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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
2012号 （10/30） 法令解説

・成年後見制度の利用の促進及び成年後見の事務の円滑化（成年後見制度の利用
の促進に関する法律/成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続
法の一部を改正する法律）
・仕事・子育て両立支援事業の創設（子ども・子育て支援法の一部を改正する法律）
・国外において犯罪被害に遭った日本国民についての経済的支援を創設（国外犯罪
被害弔慰金等の支給に関する法律）
〔公文書管理と日本人〕外交文書を公開する意義（瀬畑源）
〔多様化する家族と法〕同性カップルの子育て―親子とは何か（二宮周平）

2013号 （11/15) 法令解説
・経済的に厳しいひとり親家庭の自立を支援（児童扶養手当法の一部を改正する法
律）
・児童虐待の発生予防から自立支援までの一連の対策の更なる強化等（児童福祉法
等の一部を改正する法律）
・国家戦略特区の新たな規制の特例を追加（国家戦略特別区域法の一部を改正する
法律）
〔自治を行うということ〕人口減少社会こそ事業仕分け必要（福嶋浩彦）
〔資源と法〕リサイクルの現状と将来（西川有司）

ジュリスト
1499号（11月） 特集　知財システムの次なる方向性　―立法的課題と裁判例のインパクト

・柔軟性のある権利制限規定の導入とイノベーションに与える影響
・リサーチサイトを通じた侵害コンテンツへの誘導行為への対応
・権利者不明作品問題と拡大集中許諾制度

判例タイムズ

1428号（11月） 特別法をめぐる諸問題[大阪刑事実務研究会]商標法（罪数）/中川綾子

判例地方自治
412号（11月） 【判決紹介】

大阪府交野市/市長の公用車使用に関する住民訴訟事件（大阪地判/27.6.17）
愛媛県大洲市/土地購入費返還請求事件（最高（1小）判/28.6.27）
長崎県/臨時的任用職員繰り返し雇用違法国家賠償請求事件（長崎地判
/28.3.29）
〔はんれい最前線〕委員会・会議の設置の在り方に警鐘！
〔自治体法務の風を読む〕空家対策と相続財産管理人選任申立て
〔条例ナビ〕滋賀県野洲市/くらし支えあい条例

レファレンス
789号（10月） 放課後児童健全育成事業の展開と課題

地域経済活性化の方向性と課題－人口減少と経済のグローバル化を踏まえて－
踏切の安全対策
放送番組の規制の在り方についての議論－放送法における番組編集準則の法規
範性を中心に－

地方議会人
10月号 特集　野生鳥獣による被害対策

・野生鳥獣による農林漁業被害の現状と対策について
・最新クマ事情に基づく、この秋のクマ対策
・進展するジビエ利活用　最近の取り組み

法　　　　　　　　　　　　令

議　　　　　　　　　　　　会



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・ICTを活用した鳥獣被害対策
[質問力で高める議員力・議会力]　質問力を議会力に・前編（土山希美枝）

地方自治
11月号 ・連携協約制度を用いた広域連携の推進と住民の法的地位

・平成28年熊本地震における行政書士の活躍について
・自治体クラウドの積極的な展開について
・英国のEUへの残留・離脱の是非を問う国民投票（中）
・参加・協働のツールとしての行政手続法/行政手続条例

自治研究
11月号 論説：

・裁量方針（Policy Statement）の法的性質と司法審査（3）
・空家法の実施における法的論点（2）
・PFIの制度長短と地方自治法体系下での運用課題（上）－法理とリスク管理の
視点から
・石炭火力発電所の新増設と環境影響評価（1）
・英国の地方構造改革政策が我が国に与える示唆と課題（3）－その先進性と中
央集権性
・EU欧州逮捕状枠組決定の実施と基本権の保障（Ⅱ（3））
行政判例研究：
・地方公共団体の制限付一般競争入札における入札参加資格制限が違法とされ
た事例
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（3）

自治実務セミナー
11月号 特集　行政機関個人情報保護法の改正と自治体の責務

・行政機関個人情報保護法改正の意義と地方公共団体の課題
・改正行政機関個人情報保護法の概要
・法改正を踏まえた個人情報保護条例の見直し
・匿名加工情報の民間事業者への提供による住民の権利利益侵害と救済方法
実務と理論：議場外における個人的行為を理由とした辞職勧告決議に議員が従
わない場合に除名することができるか
実務演習：選挙運動期間外の政治活動
自治体実務サポート：
・ママ向け創業支援と、「場づくり」としての空き店舗活用補助制度の改正/千
葉県流山市
・狛江市視覚障がい者用災害ベスト～こまベスト～の開発/東京都狛江市
自治大生の政策立案研究優秀論文(第56回)：庁内応援システムの構築について
－全ての職員が働きやすい職場の実現－

地方自治職員研修

11月号 特集　エクセレント自治体の条件
・〈総論〉エクセレント＝卓越した自治体とは/山口道昭
・〈行革〉自治体の行政改革/佐藤徹
・〈財政・財務〉情報の「共有」から「共感」「共働」へ/今村寛
・〈福祉〉当たり前でエクセレントな自治体を目指して/野元優子
・〈環境〉“自治体”対“環境”？/鈴木洋昌
・〈議会〉エクセレント自治体の議会とは/高沖秀宣
・〈防災〉阪神・淡路大震災から学ぶ災害に強い自治体/太田敏一
〔職員の政策研究〕判例から見た「情報公開請求権の権利濫用」/吉永公平
〔人×まち×福祉〕アレルギーのある子もない子も同じ給食を安全に食べる/千
歳市
〔ジリキで未来を拓く〕自治体職員による、“仕事じゃない”商店街活性化/晝
田浩一郎

行　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

ガバナンス
11月号 特集　地域力を高める「納得」のプロセス

〈インタビュー〉片山健也・北海道ニセコ町長に聞く
・民主主義は納得のプロセス
・「対話」により合意を「生成」し「地方創生」を
・エビデンスに基づく政策形成の可能性
・公共施設の再編においていかに市民参加を進めるか
スキルアップ特集：本音を引き出すインタビュー術
・相手の本音を引き出す質問力
・日本一の広報誌をつくり上げた広報マンの取材術とは
・市民インタビューで人に寄り添い、共感を紡ぐ
議会局「軍師」論のススメ（8）「行政実例」は水戸黄門の印籠なのか？（清水
克士）
議会改革リポート【変わるか！地方議会】186－議会図書室改革でさらなる議会
改革の推進を/LM地議連が議会図書室改革で勉強会

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

日経グローカル
No.301(10月3日号) 特集　地方議員2514人の意識調査　政務活動費「規制強化が必要」7割超

〔FOCUS〕公立学校と幼稚園の耐震化
〔REPORT〕農水省が示した卸売市場の課題
〔自治体財政、改善のヒント〕稼ぐ公立スポーツ施設で財政改善
〔自治体-NPO　新連携ガイダンス〕主権者教育/長崎県大村市

No.302(10月17日号) 特集　2015年の市区町村別出生率　産み・育てやすい街、子育て環境と雇用カ
ギ
〔FOCUS〕全国議会調査　議員報酬と政務活動費
〔グローバルリポート〕進化するパリ市の住民参加型予算制度
〔課題解決型組織のつくり方・新連載〕なぜ職員は疲弊しているのか
〔自治体防災の最前線・新連載〕被災経験の有無で格差

自治体国際化フォーラム
11月号 特集　チャンスをつかめ！～国際協力からビジネスへ～

・JICA（独立行政法人国際協力機構）による地方自治体や企業の海外展開推進
について
・タイ・チェンマイ県、マレーシア・ケダ州、日本・十勝のトリプル地域連携
によるハラル対応・地域ブランド推進
・川崎市上下水道局の国際展開～ベトナム国バリア・ブンタウ省での取組～
・東九州メディカルバレー構想における海外展開支援について
・ベトナム全土に栄養バランスのよい学校給食を普及するために、日本の知見
を活かす。～ベトナム学校給食プロジェクト～
・自治体の国際協力の意義～新しい価値をASEANで～
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～（2）/
有賀勝

J-LIS
11月号 特集　自治体経営に関するICT利活用

・人材育成に資する評価制度とシステム活用/兵庫県尼崎市
・データを一元的に把握・共有して施設の有効活用や維持管理の最適化を図る/
青森県
・職場環境を整備して効率の良い仕事と充実した暮らしの両立を促す/広島県
・公共施設のコストを正確に把握し経営に活用/千葉県習志野市
・財務書類作成事務をサポートして負担を軽減/地方公共団体情報システム機構
・ICTを活用して限られた資源を“賢く使う”/総務省
Search！住民に寄り添うタブレット活用のススメ！/宮崎県都城市



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

自治体情報誌D-file
2016.9(上) ・認知高齢者が原因の損害賠償請求へ、市が救済制度を検討（神戸市）

・県が野外保育推進、導入幼・保施設に活動費補助や職員研修費補助（鳥取
県）
・事故防止へ県が安全装置搭載車購入補助、65歳以上で新車が対象（鳥取県）
・全国初のAED条例を議会で審議、訴訟対応など救命者の支援規定も（千葉県）
・区が秘密保持へ情報管理の国際認証、全庁規模で取得は全国初（東京都中野
区）
・道立高校図書室に市立図書館の端末設置、生徒予約の翌日に配本（北海道恵
庭市）

2016.9(下) ・全国初　市が無電柱化を条例で義務付け、対象区域以外も埋設促す（茨城県
つくば市）
・市が胃がん予防へピロリ菌検査を中学生に、健診時の尿を使い（大分県臼杵
市）
・全国初　市が訪問販売業者登録の条例、断りステッカーで勧誘禁止も（滋賀
県野洲市）
・市が小型家電リサイクルで金回収し、マラソン優勝メダルに（京都市）
・県が温室ガスゼロへ全国初の脱炭素条例、緩和策・適応策両輪で（徳島県）
・市の取り組みにユネスコが優れた教育EDS賞、日本で受賞は初（岡山市ほか）
・府が買い物弱者対策でAI活用、タブレットに入力し商品宅配（京都府）

別冊　実践自治（秋） 特集：自治体の危機管理

自治日報
3866号 ・重大犯罪で相互情報提供協定（東京都世田谷区、調布市、狛江市、神奈川県

川崎市）
・「地域支援事業」に評価指標案（厚労省部会）
・GDP等各種統計改善へ研究会（内閣府）

3867号 ・介護サブスタッフに元気な高齢者（東京都小金井市）
・生活困窮者自立支援で論点整理（厚労省検討会）
・「介護」「転職」を重点分野に（規制改革会議）
〔自治〕政務活動費の抜本的改革を（新藤宗幸）

3868号 ・ふるさと納税で香川大と事業推進（香川県三木町）
・生活援助、介護保険除外見送り（厚労省方針）
・「トップランナー方式」拡大等議論（経済財政諮問会議）
・憲法改正草案要綱・条文案等（知事会研究会）

3869号 ・41道府県、12指定市が月給引上げ（16年度改定）
・ハローワーク情報提供で検討会（厚労省）
・コンパクトシティへ財政支援要件（財務省提案）
地方自治情報化推進フェア2016特集
・解説＝自治体クラウド、情報連携（総務省）
・事例＝情報セキュリティ強靭化（佐賀県）
・番号制度における「コンビニ交付」（J-LIS）

地方行政
10672号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（19）市民参加のガバナンス＝世界で広

がる市民参加予算の取り組み
月曜連載NEW　明るい公務員講座（中級編）（1）いつもニコニコ明るい上司―
風通しの良い職場

10673号 木曜連載　自治体シンクタンクの理論と実践（15・完）自治体シンクタンクは
企画部門を強化させる一手段＝企画部門の強化が都市間競争に負けない組織を
つくり出す
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（26）地域の持続可能性を高める都市
空間戦略＝富山県氷見市の地方創生を支える「3本の矢」の空間戦略

10674号 木曜連載　市民用施設のサービス改善～新潟市の挑戦（4）＝市民用複合施設の
サービス品質の改善活動＝利用者目線に立って職員が総点検
寄稿　二宮金次郎に学ぶ地方行財政改革：「分度推譲」で600カ村以上の農村復
興政策を指導



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
10675・合併号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（20）地方創生と東京一極集中＝一極集

中をとがめても答えは出ない
月曜隔週連載　地方で稼ごう（18）国内から中国・ベトナムへ、重厚長大から
軽薄短小へ＝滋賀県彦根市の地場産業守るバルブメーカー
月曜連載　明るい公務員講座（中級編）（2）気持ちよく仕事ができる職場

10676号 解説　東京五輪・パラリンピックまで4年　地域の課題解決・活性化へ＝五輪
「レガシー」に期待
連載　新・地域力と地域創造（18）魚の流通革命を実現した羽田市場＝漁師直
送で超鮮度の魚を届ける
月曜連載　明るい公務員講座（中級編）（3）管理職になるには脱皮が必要

10677号 木曜連載　市民用施設のサービス改善～新潟市の挑戦（5）＝市民用複合施設の
サービス品質の改善活動＝改善活動の結果と手法
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（27）CitiStatによる業績マネジメン
トシステムの構築＝リーダーシップ戦略を支える業績マネジメントの浸透と成
果

10678号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（21）東京五輪と日本の道筋＝規制緩和
がそのカギを握る
月曜隔週連載　地方で稼ごう（19）地方企業こそダイバーシティ経営を（1）＝
「仕事があるのに人がいない」をどう変えるか
特集　動き出す連携中枢都市圏（上）新たな生き残り策に熱い視線＝地域ブラ
ンドで産業振興－兵庫県姫路市

地方財務
11月号 特別企画　「地方公会計の活用のあり方に関する研究会」を終えて

行財政情報：
・平成29年度の地方財政の課題－平成29年度地方交付税の概算要求を中心に
・平成29年度地方債計画（案）の概要
・地方公共団体財政健全化法に基づく健全化判断比率等の概要（平成27年度速
報値より）
今月の視点：国債の系譜（1）

厚生労働
11月号 特集1　役立つ！人材育成支援策

・人材育成支援策を活用して生産性を向上させよう
・使ってみよう！支援策
・まだまだある！生産性の向上につながる支援策の紹介
特集2　わたしの年金、あなたの年金
・年金は、将来のリスクに備えるための保険です
・将来、いくらもらえるの？「ねんきんネット」を使ってみよう
地方の挑戦－先進事例紹介：女性の健康支援センターを核にライフステージに
応じて支援/東京都新宿区
未来につなげる子育て支援：送迎保育ステーション事業/千葉県流山市

WAM
11月号 特集　地域の医師・看護師不足解消を目指して

福祉・医療最前線：地域に根差した産婦人科専門病院として安心かつ満足のい
く出産・産後をサポート－東京都練馬区・医療法人社団久保田産婦人科病院－
いきいきチャレンジ：地域の実情に応じた子どもの「夜間ひろば」を運営－石
川県加賀市・特定非営利活動法人阿羅漢－
WAMレポート：平成28年度退職手当共済事業の実施状況について

地球環境とエネルギー

11月号 特集　地域の“財産”を活かす！自治体の再エネ施策動向
・秋田ならではの風資源を最大限に活かす！/秋田県
・「再生可能エネルギー先駆けの地」実現に向けて/福島県
・北九州市「グリーンエネルギーポートひびき」が描く未来像/北九州市

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・再エネ自給率“日本一”の大分県/大分県
・自治体の再エネ施策の現状と留意点・将来展望/日本総合研究所・松井英章
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
11月号 公開講座　誰がためのコンパクトシティ

・基調講演「皆のためのコンパクトシティ」へ/浅見泰司
・パネルディスカッション（貞包英之/砂原庸介/星卓志/村山秀幸/饗庭伸）
特集　自治体の土地利活用のために
・所有者不明の土地に係る制度的・経済社会的背景
・地籍調査の課題－市町村へのメッセージ
・農地・山林の不在村地主問題への対策－土地改良事業の経験から
・地方都市における低・未利用地対策とその課題
・多数共有地の現状と認可地縁団体制度－入会林野を例に

河川
10月号 特集　大河川の歴史（第2回）～北上川・斐伊川～

・北上川の治水と河川文化
・斐伊川―古代出雲の歴史を映す―

財界九州
11月号 テーマレポート　九州・沖縄で“胎動する”「起業支援」

福岡城の「復元計画」険しい道のり
特集　お菓子2016　九州の銘菓　万人に愛される“ふるさとの味”

九州経済調査月報

11月号 特集　創立70周年記念号
・歴史と伝統を受け継ぎ未来を拓く
・九州経済調査協会70年のあゆみ

調査月報
11月号 人口減少時代における中小企業の新市場開拓

中小企業経営者のための交渉学（前編）
不透明感強い小企業の設備投資

建　　　築　・　都　　　市

産　　　業　・　経　　　済


