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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
2010号 （9/30） 法令解説

・再婚禁止期間の短縮に関する民法の改正の概要及び改正後の戸籍事務の取扱い
について（民法の一部を改正する法律）
・農業協同組合法等の一部を改正する等の法律について（農業協同組合法等の一部
を改正する等の法律）
・有人国境離島法の制定（有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に
係る地域社会の維持に関する特別措置法）
・発達障害者の支援の一層の充実（発達障害者支援法の一部を改正する法律）

2011号 （10/15) 法令解説
・第六次地方分権一括法について（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）
・地方創生推進交付金・企業版ふるさと納税の創設と生涯活躍のまちの推進（地域再
生法の一部を改正する法律）
〔自治を行うということ〕議会に問われる議員討議と住民参加（福嶋浩彦）
〔公職選挙法をもっと身近に！〕選挙運動＝総論＝（選挙法制フォーラム）

ジュリスト
1498号（10月） 特集　コンプライアンス再考―企業不祥事予防・対応上の新たな留意点

・企業不祥事の現状と展望
・企業不祥事の原因分析
・不正防止と内部監査の新たな役割
・コンプライアンス体制の整備・運営と法人処罰
・不祥事調査の実務
・司法取引の施行に向けた留意点

別冊229号 会社法判例百選（第3版）

判例タイムズ

1427号（10月） 第8回　医療界と法曹界の相互理解のためのシンポジウム
民事執行、保全による消滅時効障害―今次改正民法案の問題点―

判例地方自治
411号（10月） 【判決紹介】

川崎市/給水料金に関する公金支出差止め等請求事件（横浜地判/27.8.26）
さいたま市/職員自殺損害賠償請求事件（さいたま地判/27.11.18）
泉佐野市・大阪府/不当労働行為救済命令取消請求事件（大阪地判/28.5.18）
条例ナビ：杉並区/狭あい道路の拡幅に関する条例

レファレンス
788号（9月） ・英国の議会主権の変容と対話的司法審査の可能性

・イギリスとフランスの生殖補助医療の制度
・共謀罪をめぐる議論（短報）
・欧米10か国の歴代政権及び政権政党（資料）

地方議会人
9月号 特集　議会基本条例10年・現状と課題

・議会改革の本史の宣言としての議会基本条例―議会改革の第2ステージを考え
る
・議会改革10年の回顧と展望
・議会基本条例策定過程から見えてくる地方議会をめぐる課題―小美玉市議会
を例にして

法　　　　　　　　　　　　令

議　　　　　　　　　　　　会



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
地方議会人 ・議会基本条例の運用力を高めるためのヒント

現地報告：「未来を語る議会」であるために～「大津市議会ミッションロード
マップ」の目指すもの～（滋賀県大津市）
[質問力で高める議員力・議会力]一般質問のパワーアップ（3）－いざ質問とそ
の後に（土山希美枝）

地方自治
10月号 ・主権を考える―英国の国会主権とレフェレンダム（国民投票・住民投票）の

法的考察
・全国都市監査委員会「都市監査基準」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―（4）
・英国のEUへの残留・離脱の是非を問う国民投票（上）

自治研究
10月号 論説：

・私の法解釈方法論について（2・完）―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（2）
・空家法の実施における法的論点（1）
・公物と私所有権（5・完）
行政判例研究：
・パチンコ店の出店を阻止するための図書館条例の改正が国賠法上違法とされ
た事例（東京都国分寺市）
・中学校生徒の自殺についてのアンケート調査をめぐる学校長の対応と同調査
に関する文書の開示請求への対応が違法であるとして市の国家賠償責任が肯定
された事例（滋賀県大津市）
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（2）

自治実務セミナー
10月号 特集　自治体におけるマーケティング戦略

・自治体におけるマーケティング戦略とは
・自治体におけるマーケティング導入の現状と成功させるヒント
・流山市のシティセールスについて
・日南市のマーケティング戦略
・自治体広報とマーケティング戦略―価値観をプラスする那須塩原市の取組
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（下）―流山市の成
功事例から学ぶ―（井関利明/井崎義治）
実務と理論：議員が会長を務める商工会が地元イベントにおいて商工会名の
ボールペンを参加者に配ることができるか
観光振興：われらのDNA“外から稼ぐ”～都市経営からの観光立国ショーケース
～/釧路市
政策法務のかんどころ：成年後見制度と空家法―行政処分と名宛人の意思能力/
北村喜宣
自治大生の政策立案研究優秀論文（第55回）：子どもの貧困について
自治体における個人情報保護制度の運用と課題：要配慮個人情報（センシティ
ブ情報）/高野祥一

地方自治職員研修

10月号 特集　憲法改正と地方自治
・私が愚考する「憲法改正」
・「便乗改憲」と地方自治
・自民党改正案における地方自治
・地方自治に関する憲法改正の論点
〔創造型行革のすすめ〕資産管理に基づく水道施設の更新と財源確保/北海道石
狩市
Topics！：第31次地制調答申の問題点～監査制度・住民訴訟を中心に

行　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

地方自治職員研修
〔見せます！議会の底力〕常任委員会の機能強化による政策提言/山形県庄内町
議会

ガバナンス
10月号 特集　ダイバーシティ社会へ―多様性を認め合い、支え合う地域からの視点

・自治体におけるダイバーシティ推進への視座/鈴木秀洋
・障害者差別解消法の意義と自治体の役割/小澤温
・相模原事件から考える「多様性と社会」/野澤和弘
〈取材リポート〉
・ヘイトスピーチへの対処に関する条例を全国で初めて制定/大阪市
・パートナーシップ証明の発行を掲げた条例を制定し、ダイバーシティを推進/
東京都渋谷区
・独自に条例を制定し、障がいを理由とする差別の解消を推進/千葉県浦安市
スキルアップ特集：市民が元気になる運動のススメ
・オリジナル体操も好評！市民による「元気にし隊」が活躍/埼玉県坂戸市
・多様な運動機会の提供で健康長寿日本一を目指す/愛知県大府市
・独自の運動プログラムでロコモティブシンドロームを予防/京都市
ファシリテーションdeコミュニケーション：現場で息づくファシリテーション
～多様な参加による議員勉強会
議会局「軍師」論のススメ（7）例規は誰のためのものなのか？（清水克士）
議会改革リポート【変わるか！地方議会】185－政策形成の強化に、議会の附属
機関「政策研究審議会」を設置/埼玉県所沢市議会

日経グローカル
No.299(9月5日号) 特集　上下水道料金、値上げの時代―人口減と老朽化施設の更新で収支が悪化

〔REPORT〕マンション民泊
〔REPORT〕企業版ふるさと納税始動
〔現場発　自治体経営改革論〕「環境先進都市」を目指した理由

No.300(9月16日号) 特集　課税データに見る地域の稼ぐ力　高所得者、オホーツク海沿岸や富士山
麓に
〔REPORT〕資材値下げ、JAに改革迫る包囲網
〔議会事務局　新潮流（最終回）〕チームの可能性を探る/江藤俊昭
〔地域論壇〕地方議会は住民の信頼を取り戻せるか/竹下譲

自治体国際化フォーラム
10月号 特集　各国のシェアバイク事情

・日本におけるシェアバイクの現状及び導入の課題について
・全米最大規模のシェアバイク「Citi Bike」/ニューヨーク
・モントリオールのシェアバイク「BIXI」の取り組み
・デンマーク・コペンハーゲン市　スマート型シェアバイク
・フランスのシェアリング自転車の現状
・バンコクのPun Pun Bike Shareサービス
・メルボルンバイクシェアの障壁と展望
・中国における公共自転車サービスの現状と今後
・ソウル特別市の無人貸出自転車「タンルイ」
国際化の最前線から：キャンプ誘致の活用法～ロンドン大会から学ぶ～/有賀勝

J-LIS
10月号 特集　地方自治情報化推進フェア2016～ICT で創るスマートな未来社会～

・地方自治情報化推進フェア2016の開催概要
・情報システム展示会内容のご紹介
よく分かる情報化解説：教育とICTをめぐって（前編）
PICK-UP！：自治体クラウドの現状分析とその導入に当たっての手順とポイント
（総務省自治行政局地域政策課地域情報政策室）

自治体情報誌D-file
2016.8 ・道路舗装の点検にスマホ活用のシステム導入、車で走り傷み判別（千葉県柏

市・他）
・県が防犯カメラ設置者の配慮すべき事項を条例と指針で規定（鳥取県）
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自治体情報誌D-file
・市民サービスカー運行、移動店舗も伴い住民票や印鑑証明発行（奈良県葛城
市）
・全国初、特区活用し都立公園内に区が学童クラブ整備（東京都荒川区）
・市が中小企業の資金調達にクラウドファンディング、PR費を全額負担（仙台
市）
・外国人と指差し会話ができるスマホアプリを市が配信（山梨県北杜市）
・市議会が政務活動費の領収書をネット公開（京都市）
・市議会が一般質問を日曜日に開催、市民の利便性を図る（青森県むつ市）

自治日報
3861号 ・改定総合計画の指標で出生率外す（高知市）

・水道台帳の整備義務付け等提案（厚労省専門委）
・地域運営組織形成支援で経費案（総務省研究会）

3862号 ・中山間地域振興条例を見直しへ（鳥取県）
・特養に期待される役割等論点（厚労省介護部会）
・食料自給率55％まで引き上げ可能（農水省試算）

3863号 ・予算適正評価に独自指標（三重県）
・要介護認定の事務負担軽減へ（厚労省）
・特区民泊で「２泊３日」に要件緩和（政府）

3864号 ・認知症高齢者事故で損害補償制度（神戸市）
・分権改革推進へ「旗手会議」を開催（内閣府）
・新基準で11年GDP20兆円拡大（内閣府試算）

3865号 ・がん検診受診率向上へ「SIB」（和泉、高石両市等）
・水道法に「維持、更新」追加を提案（厚労省専門委）
・新たなバイオマス活用計画を決定（政府）
〔議会〕議会も監査機能の充実に注力を/田口一博

地方行政
10665号 木曜連載　自治体シンクタンクの理論と実践（11）新宿区新宿自治創造研究所

の概要と研究成果（その1）―政策データの構築に特化した自治体シンクタンク
木曜連載　市民用施設のサービス改善～新潟市の挑戦（3）＝子育て施設での取
り組みからの考察―関係者が「利用者の声」を生々しく把握することが大切
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（24）＝総合計画と組織・予算・評価
の連動状況―「地方自治体総合計画に関する調査」が示す策定主体と運用のト
レンド

10666号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（16）各国の地方制度＝福祉国家再編と
地方制度改革
月曜隔週連載　地方で稼ごう（17）廃線活用しレールマウンテンバイク＝日本
鉄道賞特別賞に輝いた岐阜県飛騨市のNPO法人
月曜連載　明るい公務員講座（34）人生は最大の企画

10667号 木曜連載　自治体シンクタンクの理論と実践（12）新宿区新宿自治創造研究所
の概要と研究成果（その2）―政策データというエビデンスに基づいた政策作り
総務省の概算要求（上）
景観ワンポイント講座（7）風景と調和した景観づくり＝山形県金山町の景観政
策
木曜隔週連載　番号制度の導入と自治体経営の変貌（11）＝番号制度導入後の
自治体経営における情報資産の活用―「世帯」単位の個人情報の利用と個人番
号の活用に求められる自治体の責務

10668号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（17）英国ロンドンの大都市制度＝新し
い2層制の在り方
総務省の概算要求（下）
月曜連載　明るい公務員講座（35・完）人生は自己実現

10669号 木曜連載　自治体シンクタンクの理論と実践（13）自治体シンクタンクが採用
する「市民研究員」の現状と展望＝住民自治を実現させる一手段の市民研究員
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（25）地域の「つながりのチカラ」を
高める財団＝みんなで貯めてみんなで進める地域活動を支援する「富士吉田み
んなの貯金箱財団」
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地方行政　   10670号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（18）グローバル・ガバナンスの持つ意

味＝さまざまなアクターの協働による秩序
伊アグリツーリズモ体験記―食文化を世界に打ち出すカーサ・アルトゥージ－
中山間地の農家宿泊が多くの観光客を呼び込む

   10671号 木曜連載　自治体シンクタンクの理論と実践（14）自治体シンクタンクにおけ
る調査研究の視点＝調査研究を成功させるポイント
木曜隔週連載　番号制度の導入と自治体経営の変貌（12・完）番号制度を活用
した自治体経営の展望＝目的と効果から見た番号制度の活用

地方財務
10月号 特集　2017年度省庁別重点施策をよむ

行財政情報：
・平成28年度普通交付税等の算定結果
・平成29年度地方財政措置―概算要求に当たっての各府省への要請事項
今月の視点：平成29年度地方財政収支の仮試算を読み解く/小西砂千夫

厚生労働
10月号 特集　就労支援に向けた国・企業の取り組み　高齢者の「働きたい！」を叶え

よう
・高齢者の就労を取り巻く現状
・生涯現役社会の実現に向けて高齢者が働きやすい環境整備を期待
・「働きたい」を叶える国の支援策
事例紹介―高齢者が活躍する企業の取り組み
地方の挑戦－先進事例紹介：市役所内外と連携し潜在的な困窮者を発見・支援/
千葉県習志野市
未来につなげる子育て支援：宿泊型産後ケア事業―27市町村・助産師と協力し
母親の産後の不安を解消―/山梨県

WAM
10月号 特集　在宅専門医療機関の可能性

福祉・医療最前線：地域福祉の拠点を目指し、施設に人々が集う「地域のリビ
ング」に―兵庫県たつの市・社会福祉法人円勝会
いきいきチャレンジ：認知症高齢者や障害者を支える「地域後見」推進事業を
展開―千葉県我孫子市・認定NPO法人東葛市民後見人の会
WAMレポート：病院の施設整備動向アンケート調査結果

地球環境とエネルギー

10月号 特集　再生可能エネルギー×水素“究極のクリーンエネルギー”最新動向！
・再生可能エネルギー利用でCO2フリー
・世界初！下水バイオガスから水素を製造
・中四国初の自然エネルギー由来・水素ステーション整備―「徳島県水素グ
リッド構想」具現化に向けて
・再エネからの水素製造…その経済性を検証
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
10月号 特集1　自転車都市をめざして

・自転車活用を視野においた都市計画思想を待望する
・自転車事故から読み解く、わが国が目指すべき“自転車都市”
・自転車駐車場の役割―放置対策から利用促進の切り札への転換
・いかに自転車を道に位置づけるか―自転車の通行空間整備の理念と展望
・諸外国における自転車政策の動向について
特集2　第31次地制調答申から考える「ガバナンス」

建　　　築　・　都　　　市

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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都市問題 ・第31次地方制度調査会における「ガバナンス」―用法をめぐる省察

・自治体ガバナンスの実践とこれから
・地方自治体における内部統制の整備・運用の今日的な意義
・地方議会が変わるために―フランスの地方議会との比較
・住民訴訟制度の「改正」に向けて―批判とともに考える
一喝破風雲：幸福度による自治体運営/神野直彦

河川
9月号 特集　レーダ雨量計開発のあゆみ

・座談会：国土交通省レーダ雨量計の開発経緯と今後の活用に向けて
・レーダ雨量計開発開始から50年の歩み
・レーダ雨量計情報活用に向けた現場の取組と今後の方向性
・レーダ雨量情報の提供と利活用

財界九州
10月号 テーマレポート　九州・沖縄にも“大変革”をもたらすか「IoT」Internet of

Things
業界FOCUS-新聞
（1）業界覆う販売と広告「2本柱」の減少ネット社会の進展で屋台骨が揺らぐ
（2）西日本新聞社 柴田建哉社長「九州に役立つメディアを目指しグループ力
を結集」
（3）読者との密着度で県紙と差別化近年高い存在感を示す「地域紙」

九州経済調査月報

10月号 特集　再生可能エネルギー
・水の流れをエネルギーへ～糸島発、小水力発電の可能性～
・「地域密着型」畜糞バイオガス発電の可能性
・固定価格買取制度による太陽光発電システム普及の推移と今後の展望
2016年度九州経済の見通し（改訂）成長率を1.3%に下方修正

調査月報
10月号 変革につながる輸出への取り組み

中小企業におけるテレワークの活用
中小企業の販路を飛躍的に拡げるインターネット通販
景気情勢に左右される開業判断

産　　　業　・　経　　　済


