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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
2028号 （6/30） 【法令解説】

●新たな技能実習制度について（外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習
生の保護に関する法律）
●在留資格「介護」の創設、偽装滞在者対策の強化（出入国管理及び難民認定
法の一部を改正する法律）
●再犯防止のための体制を構築（再犯の防止等の推進に関する法律）

2029号 （7/15） 【法令解説】
●貸切バスによる運行の更なる安全確保について（道路運送法の一部を改正す
る法律）
●部落差別のない社会の実現を目指す（部落差別の解消の推進に関する法律）
●無電柱化の推進（無電柱化の推進に関する法律）
●自転車の活用を総合的かつ計画的に推進（自転車活用推進法）

ジュリスト
1508号（7月） 【特集】プラットフォームと競争法－流通・取引慣行ガイドライン改正を契機

に
●プラットフォーム等の問題を検討するにあたって
●流通・取引慣行ガイドライン改正の概要

判例タイムズ

1436号（7月） ●争点整理手続における口頭議論の活性化について（1）
●割増賃金計算ソフト「きょうとソフト」を活用した事件処理の提唱について
【大阪民事実務研究会】マイカー通勤中の交通事故に関する使用者の責任
【特別法を巡る諸問題】[大阪刑事実務研究会]廃棄物処理法（無許可処理業、
不法投棄）

判例地方自治
421号（7月） 【判決紹介】

●大阪市/街灯設置カメラ撮影画像の情報公開請求拒否決定取消請求事件（大阪
地判/28.4.27）
●渋谷区/区議会本会議質問制限差止等請求事件（東京地判/28.6.30）
●大阪府/遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件（最高（3小）判
/29.3.21）
【地方行政判例解説】バイオマス事業補助金返還請求控訴事件 （栃木県宇都宮
市）
【短期連載】行政手続法/条例を使いこなす（4）
【市町村アカデミー・コーナー】経済社会構造の変化と自治体経営における政
策形成（1）
【条例ナビ】福島県富岡町/震災遺産保全等に関する条例

地方議会人
6月号 【特集】これからの救急・救命

●今後の救急救命体制のあり方
●救急安心センター事業（＃7119）の全国展開
●ドクターヘリの歩みとHEM-Net
●21世紀の八戸型救命救急
●命をつなぐドクターカー
●全国初！救急業務民間委託の試みと課題
【教養講座（2）】議会基本条例を議会に活かす・住民に活かす－議会基本条例
をめぐる状況（2）（吉田利宏）

法　　　　　　　　　　　　令

議　　　　　　　　　　　　会
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

レファレンス
797号（6月） ●「安定・成長協定」の現在－EUの財政ガバナンスの枠組みをめぐって

●マンション老朽化への対応に向けた課題
●我が国と欧米主要国の最低賃金制度－近年の動向と課題
●中小企業の海外展開及び海外展開支援－愛媛県、福井県及び石川県の事例か
ら－（現地調査報告）

地方自治
7月号 ●ID地方自治論

●過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律等について
●大規模災害時における市町村の行政機能の確保状況の把握について
●「これからの移住・交流施策のあり方に関する検討会」中間とりまとめにつ
いて

自治研究
7月号 【論説】

●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（2）
●地方公共団体における行政不服審査法の運用について－東京都の経験を中心
にして
●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（2・完）－「結
論において妥当」とした答申を素材として
●公益社会実現に向けた課題と展望（14）
●性的少数者に関する二法案の比較考察（1）－立法法務・法制執務の視点から
【研究】英国2006年動物福祉法の分析（1）
【行政判例研究】 一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー事業）における乗務
距離規制に関する処分差止め・確認訴訟とその違法性（東京事件）

自治実務セミナー
7月号 【特集】地方自治法施行70周年を迎えて

●地方自治法の70年の歩み
●地方自治法の本旨と国の関与
●地方自治の70年・分権改革の20年－日本の自治体はいまどこに立っているの
か
●自治体職員と地方自治法－地方自治法をどのように学ぶか
【実務講座】マイナス金利政策の地方債に対する影響〈地方債〉
【自治体実務サポート】
●安全・安心なおいしい給食のために（下）（宗像秀樹）
●地方自治制度における広域連携に関する一考察（下）（高野祥一/平松優太）

地方自治職員研修

7月号 【特集】自治体職員の能力開発
●職員の能力構築と組織風土の革新
●専門分野の仕事力涵養
●スペシャリスト職員育成に向けた人事システム
●人材育成プランと評価のあり方
●自治体職員のための“越境”のすすめ
●全国調査に見る能力・資質の現状と取り組み方向性
【見せます！議会の底力】開かれた議会の最先端！無作為抽出で市民との距離
を縮める/伊勢原市議会創政会
【進む！市民参加】若者の声をまちづくりに活かす～（名古屋市）昭和区若者
会議/三浦哲司

ガバナンス
7月号 【特集】コーディネーターが地域を変える！

●地域課題を解決するコーディネーターの役割（新川達郎）
●自治体間連携のコーディネート力（嶋田暁文）

行　　　　　　　　　　　　政
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
ガバナンス ●コーディネーターと政策法務（山口道昭）

●コーディネーターを活かす自治体組織（大杉覚）
●地方自治体の地域（政策）づくりにおけるコーディネーターの意味と役割
（牧瀬稔）
●自治体議会のコーディネート力（中村健）
【スキルアップ特集】サービス向上のための業務ダイエット
【Governance Topics】
●議員のなり手不足の検証などを共有/町村議会議長・副議長研修会
●「2万人の幸福度アンケート調査」結果を地方創生の政策立案に/政策創造塾
キックオフセミナー
【議会局「軍師」論のススメ】（16）業界の権威は「教祖様」なのか？（清水
克士）
【議会改革リポート〔変わるか！地方議会〕】（194）「強い」議会を支えるた
めにも議会図書室改革を/LM地議連が勉強会開催

自治体法務研究

№49　2017夏 特集：自治体における高齢運転者の交通事故防止対策と交通支援
●高齢運転者による交通事故の増加要因と事故対策
●道路交通法の一部を改正する法律（高齢運転者対策等）について
●高齢ドライバー事故問題へ対策の考え方
●高齢者が利用しやすい移動手段の確保
（自治体の取組事例/島根県浜田市・香川県・三重県玉城町・京都府京丹後市・
鹿児島県霧島市）
【条例制定の事例】 長岡京市公共交通に関する条例
【トピックス】官民データ活用推進基本法について
【CLOSE UP先進・ユニーク条例】 千葉県AEDの使用及び心肺蘇生法の実施を促
進する条例/千葉県
〇条例情報フォルダ
〇地方自治判例情報

日経グローカル
No.317（6月5日号） 【特集】多死社会にどう備えるか　無縁遺骨増加、火葬場不足深刻に

【フォーカス】広がる送迎保育サービス
【リポート】第7次地方分権一括法
【地域を変えるビッグデータ・IoT活用法】RESAS、普及の最大の障壁を解消
【変わる介護保険　自治体の課題】在宅介護の主役「小多機」が広がらない
【地域論壇　河越正明氏】効率的な2次医療圏はどこか

No.318(6月19日号) 【特集】地方鉄道に未来はあるか　増す自治体負担、観光需要に活路
【第2特集】地域おこし協力隊、4000人時代　約6割が任期後も定住、地域づく
りの一翼に
【リポート】議員のなり手不足への対応
【自治体財務改革　基本と実践】公会計は「作る」から「活用」へ
【自治体経営を考える】憲法における地方自治の変遷を見る

自治体国際化フォーラム
7月号 【ZOOM UP】世界をつなぐ！各国の無料公衆Wi-Fi

●訪日外国人旅行者向けの無料公衆無線LAN整備について
●2020年に向け全国約3万カ所の公衆無線LAN整備を目指す
●新たな時代の都市インフラ　無料公衆無線LANサービス「Fukuoka City Wi-
Fi」
●公衆電話が多機能な無料Wi-Fiスポットに！－LinkNYC－
●ロンドンにおける公共Wi-Fiの拡大
●シンガポールだけじゃない!?意外に発展しているASEANの無料Wi-Fi事情
●2018 平昌冬季五輪「ICT五輪」へ向けて
【国際化の最前線から】動画による「観光資源」の魅力発信
【現場レポート】アジア太平洋地域で推進するより良い「まちづくり」と日本
の自治体との連携/国連ハビタット福岡本部（アジア太平洋担当）
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

J-LIS
7月号 【特集】ビッグデータ・オープンデータの活用

●氷見市人口ビジョン策定におけるRESASの活用/富山県氷見市
●ETC2.0から得た動的な情報を基に危険箇所の対策を実施/東京都杉並区
●基本方針を基に地域全体が一丸となってオープンデータを活性化/福島県会津
若松市
●180を超えるデータを公開する先駆者の“これまで”と“これから”/福井県
鯖江市
●自治体におけるデータ活用の現状とこれからについて/国際大学グローバル・
コミュニケーション・センター・庄司昌彦

自治体情報誌D-file
2017.5（上） ●県が小児用救急車で迅速対応、小児科医と看護師が現場出動（兵庫県）

●在宅の医療ケア障害児に、県が訪問看護を医療費助成対象に（鳥取県）
●市が毒性強いPCB含まれている市の機器を全数把握へ調査（滋賀県甲賀市）
●市が大都市圏のIT企業対象にお試しオフィス、無償で移転体験（島根県松江
市）
●区が視覚障害者の通勤支援、転入者対象にガイドヘルプ（東京都世田谷区）
●児童施設担当者が退所者の相談役に、孤立化防ぐ市独自事業（大阪市）

2017.5（下） ●児童虐待判断に府警がチェックシート、児相通告や保護など即座に（大阪
府）
●認知症当事者が相談員に、政令市の区役所で窓口開設（名古屋市）
●都が裸自画撮り被害防止に条例改正、勧誘行為を禁止し罰則（東京都）
●芸術家移住で地域振興、ものづくり作家創業支援事業補助創設（茨城県笠間
市）
●県がバリアフリー観光推進、専用サイトや相談窓口、施設改修補助も（山形
県）
●監視機能強化へ、市議会が命名権を議決事項とする条例改正（京都市）
●議場のインターネット中継に手話通訳導入、画面一部に映す（京都市）

別冊・夏号（通巻70） 【特集】自治体の観光政策の現状と課題－大阪泉州の事例を中心として－
【発想Conception】自治体補助金の見直し（小口進一）
【連載】高齢社会と自治体　認知症高齢者と契約社会（結城康博）
【自治体の課題と取組み】自治体監査の現場から－監査委員監査の今日的課題

自治日報
3900号 ●連携中枢都市圏で13事業案提示（高知市）

●国保等の普通調整交付金で提言（経済財政諮問会議）
●骨太方針にGDP統計の改善等（政府）
●新会長に札幌市議会議長・山田一仁氏（全国市議会議長会）

3901号 ●公立短大を4年制に、保育等人材育成（岡山県新見市等）
●待機児童解消へ新プラン公表（政府）
●官民データ活用でIT国家戦略決定（政府）

3902号 ●「働き方改革」で数値目標設定へ（福岡県）
●地域運営組織にアドバイザー派遣（総務省研究会）
●市町村中心の土地利用構造に転換（国土審議会）

3903号 ●7割超が温暖化被害軽減策（都道府県と指定市）
●16年参院選棄権理由1位は「合区」（高知市選管）
●AI活用事業等に地方創生交付金（政府）

地方行政
10726・合併号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（6）連携ありきで、無節操に人を集め

ると、失敗する～須坂市編（5）
【木曜連載】シティプロモーションの光と影（3）定住人口の増加を目指した戸
田市のシティプロモーション
【撮影誘致で地域をPR】信頼集める映画ロケ支援＝富山県ロケーションオフィ
ス
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
地方行政　　10727号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（7）失敗と成功の差は紙一重。では何

を変えるか？～須坂市編（6）
【木曜連載】シティプロモーションの光と影（4）＝戸田市の戦略的シティセー
ルスの展開と可能性
【歴史的イベントから1年】レガシー最大限生かし持続的発展に繋げる＝伊勢志
摩サミットの総括とポストサミット

10728・合併号 【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（3）自治体の新
たな決算書（3）＝総務省が期待する新たな「統一モデル」の利活用術
【月曜隔週連載】地方で稼ごう（27）徳島から世界へ、自然エネルギーで人類
貢献企業に＝再生可能エネルギー事業で地方再生の実現を
【役所の苦情危機管理術】（2）最初の対応者の早とちりで＝訪問者が何を求め
ているか誠実に聞こう
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（26）職場管理の知識（4）働き方改
革

10729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（4）先進事例か
ら学ぶ利活用のアイデア（1）＝海外の事例を参考に
【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（12）
「市民の声データベース」の作成・公開＝「市民の声」は宝の山
【地域挙げ誘客拡大】ワイン核に滞在観光推進＝金融機関も盛り上げ役に－ワ
イナリー集積地・山梨
【役所の苦情危機管理術】（3）意見の受け方がまずい＝苦情は「現場」「現
物」で対応を

10730号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（8）旅館再生を例に、政策の連携手法
を学ぶ～須坂市編（7）
【木曜連載】シティプロモーションの光と影（5）＝春日部市のシティセールス
の背景と具体的取り組み

10731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（5・完）先進事
例から学ぶ利活用のアイデア（2）＝企業会計を参考に
【月曜隔週連載】地方で稼ごう（28）地域の風景をクリエイトする仕事＝“ご
ちゃまぜ福祉”の社会福祉法人
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（27）組織を動かす（1）組織の編成
【役所の苦情危機管理術】（4）苦情を利用した詐欺・上＝生産者から届いたリ
ンゴが傷んでいた

10732号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（9）地域おこし協力隊の採用・活用を
例に、人材育成論～須坂市編（8）
【木曜連載】シティプロモーションの光と影（6）＝まちへの思いを育てる春日
部市のシティセールス
【景観ワンポイント講座】（12）福知山市を歩く＝丹波拠点都市の豊かな表情

地方財務
7月号 【特別企画】マイキープラットフォーム構想－マイナンバーカードと地域経済

応援ポイント等による地域活性化
【行財政情報】
平成27年度財政指数表にあらわれた地方財政の特徴と傾向
【今月の視点】
●基本方針2017と今後の地方財政
●内部統制の整備・運用に向けての鳥瞰図（下）－内部統制の運用に向けて
●新地方公会計導入に関わる実態分析（下）－財務書類の利活用に向けた論点
整理
[別冊付録]：『平成27年度 類似団体別市町村主要財政指数一覧/類似団体別市
町村名一覧』

厚生労働
7月号 【特集】自分や大切な人を守る　きちんと知っておこう！薬物の怖さ

●実録！本当に怖い薬物乱用の話
●覚醒剤事犯の再犯率は60％以上 エスカレートすると家庭崩壊に

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

厚生労働
●知ることが乱用防止への第一歩薬物乱用者は「困った子」ではなく「困って
いる子」
●チェックしよう！薬物の種類や法律
●乱用を防ぐための活動を紹介
【地方の挑戦-先進事例紹介】「○８（よいは）の会」を中心に町民のむし歯予
防に尽力/埼玉県吉見町

WAM

7月号 【特集】療養病床の新たなかたち
【福祉・医療最前線】介護ロボット等実証施設の取り組み－福岡県北九州市・
社会福祉法人孝徳会　特別養護老人ホームサポートセンター門司－
【いきいきチャレンジ】インフォーマルな助け合いの輪を広げて障害者を地域
のネットワークで救う－東京都千代田区・特定非営利活動法人PandA-J－
【WAMレポート】平成27年度　社会福祉法人の経営状況について

地球環境とエネルギー

7月号 【特集】Power to Gasの可能性
●日本における「Power to Gas」の可能性
●海外のPower to Gasをめぐる動向と将来展望
●再エネでつくった水素をメタンに
●浮体式洋上風力の電力で水素
●再エネ利用の水素ステーションを住宅、FCVと一体整備（鳥取県）
〇海外ニュース
〇月刊環境自治体eco通信

都市問題
7月号 【特集1】障害者とともにある社会へ

●転換期にある障害者福祉
●障害者差別解消法における行政、事業者の役割と取組み状況
●障害者差別解消法による「合理的配慮」が特別支援教育にもたらす効果
●相模原事件が投げかけたもの－事件から1年を前に
●障害者虐待を考える－福祉施設における“ガバナンス”の視点を通して
●社会福祉法人ゆうゆうの取り組み－障害者とともに「地域の風景をつくる」
●障害者が「地域で暮らしていく」ということ－オレンジホームケアクリニッ
クの在宅医療
【特集2】「多死社会」を見据えて

河川
【特集】砂防事業が担う国土づくり
○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

7月号 【特集】シェアリングビジネス
●生産性の向上により誰もが自分らしく働ける社会の実現
●シェアリング市場の拡大とビジネス・チャンス
●“民泊”解禁による地域経済への影響の展望～福岡市を例に

調査月報
7月号 ●中小企業の成長を支える外国人労働者

●フィンテックの現状と日本への示唆
●飲食料品産業の存在感と競争力の源泉
●データでみる景気情勢：中小企業の売り上げは、足元で持ち直しの動きがみ
られる

都　　　市　　　問　　　題

産　　　業　・　経　　　済

-7-


