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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
2008号 （8/30） 法令解説

・平成28年度の地方交付税法の改正（地方交付税法等の一部を改正する法律）
・平成28年度の関税改正について（関税定率法等の一部を改正する法律）

2009号 （9/15) 法令解説
・ヘイトスピーチ解消法の制定（本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向
けた取組の推進に関する法律）
・自殺対策の一層の推進（自殺対策基本法の一部を改正する法律）
・国政の中枢機能等に対するドローン等による危険の未然防止（国会議事堂、内閣総
理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域
の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律）
・熊本地震災害関連義援金の差押え等を禁止（平成28年熊本地震災害関連義援金
に係る差押禁止等に関する法律）

ジュリスト
1497号（9月） 特集　震災と企業法務

・震災と企業の対応―防災・BCPを中心に
・震災と株主・投資家対応
・震災時の労務対応
・震災と契約法務
・震災と金融業務

判例タイムズ

1426号（9月） 特別法を巡る諸問題〔大阪刑事実務研究会〕「ストーカー規制法」が規制する
ストーカー行為について
専門訴訟における第一審裁判官の苦悩―ドイツの場合―
〔判例紹介〕：個人情報の一部を不開示とする決定の取消しを求める訴えが、
行政事件訴訟法14条1項本文の定める出訴期間を経過した後に提起されたものと
された事例（最高（1小）平28.3.10決）

判例地方自治
410号（9月） 【判決紹介】

滋賀県彦根市/信託財産を含む不動産の賃料債権差押処分取消請求事件（最高
（3小）判/28.3.29）
札幌市/ドーム球場ファウルボール損害賠償請求控訴事件（札幌高判/28.5.20）
はんれい最前線：市街化調整区域内における開発許可の取消しに新判断
自治体法務の風を読む：市有財産の時効取得と議会の議決
法律相談：市民会館の利用申請に対する不承認の「正当な理由」

レファレンス
787号（8月） ・ドイツの選挙制度改革（2）

・ドイツの選挙制度改革に係る2012年連邦憲法裁判所判決と関係条文（資料）
・アメリカの議会・大統領関係の課題
・対日直接投資の経済への影響
・ライドシェアを取り巻く状況

地方議会人
8月号 特集　災害と自治体の危機管理

・防災・危機管理における地方議会の役割
・「災害時の議会の役割」を議会基本条例に定めるに当たって
・災害とレジリエンス　阪神・淡路と東日本の経験から見えてきたこと

法　　　　　　　　　　　　令

議　　　　　　　　　　　　会



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
地方議会人 現地報告（兵庫県丹波市/和歌山県串本市）

[質問力で高める議員力・議会力]一般質問のパワーアップ（2）－情報を収集す
る（土山希美枝）

地方自治
9月号 ・BREXITの教訓から何を学ぶか―国民・住民投票と代議制

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づく入札・契約手
続に関する実態調査及び公共工事の品質確保の促進に関する施策の実施状況調
査結果について
・第190回国会で成立した主な法律の概要
・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―（3）

自治研究
9月号 論説：

・私の法解釈方法論について（1）―自治体法の条理解釈を主として
・裁量方針（Policy Statement）の法的性質と司法審査（1）
・公物と私所有権（4）
・公益社会実現に向けた課題と展望（13）
・情報提供ネットワークシステムを通じた自治体間の情報連携における自治と
人権
行政判例研究：同時に実現することが不可能な二つの債務に係る関節強制金の
決定がともに適法とされた事例―諫早湾干拓事業許可抗告審
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（1）

自治実務セミナー
9月号 特集　市民の安全・安心と防犯カメラ

・個人情報保護と防犯カメラ
・効果的な防犯カメラの設置・運用
・自治体と防犯カメラ政策
・荒川区の治安対策と防犯カメラ
・美咲町における防犯カメラ政策
特別対談：自治体行政になぜマーケティングが必要なのか（上）―流山市の成
功事例から学ぶ―（井関利明/伊崎義治）
実務と理論：地震の被災地に派遣された職員が負傷した場合公務災害となるか
被災者救援法務：災害廃棄物処理

地方自治職員研修

9月号 特集　市民政策の拠点
・市民自治を起点とする行政運営
・市民アーカイブ多摩のこれまでとこれから
・アドボカシー・スクール
・市民政策を支えるコミュニティ放送
・政策拠点としての自治体議会・議員
〔自治体政策法務・研究ファイル〕自治基本条例の点検+新旧対照表方式の導入
（かながわ政策法務研究会）
Topics！土地の「所有者不明化」の実態～自治体アンケートの結果から

ガバナンス
9月号 特集　首長と議会―抑制・均衡・緊張関係

・二元的代表制の真髄/大森彌
・緊張感のある知事と議会の関係を築くには/片山善博
・東京都は別格なのか/金井利之
・首長の権限、議会の影響力―二元代表制をどう機能させるか/礒崎初仁
・首長選挙と政党、議会の関係―2016年都知事選を中心に/白鳥浩
・長と議会の抑制・均衡・緊張関係と地域ガバナンス/新川達郎

行　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
ガバナンス ・首長・議会の対立と職員組織/大杉覚

・小池都政は二元代表制の歯車を回せるか/人羅格
スキルアップ特集：ノウハウの共有で仕事力アップ！　若手職員に伝えたい仕
事のノウハウ―一生モノの仕事の作法
議会局「軍師」論のススメ（6）条例改正議案の「改め文」は「暗号」なのか？
（清水克士）
議会改革リポート【変わるか！地方議会】184－「学ぶ」「伝える」をベースに
議会改革を推進/佐賀県伊万里市議会

自治体法務研究

№46　2016秋 特集：インバウンド観光と自治体の役割
自治体の取組事例（佐賀県：フィルムコミッションを活用したタイからの誘客
について/稲敷市：牛久市、阿見町、美浦村及び神埼町なりたちばらき高速バス
（圏央道北東エリア高速バス）の取組
〈条例制定の事例〉
・大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例
・北海道知床世界自然遺産条例
〈先進・ユニーク条例〉
・青少年愛護条例の一部改正（兵庫県）
・柏市振り込め詐欺等被害防止等条例（千葉県柏市）

日経グローカル
No.297(8月1日号) 特集　コメ減反、2018年廃止へ課題山積　都道府県の半数「環境熟さず」

〔FOCUS〕早大マニフェスト研究所の議会改革度
〔FOCUS〕異業種参入2年目の京丹後鉄道
〔REPORT〕拡大する「地域おこし協力隊」
〔観光創生　地域が変わる〕経済効果大きいWEBクーポン

No.298(8月15日号) 特集　都道府県・政令市の人事交流調査　民間への派遣・出向、10％増
〔REPORT〕地域活性化で総務省評価
〔道の駅は創生拠点たり得るか〕隠れた名品の発掘・発信に一役
〔議会事務局　新潮流〕政策立案機能強化へ事務代行検討を

自治体国際化フォーラム
9月号 特集　日本を「運ぶ」～ASEANへの日本産品の物流について～

・農林水産物・食品の輸出額1兆円目標に向けた政府の物流に関わる取組
・ハイスピード＆ハイクオリティー～アジアをもっと身近に～
・農産物を海上輸送でASEANへ
・北関東3県によるCAコンテナを活用した青果物輸送について
・日本とアジアをつなぐコールドチェーンの構築
・東南アジアにおけるオールジャパンECサイトの運営について
・日本通運グループのハラール物流サービスについて

J-LIS
9月号 特集　健康増進を支えるICT

・電子親子手帳による子育て期間の健康支援/千葉県柏市
・県民の健康・医療情報を集約するプラットフォームを構築/神奈川県
・体重管理により健康づくりへの意識改革を促す/愛知県蒲郡市
・在宅療養者を対象に口腔ケアを核とした健康情報管理を実施/福岡県豊前市
・健康寿命の伸展に向けた、ICTの活用、研究について/北海道大学・小笠原克
彦
Search！健やかな子どもを育むための取組み～米原市地方創生総合戦略におけ
る「子どもの健康増進プログラム」～（山梨大学・中村和彦）

自治体情報誌D-file
2016.7（上） ・40歳の国保加入者に、市が人間ドック日帰りコース受診全額助成（石川県か

ほく市）
・全国初、自治体共同出資の電力会社　ごみ発電と太陽光で地産地消（千葉県
成田市・香取市）
・長時間労働・有給取得率の改善宣言し推進する企業に都が奨励金（東京都）



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
自治体情報誌D-file ・市立体育館が家庭で不要になった体育用具の再利用へ回収箱設置（兵庫県明

石市）
・市職員の在宅勤務要件撤廃、育児や介護に限定せず拡大（神戸市）
・条例改正し、市議会の政務活動費の収支報告をHPで公開（大阪市）
・選挙年齢引き下げを機に、市議会が中学に出前講座（大分県別府市）
・市議会が政務活動費を廃止する条例を全会一致で可決（大阪府泉南市）

2016.7（下） ・空家移住者に取得税減免や改修費補助、府が28特区指定（京都府）
・市が第2子以降の不妊治療に独自助成、国制度使い切った夫婦対象（札幌市・
他）
・全国初、市などが50歳以上の就労支援でシニア・ハローワークを設置（厚生
労働省・北九州市）
・市が子どもの夜の居場所事業で2団体に補助、午後9時まで毎日（沖縄県那覇
市・他）
・市水道局が、名水百選の水で地ビール醸造・販売する事業所を募集（神戸
市）
・全国初、議会が子育てテーマに母親議会、議員含めグループ討議（岐阜県可
児市）

別冊　実践自治 [特集]　自治体の連携－歴史と課題
2016夏 [発想・conception]高齢者の孤立死の実態と防止対策―孤立死を予防する自治

体の取り組み
[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）
[地域・自治体の動きアラカルト]障害者差別解消法と補助犬の受入れ体制の整
備

自治日報
3857号 ・高知版CCRCで最終案決定（高知県）

・議長交際費等の一般公開検討指示（県議長会）
・概算要求、処遇改善で地方負担確保も（総務省）

3858・59合併号 ・少子化対策等で次期「５カ年計画」案（埼玉県）
・市区町村の支援事業で検討WG（厚労省）
・マイナンバーで子育て４分野優先検討（政府）

3860号 ・連携中枢都市圏活性化へ初会合（兵庫県播磨町等）
・「機能別」消防団員数が増加（消防庁調査）
・起業家支援にふるさと納税を活用（神戸市）

地方行政
10658号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（13）地域コミュニティのガバナンス＝

NPOはどんな役割を果たせるか
月曜連載　熊本地震に学ぶ自治体の災害対応（4・完）最優先は耐震化＝すぐに
実施すべき四つの対策
特集　地方行財政調査会第40回セミナー：島根県海士町長らが地方移住めぐり
パネルディスカッション＝クリエーティブ人材受け入れ存続可能な地域実現を
月曜連載　明るい公務員講座（30）家庭は二人でつくる安心の場

10659号 木曜連載　自治体シンクタンクの理論と実践（8）鎌倉市政策創造課の概要と研
究成果（その2）＝新たな政策を創造する自治体シンクタンク
連載　新・地域力と地域創造（17）急伸する都市部の農産物直売所＝神奈川県
横須賀市JAよこすか葉山「すかなごっそ」
木曜隔週連載　番号制度の導入と自治体経営の変貌（9）自治体におけるマイナ
ポータルの対応と活用の可能性＝自治体経営としてのマイナポータルの位置づ
け

10660号 特集　普通交付税大綱＝不交付団体17増の77に―市町村分、税収伸び受け3.3%
減
景観ワンポイント講座（6）公園と庭園と景観―大名庭園を考える
月曜連載　明るい公務員講座（31）家庭はあなたを育てる

10661合併号 木曜連載　自治体シンクタンクの理論と実践（9）三芳町政策研究所「未来創造
みよし塾」の概要と研究成果（その1）＝「町」が設置した自治体シンクタンク
の可能性



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
地方行政 解説　スマホで道路管理：低コストと高効率を両立＝富士通グループが自治体

に提供
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（23）基礎自治体における総合計画の
現状と課題・変化＝「地方自治体総合計画に関する調査」が示す計画策定のト
レンド
木曜連載NEW　市民用施設のサービス改善～新潟市の挑戦（1）子育て支援施設
の在り方を点検する＝利用者の声を基に課題を整理

10662号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（14）協働に向けた住民のイニシアチブ
はどう生まれるのか＝インドネシア国立公園の事例から
特集　人事院勧告：月給0.17%、ボーナス0.1ヵ月増＝配偶者扶養手当は減額
月曜隔週連載　地方で稼ごう（16）地域に入り込むアート＝規制と正面から渡
り合い、住民とのコミュニケーション醸成
月曜連載　明るい公務員講座（32）仕事だけでは駄目

10663号 木曜連載　自治体シンクタンクの理論と実践（10）三芳町政策研究所「未来創
造みよし塾」の概要と研究成果（その2）＝住民目線で政策提案する自治体シン
クタンクの在り方
木曜連載　市民用施設のサービス改善～新潟市の挑戦（2）子育て施設のサービ
ス品質向上のアプローチ＝現場主体で利用者にインタビュー、改善の進捗を管
理
木曜隔週連載　番号制度の導入と自治体経営の変貌（10）個人番号の利用拡大
の可能性＝自治体経営としての個人番号の利用拡大の在り方

10664号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（15）エビデンスに基づく政策形成を可
能とするガバナンス＝当たり前のことが一筋縄ではいかない現実
政策提言　プリペイドカード活用　自治体の事務負担軽減と市民の利便性を両
立＝給付、商品券、見舞金、政務活動費等で活用を
月曜連載　明るい公務員講座（33）2枚目の名刺～社会人として

地方財務
9月号 特集　財政担当者が読んでおきたい書籍

行財政情報：「経済財政運営と改革の基本方針2016～600兆円経済への道筋～」
の解説/和田雅晴
今月の視点：平成28年度普通交付税の算定結果を読む/小西砂千夫

厚生労働
9月号 特集　いつまでも安心・安全な水を飲むために　急がれる水道管の老朽化・地

震対策
・毎日使う水はどこから来ているの？
・より良い水道サービスの安定供給を目指す各事業者の取り組みにご理解を
・人口減少を見据えた「新水道ビジョン」長期的な視点に立った事業経営が必
要に
事例紹介―横浜市水道局/群馬東部水道企業団
地方の挑戦－先進事例紹介：運動・英語・読書・食の面から“ひと味ちがう”
子どもを育成/長野県箕輪町

WAM
9月号 特集　EPAによる外国人介護人材の受け入れの現状

福祉・医療最前線：待機児童の解消に向け、世田谷区で国有地を活用した認可
保育所を開設―東京都世田谷区・社会福祉法人菊清会ふかさわミル保育園―
いきいきチャレンジ：困窮者の多様な状況に対応可能な資源を開発―大阪市北
区・一般社団法人大阪希望館―
WAMレポート：平成27年度　福祉・医療施設の建設費について

地球環境とエネルギー

9月号 防災の日特集　エネルギーと災害対応
・大規模災害を踏まえた電力の取り組みについて
・災害にどう対処するか…石油業界の取り組み

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
地球環境とエネルギー ・都市ガス業界の地震対策

・災害にどう対処するか…LPガス業界の取り組み
・強靭なエネルギー基盤構築に必要なこと
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
9月号 特集1　都市の地震対策

・三大都市圏で想定される地震被害と対策上の課題
・大震災を前にした建築物の耐震安全性の諸問題
・都市再生安全確保計画の背景と今後の方向性
・広域避難と震災時疎開シミュレーション
特集2　住宅セーフティネット
・「住宅確保要配慮者」の住宅事情と住宅セーフティネット
・公営住宅による住宅セーフティネット
・空き家活用と家賃補助制度を巡る基本的論点
特別寄稿：辺野古埋立訴訟の焦点

河川
8月号 特集　砂浜浸食対策の最近の取り組み

・新たなフェイズに入った砂浜の浸食対策
・気候変動に伴う沿岸外力の将来変化予測
・海岸モニタリング技術の現在と今後
・国内初のサンドバイパスシステム
・全国に先駆けて実施したヘッドランドの効果と現状

財界九州
9月号 テーマレポート「熊本地震」地域・業界連携で早期復旧した“インフラ”

2016年暑気払い「夏の夕べ」九州・沖縄の各界から630人が参集　恒例の「暑気
払い！」で各県の“絆”深まる
磨け！九州の産業力―観光関連産業―「ふっこう割」効果てきめん　来訪者増
へMICE計画続々

九州経済調査月報

9月号 ・九州の創造的発展に向けて
・熊本地震の九州製造業への影響～食品関連事業所への影響
・経済後援会講演録「九州から考える世界を変える企業」～Self-Innovation &
Challenge～

データ九州
1156号 九州・山口の設備投資　2016上半期（1～6月）

調査月報
9月号 中小企業経営に活かす品質コストマネジメント

・大学発ベンチャーの現状と課題
・特許技術から収益を得る二つの方法
・中小企業の景況は、緩やかな回復基調のなか、弱い動きがみられる
・着物ブーム考察

建　　　築　・　都　　　市

産　　　業　・　経　　　済


