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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
2002号 （5/30） 法令解説

・水銀に関する水俣条例の締結について（水銀に関する水俣条約）
・水俣条約関連法（1）（水銀による環境の汚染の防止に関する法律）
・水俣条約関連法（2）（大気汚染防止法の一部を改正する法律）

2003号 （6/15) 法令解説
・農林水産省所管の独立行政法人に係る改革について（独立行政法人に係る改革を
推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律）
〔自治を行うということ〕建前だけの平等を超え女性が社会を変える（福嶋浩彦）
〔公職選挙法をもっと身近に！〕選挙区・定数（選挙法制フォーラム）

ジュリスト
1494号（6月） 特集　中国拠点の再構築

・中国現地法人の再編・撤退に関する最新実務
・持分譲渡による撤退
・現地法人の解散・清算の実務とその留意点

増刊2016.5 実務に効く　企業犯罪とコンプライアンス判例精選
別冊227 社会保障判例百選（第五版）

判例タイムズ

1423号（6月） 量刑評議の標準的進行イメージ/名古屋地方裁判所刑事プラクティス検討委員会
〔大阪民事実務研究会〕遺言能力（遺言能力の理論的検討及びその判断・審理
方法）/土井文美
介護事故による損害賠償請求訴訟の裁判例概観－過失・安全配慮義務違反の判
断を中心として－/佐藤丈宜

判例地方自治
407号（6月） 【判決紹介】

東京都/第二次納税義務告知処分取消等請求事件（最高（2小）判/27.11.6）
札幌市/介護給付費支給決定取消等請求控訴事件（札幌高判/27.4.24）
はんれい最前線：市長と労組、事務所退去をめぐるバトルの行方は？
地方行政判例解説：市営住宅明渡等請求事件/西宮市（最高（2小）/27.3.27）
債権管理条例の規定のあり方について（2）
条例ナビ：振り込め詐欺等被害防止等条例/柏市

レファレンス
784号（5月） 生活保護制度の現状と課題

米英独仏におけるヘイトスピーチ規制
消費税率8％への引上げ後の地方経済の状況－青森県を例として－

地方議会人
5月号 特集　地方議会と住民

・変わる議会、変わらない住民－地方議会改革の通信簿（中邨章）
・住民の負託に応える議会（横道清孝）
・問われる議員定数・報酬（江藤俊昭）
・住民の政治参画はどこまで拡充できるのか（新川達郎）
・議会事務局における住民サービスを考える（田口一博）
・町村合併から11年、わが町の議会改革・活性化のあゆみ（鳥取県大山町）
・市民の声を市政に反映させるために－議会への市民参加に取り組む－（大分
市）

法　　　　　　　　　　　　令

議　　　　　　　　　　　　会



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・若者の市政参加に向けて－新潟市議会の取り組み－（新潟市）
・育て自治意識－自分の町は自分たちの手で－子ども議会の取り組み（長崎県
小値賀町）
[質問力で高める議員力・議会力]一般質問はなぜ機能していないのか　残念な
質問・もったいない質問（土山希美枝）

地方自治
6月号 ・ものづくり観光と食のスーベニア戦略

・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（中）
・「人口減少社会における持続可能な消防体制のあり方に関する検討会報告
書」について
・スペインの地方自治制度改革及び「自治国家制度」の展開－カタルニア自治
州の独立に関する動向及び1978年憲法の「自治国家」の展望（1）

自治研究
6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（2）
・各省による総合調整と行政組織法上の諸問題（上）－「内閣官房・内閣府見
直し法」をめぐる法的考察
・公物と私所有権（2）
・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（2）－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（2）
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（3・完）

自治実務セミナー
6月号 特集　自治体の農業政策

・食料・農業・農村の変容と農業政策
・農林水産分野におけるＴＰＰ国内対策のポイント
・遊休農地の解消と農地の集積・集約化に向けて
実務講座：
・新行政不服審査法－行政不服審査会等〈不服申立制度〉
・地方債の発行に係る国の関与の在り方の見直し〈地方債〉
実務演習：ウェブサイトを利用した選挙運動〈地方行政〉
自治大生の政策立案研究優秀論文：遠隔勤務（テレワーク）の促進

地方自治職員研修

6月号 特集　自治体子ども政策・女性政策
・子どもの幸福と自治体政策
・自治体子ども・子育て政策、女性政策に求められるもの
・女性活躍の条件と自治体の役割
・相談の実際と職員の役割
・自治体からつくる子供の学びの豊かな環境
・児童養護施設から見る自治体政策
〔最新・政策条例の勘どころ〕第3回　給食費管理条例（吉田利宏）
〔安全・安心なまちへ〕鬼怒川水害支援からわかったこと
〔Forum通信〕市民と議員の条例づくり交流会議/編集部
〔見せます！議会の底力〕議会による人づくり・地域の創生/可児市議会

ガバナンス
6月号 特集　自治体組織のイノベーション

・グローバル新時代における自治体イノベーションの課題
・個人を活かす、自治体組織へ
・求められる現場の組織開発
スキルアップ特集：外国人に伝わる情報発信

行　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・災害下の外国人住民に情報を迅速に伝える「やさしい日本語」
・SNSを活用した多言語での情報発信がスタート！/東京都新宿区
Governance Topics：
・議会基本条例、10年の歩みを検証/東京財団フォーラム
議会局「軍師」論のススメ（3）議員のやることは「ひとごと」なのか？（清水
克士）
議会改革リポート【変わるか！地方議会】181－通年議会を導入し、委員会の政
策提言を活発化/岩手県北上市議会

日経グローカル
No.291(5月2日号) 特集　[全国813市区調査]2016年度予算と一押し事業　282市区が過去最高、起

債は7％減
地域発電でまちづくり：湘南電力　収益を地元サッカークラブへ
現場発　自治体経営改革論：入札改革で問われる首長の本気度
自治体財政、改善のヒント：キャッシュフローを分析する

No.292(5月16日号) 特集　国家戦略特区の現状と課題－成果に偏り、突破力も不足
熊本地震の教訓－法制化された物資供給システム機能せず
〔FOCUS〕広域地方計画が示す方向性
〔自治体－NPO新連載ガイダンス〕小児在宅医療の実態調査（東京都世田谷区）
〔議会事務局　新潮流〕役割の変容を踏まえた制度の確立を（江藤俊昭）

自治体国際化フォーラム
6月号 特集　JETプログラム30周年記念特集

・JETプログラムの30年：「次の一歩」への展望
・30年、親日派・知日派を育成するJETプログラム
・JETプログラム30周年を迎えて
・JETプログラムとアメリカ合衆国：30年に及ぶ友好関係の構築
・任期のないJET経験者という役名～「繋げる」と「続ける」の力～
インバウンド施策成功のために地域がやるべきこと
北九州市上下水道局の国際貢献～海外水ビジネスの取り組み～

J-LIS
6月号 特集　双方向通信による広報広聴

・テキストマイニングツールによる広聴の可視化/相模原市
・ゆるキャラの広報力を豪雨発生時に活用/宇都宮市
・市民の声を一元管理してより良いサービスの提供に活かす/さいたま市
・安心して利用できるコミュニケーションツールを住民に提供/三島市
・“情報政策室の顔”が見える情報を日々発信/北海道八雲町
・広報広聴業務における新たな役割とICTの活用/本田正美
Search！：我が国の標準的な避難所運営システムCOCOAの開発/沼田宗純

自治体情報誌D-file
2016.4（上） ・子どものスマホ、警戒2万語で監視するアプリを市が中学保護者に配布（千葉

県柏市）
・区が子どもの貧困SOS専用電話、情報寄せてもらい早急に対応へ（東京都江戸
川区）

・都交通局が口コミサイト活用で観光スポット100選決定へ（東京都・他）

・市がドローンによる防災航空隊発足、災害時など活用へパイロット育成（静
岡県焼津市）
・市が地下繁華街の浸水被害へ利用者避難計画、各施設マニュアルに（大阪
市）

2016.4（下） ・介護保険の仕組みを子育て支援に、ケアマネが聞き取りプラン作成（埼玉県
和光市）
・利用拡大へ市内10公共施設を「自転車の駅」に、工具やトイレ提供（福井県
福井市）
・市がメガソーラートラブル回避へ条例、住環境と調和や事前説明義務（茨城
県笠間市）



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・県が社会資本のストック効果を事例集に、就業促進や企業誘致に期待（静岡
県）
・市が樹齢30年以上樹木調査、昨年調査で街路樹など14％に倒木リスク（兵庫
県西宮市）

自治日報
3845号 ・観光等で道・京都府町村会等と協定（特別区長会）

・文化庁移転協議会を初開催（政府と京都側）
・ＩＴ人材教育で調査報告書（内閣官房）

3846号 ・公共交通活性化へ条例制定も視野（滋賀県知事）
・CLTで地方創生へ議連発足（自民党有志）
・防災・減災へ「グリーンインフラ」活用（政府）

3847号 ・「とっとり型保育」のあり方で研究会（鳥取県）
・人口減の消防体制、28次消防審に諮問（消防庁）
・改定IT戦略、BPR等で投資循環（政府）

地方行政
10638号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（3）地方財政のガバナンス（下）＝役割

分担の明確化と財源負担の在り方
特集　所有者不明土地　自治体アンケートが示す土地の「所有者不明化」＝震
災復興や空き家対策で顕在化した制度の盲点
特集　土地権利制度の見直し：「地方創生」のカギは制度改革＝日本学術会議
が公開シンポジウム
月曜連載　明るい公務員講座（20）話す技術（2）熱くならず、熱意を伝える

10639号 木曜連載　競わない地方創生～人口急減の真実（3・完）視るべきは「アンケー
ト、成功事例」ではなく「顧客の行動」＝成功事例を「真似しない、前提にし
ない」
木曜連載　自治体のファシリティマネジメントを考える（9）公共FMの体制づく
り＝全体最適を図るFM推進体制の構築
木曜隔週連載　番号制度の導入と自治体経営の変貌（4）特定個人情報の提供を
受ける場合に必要な本人確認（1）＝本人から情報の提供を受ける場合の具体的
な確認方法

10640号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（4）地域ガバナンスと評価：その新たな
仕組み（理論編）＝自治体におけるプログラム評価の導入を考える
特集　人口減少時代に打ち勝つ　地方創生「息長い取り組みを」＝鳥取・高知
両県知事、内外情勢調査会で講演
月曜連載　明るい公務員講座（21）書く技術

10641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（10・完）地方自治体
の公共FM事例＝JFMA賞の受賞事例の取り組みから
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（18）官民連携の社会イノベーション
を創出するプラットフォーム構築＝ソーシャル・インパクト・ボンド活用によ
る新機軸の実現
連載　新・地域力と地域創造（15）農家民宿が新たな交流拠点に＝インバウン
ドも好調、山形県飯豊町中津川地区

10642号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（5）地域ガバナンスと評価：その新たな
仕組み（実践編）＝兵庫県豊岡市における協働型プログラム評価の実践
政策紹介　ALL JAPAN & TOKYOプロジェクト・上～日本各地と東京　オールジャ
パンで取り組む産業振興施策～
月曜連載　明るい公務員講座（22）私の作文術
景観ワンポイント講座（4）修景による景観整備＝長野県小布施町の景観政策

10643号 木曜連載NEW　地域経済のあしたの育み方（1）ILOという新しい産業分類の視点
＝人口減少下での地域経済分析手法
木曜連載NEW　自治体シンクタンクの理論と実践（1）自治体シンクタンクとは
何か＝未経験の時代を生き抜く手段に
木曜隔週連載　番号制度の導入と自治体経営の変貌（5）特定個人情報の提供を
受ける場合に必要な本人確認（2）＝代理人から情報の提供を受ける場合の具体
的な確認方法

10644・合併号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（6）我が国社会科学の基礎概念＝根本概
念をいかに翻訳するか？



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
政策紹介　ALL JAPAN & TOKYOプロジェクト・中～全国の中小企業がビジネス
チャンスを掴める仕掛けづくり～
月曜連載　明るい公務員講座（23）勉強を続けよう

地方財務
6月号 特集　復興特区税制と地方公共団体の対応－制度の概要と平成28年度税制改正

の内容
・復興特区制度の創設経緯
・平成25年度及び26年度の税制改正の概要
・復興特区税制を活用する上での留意点
行財政情報：
・「地方交付税法等の一部を改正する法律」の解説
・平成28年度地方債事務に係る変更点等の解説
今月の視点
・公会計を考える（終）

厚生労働
6月号 特集　パートタイム労働者がいきいきと働く職場をつくる！「パートタイム労

働者活躍推進企業表彰」の取り組み
・パートタイム労働者の活躍推進に向けて
・「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」の概要
・事業所事例　パートタイム労働者がいきいきと働く会社
地方の挑戦－先進事例紹介：ハローワーク等と連携し就職支援サービスをワン
ストップで実施/東京都杉並区

WAM
6月号 特集　今後の療養病床のあり方と選択

福祉・医療最前線：介護人材の確保に向け高卒者の安定的な採用を実現－社会
福祉法人徳心会　特別養護老人ホームさくらえん/東京都武蔵野市
いきいきチャレンジ：産婦人科過疎地域での助産師による子育て支援－まんま
るママいわて/岩手県花巻市
WAMレポート：平成26年度保育所の経営状況について

地球環境とエネルギー

6月号 特集　ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）最新動向
・ZEHの現状と課題、将来展望
・積水ハウスのZEHへの取り組み
・2020年に向けて
・ネット・ゼロ・エネルギーを超えるエコ性能へ！
・地域工務店で加速するZEHへの対応
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
6月号 特集1　子どもの貧困と向き合う

・社会全体で問題解決へ
・都道府県における子どもの貧困対策計画の策定状況
・子どもの貧困対策における足立区の取り組み
・妊娠・出産期における子どもの貧困の発見と支援
・公的支援が届かない人々－女性の貧困の現状と困窮家庭の支援－
・学校の役割を問う

建　　　築　・　都　　　市

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・奨学金問題の現状と課題
・児童養護施設を退所した子どもたちへの支援
特集2　景観法、新たな10年

河川
5月号 特集　大河川の歴史（第１回）～石狩川・信濃川～

・北海道総合開発と石狩川
・石狩川流域の発展を支えた治水技術
・札幌の都市形成と河川改修等の関わり
・信濃川改修の歴史的意義
・信濃川水系の治水計画・事業の経緯
・信濃川水系の地形・気象条件と洪水特性

財界九州
6月号 テーマレポート　九州・沖縄にみる近年の「銀行変遷」

AREA FOCUS博多の新顔「KITTE博多」がオープン！
FOCUS九州新幹線（中）西九州ルート　佐賀県はあくまでも“FGT前提”を主張
佐賀有志に広がる「フル規格論」複数のルート案を想定するが…
ICT2016　ICTで第４次産業革命　急拡大する国内の「IoT」市場
特集OFFICE　「オフィス改革」で人の確保とブランド向上へ
“福岡の未来像”座談会（西日本鉄道/竹中工務店/日建設計/三井不動産）

九州経済調査月報

6月号 特集　福岡の都市力
・福岡の都市発展戦略と天神ビッグバン
・商業・サービス業店舗立地からみた福岡都心部の変化
・福岡のグローバル評価と政策課題
・熊本地震による九州経済への影響

調査月報
6月号 リレーションシップバンキングと中小企業の業績

利益を増大するビジネスモデル思考
小企業の景況は、持ち直しの動きに足踏みがみられる

産　　　業　・　経　　　済


