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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
1996号 （2/28） 法令解説

・個人情報保護法とマイナンバー法の改正（個人情報の保護に関する法律及び行政
手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正
する法律）
・国民が抱える心の健康問題の改善を目指して（公認心理師法）
〔レポート2016〕新・個人情報保護法の意義と課題

1997号 （3/15) 法令解説
・女性活躍推進法に制定（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）
・高齢運転者対策の推進に関する規定の整備及び運転免許の種類等に関する規定
の整備（道路交通法の一部を改正する法律）
・客にダンスをさせる営業に対する規制の見直し等（風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律の一部を改正する法律

ジュリスト
1490号（3月） 特集　保険募集と保険業法改正

・顧客への情報提供義務
・顧客の意向の把握義務
・保険募集人に対する規制の整備
・生命保険会社における実務対応について
・損害保険会社における改正保険業法に対する実務対応等について
行政法の最前線
・（11）番号法を受けた条例整備－東京都の取り組みについて
・（12・完）「独占禁止法審査手続きに関する指針」について

判例タイムズ

1420号（3月） ・大阪民事実務研究会　事故調査報告書等に対する文書提出命令について（医
療事故を中心に）
・判例展望民事法　出向をめぐる裁判例と問題点
判例紹介
・衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法13条1項、別表第1
の規定の合憲性（最高裁大法廷平27.11.25判決）
・在外被爆者が日本国外で医療を受けた場合における、原子爆弾被害者に対す
る援護に関する法律18条1項の適用の有無（最高裁第3小法廷平27.9.8判決）

判例地方自治
403号（3月） 【判決紹介】

松本市/市長講演料返還請求住民訴訟控訴事件（東京高判/26.10.23）
中津市/学校図書館司書退職手当請求上告事件（最高（3小）判/27.11.17）
宮崎県/立入検査検体搬送違法国家賠償請求事件（福岡高宮崎支判/27.4.17）
はんれい最前線：精神疾患で無断欠勤？医師との交流確保がカギに
自治体法務の風を読む：行政不服審査法の改正に伴う処分課における留意点
条例ナビ：湯沢町/シッパネ被害根絶に関する条例

レファレンス
781号（2月） 〈総合調査　2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた諸課

題〉
・「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた諸課題」序論
・オリンピックと経済
・オリンピック開催を契機とした自転車の活用
・オリンピックレガシーと地域スポーツ
・パラリンピックと障害者スポーツ

法　　　　　　　　　　　　令



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

地方議会人
2月号 特集　持続可能な農業と地方自治体

1）農林水産分野におけるTPP国内対策
2）日本農業は世界に勝つ
3）地域社会を守る農業
4）若手農業者の確保・定着に向けて
5）社会基盤としての農業の価値を再評価－地域の宝を見つけて磨く！
地方議員が開く「政策の窓」＝「高齢者」に関する政策展開の現状（牧瀬稔）

地方自治
3月号 ・総合的な土地利用行政に向けた農地制度の課題について

・地方公共団体の広域連携に関する取組・検討事例について
・平成26年の行政書士法改正による特定行政書士の誕生について
・JETプログラムの30年－地域国際化の新たな展開へ（上）

自治研究
3月号 論説：

・中国における広域連携協定の法的効力
・フランスにおける法律と命令の関係に関する覚え書き（2・完）
・地方機関国会承認規定（地方自治法156条4項及び5項）はどのような機能を果
たしたか（3・完）
・租税徴収手続と租税刑事手続の原則と限界（2・完）
・原発訴訟と裁判官の営為について（2・完）
資料：平成27年度税制改正の大綱（11）

自治実務セミナー
3月号 特集　災害復興

・東日本大震災と法律家の役割－被災地のリーガル・ニーズと復興法政策5年の
軌跡
・2つの大震災を踏まえた復興法制の整備状況と今後の課題
・福島県の災害復興－法務担当の視点から
・大規模津波被災自治体・石巻市の復興に携わって
実務講座：
・新行政不服審査法－改正の概要（不服申立制度）
・被用者年金一元化（福利）
実務演習：覆面をつけた芸能人の選挙運動（地方行政）

地方自治職員研修

3月号 特集　震災から5年…
・職務を越えて
・復興と向き合う5年節目の深呼吸
・派遣職員としての震災とのかかわりと今
・「帰還」では終わらない～地域社会を破壊する原発災害の恐ろしさ
・原発避難者の住まいの問題
・災害ボランティア～秩序化のドライブを超えて
〔法務のコマッタ…〕改正行政不服審査法の施行を受けて、審理員はどのよう
な基準で行政庁の処分等の違法性・妥当性を判断するのか
〔安全・安心なまちへ〕地域の力で進める防災まちづくり（京都市）
〔「公」へのまなざし〕公共図書館の役割とは～高知市民図書館の現場から
〔議会は変わる〕くじ引きで議長に就任して（伊万里市議会）

ガバナンス
3月号 特集　復興の現在位置と第2ステージ－東日本大震災から5年

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・復興の「量の確保」とともに「質の向上」がこれからの問題
・被災地起点のハード整備の現在とこれから
・災害公営住宅のコミュニティづくりをどう進めるか
スキルアップ特集　派遣職員による被災地支援の教訓
Governance Topics
・「議員の資質向上策」をテーマに研修会を開催/自治体学会議員研究ネット
ワーク
・埼玉から投票率向上を！/LM地議連が主権者教育をテーマに埼玉県勉強会開催
・地域は議会から、議会は議会事務局から変革を/早大マニフェスト研究所が議
会事務局研修会を開催
議会改革リポート【変わるか！地方議会】178－市民との対話をベースに議会基
本条例を制定へ/千葉県袖ケ浦市議会

自治体法務研究

№44　2016春 特集：地域公共交通の課題と自治体の対応
・地域公共交通活性化再生法の一部改正
・地域公共交通をめぐる現状と自治体の役割
・岐阜市地域公共交通網形成計画
自治体の取組事例
・宇都宮市・芳賀町/LRT（次世代型路面電車システム）事業
・北海道帯広市/路線バスの活性化と散居型農村部のためのデマンド交通を整備
条例制定の事例
・奈良県公共交通条例
・高松市公共交通利用促進条例～公共交通利用促進に向けた取組～
〈先進・ユニーク条例〉
・京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例（京都市）
・大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する条例
（大阪市）

日経グローカル
No.285(2月1日号) 特集　TPPが問う地域の農業革新力〔都道府県調査〕品種改良や省力化に注力

〔FOCUS〕18歳選挙権、主権者教育始動
〔地方版総合戦略全国調査から（上）〕民間に戦略策定「すべて委託」6％
〔REPORT〕170公営企業、老朽化比率7割超
〔自治体ーNPO新連携ガイダンス〕中高生の居場所づくり（東京都文京区）

No.286(2月15日号) 特集　点検！道路のメンテナンス　埼玉県や山口県で「要修繕」多く
〔FOCUS〕議会基本条例10年
〔地方版総合戦略全国調査から（中）〕ビッグデータ「活用」76％
〔グローバルリポート〕破産法を適用した米国自治体のその後
〔自治体ーNPO新連携ガイダンス〕大災害時の障害者支援（大分県別府市）

自治体国際化フォーラム
3月号 特集　地域を売り込め！～MICE開催による国際都市としての発展～

・日本におけるMICE施策の現状と課題
・伊勢志摩サミットに向けて
・地域密着型のMICE産業～韓国・大邸広域市～
・釜山広域市におけるMICEを通じた地域振興政策について
・地域の強みを活かした会議誘致～音楽の街・ナッシュビル～
・MICE誘致と都市づくりの推進

J-LIS
3月号 特集　東日本大震災を振り返って

・自治体が担う防災体制のあり方/気仙沼市
・住民台帳亡失の危機に直面して見えた、情報システムのあるべき姿/岩手県
・震災を踏まえた情報システムの管理体制を検討/宮古市
・日本を縦断する遠隔バックアップ体制の構築/釜石市



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

自治体情報誌D-file
2016.1 ・自治体初　市が子ども食堂開設、ひとり親家庭の児童・生徒を支援（北九州

市）
・子育て支援を箱詰め　新生児家庭に無料で必需品4月から（鹿児島県日置市）
・精神科患者の社会的入院解消へ、市が退院や生活を支援（兵庫県西宮市）
・全国初　市図書館が、目的の本がある書棚まで案内するアプリを開発（福井
県鯖江市）
・全国初　市がヘイトスピーチ条例、審査会が認定すれば団体名など公表（大
阪市）
・都が空き家活用に新補助制度　介護職員宿舎や自立支援活用へ（東京都）
・市が夜間景観ガイドライン　面的な統一感で魅力向上図る（山口県下関市）
・全国の女性地方議員4078人割合は12.1％（（公財）市川房江記念会女性と政
治センター）

自治日報
3831号 ・就農支援事業で泉佐野市と連携（青森県弘前市）

・18～19歳の転居後投票空白を解消（公選法改正）
・県市区町9割が16年度までに固定資産台帳（民間調査）

3832号 ・無線活用し全小中学生の見守り実験へ（箕面市）
・連携協約9市、定住圏協定は52市（市議長協議会）
・18歳選挙権で教委等にアンケート調査

3833号 ・コンパクトシティ実現で計画策定へ（箕面市）
・補助嵩上げ、地震防災特措法延長へ（政府・与党）
・ふるさと納税、寄附有効活用で表彰（知事ネット）
　議会：議会基本条例と議会改革（新川達郎）

3834号 ・「山陰DMO」に島根県など16団体。県境越え海外観光客誘致（鳥取知事）
・水道事業強化へ部会内に専門委設置（厚労省）
・「マイキー」民間利用拡大に期待（高市総務相）
・女性活躍へ白書作成（東京都）

地方行政
10617号 月曜隔週連載　地方で稼ごう（11）閑散期の「お茶会」で奈良の旧市街地を活

性化＝地域事情に合った客層集めがカギ
月曜連載　明るい公務員講座（9）自分なりの工程表を作ろう～時間と仕事の管
理術（2）～

10618号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（45・完）地方議員は「無給
で、市民が担う」欧州の常識・良識＝「競わない地方創生ー人口急減の真実」
を出版
木曜隔週連載　人口減少時代の「攻める地方行政」（7・完）財政健全化の次な
る課題へ向けて＝公共施設等の老朽化対策と財政の「見える化」をどう進める
か
財政負担なしの地域経済再生：民間主導で行う決め手は都市計画にある（佐々
木晶二）

10619号 月曜連載　プロフェッショナルが語る自治体PR戦略（9）地域啓発プロジェクト
＝千葉県浦安市、ごみ減量・再資源化
寄稿：村木厚子前厚労次官/公務員として働く女性の皆さんへ＝階段を上がって
初めて見えるものがある
月曜連載　明るい公務員講座（10）会議の開き方～時間と仕事の管理術（3）～

10620号 月曜連載　プロフェッショナルが語る自治体PR戦略（10）伝わる広報紙とは＝
さいたま市議会だより「ロクマル」の挑戦
月曜隔週連載　地方で稼ごう（12）医療現場から中央と地方を考える（2）＝首
都圏に「無医村状態」の懸念
月曜連載　明るい公務員講座（11）書類の山に埋もれるな～資料整理～

10621合併号 木曜連載NEW　自治体のファシリティマネジメントを考える（1）公共ファシリ
ティマネジメントをめぐって＝公共施設再編成時代の経営戦略
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（13）未来予測による「自治体の脆弱
性への対応策」の検討＝栗原市の予測データを活用した調査研究の実践



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
特集・地方創生の実践：地方創生的ライフスタイルの提案＝職住近接・3世代近
居等

10622号 木曜連載　自治体のファシリティマネジメントを考える（2）公共FMとは＝その
定義、目的など
木曜連載NEW　LGBTと自治体行政（1）そもそもLGBTとは何か？＝注目され始め
た新しい政策課題
わたしの1枚：小川洋 福岡県知事

10623号 月曜連載　プロフェッショナルが語る自治体PR戦略（11）地方移住のPR戦略＝
青森県弘前市の取り組み
月曜連載　明るい公務員講座（12）資料の分類と保管～紙資料～

地方財務
3月号 特別企画　Q&Aでよみとく財務書類作成統一基準

行財政情報
・平成28年度地方財政対策等の概要
・平成26年度地方公営企業決算の概況
今月の視点
・地方交付税法等の一部を改正する法律にみる平成28年度以降の自治体財政運
営
・公会計を考える（3）
・現行制度を前提とした発生主義・業績予算モデル
別冊付録：共助社会づくり推進ハンドブック

厚生労働
3月号 特集　誰もが安心できる医療の確保に向けて「へき地医療」の現場から

・国と自治体の取り組み（へき地保健医療計画の策定/自治医科大学による医師
の派遣/地域医療振興協会の取り組み/大学医学部の「地域枠」制度）
・「へき地医療」の現場から（現場ルポ：薩摩川内市下甑手打診療所/インタ
ビュー：松下明）
・へき地医療の現状と対策（インタビュー/伯野晴彦）へき地医療は、行政・医
療従事者・住民がともに守り、支えていくことで成り立つ
地方の挑戦（12）連携支援室や連携推進協議会を軸に「在宅医療・介護連携推
進事業」を推進（東京都武蔵野市）

地球環境とエネルギー

3月号 特集　2016年度エネルギー展望
・電気事業者にとって事業戦略の重み増す年に
・日本と世界の原子力展望
・当面、低迷が続く原油価格
・ポイントは原油価格と経営基盤の強化
・ガス小売り全面自由化に向けて準備が最終段階
・LPガス業界の課題と展望
改革始動！変貌する電力システムの行方（段野孝一郎）
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
3月号 特集　復興の現在－震災から5年

・建築の立場から考える復興の思想
・復興庁－復興の司令塔、姿見えず
・集中復興期間5年間の財政検証から見えること
・被災者の救済と法のあり方
・被災地における水産復興と再生

建　　　築　・　都　　　市

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・津波からまちを守る－沿岸防護施設とまちづくりの課題
・5年目の復興計画を検証する－津波被災地と原発被災地の二つの事例から
・被災跡地利用の現状と課題

河川
2月号 特集　平成27の発生災害とその対応

・平成27年の自然災害とその対応
・平成27年の天候とトピックス
・平成27年のTEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）活動について
・平成27年の自然災害における国土地理院の対応について

財界九州
3月号 テーマレポート　人を呼び込め！「交流都市戦略」

検証地方創生　自治体編（2）「日本版CCRC」で地域に元気再生
特集　九州・沖縄のホテル2016　くつろぎの空間と心からのもてなしで訪れる
人の心を癒やす

九州経済調査月報

3月号 九州新幹線開業5周年
・九州新幹線全線開業のインパクトをいかに持続させるか
・高速交通体系の変容がもたらした九州の交通事情～「選択と集中」による九
州の交通の持続可能性とは
・九州新幹線全線開業5年の回顧と展望
〔講演録〕九州発の水素社会（九州大学水素エネルギー国際研究センター・
佐々木一成）

データ九州
1154号 九州・山口企業の海外進出2015

調査月報
3月号 地域の活力を生みだす創業企業－新規開業企業の成長と課題

菓子メーカーに学ぶ成長戦略（前編）
健康経営を取り組むうえでのポイントと期待される効果
地域が抱える問題とその未来
これからの障害者雇用の進め方

産　　　業　・　経　　　済


