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時の法令
2000号 （4/30） 法令解説

・電気、ガス、熱供給に関するエネルギー分野の一体改革（電気事業法等の一部を改
正する等の法律）
・地域医療連携推進法人の創設及び医療法人制度の見直しについて（医療法の一部
を改正する法律）
法制局長官の「強弁」の危うさ（瀬畑源）
普天間飛行場移設問題の最近の動向（中内康夫）
「不平等な自由の侵害」としてのヘイトスピーチ（明戸隆浩）

2001号 （5/15) 法令解説
・自動車技術行政の総合的な見直しと独立行政法人の統合（道路運送車両法及び自
動車検査独立行政法人の一部を改正する法律）
・国土交通省所管の独立行政法人の改革の推進（独立行政法人に係る改革を推進す
るための国土交通省関係法律の整備に関する法律）
・大学評価・学位授与機構と大学財務・経営センターの統合（独立行政法人大学評
価・学位授与機構法の一部を改正する法律）
選挙権年齢と選挙人名簿（選挙法制フォーラム）

ジュリスト
1493号（5月） 特集　平成28年度税制改正と今後の課題

・成長戦略と税制
・税制の国際的調和
・消費税の改正
・地方創生と税制
・家族と税制
・納税環境の整備

判例タイムズ

1422号（5月） 裁判員裁判を巡る諸問題[大阪刑事実務研究会]覚せい剤密輸事件における故意
の認定について
判例紹介
・市街化調整区域内における開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付さ
れた後における開発許可の取消しを求める訴えの利益（最高裁第一小法廷平
27.12.14判決）

判例地方自治
406号（5月） 【判決紹介】

松戸市/事業委託料等返還請求事件（東京高判/27.3.26）
大阪市/都市公園施設管理不許可処分に係る損失補償請求事件（大阪地判
/27.5.29）
鎌倉市/市街化調整区域における開発許可の取消請求事件（最高（1小）判
/27.12.14）
はんれい最前線：「長年勤めた」非常勤職員、退職手当の支払いは
自治体法務の風を読む：過料の留意点
債権管理条例の規定のあり方について（1）
法律相談：宗教法人がする「散骨」に関する相談対応

レファレンス
783号（4月） 小特集　新安保法制の今後の課題

・ユニット・セルフディフェンスから見た新安保法制の論点－米軍等武器等防
護の意義と限界－
・他国軍隊の敵対行為への支援の国際法上の評価
・戦後日本の安全保障法制の展開と世論

法　　　　　　　　　　　　令
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・フランスにおける憲法解釈機関としてのコンセイユ・デタ行政部
・フランスにおける憲法改正過程

地方議会人
4月号 特集　新年度政府予算と地方財政対策

1）平成28年度地方財政計画について
2）平成28年度地方財政計画と自治体財政運営への影響
3）地方創生と自治体行財政
4）平成28年度政府予算と地方の景気
5）政府予算に見る各府省の重点施策
議会紹介　若者と未来を語る新潟市議会（田口一博）

地方自治
5月号 ・地方創生にクリエイティブを活かす

・第31次地方制度調査会「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガ
バナンスのあり方に関する答申」について（上）
・地方行政サービス改革の取組状況等に関する調査結果について
・地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を
改正する政令等について

自治研究
5月号 論説：

・脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く）に係る労災補
償給付の支給決定がなされた事業場名（法人名のみ）の開示請求（1）
・英国の地方構造改革政策が我が国に与える示唆と課題（2）－その先進性と中
央集権性
・公物と私所有権（1）
・都道府県条例および市町村条例の競合・抵触とその適用関係（1）－学説と実
務における対応をめぐって
研究：平衡交付金の意義と総額決定方法の実態について（1）
行政判例研究：
・産業廃棄物処分業の許可等にかかる取消訴訟等における処分場周辺住民の原
告適格を認めた事例
・参議院選挙区選挙の一票の最大較差4.77倍を違憲状態とした事例－平成25年
度参議院議員定数訴訟大法廷判決
ドイツ憲法判例研究：生活パートナーシップ関係の下での継養子の可否
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（2）

自治実務セミナー
5月号 特集　自治体の観光政策

・「観光立国」下で地域が目指すべき観光の形
・日本政府観光局（JNTO）のインバウンド戦略
・奈良観光の課題と奈良県の観光政策
・四季折々、ほんものの日本を五感で発見できるまち金沢
実務と理論：
・情報公開に係る不服申し立てについて情報公開に関係する附属機関を審査庁
にできるか
・選挙公報を選挙管理委員会のホームページに掲載することができるか
実務講座：女性職員が活躍できる社会の実現
自治大生の政策立案研究優秀論文：これからの公立図書館の新しいあり方
現場からのレポート立法事実からみた条例づくり（13）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（下）
政策法務のかんどころ：これこそ県の生きる道！？空家法と和歌山県条例

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政
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地方自治職員研修

5月号 特集　自治体インフラの論点
・自治体施設・インフラの政治行政
・自治体施設・インフラの財政学
・庁舎問題の住民投票
・自治体施設と指定管理者制度
・インフラ維持管理のための人材育成
・図書館の運営・労働・自治
〔最新・政策条例の勘どころ〕第2回　会期等に関する条例（通年の会期条例）
（吉田利宏）
〔環境自治体白書〕地域の自然エネルギーは地域活性化に役立てる！/湖南市
〔見せます！議会の底力〕住民との対話を活かした議会改革/大刀洗町議会

ガバナンス
5月号 特集　若者×自治体－若い力を地域づくりに活かす

・「地域の真剣な生き様」が若者を惹きつける！
・若者の力をどう地域に活かすか－自治体若者政策への展望
・若者の政治参加と主権者教育
・若者議会を設置し、若者総合政策を推進/愛知県新城市
スキルアップ特集：職員プロジェクトで課題に挑む！
Governance Topics：
・「政策サイクルと議会の評価」をテーマに地方議会議員ファーラム2016を開
催/日本生産性本部自治体マネジメントセンター
・傍聴者と議員との対話は議会を変えるか/市民と議員の条例づくり交流会議が
ワークショップ開催
・政策立案機能向上に、全国初の大学図書館との連携スタート/大津市議会
議会局「軍師」論のススメ（2）なぜ、議員だけが「先生」と呼ばれるのか？
（清水克士）
議会改革リポート【変わるか！地方議会】180－議会が「総意」として総合計画
の追加修正案を要望し、反映/岐阜県多治見市議会

日経グローカル
No.289(4月4日号) 特集　2016年度都道府県予算0.3%増　地方創生やマイナンバー対策に重点

新連載〔地域発電でまちづくり〕小浜温泉　バイナリ―発電所、残り湯で産業
おこす
〔REPORT〕北海道新幹線開業　相次ぐ投資　新函館開業対策推進機構・永澤大
樹事務局長に聞く
〔REPORT〕「道の駅」民営化
新連載〔現場発　自治体経営改革論〕「方向性」決めるのは、選挙結果とリー
ダーシップ
新連載〔自治体財政、改善のヒント〕経常収支比率と臨財債

No.290(4月18日号) 特集　どうする所有者不明土地[全国首長調査]3割強が「施策展開に支障」
〔FOCUS〕自治体の施設はどう変化したか
〔REPORT〕川崎市のシティープロモーション
新連載〔自治体経営を考える〕あなたは管理職にふさわしいか
新連載〔自治体BCP基礎講座〕有事の機能維持
新連載〔議会事務局　新潮流〕住民・首長との関係で要の位置に

自治体国際化フォーラム
5月号 特集　ラグビーワールドカップ2015イングランド大会から学ぶ

・ラグビーワールドカップ2015の概要
・RWC2015大会関係者の声（1）ラグビー市－大会の「PROUD HOME」として
・RWC2015大会関係者の声（2）RWC2015を代表する場所にブライトンがなろうと
は誰が予想しただろうか
・RWC2015への日本の関わり
・RWC2019に向けた枠組み・スケジュール
・RWC2019開催都市による取組状況（1）
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・RWC2019開催都市による取組状況（2）釜石市のラグビーワールドカップ2019
開催に向けて
女性客の好みをつかめ！香港進出のすすめ
定住外国人の活用による日本語指導者養成事業～外国人コミュニティコーディ
ネーター養成講座～（群馬県）

J-LIS
5月号 特集　情報セキュリティの強靭化に向けて

・標的型攻撃メールによる被害とこれまでの対応/長野県上田市
・インシデント対策に向けた国の指針/総務省
・セキュリティクラウド構築に向けた取組み/京都府
・新庁舎への移転と同時に一新した最新システムとセキュリティ/東京都豊島区
・セキュリティ向上のための技術的、物理的、人的な対策/神奈川県藤沢市
・標的型攻撃への備えとして、自治体が取り組むべき対策と対応/特別解説・
佐々木良一
Search！：様々な窓口受付を、より優しく、スピーディーに！/新潟県三条市

自治体情報誌D-file
2016.3（上） ・市が文化財を3Dで記録　保存や復元に活用、ネット公開も（長崎市）

・府が府立高生の自転車通学に、保険加入を義務化（大阪府）
・県が暴排条例改正、暴力団拒否標章掲示店への出入り・威圧に罰則（山梨
県）
・県が子ども貧困基金設置し市町村事業に拠出、就学援助にも補助（沖縄県）
・区が大災害に備え慢性疾患の薬を備蓄、薬局１０ヵ所に分散保管（東京都荒
川区）

2016.3（下） ・市が高齢者向け配食を1日3食年中無休で提供へ、一時利用も可能に（群馬県
高崎市）
・全国初　県などが移住者の自宅購入支援　元の家を借上げ家賃保証（茨城
県・他）
・県が政治活動届け出不要の指針、禁止する校則は改正を求める（静岡県）
・区が民泊へ旅館営業法施行条例改正、フロント設置や従業員常駐へ（東京都
台東区）
・市が振り込め詐欺防止条例制定、専門職員が被害者ケアも（千葉県柏市）

自治日報
3839号 ・空き家・耕作放棄地活用条例成立（京都府）

・国保の減額調整「見直すべき」（厚労省検討会）
・都市農業計画案、本格農振に転換（農水省審議会）

3840号 ・ベンチャー企業支援でファンド設立（京都市）
・就業拡大へ農工法検討等提言（農水省検討会）
・情報システム調達で「連携協約」（鳥取県と全市町村）

3841号 ・国・県・市連携で女性ワーカーカフェ開設（福岡県）
・「IoT」時代、抜本的法整備必要（高市総務相）
・特集＝戸籍電算システム運用実態調査（本紙）

3842号 ・待機児童対策で戦略特区活用（大阪府・市）
・熊本地方で震度7、6強の地震相次ぐ
・子育て支援財源、税収「底上げ」巡り議論（政府）

3843・44号 ・子育て支援環境改善で広域連携（千葉県千葉市・市原市・四街道市）
・子育て等充実へアベノミクス「成果」を（自民党）
・条例規制見直し案は「時代に逆行」（地方六団体）

地方行政
10631号 月曜連載　魅力増進型防災のススメ・下　地区防災計画で地域の魅力増進を＝

高知市下知地区の事例から
月曜連載　明るい公務員講座（16）判断力を養う
景観ワンポイント講座（3）住宅地の景観向上の条件＝中山繁信「美しい風景の
中の住まい学」を読む
2016年度新規施策（1）
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10632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（6）公共FMの戦略

（1）量の見直し＝総量縮減とFMの経営管理手法
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（16）価値が自主的に創出され続ける
地域経営＝定住者が増えるまち・北海道東川町に見る「まち・ひと・しごと」
2016年度新規施策（2）

10633号 月曜連載　プロフェッショナルが語る自治体PR戦略（15・完）大きく変わる情
報流通構造＝オウンドメディアを基点に積極的にコンテンツを発信
月曜隔週連載　地方で稼ごう（14）国内繊維産業の再興を目指し、世界初を造
る＝思い付いたらすぐ実行！地域産業の衰退止める「主人公」に
月曜連載　明るい公務員講座（17）知識の多さと視野の広さ
2016年度新規施策（3）

10634号 木曜連載　競わない地方創生～人口急減の真実（1）人口減少対策も「定石、攻
め、守り」を使い分ける＝現象だけを視て、規制したがる「権力者の弊害」
木曜連載　自治体のファシリティマネジメントを考える（7）公共FMの戦略
（2）質の見直し（その1）＝建物の保全予算の確保と残存不具合の活用
木曜隔週連載　番号制度の導入と自治体経営の変貌（3）自治体としての安全管
理措置の具体的な留意点＝特定個人情報に対する自治体の具体的な取り扱い方
法

10635合併号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（1）行政とガバナンス＝問題解決と人材
開発に向けて
月曜連載　明るい公務員講座（18）職場の技能を磨く
2016年度新規施策（4・完）

10636号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（2）地方財政のガバナンス（上）＝膨張
する歳出と借金
月曜隔週連載　地方で稼ごう（15）医療現場から中央と地方を考える（3）＝地
域で医学部を新設するには～千葉県成田市の事例から～
月曜連載　明るい公務員講座（19）話す技術（1）伝えることは難しい

10637合併号 木曜連載　競わない地方創生～人口急減の真実（2）大企業とは正反対な「中小
企業＝役所が行うべき戦略」9カ条＝協働の極意：主役の座と手柄を、顧客・市
民に全て譲る
木曜連載　自治体のファシリティマネジメントを考える（8）公共FMの戦略
（3）質の見直し（その2）＝ライフサイクルマネジメントによる保全推進
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（17）自分ごと・みんなごと・世の中
ごとの好循環を創出する地域経営＝東川町らしさを形成する、まちづくりの実
践

地方財務
5月号 特集　拡大する「ふるさと納税」

・「ふるさと納税」拡充と「企業版ふるさと納税」創設の意義と現状
・ふるさと納税の基本とこれから
・ふるさと納税制度の検証と改善策
行財政情報：平成28年版地方財政白書の概要
今月の視点
・公会計を考える（5）
・地産地消から地方創生へ

厚生労働
5月号 特集　身近な健康の相談役「かかりつけ薬剤師・薬局」を持ちましょう

・薬局が生まれ変わる！
・図解薬剤師・薬局は、こう変わる！－「かかりつけ」の役割の発揮に向けて
・「かかりつけ薬剤師・薬局」とは、どういうもの？
・インタビュー「かかりつけ薬剤師・薬局」を活用するために
地方の挑戦－先進事例紹介：0～2歳の待機児童のみを預かる「待機児童園」を
設置・運営/静岡県静岡市

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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WAM
4月号 特集　平成28年度診療報酬改定のポイント

福祉・医療最前線：社会福祉法人福祉楽団　栗源協働支援センター
いきいきチャレンジ：特定非営利活動法人　親子ネットワークがじゅまるの家
WAMレポート：平成26年度介護老人保健施設の経営状況について

5月号 特集　児童福祉法改正と都道府県推進計画で変わる児童養護の姿
福祉・医療最前線：医療法人米田病院
いきいきチャレンジ：長野こども療育推進サークルゆうテラス
WAMレポート：平成26年度病院の経営状況について

地球環境とエネルギー

5月号 特集　大学もエコ！こんなに進んでいる環境対策
・大学から世界につなぐ環境保全－岩手大学の「エコキャンパス」づくり
・省エネ・再生エネ導入を積極展開！－郡山女子大学の環境への取り組み
・再エネを積極的に導入！環境対策の部署も…－日本工業大学の環境への取り
組み
・世界に誇れる環境先進大学へ－三重大学の環境＆スマートキャンパス活動
・“環境マネジメントの先駆者”－京都工芸繊維大学の環境への取り組み
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
5月号 特集1　自治体と人権

・憲法における人権保障と地方公共団体
・ヘイト・スピーチを規制する社会へ
・自治体現場におけるLGBT施策
・生活困窮者支援と地域創造
・無戸籍問題に自治体はどう向きあうのか
・高校生の政治活動を考える
・九条俳句の掲載拒否から見える民主主義の今
特集2　「国の関与」は変化したか
・関与の見直しと国地方関係の変化
・枠付け見直しの動きと条例による決定
・裁定的関与と行政不服審査制度
・教育行政の国－地方関係の実態と変化
・都市計画・土地利用規制・農地転用における国の関与の縮減について

河川
4月号 特集　平成28年度予算

・平成28年度水管理・国土保全局関係予算配分概要
・平成28年度新規事業（治水）等について
・火山噴火緊急減災対策事業について
・駿河海岸における粘り強い構造の海岸堤防整備

財界九州
5月号 テーマレポート　悲願の“高速道インフラ”開通で沸く「東九州軸」

FOCUS九州新幹線（上）西九州ルート　「リレー方式」での暫定開業決定次の焦
点はFGTの“実現性”に
特集FUKUOKA県南　「久留米シティプラザ」「ホークスファーム本拠地」が誕生
豊かな自然と観光資源を生かして“一大交流地域”に
マンション2016　超低金利で住宅取得に追い風　新規物件の契約率が上昇傾向

建　　　築　・　都　　　市

産　　　業　・　経　　　済



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

九州経済調査月報

5月号 特集　九州の地域研究
・真のイノベーションと「九州」に役立つ人財育成
・2015年度九経調地域研究助成・顕彰事業　概要と審査結果、研究発表会
・生活の質と防災力向上を目指した「小さな拠点」づくり～生活サービス施
設・居住地集約策の検討～
・国際介護人材の養成～介護の担い手の確保を目指して

調査月報
5月号 高校生ビジネスプラン・グランプリ－最終審査会＆表彰式－

企業家活動による災害復興の促進
変化がみられる中小製造業の設備投資姿勢
カスタマイズする生活者


