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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
2024号 （4/30） 【法令解説】

●官民挙げてデータ活用を推進（官民データ活用推進基本法）
●平成28年銀行法等の改正（情報通信技術の進展等の環境変化に対応するため
の銀行法等の一部を改正する法律）

2025号 （5/15） 【法令解説】
●年金持続可能性向上法について（公的年金制度の持続可能性の向上を図るた
めの国民年金法等の一部を改正する法律）
●年金受給資格期間短縮法について（公的年金制度の財政基盤及び最低保障機
能の強化等を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する
法律）
●民間公益活動を促進するために休眠預金等に係る資金を活用（民間公益活動
を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律）
【レポート2017】子どもの睡眠障害と低年齢化するネット・ゲーム・スマホ依
存

ジュリスト
1506号（5月） 【特集】宇宙ビジネスの活性化に向けたルール形成－民間の宇宙活動のこれか

ら
●宇宙ビジネスをめぐる現状と課題
●人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律（宇宙活動法）の概要
について
●宇宙資源開発をめぐる動向と法的課題

判例タイムズ

1434号（5月） ●〔大阪民事実務研究会〕間接被害者の損害賠償請求－昭和43年最判と原陪審
「中間指針」の検討から－
●〔名古屋民事実務研究会〕行政手続法12条1項による処分基準と訴えの利益
－最三小判平成27年3月3日民集69巻2号143頁の検討－

判例地方自治
419号（5月） 【判決紹介】

●湯沢市/懇親会への公金支出に係る損害賠償請求控訴事件（仙台高秋田支判
/28.9.15）
●東京都/固定資産税等賦課決定違法国家賠償請求事件（東京地判/28.1.27）
●京都府/風俗案内所営業権確認等請求事件（最高（1小）判/28.12.15）
【はんれい最前線】串カツ店への除却命令で「庶民の味」にお別れ
【自治体法務の風を読む】学校の保護者に対する対応
【短期連載】行政手続法/条例を使いこなす（2）
【訴訟情報】仙台市議会政調費訴訟－議員活動のうち政務調査の割合を議員が
立証できない場合、半額を超える支出は許されないとの高裁判断が確定－最高
裁決定

地方議会人
4月号 【特集】政府予算編成と地方財政

●平成29年度地方財政計画について
●平成29年度地方財政計画と自治体財政運営への影響
●平成29年度政府予算と地方の景気
●新年度政府予算に見る各府省の重点施策

法　　　　　　　　　　　　令

議　　　　　　　　　　　　会
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

レファレンス
795号（4月） ●MICEの振興と基盤整備

●北方領土における経済及び社会の現状と課題－2015年の年次報告から－
●高齢化と世帯数減少化の家計消費の行方－家計消費変動の要因分解を踏まえ
て－
●オーストリアにおける国民投票の3つの実施例と問題点
●諸外国の就労促進・子育て支援等のための税制上の措置－所得課税に関連し
て－
●イラン・イスラム共和国の科学技術政策

地方自治
5月号 ●アクティブラーニングと地方自治－シティズンシップ教育の視点から

●連携中枢都市圏の取組状況等について
●公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づく入札・契約手
続に関する実態調査及び公共工事の品質確保の促進に関する施策の実施状況調
査結果について
●行政書士に関する実態調査及び平成28年度行政書士試験結果について
●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（8）～日仏
比較論・フランス政治学的観点から見た地方分権関連法律～

自治研究
5月号 【論説】

●不利益処分の理由附記（行政手続法14条1項）のあり方（1）
●地方公共団体の附属機関の組織に関する法律の規律密度－拙著『行政不服審
査機関の研究』の叙述の誤りを起点として
●事業者監督処分と要考慮要素審査・比例原則審査の一断面（1）
●開示請求に対する行政機関等の判断プロセスの審査について（1）－「結論に
おいて妥当」とした答申を素材として
●企業の内部統制制度の地方自治体への導入
【行政判例研究】
●女子児童がいじめにより自殺した事故につき損害賠償請求を一部認容しつつ
自殺についての校長らの予見可能性は否定した事例
●東京都議会議員選挙と一票の較差－平成25年都議会議員選挙無効訴訟
【資料】まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016改訂版）（3）

自治実務セミナー
5月号 【特集】改正行政不服審査法施行1年を振り返る

●改正行政不服審査法の運用上の課題と今後の展望
●改正法下における裁決事例の分析
●審理員の視点からみた制度運用上の課題－新潟市の事例
●審理手続の現状と課題、実務上の工夫－福岡県の事例
【特別講座】続・「地方創生」実行・実現へ向けて（3）（澤田史朗）
【実務と理論】株式会社は政治団体の会費の支払や機関紙誌、パーティー券の
購入ができるか
【実務講座】財源不足に対する対策と臨時財政対策債〈地方財政〉
【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（下）

地方自治職員研修

5月号 【特集】直営か、委託か
●あるべき政策デリバリー・システムを考える
●再公営化の動向と議論の内容
●行政民間/正規非正規複合体の公共サービス－官製ワーキングプアという現実
－●協働の影響をどのように捉えるか
●直営・委託をめぐる法的課題
【人×まち×福祉】子どもの貧困対策の推進に向けて/鳥取県

行　　　　　　　　　　　　政
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
【見せます！議会の底力】女性議員が増えれば地方政治は変わる！/なないろの
風

ガバナンス
5月号 【特集】自治体議会改革の到達点と職員の立ち位置

●自治体議会改革の到達点と課題（神原勝）
●「議会からの政策サイクル」による住民福祉の向上－議会改革の本史の第2ス
テージ（江藤俊昭）
●「政策に強い議会」をつくる－議会基本条例のその先へ（礒崎初仁）
●自治体議会における女性議員及び若年議員の増加策について（金子優子）
●市民と結びつく首長が議会を本物にする（福嶋浩彦）
●直接民主制と自治体議会（岡本三彦）
●「対話」で創る議会からの「地方創生」（佐藤淳）
●自治体議会への市民参加の新たな段階（坪郷實）
●自治体議会と職員のあるべき関係（西科純）
【スキルアップ特集】職場で役立つリスクマネジメント
【Governance Topics】
●「議会からの政策サイクル」を回して住民福祉の向上へ/地方議会議員フォー
ラム2017
●課題解決や議会の政策形成への学生の参加を/関東学院大学が「地域創生学
科」開設記念シンポを開催
【議会局「軍師」論のススメ】（14）「地方議会」は国会のミニチュアなの
か？（清水克士）
【議会改革リポート〔変わるか！地方議会〕】（192）将来を見据えて人口減少
地域の振興策、活性化策を調査研究/福岡県新宮町議会
【「自治体議会学」のススメ】原価方式の留意点－新たな議会の条件整備を再
び考える（3）

日経グローカル
No.313（4月3日号） 【特集】2017年度都道府県予算、4年ぶりマイナス　税収と交付税の減見込み慎

重編成
【霞が関底流伏流（厚生労働省）】超高齢化を乗り切れる？診療・介護報酬の
同時改定
【リポート】日本の林業が抱える課題
【自治体財政改善のヒント】コスト削減につながらない外部委託
【地域を磨き産業振興】地域の中小企業こそ宝
【未来へつなぐ子育て支援の現場から】千葉市・放課後子ども教室

No.314(4月17日号) 【特集】「殺処分ゼロ」後の課題　自治体、犬猫の返還・譲渡に注力
【第2特集】人口減少時代の国土管理　「複合的な施策」と「選択的利用」で荒
廃防ぐ
【霞が関底流伏流（総務省）】ふるさと納税の返礼品規制　強硬姿勢に転換
【自治体に迫る危機　樋渡流解決策】「アイデアがお金に」型破りの落選後人
生
【特別寄稿】一票の格差論は方向転換を（西川一誠）
【グローバルリポート】EU離脱で転機、ロンドンの都市プロモーション

自治体国際化フォーラム
5月号 ZOOM UP　各国の民泊の現状

●民泊をめぐる状況
●ニューヨークにおける民泊事情
●ロンドンにおける民泊をめぐる規制緩和と課題
●フランス・パリにおける民泊事情
●民泊の規制はどこまで緩められるのか～法改正に向け動き出したオーストラ
リアNSW～
●韓国における民泊の現状と今後の課題
●大田区における特区民泊を活用した取り組みについて
●ツール・ド・東北「民泊」でUPDATE JAPAN
【現場レポート】中国人海外旅行のトレンド～ますます旺盛な旅行需要にどう
対応するか～
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

J-LIS
5月号 【特集】ICTを活用したシティプロモーション

●オフラインでも使えるガイドアプリで訪日旅行者への対応を強化/山梨県
●印象的なビジュアルコンテンツでふるさと資源をアピール/兵庫県南あわじ市
●公衆無線LANを活用した地域情報の発信力強化/福岡市
●ドメイン管理による京都ブランドの確立/京都情報大学院大学
【Search!!】民間事例に学ぶ情報化最前線/㈱みずほ銀行

自治体情報誌D-file
2017.3（上） ●市教委が弁護士などでいじめ対策チーム常設、早期調査可能に（大阪市）

●生徒の健康保全と教師負担軽減へ、市立中学の部活朝練を禁止（愛知県豊橋
市）
●全国初、広域消防がドローンに赤外線カメラ、災害現場不明者捜索に（茨城
県筑西市・他）
●妊娠から育児まで同一支援者が一貫サポート、市がマイ保健師制度（山梨県
甲府市）
●市が乳がん検診の視触診に変え超音波検査へ、検査技師3名募集（栃木県宇都
宮市）
●市議会議場で、地域雛祭りの市民団体がコンサート開催（奈良県大和郡山
市）

2017.3（下） ●区が医師派遣制度、セルフネグレクトで生活介入拒否の高齢者に（東京都北
区）
●全国初　市が全小中学校に太陽光発電の空調システム導入（三重県鈴鹿市）
●市がヤング乳がん検診、20～39歳に女性技師がエコー検診実施（埼玉県行田
市）
●市が要綱でLGBTカップルパートナーシップ制度、宣誓に受領証交付（札幌
市）
●全国初　違法薬物使用少年の初診料一部補助、回復プログラムも（京都府）
●区が町会支援へ地域活性化条例、補助金交付や実務の人的支援も（東京都渋
谷区）

自治日報
3892号 ●パスポートセンター新設へ調整会議（神奈川県、横浜市）

●主権者教育推進で取りまとめ（総務省）
●民間活用へ自治体情報規格化要請（規制改革会議）

3893号 ●若者流出で推計人口70万人割れに（静岡県）
●新推計人口、53年に1億人割れ（厚労省）
●起債前の投資家需要確認等提言（地方債協会）

3894号 ●身寄りのない人の遺留金対策検討（神戸市）
●生産年齢人口が92年比1割減（総務省推計）
●自治体の書式等統一へ議論（規制改革会議）

3895号 ●所有者不明森林整備で提言（京都市有識者会議）
●こども園認定権限を指定市に（分権一括法成立）
●歳出抑制へ「特例給付」廃止等提案（財制審）

地方行政
10713号 【月曜隔週連載】地方で稼ごう（25）交流人口の拡大は文化資源の活用から＝

写真文化首都・東川町の挑戦
【連載】新・地域力と地域創造（22）「地方創生」で人材育成の塾を開講＝メ
ンバーの連携で地域ビジネスを創出－和歌山県田辺市
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（19）部下の指導（3）褒めて育てる

10714号 【木曜連載NEW】働き方と、意識を改革せよ（1）公務員の「縦割主義＝専門バ
カ」病は、意識改革で治る＝何（答、成功例、指示）だけを求めない、価値を
創る働き方
【木曜隔週連載】自治体経営の生産性改革（36・完）「生産性改革の時代」の
自治体経営＝持続的な改善や試行錯誤を促す経営システムの構築
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
10715・合併号 【月曜連載NEW】ガバナンスの視点から（1）道州制論議拾遺（その1）－あれか

ら一昔＋α、こぼれ話あれこれ－
【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（8）広
報力向上研修の実施＝広報マインドの種をまく
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（20）部下の指導（4）意欲を持たせ
る指導

10716号 【月曜連載】ガバナンスの視点から（2）道州制論議拾遺（その2）－道州制は
効果性と民主性の向上を目的に－
【月曜隔週連載】地方で稼ごう（26）地域情報をいかに強力に発信していくの
か＝“編集力”が情報を発信する側にも肝になる
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（21）部下の指導（5）職員評価から
逃げるな

10717号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（2）一期一会＝おもてなし×返報性の
原則～須坂市編（1）－成功方程式：知識×思考×実践＝成果～働き方二つの公
式
【利用者目線でサイトを評価】自治体Webサイトの「使いやすさ」最前線～自治
体Webアワード2017第3回自治体サイト評価～を終えて

10718号 【月曜連載】ガバナンスの視点から（3）道州制論議拾遺（その3）－まずは
「中央」出先の事務を「州」に移譲－
【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（9）広
報力向上研修中級編＝職員の心にまいた広報マインドの種は芽吹いたのか
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（22）部下の指導（6）困った職員へ
の対応

10719・合併号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（3）金（予算）が無いなら、協働のプ
ル戦略を実践しろ～須坂市編（2）＝協働で価値を創れば、バーベキューが訪日
の目的になる
【北陸新幹線開業2年】観光施設入り込み客数、引き続き高水準＝企業の支店・
営業所設置が増加－石川県

地方財務
5月号 【特別企画】押さえておきたい！自治体財政用語

【行財政情報】平成29年版　地方財政白書の概要
【今月の視点】
●内部統制の整備・運用に向けての鳥瞰図（上）－内部統制の整備の必要性と
運用に向けて
●地方自治体の資金調達と資金運用に関するリスクマネジメント（上）－全社
的リスクマネジメントによる内部統制の視点

厚生労働
5月号 【特集】春から注意！すぐそばに潜む食中毒のリスク

●どれくらい知っている？食中毒の基礎知識
●家庭菜園や庭も危険？身近な有毒植物に注意
●知っておいてほしい！細菌性食中毒の防ぎ方
●食中毒には誰でもなる可能性があります
【地方の挑戦-先進事例紹介】高い質のがん検診を背景に多様な受診率向上策に
挑戦/東京都八王子市

WAM
5月号 【特集】児童福祉法等改正と被虐待児への自立支援

【福祉・医療最前線】特別養護老人ホームにおける人材戦略・組織づくり－静
岡県藤枝市・社会福祉法人三愛会特別養護老人ホーム愛華の郷－
【いきいきチャレンジ】生活支援ボランティアを養成し地域の助け合い活動推
進事業を実施－大分市・大分県ボランティア連絡協議会－
【WAMレポート】平成27年度　介護老人保健施設の経営状況について

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

地球環境とエネルギー

5月号 【特集】グローバル化が加速する自治体“水道事業”
●ミャンマー・ヤンゴン市で無収水対策事業－東京都水道局
●ベトナム・フエ省を支援、ビジネス展開へ－横浜市水道局
●ベトナム・ホーチミン市の水道改善に向けて－大阪市水道局
●ベトナム、カンボジア中心に事業展開－北九州市上下水道局
【海外ニュース】
【月刊環境自治体eco通信】

都市問題
5月号 【特集】70年目の自治と憲法

●地方財政計画と地方交付税－問うべきことを見つめ直す
●地方特別法に関する住民投票の意義－憲法95条の解釈と機能
●地方議会に女性議員を送るために
●地方参政権と外国人
●二元代表制をどう考えるか
●自治体の行政委員会制度－来歴と展望
●自民党改憲草案における地方自治構想の本質
●緊急事態と自治体
●日本国憲法の欺瞞と沖縄
●立憲主義と代議制デモクラシー－政治思想史的考察

河川
4月号 【特集】平成29年度予算

●平成29年度水管理・国土保全局関係予算配分概要
●平成29年度新規事業（治水）等について
●熊本地震を踏まえた急傾斜地崩壊対策事業の制度拡充

財界九州
5月号 テーマレポート：九州・沖縄産の“食”「海外戦略」

FOCUS保育所：急拡大の「企業主導型」保育事業　待機児童の解消を後押しする
か
マンション2017
特集：宮崎－東九州自動車道「北九州－宮崎」開通から1年　魅力活かして活性
化図る「日本のひなた」

九州経済調査月報

5月号 【特集】九州の地域研究
●地域研究の重要性（駄田井正）
●2016年度九経調地域研究助成・顕彰事業　概要と審査結果、研究発表会
●潜在的就業女性達のキャリア開発が創業拡大にもたらす社会的価値の試算
●ユニバーサルデザインが生み出す市場と経済性～九州における高齢者・障害
者市場を開拓する経済成長戦略～
●「着地型観光」による離島・半島の地域活性化と次世代モビリティが果たす
役割についての検討～天草地域を事例として～
【調査マン手帳】DeNAの調査報告書とフェイクニュースの行方

調査月報
5月号 ●高校生ビジネスプラン・グランプリ－最終審査会＆表彰式－

●将来の管理職を育てる「仕事の任せ方」
●成長への鍵「リスキリング」
●知財金融の重要性
●データでみる景気情勢：3年連続で約半数が給与水準を引き上げ

都　　　市　　　問　　　題

産　　　業　・　経　　　済
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