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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
2020号 （2/28） 法令解説

・PCB廃棄物の期限内処理を確実にするためのPCB特別措置法の改正（ポリ塩化
ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法
律）
・クリーンウッド法の制定（合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法
律）
・特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期限延長（特定B型肝炎ウイルス感
染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律）
・酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行等を図る（酒税法及び酒税の保全及
び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律）

2021号 （3/15） 法令解説
・科学技術の水準を向上させ産業競争力を強化する新法人制度（特定国立研究
開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法）
・NPO活動の健全な発展を図るとともに、NPO法人の運営の透明性を確保（特定
非営利活動促進法の一部を改正する法律）
・指定国立大学法人制度の創設（国立大学法人法の一部を改正する法律）
・真珠産業と真珠に係る宝飾文化の振興を図る（真珠の振興に関する法律）

ジュリスト
1503号（3月） 特集　企業年金のこれから－2016年改正を踏まえて

・企業年金の法政策的論点（森戸英幸ほか）
・確定拠出年金法等の改正と企業年金等のこれから（厚生労働省）
・確定拠出年金法等の改正と企業年金のこれから－労働組合の立場から（日本
労働組合総連合会）
・確定拠出年金法等の改正と企業年金のこれから－経営者の立場から（日本経
済団体連合会）
・確定拠出年金の運用規制のあり方－米国401（k）プランの動向を踏まえて
（野村亜紀子）
・社会保障法と企業年金（菊池馨実）

判例タイムズ

1432号（3月） 間接強制可能な面会交流審判の実情と留意点
大阪民事実務研究会：医療訴訟における要件事実の整理に向けての検討
特別法を巡る諸問題[大阪刑事実務研究会]：児童ポルノ法（製造罪、罪数）

判例地方自治
416号（3月） 【判決紹介】

札幌市/固定資産評価審査決定取消請求事件（札幌高判/28.9.20）
埼玉県/部活動中の事故に係る国家賠償請求事件（さいたま地判/28.3.16）
練馬区/自動車道高架下活用事業公金支出差止等請求住民訴訟事件（東京地判
/28.1.26）
中野区/政務活動費返還請求住民訴訟事件（東京地判/28.3.22）
 〔はんれい最前線〕学校統廃合計画と条例制定は「処分」に当たらず
 〔自治体法務の風を読む〕自治体の保有する訴訟記録につき情報公開請求があった
場合

レファレンス
793号（2月） 小特集「安全保障・防衛をめぐる諸課題」

・日米地位協定・環境補足協定と日本環境管理基準（JEGS）
・CIA In-Q-Tel モデルとは何か－IT時代の両用技術開発とイノベーション政策－
・PKO参加5原則と国連PKOのミッションにおける受入国

法　　　　　　　　　　　　令



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・オバマ政権による国防予算削減の動向－強制削減の発動と国防戦略・兵力計画の
修正－
終末期医療と「安楽死」「尊厳死」－法制化の現状－

地方議会人
2月号 特集　地域ブランドによる地域再生

・地域ブランドを活かすために自治体は何をすべきか
・「地域団体商標」地域ブランドの創生を支援
・地域ブランド開発　やるべきこと、やってはいけないこと　－ベース収入を
確保し、投資し続けられる仕組みを作り出せ－
〔現地報告〕「出世の街　浜松」におけるシティプロモーション/静岡県浜松市
 [質問力で高める議員力・議会力]　市民との「話し合いの場」のデザイン・後
編（土山希美枝）

地方自治
3月号 ・ラベルとしての市町村

・地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家
族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第
95号）について
・地域運営組織の量的拡大と質的向上
・オランド大統領によるフランスの地方自治制度改革に関する動向（7）～日仏
比較論

自治研究
3月号 論説：

・ヨーロッパデータ保護一般規則
・市民主導のアメリカ自治体改革・市政改革の動向（2）－都市自治学序説
・求む！防災庁（1）－いまこそ災害対策にイノベーションを
・英国の地方構造改革政策が我が国に与える示唆と課題（4）－その先進性と中
央集権性
・PFIの制度長短と地方自治法体系下での運用課題（下の2・完）－法理とリス
ク管理の視点から
行政判例研究：公職選挙法21条1項に定める住民基本台帳における三か月記録要
件の合憲性
資料：まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016改訂版）（1）

自治実務セミナー
3月号 特集　新入職員を迎える

・新入職員の育て方（稲継裕昭）
・新入職員を迎えるにあたって私が考えること（後藤好邦/鳥羽淳ほか）
 特別講座　続・「地方創生」実行・実現へ向けて（1）（澤田史郎）
[実務と理論]
・長時間労働で国から監督指導を受けている企業を入札に参加させないことが
できるか
・市は書店の書籍や理髪店の散髪用器具や議員の議員報酬を差し押さえること
ができるか
[実務演習]
・便利になる投票所〈地方行政〉
・企業団の違法取水〈地方財政〉

地方自治職員研修

3月号 特集　3.11復興、現時点 
・再論・自治体再建
・気仙沼の現時点　断片的に
・震災の体験を伝えるということ
・小名浜で生きる　小名浜に生きる

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
〔Topics!〕訴訟遂行上の意思決定における議会関与のあり方
〔人×まち×福祉〕発達障がい児の自立につなげる切れ目のない支援/北海道芽
室町
〔見せます!議会の底力〕「笑顔・真剣・信頼」の取手市議会/茨城県取手市議
会

ガバナンス
3月号 特集　大災害と自治体職員の対応力

・自治体職員のレジリエンス
・大災害と自治体間連携
・受援計画の策定に際しては常に被災者目線を忘れないことが大切
・大災害時のトップマネジメント
・惨事ストレスと応援職員
スキルアップ特集　住民目線の窓口サービス
Governance Topics：
・現地に行かず、「テレビ会議」で“視察”/大津市議会公共施設対策特別委員
会
・「きみが今日を作る」をテーマに若者議会シンポジウムを開催/愛知県新城
市・同市若者議会
「軍師」論のススメ（12）議会は「歌を忘れたカナリア」なのか？（清水克
士）
議会改革リポート【変わるか！地方議会】（190）災害対策連絡会議を設置し、
2度にわたって市長に緊急要望/岩手県久慈市議会

日経グローカル
No.309（2月6日号） 特集　地域連携の最前線　定住自立圏、166圏域が協定締結

〔FOCUS〕自治体職員、22連続減
〔REPORT〕固定資産巡る注目判決
〔現場発　自治体経営改革論〕財テクによる財政改革

No.310(2月20日号) 特集　進むか無電柱化　推進法成立と小池知事誕生、東京五輪が追い風
〔REPORT〕普及期迎える洋上風力発電
〔REPORT〕クロマグロの資源保護
〔自治体防災の最前線〕災害時に必要な人員・物資受け入れる準備を

自治体国際化フォーラム
3月号 ZOOM UP　JETプログラム30周年記念事業

・JETプログラム30周年記念式典概要
・JET宣言－私たちが30年に培ってきたもの
・JETプログラム活動成果の報告
〔国際化の最前線から〕インバウンドとアウトバウンドの両輪時代の幕開け！
〔現場レポート〕日本とロシアとの地域間交流について

J-LIS
3月号 特集　自治体アプリケーション

・オフラインでも動作する独自の防災アプリを開発/新潟市
・県内の様々なニュースを毎日配信/奈良県
・市民を結び付けて助け合いの輪を作り、地域の課題解決を促進する/埼玉県戸
田市
・市内の課題発見から対応状況までを可視化/千葉市
Search!!ビッグデータを用いた訪日外国人旅行者の行動分析～発見！意外な
ホットスポット～/国土交通省近畿地方整備局

自治体情報誌D-file
2017.1 ・市が全行政区に子ども食堂開設、公民館利用しNPOや区長会と推進（福岡県大

野城市） 
・県が利用時間延長の民間学童保育にも人件費など経費補助を拡大（広島県）
・全国初　市が閲覧充実させ、貸出しない課題解決型図書館開設（札幌市）
・無電柱化推進の都が市区町村の負担を全額ゼロに、補助制度創設（東京都）・町会などの取り組みに区がホットスポット・パトロールマニュアル（東京都
北区）
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・区がひとり親家庭担当係新設、一元窓口で専門家など支援強化（東京都練馬
区）
・市議会がテレビ会議で他都市視察、可能な調査は今後も活用（滋賀県大津市）

自治日報
3883号 ・認知症事故救済へ補償制度検討（神戸市）

・林地台帳、公表は窓口閲覧を基本（林野庁）
・30年の自律的経済圏等実現へ報告書（政府TF)

3884号 ・立川隣接9市で広域連携サミット（立川市など）
・ガバナンスと住民自治等で議論（知事会研究会）
・東京圏転入超過21年連続、超過数は減（総務省)

3885号 ・小さな拠点 、人口安定の関係分析へ（高知県）
・政務活動費の透明性向上で決議（全国市議会議長会）
・「自画撮り」規制へ条例改正検討（東京都)

3886号 ・激変緩和措置含め国保料統一を検討（大阪府）
・過疎法改正案を了承、20市町村追加（自民）
・指令の共同運用など広域化で答申案（消防審）

地方行政
10699号 木曜連載　国民生活を支えるマイナンバー（7）自治体情報セキュリティ対策の

抜本的強化－自治体情報システム強靭性向上モデル
中小企業の海外進出支援：浜松市、10カ国・地域にサポートデスク＝ベトナム
工業団地にレンタル工場開設
北海道自治体学土曜講座：自治体問題～首長と議員と職員のホンネ討論～＝
2016年第５回討論の報告と所見
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（32）データと根拠に基づく「スポー
ツのまちづくり」－バスケの街・能代市での評価システム構築

10700号 月曜隔週連載　地方で稼ごう（22）地域に入り込むアートの中の人に聞く（前
編）＝制度化された展覧会とは一線画し「都市の潜在力」提示
再生可能エネルギー活用：市内全ての電力需要、地産地消目指す＝新電力事業
会社設立へ－大分県豊後大野市
月曜連載　明るい公務員講座（中級編）（13）交渉（4）苦情への対応

10701号 木曜隔週連載　地域おこし協力隊卒業生は語る（6）“非”主流地域振興のスス
メ－着想誘発型のロールモデルを目指して
災害援護資金：返済免除基準めぐり協議難航＝阪神大震災から22年
交通体系再構築：エコで身近な自転車“復権”＝超党派で活用推進法が成立

10702号・合併号 木曜連載　国民生活を支えるマイナンバー（8・完）マイナンバー・マイナン
バーカード広報大賞を発表＝地方公共団体による先進的な広報の取り組みをご
紹介
iJAMP自治体実務セミナー：ネット、SNSが重要に＝首都直下地震に備える
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（33）コミュニティで取り組む学校教
育の共有価値づくり＝浦幌町における「コモンズ型学校評価」の実践

10703号 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（5）広報
広聴規程の改正＝広報戦略を実務レベルに落とし込む
月曜連載　明るい公務員講座（中級編）（14）交渉（5）失敗の後始末

10704号 地域活力の新指標　「企業子宝率」を活用して企業の子育て支援を評価＝福井
県、全国の自治体に先駆け11年度から調査
木曜隔週連載　地域おこし協力隊卒業生は語る（7）境内のような空間で暮らし
たい－高校時代の思い、協力隊として“達成”
連載　新・地域力と地域創造（21）稲作地帯で急成長の複合型ファーム＝加
工、料理、体験、販売の連携ツーリズム－宮城県登米市・伊豆沼農産

10705号 特集　避難勧告等に関するガイドライン改訂（上）「避難準備情報」は「避難
準備・高齢者等避難開始」に＝要配慮者に分かりやすく呼び掛け
月曜隔週連載　地方で稼ごう（23）地域に入り込むアートの中の人に聞く（中
編）＝まちづくりのプロセスと連動させ、規制緩和の道開け
月曜連載　明るい公務員講座（中級編）（15）交渉（6）情報発信
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地方財務
3月号 特別企画　平成29年度普通交付税の算定方法の改正に関する想定問答

行財政情報：
・平成29年度地方財政対策等の概要
・平成27年度地方公営企業決算の概況
今月の視点：
・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（下）
別冊付録：『図解地方公会計対応　自治体職員のための複式簿記入門』

厚生労働
3月号 特集　みんなが活躍する地域を共につくる

・障害者総合支援法が変わりました！
・改正を徹底解説！
・〔事例紹介〕どうやって支える？先進事例に学ぶ障害者支援
・〔インタビュー〕障害者の地域での自立した生活に向けて一歩前進さらなる
充実をめざして行政の連携に期待（玉木幸則）
〔地方の挑戦-先進事例紹介〕男性職員の育休取得率100％育休中の経験を施策
に活かす/茨城県龍ヶ崎市
〔未来につなげる子育て支援〕子育てスタート応援券　チケットを配布しサー
ビスの利用につなげる/東京都練馬区

WAM
3月号 特集　入門的研修に期待される介護人材の不足解消

福祉・医療最前線：南海トラフ巨大地震の津波対策として施設を高台移転－高
知市/社会福祉法人ミレニアム　障害者支援施設アドレス・高知
いきいきチャレンジ：福祉6作業所の復興プロジェクト参入事業を実施－千葉県
柏市/特定非営利活動法人エコ平板・防塵マスク支援協会
WAMレポート：平成27年度　医療法人の経営状況について

地球環境とエネルギー

3月号 特集　2017年度エネルギー展望
・新電力で参入地域見直しが進む可能性も
・日本と世界の原子力展望
・経営基盤の強化に向けて次のステップへ
・原油需給は緩やかにリバランスへ
・2017年は“大きな変革”迎える年
・LPガス業界の課題と展望
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
3月号 特集1　ふたつの震災へのまなざし

〔東日本大震災〕
・惨事便乗型復興を乗り越える－6年かけて見えてきた課題
・6年後の津波被災地
・田老の「復興」、その現在と未来
・災害の記憶をどうつないでいくか－災害遺構の保存をめぐって
・新たに提示された原発事故損害賠償と事故炉廃炉の費用負担制度
・事故6年後の「原発棄民」政策

建　　　築　・　都　　　市

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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 〔熊本地震〕
・熊本地震の被害状況と復興－中越地震との比較の視点から
・熊本市内悉皆調査の結果からみた避難所環境と運営の実態と課題
・熊本地震に伴う地震火災の検証
・熊本地震を通してみた交通インフラ復旧の課題－南阿蘇鉄道を手掛かりに

河川
2月号 特集　平成28年の発生災害とその対応

・平成28年の自然災害とその対応
・平成28年の天候とトピックス
・平成28年の自然災害に対する政府の対応
・被災地域の早期復旧に向けた支援の強化
・空から災害状況を把握する

財界九州
3月号 テーマレポート：「医療経営最前線」

エリアFOCUS北九州：「新松山地区」にバイオマス発電九州の電力市場へ域外進
出相次ぐ
九州・沖縄のホテル2017：くつろぎの空間と上質なサービスで“心からのおも
てなし”を提供
エリアレポート福岡：新事業者の選考過程で選定委員が“不正”　「博多屋
台」事業者を公募で初選定

九州経済調査月報

3月号 特集　平成大合併後の市町村の姿
・目指すは「日本一住みやすいまち・久留米」の実現
・「平成の大合併」の概要と中間評価
・「平成の大合併」後の自治体の変化～九州の合併・非合併団体の比較
・九経調未来セミナー講演録：アジアの高齢化と九州

データ九州
1158号 九州・山口の将来推計人口2　020～2040

調査月報
3月号 輸出で外需開拓に取り組む中小企業

中小企業はいかに人材を獲得するか
中小企業が自ら抱く地域雇用を支える役割意識
データでみる景気情勢：中小企業の景況は一部に弱い動きがみられるものの、
緩やかに回復している

産　　　業　・　経　　　済


