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時の法令
2016号 （12/30） 法令解説

・行政機関個人情報保護法等の改正（行政機関等の保有する個人情報の適切か
つ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国
民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律）
・政府機関、独立行政法人等におけるサイバーセキュリティに関する対策の抜
本的な強化と、人材育成のための新たな資格制度の創設（サイバーセキュリ
ティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律）
・IoTの「光と影」に対応（国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通
信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律）
〔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（下）（沓脱
和人）

2017号 （1/15) 法令解説
・時代に即した新たな刑事司法制度の構築（刑事訴訟法等の一部を改正する法
律）
・違反行為を繰り返す悪質事業者への対策と行政処分の実効性の強化（特定商
取引に関する法律の一部を改正する法律）
・平成28年改正消費者契約法について（消費者契約法の一部を改正する法律）
〔改めて憲法を考える〕選挙資金規制と「腐敗」（福嶋敏明）
〔公職選挙法をもっと身近に！〕言論による選挙運動（選挙法制フォーラム）

ジュリスト
1501号（1月） 特集　自動運転と民事責任

・自動運転技術等の現況
・自動運転と運行供用者の責任
・自動運転と販売店・メーカーの責任
・自動車のソフトウェア化と民事責任

判例タイムズ

1430号（1月） 消費者裁判手続特例法の運用について：簡易確定手続

特別法を巡る諸問題[大阪刑事実務研究会]組織的犯罪処罰法（犯罪収益等隠匿罪）

〔判例紹介〕
・市の経営する競艇事業の臨時従業員等により組織される共済会から臨時従業員に
対して支給される離職せん別金に充てるため、市が共済会に対してした補助金の交付
が、地方自治法232条の2所定の公益上の必要性の判断に関する裁量権の範囲を逸
脱し、又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例（最高裁第二小法廷平
28.7.15判決）

判例地方自治
414号（1月） 【判決紹介】

徳島県鳴門市/市競艇従業員共済会への違法支出損害賠償等請求事件（最高（2小）
判/28.7.15）
東京都/国歌不伴奏行為による懲戒処分取消等請求控訴事件（東京高判/28.7.19）
三重県/岩石採取計画の認可義務付け等請求控訴事件（名古屋高判/27.7.10）
改正個人情報保護法の全面施行に向けて（堀部政男）
〔はんれい最前線〕行政財産の使用権は「対等な権利」にあらず？
〔市町村アカデミー・コーナー〕市民協働によるまちづくりと行政の役割を考える（1）
〔条例ナビ〕徳島県/脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例

法　　　　　　　　　　　　令
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レファレンス
791号（12月） ・税務面で非協力的な国・地域に対するEUの施策－タックス・ヘイブンのブラックリスト

作成
・西欧法継受前の日本の法思想と統治
・地方における少子高齢化・人口減少への取組－富山県・石川県の自治体・民間団体
による先行事例－（現地調査報告）
・主要国議会の法律案提出手続及び法律の成立状況（資料）
・諸外国議会の一院制・二院制の別（2016年）（資料）

地方議会人
12月号 特集　伝統文化による地域活性化

・文化遺産を次世代に継承する魅力ある地域へ
現地報告：
・「柏崎古典フェスティバル」と地域活性化事業/新潟県柏崎市
・伝統芸能神楽とともに地域に生きる/広島県安芸高田市
・目指せ！こんぴら歌舞伎/高知県香南市
・「のべおか天下一薪能」によるまちおこしの取り組み/宮崎県延岡市
[質問力で高める議員力・議会力]　質問力を議会力に・後編（土山希美枝）

地方自治
1月号 ・「地方議会活性化シンポジウム2016　～18歳選挙権を契機に、地方議会はい

かに変われるか～」の開催について
・指定都市における区の状況等に関する調査結果について
・最近の地方研修会等における質疑応答について
・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
（8）

自治研究
1月号 論説：

・情報不服審査会に対する行政不服審査法「読み替え」条項の適用問題
・市民主導のアメリカ自治体改革・市政改革の動向（一）－都市自治学序説
・石炭火力発電所の新増設と環境影響評価（二・完）
・地方公共団体情報システム機構のガバナンスの問題点―法人法制及び情報法
制の観点から
資料：
・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（五・完）
・未来への投資を実現する経済対策（一）

自治実務セミナー
1月号 特集　地方創生のいま－地域を元気に

・地方創生の課題
・「地方創生」実行・実現へ向けて
・地方創生－地域資源を活かす真庭市の取組み
・人口減少に立ち向かう梼原のまちづくり
実務講座：平成28年度の普通交付税算定における人口の特例（交付税）
自治体実務サポート：
・品川区が目指す町会・自治会を核とした地域コミュニティ政策/伊﨑みゆき
・「情報公開請求権の権利濫用」の理論的分析と実務対応（上）/吉永公平
政策法務のかんどころ：行政代執行法2条の公益要件を考える－飯田市空家等適
正管理条例9条を素材として－

議　　　　　　　　　　　　会
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地方自治職員研修

1月号 特集　キラリ！女性活躍・新時代
・女性職員活躍と自治体人事政策（西尾隆）
・女性職員活躍の壁とその対応策（天野馨南子）
・趣味、資格や特技を企画に反映（山梨市/戸泉俊美）
〔環境自治体白書〕水素エネルギーで未来を拓く/周南市
〔見せます！議会の底力〕政務活動費交付の正当性・透明性確保を目指して
（京丹後市議会）

ガバナンス
1月号 特集　人口減少社会と「地域運営組織」

・「地域運営組織」は地方創生の「本丸」
・将来を見据えた「地域運営組織」とは
・住民主体の「地域運営組織」と自治体の役割
スキルアップ特集：がんばれ！平成生まれの自治体職員
・20代で身につけたい仕事のスキルと磨き方のポイント
・仕事も遊びもポジティブに！そして、たくさんの仲間づくりを♪
・自分で決めて行動し、多くの感動を体験しよう！
地方議会の「現在・過去・未来」を議論/東京財団・議会基本条例10年シンポジ
ウム
議会局「軍師」論のススメ（10）議会の「常識」は誰が決めるのか？（清水克
士）
議会改革リポート【変わるか！地方議会】188－「チーム議会」として多角的に
活性化策を展開/茨城県取手市議会

日経グローカル
No.305(12月5日号) 特集　広がる公共建築物の木造・木質化　国・自治体主導で需要喚起、木造率

が初の1割超
〔特別リポート〕大川小訴訟　仙台地裁判決から読み取れること
〔REPORT〕ゆるキャラリストラ時代
〔FOCUS〕首長から見た議会と議員
〔自治体財政、改善のヒント〕PPPとPFI推進の課題
〔自治体-NPO新連携ガイダンス〕空き家再生（広島県尾道市）

No.306(12月19日号) 特集　地域の中核へ、公立大学の模索　地元が求める人材の育成・還元が使命
〔FOCUS〕国境離島新法で離島の環境整備
〔REPORT〕陸前高田市議会の被災文書復旧
〔REPORT〕ふるさと納税「2016年アワード」
〔自治体-NPO新連携ガイダンス〕外国人被災者支援（熊本市）
〔10月のセミナー報告〕地方創生時代の首長と議会（北川正恭）

自治体国際化フォーラム
1月号 ZOOM UP　修学旅行で世界を体感！

・海外修学旅行を取り巻く状況
・「サイエンスの力」「言葉の力」の伸長を目指すマレーシア研修
・地域に学び世界に発信　立命館守山中学校・高等学校の海外研修について
・すべての子供たちに「異文化と協働するチャンス」を　広島県教育委員会の
チャレンジ
・真の国際都市シンガポールで国際感覚を養う～グローバル人材の育成を視野
に～
・世界と日本の架け橋であるALTと取り組む修学旅行
・訪日教育旅行を取り巻く現状
・信州を舞台に広がる交流の輪！
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J-LIS
1月号 特集　マイナンバー制度の新たな展開に向けて

・全体のスケジュールと今後の展開に関する解説/内閣官房社会保障改革担当室
・情報提供ネットワークシステムに関する解説/総務省大臣官房企画課個人番号
企画室
・マイナンバーカードに関する解説/総務省自治行政局住民制度課
・税業務におけるマイナンバーの利用/総務省自治税務局市町村税課
・社会保障、医療分野でのマイナンバーの活用/厚生労働省政策統括官付情報化
担当参事官室
・特定個人情報の漏洩事案や情報連携に関する解説/個人情報保護委員会
Search！：民間事例に学ぶ情報化最前線

自治体情報誌D-file
2016.11(上) ・区が路上障害物撤去に特化した条例制定、強制撤去し回収可能に（東京都新

宿区）
・全国初、市がアプリで地域猫500匹を写真付きで紹介、野良猫と区別（千葉県
浦安市）
・ものづくり担う人材確保へ奨学金の返還を県がサポート、最大120万円（大分
県）
・空き家・空き地解消へ「3項道路」指定、街並み誘導型地区計画も導入（群馬
県富岡市）
・市が子育て応援リユースでヤフーと協定、ヤフオクに市民が不用品提供（長
崎県大村市）
・市が民泊トラブル防止に指導要綱策定へ、住民周知や迷惑防止具体化（京都
府京都市）

2016.11(下) ・市が子ども総合支援条例、無戸籍や離婚前後の子どもの支援も明記（兵庫県
明石市）
・区が子どもを預け合う「なかまほいく」、親同士の仲間づくりを支援（東京
都墨田区）
・市が給付型奨学金　入学準備金、授業料や生活費で最大320万円（神奈川県藤
沢市）
・区が客引きや勧誘を規制する条例、パトロール隊が中止指導可能に（東京都
港区）
・市が専門書・海外文学充実の市営書店、市民作家用貸出し個室も（青森県八
戸市）
・県が商店街空き家店舗をシェア事務所に、初期投資費用も一部補助（富山
県）
・救急隊が感謝カード　応急手当協力者の不安軽減で、相談窓口も紹介（千葉
県千葉市・他）
・2市が水銀体温計など回収実施、水俣条約発効へ向けモデル事業（兵庫県神戸
市・尼崎市）

別冊2016冬（№.68） [特集]　格差の解消と自治体議会の役割（青山佾）
・なぜ格差が問題となるのか
・貧困の何が問題か
・生活困窮者とソーシャル・インクルージョン（社会的包容力）
・子どもの貧困と公立学校教育
・格差解消と自治体議会の役割
[発想・conception]公共施設マネジメントと自治体経営
[国土強靭化基本法と自治体]（4）レジリエントな国土のカギは地域強靭化計画
（中林一樹）
[自治体政策最前線]地域・自治体の動きアラカルト：がん撲滅と自治体の政策
・がん対策基本法と自治体の条例・自治体のがん対策

自治日報
3874号 ・介護職復帰準備に無利子貸し付け（福岡県）

・水道台帳整備義務付け等提言（厚労省専門委）
・消防業務の連携・協力、通知で対応（消防庁）

3875号 ・財政悪化見通しで中核市移行を断念（岸和田市）
・「農業競争力強化プログラム」を決定（政府）
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・マイキー活用消費拡大方策で検討会（総務省）

3876号 ・県と協議も、連携中枢圏でプロジェクトチーム（高知市）
・「規制ゼロ特区」新設を提言（自民特委）
・地域「IoT」実装でロードマップ（総務省タスクフォース）

3877・8合併号 ・図書館移転で住民投票条例案（上尾市）
・ハローワーク、「追加的情報」も（厚労省検討会）
・新地方税源・税制研究会が初会合（知事会）

地方行政
10685号 木曜隔週連載　地域おこし協力隊卒業生は語る（2）地域に生きる人として＝

「よそ者」との繋がりから生まれるこれからの地域の姿とは
寄稿：未来の地域新事業を創る　全国の革新者と地域の次世代経営者を触発さ
せるイノベーション・プログラム

10686号 月曜隔週連載NEW　増殖する広報パーソン－こちょこちょ課の1000日戦争（1）
1000日戦争の始まり＝広報は「聴く力」と「不断なる自己修正」
特集　地域エネルギーの持続的活用に向けて（中）地域が主役のドイツの再生
可能エネルギー事業＝経済循環を促す市民エネルギー協同組合とシュタットベ
ルケ

10687号 木曜連載NEW　国民生活を支えるマイナンバー（1）対応次第で自治体の行政
サービスに大きな差＝マイナンバー制度の概要
指定管理に頼らぬ施設運営　図書館に「人と人をつなぐ力」＝まちづくりの拠
点目指す－奈良県生駒市
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（29）総合計画を起点としたトータ
ル・システムの構築＝「鈴鹿市総合計画2023」の運用を通じた行政経営システ
ム改革

10688号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（26）我が国社会科学の基礎概念　その3
＝カタカナ用語をいかに扱うか？
月曜隔週連載　地方で稼ごう（20）地方企業こそダイバーシティ経営を（2）＝
地域の潜在労働力を「稼ぎ手」に変える新たな「働き方」
月曜連載　明るい公務員講座（中級編）（8）企画と立案（2）新しい事業に取
り組む

10689号 木曜連載　国民生活を支えるマイナンバー（2）地域経済好循環の拡大に向けた
取り組み＝「マイキープラットフォーム」の利用
木曜隔週連載　地域おこし協力隊卒業生は語る（3）地域おこしから人おこし＝
若者が希望持って暮らせる環境づくりに関わる
特集　地域エネルギーの持続的活用に向けて（下）地域主体による再エネ活用
事業の創出＝必ずしも要件とはならない社会関係資本の蓄積

10690・合併号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（27）対話による都市ガバナンスの進化
＝父権主義から熟議民主主義に至るまでの過程
月曜隔週連載　増殖する広報パーソン－こちょこちょ課の1000日戦争（2）SNS
の利用開始＝SNSは「対話」を通して「関係づくりをする」ツール
月曜連載　明るい公務員講座（中級編）（9）企画と立案（3）案を実現する

10691号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（28）市民参加のガバナンス（続）＝市
民参加予算から探るカタチ
残業ゼロ目指す　夜8時までに仕事をやめよう　東京都、「20時完全退庁」への
挑戦
移住実績全国1位　とっとりで待っとります！移住応援メンバーズカードが好評
－鳥取県
インタビュー　議会基本条例制定10年　条例を住民に浸透させる努力を＝中尾
修・東京財団研究員（元北海道栗山町議会事務局長）
月曜連載　明るい公務員講座（中級編）（10）交渉（1）庁内での交渉－論点整
理

地方財務
1月号 特集　“地方行財政”2016年の三大ニュースと2017年の展望

・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

財　　　　　　　　　　　　政
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・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
今月の視点：
・経済危機下においても卓越したパフォーマンスを発揮する自治体（中）－
アービング市の卓越したパフォーマンス－
・地方公営企業の経理担当者のためのわかりやすい消費税講座（上）
議会運営の実務：最近の政務活動費における裁判例－研修費における会費・参
加費（廣瀬和彦）

厚生労働
1月号 特集　改正児童福祉法から見る「私たち一人ひとりにできること」

・深刻度を増す児童虐待
・改正児童福祉法Q&A
・子どもたちのために、私たちにできること
特集2　平成28年版「厚生労働白書」「労働経済の分析」
地方の挑戦－先進事例紹介：精神障害者に研修を実施しピアサポート専門員と
して育成/千葉県
未来につなげる子育て支援：ふっさ子育てまるとくカード　協賛店の協力を得
て子育て世帯への支援を実現/東京都福生市

WAM
1月号 特集・新春座談会　医療・介護の課題とリソース確保

福祉・医療最前線：幼稚園から認定こども園にリニューアル地域の待機児童解
消へ－千葉県船橋市・学校法人船橋高橋学園認定こども園不二幼稚園－
いきいきチャレンジ：ひとり親家庭への子育ち・子育てこども暮らしサポート
を実施－大阪市西成区・特定非営利活動法人ヒューマン地域振興協会－
WAMレポート：「介護人材」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

1月号 特集　秒読み！ガス小売全面自由化
・電力・ガス小売りの全面自由化で起きること
・ガス自由化に向けて日本瓦斯の取り組み
・ガス全面自由化に向け、比較サイトの準備着々
・いよいよガス小売全面自由化
・変革が進むエネルギー市場…電力・ガス制度改革の行方
・2020年に向けて
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
1月号 特集1　異文化接触としてのインバウンド

・インバウンドと日本人
・インバウンド観光と地方再生
・中国人観光客の増加と日本社会
・訪日外国人旅行者の動向と意向
・需要高まるハラールへの対応－日本における実態
・コンテンツツーリズムによるインバウンド誘致
・何が訪日外国人に「感動」を与えるか
特集2　認知症と社会
・介護保険制度における認知症の扱い
・認知症の人を介護する家族への支援－“生きづらさ”を支援する
・地域包括ケアシステムにおける認知症早期診断および介入を実現するための
要件
・若年性認知症の人とその家族を地域社会でささえる
・認知症と法

建　　　築　・　都　　　市

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

河川
12月号 特集　平成28年熊本地震とその対応

・平成28年（2016年）熊本地震－地震の概要と気象庁の対応－
・平成28年（2016年）熊本地震における被害の概要と政府の対応
・平成28年熊本地震による下水道被害と対応
・地震後の河川管理体制の強化

財界九州
1月号 新春特大号

2017年展望
トップが語る2017年

九州経済調査月報

1月号 特集　九州の新たな1年
2017年九州の論点
・九州の景気
・熊本地震からの“創造的復興”
・動き出す福岡空港コンセッション事業
・勢いを増す九州の観光
・自動運転元年～進むAIの活用
九経調未来セミナー講演録：グローバル地方創生に向かって舵を切れ

調査月報
1月号 自由意志は商売の原点

創業の構造変化と新たな動き－マイクロアントレプレナーの広がり－
数字でみる地方圏の雇用に貢献する中小企業の姿
データでみる景気情勢：中小製造業の設備投資計画は横ばいとなる見通し
流行りもの考現学：グローバル時代に求められるCQ

産　　　業　・　経　　　済


