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時の法令
2004号 （6/30） 法令解説

・後継者と先代経営者の課題に対応（中小企業における経営の承継の円滑化に関す
る法律等の一部を改正する法律）
・選挙人名簿の登録制度の改正（公職選挙法の一部を改正する法律）
・瀬戸内海を「豊かな海」とするために（瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正
する法律）
〔日本の外交・防衛政策の諸課題〕日米防衛協力のための指針（上）/横山絢子

2005号 （7/15) 法令解説
・北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約の締結（北太平洋
における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約）
・二千七年の国際コーヒー協定の締結（二千七年の国際コーヒー協定）
・商標法に関するシンガポール条約の締結（商標法に関するシンガポール条約
首長の多選やめるのは自治の知恵（福嶋浩彦）
選挙の種類・選挙期日・立候補の仕組み（選挙法制フォーラム）

ジュリスト
1495号（7月） 特集　会社法施行10年の実情と課題

・上場会社による種類株式の利用
・コーポレート・ガバナンスと社外取締役の位置づけ
・監査等委員会設置会社の現状と課題
・株主総会に関する法制の現状と課題

別冊228号 租税判例百選（第6版）

判例タイムズ

1424号（7月） 〔大阪民事実務研究会〕所有者の登録名義を有していない自動車の留保所有権
が自動車を引き上げて債権の満足を受けた場合の否認可能性
執行事件にていての一考察－担保権実行としての不動産競売事件と子の引渡し
執行事件について－
〔判例紹介〕法人税法（平成22年法律第6号による改正前のもの）132条の2にい
う「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及
びその該当性の判断方法

判例地方自治
408号（7月） 【判決紹介】

東京都/児童相談所長一時保護継続措置に対する損害賠償請求事件（東京地判
/27.3.11）
川崎市/生活保護費徴収決定取消請求事件（横浜地判/27.3.11）
はんれい最前線：住民投票不成立で要否の内訳は藪の中へ
地方行政判例解説：元市長に対する求償金請求控訴事件
地方自治の現場から：所有者の判明している特定空家等の除却事例
債権管理条例の規定のあり方について（3）

レファレンス
785号（6月） ・相続税制の改革に当たっての考え方

・大学教育の境界－新しい高等職業教育機関をめぐって－
・アスベストによる健康被害とその救済に関する動向－補償・救済制度とアス
ベスト訴訟を中心に－
・水俣病訴訟（資料）

法　　　　　　　　　　　　令
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地方議会人
6月号 特集　地方版総合戦略を探る

・地方版総合戦略～策定から本格展開へ～
・住民とともに実現する“おらが”「総合戦略」
・地方版総合戦略と地方議会の責任
[特別寄稿]総括・第31次地方制度調査会最終答申－人口減少社会に的確に対応
する地方行政体制とガバナンス－（林宜嗣）
[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　議会と
「絶対・無謬」の行政の相互依存（土山希美枝）

地方自治
7月号 ・人口減少社会における地方独立行政法人のあり方に関する考察～もう一つの

地方創生～
・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（下）
・指定管理者制度本格施行から10年目の現状と課題
・地方への移住・交流の促進に向けて

自治研究
7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（3）
・市町村に対する都道府県の「補完」のあり方（1）－岩手県の事例をとおして
考える
・大規模開発と合意形成（1）－沖縄県米軍基地辺野古移設計画を題材として
・各省による総合調整と行政組織法上の諸問題（下）－「内閣官房・内閣府見
直し法」をめぐる法的考察
・帝国憲法・現行憲法下の官吏責任・国家責任
研究：平衡交付金の意義と総額決定方法の実態について（3）
行政判例研究：市議会議員の二親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の
請負契約を辞退しなければならず当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出す
るよう努めなければならない旨を定める市議会議員政治倫理条例の合憲性

自治実務セミナー
7月号 特集　連携中枢都市圏

・連携中枢都市圏構想
・高梁川流域圏における広域連携
・備後圏域連携中枢都市圏の取組
実務演習：
・地方独立行政法人への職員の退職出向〈人事行政〉
・選挙運動期間外の挨拶行為の制限〈地方行政〉
自治体実務サポート：知的・発達障害者への投票支援

地方自治職員研修

7月号 特集　事業のたたみ方・つなぎ方
・市民・職員連携による対話型事業見直し
・自治体の事業のたたみ方・つなぎ方
・都市のたたみかた
・PFI終了後の“次のPFI”へのつなぎ方
「にしすがも」と「たちかわ」、二つの創造舎
〔最新・政策条例の勘どころ〕第4回　乾杯条例（吉田利宏）
〔Forum通信〕議会基本条例10年－東京財団モデルから考えるPart1
〔見せます！議会の底力〕性に平等な議会をめざして/全国フェミニスト議員連
盟

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政
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ガバナンス
7月号 特集　自治体の住宅政策

・なぜ自治体にとって住宅政策が重要なのか
・人口減少社会における市街地の再編と都市住宅政策
・座して荒廃を待つよりも、既存建築物を活かす制度改革を
スキルアップ特集：元気に仕事をするための上手な“休息法”
議会局「軍師」論のススメ（4）議会運営の「先例」は「麻薬」なのか？（清水
克士）
議会改革リポート【変わるか！地方議会】182－「通年議会」をテコに議会改革
を加速/長野県小布施町議会

自治体法務研究

№45　2016夏 特集　移住促進と自治体

日経グローカル
No.293(6月6日号) 特集　中長期の公示地価が示す明暗　地域格差拡大、人口や政策が左右

〔霞が関　底流伏流〕スポーツで稼げる国へ　アリーナで地域活性化
〔REPORT〕地方版総合戦略の策定状況
〔REPORT〕「まち・ひと・しごと創生基本方針2016」策定
〔現場発　自治体経営改革論〕効果の大きい指定管理者制度
〔自治体－NPO新連載ガイダンス〕読書活動の推進（山梨県教育委員会）
〔観光創生　地域が変わる〕訪日個人旅行者の動きをデータで分析
〔大学、地域を拓く〕九州大学　水素で世界をリード

No.294(6月20日号) 特集　自治体のクラウドファンディング[全国調査]都道府県の7割、100超す市
区が「活用」
〔FOCUS〕夕張破綻から10年
〔FOCUS〕活躍するご当地アイドル
〔REPORT〕病院・福祉施設の耐震化
〔REPORT〕第６次分権一括法成立
〔自治体-NPO新連携ガイダンス〕子どもの貧困対策/大阪府箕面市
〔議会事務局新潮流〕事務局の充実踏まえた機能の外部化

自治体国際化フォーラム
7月号 特集　Look India!～日本とインドの自治体間交流、その発展可能性～

・インド：台頭する民主主義大国との交流拡大に向けて
・日印の都市間交流の可能性－インド経済の状況と日印の経済分野の交流を踏
まえて－
・日印関係：州県間協力の可能性
・これまでの日印自治体間交流と近年の動向について
・横浜市のインド交流とムンバイ事務所の活動について
・「福岡県とインド・デリー準州の友好提携について」

J-LIS
7月号 特集　消防・救急とICT

・最新のICTを活用した消防指令センター/徳島県徳島市
・救急車の必要性に関する判断を補助するサービス/東京都
・救急車内の状況と車両の位置情報を医療機関と共有/神奈川県横須賀市
・AEDを“必要とする現場”と“設置場所”をいち早く通知/愛知県尾張旭市
・消防団員への召集・情報伝達などをアプリケーションで一括管理/愛媛県松山
市

自治体情報誌D-file
2016.5（上） ・市が法令遵守求め工事や委託落札業者に報告書の提出義務化、罰則も（京都

市）
・市のふるさと納税特典に「空き家見回り」と「墓地管理」を追加（埼玉県秩
父市）
・シルバーに学童クラブ運営を委託、学区外も受入れ昔遊び伝承や学習支援
（静岡県焼津市）



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・市が全国初の移動投票所、立会人同乗し過疎で統合される地区に開設（島根
県浜田市）
・道路法に関する特区広がる、道路をにぎわいの場にして地域活性化へ（東京
都目黒区・豊島区ほか）
・管理困難で市民要望、市が府内初の合葬墓地を完成、遺骨を永年管理に（京
都府木津川市）
・商工会議所が空き家を社宅に活用を奨励、市はリフォーム費用助成へ（神奈
川県横須賀市ほか）

2016.5（下） ・市がマンション開発業者に保育所整備協力金要請、要綱新設へ（川崎市）
・廃品放置防止条例施行、回収事業者届け出求め屋外保管対策強化（鳥取県）
・市が障害児支援の質向上へ、放課後デイサービス独自指針（横浜市）
・全国初　市が入札参加資格に、暴力団離脱者雇用企業を優遇（北九州市）
・市が独自の生活困窮者支援の条例、消費者被害防止も含める（滋賀県野洲
市）
・市議会だよりをスマホで配信へ、最新号配信を知らせる機能も（埼玉県久喜
市）
・県議会が本会議場に親子傍聴室、乳幼児連れて防音スペースで（広島県）

別冊（2016年夏号） [特集]　自治体の連携－歴史と課題
[発想・conception]高齢者の孤立死の実態と防止対策
[国土強靭化基本法と自治体]（2）熊本地震に学ぶ国土強靭化の短期目標（中林
一樹）
[自治体政策最前線]障害者福祉　誰もが住みやすいまちづくりに

自治日報
3848号 ・児童相談所設置、中核市「慎重」7割

・熊本地震からの復旧・復興等で決議（市議長会）
・サ高住の立地誘導へ市町村も計画策定

3849号 ・県全域で連携中枢都市圏形成（高知市）
・障害支援施設等の「住所地特例」見直し（厚労省）
・民泊新法等の規制改革実施計画決定（政府）

3850号 ・官民「女性活躍応援団」設立へ準備委（栃木県）
・業務改革モデル事業に7団体決定（総務省）
・「マイキー」活用戦略で準備会開催（総務省）

3851号 ・職員1000人削減等、市政改革で素案（大阪市）
・熊本地震受け国公立学校施設を調査（文科省）
・国会対応など働き方改革で提言（政府懇談会）

地方行政
10645号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（7）我が国社会科学の基礎概念その2＝

邦語概念をいかに外国語訳するか？
政策紹介　ALL JAPAN ＆ TOKYO プロジェクト・下～日本各地と東京が連携した
外国人旅行者誘致で全国の産業活性化～
月曜連載　明るい公務員講座（24）公務員はサービス業

10646号 木曜連載　地域経済のあしたの育み方（2）アウトバウンドとインバウンドを地
域経済戦略の中心に＝ILO産業分類で分かる戦略の基軸
木曜連載　自治体シンクタンクの理論と実践（2）自治体シンクタンクの設置背
景＝企画力の強化が自治体シンクタンクの役割
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（19）行政と民間の連携促進による成
果実現の生産性向上＝日本におけるソーシャル・インパクト・ボンドの経験蓄
積

10647号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（8）社会的インパクト投資の効用と課題
（上）＝SIBの活用法、仕組みと意義
北海道自治体学土曜講座　沖縄の人々苦難は他人事ではない　2016年度第1回
「沖縄問題」
月曜連載　明るい公務員講座（25）服装でも良い評価をもらおう

10648号 木曜連載　地域経済のあしたの育み方（3）ILO産業分析手法による北海道の地
域経済戦略＝インバウンド産業は弱点という現実を踏まえて
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木曜連載　自治体シンクタンクの理論と実践（3）戸田市政策研究所の概要と研
究成果（その1）首長直結の自治体シンクタンクの在り方
木曜隔週連載　番号制度の導入と自治体経営の変貌（6）番号制度における安
心・安全の確保および利活用の取り組み＝番号制度と自治体の条例との関係

10649・合併号 木曜連載　地域経済のあしたの育み方（4）法人住民税から見た農業と製造業の
優位性＝北海道網走市（分析編）
木曜連載　自治体シンクタンクの理論と実践（4）戸田市政策研究所の概要と研
究成果（その2）調査研究の施策反映性を担保する自治体シンクタンク
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（20）産官学金労言で新機軸の地方創
生プログラムを構築＝鹿児島県長島町「ぶり奨学プログラム」

10650号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（9）社会的インパクト投資の効用と課題
（下）＝SIBの課題と活用の留意点
新・地域力と地域創造（16）乳児連れ出勤認め、ライフスタイル丸ごと提案＝
茨城県つくば市の授乳服制作販売会社・モーハウス
月曜連載　明るい公務員講座（26）立ち居振る舞い（1）あなたは見られている

10651号 木曜連載　地域経済のあしたの育み方（5）隠れた高品質作物をてこにした農業
のマーケティング戦略＝北海道網走市（実践編）
未来の予算編成に挑戦：自治体幹部に成り切りまちづくりゲーム＝SIMちば2030
体験記
木曜隔週連載　番号制度の導入と自治体経営の変貌（7）他自治体との情報連携
の実施＝自治体間の情報連携に向けた対応

地方財務
7月号 特集　渡邊雄司氏に聞く 地方公共団体金融機構の発足と発展の道筋を振り返っ

て－興銀の良き伝統が地方債ビジネスで花開く
行財政情報：平成26年度財政指数表にあらわれた地方財政の特徴と傾向
今月の視点：統一的な基準による効率的な固定資産台帳の整備
別冊付録：平成26年度類似団体別市町村主要財政指数一覧/類似団体別市町村名
一覧

厚生労働
7月号 特集　本格的運用がもうすぐ始まります　知りたい！「無期転換ルール」

・改正労働契約法の概要
・「無期転換ルール」のポイント
・「無期転換」はどれくらい進んでいるのか？
・事例紹介　無期転換先進企業に学ぶ
・「無期転換ルール」が企業にもたらすメリット　厚生労働省の支援策
地方の挑戦－先進事例紹介：民生委員・児童委員のインターンシップ事業活動
の周知で将来の担い手確保めざす
未来につなげる子育て支援：保育ママ事業－家庭的な環境で1歳未満の乳児を保
育/東京都江戸川区

WAM
7月号 特集　介護予防・日常生活支援総合事業への取り組み

福祉・医療最前線：24時間365日の小児専門救急病院として地域の小児医療に貢
献/大阪市旭区・社会医療法人真美会中野こども病院
いきいきチャレンジ：高齢がん患者の地域生活移行に向け医療・介護・福祉的
なサポートを実現/愛知県名古屋市・特定非営利活動法人ミーネット
WAMレポート：平成26年度軽費老人ホーム（ケアハウス）の経営状況について

地球環境とエネルギー

7月号 特集　“次世代航空燃料”への挑戦
・次世代航空燃料をめぐる国際動向とわが国の検討見通し
・バイオジェット燃料の最新動向と日本航空の取り組み
・地球にやさしい“ミドリムシ”ジェット燃料
・世界初！バイオジェット燃料で定期便運航

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

都市問題
7月号 特集1　原発再稼働を問い直す

・原発維持は現実的な政策か？
・揺れる司法判断
・原子力時代の終焉？
・期待と不安の中の伊方原発
・耐震安全性の観点から原発再稼働を問う
・米国サンオノフレ原発廃炉を決定付けた民主的手法
特集2　自治体業務改革の焦点
・情報通信技術と政府間関係
・総合相談窓口に関するオムニバス
・地方公務員の長時間労働はどうやれば改善できるか
・情報システムと自治体の専門性
〔研究報告論文〕ベルギー・ブリュッセルにおける屋外広告物規制/田中暁子

河川
6月号 特集　土砂災害から命を守る砂防の取り組み

・土砂災害に対する警戒避難体制の強化にむけた取り組み/国土交通省
・広島市土砂災害を受けての取り組み（モデル地区検討）/内閣府
・福岡市の土砂災害対策の取組み/福岡市市民局
・神戸市における土砂災害に関する避難情報発令の方法について/兵庫県神戸市
・和泉市における夜間の土砂災害を想定した実践的な避難訓練/大阪府和泉市
・土砂災害と垂水市/鹿児島県垂水市

財界九州
7月号 テーマレポート　“地域資源”を生かして「移住促進」

TOP INTERVIEW　福岡市長・高島宗一郎氏「成長戦略を着実に実現し、九州と共
に発展する福岡市に」
FOCUS九州新幹線（下）西九州ルート　フル規格論再燃の一方で、懸念される
「並行在来線問題」のトラウマ
特集　Fukuoka2016　世界とつながり九州を活性化させる

九州経済調査月報

7月号 特集　地域資源再活用
・工場と地域との共進化を考える
・廃校を活用した産業振興の取組みと課題
・熊本地震による九州観光への影響
・熊本地震の九州製造業への影響～自動車・半導体事業所への影響

調査月報
7月号 訪問・通所介護事業における人材マネジメント

見える化が導いたV字回復
なぜ今、中小企業の知財戦略なのか
2年連続で中小企業の半数が正社員の給与水準を引き上げ
電力の小売自由化から始まるインフラ再編時代
成功する中小企業の特徴と経営理念

建　　　築　・　都　　　市

産　　　業　・　経　　　済


