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【議会基本条例を考える会】 

〒332‐0015 

川口市川口 1-1-1キュポ・ラ本館棟M4階 

かわぐち市民パートナーステーション 

共同事務所内 

TEL 090-2672-9435 

代表 伊田 昭三 

「議会だより」編集委員長 林 恒男 

 

 私たちは、川口市議会の改革を市民の立場から推進することを目的とし、2009年 6月に

発足した市民団体です。改革の柱となる「情報公開」、「情報の共有化」については、他の

自治体に比べて、川口市議会は相当遅れています。 

 議会情報は、二元代表の首長側が発行する「広報かわぐち」で 2 頁を使い、結果のみを

事務的に掲載している現状に対して、市民にわかり易い、より充実した「議会だより」の

発刊についての必要性を主張して参りました。 

川口市議会は、埼玉県内で「市」として議会報を発刊していない唯一の議会なのです。 

 

 そこで当会は、不十分ながらも A4、4 頁の分量で、市民生活に関心の高い事柄から、情

報として伝えるべき内容を厳選編集した「議会だより」の創刊号を発刊しました。 

 

これは、市議会による「議会だより」発刊を促すことが目的であります。従って、議会

が発刊した時点で、この事業は閉じることになります。 

 

発刊頻度は、議会が開催される年 4回を予定しております。 

 

 創刊号は当会が発刊しましたが、幅広く市民に呼びかけ、体制が整い次第「市民編集委

員会」としての発刊を目指して参ります。 

 

以上 
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A ： 長瀞町 

   （人口7,700人） 

B ： 東秩父村 

   （人口3,300人） 

C ： 川口市 
   （人口582,000人） 

埼玉県内で 
「議会だより」を 
発刊していない 

市町村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 川口市の憲法と言われている川

口市自治基本条例のパンフレット

には、以上のようなことが記載さ

れています。 

 しかしながら、川口市議会の市

民に対する情報提供は極めて不十

分であり、情報共有が叶わぬ状況

下では市政への市民参加は進捗し

ません。 

 川口市議会は、埼玉県内４０市

議会の中で唯一「議会だより」を

発刊してません。 

  川口市の議会報告は、執行機

関が毎月発刊している「広報かわ

ぐち」での年４回の見開き２頁だ 

 

 

 

けでお茶を濁しているのが現実の 

姿です。二元代表の一方の軒先を

借りて、決議された結果のみが羅

列されただけの報告に留まり、重

要施策がどのように審議され決定

したのか？プロセスが全く分かり

ません。 

 こんな状況では、市民が議会を

知ることが不可能であると共に議

会に関心を持つことも難しいで

しょう。振り返れば、我々が活動

を始めて４年が経過、これまでも

「議会だより」の発刊を関係者に

その都度切望して参りましたが見

通しが立たず、僭越ながらこの度

川口市議会に代わり発刊すること

を決意した次第です。 

  

発刊の目的は、川口市議会に発

刊を促すことにあります。 

 

  

 我々の活動は、市民に開かれた

身近な議会の実現にあり、今回の

事業も議会改革の後押しの一つで

す。  

 我々は、市民に見えない議会の

「見える化」を図り、市民と議会

の距離を縮めたい。これが我が会

員全員の切なる願いなのです。 

 この川口市議会だよりは、手づ

くりの議会報なので行き届かない

点も多々あると思いますが、市民

の皆さんの忌憚ないご意見をお聞

かせ頂ければ幸いです。 

 我々は、「市民編集委員」を募

り、市民の手による「議会だよ

り」を目指します。 

 

 編集委員会では、是非多くの市

民と共に紙面を作りたいと考えて

おります。ご参加をお待ちしてい

ます。 

【創刊に寄せて】 「議会基本条例を考える会」代表 伊田昭三 

なぜだろう！ 
 

 素朴な疑問である。議員は市民 

から負託を受けて、この地域を 

「豊か」にする役目を担っている。

議会で討議し、行政に反映するこ 

とを任務とする議会、議員は、そ 

の過程の説明責任がある。 

   なぜ、｢議会だより｣がないのだ

ろうか。なぜ議会報告会がないの

だろうか。 

 我々は、このような疑問を抱き、

議会や議会事務局に投げ掛けるも

のの、結果反応がない。唯一の広

報紙「広報かわぐち」にて現状の

２頁から４～８頁を確保すべく調

整しているとの情報もあるが、今

もって実現していない。 

 

 自治基本条例では、基調として

間接民主主義から、そこに市民参

加を含めた直接民主主義を加味す

ることにより、市民の力と知恵を

行政に反映させることとしている。 

 議会は市民に向けた説明責任を

果たさねばなりません。そこで、

当面、｢議会基本条例を考える会｣

として、市民目線での発刊を企画

した。 

～議会での議論が市民の生活を左右する～ 

「市民は自

治の主体、市政 
の主人公」 



 
 
 
 
  
 

 

 

 

 市議会の一般質問等で多く議

論されている事のひとつには、

小中学校の普通教室へのエアコ

ン設置要望があります。今年6

月議会でも複数の議員が、この

春に就任した新教育長等へ質

問・要望しているが、今でも学

校に子供を通わせる保護者の要

望には応えられていない。この

件に関する現状を市議会の議事

録等からまとめてみる。 

 

「近隣市は完備、なぜ川口市だ

け？」 

 川口市の近隣では、戸田市、

蕨市、さいたま市と小中学校に

エアコンが設置されている。   

 蕨市では、いわゆるエコアイ

ス方式の節電型エアコンやガス

式のエアコン設置という選択も

されている。 

 

「現状の対策は」 

 扇風機の設置を行っているが、

これだけで十分との認識ではな

いので、水分補給のための水筒

持参、あるいはうちわの使用、

あるいはスプレーによるミスト

の活用、冷感タオルの使用等々、

の熱中症対策をおこなっている。 

 

「教育委員会でも意見が分かれて

いる」 

 エアコンを設置しない理由に

ついては、教育委員会でも意見

が分かれており、今議論をして

いる最中である。 

 １つには、熱中症対策として

教室内の温度を３０度以下にす

るべきという意見。 

 もう一つは、教室を冷房する

ことにより外遊びが少なくなる

ことや、教室を出入りするたび

に１０度近い温度差を体に与え、

将来的な体づくりに影響を及ぼ

すのではないかという意見。 

 

「議員による突っ込みの事例」 

 教育委員会は、夏場、開いて

いる会議の最中、クーラーをつ

けていますよね。 

 子供たちは、クーラーのない

ところにいるけれども、おれた

ちはクーラーの効いたところで、

あいつらはクーラーがなくてい

いんだという結論を出せるんで

すか。（木岡崇議員） 

 

会派を超えて、平成24年度、
25年度に質問した議員 
「幡野茂、柳田つとむ、木岡崇、
金子幸弘、若谷正巳、松本幸
恵」 

 

  

 

小中学校の普通教室に 

エアコン設置を！ 

 
 
 
 
 

「全国的な問題」 
 県内の久喜市では、今年１月、

呼吸困難を訴え119番した75歳

の男性が25病院から計36回にわ

たり救急搬送の受け入れを断られ

た末に死亡し、全国的にも搬送患

者のたらい回しが問題視されてい

ます。今年3月の市議会で杉本佳

代議員の一般質問により、川口市

内でも救急搬送が困難だった事例

が明らかになった。 

 そこで、川口市内における救急

搬送の現状を市議会の議事録等か

らまとめてみる。 

 

「救急搬送が困難だった事例」 

①腎不全の傷病者の方 

問い合わせ回数４５回、 

医療機関収容まで４時間３３分 

 

②リウマチの方 

問い合わせ回数３３回 

医療機関収容まで２時間１６分 

③脱水症状の方 

問い合わせ回数３０回 

医療機関収容まで４時間２８分 

 

「医療センターの救急医療受入

れ態勢は」 

（受け入れ件数）＜H23年度＞ 

平日の診療時間帯：1,525件 

夜間・休日     ：3,607件 

（お断り件数） 

平日の診療時間帯：1,236件 

夜間・休日     ：1,176件 

 

＊お断りの主な理由 

救急担当医師が他の患者の処置や

手術などで対応できなかった。 

＊対策 

救急患者様の受け入れは、医療セ

ンターのみで解決することは難し 

 

く、関係機関と連携を図り、地域

の救急医療体制の強化に努める。 

 

「埼玉県の対策」  
 県では、搬送患者のたらい回し

防止に役立てるため、平成25年

度中にタブレット画面に県内全病

院の受け入れ可否情報が表示され、

搬送先を素早く選ぶことができる

新システムを配備することになっ

た。 

 

※日経新聞(2013/7/18)より一部抜粋 

 

 

 
 
 
 

救急搬送 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%8F+%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88+%E7%84%A1%E6%96%99&source=images&cd=&cad=rja&docid=MMejqk0ayTkWTM&tbnid=5fbzZi9T4tTaFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wanpug.com/illust192.html&ei=A9nSUdGJM4ijlQXUp4DQAg&bvm=bv.48572450,d.dGI&psig=AFQjCNGHdaMKoK9SOxvu-a0ff7S8UkWwHA&ust=1372858959829992
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E6%89%87%E9%A2%A8%E6%A9%9F+%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88+%E7%84%A1%E6%96%99&source=images&cd=&cad=rja&docid=K5GPpurhnIzTWM&tbnid=7MaskkM92t7YtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://matome.naver.jp/odai/2128160392767997101/2128166067068165603&ei=TdnSUaTDD8SnkQWmoYCgCg&bvm=bv.48572450,d.dGI&psig=AFQjCNHsixb9b7pCJsFSfLON9zD6sV7F3g&ust=1372859077352146


  
 

 
●子ども医療費支給制度 

 について 

 この制度は、子どもが必要と

する医療を受けやすくするため、

保険適用の医療費が原則無料と

なる制度です。市では、今年の

１０月からこの制度について、

所得制限と税等の完納要件(分納

も不可)の適用を始める予定です。 

 6月議会では、木岡崇議員・

金子幸弘議員が取り上げ、税金

の滞納責任は保護者にあり子ど

もにはないので税等の完納要件

は外すべき等を指摘した。 

 これに対して市は、小・中学

生の子ども医療費支給は大切な

税金を財源に市が単独で行うも

のであり、受益と負担の公平を

図るため、この要件を外す考え

はないとの答弁であった。 

 更に、この課題は、正に政治

的判断に委ねるものであり、市

長への答弁要請となったが、担

当部局と同じ答弁であった。 

 

 

 

 

  

 

 なお市は、これにより医療費

無料化の対象から外れる児童数

を8,800人(市内児童数の約2割、

所得制限4,000人、税等の完納

要件4,800人)と想定し、予算の

削減額が4,000万円(所得制限の

み)を見込んでいる。 

  

 

 

 

 

 

●今年も慣例通り新正副議
長を選出 
 今年6月議会では、閉会日・

議案終了後、『一身上の都合』

との理由により、板橋智之議長

(自民)、松本進(公明)副議長が辞

意を表明し、それぞれの辞職が

許可された。  

 その後議会は、議員45名の投

票による議長・副議長選挙が行

われ、宇田川好秀新議長(自民・

31票)、関口京子新副議長(公

明・35票)議員が選出された。 

 昨年6月議会では、｢1年交代｣ 

 

 

 

 

 

が慣例となっている議長人事を

めぐり、川口市議会では珍しく

議会初日から紛糾して一般議案 

の審議が深夜までかかり、当時

の篠田文男議長(自民党の会派か

ら離脱)への不信任動議(提出

者：吉田議員、賛成者：岩澤勝

徳・松本英彦・田口順子議員)が

提出された。 

 他会派の議員からは、「議長

のたらい回し」等と批判される

が、自民・公明党の賛成多数(賛

成24票、反対18票)で可決した。 

 

 この一連の市議会の状況は、

新聞報道され、多くの市民が、

これまで「1年交代」が慣例と

なっている議長人事の実態を知

ることになったが、結果として

今回も慣例が継続した。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

開会 ９月 ２日（月） 

一般質問 
９月１０日（火）  
 ～１３日（金） 

常任委員会
（経済文
教・建設） 

９月１８日（水） 

常任委員会
（総務・福
祉環境） 

９月１９日（木） 

閉会 ９月２５日（水） 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●議員の一般質問者 
(平成25年6月議会) 
 
 ・田口順子（自民党）  
 ・芝﨑正太（公明党） 
 ・板橋博美（共産党） 
 ・矢作太郎（民主新風会） 
 ・石橋俊伸（公明党） 
 ・木岡 崇 (川口みらい) 
 ・野口宏明（市政クラブ） 
 ・吉田英司（自民党） 
 ・金子幸弘（共産党） 
 ・若谷正巳（自民党） 
 ・幡野 茂（公明党） 
 ・関 裕通（自民党） 
 ・矢野由紀子（共産党） 
 ・前田亜希（自民党） 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
●発言通告概要 
 （＊分野別項目） 

  福   祉： ６件 
  環   境： ４件 
  まちづくり：２８件 
  教   育：１２件 
  子 育 て： ７件 
  医   療： ５件 
  行 政 全 般： ５件    
  そ の 他：１５件 
 
 （＊個別項目 多い順） 

4件：待機児童対策・風疹予防・ 
 高校再編 
3件：障害者対策・交通安全対策 
 ・庁舎建替え 
2件：川口ナンバー導入・空き家 
 条例・閉校跡地利用・火葬場建 
 設・スポーツ振興・会館施設運 
 用・地域防災対策・消防団のあ 
 り方・憲法を生かす行政・高齢 
 者対策・生命財産を守る行政 
1件：外国人小中学生日本語教育  
 ・ネット選挙・ごみ不法投棄  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
・マンション管理・放射線対策 
・中小企業支援・財源確保策 
・支所連絡室の機能強化・危機管 
 理・小中学校エアコン設置 
・児童虐待・子育て支援 
・その他 
 
 

●平成25年9月議会日程 
＊変更になる可能性があります。 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 

医療費支給制度 

議長就任問題 



 
 
 
 
 
 
 

   9億3千万円減額 

～市長をはじめ常勤の特別職、 

  市職員の給与減額が決定～ 

 

 今年６月議会では、閉会日に市

が職員給与減額を提案し、共産党

が反対、自民党が賛成の立場で、

各会派を代表した議員が討論を行

い、起立者多数で以下の職員給与

減額の補正予算が可決された。 

 ①職員給与を平成26年3月末  

  まで減額 

 ②職員給与月額4.77～9.77％ 

  減額（平均6.14％） 

 ③市長をはじめ常勤の特別職は 

  給与月額15％減額 

 ④上記により11会計で9億3千 

 

 

 

 万円減額、その他に4月の職  

 員の人員確定に伴い総額約 

 20億3千万円減額 

 これは、地方交付税の減額にと

もない、全国各地の地方自治体で

行われている補正予算議案で、和

光市議会では、職員組合との交渉

が決着していないため否決になっ

たことが報道された。 

 金子信男議員(共産党)からの質 

問に対する市長や市の答弁では、 

以下のことが明らかになった。 

 ①2つの職員組合のうち、労使  

  協議で合意したのは1つのみ 

   (協議は1ヶ月間) 

 ②9ヶ月平均で約22万円/人の  

  減額(最小45,500円～最大 

  70,500円) 

 ③市長としては国の地方公務員    

  の給与削減の要請について、 

  次の理由から国に抗議して 

  きた。 

 

 

 

  

 

＊国と地方との協議は1回しかな   

 く、十分な協議をせずに一方的  

 であること。 

＊地方が国に先行して大幅な職員 

 給与・定数を削減してきたこと 

 を国は何らの評価していないこ  

 と。 

＊地方交付税について地方の自主 

 性・自立性を無視し、一方的に 

 給与を削減する法改正を行った 

 こと。 

＊デフレ脱却にも逆行すること 

＊市長としては断腸の思いでの提 

 案であり、職員がかわいそう。 

 

 なお川口市議会では、鳩ヶ谷と

の合併特例で増員となった議員定

数、また議員報酬について検討さ

れており、今後の議論の行方が注

目される。 

 

 

 

 

 

 

 当会は、４年前の２００９年６
月に活動を開始した市民団体です。 
二元代表制の１つの柱である議会
が、本来あるべき役割や機能を果
たす為に必要な「議会基本条例」
を制定しつつ改革を進めて欲しい
との想いがあります。 
“みんなで創ろう身近な川口市議
会”をキーワードに、「出来るこ 
と」を「出来る範囲」で、議会活 
性化（前例踏襲からの脱皮）に取 
り組んでいます。 
 毎月第３金曜日の１８時から 
「かわぐち市民パートナーステー
ション」で月例会を開催している

ので、是非とも覘いてみて下さい。
オブザーバー参加も大歓迎です。 
 
「議会基本条例を考える会」 
 〒332-0015  

  川口市川口1-1-1 
 かわぐち市民パートナース  
 テーション内 共同事務所 
 代表：伊田昭三 
 TEL : 090-2672-9435 
 
HP: http://gikaikaikaku.web.fc2.com/  
ブログ: http://gikaikaikaku.cocolog-
nifty.com/   
E-mail：gikaikaikaku@marinenet.jp    

 
 
 
 
 
 
 
 

ｰ編集後記ｰ 

 記念となる創刊号がやっ

と発刊となりました。2号

からは、表紙面が本来の記

事となり、より充実したも

のを目指したいと思ってお

ります。 

 記事内容では、小中学校

でのクーラー設置問題が再

三取り上げられるものの、

前向きでない現場に疑問を

持たざるを得ません。 

       （委員長） 

職員給与減額・・・ 

市の花 鉄砲ユリ 市の木 サザンカ 

USER
テキスト ボックス
s-ida@cablenet.ne.jp


