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時の法令
2022号 （3/30） 【法令解説】

・林業の成長産業化と森林法等の一部改正（森林法等の一部を改正する法律）
・パリ協定締結等に伴う地球温暖化対策の普及啓発の強化等（地球温暖化対策
の推進に関する法律の一部を改正する法律）
・漁業経営に関する補償制度の改善（漁業経営に関する補償制度の改善のため
の漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律）

2023号 （4/15） 【法令解説】
・IR推進法の制定（特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律）
・教育機会確保法の制定（義務教育の段階における普通教育に相当する教育の
機会の確保等に関する法律）
・物流の総合効率化の更なる推進について（流通業務の総合化及び効率化の促
進に関する法律の一部を改正する法律）
・東京湾における一元的な海上交通管制の構築等（海上交通安全法等の一部を
改正する法律）
【公職選挙法をもっと身近に！・完】寄附の禁止（選挙法制フォーラム）

ジュリスト
1504号（4月） 【特集】ブランド戦略と商標の活用

・新しい商標
・商標審査基準の全部改訂
・商標的使用（商標としての使用）
・アンブッシュマーケティングの現状と実務上の対策
・地域ブランド戦略と地域団体商標の活用

判例タイムズ

1433号（4月） ・スナップ写真等と肖像権をめぐる法的問題について
・刑事訴訟規則及び不正競争防止法第二十三条第一項に規定する事件に係る刑
事訴訟手続の特例に関する規則の一部を改正する規則の概要
・特別法を巡る諸問題[大阪刑事実務研究会]：迷惑防止条例の罰則に関する問
題について

判例地方自治
418号（4月） 【判決紹介】

・沖縄県/辺野古埋立承認取消しの不作為違法確認請求事件（最高（2小）判
/28.12.20）
・東京都/特例適用住宅敷地取得に係る不動産取得税還付請求事件（最高（1
小）判/28.12.19）
・糸島市/地方公務員自殺国家賠償請求事件（福岡地判/28.1.21）
【はんれい最前線】公共用地を高額で取得、売買契約は違法か
【自治体法務の風を読む】公の施設の利用と行政の中立性
【短期連載】行政手続法/条例を使いこなす（1）
【市町村アカデミー・コーナー】障害者差別解消法の実践（2）
【訴訟情報】県議会における議員の発言が議事録に記載される権利は司法審査
の対象/名古屋高裁判決

レファレンス
794号（3月） ・待機児童対策の20年と現在の課題

・地方税制の抜本改革をめぐる論点整理－課税自主権拡大と租税外部効果の観
点から－
・フランスにおける偽装携帯電話基地局を使用した通信傍受法制
【小特集】「欧州各国における憲法の諸相」
・小特集「欧州各国における憲法の諸相」〈緒言〉

法　　　　　　　　　　　　令
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・ドイツにおける連邦政府内部の憲法適合性審査－ベルリン調査報告－
・英国憲法における国王と行政権
・憲法改正手続の特例による憲法改正の是非－イタリアとベルギーの事例－

地方議会人
3月号 【特集】震災から6年「復興・創生」に向けて

・大震災から6年、これからの復興の方向
・地方創生と東日本大震災からの復興
・〔現地報告〕「復興を支える」から「新しいまちづくり」へWORK FORにっぽ
んの取り組み
【質問力で高める議員力・議会力】（最終回）一般質問と政策議会をめぐる質
問に答える（土山希美枝）

地方自治
4月号 ・地域の政治への関わりが主権者教育の鍵となる

・政務活動費制度について
・備前市瀬戸内市監査委員事務局共同設置の取組と今後の課題
・地方自治法施行70周年記念行事の実施について
・「地方公共団体間の事務の共同処理の状況調」の概要について

自治研究
4月号 【論説】

・市民主導のアメリカ自治体改革・市政改革の動向（3）－都市自治学序説
・求む!防災庁（2・完）－いまこそ災害対策にイノベーションを
・地方自治法の改正における議員立法の意義と課題
・産業廃棄物処理施設設置許可に係る自治体事前手続の運用と課題（1）
【資料】まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016改訂版）（2）

自治実務セミナー
4月号 【特別講演】依存から自立へ－北川正恭氏が語る－「人口減少社会における国

と地方自治体のあり方（上）」
【特別講座】続・「地方創生」実行・実現へ向けて（2）（澤田史郎）
【実務演習】非常勤職員の育児休業〈人事行政〉
【自治体実務サポート】
・熊本地震におけるリーガル・ニーズと復興政策への反映（上）
・安全・安心なおいしい給食のために（上）

地方自治職員研修

4月号 【特集】273万人の冒険者たちへ～海図なき時代に、自治体職員はいかにあるべ
きか
・海図なき時代の自治体職員
・自治体経営～そのガバナンスから考える～
・再集権化という逆風に挑む
・地域の再生～仕事と暮らしの「場」と「関係」をとり結び直す
・政策法務の展開と自治体職員への期待
・職員たる者
・新技術への視点
・地域の総働による小規模多機能自治で、人「交」密度を高める
・市民による政策、行政職員との関わり
【人×まち×福祉】他人の子どもと正面から向き合う「短足おじさん」の社会
的養護活動/（シティ・ラボ・うつのみや）金子源太郎
【新しい事業（しごと）のつくり方】博物館・図書館・公民館で地域の核とな
るモデルをつくる/千葉県

議　　　　　　　　　　　　会
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ガバナンス
4月号 【特集】次代をつくる自治体の「人財戦略」

・中長期を見据えた「人財戦略」をどう描くか
・専門性の高い職員をどう確保するか
・求められる自治体「人財」の創出
・AIは公務を何に変えるのか
・当世、学生事情と自治体職員
・非正規公務員を「人財」と見ているのか
【スキルアップ特集】気分一新！新年度の仕事術
・新任管理職の職場マネジメント
・新年度がチャンス！職場のコミュニケーション改善で楽しく仕事のムダをな
くそう
・〈新人・異動者・上司が知りたい〉職員の悩み解決Q&A
【Governance Topics】「九州から問う－議会改革」をテーマに議会基本条例10
年シンポジウムを開催/東京財団
【「軍師」論のススメ】（13）「チーム議会」の必要条件とは何か？（清水克
士）
【議会改革リポート〔変わるか！地方議会〕】（191）「政策検討会議」で政策
提言・政策立案の具体化へ/京都府福知山市議会

自治体法務研究

№48　2017春 【特集】地域資源の活用と自治体
・地域資源をいかに展開するか
・「ふるさと名物応援宣言」の実施状況と成果
・人が自ら動く仕組みづくり～地域ブランド戦略のポイント～
【条例制定の事例】
・気球の飛ぶまち加西条例～気球がつなぐ市民とまちづくり～
・八幡浜ちゃんぽん振興条例
【トピックス】空家法の実施状況と運用上の課題
【 CLOSE UP先進・ユニーク条例】
・野洲市くらし支え合い条例
・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

日経グローカル
No.311（3月6日号） 【特集】　固定資産評価額が示す格差　299団体は公示価格の3割未満

【FOCUS】国の次世代技術開発計画「SIP」
【REPORT】3.11から6年、識者に聞く課題
【REPORT】ライドシェア、北海道中頓別町・小林生吉町長に聞く
【自治体財政、改善のヒント】第三セクターにかかるリスクは減少
【地域論壇】世界で広がるグリーンボンド

No.312(3月20日号) 【特集】動き出す地域医療連携推進法人－待ったなしの改革
【第2特集】自治体のAI活用始まる－川崎市と掛川市が実証実験、大阪市は予算
化
【特別リポート】小池知事の「都政大改革」を斬る
【REPORT】農地と山林の固定資産評価

自治体国際化フォーラム
4月号 【ZOOM UP】世界の住みたい都市に学ぶ

・「住みよさ」と「住みやすさ」の間
・さらなる住みよさを目指すまちメルボルン
・トロントの住みよさとは
・ヘルシンキの魅力とフィンランドの子育てに関する制度について
・「世界一住みよい都市」を目指すオークランド市の長期計画
・シンガポールにおける「住みよさ」の創造
【現場レポート】タイプラスワンでより効率的な生産活動を！～ラオス・カン
ボジア進出の利点と弱点～
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J-LIS
4月号 【特集】ICTによる教育の進化

・児童数が減少した小規模校同士をつなぐ遠隔合同授業/徳島県三好市
・校務の情報化が教職員の負担を軽減し、質の高い教育環境を育む/青森県八戸
市
・公営塾と県立高校をつなぎ、学校内外で生徒の学習を支援/石川県能登町
・タブレット端末で深めるアクティブ・ラーニング/東京学芸大附属小金井小学
校
・家庭と学校をつなぐ情報共有体制の構築/熊本県高森町立高森東小学校
【特別解説】教育現場における近年のICT機器整備状況や先進利活用方法/文部
科学省
【Search!!】中学校でのタブレット活用による学習ログの取得と解析/京都外国
語大学マルチメディア教育研究センター

自治体情報誌D-file
2017.2（上） ・県が成人の発達障害で、入院検査・診断の病床を新設、自治体初（愛知県）

・新築区営住宅に児童養護施設出身者枠、条例改正し入居資格（東京都足立
区）
・敷地難で区立公園に保育所、屋上に公園整備し園庭にも活用（東京都中央
区）
・広がる自治体シッター派遣、待機児童対策に認可保育と同額で利用（東京都
港区・他）
・市営地下鉄がアンダー15定期券、通学定期を小中の通塾性などにも拡大（神
戸市）
・大阪マラソン組織委、府や市にふるさと納税でマラソン出場枠を新設（大阪
府・他）

2017.2（下） ・市が児童養護施設退所後の就学支援へ給付型奨学金（大阪府羽曳野市）
・市が産後うつ予防強化に無料健診2回、相談役配置・訪問支援も（名古屋市）
・全国初市が医療費助成を22歳までに、18歳までは所得制限なし（大阪府摂津
市）
・市が電子申請にクレジットカード決済導入、証明書類が自宅送付可能に（神
戸市）
・市が公用車活用し移動投票所、全中学生に選挙公報配布も（宮崎県都城市）
・空き家解体し地域交流の場へ、市が解体費補助や税減免（広島県福山市）

別冊・春号（通巻69） 【特集】議会基本条例の意義と今後の課題－ポスト「議会基本条例10周年」を
考える
1.議会基本条例の進展
2.新たな議会運営の3つの原則
3.議会基本条例＝議会に関する条例ではない－自治基本条例の限界
4.議会基本条例のもう一歩
5.議会基本条例の本史の第二ステージへ－地域経営のルールを住民福祉の向
上、住民自治の充実に連動させる
【発想Conception】介護保険法改正と自治体の対応
【地域・自治体の動きアラカルト】自治体政策最前線：自治体の広報

自治日報
3887号 ・17年度予算案、34都道府県で税収減

・介護保険の指針見直し案提示（厚労省）
・戦略特区で無人運転等開発推進（政府）

3888号 ・職員の副業推進へ独自基準設置へ（神戸市）
・待機児童解消へ6月に修正計画（安倍首相）
・改革事項募り、今年中に4次指定（戦略特区会議）

3889号 ・三セク貸付で「問題取引」（香川県監査結果）
・「水道基盤の強化」へ水道法改正案提出（政府）
・米国起業家支援団体に職員派遣（神戸市）

3890号 ・都からの移管で建築行政事務開始（西東京市）
・「新水道ビジョン」推進状況で協議会（厚労省）
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・税制等、都市農地の新法検討（自民党プロジェクトチーム）

3891号 ・保健師の共同採用実施を検討（荒井奈良県知事）
・地下鉄民営化後も交付税継続（大阪市）
・国直轄工事で「週休2日」へ（石井国交相）

地方行政
10706号 【木曜隔週連載】自治体経営の生産性改革（34）「つながりの豊かさ」可視化

による社会生産性の向上－鳥取県と日本財団による「ボランティア先進県」の
実現を支える評価基盤の構築
【特集】避難勧告等に関するガイドライン改訂（中）＝要配慮者施設の災害計
画は専門家の助言受け作成－定期監査時は計画・訓練の実効性を自治体が確認

10707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（6）
「広聴広報の手引」の作成・改訂＝広報戦略と広聴広報規程に沿った事務マ
ニュアル
【特集】避難勧告等に関するガイドライン改訂（下）　災害関連死防止へ、災
害時の地域包括ケアシステム構築を＝為政者にとって危機管理が最も重要

10708号 【木曜隔週連載】地域おこし協力隊卒業生は語る（8・完）＝次世代の「豊か
さ」の定義を地方から－地方にある資源を認識しよう
【政令市長はこう考える】横浜市長・林文子氏

10709号 【月曜隔週連載】地方で稼ごう（24）地域に入り込むアートの中の人に聞く
（後編）＝行事に参加し人とつながることが、地域を知ろうとする行動へ
【ふるさと納税苦肉の策】他県産返礼品に賛否＝「背に腹は代えられぬ」、財
源確保、死活問題に－山梨県昭和町
【月曜連載】　明るい公務員講座（中級編）（17）部下の指導（1）ティーチと
コーチ

10710号 【政策提言】マイナンバーカードを用いた独自サービス六つの方策（前編）＝
フェリカカード参考に「こういうアプリあれば」の発案を
【木曜隔週連載】自治体経営の生産性改革（35）＝自治体経営のトータルシス
テム構築と運用＝天草市における行政システムの年間スケジュール連動化と
「三つの改善」

10711号 【特集】インバウンド＝なるか訪日消費倍増－地方回遊の拡大がカギ
【景観ワンポイント講座】（10）若い人たちの景観認識＝京都市新景観政策に
関連して
【政策提言】マイナンバーカードを用いた独自サービス六つの方策（後編）＝
「見せる」だけから「子カードとの組み合わせ」まで
【テレワークの先進事例】佐賀県から起こすワークスタイル変革＝人を大切
に、世界に誇れる佐賀づくりを目指して

10712・合併号 【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（7）広
報文の書き方＝全庁で共通の「文章のわかりやすさを測るモノサシ」
【寄稿】中部横断自動車道がつなぐネットワークと効果＝3月19日、六郷IC～増
穂ICが開通！
【キーパーソンに聞く】清水克士・大津市議会局議会総務課長－『事務局を議
員の「軍師」に』
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（18）部下の指導（2）鬼軍曹から脱
皮しよう

地方財務
4月号 【特集】平成29年度地方財政対策

・平成29年度地方財政計画の概要
・平成29年度地方債計画の概要
・平成29年度地方公営企業に関する地方財政措置
【今月の視点】資金調達と資金運用に関する内部統制の現状と課題－全国地方
自治体を対象とするアンケート調査の結果から

財　　　　　　　　　　　　政
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厚生労働
4月号 【第1特集】解説！年金改革

・持続的な公的年金制度のためには時代に合った法整備が必要
・教えて！受給資格期間の短縮
・社会保険の加入対象が広がります！
【第2特集】アレルギー疾患対策が変わります
・アレルギー疾患って何？
・〔インタビュー〕目の前の課題と押さえておきたい対策（斎藤博久）
【地方の挑戦-先進事例紹介】障害者の就労支援に注力知見伝える教育観光事業
も開始/北海道芽室町
【TOPICS】長時間労働の是正に向けて

WAM
4月号 【特集】介護報酬の「期中改定」による影響と対応等

【福祉・医療最前線】へき地医療拠点病院として地域の救急医療の核に－岡山
県新見市・医療法人思誠会渡辺病院－
【いきいきチャレンジ】地域に根ざしたフードバンク活動で生活困窮者に食料
支援－岩手県盛岡市・特定非営利活動法人フードバンク岩手－
【WAMレポート】平成27年度保育所の経営状況について

地球環境とエネルギー

4月号 【特集】新電力“電力自由化1年”の軌跡
・次なる目標は「2017年度電気契約累計100万件」/東京ガス
・価格、安心安全サービス、お客さまがサポート力をさらに磨く/大阪ガス
・より身近な総合エネルギー企業の実現に向けて/JXエネルギー
・サービス強化、新たなアプローチに取り組む/東急パワーサプライ
・さらに魅力的なプランを4月から投入/Looop
・電気、LPガス、都市ガスの総合エネルギー事業展開へ/大阪いずみ市民生活協
同組合
【新連載】追跡！トランプ政権のエネルギー・環境政策
【海外ニュース】
【月刊環境自治体eco通信】

都市問題
4月号 第44回「都市問題」公開講座：「子育て支援の現在と未来」

・基調講演：「人口減少時代と子育て支援のこれから（榊原智子）
・パネルディスカッション（野澤祥子/原美紀/松本武洋/山縣文治/前田正子）
【特集】産廃処理行政の制度的課題
・産業廃棄物の適正処理と国・自治体の役割
・産業廃棄物税の政策手段としての評価の現状と課題
・水道水源保護条例による産業廃棄物処理施設の設置規制に関する一考察
・産業廃棄物の処理施設の設置手続における周辺住民の意向の反映について
・不法投棄にどう対処するか

河川
3月号 特集　今再び、広がる舟運

・舟運復活に向けて過去と海外の経験から学ぶ
・日本の舟運の可能性について
・これからの東京舟運の可能性
・水上と陸上が手を取り合い発展する「水都大阪」舟運事業
・横浜の港と川の水上交通
・広島市の舟運について

建　　　築　・　都　　　市

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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財界九州
4月号 【テーマレポート】変わる!!「働き方」

【FOCUS】プレミアムフライデー
【特集】JR九州民営化30周年
【大学特集2017】自らの専門性に磨きをかけ、実践教育で社会課題を解決する
人材を育成する

九州経済調査月報

4月号 【特集】災害への備え
・熊本地震から丸一年を目前にして何を学ぶのか
・企業と地域の災害レジリエンス強化に向けて～熊本地震における防災・事業
継続に関する実態調査～
・口蹄疫からの地域農業の復興における自助・共助・公助の連携
・東日本大震災被災地で実感したBCPの重要性
【九経調未来セミナー講演録】第二の大分岐－汎用人工知能は雇用を奪うか？
経済成長をもたらすか？人々は遊んで暮らせるか？－
【九州の未来を考える国際シンポジウムIN北九州】流動する北東アジア～紛争
か、協力か～

データ九州
1159号 九州・山口の設備投資2016下半期（7～12月）

調査月報
4月号 ・「副業起業」は失敗のリスクを小さくする

・喫茶店を舞台に地域を元気にする
・厳しい事業環境下でも成長するための取り組み
・知財戦略における支援施策
・不透明感が拭えない小企業の業況

産　　　業　・　経　　　済


