ウェブマガジン

充実の記事ラインナップ
2018.10.10 New!

第5回

議会運営

自然光が入る気持ちのいい議場【千葉県習志野市議会】

自治体議会の「顔」ともいえる「議場」
。そこには、自治体の歴史や理念が反映されています。
『議員NAVI』
では全国の自治体の議場を訪問し、自治体議会の「顔」をビジュアルにお伝えします。第 5 回は新…
2018.09.25 New!

議会改革

議選監査委員制度廃止なら、実地検査権を条例化すべき（上）

地方自治と議会の今をつかむ、

明日につながる!!

人口30万人を超える自治体議会議員 木田弥 少数者調査権と実地検査権が、新たな論点として提起される
去る平成30年８月11日、山梨学院大学にて「自治体学会議員研究ネットワーク2018研究フォ…
2018.09.25 New!

議会改革

議員提案条例の制定が議員のリーガルマインドを高め議会力をアップする
横浜市会議員 黒川勝 議会がチカラをつけるための手法としての議員提案条例 横浜市会では、2010年に議
員提案による政策的な条例が初めて成立、制定されて以来、これまでに16本の議員提案による条…
2018.09.25 New!

議会改革

第21回 評価による議会からの政策サイクルのバージョンアップ（下）
山梨学院大学大学院社会科学研究科長・法学部教授 江藤俊昭 今回の論点：議会からの政策サイクルを評価す
る 地方議会は、議会改革の本史に突入した。今後、その議会の活動を評価することによって、バージ…
2018.09.25 New!

選挙

第９回 投票率向上に立ち上がった若者と子育て世代〜市川市と松戸市〜
地方自治ジャーナリスト 相川俊英 地方選の 投票者消滅可能性 全国トップの自治体？
から「３割自治」と揶揄（やゆ）されてきたのが、日本の地方自治体であ…
2018.09.25 New!

自主財源の乏しさ

ト
初代マニフェス
研究所所長

北川正恭 氏

推薦

議会改革

町村総会の否定 ──『町村議会のあり方に関する研究会報告書』について（その７）──
東京大学大学院法学政治学研究科／公共政策大学院教授（都市行政学・自治体行政学） 金井利之 はじめに
総務省に設置された「町村議会のあり方に関する研究会」（以下「研究会」という）の報告書（以下…
2018.09.25 New!

政策研究

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例（下）
北海学園大学法学部教授 秦 博美 2 条例制定過程 （5）条例案提出 橋下市長（当時）は、
2015年５月22日、
議案第183号大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案を市会に提出した。説明…
2018.09.25 New!

議会運営

第61回 議場外の活動に対する懲罰等について
明治大学政治経済学部講師／株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦 議場外の活動に対する懲罰等
について Ａ議員は、議会での他の議員の質問や審議の状況について会議録が出される前に、Face…

TEL

0120 203 694

FAX

第一法規

商品の詳細・お申し込みは

0120 302 640

検 索

CLI

CK

!

※弊社担当社員に直接ご連絡いただくか、フリーダイヤルをご利用ください。
※フリーダイヤル
（TEL）
：受付時間は土・日・祝日を除く9：00 〜17：30 とさせていただきます。
※フリーダイヤル
（FAX）
：24時間受け付けておりますので、併せてご利用ください。
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タブレットでスマートフォンで、
まちで議会で役に立つ、
自治 体議員の仕事が加速する！

アクセスはコチラ
https://www.dh-giin.com/

『

』はウェブマガジン、法律改正アラート、法律解説、政務活動費NAVI、ニューズレター、

情報検索サービスの６つのサービスで、自治体議員の活動を総合的にサポートします！

法律改正アラート

改正情報が
メールで
わかる！

メールで届く、法律の動向

地方自治と
議会の今が
わかる！

ウェブマガジン

法律が改正されたけど

あいさつのネタを

議会での質問準備を

資料集め、

よくわからない…？

探さないと...

しないと...

情報収集が大変...

最近の地方自治の

議会改革、どこから

他の議会の先進事例が

政務活動費で

動向は？

始めれば...

知りたい！

この経費は使える？

ニューズレター

紙面で
まとめて
わかる！

Plus会員限定

ウェブマガジンをダイジェストでお送りします

地方自治と議会の今をつかむ、明日につながる

年４回のニューズレターでは、ウェブマガジン３か月分の「まとめ」記事

『議員NAVI』ウェブマガジンでは、自治

自治 体 に関連する重 要法 律の制

議員さんのこんな課題にお応えします！
議員さんのこんな課題にお応えします

定・改正があった場合に、最新情報を

体議員の議会や委員会での一般質問情報、

をお届けします。毎週ウェブをチェックしていなくても、どんな記事が掲載

メールでお届けします。

視察や政策づくり、議員活動に役立つ情報

されたのか、お手元でご確認いただけます。特集や情報をダイジェストでお

がギュッとつまった記事をスピーディにご提

送りします。

供します。

国会で成立した法改正情
報をいち早くメールにて
お知らせします。

議員活動の情報のインプット、アウトプッ
トにダイレクトに役立つ情報のほか、
「法律
解説」、式辞あいさつの場面に役立つ「今日
は何の日？」出来事カレンダー、自治体の公
式サイトや例規集、議会議事録等を一覧でま

法律の内容が
シートで
わかる！

法律解説

とめたリンク集など、ウェブならではの利便
性を追求しました。

国 や 地 方の 動 向 、先 進 事 例 や
条例、議会に関する情報などを
タイムリーに掲載！

政務活動費
のことが
わかる！

政務活動費NAVI

シートを収録しています。2007年から
現 在までに公布された法 律 につい
の影響（義務、計画策定、条例制定

政務活動費に関する住民監査請求や訴訟

等）を、１件ずつPDFのシートにまと

「地方創生人材支援制度の事例を探している」、
「大学による地域活性化の取組の研究報告
は？」、
「農業の６次産業化の先進事例は？」など、あなたの知りたい情報を、
『議員NAVI』編集
部が検索代行し、資料をご提供します（年４件まで）。検索対象は、中央省庁・地方自治体等の
公的機関がウェブ上で公表している情報です。一般質問や政策研究、住民相談など、効率的な情
報収集をお手伝いします！

政務活動費に関する判例情報やトピックを掲載

て、その制定・改正の内容と自治体へ

検索対象

など最近のトピックを紹介するほか、判例情

めています。国の法律の動向とその

報を提供してきた出版社ならではの政務活

影響が、正確かつ効率的に確認でき

中央省庁及び関連機関、
地方６団体、都道府県及び
市区町村のホームページ

申込方法

動費に関する判例要旨・判決本文（抜粋）
・

ます。

書誌情報等、信頼のおける情報を登載して

のサービスをフルにご利用いただける『議員NAVI
様には『議員NAVI

Plus』
（プラス）、デジタルな情報入手をお好みのお客

Basic』
（ベーシック）
。ご希望のプランをお選び下さい。

ホームページで
公表されている統計資料、
報告書、政策事例等

提供方法

メール or
郵送 or
FAX

ニューズレターに同送する専用シートによりFAX・郵送からもご利用いただけます。

利用制限等について

利用料（本体価格） ❶ウェブマガジン ❷法律改正アラート

『議員NAVI』では２種類のプランをご用意しています。ウェブマガジンから情報検索サービスまで、６つ

対象情報

ウェブサイトにある申込フォームをご利用ください。

います。

サービスの概要

Plus会員限定

できる自治体議員の情報調査をサポート

法律の正確な情報をコンパクトに「見える化」
ウェブマガジンには「法律 解 説」

情報検索サービス

情報収集の
サポートで
わかる！

ご利用は年４件までとさせていただきます。
ご照会内容によっては、お応えできない場合もございます。
資料の分量が膨大である場合、掲載ホームページの案内で対応させて
いただくなど別途ご相談させていただく場合もございます。

❸法律解説

❹政務活動費NAVI ❺ニューズレター ❻情報検索サービス

議員NAVI Plus

年額18,000円
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議員NAVI Basic

年額12,000円

●

●

●

●
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