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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
2006号 （7/30） 法令解説

・平成28年度の税制改正について（所得税法等の一部を改正する法律）
〔公文書管理と日本人〕国立公文書館の新館建設問題（瀬畑源）
〔多様化する家族と法〕戸籍のない人－法制度の問題と地方自治体の取組み（二宮周
平）

2007号 （8/15) 法令解説
・平成28年度の地方税制の改正（地方税法等の一部を改正する等の法律）
〔改めて憲法を考える〕高校生の政治的活動－文科省の新通知の問題点（中川律）
〔公職選挙法をもっと身近に！〕投票・開票（選挙法制フォーラム）

ジュリスト
1496号（8月） 特集　国際的租税回避への法的対応

・タックス・シェルターからタックス・コンプライアンスへ－会社法と租税法
の融合の必要性
・国際的脱税・租税回避への対抗－パナマ文書の影響
・「パナマ文書」に基づく課税処分及び脱税犯の訴追の可能性
・国際的情報収集

判例タイムズ

1425号（8月） 裁判員裁判を巡る諸問題〔大阪刑事実務研究会〕併合事件における審理計画・
審理の在り方（主観的併合）
〔大阪民事実務研究会〕労災民事訴訟に関する諸問題について－過労自殺に関
する注意義務違反、安全配慮義務違反と相当因果関係を中心として－
医療・介護施設における高齢者の事故についての損害賠償請求に係る諸問題
〔判例紹介〕：線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症
の者の妻が法定の監督義務者に準ずべき者に当たらないとされた事例（最高（3
小）平28.3.1決）

判例地方自治
409号（8月） 【判決紹介】

京都府/個人情報一部不開示決定処分取消等請求事件（最高（1小）判
/28.3.10）
高槻市/附属機関に係る公金支出差止等請求控訴事件（大阪高判/27.6.25）
はんれい最前線：放棄議決を覆す議決で揺れる求償権の行方
自治体法務の風を読む：職員のメンタルヘルスと分限処分をめぐる手続上の留
意点
地方自治の現場から：明石市における成年被後見人・被保佐人採用のための条
例整備
法律相談：体罰事案に関する情報公開請求

レファレンス
786号（7月） ・議員立法と内閣立法の諸相

・フランスの間接雇用制度
・ドイツ連邦共和国基本法における緊急事態条項

地方議会人
7月号 特集　地方から世界への飛躍

・経済産業省の農業成長化への取り組み
・中小企業の海外展開に係る現状と支援策について
・自治体の海外経済活動を支援！

法　　　　　　　　　　　　令

議　　　　　　　　　　　　会



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・基本は自らのビジネスストーリー
九州の産品、技術を海外へ～海外を向く九州経済～
[質問力で高める議員力・議会力]一般質問のパワーアップ（1）－論点を絞り、
整理する（土山希美枝）

地方自治
8月号 ・博物館の管理と情報摂取の自由－太地町立くじらの博物館事件を素材として

・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の
整備に関する法律（第6次地方分権一括法）について
・暮らしを支える地域運営組織に関する調査研究事業報告書について
・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（2）

自治研究
8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（4・完）
・市町村に対する都道府県の「補完」のあり方（2・完）－岩手県の事例をとお
して考える
・大規模開発と合意形成（2・完）－沖縄県米軍基地辺野古移設計画を題材とし
て
・公物と私所有権（3）
・議会の例規考
・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（3・完）－学説
と実務における対応をめぐって

自治実務セミナー
8月号 特集　審理員と第三者機関

・行政不服審査法改正の意義
・狛江市における審理員と第三者機関
・横浜市における審理員と第三者機関
・徳島市における審理員による審理の適用除外とすることの検討過程
・住民の視点からみた改正行政不服審査法
実務講座：災害と特別交付税〈交付税〉
実務演習：災害と税の減免・徴収猶予〈税務行政〉
地方自治研究室：行政機関個人情報保護法の改正と自治体の対応

地方自治職員研修

8月号 特集　提言・教訓～熊本地震から100日
・熊本地震に学ぶ小規模自治体の災害対応
・被災自治体と自助・共助・公助
・被災者に寄り添った生活再建支援を
・被災者・支援者の境遇と〈ことば〉の役割
〔連携・「知」活用〕女性が活躍できる事業づくりをサポート
〔見せます！議会の底力〕議員間の自由討議が市長を動かす！/福岡県古賀市議
会

ガバナンス
8月号 特集　公共図書館のミライ

・公共図書館の役割と可能性（柳与志夫）
・まちづくりを支える図書館（糸賀雅児）
・政策づくりに“効く”図書館（塚田洋）
・TSUTAYA図書館が投げかけた波紋（猪谷千春）
取材リポート：（・佐賀県伊万里市民図書館/東京都武蔵野市・武蔵野プレイス
/長野県伊那市立図書館）
スキルアップ特集：自治体の政策形成と職員のデータ活用力

行　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
議会局「軍師」論のススメ（5）「申し合わせ」は「公然の秘密」なのか？（清
水克士）
議会改革リポート【変わるか！地方議会】183－住民が検証できるために「議会
白書」を初めて作成/長野県飯綱町議会

日経グローカル
No.295(7月4日号) 特集　自治体のインバウンド対策[都道府県・政令市調査]広域連携に活路、

「コト消費」照準
〔FOCUS〕町内会・自治会への財政支出
〔FOCUS〕農業現場の外国人就労
〔REPORT〕サラリーマン副収入に住民税
〔REPORT〕ふるさと納税の15年度実績
〔現場発自治体経営改革論〕職員手作りのシティプロモーション/奈良県生駒市

No.296(7月18日号) 特集　県民経済計算に見る地域の「実力」29都道府県の労働生産性、5％超向上
〔FOCUS〕広がる「日本版ネウボラ」－2016年度末で250超の市区町村が導入へ
妊娠・出産から育児まで切れ目なく支援
〔特別寄稿〕英国民投票の教訓
〔観光創生　地域が変わる〕体験型観光プラットフォームの活用
〔議会事務局　新潮流〕地域課題解決型議会の実現に向けて（中村健）

自治体国際化フォーラム
8月号 特集　日本文化は本当に中国で受け入れられているのか

・中国で日本文化は浸透しているか
・「茶道」が中国人に受け入れられる理由
・コンテンツと共に受け入れられる日本の音楽
・中国における日本のアニメ・漫画文化
・中国における日本料理と日本酒事情の変遷
・SNSに育まれる多様な日本ファンに着目を

J-LIS
8月号 特集　ICT導入による農林漁業の活性化

・マリンITが切り拓いた漁業の持続可能性/公立はこだて未来大学、留萌市
・生育状況や作業履歴、環境データを効率的に収集/山口県
・森林・林業の特性に応じたプラットフォームの構築/北海道中川町
・生産者と消費者を地産地消の輪でつなぎ、生産意欲を高める/沖縄県久米島町
・農業における、超省力、高品質生産の実現に向けて/農林水産省
Search！マイナンバーカードを活用したスマートテレビ防災システムについて

自治体情報誌D-file
2016.6（上） ・難病患者医療情報をQRコードに、身に着け災害時活用へ（徳島県）

・民泊整備し災害時は避難所に、シームレス民泊推進協を官民で設立（徳島県
阿南市他）
・一定区域の新規開発に市が無電柱義務条例、他地区でも促進へ（茨城県つく
ば市）
・伝統野菜栽培継承へ市がマニュアル、「農の匠」の知恵をまとめる（石川県
加賀市）
・市が母子向け避難所設置検討に、NPOと連携しプロジェクト設置（新潟県長岡
市）
・区議会が政務活動費の使途を第3者機関でチェック、審査会を設置（東京都港
区）

2016.6（下） ・市が要介護度改善した施設に、一人当たり月2万円を最大1年交付（青森県弘
前市）
・政令市初、介護離職防止にワンストップ相談窓口、専門員が常駐（福岡市）
・区が中小製造業の事業継承支援、職員が訪問調査し専門家を派遣（東京都品
川区）
・全国初　市民病院が手術室機能を備えたドクターカーを運用開始（青森県八
戸市）



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・広域連合が無料WiFiの共通化へ、自治体間一括認証は全国初（関西広域連
合）
・全国初　県が無戸籍者救済へ専門の相談窓口、不利益回避へ支援（滋賀県
他）
・県が有料道路8路線の運営権を民間企業に譲渡、全国初（愛知県）

自治日報
3852号 ・17年度採用、30都道府県で応募者減

・農地流動化の転用規制で論点整理（農水省）
・地方教育費が5年ぶり増加に（文科省調査）
〔自治〕人口減少社会の地方公文書館

3853号 ・15年分の知事の平均所得は1876万円
・水道事業強化で県が「協議の場」（厚労省専門委）
・地方公営8事業の改革へ論点等提示（総務省）

3854号 ・空き家対策で協議会、年度内に計画（京都市）
・DMOで「マーケット志向型」再編案（観光庁）
・京都市への移転で実証実験開始（文化庁）

3855号 ・企業寄附の「震災枠」で熊本支援（福岡県）
・住基人口が7年連続で減少（総務省）
・16年給与勧告、3年連続増の公算（人事院）

3856号 ・民泊等の要件緩和を知事に提言（徳島県）
・少子化と子どもの貧困対策で提言案（知事会PT）
・16年度普通交付税大綱を閣議報告（総務相）

地方行政
10652合併号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（10）ニュー・パブリック・マネジメン

トとガバナンス＝市場原理と協治・協働
月曜連載NEW　熊本地震に学ぶ自治体の災害対応（1）小規模自治体も政令市も
業務対応量は同等＝発災直後からフル回転だった益城町
景観ワンポイント講座（5）街並み改善の可能性を証明＝京都市新景観政策の現
在
月曜連載　明るい公務員講座（27）立ち居振る舞い（2）所作が人格をつくる

10653号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（11）都市のガバナンス　大都市であっ
てもまずは地域から＝長期的な計画によって道筋を明確に示す
月曜連載　熊本地震に学ぶ自治体の災害対応（2）自治体連携を現場でいかに進
めるか＝被災経験ある自治体職員によるサポート体制確立を
月曜連載　明るい公務員講座（28）職場での生きざま（1）清く明るく美しく

10654号 木曜連載　地域経済のあしたの育み方（6）再確認した農業と発見した宿泊業の
競争優位性＝北海道伊達市（分析編）
木曜連載　自治体シンクタンクの理論と実践（5）かすかべ未来研究所の概要と
研究成果（その1）＝調査研究による成果の施策化への仕組み
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（21）共感の連鎖を基盤にスピード感
ある地方創生を推進＝鹿児島県長島町における価値共創の戦略展開

10655号 木曜連載　地域経済のあしたの育み方（7・完）宿泊業や農業を起点に垂直統合
を進める独自戦略＝北海道伊達市（実践編）
木曜連載　自治体シンクタンクの理論と実践（6）かすかべ未来研究所の概要と
研究成果（その2）＝企画部門の調査研究を最適化するためのヒントの提供
検証・農業の規制緩和　民間事業社11社が参入＝兵庫県養父市の国家戦略特区
木曜隔週連載　番号制度の導入と自治体経営の変貌（8）個人番号カードの交付
事務への対応と多目的利用の可能性＝自治体経営としての個人番号カードの位
置付け

10656号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（12）危機管理の政治学＝関係者間の調
整と協働の重要性
月曜連載　熊本地震に学ぶ自治体の災害対応（3）福祉避難所の立ち上げと運営
＝困難だった要支援者のみの受け入れ
月曜連載　明るい公務員講座（29）職場での生きざま（2）習慣は変えることが
できる
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号／刊月 主　　要　　記　　事
10657号 木曜連載　自治体シンクタンクの理論と実践（7）鎌倉市政策創造課の概要と研

究成果（その1）＝試行錯誤から成果を生み出す自治体シンクタンク
政策提言：遠隔地連携による都市力形成の可能性＝地理的近接性に頼らぬ、も
う一つの広域連携
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（22）「つながりのチカラ」で地域の
魅力を増幅・伝搬＝鹿児島県長島町でのつながりを活かした地方創生の実践

地方財務
8月号 特別企画　判例評釈三選

・分担金条例の適用対象者
・補助金の支出の違法性
・国立市大学通り環境権事件のその後
今月の視点：
・公会計担当者が知っておきたい公会計推進の動きと最低限の会計知識
・知らないと差がつくマーケティング術―自治体経営に活用する秘訣
・病院PFIの効果を探る―八尾市立病院のPFI事業の事例から
別冊付録：事業別地方債実務ハンドブック 平成28年度版

厚生労働
8月号 特集　工場法施行から100年　今だから学びたい労働基準法の成り立ちとその意

義
・工場法施行百周年に寄せて
・労働保護立法の始まりから現在までの歩み
地方の挑戦－先進事例紹介：介護人材の裾野を広げるため「葛飾区生活介護
員」を育成
TOPICS：SOSに気づいてほしい　子どもを貧困から守る
未来につなげる子育て支援：産前産後支援ヘルプサービス事業/埼玉県戸田市

WAM
8月号 特集　「地域医療連携推進法人」は誕生するか

福祉・医療最前線：「働くを現実に」学びをベースとした新たな就労移行支援
への挑戦―横浜市・社会福祉法人同愛会横浜健育センター
いきいきチャレンジ：地域の同じ課題を共有する団体と連携し、広域支援ネッ
トワークの構築を実現―静岡市葵区・特定非営利活動法人フードバンクふじの
くに
WAMレポート：ユニット型特別養護老人ホームの実態調査について

地球環境とエネルギー

8月号 特集　運送業界の“省CO2対策”
・ヤマトグループの環境保護活動「ネコロジー」
・ハード＆ソフト両面でCO2排出削減（佐川急便）
・モダールシフト、エコドライブ、環境配慮車両を積極導入（日本通運）
・日立物流のグリーンロジスティクスへの取り組み
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
8月号 特集1　無縁化する墓のゆくえ

・無縁化する墓
・墓地埋葬行政に関する権限委譲と自治体の対応
・公営墓地の無縁墓問題をどうするか
・新しい葬法とその問題点―〈家〉なき時代の墓地埋葬のあり方に向けて
・樹木葬の可能性―「死して森になる」仕掛けと里山再生

建　　　築　・　都　　　市

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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号／刊月 主　　要　　記　　事
特集2　ソーシャルビジネスとは？
・ソーシャルビジネスとは何か
・日本におけるソーシャルビジネスの実態
・自治体はソーシャルビジネスとどうかかわるか
・「貧困ビジネス」と「ソーシャルビジネス」のはざまで
・大震災復興におけるソーシャルビジネスからみた地域的課題の解決
研究報告論文：公私協働における公的規律排除の実態と理論―自治体活動の統
制と英国チャリティ法

河川
7月号 特集　川を軸として地域の賑わいをつくる「かわまちづくり」

・規制緩和による水辺のにぎわいづくりの推進について
・北方町かわまちづくり～糸貫川と清流平和公園～/岐阜県北方町
・ダムからはじまる地方創生/熊本県菊池市
・渋谷川を軸とした渋谷駅南街区の開発
・福岡の水辺は水上公園から

財界九州
8月号 総括　九州・沖縄の主要各社・経済団体「トップ人事」2016

活力企業2016　成長を続ける企業はここが違う　その成長戦略を探る

九州経済調査月報

8月号 特集　インバウンド
・九州観光戦略―観光を九州の基幹産業に
・ご当地インバウンドにチャンスあり？！
・九州への訪日外国人旅行者の増加に向けて
九経調創立70周年記念事業　九経調未来セミナー講演録「対流促進型」国土の
展望と九州経済―30年後の日本の地域構造と九州経済/松原宏

調査月報
8月号 地域経済活性化のキーワード

問題解決では生まれない創造性を育むブレーンストレッチ
特許に費用を投じる意味とは
中小製造業の設備投資計画は減少の見通し
若年層のトレンド

産　　　業　・　経　　　済


