議会で立候補制を導入し、「見える」「納得できる」
普通の議長選挙を実施してほしいものである。
　議長には、4年間の任期中、しっかりと職務を全
うする覚悟が必要だ。さらに付け加えるならば、新
議員が誕生してから6月議会が始まるまでの当選後
の動きが市民には全く見えない。代表者会議等でど
んなことが話し合われ、臨時会開催に至ったのか、等
である。4年後にはこれらを含め、「議会の見える
化」が実現できるよう、着実に作業が進むことを切
望している。新しい議会がスタートする最初が極め
て肝心である。悪しき前例踏襲型議会には、一日も
早く決別していただきたいと強く願っている。
　私達はこれからも、二元代表制のもとで果たすべ
き議会の役割をしっかり押さえ、“おかしいことは
「おかしい」”と声を発していくつもりだ。議会は、
市民との意見交換会で市民の意見を聴取し整理、問
題を発見して課題を設定、分析・調査をして政策立
案を行う。行政の監視も大事だが、本来は政策立案
の役割の方が重要だ。少ないスタッフでも知恵を絞
り、「議会チーム」として行動すれば出来る仕事であ
る。きちんとした政策立案ができて初めて、市民の
信頼が得られるのである。
　私達も議員諸兄も、目指す先は同じはずである。お
互いに切磋琢磨し、気持ち良い汗をかきながら、「次
の世代によりよい社会」をバトンタッチするために
共に頑張りましょう。


