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号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
2018号 （1/30） 法令解説

・社会福祉法人制度等の改革について（社会福祉法等の一部を改正する法律）
・法テラスによる法的支援の拡充等（総合法律支援法の一部を改正する法律）

2019号 （2/15） 法令解説
・国政選挙の執行経費の基準の見直しと投票環境の向上（国会議員の選挙等の
執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律）
・衆議院選挙制度改革（衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の
一部を改正する法律）
・洋上投票の対象拡大及び要約筆記者に対する報酬支給の解禁（公職選挙法の
一部を改正する法律）
〔公職選挙法をもっと身近に！〕主な選挙犯罪と公民権停止/選挙法政フォーラ
ム

ジュリスト
1502号（2月） 特集　不動産登記制度の現状と課題

・不動産登記制度の10年とこれから
・平成16年不動産登記法と民法学
・不動産登記法と個人情報・プライバシー
・10年を経た筆界特定制度

判例タイムズ

1431号（2月） 消費者裁判手続特例法の運用について：保全・執行手続
少年審判規則の一部を改正する規則の解説
大阪民事実務研究会：弁護士の依頼者に対する損害賠償責任
特別法を巡る諸問題〔大阪刑事実務研究会〕：出資金（高金利）

判例地方自治
415号（2月） 【判決紹介】

大阪市/市長給料返還等請求住民訴訟控訴事件（大阪高判/28.4.28）

国東市/指名回避国家賠償請求事件（大分地判/27.10.1）
〔はんれい最前線〕バイオマス施設操業停止、問われる補助金返還の適否
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（2）
〔条例ナビ〕千葉県/AEDの使用及び心肺蘇生法の実施の促進に関する条例

レファレンス
792号（1月） ・日本の産業立地と対日直接投資促進策-外資参入の阻害要因の検討-

・ドイツとイタリアの生殖補助医療の制度
・地方創生の財源としての地方創生関連交付金－石川県における事例を踏まえて-
（現地調査報告）

地方議会人
1月号 特集　外国人観光客の誘致戦略

・訪日外国人旅行者4000万人時代に向けた受入環境整備について/観光庁参事官
現地報告：
・インバウンド事業の重要性/山形県飯豊町
・飛騨の新しいツーリズム/岐阜県飛騨市
[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（前
編）/（土山希美枝）

法　　　　　　　　　　　　令

議　　　　　　　　　　　　会
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地方自治
2月号 ・地方公共団体における内部統制の制度化について

・内部統制に関する説明会について
・住民訴訟において長や職員に対し損害賠償が命じられた事例について
・行革甲子園2016について
〔資料〕平成28年の地方からの提案等に関する対応方針（平成28年12月20日閣
議決定）

自治研究
2月号 論説：

・裁量方針（Policy Statement）の法的性質と司法審査（5・完）
・PFIの制度長短と地方自治法体系下での運用課題（下の1）―法理とリスク管理の視
点から
・指定確認検査機関と国家賠償
行政判例研究：
・八ッ場ダム建設のための茨城県の公金支出が適法とされた事例
・処分基準の存在と狭義の訴えの利益
資料：
・未来への投資を実現する経済対策（2・完）

自治実務セミナー
2月号 特集　地域医療　－自治体の取組み

・地域医療の現状と課題
・地域包括ケアシステムを構築するための地域医療施策「地域医療構想」
・広島県における地域医療への取組み
・郡上市における地域医療への取組み
実務講座：政務活動費の運用改善（議会）
〔立法事実からみた条例づくり〕補助金等の交付に関する条例と立法事実
（下）

地方自治職員研修

2月号 特集　合併しなかった自治体のこれから
・合併しなかった自治体はどう評価できるか（木佐茂男）
・小規模自治体の独立性（原島良成）
・地域活性化の問題点と地域の持続可能性の条件（原田晃樹）
〔創造型行革のすすめ〕超勤の見える化＆縮減プログラム/新潟市
〔ジョハリの窓からこんにちは〕ヤクルトレディのすご技
〔人×まち×福祉〕ごちゃまぜな居場所のこどもたち若者たちから始まる、地
域社会の再構築（よのなか塾）
〔Topics！〕自治体の空き家対策の検証と今後の行方（岩﨑忠）

ガバナンス
2月号 特集　包摂的な地域社会への視座

・包括的、包摂的な地域づくりへのビジョン
・分野横断的な地域福祉の実現に向けて
・ダブルケア（ケアの複合化）と自治型・包摂型・多世代型地域ケアシステム
・若者の貧困が、さらなる「下流老人」を生む
・全世代の包括支援に向け、地域福祉教育総合支援システムを構築/三重県名張
市
・「くらし支えあい条例」を制定し、生活困窮者等支援の仕組みを明文化/滋賀
県野洲市
・産官学の枠を超えた連携で、地域包括ケアを一歩先へ/愛知県豊明市
スキルアップ特集：市民とともに成長する職員へ
Governance Topics：若年層の社会参加意識の醸成や投票率の向上を（シティズ
ンシップ推進実践フォーラム2017）
議会局「軍師」論のススメ（11）（清水克士）

行　　　　　　　　　　　　政
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議会改革リポート【変わるか！地方議会】189－多面的に市民からの意見等を吸
収/兵庫県三田市議会
別冊付録：ガンバレ新田くん！新米係長の仕事術（山本雄司：著）

日経グローカル
No.307（1月2日号） 特集　[全国首長調査]2017年の課題　想定超えた災害への備え急ぐ

〔霞が関底流伏流〕（金融庁）冷める地銀の統合熱　路線見直し迫られる
〔FOCUS〕大学の留学生受け入れ事情
〔REPORT〕職員採用で明暗
〔ビッグデータ活用　RESASはこう生かせ〕本格活用に向けた7つの疑問を解く
〔地域論壇〕ICTで介護サービスの付加価値向上

No.308(1月16日号) 特集　運営権譲渡、地方に広がる兆し　156自治体、PPPとPFIの優先ルール導入
へ
〔FOCUS〕自治体の「創業支援事業計画」
〔グローバルリポート〕中国の地方債務、政府が管理厳格化
〔課題解決型組織のつくり方〕業務の優先順位を常に意識せよ

自治体国際化フォーラム
2月号 ZOOM UP　グローバル・アンテナショップ

・日本全国の“クールジャパン”を東京で発見！～外国人の視点で楽しむアン
テナショップ巡り～
・アンテナショップファンが語る！その「魅力」と「外国人対策」
・アンテナショップの国際化の動き　外国人の80％が「魅力を感じる」認知度
アップが課題
〔国際化の最前線から〕海外で日本食を普及させるには

J-LIS
2月号 特集　自治体におけるドローンの導入、活用

・認定制度を設けてドローンの利活用を促進/滋賀県
・特区における秘匿通信を用いた学校図書の配送等の取組み/秋田県仙北市
・防災航空隊を編制して今後を見据えた運用体制を構築/静岡県焼津市
・“ドローン推進室”を設置して活力あるまちづくりを目指す/徳島県那賀町
・測量分野でのドローンの活用に向けて/国土地理院
Search！：姫路市におけるマイナンバーカードによる図書館利用サービスにつ
いて/兵庫県姫路市総務局情報政策室

自治体情報誌D-file
2016.12(上) ・要支援者サービスの市町村への移行で、市が「家政士」活用へ（千葉市）

・市が野良猫抑制条例、殺処分減少へ公費で去勢・不妊手術　全国初（神戸
市）
・県が独自の建築基準条例、地震地域係数を国基準より厳しく設定（静岡県）
・市が薬局で水銀体温計回収のモデル事業、店頭に回収ボックス（香川県高松
市）
・市立図書館が電話で朗読サービス、視聴覚障害者対面サービスから拡充（佐
賀市）

2016.12(下) ・市民病院が健康診断で大腸CT検査、内視鏡より負担軽く早期発見に（滋賀県
大津市）
・性的マイノリティー差別防止へ区が指針、職員・教職員対象に（東京都文京
区）
・県が殺処分ゼロへ条例、飼い主に識別チップや繁殖制限など求める（茨城
県）
・全国初　県が給食の人的ミス防止にアレルギー対応チェックシステム構築
（長崎県）
・市社協がシニアの無料職業紹介所、生涯学習やボランティア紹介も（広島市
社会福祉協議会）
・市が浸水対策推進条例案、内水氾濫軽減で事業者排水計画義務付け（岡山
市）
・県条例改正で産業用含め大麻草栽培禁止、明文化は全国初（鳥取県）
・市が事故防止と魅力向上へ、「自転車のまち」条例化（兵庫県尼崎市）
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自治日報
3879.80合併号 ・ICT人材育成でアプリコンテスト（長野県）

・番号カード活用で行動計画（総務省）
特集　コンビニ交付、セキュリティ対策等

3881号 ・公文書の閲覧料廃止、条例改正へ（東京都）
・共通投票所管理システムを開発（民間企業）
・災害弱者名簿事前提供で条例改正（兵庫県）

3882号 ・NPOと協定、児童施設等へ食料提供（東京都日野市社協）
・生活困窮者自立支援で論点案（厚労省検討会）
・外国人材の受け入れ緩和を検討（安倍首相）

地方行政
10692号 特集　目先の「数」に追われぬ地域づくり　地方創生の成否は地域住民の取り

組み次第＝地方にとどまる80万人に活躍の場を
新・地域力と地域創造（20）お茶から広がる食文化＝農業から菓子製造まで積
極展開、静岡・丸山製茶株式会社
木曜連載　国民生活を支えるマイナンバー（3）閉庁時の各種証明書発行、全市
区町村に＝コンビニ交付サービス全国展開に向けた取り組み
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（30）新総合計画の策定を起点に構築
する行政経営システム＝市原市における総合計画の条例化と計画群の総合化

10693号 木曜連載　国民生活を支えるマイナンバー（4）行政の効率化・住民の利便性向
上等に向けた取り組み＝情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携
木曜隔週連載　地域おこし協力隊卒業生は語る（4）地域の現場から立ち上がる
関係性の学び＝地域内外でのつながりの回復を目指して
ITが支える地域社会　スマホで子どもの見守り＝小型発信器、アプリで検知－
徳島県石井町ほか
特集　2017年度地方財政対策　一般財源、過去最高62.1兆円＝交付税減と臨財
債増を抑制

10694号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（29）政策終了の政治学＝成熟社会にお
ける課題をいかに克服するか
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（3）SNS
アカウント運営の実務＝ファンを増やす投稿の三つのポイント
6次産業化支援　「土佐山スイーツ」ブランド化を－高知市
月曜連載　明るい公務員講座（中級編）（11）交渉（2）庁内での交渉－合意の
術

10695号 木曜連載　国民生活を支えるマイナンバー（5）マイナポータルによる行政・民
間サービスの改革（前編）－自己情報を活用し、さまざまな手続きを簡素化・
効率化、サービス向上へ
動きだす市民発プロジェクト　若者が企画・実行する「ぼっけーまち会議」＝
笠岡市
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（31）行政と市民の協働を促す「ス
ポーツのまちづくり」＝バスケの街・能代市におけるロジックモデルに基づく
計画の策定と推進

10696号 月曜連載　現代のガバナンスを考える（30・完）国の形－統治はどうあるべき
か＝大都市と地方のこれからのグランドデザイン
月曜隔週連載　地方で稼ごう（21）地方企業こそダイバーシティ経営を（3）＝
社員の“やる気”を生み出す「メンバーシップ」のつくり方

10697号 木曜連載　国民生活を支えるマイナンバー（6）マイナポータルによる行政・民
間サービスの改革（後編）－窓口業務改革の具体事例、民間サービスへの活用
の期待
木曜隔週連載　地域おこし協力隊卒業生は語る（5）地域の豊かさを測る新しい
指標－地域住民の幸福を目指す地方創生とは

10698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（4）広報
戦略本部の立ち上げ＝「戦略的広報」の定義付けとオーソライズ
月曜連載　明るい公務員講座（中級編）（12）交渉（3）外との付き合い－庁外
関係者
景観ワンポイント講座（9）町家を中心とした地域おこし＝新潟県村上市「町家
の外観再生プロジェクト」
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地方財務
2月号 特別企画　平成29年度地方財政・総額確保に関する想定問答（小西砂千夫）

〔行財政情報〕
・平成27年度地方公共団体普通会計純計決算の概要
・平成27年度都道府県決算の概要
・平成27年度市町村普通会計決算の概要
〔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（下）－
アービング市の成功要因と我が国への示唆
・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（中）
議会運営の実務：政務活動費における裁判例（廣瀬和彦）

厚生労働
2月号 特集　もう一度働きたい看護師等を支援します－看護師等免許保持者の届出制

度とナースセンター活用術－
・ナースセンターの役割と機能
・座談会　ナースセンターのおかげで復職できました
・医療機関や看護師等学校養成所の皆さんへのお願い
地方の挑戦－先進事例紹介：中学生や大学生の力を活用し認知症の高齢者を支
える/東京都渋谷区
未来につなげる子育て支援：ふじのみやベビーステーション　コンビニ事業者
と連携し子連れの外出をサポート/静岡県富士宮市

WAM
2月号 特集　改正社会福祉法への対応は

福祉・医療最前線：2病院を統合し移転新築　地域医療の中心的な役割を目指し
て－大阪府豊中市・社会医療法人純幸会　関西メディカル病院－
いきいきチャレンジ：平成28年度社会福祉振興助成事業シンポジウム報告
WAMレポート：認定こども園と保育所の収益性の比較について

地球環境とエネルギー

2月号 特集　省エネへ“未利用熱”を活用せよ！
・東京都が取り組む下水熱利用事業
・製鉄所の排熱を利用した熱電発電技術を開発
・未利用熱を電力へ
・バイナリ―発電で未利用熱を電力に
・排熱を回収し水から水素製造
〔変革が進むエネルギー市場…電力・ガス制度改革の行方〕公営ガス事業の民
営化に伴う事業機会
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
2月号 特集1　地域の中の大学

・自治体と大学の連携について
・地域への貢献をめざす国公立大学
・地域を変えるリーダーを育成する取り組み－高知大と愛媛大
・地域共創－地方小規模私立大学の地域貢献
・大学が地域で生き残っていくために必要なこと－大学経営の視点から
特集2　保育問題の本質を問う
・日本の保育の今－子どもの豊かな育ちを保障するために
・保育所の種類および経営主体多様化の現状と課題
・「保育」と「母子保健事業」の間で

建　　　築　・　都　　　市

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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・過疎地域における「子育て」の現状と課題
・「保育潜在需要」と「入所基準」をめぐる現状と課題
投稿論文：医療提供体制の改革と地域包括ケアシステム構築に向けた一考察
－今後の在宅医療・介護サービス提供体制のあり方

河川
1月号 特集　大河川の歴史（第3回）～利根川・荒川～

・利根川の東遷
・利根川近代改修の歩み
・荒川治水計画・事業の変遷
水辺とつながる暮らしを楽しむ－札幌都心部の水辺の可能性MIZUBE day
SAPPOROで見えてきたこと

財界九州
2月号 テーマレポート：九州・沖縄へ“インバウンド”を「文化・歴史」で呼び込

め!!
沖縄県経済団体会議が新体制発足
特集　本格焼酎　世界でも地元でも愛される蒸留酒へ
磨け!!九州の産業力－情報サービス業－

九州経済調査月報

2月号 特集　九州経済の見通し
・本気で挑戦！都城市のPR戦略
・2017年度九州経済の見通し　2％に迫る成長
・九経調未来セミナー講演録：マクロ・ミクロ10題～世界・日本そして九州の
未来

データ九州
1157号 九州・山口企業の海外進出2016

調査月報
2月号 タイ労働市場の構造変化とわが国中小企業の対応

日本型クリエイティブ・サービスの価値共創モデル
地域を支える中小企業が地域に根差す理由
データでみる景気情勢：中小企業の景況は緩やかな回復が見込まれる

産　　　業　・　経　　　済


