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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
1998号 （3/30） 法令解説

・小中一貫教育の制度化、高等学校等専攻科修了生の大学への編入学（学校教育法
等の一部を改正する法律）
・活火山対策の強化（活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律）
・量子科学技術に関する研究開発を強化するための研究開発法人の統合（国立研究
開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律）

1999号 （4/15) 法令解説
・内閣官房・内閣府が政策の方向付けに専念し、各省等が中心となって強力かつきめ
細かく政策を推進（内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のため
の国家行政組織法等の一部を改正する法律）
・コンセッション事業者への公務員の退職派遣制度を創設（民間資金等の活用による
公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律）
・ドローンなど無人航空機の飛行ルートの創設（航空法の一部を改正する法律）
〔自治を行うということ〕首長も議会も市民と直接結びつく（福嶋浩彦）
〔新連載　公職選挙法をもっと身近に！〕選挙の様々な原則と制度（選挙法制フォーラ
ム）

ジュリスト
1491号（4月） 特集　相続と取引社会

・遺産分割における過分債権の扱い
・預貯金取引と相続－遺産分割・「相続させる」遺言と取引履歴開示請求権の
帰趨
・遺言執行者の権限
・賃貸借契約と相続

判例タイムズ

1421号（4月） ・二段の推定とその動揺
・特別法を巡る諸問題［大阪民事実務研究会］　組織的犯罪処罰法（組織的詐
欺）
判例紹介
・衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数
を定める公職選挙法13条2項、別表第2の規定の合憲性（最高裁第一小法廷平
27.11.19判決）
・地方税法11条の8にいう「滞納者の地方公共団体の徴収金につき滞納処分をし
てもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義（最高裁第二
小法廷平27.11.6判決）

判例地方自治
404号（3月増刊） 【判例回顧】地方自治体をめぐる判例の動き

【判例解説】
・各務原市/土地取得に係る損害賠償請求控訴事件
・北海道/パチンコ店営業停止処分取消請求上告事件
・徳島県/公害紛争調停に係る国家賠償請求事件
・京都市/生活保護廃止決定に対する国家賠償等請求事件

405号（4月） 【判決紹介】
奈良県河合町/ブロック塀撤去に係る行政代執行取消等請求事件（大阪高判
/26.6.18）
国立市/元市長に対する求償金請求控訴事件（東京高判/27.12.22）
一関市/補助金返還履行請求に係る住民訴訟控訴事件（仙台高判/27.7.15）
はんれい最前線：分担金納付義務を定める規定は文理解釈で
自治体法務の風を読む：ごみ屋敷、樹木の生い茂りへの対応

法　　　　　　　　　　　　令



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
条例ナビ：三重県/伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の
上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

レファレンス
782号（3月） 特集　行政における政策実現手法の新展開

・人口減少時代における政策実現手法の展開
・行政の担い手とその統制
・子ども・若者の政策形成過程への参画
・人口減少社会における地方自治体とICT

地方議会人
3月号 特集　震災から5年－これからの復興

1）東日本大震災から5年－復興の現状
2）東日本大震災の5年　検証の試み
3）「住民」の再定義から始めよう－原発被災地における凍結型復興（通い復
興）の提言－
4）ルポルタージュ・原発事故の情報は知らされているか－格差が広がる福島県
の「内と外」－
地方議員が開く「政策の窓」＝政策づくりは希望ある未来づくり（牧瀬稔）

地方自治
4月号 ・地方公共団体のガバナンスの一層の向上に向けて

・連携中枢都市圏構想推進要綱の改正（都市（圏）条件の確定）について
・行政書士に関する実態調査及び平成27年度行政書士試験結果について
・JETプログラムの30年－地域国際化の新たな展開へ（下）

自治研究
4月号 論説：

・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二
つの事件（3・完）－国立市事件と佐賀県事件
・英国の地方構造改革政策が我が国に与える示唆と課題（1）－その先進性と中
央集権性
・行政処分の効力論についての覚書－行政処分の効力分析に基づいて
・恩給制度の概要と変遷（4・完）
・公益社会実現に向けた課題と展望（12）
研究：日本における主観訴訟と客観訴訟の概念の系譜（3・完）
行政判例研究：禁固以上の受刑者に選挙権を認めない公職選挙法11条1項2号は
違憲であるとされた事例
資料：女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（1）

自治実務セミナー
4月号 特集　生活困窮者の支援策

・現代社会における生活困窮者自立支援制度の役割と意義
・「生活困窮者自立支援制度」をどのように活用するか
・就労支援から家計相談支援・くらし再演へ―段階的な就労支援の取組・豊中
モデル
・野洲市生活困窮者支援事業―おせっかいでつながりあう仕組み
現場からのレポート立法事実からみた条例づくり（12）いわゆる「ごみ屋敷」
対策のための条例　大阪市の場合と京都市の場合（上）
政策法務のかんどころ　第3のモデル　空家法前置条例の発想
Hiro's Café 今月のホープ　福岡市財政調整課長　今村寛さん

地方自治職員研修

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
4月号 特集　新リーダーの心得帖

・リーダーになるということ
・課長になったらすること
・係長・主任になったらすること
・女性の部下への接し方
・上司が変わったらすること
・若手の教育係になったらすること
・家庭・子どもを持ったらすること
・転職に踏み切る前に心構えしておくべきこと
〔最新・政策条例の勘どころ〕第1回　いじめ防止条例（吉田利宏）
〔Topics！〕“日本一厳しい”広告規制条例（兵庫県芦屋市）
〔環境自治体白書〕CLTによる木材需要拡大への挑戦（高知県）
〔Research×Study→Proposal職員の政策研究〕災害時における自治体の最大責
務は「人命救助」（上村淳司）

ガバナンス
4月号 特集　計画から実行へ　―問われる自治体の力量

・生ける計画と自治体の実行力（神原勝）
・実行力のある地域公共人材の養成（富野暉一郎）
・計画の実効性と評価システム（山谷清志）
・実効性を高める財政戦略（稲沢克祐）
スキルアップ特集：はじめて部下を持つあなたへ
Governance Topics　自殺対策基本法の改正で自治体には何が求められるのか
（日本自殺総合対策学会フォーラム2016）
議会局「軍師」論のススメ（1）議会事務局は異文化社会なのか？（清水克士）
議会改革リポート【変わるか！地方議会】179－市民とのワークショップを踏ま
えて「定住化促進対策に関する提言」を作成/岩手県宮古市議会

日経グローカル
No.287(3月7日号) 特集　災害時、「司令塔機能」に課題〔都道府県・市区調査〕市区の66％、全

庁BCP不備
〔FOCUS〕外国人就労者100万人時代
〔地方版総合戦略全国調査から（下）〕推進組織への金融機関参加、9割超
〔REPORT〕動き出すボーダーツーリズム
〔自治体法務、ここが盲点〕政務活動費　常識に従い、慎重な支出を
〔自治体ーＮＰＯ新連携ガイダンス〕廃校の有効活用（東京都立川市）

No.288(3月21日号) 特集　スポーツで地方創生に挑む[36自治体調査]地域に活力、悩みは財政負担
第2特集　策定進む地域医療構想「病床削減」巡り医療機関反発も
〔FOCUS〕アンテナショップ戦国時代
〔ここから始める議員活動・最終回〕地域は議会がけん引役に　議会は事務局
から変革を
〔自治体法務、ここが盲点・最終回〕職員の法務能力向上　法解釈追求と研鑽
を

自治体国際化フォーラム
4月号 特集　世界に飛び出せ！　～次世代の挑戦～

・日本の若者よ、世界へ出よう：留学の勧め
・現代の長州ファイブたち　ロンドンにて150年前の偉業・足跡をたどる　―萩
市・日英学術交流150年記念ロンドン大学研修―
・岩手県の国際人材育成の取り組み　～グローバルいわて推進事業～について
・オーストラリアの国際化人材育成
・韓国自治体による青年海外就職支援について
・グローバル人材を育てる英語ディベート
・クレア職員ンが語る「私の海外経験」
福岡市の国際貢献・国際協力の取り組み　～官民連携したビジネス展開に向け
て～（長内典行）

J-LIS



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
4月号 特集　ICTで実現する地方創生、地域活性化

・未来のために高校魅力化に取り組む離島の公立塾/島根県海士町
・マイナンバーカードを活用した子育て支援策で住みやすいまちに/群馬県前橋
市
・高校生が主体となり、地域SNSを活用した地域振興を推進/兵庫県伊丹市
・地域情報プラットフォーム標準仕様による情報連携の活用/総務省
Search！：有限会社三陸とれたれて市場　生産者と消費者をICTでつなげること
の面白さ　先を見据えたボーダーレス化に挑戦

自治体情報誌D-file
2016.2（上） ・都道府県初　県がピロリ菌除去に助成、胃がん発症を予防（山梨県）

・府が低利子融資で子育て支援、教育ローン対象外の塾代や食費に（京都府）

・全国初　市教委が組体操でピラミッドとタワー全面禁止（大阪市）
・市が中学校の部活指導にアスリート派遣、生徒の意欲向上と教員の習熟期待
（札幌市）
・市が育休取得社員の代替要員を雇用した企業へ助成（札幌市）
・区がショッピングセンターに投票所設置、23区初（東京都江戸川区）

2016.2（下） ・市が都市部の求職中ひとり親家庭に、移住費用・家賃を補助（大分県国東
市）
・全国初、市が障害者差別解消へ事業者に助成、条例制定へ（兵庫県明石市）
・市出資電力会社が家庭小売り開始、調達電力の半分は地元産（福岡県みやま
市・ほか）
・市が妊産婦の医療費を無料化、全科の保険診療を全て無料に（長野県佐久
市）
・都が自治体初の「女性活躍推進白書」作成、現状と課題を分析（東京都）
・市立図書館が保育士配置し託児サービス、育児書なども充実へ（埼玉県東松
山市）

自治日報
3835号 ・貧困対策反映で子ども6万人調査（大阪市）

・国保減額調整措置の一部廃止を検討（厚労省）
・「林地台帳」義務付け法案で申し入れ（市長会）

3836号 ・所有者判明空き家、代執行で撤去へ（葛飾区）
・企業農地取得など特区で新規制改革（政府）
・情報セキュリティ強化へ236億円交付（総務省）

3837号 ・中心市街地計画、複数地区で初認定（静岡市）
・選挙出前授業、実施・見込みが2.5倍（総務省）
・地域おこし協力隊員が過去最高に（総務省）

3838号 ・中心市街地計画、複数地区で初認定（静岡市）
・選挙出前授業、実施・見込みが2.5倍（総務省）
・地域おこし協力隊員が過去最高に（総務省）

地方行政
10624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（3）FMの業務とFMサイ

クルを回す目標管理＝財務・品質・供給の視点と評価技術
 木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（14）公共インターフェース設計によ
る行政サービスの生産性改革＝「ユニバーサルメニュー」による行政情報の共
有化と流通化
 木曜連載　LGBTと自治体行政（2）LGBTをめぐる社会の変化＝差別・無関心か
ら経営戦略へ

10625号 月曜連載　プロフェッショナルが語る自治体PR戦略（12）海外のPR業界賞に見
る官公庁の成功事例＝ベルリンの壁崩壊25周年イベント「リヒトグレンツェ
（光の境界）」に学ぶ
月曜隔週連載　地方で稼ごう（13）日本のへそから世界へ、唯一無二のものづ
くりを発信＝独自の地方創生を目指して
月曜連載　明るい公務員講座（13）資料の分類と保管～電子データ～

10626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（4）地方自治体の経営
環境と公共施設の課題＝施設ニーズの縮小と公共ストックの現状



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
木曜隔週連載NEW　番号制度の導入と自治体経営の変貌（1）自治体経営として
の番号制度の位置付け＝制度の効果を生み出す自治体の責務
木曜連載　LGBTと自治体行政（3）声を上げ始めたLGBT＝当事者団体や政治家も
登場

10627号 月曜連載　プロフェッショナルが語る自治体PR戦略（13）「ビッグアイデア」
で世論を動かした自治体PR＝米ミシガン州トロイ市の図書館存続キャンペーン
月曜連載NEW　魅力増進型防災のススメ・上　東日本大震災5年に学ぶ＝「正常
化の偏見」を覆す手法を
月曜連載　明るい公務員講座（14）職業人として自分を磨き能力を上げる

10628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（5）公共FMの戦略、そ
の全体構想＝量の見直し、質の見直し、推進体制
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（15）デジタルサービスプラット
フォームによる官民連携インフラの構築＝「ユニバーサルメニュー」の活用に
よる構造化・部品化・共有化
木曜連載　LGBTと自治体行政（4）LGBTをめぐる公的制度＝サミット参加国の過
半が法的に認める同性婚
特集・地方創生の実践　日本版CCRCモデルの模索＝地域に根差した民間企業と
の連携が急務

10629号 特集　「消滅可能性」からの生き残り　東京圏でも若年女性が半減？＝危機感
バネにPR大作戦、東京都豊島区・神奈川県三浦市
木曜隔週連載　番号制度の導入と自治体経営の変貌（2）自治体経営としての安
全管理措置の位置付け＝特定個人情報の取り扱いと安全管理措置の実施
木曜連載　LGBTと自治体行政（5・完）より細やかなLGBT施策を目指して＝性的
マイノリティに寛容な自治体ほど地域間競争で成長
特集・地方創生の実践　地方創生2.0（次代の地方創生モデル）＝テーマ型連
携、連携中枢都市圏、交通網ネットワーク連携

10630合併号 月曜連載　プロフェッショナルが語る自治体PR戦略（14）海外自治体のグロー
バルPRキャンペーン＝豪クイーンズランド州「ベスト・ジョブ・イン・ザ・
ワールド」
月曜連載　魅力増進型防災のススメ・中　地方創生計画と防災＝必ず来るであ
ろう災害を前面に
不祥事を起こさない内部管理　コンプライアンスの本質は「組織の健康づく
り」である＝実践的なノウハウの普及推進を
月曜連載　明るい公務員講座（15）変えてみよう

地方財務
4月号 特集　平成28年度地方財政対策

・平成28年度地方財政計画の概要
・平成28年度地方債計画の概要
・平成28年度地方公営企業に関する地方財政措置
今月の視点
・公会計を考える（4）
〔新連載〕
・財政課職員の知恵袋
・財政法判例研究
・政策課題への一考察

厚生労働
4月号 特集 年1回の実施は事業者の義務です　ストレスチェック制度の取り組み

・新たに導入された「ストレスチェック」
・厚生労働省担当者に聞く
・ストレスチェック制度の仕組み
・専門家に聞く

地球環境とエネルギー

4月号 特集　テーマパークの環境対策

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・東京ディズニーリゾートでの環境対策
・エコロジーとエコノミーの両立へハウステンボスの挑戦
・サンリオピューロランド、省エネはハード＆ソフト両面で
・人が集まる魅力ある集客施設と環境の共生
2020年に向けて…温暖化対策をめぐる潮流
改革始動！変貌する電力システムの行方
エコカーの真実…開発の舞台裏
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
4月号 特集1　老朽化する生活空間

・老朽化へのまなざし
・子どもの生活空間における老朽化に伴う危険
・行政改革としての公共施設マネジメント
・利用者を活用するインフラマネジメント
・案内サインシステムの再構築
特集2　地方税財政の現在と未来
・税制改革のあり方　―国税・地方税を通じた課題
・地方法人課税の現状と課題　―地方分権と税源偏在の狭間で
・ふるさと納税と負の課税
・固定資産税の現状と改革の方向性
・自治体独自課税の岐路　―最高裁・神奈川県臨時特例企業税判決を素材とし
て
〔投稿論文〕災害対策基本法に基づく地方公共団体の「避難行動要支援者名
簿」の作成と個人情報保護　―千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例を事
例として

地域開発
2・3月号 特集　東日本大震災から5年　復興現場の最前線－新たな可能性を拓くソーシャ

ルビジネス・人材の力－
・東日本大震災から5年「復興の推進と課題」
・震災5年を経過した地域産業、中小企業
・すこやかに生きるための仕事づくり
・被災者支援員の活用と地域でのつながりづくり

河川
3月号 特集　東日本大震災から5年を迎えて

・防災・減災社会に向けて～津波防災地域づくり法の役割～
・東日本大震災からの復旧・復興状況
・東北地方の海岸における復旧復興事業の状況について
・下水道施設の復旧状況について
・南海トラフ巨大地震、首都直下地震への備え

財界九州
4月号 テーマレポート　どう変わるのか生活と産業の“要”「電力インフラ」

AREA FOCUS　「青果市場跡地」を狙う大手デベロッパー
検証地方創生　自治体編(3)“住民発”の取り組みを行政が“後方支援”地域資
源を生かして活力源を育む
大学特集2016　世界的な視野も持ちながら、地域社会に貢献できる高度人材を
育成する
九州新幹線（鹿児島ルート全線開業）JR博多シティ5周年

九州経済調査月報

4月号 特集　インダストリー4.0

建　　　築　・　都　　　市

産　　　業　・　経　　　済



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・IoTとAIがもたらすデジタル革命
・第4次産業革命の実像と日本製造業としての道標
・インダストリ4.0（第4次産業革命）と海外企業の動向～九州地域産業の成長
戦略への示唆
・Industrie4.0の地域経済に対する成長誘因への期待
・新時代の経済論～ピケティブームのその後

データ九州
1155号 九州・山口の設備投資　2015下半期（7～12月）

調査月報
4月号 20歳代開業者の実態と課題―「2015年度新規開業実態調査（特別調査）」から

―
強い中小地場スーパーに共通する七つのキーワード
労働契約期間の整理と無期転換対策
改善傾向が続く小企業の採算
定額配信で変わる消費のこれから


