
まちぽっとリサーチで取り上げた課題 
 

伊藤久雄（ＮＰＯ法人まちぽっと理事） 

 

 ＮＰＯ法人まちぽっとのホームページリニューアル以降のまちぽっとリサーチを、課題

と掲載日のみ並べてみた。昨年の 6月 1日から今年（2022年）12月の最終掲載日までのお

よそ 1年半の期間になる。 

 自治体政策を考えている皆さんや自治体議員の方々の参考になれば幸いである、 

 

〇 生ごみ減量 調布市と渋谷区の取組みと課題 (2022/12/21) 

https://machi-pot.org/?p=3761 

 

〇 「要望（口利き）等」の記録、公開等に関わる制度の策定と運用を！ 改めて呼びかけ

る！(2022/12/16) 

https://machi-pot.org/?p=3756 

 

〇 都市計画道路のどこが問題か―第 1 回杉並区の都市計画道路を見直す学習会 

(2022/12/9) 

https://machi-pot.org/?p=3749 

 

〇 真の市民協働であるための課題を考える－横浜市を事例に (2022/11/30) 

https://machi-pot.org/?p=3744 

 

〇 市民参加型予算の現状と課題 (2022/11/25) 

https://machi-pot.org/?p=3739 

 

〇 神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例～ともに生きる社会を目指して～を読む 

(2022/11/17) 

https://machi-pot.org/?p=3715 

 

〇 夜間中学の設置状況と設置促進・充実についての課題 (2022/11/11) 

https://machi-pot.org/?p=3707 

 

〇 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付状況と課題 (2022/11/7) 

https://machi-pot.org/?p=3703 
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〇 自治体と共同運営する官民連携のリユース拠点「ジモティースポット」の可能性 

(2022/10/28) 

https://machi-pot.org/?p=3696 

 

〇 論文紹介 「無償の学校給食という時代」 (2022/10/19) 

https://machi-pot.org/?p=3690 

 

〇 車椅子使用者用駐車施設等の適正利用に関するこれまでの取組と今年度の検討の進め

方について (2022/10/14) 

https://machi-pot.org/?p=3686 

 

〇 災害時協力井戸指定の現状と今後の課題 (2022/10/5) 

https://machi-pot.org/?p=3663 

 

〇 「未来市長」とは何か、その実践事例を紹介する￼ (2022/9/28) 

https://machi-pot.org/?p=3627 

 

〇 東京都、リサイクル事業者等で構成する「太陽光発電設備 高度循環利用推進協議会」

を設置 (2022/9/21) 

https://machi-pot.org/?p=3583 

 

〇 「山形での生活継続」８割 東日本大震災避難者アンケート調査の集計結果 

(2022/9/15) 

https://machi-pot.org/?p=3605 

 

〇 待機児童数の全国および東京都の状況と課題 (2022/9/9) 

https://machi-pot.org/?p=3613 

 

〇 こどもの居場所についての実態把握や論点の整理を行うための調査研究を実施（内閣

官房） (2022/9/2) 

https://machi-pot.org/?p=3593 

 

〇 犯罪被害者等支援条例の動向と明石市の条例改正案にみる課題 (2022/8/24) 

https://machi-pot.org/?p=3598 
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〇 森林環境税及び森林環境譲与税と市区町村の活用のあり方 (2022/8/19) 

https://machi-pot.org/?p=3588 

 

〇 公務非正規女性全国ネットワーク（はむねっと）2022年調査結果報告から (2022/8/12) 

https://machi-pot.org/?p=3458 

 

〇 「災害ケースマネジメント」とは何か－原発事故被災者を置き去りにしていいのか 

(2022/8/7) 

https://machi-pot.org/?p=3450 

 

〇 自治体の土木職員の現状を考える～総務省「地方公共団体定員管理調査結果」から 

(2022/7/28) 

https://machi-pot.org/?p=3441 

 

〇 札幌市「町内会に関する条例」の検討（パブコメ実施中）と自治会・町内会等に関する

条例の現状と課題 (2022/7/22) 

https://machi-pot.org/?p=3434 

 

〇 東京都の気候変動を踏まえた河川施設のあり方検討委員会設置と東京都の河川事業の

現状 (2022/7/15) 

https://machi-pot.org/?p=3409 

 

〇 論文紹介 市民生活を支える公的サービスの現状～会計年度任用職員制度と非正規雇

用の課題～ (2022/7/8) 

https://machi-pot.org/?p=3357 

 

〇 職員や議員のハラスメントの防止等に関する条例と課題 (2022/6/30) 

https://machi-pot.org/?p=3349 

 

〇 手話言語条例 東京都が都道府県で３４番目に策定 (2022/6/23) 

https://machi-pot.org/?p=3343 

 

〇 日野市の「空き家活用」の取組みに学ぶ (2022/6/16) 

https://machi-pot.org/?p=3338 
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〇 震災遺構・伝承施設等のあり方－いわき市・浪江町の施設見学から考える (2022/6/9) 

https://machi-pot.org/?p=3303 

 

〇 指定管理者・プロポーザル方式等による事業者選定に関する透明性、公平性確保の課題 

(2022/6/2) 

https://machi-pot.org/?p=3286 

 

〇 「街路事業」（都市計画道路）の現場から－私の経験を踏まえて (2022/5/24) 

https://machi-pot.org/?p=3250 

 

〇 論文紹介 共同売店の変遷と現在－その理念と精神の可能性 (2022/5/19) 

https://machi-pot.org/?p=3244 

 

〇 築地市場跡地の再開発「築地まちづくり事業」実施方針と課題 (2022/5/12) 

https://machi-pot.org/?p=3226 

 

〇 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」（プラスチック新法）の施行と

自治体の課題 (2022/5/6) 

https://machi-pot.org/?p=3219 

 

〇 通年議会の現状と議会運営の課題 (2022/4/28) 

https://machi-pot.org/?p=3191 

 

〇 指定管理者制度の導入状況と今日的課題～2021年総務省調査から (2022/4/21) 

https://machi-pot.org/?p=3168 

 

〇 もう１つの焦点－福島の被災者への二重課税 被災地と避難先の双方に固定資産税 

(2022/4/15) 

https://machi-pot.org/?p=3165 

 

〇 公契約条例の現段階－中野区、都内自治体で 13番目の公契約条例策定 (2022/4/8) 

https://machi-pot.org/?p=3122 

 

〇 コロナ禍の都財政の現状と検証のあり方を考える (2022/4/1) 

https://machi-pot.org/?p=3108 
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〇 障がい者団体の「京王線の改札無人化等に対する要望書」と今後の課題 (2022/3/25) 

https://machi-pot.org/?p=3101 

 

〇 大地震での職員派遣、円滑に＝行動計画策定へ協議会を設置―総務省 (2022/3/18) 

https://machi-pot.org/?p=3092 

 

〇 東京における自治のあり方 (2022/3/10) 

https://machi-pot.org/?p=3079 

 

〇 都内市区町村における指定管理者制度の導入状況と今後の課題 (2022/3/3) 

https://machi-pot.org/?p=3051 

 

〇 通学路・生活道路の安全確保に向けた対策はなぜ進まないのか (2022/2/26) 

https://machi-pot.org/?p=3044 

 

〇 2022年度東京都予算の概要と課題 (2022/2/21) 

https://machi-pot.org/?p=3039 

 

〇 第二期成年後見制度利用促進基本計画に盛りこむべき事項 （最終とりまとめ）と成年

後見制度に関する条例の動向 (2022/2/21) 

https://machi-pot.org/?p=3010 

 

〇 府中市の居住支援の取組み－居住支援協議会の活動を中心に (2022/2/3) 

https://machi-pot.org/?p=2977 

 

〇 2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明自治体と今後の課題 (2022/1/27) 

https://machi-pot.org/?p=2965 

 

〇 盛り土総点検の暫定結果と盛土による災害の防止に関する検討会提言（案） 

(2022/1/7) 

https://machi-pot.org/?p=2944 

 

〇 「公立病院経営強化ガイドライン」の方向性（中間まとめ）と今後の課題 (2021/12/23) 

https://machi-pot.org/?p=2936 
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〇 つばさに託して～武蔵野の森公園の戦争遺跡が語り継ぐこと～ (2021/12/17) 

https://machi-pot.org/?p=2894 

 

〇 コロナ禍の都財政～2020年度と 2021年度の補正予算をみる (2021/12/2) 

https://machi-pot.org/?p=2877 

 

〇 自治体におけるインフラ維持管理はどうあるべきか～国土交通省の包括的民間委託導

入の検討から考える (2021/11/23) 

https://machi-pot.org/?p=2872 

 

〇 「戻って暮らしたい人」の求めに応じる？」 帰還困難区域の除染方針の欺瞞－すべて

の被災者が納得できる将来展望を語るとき－ (2021/11/15) 

https://machi-pot.org/?p=2856 

 

〇 通学路の安全対策 読売新聞調査と都内自治体の課題 (2021/11/8) 

https://machi-pot.org/?p=2846 

 

〇 公契約条例の制定に向けて－現状と課題 (2021/11/1) 

https://machi-pot.org/?p=2842 

 

〇 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法

律の施行にあたって (2021/10/28) 

https://machi-pot.org/?p=2831 

 

〇  自治体の入札・契約制度とプロポーザル方式－その今日的な問題を考える 

(2021/10/21) 

https://machi-pot.org/?p=2827 

 

〇 厚生労働省、「ヤングケアラー」を集中的に支援 モデル事業実施へ (2021/10/7) 

https://machi-pot.org/?p=2794 

 

〇 都財政の特徴と課題～五輪・パラリンピック開催とコロナ禍を踏まえて (2021/9/27) 

https://machi-pot.org/?p=2770 
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〇 保育サービス利用状況にみる時代の変遷 (2021/9/23) 

https://machi-pot.org/?p=2758 

 

〇 地下水保全へ一括支援体制 地盤沈下防止、条例制定も―政府方針を踏まえた自治体

の課題 (2021/9/3) 

https://machi-pot.org/?p=2680 

 

〇 府中市新庁舎建設に関わる総合評価入札等の経過と課題 (2021/9/3) 

https://machi-pot.org/?p=2690 

 

〇 「アフター・コロナの学校の条件」を読んで－私的覚書 (2021/8/28) 

https://machi-pot.org/?p=2664 

 

〇 東京都の「ひきこもりに関する支援状況等調査結果」などにみる現状と課題 

(2021/8/16) 

https://machi-pot.org/?p=2630 

 

〇 長期優良住宅の災害配慮基準：来春施行へ 災害の危険性が特に高いエリアは認定対

象から除外 (2021/8/6) 

https://machi-pot.org/?p=2623 

 

〇 公務非正規労働従事者への緊急アンケート 第一次結果報告～公務非正規女性全国ネ

ットワーク（はむねっと） (2021/7/23) 

https://machi-pot.org/?p=2562 

 

〇 改正地球温暖化対策推進法と自治体の課題 (2021/7/16) 

https://machi-pot.org/?p=2560 

 

〇 「防災道の駅」として 39 駅が初めて選定される～国交省、広域的な防災拠点として役

割を果たすための重点的な支援を実施 (2021/7/8) 

https://machi-pot.org/?p=2558 

 

〇 所有者不明土地特措法の施行後３年経過の見直しに向けた検討案などの内容と課題 

(2021/7/3) 

https://machi-pot.org/?p=2132 
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〇 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の成立と課題 (2021/7/2) 

https://machi-pot.org/?p=2130 

 

〇 江戸川区、公共調達基本条例を改正し、公契約条例に (2021/6/25) 

https://machi-pot.org/?p=1950 

 

〇  公共建築物に太陽光発電、今後は原則設置に  国交省の検討委員会が素案 

(2021/6/23) 

https://machi-pot.org/?p=1952 

 

〇 東海第二原発再稼働阻止に向けて水戸地裁判決を生かそう－大石光伸さん（東海第二

原発運転差止訴訟原告団共同代表）の講演から (2021/6/17) 

https://machi-pot.org/?p=1954 

 

〇 人口分散と持続的低密度社会を実現するための新しい農村政策の構築（案）について－

消費者の視点から考える (2021/6/11) 

https://machi-pot.org/?p=1956 

 

〇 民間事業者にも障害配慮義務付けた改正差別解消法の成立と課題 (2021/6/7) 

https://machi-pot.org/?p=2124 

 

〇 福祉避難所の確保・運営ガイドラインの改定（令和３年５月）と今後の課題 (2021/6/4) 

https://machi-pot.org/?p=2121 

 

〇 国の PFI事業に関わる会計検査院の指摘と自治体の課題 (2021/6/1) 

https://machi-pot.org/?p=1600 
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