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川口市議会ホームページ（HP）の充実化について
議会基本条例を考える会
平素より、川口市に関する各種報道活動にご尽力頂き、心より感謝申し上げます。
当団体は平成21年6月、川口市民の有志を中心に発足、多くの市民が参画できる開かれた議会づくりを
目指し、草の根の市民活動を展開しています。
本日は、川口市議会HPの充実化について、下記に通りご報告いたします。
今後とも、本会の趣旨をご理解の上、ご支援ご協力を賜わりたく、宜しくお願い申し上げます。
記
【概要】
開かれた議会の実現には市民と議会との情報の共有が欠かせませんが、情報発信が不十分で議会の
様子が殆ど見えていないのが川口市議会の現状の姿です。情報発信を大別すれば「紙媒体」と「ICT
（情報通信技術）活用」ですが今回は、ICT の中核となる HP につき「川口市議会 HP の充実化」に
ついて、下記書類を川口市議会に提出いたしました。
（１）川口市議会 議長への「陳情書」
（２）川口市議会 議会改革推進委員会 委員長への「要望書」
前回の川口市議選投票率が示す通り、川口市民の市議会に対する関心は、ずっと低落傾向が続いた
ままです。
本来、基礎自治体の議会は、私たち市民一人ひとりにとって最も身近であり、尚且つ生活に密着し
ていることを議決しているにもかわわらず、この市民の関心の低さは何故なのか。大きな原因の一つ
が、地方議会の活動に関し、住民への情報公開度の低さであると指摘されています。
来る平成 30 年 4 月の中核市移行を目指す川口市、市民が訪問したくなるに相応しい中核市の市議会
HP に生まれ変わることを大いに期待しています。

【添付資料】
◆川口市議会議長への「陳情書」
川口市議会ホームページ（HP）の充実化
◆川口市議会 議会改革推進委員会委員長への「要望書」
川口市議会ホームページの充実化について（要望）

当件に関しまして、不明なる点等がございましたら、お手数ですが下記連絡先まで、ご一報下さる
よう宜しくお願い致します。
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川口市議会ホームページ（HP）の充実化について

開かれた議会の実現には市民と議会との情報の共有が不可欠ですが、情報発信が不十分で
議会の様子が殆ど見えていないのが現状の姿です。情報発信の形態を大別すれば「紙媒体」
と「ICT（情報通信技術）活用」ですが今回は、ICT の中核となる HP について、「川口市
議会 HP の充実化」の陳情書を提出いたします。
３

理由

当会は、平成２４年２月１６日付にて川口市議会議長宛に「川口市議会 HP に関する改善
について」具体的な改善要望を１３項目提出しています。この内幾つか実現した事項もあ
りますが、他の市議会と比べてもまだまだ十分とは言えません。議会改革推進委員会の傍
聴を通して、市議会 HP の充実化を望む会派が多数を占めていることも確認できました。
「開かれた議会」の実現には市民と議会との情報共有が不可欠ですが、議会の様子が殆ど
見えていないのが現状の姿です。情報発信の形態を大別すれば「紙媒体」と「ICT（情報
通信技術）活用」の２つですが今回は、ICT の中核となる HP について、改めて「川口市
議会 HP の充実化について」陳情書を提出いたしますので、真摯にご検討くださるようお
願いいたします。
前回の川口市議選投票率が示す通り、川口市民の市議会に対する関心は低落傾向が続いた
ままです。第２次川口市情報化基本計画の基本理念には「ICT を活用し、誰にでも優しく、
活力あふれ、市民とともにつくる川口」とあります。川口市議会としても新たな情報化施
策の展開が急務です。平成３０年の中核市移行を目指す川口市、市民が訪問したくなるよ
うな市議会 HP に生まれ変わることを期待しています。
記
＜１＞ 市議会 HP の役割
川口市自治基本条例の第１２条では、市政運営の説明責任を果たすため、市（議会及
び
市長その他の執行機関）には、市政の運営に関する情報を広く公開するとともに、こ
れを積極的に提供するように努めなければならないと規定しています。情報の公開及
び
提供に HP は重要な役割を担っています。HP が市民に果たすべき役割は何か、市議会
の「見える化」を確り認識した上で HP の充実化を図ってください。

議会だよりを発刊していない川口市議会においては、特に HP の果たす役割は大きい
筈です。
＜２＞ 開かれた議会の実現
川口市自治基本条例の第１６条では、原則として全ての会議は公開、その結果は速や
かに分かりやすく公表しなければならないと定められています。市民が市政に関心を
持てるよう、会議結果をタイムリーに公表するのも HP が担う大事な役割です。開か
れた
議会に相応しい HP の実現を望みます。
＜３＞

具体的な改善要望（大津市議会及びさいたま市議会なども参考にしました）

（１）「新着情報」
新鮮な「新着情報」が少な過ぎます。数々の議会活動をたくさん報告してください。
会議開催等のスケジュールについては、興味・関心のある市民の傍聴者を増やし、
議会の活動を知ってもらうためにも早期に開催案内を掲載してください。
（２）「市議会からのお知らせ」を掲載
議員が公務として活動する会議や出張、各種事業、行事及びイベント、条例改正、
議会改革など議会の動き全情報を発信する。市議会からのお知らせ一覧も必要です。
（３）議会の日程・結果（当年度及び前年度）
①議会日程は 1 年間（含む予定）を掲載
②一般質問・代表質問の概要
（４）カレンダー機能の積極的活用
カレンダーの白地が目立ちます。議員が公務として活動する会議や事業・行事等は
できる限り掲載してください（例：行政視察）。
（５）議員
議員名簿にはメールアドレスが必須です。ICT 社会においては、メールアドレスは
住所、電話と同様に公開する必要があります。古いメールアドレスの未更新も気に
なります。
（６）傍聴
傍聴は、市民参加の原点です。議会に関心を寄せる市民を増やすには“おもてなし”
の呼び掛けが必要です。
（７）議会改革の取り組み
これまでの議会改革及び今後の予定を掲載。又、議会改革推進委員会における各会
派からの提案内容及び現在審議中の概要を掲載してください。
（８）情報公開
市議会の予算・決算、政務活動費の概要、議長交際費の概要を掲載する。
（９）ジュニアページ
小中学生及び高校生向けのジュニアページを掲載する。

選挙権年令の引き下げを受け、高校生を対象とした啓発となる記載内容を優先して
整備して欲しい。
（10）市議会概要の充実
「市議会の構成（定数、任期、議長・副議長、会派）
、議会事務局」
「各種会議の概要」
「議員報酬など」「議事の流れ」他。
（11）よく使われる議会用語
分かり難い議会用語の掲載が必要です。
（12）会議例規集など
川口市例規集から議会関係のみを掲載する（先例集を含む）。
（13）議案に対する表決態度
一覧表として掲載する。
（14）委員会の活動状況
設置されている全ての委員会の活動状況を掲載する。
＜４＞

HP 充実化の進め方

（１）情報は「量」
「質」ともに大事です。シンプルに纏め過ぎないようにご注意ください。
（２）広報広聴委員会を設置し、市民に見える形で進めてください。
日頃 HP を活用する機会が多い私どもが協力することも可能です。
facebook など SNS の活用も前向きに検討ねがいます。
（３）先進議会の良い点を参考にしてください。
例えば、大津市議会、さいたま市議会、所沢市議会、藤沢市議会、横須賀市議会、
福島町議会などです。
（４）市議会 HP のみではなく議会中継も含め、スマートフォン対応を行ってください。
以上
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川口市議会ホームページの充実化について（要望）
拝啓
菊花の候、貴職におかれては、益々ご精励のこととお慶び申し上げます。
さて、「議会基本条例」を制定しつつ、議会改革を進めて欲しいと願って始めた当会の市民
活動も８年目に入りました。「開かれた議会」の実現に向けて、微力ながら月例会の開催等
地道な行動を継続しております。
振り返れば当会では、平成２４年２月１６日付にて川口市議会議長宛に「川口市議会ホー
ムページ（以下 HP と略す）に関する改善について」具体的な改善要望を１３項目提出し
ています。この内幾つか実現した事項もありますが、他の市議会と比べてもまだまだ十分
とは言えません。議会改革推進委員会を傍聴して、市議会 HP 充実を望む会派が多数占め
ることも確認できました。
「開かれた議会」の実現には市民と議会との情報共有が不可欠ですが、議会の様子が殆ど
見えていないのが現状の姿です。情報発信の形態を大別すれば「紙媒体」と「ICT（情報
通信技術）活用」の２つですが今回は、ICT の中核となる HP について、改めて「川口市
議会 HP の充実化について」要望書を提出いたしますので、真摯にご検討くださるようお
願いいたします。
前回の川口市議選投票率が示す通り、川口市民の市議会に対する関心は低落傾向が続いた
ままです。第２次川口市情報化基本計画の基本理念には「ICT を活用し、誰にでも優しく、
活力あふれ、市民とともにつくる川口」とあります。川口市議会としても新たな情報化施
策の展開が急務です。平成３０年の中核市移行を目指す川口市、市民が訪問したくなるよ
うな市議会 HP に生まれ変わることを期待しています。
敬具
記
１．市議会 HP の役割
川口市自治基本条例の第１２条では、市政運営の説明責任を果たすため、市（議会及
び市長その他の執行機関）には、市政の運営に関する情報を広く公開するとともに、
これを積極的に提供するように努めなければならないと規定しています。情報の公開
及び提供に HP は重要な役割を担っています。HP が市民に果たすべき役割は何か、市
議会の「見える化」を確り認識した上で HP の充実化を図ってください。
議会だよりを発刊していない川口市議会においては、特に HP の果たす役割は大きい
筈です。

２．開かれた議会の実現
川口市自治基本条例の第１６条では、原則として全ての会議は公開、その結果は速や
かに分かりやすく公表しなければならないと定められています。市民が市政に関心を
持てるよう、会議結果をタイムリーに公表するのも HP が担う大事な役割です。開か
れた
議会に相応しい HP の実現を望みます。
３．具体的な改善要望（大津市議会及びさいたま市議会なども参考にしました）
（１）「新着情報」
新鮮な「新着情報」が少な過ぎます。数々の議会活動をたくさん報告してください。
会議開催等のスケジュールについては、興味・関心のある市民の傍聴者を増やし、
議会の活動を知ってもらうためにも早期に開催案内を掲載してください。
（２）「市議会からのお知らせ」を掲載
議員が公務として活動する会議や出張、各種事業、行事及びイベント、条例改正、
議会改革など議会の動き全情報を発信する。市議会からのお知らせ一覧も必要です。
（３）議会の日程・結果（当年度及び前年度）
①議会日程は 1 年間（含む予定）を掲載
②一般質問・代表質問の概要
（４）カレンダー機能の積極的活用
カレンダーの白地が目立ちます。議員が公務として活動する会議や事業・行事等は
できる限り掲載してください（例：行政視察）。
（５）議員
議員名簿にはメールアドレスが必須です。ICT 社会においては、メールアドレスは
住所、電話と同様に公開する必要があります。古いメールアドレスの未更新も気に
なります。
（６）傍聴
傍聴は、市民参加の原点です。議会に関心を寄せる市民を増やすには“おもてなし”
の呼び掛けが必要です。
（７）議会改革の取り組み
これまでの議会改革及び今後の予定を掲載。又、議会改革推進委員会における各会
派からの提案内容及び現在審議中の概要を掲載してください。
（８）情報公開
市議会の予算・決算、政務活動費の概要、議長交際費の概要を掲載する。
（９）ジュニアページ
小中学生及び高校生向けのジュニアページを掲載する。
選挙権年令の引き下げを受け、高校生を対象とした啓発となる記載内容を優先して
整備して欲しい。

（10）市議会概要の充実
「市議会の構成（定数、任期、議長・副議長、会派）
、議会事務局」
「各種会議の概要」
「議員報酬など」「議事の流れ」他。
（11）よく使われる議会用語
分かり難い議会用語の掲載が必要です。
（12）会議例規集など
川口市例規集から議会関係のみを掲載する（先例集を含む）。
（13）議案に対する表決態度
一覧表として掲載する。
（14）委員会の活動状況
設置されている全ての委員会の活動状況を掲載する。
４．HP 充実化の進め方
（１）情報は「量」
「質」ともに大事です。シンプルに纏め過ぎないようにご注意ください。
（２）広報広聴委員会を設置し、市民に見える形で進めてください。
日頃 HP を活用する機会が多い私どもが協力することも可能です。
facebook など SNS の活用も前向きに検討ねがいます。
（３）先進議会の良い点を参考にしてください。
例えば、大津市議会、さいたま市議会、所沢市議会、藤沢市議会、横須賀市議会、
福島町議会などです。
（４）市議会 HP のみではなく議会中継も含め、スマートフォン対応を行ってください。
以上

