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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
2032号 （8/30） 【法令解説】

●パリ協定の締結－温室効果ガス削減のための公平で実効的な枠組みへの参加
（パリ協定）
●地方公務員が働きながら育児・介護をしやすい環境整備の推進（地方公務員
の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律）
●これからの学校教育を担う教員の資質向上（教育公務員特例法等の一部を改
正する法律）
●有権者が投票しやすい環境を整備（公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審
査法の一部を改正する法律）

2033号 （9/15） 【法令解説】
●平成29年度の税制改正について（所得税法等の一部を改正する等の法律）
【自治を行うということ】「聖域」にこそ市民参加が必要

ジュリスト
1510号（9月） 【特集】課徴金制度改革のゆくえ―独占禁止法研究会報告書を受けて

●独占禁止法の課徴金の見直し－独占禁止法研究会報告書の経緯と概要
●独占禁止法の課徴金制度改革
●課徴金制度と二重処罰

判例タイムズ

1438号（9月） ●争点整理手続における口頭議論の活性化について（3）
●審理の充実・訴訟促進の中興方策案
●〔大阪民事実務研究会〕外壁タイルの瑕疵と施工者の責任
●デリバティブ取引と法人顧客への説明義務および適合性原則

判例地方自治
423号（9月） 【判決紹介】

●北海道七飯町/町議会の懲罰動議提出による名誉毀損事件（札幌高判
/29.5.11）
●鳴門市/鳴門市競艇事業に係る公金違法支出損害賠償請求事件（高松高判
/29.1.31）
●奈良県/県立高校プール事故国家賠償請求事件（奈良地判/28.4.28）
【CLOSE UP】平成32年、住民訴訟はこう変わる
【はんれい最前線】国歌斉唱命令を拒否で非常勤教員不採用
【自治体法務の風を読む】補助金の交付と返還
【特別寄稿】廃棄物処理法に基づく代執行
【条例ナビ】富士市/ユニバーサル就労の推進に関する条例

地方議会人
8月号 【特集】地方自治法・地方公務員法等の一部改正

●平成29年地方自治法改正の解説
●地方公共団体における内部統制の制度化について
●監査基準の作成について
●地方独立行政法人の業務への窓口関連業務等の追加
●地方自治法平成29年改正で議会が考えるべきこと
●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

法　　　　　　　　　　　　令

議　　　　　　　　　　　　会
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

レファレンス
799号（8月） ●オーストラリアの議会制度

●起業促進・ベンチャー育成における課題
●スイスの新しい安定供給対策法（備蓄法）

地方自治
9月号 ●アメリカ合衆国の土地利用法から学ぶこと

●地方自治法等の一部を改正する法律について（上）
●地方独立行政法人法の一部改正について（1）
●官もなじんで欲しい民会計の原点・続編～現業部局における「起業会計の原
点・活用方法」～

自治研究
9月号 【論説】

●仮処分による原発の運転差止－二つの高裁決定を素材として
●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（3・完）
●英国の地方構造改革政策が我が国に与える示唆と課題（5）－その先進性と中
央集権性
●武力行使・武器使用の法的規制（1）
【研究】
●アメリカ法における行政主体の「公訴権」の歴史的展開（1）
●公務員の対外的賠償責任に関する試論的考察（1）
【行政判例研究】
●住民訴訟（4号請求）係属中の権利放棄議決が違法でありその放棄が無効とさ
れた事例
●在留特別許可の裁量性と「在留特別許可に係るガイドライン」の自己拘束性
【資料】まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016改訂版）（6）

自治実務セミナー
9月号 【特集】2017年地方自治法改正を探る（下）－2017年地方自治法等改正の具体

的内容－監査制度の充実強化、内部統制体制の整備及び地方独立行政法人法改
正（塩川徳也・細川敬太・陸川諭）
【実務講座】
●町村総会
●市町村役場機能緊急保全事業
【実務演習】徴税事務の効率化のための民間委託
【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（下）/藤島光雄

地方自治職員研修

9月号 【特集】正当な行政運営とは－「森友・加計」「築地」が与える教訓－
●首長と職員～政策の正当性・継続性（富野暉一郎）
●現代社会における行政責任と行政管理の再考（福島康仁）
●作成段階から考える公文書管理と情報公開（松村亨）
●公益通報者保護制度/機能しない法律と機能する条例（清水勉）
●正当な行政運営と争訟制度（田中孝男）

ガバナンス
9月号 【特集】地域の持続可能性と自治体のミッション

●縮小社会における自治体のミッション
●人口減少と地域の持続可能性
●地域の持続可能性と首長の役割
●地域の持続可能性と議会・議員の役割
●地域の持続可能性と自治体職員の役割
●地域の持続可能性とコミュニティ－「縦糸」と「横糸」を紡ぐ地域づくり

行　　　　　　　　　　　　政
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
【スキルアップ特集】来場者の心をつかむブースでのPR法
●展示会を徹底的に活用するには－出展成果はこうして最大化する！
【議会局「軍師」論のススメ】（18）大津市議会意思決定条例のどこが常識破
りなのか？（清水克士）
【議会改革リポート〔変わるか！地方議会〕】（196）チェックシート、行動計
画に基づき、着実に改革を推進（宮城県柴田町議会）

自治体法務研究

№50　2017秋 【特集】若者の力を活かしたまちづくり
●地域の子ども・若者の力を活かしたまちづくり
●地域おこし協力隊の成果と外部人材の活用
●ふるさとワーキングホリデーについて （自治体の取組事例/山形県遊佐町・
福井県鯖江市・高知県高知市）
【第50号記念特別企画】自治体職員に求められる法務能力とは
●これからの自治体職員に求められる法務能力
●自治体職員の法務能力－イロハ
●自治体法務の思考様式
【条例制定の事例】
●湯沢市若者や女性が輝くまちづくり推進条例
●金沢市における学生のまちの推進に関する条例
【CLOSE UP先進・ユニーク条例】
●愛荘町住民投票条例/滋賀県愛荘町
●富岡町震災遺産保全等に関する条例/福島県富岡町

日経グローカル
No.321（8月7日号） 【特集】どう減らす滞納・不納欠損　自治体が地方税、保険料の徴収対策強化

【フォーカス】観光白書にみる「持続可能な観光地」
【リポート】じわり広がる大型ヨットの旅
【未来へつなぐ子育て支援の現場から】北九州市・イクボス宣言
【政策に強い議会を創る】任期4年の政策サイクルを確立　長期的・客観的視点
で条例立案

No.322(8月21日号) 【特集】都道府県・政令市の人事交流調査　「地方から国」3.8%増、民間との
交流も増加
【リポート】ふるさと納税、膨らむコスト
【自治体財務改革基本と実践】行政評価を予算に生かすには
【これからの都市防災】大都市の複合災害、避難状況をシミュレーション

自治体国際化フォーラム
9月号 ZOOM UP　ひろがる日露交流の現状と展望

●日露の地域間交流の拡大に向けて
●8項目の「協力プラン」具体化で日露経済の更なる発展へ
●北海道・ロシア極東地域等の交流とサハリン事務所
●宮城県とロシア・ニジェゴロド州の交流について
●山口県とクラスノダール地方との友好・協力に関する協定締結について
●特集に登場したロシアの各都市

J-LIS
9月号 【特集】保健・医療・介護分野でのICT活用

●レセプト情報をデータベース化し保健事業に活用/広島県呉市
●医療情報の全県的な連携を実現するネットワークの構築/島根県
●市、医療機関、学校・保育園で感染症発生情報をリアルタイムに共有/川崎市
●医療情報を多職種間で連携し、より良い医療・介護の体制を構築/千葉県柏市
●在宅介護・看護情報と病院の電子カルテ間の連携を実現/長野県阿南町
●医療・介護におけるICTの活用、データ連携について/首都大学東京名誉教
授・摂南大学名誉教授　島田達巳
【Search!!】地域経済を活性化するデータの力～データ駆動型政策決定とデー
タ活用人財養成～/国立情報学研究所

-5-



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

自治体情報誌D-file
2017.7（上） ●県が、条例で虐待防止研修を施設職員に義務化（埼玉県）

●市と企業が奨学金創設、参画企業に就職で返済分給付（青森県むつ市・他）
●区が空き家解体で不在者財産管理人制度を応用（東京都世田谷区）
●全国初、市が統合型データベースで公共施設情報を一元化　運用を開始（静
岡県焼津市・他）
●市と商議所が中小支援の基金設置、販路拡大経費などを補助（福島県いわき
市・他）
●市が全職員対象に時差勤務、１ヶ月単位を自己申告で（東京都町田市）
●区がふるさと納税活用し地域振興団体の資金を調達（東京都墨田区）
●市議会議員控室に育児中の議員用個室を設置（名古屋市）
●市議会がエフエムで番組、取り組みを議員が紹介（岩手県奥州市）

2017.7（下） ●全国初、県が認定こども園抜き打ち調査の制度新設（兵庫県）
●市が人工透析予防保健指導へ成果報酬制、民間資金のSIBで（神戸市・他）
●訪日客が容易に通訳探し、市が専用サイトで分野別に案内士紹介（石川県金
沢市・他）
●市が農福連携、障害者就労支援施設が特産みかん摘果作業（福井県敦賀市）
●市が特区活用し市街化調整区域で郊外型民泊、全国初（北九州市・他）
●ストーカー被害者保護へ、県警と市が市営住宅へ優先入居制度（熊本市）

自治日報

3909号 ●公共交通網再編へ検討会議が初会合（岩手県）
●17年度普通交付税、道府県分3.6%減（総務省）
●コンパクトシティ「支えつつ誘導」（国交省懇提言）
【議会】地方自治法改正と地方議会の監視機能（駒林良則）
●自治体主催ツアーで基準－非営利なら認める（観光庁）

3910・11号 ●「二段階移住」など連携中枢圏へ構想案（高知市）
●災害時に他県幹部が首長支援、制度構築（総務省）
●温暖化被害軽減策で新法（環境省検討）

3912号 ●空き家利活用へ産官学民で研究会（岡山市等）
●「都市のスポンジ化」で制度改正提言（社会資本整備審議会小委）
●戸籍事務にマイナンバー導入へ（法務省）

地方行政
10740号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（13）研修実録「政策を考える三つの

大前提」～広島県編（1）
【木曜連載】シティプロモーションの光と影（10）＝職員全員が同じ方向を向
き、歩み続けるブランド・プロモーション
【インフラ健康診断】道路舗装の劣化、スマホで診断＝低コスト化と高効率化
を実現－広がる自治体の動き

10741号 【月曜連載】危機管理概念の拡大と自治体政策（4）危機管理としての防災まち
づくり－21世紀の都市防災の要点
【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（15）広報
誌のリニューアル＝「読む」広報誌から「見る」広報誌へ
【役所の苦情危機管理術】（9）自治体のイベントでゲリラ豪雨＝「風邪引い
た」「濡れた服のクリーニング代を」と苦情が殺到
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（32）仕事の仕方を変える（2）迫る
働き方改革の波
【市政の課題】横浜市長・林文子氏

10742・合併号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（14）研修実録「人口減少政策と観光
政策の基本」～広島県編（2）
【特集・普通交付税大綱】道府県3.6%減、市町村0.6%減＝不交付団体1減の76に

10743・合併号 【月曜連載】危機管理概念の拡大と自治体政策（5・完）危機管理と復興＝自治
体ＢＣＰが復興につながる
【月曜隔週連載】地方で稼ごう（30）広告的見地からの地方創生とふるさと納
税についての考察＝フリーメディアの力で地域（地方）を元気にする
【特集・人事院勧告】月給0.15%、ボーナス0.1カ月増＝国家公務員給与、4年連
続上げ
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（33）職場の無駄（1）会議その1
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
10744号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（15）研修実録「帰納法で、考える力

と想像力を高める」～広島県編（3）
【木曜連載】シティプロモーションの光と影（11）＝龍ヶ崎市におけるシティ
プロモーションの背景と具体的取り組み
【景観ワンポイント講座】（13）天橋立と股のぞき＝イグ・ノーベル賞受賞の
背景

10745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（16）災害
時の情報発信媒体・体制の改善＝ドリル（反復練習）しながらステップアップ
【連載】新・地域力と地域創造（25）400の有人離島をネットワーク＝島の人た
ちが相互に情報を得る「離島経済新聞」
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（34）職場の無駄（2）会議その2
【役所の苦情危機管理術】（10）対応者を代えてみる＝新人を使うという逆転
発想

10746号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（16）研修実録「政策立案ノウハウ全
公開」～広島県編（4）
【木曜連載】シティプロモーションの光と影（12）＝龍ヶ崎市におけるシティ
プロモーションの具体的な事業紹介
【特集・人工知能活用】自治体「AI元年」、実証実験相次ぐ＝川崎・掛川市と
三菱総研は子育てで

地方財務
9月号 【特集】監査制度の充実・強化に向けて

●地方自治体における内部統制の構築と評価
●地方自治体の内部統制－ITとの関係を中心に
●内部統制と内部監査のあり方－地方自治体におけるマネジメントとガバナン
スの強化をめざす
【行財政情報】まち・ひと・しごと創生基本方針2017－地方創生に資する大学
改革を中心として
【今月の視点】
●平成29年度普通交付税の算定結果を読む
●自治体の議員・職員のための行政管理会計入門（1）
●なぜPFIで維持管理・運営を行うのか
[別冊付録]：『ポイント解説　自治体の内部統制』

厚生労働
9月号 【特集】あなたは大丈夫？間違いやすい、誤解しやすい薬との付き合い方

1.挑戦してみよう！薬の○×クイズ
2.あなたの周りにもある身近な相談先
3.インタビュー薬との付き合い方を見直してください（佐藤大作・厚生労働省
医薬・生活衛生局）
【地方の挑戦-先進事例紹介】ひきこもりの若者を切れ目なく支援する（東京都
文京区）

WAM
9月号 【特集】外国人技能実習生の対象職種に「介護」を追加

【福祉・医療最前線】精神科医療・福祉・保健活動の統合的な展開・実践を目
指して－福島県本宮市・医療法人落合会東北病院－
【いきいきチャレンジ】農業体験を通して、食と職の生活の自立へ－島根県松
江市・特定非営利活動法人YCスタジオ －
【WAMレポート】「社会福祉法人経営動向調査」を知ろう！

地球環境とエネルギー
9月号 【特集】人工知能が変える省エネ・環境対策

●文系でもわかる人工知能の基礎知識
●AI制御でデータセンターの総電力を削減
●AIを活用した新たな省エネサービスEnnet eye

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
●IoT+AIで店舗省エネの運用管理を効率化
●地球温暖化の影響予測と適応策検討

都市問題
9月号 【特集1】外国人児童生徒への学習支援

●日本で生きる多様な言語文化背景を持つ子どもたちのことばと社会をつなぐ
ために
●外国人児童生徒に対する学習支援－集住地域と分散地域を比較しつつ
●外国人児童生徒等教育を担う教員の「加配」－制度を巡る諸課題
●不就学になる外国人児童生徒の抱える問題とその対策
●夜間中学の外国人生徒－歴史・現状・展望
【特集2】児童虐待対策のゆくえ
●子ども虐待と福祉
●要保護児童等に対する機関間連携の活性化
●児童相談所と市区町村子ども家庭福祉担当部署のこれから
●被虐待児童の受け入れ体制の整備について
●デンマークにおける「子どもの権利」の発展と子ども家庭福祉システムの変
化

河川
8月号 【特集】津波防災の取り組み

●巻頭言：東日本大震災以降の津波総合対策の動きと今後の方向性（東北大
学・今村文彦）
●津波防災地域づくりについて（国土交通省水管理・国土保全局）
●津波防災地域づくりに関する研究の動向（国土交通省国土技術政策総合研究
所）

九州経済調査月報
9月号 【特集】九州の文化芸術

●芸術で地域を拓き、芸術で世界を拓く
●歴史・文化を通した地方創生～「かるた」によるシビックプライドの醸成
●都道府県別文化産業の経済規模の推計
●地域における博物館について～文化の有する経済的効果をめぐって
【Series】九経調創立70周年事業大分県の未来を考えるシンポジウム：観光・
サービス産業の成長と発展～生産性向上がもたらすもの
【九州の文化・芸術】よみがえった馬人形～宇賀神社の取り組み（福岡市中央
区大宮）

調査月報
9月号 ●廃業時における経営資源の引き継ぎの実態と支援の必要性

●歴史まちづくりと地元企業の関係
●データでみる景気情勢～日本公庫総研調査結果から～：中小企業の景況は、
緩やかに回復している

都　　　市　　　問　　　題

産　　　業　・　経　　　済
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