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時の法令
1994号 （1/30） 法令解説

・防衛省改革（防衛省設置法等の一部を改正する法律）
・建築物省エネ法の制定（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律）
・矯正医官の人材確保を図る（矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法
律）
・琵琶湖保全再生法の制定（琵琶湖の保全及び再生に関する法律）
〔改めて憲法を考える〕学校での政治教育の仕組みは、どうあるべきか？（中川律）

1995号 （2/15) 法令解説
・平和安全法制の整備について（1）（我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に
資するための自衛隊法等の一部を改正する法律）
・平和安全法制の整備について（2）（国際平和共同対処事態に際して我が国が実施
する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律）
〔自治を行うということ〕民間と行政の連携を根本から見直す（福嶋浩彦）

ジュリスト
1489号（2月） 特集　個人情報保護法・マイナンバー法改正

・〔座談会〕個人情報保護法・マイナンバー法改正の意義と課題
・改正個人情報保護法の概要
・個人情報・匿名加工情報・個人情報取扱事業者
・個人情報保護委員会

判例タイムズ

1419号（2月） ・高裁から見た民事訴訟の現状と課題　－自由平等社会における民事裁判の役
割－
・裁判員裁判を巡る諸問題〔大阪刑事実務研究会〕類似事実に関する証拠の許
容性、関連性、必要性の判断基準

判例地方自治
402号（2月） 【判決紹介】

東京都/教職員再任用不合格損害賠償請求事件（東京高判/26.10.30）
大阪府/遺族補償年金不支給決定処分取消請求事件（大阪高判/27.6.19）
大阪府/在外被爆者医療費支給申請却下処分取消請求事件（最高（小3）判
/27.9.8）
自治体法務の風を読む：法定外公共物をめぐる自治体の対応について
条例ナビ：長野県/登山安全条例

レファレンス
780号（1月） 高度道路交通システム（ITS)－歴史と現状－

議員立法はどのように行われてきたか
英国における対EU関係の見直し－権限バランスレビューと「残留・離脱」国民
投票－
ドイツ連邦議会における議会公文書の管理状況－ドイツ連邦議会公文書館と公
文書館規則を中心に－
米国における金融消費者保護局の設立と展開
アベノミクスと格差の関係についてどのように考えるか－インフレが格差に及
ぼす影響を中心に－

地方議会人
1月号 特集　安全と便利な社会の実現を目指す

1）マイナンバー制度の今後の行方と課題

法　　　　　　　　　　　　令

議　　　　　　　　　　　　会
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2）番号とは何か？－番号法における地方公共団体の独自対応－
3）マイナンバー制度と個人情報保護
〈事例紹介〉諸外国における国民ID制度の現状～フィンランド・デンマーク・
韓国を中心に～

地方自治
2月号 ・行政不服審査法と地方自治

・行政不服審査法の改正に伴う地方自治法施行令の一部改正について
・地方自治法施行令及び地方公営企業法施行令の一部を改正する政令等につい
て
・地方独立行政法人制度の改革に関する研究会報告書について

自治研究
2月号 論説：

・覚え書き－集団的自衛権の行使容認を巡る違憲論議について
・使用料等に係る過料をめぐる法律問題（下）－地方自治法228条3項の解釈等
を中心として
・首長であった者に対する国家賠償法1条2項に基づく求償権の行使をめぐる2つ
の事件（2）－国立市事件と佐賀県事件－
・租税徴収手続と租税刑事手続の原則と限界（1）
・原発訴訟と裁判官の営為について（1）
資料：平成27年度税制改正の大綱（10）

自治実務セミナー
2月号 特集　番号制度の実務

・番号制度導入の意義と実務上の留意点
・上田市におけるマイナンバー制度への取組について
・マイナンバー制度導入に向けた藤枝市の取組
実務と理論：
・所得税課税標準の異動に伴う個人住民税所得割の増額決定はいつまでに行う
べきものか
・刑の執行猶予中に採用試験に合格し定年退職した職員の行政行為等はどう取
り扱われるか
実務講座：地方債を発行して建設した公共施設の目的外転用
実務演習：選挙運動用電子メール
条例づくり　北海道いじめの防止等に関する条例（下）

地方自治職員研修

2月号 特集　憲法の息づくまちに
・自治体行政・職員が守るべきもの
・市民活動と「政治活動」
・子どもの権利と自治体行政
・ヘイトスピーチ禁止条例の法的論点
・被害者の人権を守る自治体の責任
Topics!　障害者差別解消法の施行に向けた市町村の役割
〔次世代を育てる〕子ども・青少年をまちづくりに巻き込むと何が起こるか？
〔地域の力を信じる・活かす〕スマートエイジングで団地再生（河内長野市）

ガバナンス
2月号 特集　「人口減少」の中で－自治体の針路・レジリエンス

・首長に問われる自治体を小さくする勇気
・「人口減少自治体」の議会・議員
・「人口減少自治体」の職員像
・「人口減少自治体」の人口ビジョン
・「人口減少自治体」と「田園回帰」対応
スキルアップ特集　自治体のテレワーク導入～職員の多様な働き方

行　　　　　　　　　　　　政
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・柔軟な働き方が日本を救う－公務職場こそ、テレワーク導入を
・県民サービスの向上を目指して全職員を対象にテレワークを導入/佐賀県
・環境整備と機運の醸成を図り、テレワークを積極的に推進/総務省
Governance Topics
・18歳選挙権でシティズンシップの育成を/シティズンシップ推進・実践フォー
ラム2016
・「議員と事務局の協働の在り方」などをテーマに議論/３大事務局研究会合同
シンポジウム
議会改革リポート【変わるか！地方議会】177－毎年、評価サイクルを回し、議
員の「なり手不足」問題にも切り込む/北海道浦幌町議会
別冊付録：カリスマが教える！人が集まる講座・イベントづくり/坂田静香

日経グローカル
No.283(1月7日号) 特集　地方版総合戦略、「出生率向上」最多〔全国首長調査〕人口減に歯止

め、「観光」で経済活性化
第2特集　2016年　地域はこう動く
〔FOCUS〕動き出した民泊
〔自治体-NPO　新連携ガイダンス〕巨大災害に備えNPOが連携（東京都世田谷
区）

No.284(1月18日号) 特集　自治体のサイバー攻撃対策〔全国首長調査〕「万全」2割、「不安」7割
〔ここから始める議員活動〕ネット中継やSNSの活用を
〔自治体法務、ここが盲点！〕準付属機関、早期の見直し必要

自治体国際化フォーラム
2月号 特集　地域国際化協会

・地域国際化協会のこれから
・浜松市の地域国際化協会の取り組み
・地域課題解決の鍵、それは〈連携〉
・国際交流員から見た札幌国際プラザの国際交流・多文化共生の取り組みとさ
らなる活性化への期待
・地域国際化協会としての新たな取り組み
現場レポート：日中地方交流に蜜月到来なるか？～3000人訪中イベント～

J-LIS
2月号 特集　総合窓口システム

・市民目線を追求し続けた15年/松山市
・窓口サービスの見直し・再構築を現在進行形で推進中/北見市
・プッシュ型案内サービスを徹底的に強化/狭山市
・市民総合窓口と福祉総合窓口を隣接させ民間委託も推進/海老名市
Search！：すべての住民に差異のない窓口サービスを！　離島の職員が抱いた
課題意識が窓口サービスの新たな可能性を生み出した/薩摩川内市

自治体情報誌D-file
2015.12（上） ・県が自転車・車の運転中は大音量でのイヤホン使用禁止、違反者に罰則（広

島県）
・市が病時・病後保育にトレーラーハウス活用、病床確保不要に（長野県千曲
市）
・市が戦略特区指定、ドローンによる宅配が可能に（千葉市）
・市が個人4税のクレジットカード納付可能に、コンビニ納付も拡大（京都市）
・市が転入外国児童・生徒へプレスクール、学校生活に円滑適応へ（横浜市）

2015.12（下） ・市が保育所に看護師加配、医療的ケア必要な子どもを受け入れ（川崎市）
・県が参院選で高校に期日前投票所、主権者教育につなげるねらい（熊本県）
・市がドローン導入へ、職員対象に独自の操縦資格者制度と飛行ルール（長野
県茅野市）
・市が広報紙をリニューアル、漫画やパロディーで関心持つ紙面づくりに（京
都市）
・都が障害者スポーツ拡充へ、特別支援学校の体育施設を団体に開放（東京
都）
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・区報酬審が区議の政務活動費削り、報酬を上乗せする答申（東京都千代田
区）
・市議会が子供向けの紹介DVD作成、市立小中学校に配布（京都市）

自治日報
3826・7号 ・地方税回収機構の脱退案可決（三重県名張市）

・政府機関移転で年度内に基本方針（政府）
特集＝自治体情報システムのクラウド化推進

3828号 ・私学、府大事務も教委で所管検討（大阪府）
・水道事業で都道府県の役割強化（厚労省検討会）
・九州の防災情報発信で新組織（防災機関等）

3829号 ・ヘイトスピーチ対策で初条例（大阪市）
・議員との協働で合同シンポ（3議会事務局研究会）
・消費者庁、移転前提にテスト実施（河野担当相）

3830号 ・地域再生に「プロボノ」活用で交流会（京都府）
・地方自治法改正は次国会以降で（佐藤総務審議官）
資料＝都道府県財政課長会議総務省発言詳報

地方行政
10611合併号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（41）スマホが、ネットとリ

アル（店、まち）の関係を変えた＝戦略とは「顧客（市民）に価値を創造し、
価値を魅せる」こと
解説　宮城県被災市町の職員不足について　復興集中期間の終了控え、応援の
大幅減を懸念＝一方で「復興まちづくり」「なりわいづくり」が本格化
木曜隔週連載　人口減少時代の「攻める地方行政」（5）民間委託・ＰＦＩ・地
方独法・指定管理者制度の新たな展開（2）＝標準委託仕様書利用で取り組み加
速を
特集　日本版CCRCのモデルに　「ごちゃ混ぜの街」シェア金沢＝高齢者、知的
障害者、学生が共生
特集　地方創生の実践　地域出身の若者等を地域へ戻すプロジェクト＝人の流
れをつくる多様な取り組み

10612号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（42）どこでもできる仕事
を、地方や自宅で行う女性活躍策＝国民の豊かさ＝年収は、サービス業の年収
に比例する
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（12）毎月のPDCAで持続的な改善を実
施するシステム構築＝氷見市の地方創生を実現するHimiStatの挑戦

10613号 月曜連載　プロフェッショナルが語る自治体PR戦略（7）震災の記憶を継承する
「神戸ルミナリエ」＝人々の思いを事業化し21年
月曜隔週連載　地方で稼ごう（10）釣りバカ「ハマちゃん」のような人を探せ
＝地方の「嫁ぐ」に関する考察
ハラールおもてなしサミット　郷土品、資源をハラール仕立てに　ムスリム誘
客へ独創策　千葉市で開催

10614号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（43）首長のトレードオフ決
断力が地域の盛衰を決める＝金では買えない「地域の文化、人の意欲」が地方
創生の鍵
木曜隔週連載　人口減少時代の「攻める地方行政」（6）民間委託・PFI・地方
独法・指定管理者制度の新たな展開（3）＝行革に打ち出の小槌なし、支援活用
し地道な取り組みを
特集　2016年度地方財政対策　一般財源総額は過去最高に＝税収大幅増、交付
税は今年度並み

10615号 月曜連載　プロフェッショナルが語る自治体PR戦略（8）ストーリーテリングが
成功した「大阪マラソン」＝参加者のエンゲージメントを創り出す
月曜連載　明るい公務員講座（8）何から始めるか～時間と仕事の管理術（1）

10616号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（44）環境激変に「自分が合
わせるか、ルールを創造する」＝強者は環境適合vs弱者（地方、中小企業）は
ルール創造
特集　地方創生の実践　事業継承に有効なホールディングカンパニー＝地域雇
用担う既存企業の継続・成長に向けて
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地方財務
2月号 特別企画　「地方財政の健全化」に目途をつけた平成28年度地方財政対策

行財政情報
・平成26年度地方公共団体普通会計純計決算の概要
・平成26年度都道府県決算の概要
・平成26年度市町村普通会計決算の概要

厚生労働
2月号 特集1　早期発見・治療で「依存症」を乗り越える

・「やめたくてもやめられない」病気
・依存症の正体－「依存症」を正しく理解する4つのQ&A
・依存症になったら－そのときどうする？
・関係者に聞く－依存症に対する私たちの取り組み
地方の挑戦（11）子どもの貧困対策に向けて「子どもの居場所づくり」事業を
推進/東京都荒川区

地球環境とエネルギー

2月号 特集　自治体も電力事業！潮流の背景
・自治体が電力事業に続々参入…その背景と留意点
・山形県、都道府県で初めて新電力に参入/山形県
・「浜松版スマートシティ」の実現に向けた浜松市の取り組み/浜松市
・電力小売り全面自由化に向けて…鳥取市の取り組み/鳥取市
・エネルギーとしあわせの見えるまちづくり/みやま市
TOPICS神奈川県とエナリス、協定を締結　県内で電力の地産地消を推進
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
2月号 特集1　沖縄から自治を問う

・沖縄基地問題の政治学
・地方自治法から見た辺野古新基地建設問題
・再編関連特別地域支援事業補助金にみる基地維持財政政策の堕落
・沖縄の自立をめぐる構想の系譜
・「琉球独立」へのシミュレーション
特集2　自治体職員の成長
・自治体職員の成長とその支援体系
・自治体職員が働く動機づけとその成長
・自治体職員の自主研究とネットワーク
・人事評価制度とその課題
・消費生活相談員の専門性と成長

河川
1月号 特集　平成27年9月関東・東北豪雨による鬼怒川の決壊とその対応

・鬼怒川における災害の概要とその対応
・鬼怒川の堤防決壊箇所における応急復旧工事～機動力・組織力・技術力で成
し遂げた～
・常磐線復旧までの道のり
・「避難を促す緊急行動」について
・消防団の緊急行動への取り組みと対応〈防災・減災への消防団の役割〉
・水防災意識社会　再構築ビジョン

建　　　築　・　都　　　市

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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財界九州
2月号 テーマレポート　人手不足補完から戦力化へ「外国人共働」

〈検証〉どうなる？長崎新幹線　波紋広げる九州新幹線西九州ルート2022年度
全面開業「FGTが間に合わない」
特集　本格焼酎　磨かれる味わい多様化する飲み方
福岡ソフトバンクホークス　2年連続日本一を成し遂げた指揮官と選手の“言葉
の力”

九州経済調査月報

2月号 経済見通し
・2016年の経済見通し
・2016年度九州経済の見通し　投資回復で全国を上回る1.8%成長
〔講演録〕激動する世界経済と日本

調査月報
2月号 介護の質を高めるICTの活用

コンテンツツーリズムの可能性と課題
中小企業への普及実態と今後の課題
職場のパワーハラスメント
新しい「泊まりかた」

産　　　業　・　経　　　済


