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時の法令
2026号 （5/30） 【法令解説】

●確定拠出年金法等の改正について（確定拠出年金法等の一部を改正する法
律）
●平成28年消費税率引上げ延期法（消費税）について（社会保障の安定財源の
確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の
法律等の一部を改正する法律）
●平成28年消費税率引上げ延期法（地方税）について（社会保障の安定財源の
確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一
部を改正する法律等の一部を改正する法律）

2027号 （6/15） 【法令解説】
●環太平洋パートナーシップ協定について（環太平洋パートナーシップ協定）

ジュリスト
1507号（6月） 【特集】労働契約法の10年とこれから

●労働契約法の10年－制定・展開と課題
●労働契約法総則3規定の意義と課題
●就業規則の労働契約に対する効力
●有期労働契約に関する法規制

判例タイムズ

1435号（6月） ●4号請求住民訴訟における違法性の承継理論と判例法理の形成
●近時における相続登記に関する裁判例の動向
●民事訴訟の争点整理手続の充実に向けた取組について－新人弁護士でもでき
る書面上の工夫－
●京都府風俗案内所の規制に関する条例（平成22年京都府条例第22号）3条1
項、16条1項1号と憲法22条1項/（平成22年京都府条例第22号）7条2号と憲法21
条1項 （最高裁第一小法廷平28.12.15判決）

判例地方自治
420号（6月） 【判決紹介】

●徳島県藍住町/被選挙権を有しない旨の資格決定処分取消請求事件（高松高判
/29.1.31）
●池田市/市立中学校給食施設整備発注に係る住民訴訟事件（大阪地判
/28.3.2）
●東京都/捜査情報漏えい等懲戒免職処分等取消請求事件（東京地判/28.2.8）
【自治体法務の風を読む】知的財産権にご注意－商標権侵害－
【短期連載】行政手続法/条例を使いこなす（3）
【条例ナビ】
●渋谷区/新たな地域活性化のための条例
●加西市/気球の飛ぶまち加西条例

地方議会人
5月号 【特集】新しい地方公会計制度

●巻頭言－地方公会計制度の意義の再確認を（小西砂千夫）
●統一的な基準による地方公会計について
●新地方公会計・公監査の議会人の活用
●公会計をもっと身近に！（愛媛県砥部町）

●熊本県宇城市の地方公会計制度への取り組み

●公会計と財政の健全化（前編）
【教養講座】（1）議会基本条例を議会に活かす・住民に活かす（吉田利宏）

法　　　　　　　　　　　　令
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レファレンス
796号（5月） ●トランプ政権の外交・安全保障政策

●ブラジルの連邦制と地方制度
●シンガポールの安全保障政策－その歴史及び直面する諸課題
●青少年の情報環境とリスク－石川県・長野県における取組と論点（現地調査
報告）
●諸外国における上院議員の選出に係る較差（資料）
●南シナ海周辺国に対する中国の外交姿勢－ベトナム・フィリピンとの関係
（資料）

地方自治
6月号 ●関係性のなかで自治制度を捉える～長野県飯田市の地域自治組織を事例とし

て～
●行政書士法施行規則の改正について
●「地方自治月報第58号」における住民監査請求、住民訴訟及び外部監査制度
に係る調査結果について
●行政手続法施行状況調査結果に見るパブリック・コメント手続と処分等の求
めの現状と課題－続、参加・協働のツールとしての行政手続法/行政手続条例－
【資料】地方自治法施行令の一部を改正する政令（平成29年政令第82号）

自治研究
6月号 【論説】

●自衛隊法76条1項2号の法意－いわゆる「集団的自衛権行使の限定的容認」と
は何か
●不利益処分の理由附記（行政手続法14条1項）のあり方（2・完）
●市民主導のアメリカ自治体改革・市政改革の動向（4）－都市自治学序説
●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（2）
【行政判例研究】
●君が代起立斉唱命令違反を理由とする教員に対する懲戒停職処分の裁量統制
●開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付された後においても開発許可
取消しを求める訴えの利益は失われないとされた事例
【資料】まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016改訂版）（4）

自治実務セミナー
6月号 【特集】自治体の空き家対策

●空家法制定後の市町村空き家行政
●空き家対策の実効性確保と除却命令・代執行
●空家特措法の施行と税務行政現場
●葛飾区の空き家対策－行政代執行事例を中心に－
●自治体における代執行の例－横須賀市の場合－
【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（下）
【特別講座】続・「地方創生」実行・実現へ向けて（4）（澤田史朗）
【実務と理論】選挙犯罪により「懲役3年うち1年につき4年間執行を猶予する」
との判決を受けた元議員はいつから立候補できるか
【自治体実務サポート】地方自治制度における広域連携に関する一考察（中）
（高野祥一/平松優太）
【自治大生の政策立案研究優秀論文】自転車の安全な利用促進

地方自治職員研修

6月号 【特集】地域のアクターと自治体
●町内会自治会と自治体改革
●地域運営組織（RMO）の形成と展開
●社会福祉協議会との協働にむけて
●民生委員・児童委員
●地域づくりのアクターと新しい社会保障●地域づくりのアクターと新しい社会保障

行　　　　　　　　　　　　政
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地方自治職員研修
【新しい事業のつくり方】チャリプロ～矢板市自転車を活用したまちづくりプ
ロジェクトチーム/栃木県矢板市
【進む！市民参加】選挙をもっと身近に～主権者教育・青森県の挑戦/青森県
【安全・安心なまちへ】防災アプリの開発で見えてきたオープンデータの公開
の重要性
【Topics!】自治立法権の活用にむけた法的支援～条例研究会の活動～

ガバナンス
6月号 【特集】循環型地域経済へのアプローチ

●内発的地域経済の形成と自治体の役割
●地域内経済循環力の再生と持続可能な地域づくり
●地域経済構造分析と循環型経済への自治体戦略
●循環型地域経済実現のための地域金融機関の役割と地域内連携
●地域の力を高める社会的投資の可能性
●データ分析と統計の活用で“地域を考える”子どもを育てる
●地域経済循環分析に基づき持続可能な産業の発展を目指す/熊本県水俣市
●地域の小中企業支援に向けて全国に広がる「f-Biz」モデル/静岡県富士市(f-
Biz)＋巣鴨信用金庫(S-biz)
●地域資源を未来資本につなげる「東近江三方よし基金」を創設へ/滋賀県東近
江市
【スキルアップ特集】動画を活かしたまちづくり
【Governance Topics】
●横浜から「官民データ活用とオープンイノベーション」を発信！/かながわ
オープンデータ推進地方議員研究会が緊急フォーラム
●議会改革第2ステージに向け、議会事務局の「カタチ・シゴト」を多角的に議
論/議会事務局シンポジウム
【議会局「軍師」論のススメ】（15）「ナンバーワン」を目指すことがウケ狙
いなのか？（清水克士）
【議会改革リポート〔変わるか！地方議会〕】（193）議員報酬の算定基準を
「浦幌方式」として提示/北海道浦幌町議会

日経グローカル
No.315（5月1日号） 【特集】[全国814市区調査]2017年度予算と一押し事業　2.2%増、196市区が過

去最高
●主要分野の一押し事業
●歳入・歳出の主要項目一覧
●一押し事業一覧
【藤原和博の教育談議】意見言わせ思考力養成　スマホは重要なツール
【未来へつなぐ　子育て支援の現場から】大阪府豊中市・認定こども園－全園
移行、「3歳の壁」解消へ保護者の選択肢が増える

No.316(5月15日号) 【特集】公共施設、総量削減の時代　老朽化と財政難に統廃合・長寿命化で対
処
【フォーカス】クルーズ船訪日客、20年に500万人目標
【リポート】減債基金の積立不足
【これからの都市防災】帰宅困難者対策は事業所との連携不可欠

自治体国際化フォーラム
6月号 【ZOOM UP】　災害時における外国人支援

●災害時における外国人への対応～支援の対象だけでなく、担い手としての外
国人への視点を～
●熊本地震での外国人被災者支援活動を振り返って（熊本市国際交流振興事業
団）
●混ぜる教育と混ざる街の現場から～多文化コミュニティと震災～
●東京都における災害時の外国人支援対策（東京都）
●災害時における多言語対応の課題－「災害時多言語表示シート」改訂の振り
返りから（仙台観光国際協会）
●災害時多言語表示シート改訂版について
【国際化の最前線から】中国人観光客が訪日して期待していること
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自治体国際化フォーラム 【現場レポート】

●「食」をテーマにムスリムおもてなしを推進～プロモーションアドバイザー
制度を利用して～（石川県小松市）
●2016年度外国人集住都市会議　とよはし（愛知県豊橋市）

J-LIS
6月号 【特集】文化施設におけるICT利活用

●色の組合せで識別するカラーコードの蔵書管理への活用/町田市立中央図書館
●クラウドソーシングによって同一書籍の重複登録を解消/京都府立図書館
●音声ガイドをアプリ化してコスト削減＆利便性向上/福井市立郷土歴史博物館
●セルフ貸出しや電子書籍貸出しによるサービスの拡充/香川県まんのう町立図
書館
●場所や時間の制限なく学べるウェブ上の博物館/むなかた電子博物館
●人口過少地域での社会教育体制構築に向けて/文部科学省
【Search!!】ID・パスワードに代わる次世代認証技術「ライフスタイル認証」/
山口利恵

自治体情報誌D-file
2017.4（上） ●全国初、町が就学前児童にポリオワクチン効果高める5回目接種を全額助成

（青森県藤崎町）
●養育里親に男性カップル、市が研修や審査を経て初の認定（大阪市）
●市が移動式赤ちゃんの駅を運動会などに貸出し、テント内でおむつ交換や授
乳（岡山市）
●妊娠中から満１歳まで子育て支援、市が家事・育児ヘルパーを年間最大50回
派遣（三重県伊賀市）
●市が全国初の幼保小中一貫校、0歳から15歳までが同一敷地に（千葉県南房総
市）
●府が定職のない若者自立支援、府営住宅10室を無償提供し社会人研修（大阪
府・他）
●議員配偶者の出産理由で欠席可能に、議会規則で出産立会いを公認へ（東京
都多摩市）

2017.4（下） ●市が補助犬の医療費を助成、登録手数料や鑑札交付料は免除へ（栃木県矢板
市）
●都がアレルギー情報の専用HP開設、基礎情報や対応策を掲載（東京都）
●全国初　市が保育事故防止へNPOと子ども安全管理士養成講座（長崎県大村
市・他）
●全国初　ごみ焼却灰浸出水から消毒剤、市が下水道施設で活用（愛媛県松山
市）
●区が虐待受ける恐れある児童を短期預り、要支援家庭対象に（東京都練馬
区）

自治日報
3896・97合併号 ●ネウボラ構築で連携方針を確認（広島県・福山市）

●都道府県のガバナンス強化で論点（社保審部会）
●「森林環境税」の整理で論点（林野庁）

3898号 ●子育て世代の建て替えに金利優遇（蕨市等）
●議会廃止し「村民総会」設置検討（高知県大川村）
●基金調査、全自治体に拡大（高市総務相）

3899号 ●内部通報制度を6月に改正へ（神戸市）
●1億総活躍プランを毎年検証（安倍首相）
●コンパクトシティ「モデル」に10市選定（国交省等）

地方行政
10720・合併号 【月曜連載】ガバナンスの視点から（4）道州制論議拾遺（その4）－動態的な

「規模の経済」と「範囲の経済」を－
【連載】新・地域力と地域創造（23）外国人旅行者増で追い風、ゲストハウス
＝空港からアクセス良好、東京都台東区「Nui.」「toco.」
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（23）職場管理の知識（1）組織のリ
スク
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地方行政 10721号 【月曜連載】ガバナンスの視点から（5・完）道州制論議拾遺（その5）－「地

方3層編成」道州制を！－
【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（10）
インスタグラムの活用＝全庁的な「広報パーソン増殖計画」
【寄稿】地方におけるインバウンド観光振興とその意義＝多様性に開かれた創
造的なまちへ

10722号 【木曜連載】　働き方と、意識を改革せよ（4）反対意見を均す合意形成でな
く、機能を連携～須坂市編（3）＝条件は不利でも「思考×実践」力が高いと、
成功できる
【木曜連載・NEW】シティプロモーションの光と影（1）シティプロモーション
の歴史と本質的意味＝地方自治体が取り組むシティプロモーションの意義は何
か？

10723号 【月曜連載NEW】新たな決算書で目指す行政のセーフティドライブ（1）自治体
の新たな決算書（1）＝今、なぜ、新たな決算書？
【政府系金融の地域貢献】自治体と連携深化－日本公庫　全国自治体の4割の総
合戦略策定に関与
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（24）職場管理の知識（2）情報の取
り扱い
【景観ワンポイント講座】（11）芦原義信の問題提起＝公共空間認識と部分発
想・全体発想

10724号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（5）個性的な政策・商品は、宣伝広報
費がゼロでも売れる～須坂市編（4）
【木曜連載】シティプロモーションの光と影（2）シティプロモーションの含意
と効果を上げる基本的ポイント
【寄稿】徳島は宣言する「vs東京」＝取り組みから3年、さらなる挑戦へ
【市政の課題】さいたま市長・清水勇人氏－成長戦略や子育て、問われる手腕

10725号 【月曜連載】新たな決算書で目指す行政のセーフティドライブ（2）自治体の新
たな決算書（2）＝総務省が示した統一的公会計基準とは
【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（11）
こちょこちょ課員の活躍＝まちをブラボーせずにいられない「広報パーソン体
質」
【役所の苦情危機管理術NEW】（1）初期対応が相手の怒りを変える＝電話交換
手の会話の妙
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（25）職場管理の知識（3）職場の規
律

地方財務
6月号 【特別企画】改正民法における時効と請負

【行財政情報】
●「地方交付税法等の一部を改正する法律」の解説
●平成29年度地方債事務に係る変更点等の解説
【今月の視点】
●内部統制の整備・運用に向けての鳥瞰図（中）－内部統制の整備に向けて
●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（下）－全社
的リスクマネジメントによる内部統制の視点
●継続的に高いパフォーマンスを発揮する自治体（下）－米国コーラル・スプ
リングス市の成功要因と我が国への示唆
●新地方公会計導入に関わる実態分析（上）－アンケート調査の結果とその特
徴

厚生労働
6月号 【特集】外国人雇用Q&A　日本で安心して働いてもらうために

●増えています！外国人労働者
●Q&A募集・採用編－国籍による差別の禁止や業務内容・労働条件の明示を厳守
●Q&A届出編－雇用・離職時に氏名や在留資格・期間を届け出ること
●Q&A人事管理・環境整備編－適切な人事管理や環境整備に努めましょう

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

WAM
6月号 【特集】社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムがスタート

【福祉・医療最前線】患者本位の良質な地域医療実現に向けて－千葉県佐倉
市・社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院－
【いきいきチャレンジ】被災地での障害者の孤立を防ぎ地域生活を創造－宮城
県亘理郡・特定非営利活動法人ポラリス－

【WAMレポート】平成27年度　特別養護老人ホームの経営状況について

地球環境とエネルギー

6月号 【特集】木質バイオマスを展望する
●木質バイオマス利用の現状と課題、展望/自然エネルギ－財団
●官民連携でバイオマスタウンを構築/真庭市
●2019年3月期までに200MWの計画/住友林業
●岩手県で木質バイオマスによる地域熱供給/紫波グリーンエネルギー
●オーストリアにおける森林活用とその展望/オーストリア大使館
【海外ニュース】
【月刊環境自治体eco通信】

都市問題
6月号 【特集1】買い物難民をどう救うか

●市民・自治体関係者の責務－『大店立地法』下での残された手段
●食料品アクセス問題の現状と解決への取り組み
●街なかに潜む低栄養リスク高齢者－都市のフードデザート問題
●フードデザート問題の対策事業
●移動スーパーの現場から見えてきたこと－市場競争を乗り越える商倫理を
【インタビュー】自治・分権・憲法（後篇）/西尾勝
【特集2】水道行政のこれから
●人口減少下の水道行政と水道事業経営
●公民連携の推進は水道事業をどう変えるか－ドイツの経験に学ぶ
●中小水道事業における広域化の必要性－持続可能な事業運営のために

河川
5月号 【特集】大河川の歴史（第4回）～木曽川・長良川・揖斐川～

●木曽三川の歴史的意義
●近世における木曽三川治水事業
●輪中の生活
●水管理・国土保全局の動き
●日本河川協会の動き

九州経済調査月報

6月号 【特集】人口減少下の教育機関再編
●地域と国際社会に貢献する大学（山里勝己）
●九州における小中学校の再編状況
●人口減少・少子化の下で地域密着化する高校・大学の現状
One point：2040年までの九州・山口の人口構造の変化と高齢化－「データ九州
九州・山口の将来推計人口2020～2040」より－

調査月報
6月号 ●2011年開業企業の実態追跡－新規開業パネル調査（第3コーホート）の概要－

●バイオミメティクス－生物に学ぶものづくりイノベーションの現状と課題－
●データで見る景気情勢：小企業の景況は、先行きに不透明感はあるものの、
持ち直しの動きがみられる
●企業力と個店力でまちが輝く/阪南市商工会
●ハイエンド調理家電はなぜ人気

都　　　市　　　問　　　題

産　　　業　・　経　　　済
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