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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
2014号 （11/30） 法令解説

・「中小企業等経営強化法」の成立について（中小企業の新たな事業活動の促進に関
する法律の一部を改正する法律）
・更なる都市再生の推進（都市再生特別措置法等の一部を改正する法律）
・外航クルーズ船の受入環境の改善（港湾法の一部を改正する法律）
〔公文書管理と日本人〕豊洲市場問題からみる公文書管理条例の必要性（瀬畑源）
〔日本の外交・防衛政策の諸課題〕PKOにおける自衛隊の武器使用（上）（沓脱和人）

2015号 （12/15) 法令解説
・高齢者、女性などの就業促進及び雇用継続を図る雇用保険制度等の見直し（雇用
保険法等の一部を改正する法律）
・障害者の望む地域生活の支援（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律）
〔自治を行うということ〕住民投票使いこなす力を（福嶋浩彦）
〔法と現実〕「違法ではない」と「適切ではない」（柴田光蔵）

ジュリスト
1500号（12月） 1500号記念特集　これからの法律実務

別冊230 労働判例百選（第9版）

判例タイムズ

1429号（12月） 消費者裁判手続特例法の運用について　共通義務確認訴訟と異議後の訴訟につい
て
筆界特定を行った事案についての裁判例の動向
特別法をめぐる諸問題[大阪刑事実務研究会]組織的犯罪処罰法（没収・追徴）
〔判例紹介〕
・地方自治法（平成14年法律第4号による改正前のもの）100条12項及び13項の政務
調査費の制度が設けられた後において、普通地方公共団体が地方議会の会派に対
し、地方自治法232条の2に基づき補助金を交付することの可否（最高裁第三小法廷
平28.6.28判決）
・市が土地開発公社の取得した土地をその簿価に基づき正常価格の約1.35倍の価格
で買い取る売買契約を締結した市長の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用
するものとして違法となるとはいえないとされた事例（最高裁第一小法廷平28.6.27判
決）

判例地方自治
413号（12月） 【判決紹介】

大阪府/寝屋川市議会議員選挙裁決取消請求事件（大阪高判/28.4.13）
栃木県・宇都宮市/バイオマス事業補助金返還請求控訴事件（東京高判/27.7.15）
京都府/府議会の会派に対する不当利得返還等請求行為請求事件（最高（3小）判
/28.6.28）
寝屋川市/生活保護停止決定無効確認等請求事件（大阪地/27.3.26）
〔はんれい最前線〕自治体所有のドーム球場で傷害事故、責任は
〔条例ナビ〕つくば市/無電柱化条例

レファレンス
790号（11月） 労働者災害補償制度の現状と課題

EUの動物衛生政策－動物衛生法（規則2016/429）を中心として－
アメリカ初等中等教育法の改正－教育における連邦の役割－
オーストリアにおける国民投票制度
日本の金融教育の現状とこれからの課題－各国との比較を通じて－

建築物のエネルギー性能の向上を目指して－日本とEU（ドイツ、英国）の取組－

法　　　　　　　　　　　　令



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

地方議会人
11月号 特集　空き家適正管理の推進

・空家法の実施と条例対応（北村喜宣）
・自治体とNPOの協働による空き家バンクの取組み
現地報告：
・小規模農山村型空き家流通基盤構築事業/北海道下川町
・わがまちにおける空家等対策の取組/滋賀県東近江市
・急務！特定空家等対策/鹿児島県枕崎市
[質問力で高める議員力・議会力]　質問力を議会力に・中編（土山希美枝）

地方自治
12月号 ・広域連携と大都市

・地方公共団体の内部統制－姫路市におけるリスク管理の取組み
・英国のEUへの残留・離脱の是非を問う国民投票（下）
・地方自治法施行60周年記念貨幣の発行と地方分権振興交付金事業について（7）

自治研究
12月号 論説：

・裁量方針（Policy Statement）の法的性質と司法審査（4）
・空家法の実施における法的論点（3・完）
・国立市事件控訴審判決について
・PFIの制度長短と地方自治法体系下での運用課題（中）―法理とリスク管理の視点か
ら
行政判例研究：
・市立小学校における清掃活動中の事故につき、教諭に国家賠償法上の注意義務に
欠けることがないとされた事例
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
（4）

自治実務セミナー
12月号 特集　自治体法務と職員の法務能力－自治検への期待

・自治体法務の学び方
・〔対談〕行政実務を的確に実行するために職員の法務能力をいかに伸ばすか
自治体実務サポート：なぜ「水道料金等には延滞金が発生しない」という誤説が定着し
てしまったのか

地方自治職員研修

12月号 特集　自治体ツーリズム×○○
・自治体観光政策とまちの未来図（西村幸夫）
・アートツーリズムと自治体文化戦略（吉田隆之）
・地方自治体はコンテンツツーリズムとどう向き合うべきか（山村高淑）
・南三陸のツーリズムを支える3つの力（南三陸町）
・産業観光による地方創生（半田市）
・臼杵の課題を魅力に変えて（臼杵市）
〔進む！市民参加〕市民の声を行政に届ける～坂東市市民討議会/坂東市
〔見せます！議会の底力〕議会基本条例、そしてその検証から生まれたもの/呉市議会

ガバナンス
12月号 特集　自然災害に向き合う自治体

・自治体は「想定外の災害」にどう向き合うか
・自治体に求められる災害へのレジリエンス
・災害リスク・コミュニケーションの光と陰
・熊本地震を踏まえ、「災害時における議会の役割と自助・共助・公助のあり方」を学ぶ

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
スキルアップ特集：不祥事が起こらない職場づくり
・積極的公務員倫理と効果的な研修の実践
・コンプライアンスの推進で市民から信頼される組織へ/東京都立川市
・入札契約事務コンプライアンス・アクションプランを毎年見直し/大阪市
議会局「軍師」論のススメ（9）「逐条解説」はバイブルなのか？（清水克士）
議会改革リポート【変わるか！地方議会】187－「議会マイスター」の技に学び、全国初
の「クロスロード議会編」を体験－第3回g-mixオフ会in長崎

自治体法務研究

№47　2016冬 特集：自治体における地震防災対策～地域防災力の向上を目指して～
・熊本地震における初動対応
・地震防災対策の現状と課題～熊本地震を受けて今後を考える～
・災害時における個人情報の利活用
・地域安全向上のための防災情報の活用
自治体の取組事例（愛媛県松山市：機能別消防団/荒川区：東京都荒川区中学校防
災部の取組～「助けられる人から助ける人へ」～）
条例制定の事例
・茅野市災害に強い支え合いのまちづくり条例
〈トピックス〉
・移動期日前投票所（車）の導入について～山間地域における投票機会の確保及び
交通弱者対策～
・条例見直しのポイント～熱気から成熟へ～

日経グローカル
No.303(11月7日号) 特集　どう生かす、外国からの人と資本　[都道府県・政令市調査]33団体が留学生の

就職支援
第2特集　クラウドソーシング活用促進　自治体が支援事業、就労機会の創出目指す
〔REPORT〕ノーベル賞受賞者の出身地
〔ビッグデータ活用　RESASはこう生かせ〕世代ごとの人口動態が一目瞭然

No.304(11月21日号) 特集　[全国首長調査]貧困対策最前線　連鎖を防げ！子どもへの支援を重視
〔FOCUS〕非納税者の実像
〔自治体経営を考える〕配偶者控除は専業主婦優遇にあらず
〔自治体防災の最前線〕機能しない災害対策本部会議

自治体国際化フォーラム
12月号 ZOOM UP　様々な国から参加するJETプログラム

・非英語圏諸国招致の概要～現在までの軌跡～
・少数精鋭！フランス人JET
・地域経済の鍵を握るASEAN-JETの活用で先手！
国際化の最前線から：人口減少への対応としての多文化共生を考える

J-LIS
12月号 特集　自治体情報セキュリティクラウド

・サービス利用型とすることで機能の柔軟な選択を可能に/鹿児島県
・接続方法のパターン化により市町村の負担低減と移行期間短縮を図る/宮城県
・県と市町村の協同体制による整備と運用/茨城県
・各機能の構築・検討過程を考察/京都府
・既存の共同接続事業を強化・拡張して構築/福岡県
・都道府県における対応状況について/総務省
Search！商店街にぎわい見える化ICT実証実験～中心市街地活性化に向けた産官学
連携の取組み～/九州工業大学

自治体情報誌D-file
2016.10(上) ・市が就学前児童の保育料を、0歳から所得制限なしで無償化へ（大阪府守口市）

・市が障害者施設の安全対策に独自助成、事業者の負担軽減へ（静岡県藤枝市）
・市議会が政務活動費支給を実費精算で、「後払い制」を条例化（京都府京丹後市）
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・区が一人親支援窓口を一元化、休日も対応できる体制で係を新設（東京都練馬区・
他）
・高齢者事故多く迅速な対応へ、町が電動カートにナンバー交付（山口県田布施町）
・災害時に携帯用太陽光発電キットを市が導入、通信機器充電に（広島県東広島市）

2016.10(下) ・全国初　県脱炭素社会条例が成立、温暖化対策推進条例を進化させ（徳島県）
・区が障害者の意思疎通に関する権利尊重へ条例、区の責務明記（東京都千代田
区）
・全国初、県が所得制限なく小学入学時教材費助成、第3子以降対象に（宮城県）
・全国初、市が「地域ネコ」アプリ、登録し画像や生息マップなど提供（千葉県浦安市）
・県がフェイスブックでひきこもり相談、当事者・家族と専門家を仲介（奈良県）

自治日報
3870号 ・人材不足で「保育支援員」創設（大阪府）

・更新費含めた水道料金等で提言案（厚労省専門委）
・国勢調査開始以来の初の人口減少（総務省）

3871号 ・病院機構の経営再建で初会合（奈良県）
・災害時の支援・受援で計画づくり（杉並区）
・テレワーク試行から１カ月経過（茨城県）

3872号 ・「混合介護」を戦略特区で提案（小池都知事）
・政活費ネット公開を一斉陳情（全国オンブズ）
・中山間地域農業元気委員会が発足（自民党）
財務省試算巡る総務省見解（質疑応答要旨）

3873号 ・市営ガス事業の運営権売却へ（大津市）
・在宅・医療介護連携で国が推進立案（厚労省部会）
・シェアシティ構想実施等で中間報告（政府会議）

地方行政
10679号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（22）教育と福祉のガバナンス＝ソーシャル・イン

クルージョンとは何か
特集　地方創生時代の自治体職員：なぜ政策形成能力が問われるのか＝関西広域連
合研修会、大森彌東京大名誉教授講演録
月曜連載　明るい公務員講座（中級編）（4）事務の管理（1）指示の出し方
特集　動きだす連携中枢都市圏（中）周遊・滞在型観光地を目指せ＝移住施策、保育
士研修も共同で－岡山県倉敷市

10680号 木曜連載　市民用施設のサービス改善～新潟市の挑戦（6）＝市民用施設の予約方
法の改善＝「利用前」の利便性を高め、市民の施設利用経験をより快適にする
木曜隔週連載NEW　地域おこし協力隊卒業生は語る（1）ローカルベンチャーがなぜ
地方でウケるのか＝需要創出型起業による「課題」解決への道
特集　動きだす連携中枢都市圏（下）政府、20年度30圏域目指す＝三大都市圏「未着
手の課題」

10681号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（23）対立と調整のガバナンス＝多様な価値観
や意見を調整していく仕組み
連載　新・地域力と地域創造（19）各地に広がる宿泊施設ゲストハウス＝全国で600軒
以上、若者に人気
月曜連載　明るい公務員講座（中級編）（5）事務の管理（2）進行状況の確認

10682号 木曜連載　市民用施設のサービス改善～新潟市の挑戦（7・完）＝ｍ-ガバメント戦略＝
行政サービスのスマホへの対応とオープンデータ化
寄稿　国家戦略特区の規制改革強化に向けたプロセスの在り方　英国のより良い規制
に向けた取り組み事例を参考に
景観ワンポイント講座（8）日本の民家の魅力＝二川幸夫の建築写真から考える
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（28）総合計画の構築・運用を通じた総合的
行政経営システムの実現＝まちづくり基本条例を具体化する「鈴鹿市総合計画2023」

10683・合併号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（24）上下水道のガバナンス（上）＝需要減少や
老朽化等で厳しくなる経営環境
公共善のためのボランティア　まちづくり貢献「プロボノ」記者体験－地域の悩み、スキ
ルで解決
月曜連載　明るい公務員講座（中級編）（6）事務の管理（3）添削する
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10684号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（25）上下水道のガバナンス（下）＝改革のビジョ

ンと具体策
特集　地域エネルギーの持続的活用に向けて（上）地球温暖化対策本格化で重要度
増す地域エネルギーの活用＝再生可能エネルギー普及における日本の課題とコミュ
ニティーパワーという考え方
月曜連載　明るい公務員講座（中級編）（7）企画と立案（1）改革は課長の任務

地方財務
12月号 特集　地方公会計統一基準“つくる”から“つかう”へ

・地方公会計の新たな展開
・熊本県宇城市：予算編成への活用
・京都府精華町：資産情報を正確に残し、更新・財政計画へ活かす
行財政情報：
・公営企業の経営戦略及び新公立病院改革プランの策定状況等
今月の視点：基準モデルから統一基準へ、そして未来の公会計へ

厚生労働
12月号 特集　10分でマスターする個人型確定拠出年金（iDeCo）の基礎知識

・将来に備えておかないとどうなるの？
・Q＆A仕組みと改正内容を学ぼう
・個人型確定拠出年金の愛称が「iDeCo（イデコ）」に決定しました
〔インタビュー〕教えて！今すべき備えと個人型確定拠出年金
・個人型確定拠出年金（iDeCo）に加入してみよう
地方の挑戦－先進事例紹介：「貧困の連鎖」を断ち切るため　子どもへの学習支援事
業を展開/埼玉県
未来につなげる子育て支援：港区父親手帳　父親の育児参加につなげる手帳を作成・
配布/東京都港区

WAM
12月号 特集　障害者総合支援法改正で何が変わったか

福祉・医療最前線：密度の濃いチーム医療を実践し、早期退院をサポート－兵庫県明
石市・医療法人財団光明会明石こころのホスピタル
いきいきチャレンジ：都市型認知症コミュニティカフェを通して、認知症の人や介護家
族の支援を実現－東京都杉並区・社会福祉法人浴風会
WAMレポート：平成28年度診療報酬改定等の影響に関するアンケート調査の結果に
ついて

地球環境とエネルギー

12月号 特集　パリ協定実施に向けた“胎動”と将来展望
・地球温暖化対策計画から見通す2030年日本の姿
・企業・金融セクターの気候変動リスク
・パリ協定とESG投資
・2020年に向けて…温暖化対策をめぐる潮流
変革が進むエネルギー市場…電力・ガス制度改革の行方
月刊環境自治体eco通信

都市問題
12月号 特集1　農山村再生を考える

・21世紀の豊かさ－〈共〉の領域の再創造のために
・田園回帰と農山村再生－山形県飯豊町・Iターン者たちの取り組み
・欧州の中山間地を盛りたてる仕組み
・イタリアの経済的不利益地域におけるコミュニティ協同組合の取り組み
・山村が目指す自給的暮らしの豊かさ－柿木村の有機農業の取り組み
・日本ワインと地域の力

建　　　築　・　都　　　市

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
特集2　都市公園の使われ方
・都市公園の可能性を広げ深めるために
・都市公園法が担ってきたもの
・都市公園における公民連携に関する制度の実態と課題－東京都を例に
・「社会と自然の結節点としての公園」というビジョン
・都市公園利用権と集会規制

河川
11月号 特集　ダム管理の最近の取り組み

・平成28年渇水に対する国土交通省及び関係省庁の対応について
・治水を目的に含むダムの運用（操作）に関する一問一答
・ダムの洪水調節の効果
・ダムを活用した地域の活性化－「公共施設見学ツアー」の取組を通じて

財界九州
12月号 テーマレポート　回顧2016

AREA FOCUS FUKUOKA　賛否両論の中でじわり広がる「シェアリングエコノミー」
有明海広域圏SCENE-7　沿岸の空港・港湾で進む機能の拡充
人材派遣　多様な働き方の時代へ

九州経済調査月報

12月号 特集　分野の広がるIoT活用
・公共分野におけるIoTの導入可能性
・地域金融におけるフィンテックの重要性
One point：2015年国勢調査人口と将来推計人口のギャップ

調査月報
12月号 M&Aに取り組む中小企業の実態と課題

中小企業経営者のための交渉学（後編）
中小企業のための知的財産戦略－ノウハウ化の際の留意点
データでみる中小企業－小企業の景況は、先行きに不透明感はあるものの、持ち直し
の動きがみられる

産　　　業　・　経　　　済


