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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
2030号 （7/30） 【法令解説】

●ストーカー対策の充実強化（ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部
を改正する法律）
●がん対策の一層の推進（がん対策基本法の一部を改正する法律）
●農林水産業等における鳥獣被害の防止に関する施策を拡充（鳥獣による農林
水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法
律）
●民間事業者による宇宙開発の促進（1）（人工衛星等の打上げ及び人工衛星の
管理に関する法律）
●民間事業者による宇宙開発の促進（2）（衛星リモートセンシング記録の適正
な取扱いの確保に関する法律）
【公文書管理と日本人】東京都公文書管理条例の制定

2031号 （8/15） 【法令解説】
●再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度の見直し（電気事業者による再
生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律）
●養子縁組あっせん事業に係る許可制度の導入（民間あっせん機関による養子
縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律）
●建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進のために（建設工事従事者の安
全及び健康の確保の推進に関する法律）
【刑事法のなかの憲法】少年年齢引き下げと刑罰制度（下）
【現場報告：入管と人権】在留資格のない高校生・大学生の問題

ジュリスト
1509号（8月） 【特集】特許紛争の現代的課題

●特許権侵害訴訟における証拠収集手続に関する立法の動向と実務の問題
●特許権侵害訴訟の国際裁判管轄
●国境を越えた侵害関与者の責任

判例タイムズ

1437号（8月） ●争点整理手続における口頭議論の活性化について（2）
●争点整理の現状と課題（続編）－大阪発　より充実した審理を目指して－

判例地方自治
422号（8月） 【判決紹介】

●富山市/記者会見違法国家賠償請求事件（富山地判/27.11.25）
●東京都/納骨堂に対する固定資産税賦課処分取消請求事件（東京地判
/28.5.24）
●熊本県/介護施設の開設許可取消処分等取消請求控訴事件（福岡高判
/28.5.26）
【はんれい最前線】条例による規制の限界は？風俗案内所の規制は合法合憲
【地方行政判例解説】妻が地方公務員の夫による遺族補償年金不支給決定処分
の取消請求事件（大阪府）
【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（2）
【条例ナビ】神奈川県大和市/子どもの外遊びに関する基本条例

地方議会人
7月号 【特集】若者の定住・交流対策の推進

●「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

法　　　　　　　　　　　　令

議　　　　　　　　　　　　会
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
●都市と農山村の新たな「対流」
●島根県江津市：コンテストを通じた「選りすぐる定住対策」
●〔現地報告〕長野県佐久市/高知県高知市
【教養講座（3）】議会基本条例を議会に活かす・住民に活かす－住民とつなが
る（1）（吉田利宏）

レファレンス
798号（7月） ●医療保護入院制度－その変遷と今後

●研究開発税制に関する論点
●我が国における社会的養護の現状と課題－里親制度・特別養子縁組を中心に
●諸外国の課税単位と基礎的な人的控除－配偶者控除の見直しをめぐって－
（資料）

地方自治
8月号 ●空間計画と住民自治

●地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成29年法律第29号）
について
●地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の
整備に関する法律（第7次地方分権一括法）について
●第7次地方分権一括法による地方自治法の一部改正について
●「多文化共生事例集」について

自治研究
8月号 【論説】

●秦野市地下水保全条例、その合憲性とその運用の違憲・違法性
●市民主導のアメリカ自治体改革・市政改革の動向（5）－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（3）
●性的少数者に関する二法案の比較考察（2・完）－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（2・完）
【行政判例研究】
●一般質問における発言をとらえて町議会の行った議員除名処分が取り消され
た事例
●風俗案内所規制条例と風営法
【資料】まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016改訂版）（5）

自治実務セミナー
8月号 【特集】2017年地方自治法改正を探る（上）

●地方自治法等の改正（2017年）の背景と意義
●2017年地方自治法等改正の具体的内容－住民訴訟制度の改正と決算不認定の
場合における長から議会等への報告規定の整備 （宇賀克也）
【特別講座】続・「地方創生」実行・実現へ向けて（5）（澤田史朗）
【実務と理論】不適法却下となった審査請求に対し議会はどのように関わった
らよいか
【実務講座】公営企業の事業統合と経営改革
【実務演習】公職の候補者等の寄附の禁止
【現場からのレポート立法事実からみた条例づくり】災害対策法制と自治体の
条例（上）（藤島光雄）

地方自治職員研修

8月号 【特集】相模原障害者殺傷事件から考える
●当事者の視点から見た障害者福祉をめぐる問題点
●相模原障害者殺傷事件が自治体福祉行政に与える課題
●入所施設から「安心できる地域づくり」への転換を
●介護者・支援者の立場から事件に対峙する
●札幌市パーソナルアシスタンス制度の7年間の歩み
【Topics！】地方議員選挙でのマニフェストビラ解禁!!（佐藤淳）

行　　　　　　　　　　　　政
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

ガバナンス
8月号 【特集】人口減少時代の自治体土地政策

●一元的・包括的な土地利用行政の確立を－全国市長会「土地利用行政のあり
方に関する提言」のねらい－
●土地の「所有者不明化」問題と自治体の課題
●都市のスポンジ化を防ぐ自治体の都市政策へ
●空き地対策をどう進めるか
●所有者不明土地の公有化と森林・農地の活用
●地域の価値を高めるエリアマネジメントの実際と展望
【スキルアップ特集】職員が知っておきたいドローン活用法
●パイロットチームを結成し、ドローンの活用を促進/東京都あきる野市
●ドローンによる防災航空隊「ブルーシーガルズ」が活躍/静岡県焼津市
【Governance Topics】
●ワールドカフェで「ありたい議会報告会の姿」を検討/滋賀県市議会議長会事
務局職員研修会
●AIを活用した行政支援の方向性を模索/自治体におけるAI活用を考えるセミ
ナー
【議会局「軍師」論のススメ】（17）議会改革の「定番アイテム」は必要不可
欠なのか？（清水克士）
【議会改革リポート〔変わるか！地方議会〕】（195）若手、Iターンの議員が
活躍する議会に（長野県宮田村議会）

日経グローカル
No.319（7月3日号） 【特集】業務改革のトップランナー　松江市、大阪府など37団体がAAA

【地域を変えるビッグデータ・IoT活用法】犯罪発生を予測、交通事故削減
【リポート】早大マニフェスト研の議会改革度
【未来へつなぐ 子育て支援の現場から】東京都杉並区・待機児童緊急対策
【変わる介護保険 自治体の課題】グループホームの新規開設、最盛期の15％に
【政策に強い議会を創る（新連載）】住民福祉につなげる議会からの政策サイ
クル創造を（江藤俊昭）

No.320(7月17日号) 【特集】岐路に立つ公立図書館　多彩なサービスで行きたくなる場に
【フォーカス】マイナンバーカードの普及足踏み
【地域論壇】明るい逆参勤交代のすすめ
【これからの都市防災】「避難しやすいまち」を実現するには

自治体国際化フォーラム
8月号 ZOOM UP　ワールドマスターズゲームズオークランド大会に学ぶ

●ワールドマスターズゲームズとは何か
●ワールドマスターズゲームズ2017オークランド大会に向けた綿密な計画
●ワールドマスターズゲームズ2021関西に向けて
●ゴールデン・スポーツイヤーズの先を見越して～神戸市のWMG2021関西に向け
ての取り組みについて
【国際化の最前線から】海からやってくる「観光する」人々
【現場レポート】高齢化する外国人のサポートの必要性－特定非営利活動法人
神戸定住外国人支援センター（KFC）の取り組みから

J-LIS
8月号 【特集】防犯とICT

●児童の緊急通報に駆けつける、区と警察と12,390人のボランティア/東京都品
川区
●GISを活用した防犯情報の発信/東京都
●防犯カメラに関する条例施策と管理運用10年の歩み/千葉県市川市
●児童・生徒の適切なインターネット利用を支える取組み/静岡県三島市
●防犯カメラとビーコン、スマホアプリで見守りの死角をなくす/兵庫県伊丹市
●防犯活動支援における、ICT利活用のあり方/科学警察研究所
【Search!!】マイナンバーカードを用いたケーブルテレビの双方向通信システ
ム/日本デジタル配信株式会社
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

自治体情報誌D-file
2017.6（上） ●市が民生委員の負担軽減へ支援員制度、人選は各委員に一任（福井県敦賀

市）
●全国初　市の清掃工場溶融スラグが肥料に登録へ、販売も可能に（静岡市）
●市が災害備蓄倉庫を新設、救援物資の拠点を民間物流施設参考に（さいたま
市）
●区が聴覚障害者代理電話サービス、アプリで通訳センター介し迅速に（東京
都港区）
●福袋企画第２弾、市立図書館が市長・議長などの「私が読んだ本」（千葉県
八街市）
●県議会が中高生に見学と模擬体験、職員説明で質疑や採決も（山口県）

2017.6（下） ●目の異常早期発見へ、市が視能訓練士による4歳児の健診（茨城県龍ヶ崎市）
●全国初、差別・排斥煽るヘイト事前規制へ、市がガイドライン（川崎市）
●ドギーバッグで持ち帰り推奨、市がポスター配布、注意事項も（滋賀県大津
市）
●市が全国初の川筋景観保全条例施行、景観保全継承へ基準（石川県金沢市）
●市が生物多様性保全条例、未指定外来種に野外放出禁止など（神戸市）
●区が給食費公会計化、保護者口座から引き落とし教委が対応（東京都世田谷
区）
●区が子供の食の支援事業、訪問して調理・提供や弁当の配食（東京都荒川
区）

3904号 ●職員採用、38都道県で応募者減少
●介護保険事業計画で基本指針案提示（厚労省）
●自治体SDGs推進へ有識者検討会発足（政府）

3905号 ●知事の平均所得1918万円、3年連続で増
●合区解消へ憲法47条改正（参院自民プロジェクトチーム）
●地域経済牽引基本方針案を提示（経産省）

3906号 ●歴史的景観保全へ条例改正（京都市）
●日本人総人口が8年連続で減少（総務省）
●16年度ふるさと納税返礼割合は38.4%（総務省）

3907号 ●自治体間協力へ農福連携で全国組織
●大災害に備え、早期体制整備を（指定都市市長会）
●17年給与勧告、4年連続増の公算（人事院）

3908号 ●「地産地消」へ地域新電力会社を設立（奈良県生駒市）
●4人が村議に「立候補したい」（高知県大川村調査）
●ふるさと納税活用し留学支援（文科省）

地方行政
10733・合併号 【月曜連載】増殖する広報パーソン－こちょこちょ課の1000日戦争（13）ホー

ムページのリニューアル＝ウェブサイトクオリティ実態調査で新潟県内トップ
へと躍進
【連載】新・地域力と地域創造（24）飲食店に求められる海外品種栽培で大き
く飛躍＝さいたまヨーロッパ野菜研究会（さいたま市）
【役所の苦情危機管理術】（5）苦情を利用した詐欺・下＝原因追及をしないの
が行政の弱点
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（28）組織を動かす（2）社風

10734号 【月曜連載NEW】危機管理概念の拡大と自治体政策（1）危機管理の概念はなぜ
拡大してきたのか＝複雑多様化する世界の社会問題
【役所の苦情危機管理術】（6）河川沿いの草刈りをしてくれ＝管理者が違うか
らと放置してよいのか？
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（29）組織を動かす（3）変わる働き
方

10735号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（10）役所の広報・宣伝予算は、数分
の1に抑制できる～須坂市編（9）
【木曜連載】シティプロモーションの光と影（7）＝東京都羽村市のシティプロ
モーション戦略
【お任せ民主主義からの脱却】選挙以外で政策形成にもっと市民参加を＝米国
ではネットを駆使した直接民主制や予算決定プロセス模索
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
   10736号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（11）研修実録「政策が成功する、情

報発信の基本」～須坂市研修編（1）
【プラチナ社会と地域振興】転換期における新しい地域振興モデルとは＝21世
紀ビジョンとしてのプラチナ社会
【木曜連載】シティプロモーションの光と影（8）＝全住民福祉の増進を図るシ
ティプロモーションの展開

10737号 【月曜連載】危機管理概念の拡大と自治体政策（2）危機管理概念の拡大と災害
対策＝日本の災害対策基本法と親和性が強い危機管理概念
【月曜連載】増殖する広報パーソン－こちょこちょ課の1000日戦争（14）ホー
ムページの管理・運営＝エディター、ファシリテーターとしてなすべきことは
何か
【役所の苦情危機管理術】（7）指定駐輪場で自転車が傷ついた＝住所、名前、
電話番号を聞けば強い牽制に
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（30）組織を動かす（4）働き方改革
は仕事の改革

10738号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（12）研修実録「顧客の意識＝政策
テーマの重さを考える」～須坂市研修編（2）
【木曜連載】シティプロモーションの光と影（9）＝緒に就きつつある東大和市
のブランド・プロモーション
【仙台空港民営化1年】オール東北で魅力向上を＝交流人口拡大で活性化
【政令市長はこう考える】札幌市長・秋元克広氏

10739号 【月曜連載】危機管理概念の拡大と自治体政策（3）生活支援の危機管理＝避難
してからこそが危機管理
【月曜隔週連載】地方で稼ごう（29）地方が稼ぐための「インバウンド・ツー
リズム」＝“外国人目線”で価値あるコンテンツを再発見する
【役所の苦情危機管理術】（8）無料駐輪場が汚いと言われたら＝柔軟な頭で、
時には相手と議論を
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（31）仕事の仕方を変える（1）
キャッチアップ型の成功と限界
【時事通信世論調査】約7割がギャンブル経験
【市政の課題】仙台市長・郡和子氏

地方財務
8月号 【特別企画】地方自治体における公益信託の実態分析－地方創生の新しき推進

策
【行財政情報】 「経済財政運営と改革の基本方針2017～人材への投資を通じた
生産性向上～」の解説
【今月の視点】
●南相馬市のいま（その12）
●地方自治の違う形を考える
●判例情報Ⅰ－図書館指定管理解約等請求事件/神奈川県海老名市（横浜地判
29.1.30判決）
●判例情報Ⅱ－不当利得返還等請求住民訴訟事件/愛媛県（松山地判29.2.14判
決）
[別冊付録]：『事業別地方債実務ハンドブック平成29年度版』

厚生労働
8月号 【特集】始まります、無期転換～ずっと安心して働き続けるために～

●Q&Aでよく分かる無期転換ルールをおさらいしましょう
●円滑に進めるためのポイントと支援策
●座談会　我が社はこうやって対応しました
【特別企画】病に負けずに生きる 指定難病と国の支援
【地方の挑戦-先進事例紹介】食育などによる健康づくりで「日本一健康なま
ち」をめざす/埼玉県坂戸市
【TOPICS】女性医師の離職防止・復職支援をめざして

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

WAM
8月号 【特集】医療・介護分野のICTとロボット活用

【福祉・医療最前線】職員の介護技術・知識の統一化を目指して－兵庫県尼崎
市・社会福祉法人あかね－
【いきいきチャレンジ】子どもの貧困問題の解決に向け支援団体間のネット
ワークを構築－東京都中央区・特定非営利活動法人キッズドア －
【WAMレポート】平成28年度　福祉・医療施設の建設費について

地球環境とエネルギー
8月号 【特集】電力の新潮流！デマンドレスポンス徹底解剖

●デマンドレスポンスの基礎と今後の展望（電力中央研究所）
●高度制御DR技術を生かして新サービス展開（NTTファシリティーズ）
●電力削減の高精度化、DRの高速化すすめる（東芝）
●分散自律型社会システムの構築に向けて！（京セラ）
●関西電力の調整力公募を落札、ネガワットを提供へ（大阪ガス）
【海外ニュース】
【月刊環境自治体eco通信】

都市問題
8月号 【公開講座】大規模災害にいかに備えるか

●基調講演：危機に主体的に備えるために（片田敏孝）
●パネルディスカッション
【特集】都道府県・市町村関係－補完と協働
●都道府県による市町村の補完とは
●国・広域自治体・市町村間の補完・支援・連携－北海道の事例から
●都道府県と市区町村との協働およびその“効果”
●都道府県と市町村との対等化
●都道府県によって補完され得ないものとは何か

河川
7月号 【特集】水防法等の改正について～水防災意識社会の再構築に向けて～

●平成29年水防災法改正の概要
●中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方について（答申）
●鬼怒川・小貝川下流域における「水防災意識社会」の再構築に向けた取組み
●三面川周辺地域における減災対策協議会～新潟県管理河川における大規模氾
濫減災協議会の全国先行事例紹介～

九州経済調査月報
8月号 【特集】地域ブランディング

●うきはテロワール
●「一村一品運動」が示唆する地方創生と地域ブランディング
●九州における地域産品のブランド化に向けた動向

データ九州
1160号 九州・山口の市町村財政ランキング－市町村別決算状況2005・2015年度－

調査月報
8月号 ●新規開業企業経営者の休職に関する一考察

●春夏秋冬成長する花火店
●データでみる景気情勢～日本公庫総研調査結果から～：中小製造業の設備投
資計画は7年ぶりに減少

都　　　市　　　問　　　題

産　　　業　・　経　　　済
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