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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
 2034号 （9/30)  【法令解説】

●平成29年度の地方税制の改正について（地方税法及び航空機燃料譲与税法の
一部を改正する法律）

2035号 （10/15） 【法令解説】
●天皇陛下の退位を実現（天皇の退位等に関する皇室典範特例法）
●平成29年度の地方交付税法の改正（地方交付税法等の一部を改正する法律）
【改めて憲法を考える】教育勅語のどこが問題なのか？（中川律）
【自治を行うということ】議員の特権意識と本来の仕事（福嶋浩彦）

ジュリスト
1511号（10月） 【特集】債権法改正の要点

●債権法改正の経緯と概要
●履行不能の規律－プロセス変化の存否
●相殺－債権の牽連性
●保証－保証意思の明確性の確保

別冊№233 交通事故判例百選　（第5版）

判例タイムズ
1439号（10月） ●国際知財司法シンポジウムのお知らせ

●第９回医療界と法曹界の相互理解のためのシンポジウム
●住民訴訟の訴額－住民訴訟の請求の性質とその個数について－

判例地方自治
424号（10月） 【判決紹介】

●久留米市/日本国籍留保の届出等の不受理処分に対する不服申立て事件（最高
（2小）決/29.5.17）
●神奈川県/県立高校跡地売買契約損害賠償請求事件（横浜地判/28.7.13）
●大阪府/児童相談所長による一時保護決定の取消請求事件（大阪地判
/28.6.3）
【はんれい最前線】非常勤制度改正は2020年、その前に「2018年問題」は大丈
夫？
【地方行政判例解説】指名型プロポーザル方式における手続違法を理由とした
損害賠償請求事件
【条例ナビ】埼玉県/虐待禁止条例

地方議会人
9月号 【特集】地方創生と産学官連携

●産学官連携によるイノベーションを生み出す環境の整備と、地方創生の進展
●大阪大学の産学連携活動の取組とその地域経済への貢献について
（現地報告：静岡県浜松市/兵庫県姫路市・播磨地域/高知県中土佐町）
【教養講座（5）】議会基本条例を議会に活かす・住民に活かす－議決責任など
（吉田利宏）

レファレンス
800号（9月） ●フランスにおける教育改革－コレージュ（中学校）の改革を中心に－

●地方を代表する議院の意義－憲法改正提言及び諸外国の憲法規定を素材とし
て－
●駅ホームの安全確保－現状と対策－
●教育勅語の成立から終戦後の国会決議に至る経緯

法　　　　　　　　　　　　令

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
●男性の育児休業の取得促進に関する施策の国際比較－日・米・英・独・仏・
スウェーデン・ノルウェー（資料）

地方自治
10月号 ●二つの団体自治論

●地方自治法等の一部を改正する法律について（中）
●地方独立行政法人法の一部改正について（2）
●議会の議員及び長の任期の特例法について
●地方分権振興交付金事業について（9）

自治研究
10月号 【論説】

●「東アジア地域における食品安全法制の比較法的研究」の発足に際して
●中国食品安全法の基本理念
●韓報告へのコメント　欠陥食品の経営販売参与者に対する権利侵害責任（不
法責任）の併合規定
●韓国における食品安全規制の体系
●王報告へのコメント
●日本における食品表示法制
●市民主導のアメリカ自治体改革・市政改革の動向（6）－都市自治学序説
●武力行使・武器使用の法的規制（2）
●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（4）
【資料】まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016改訂版）（7）

自治実務セミナー
10月号 【特集】2017年民法大改正と自治体実務への影響

●2017年民法改正の背景とその意義及び課題
●民法総則の改正－消滅時効を中心に
●債権総論の改正
●契約総論・各論の改正－その背景と内容
【特別講座】続・「地方創生」実行・実現へ向けて（6）
【実務講座】国民健康保険の新制度

地方自治職員研修
10月号 【特集】政策の充実・継続に向けて

●行政サービス撤退・公的資金削減後の公的サービス供給のあり方
●地域おこし協力隊の取り組みの持続化に向けて
●東京オリンピック文化プログラムはレガシーを生むか
●メンバー×松江市の共創による事業充実
●地方都市における総合的文化団体の役割と意義
【最新政策リポート】
●住民主体の土砂災害警戒避難体制構築の取組/群馬県
●図書館・歴史資料館「ふくちのち」の挑戦/福岡県福智町
●インターネットでだれでも使える！ひなたGISの活用について/宮崎県
●高校生の投票率100％に挑む私たちの活動/（長野県）飯田下伊那100計画実行
委員会

ガバナンス
10月号 【特集】子どもを守り、子どもが育つ地域づくり

●子ども・子育て支援新制度の評価とこれからの課題
●子どもの声がする地方づくり－「まちづくり」から「まち残し」という視点
への転換
●保育ニーズの将来展望をふまえた対応のあり方
●保育の質を高める子どもの権利の視点
●児童虐待防止と自治体の役割
●「新しい社会的養育ビジョン」と家庭養育原則の実現～里親・養子縁組の推
進を中心に
●保育施設の騒音問題に自治体はどう向き合うか
●「遊ぶ」を通して子育て支援を考える
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
●取材リポート：「予防」と「連鎖を絶つ」を主眼に子どもの貧困対策を推進/
東京都足立区
【スキルアップ特集】まちを元気にする“こちら○○課です！”
●「ラーメン課」を設け、ラーメンを主役にした地域活性化を推進/山形県南陽
市
●金沢で企業する魅力を発信！企業増を目指す「はたらこう課」/金沢市
●タウンプロモーションを担う住民と行政の協働組織「まねきねこ課」を設置/
香川県多度津町
【議会局「軍師」論のススメ】（19）続・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〕】（197）「まず、やってみよ
う！」の精神で、前例にこだわらず改革に挑戦（京都府精華町議会）

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
【トピックス】
●地方自治法等の一部を改正する法律の概要
●第7次地方分権一括法の解説
【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
【条例情報フォルダ】
【地方自治判例情報】

日経グローカル
No.323（9月4日号） 【特集】効果的な鳥獣害対策とは　都道府県調査　ジビエの事業化支援は5道県

【第2特集】公的事業に利用、相続未登記を解消　所有者不明土地で新制度創設
へ
【フォーカス】不足する都道府県の獣医師
【リポート】産後ケアガイドライン

No.324(9月18日号) 【特集】路線バス、再生への道　利用者目線でサービス磨く
【フォーカス】充実する図書館サービス
【グローバルリポート】中国インバウンド推進のススメ
【一枚の絵にみる地方の昨日、今日、明日】流入する外国人を持続可能な成長
の糧に【人材ビッグバンのススメ】外国人介護福祉士が定着しない理由

自治体国際化フォーラム
10月号 ZOOM UP　小学校で活躍するJET-ALT

●新学習指導要領と小学校外国語教育について～ALTの活用により授業を実際の
コミュニケーションの場面に～（文科省）
●ALT全校配置によりALTの力を最大限に活用する取り組み～市内統一の指導計
画の作成とNETの活用を通して～（高崎市）
●ALTとの協働による国内最先端の教育（長井市）

●笠間市における英語教育の充実に向けた散り組み～JET-ALTの活用を通して～

●JET-ALTの活躍を検討するにあたって
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

J-LIS
10月号 【特集】地方自治情報化推進フェア2017～ICTでつながるひろがる地域とわたし

[地方自治情報化推進フェア2017開催概要]
●情報システム展示会出展内容のご紹介
●講演会及び各種セミナーのご案内
●出展ベンダーによるプレゼンテーションのお知らせ〔他〕

自治体情報誌D-file
2017.8 ●全国初　認知症家族への損害賠償請求に、市が公費で保険加入（神奈川県大

和市）
●市がアニメ番組のスポンサーに、市のCMも流れPR効果高く（新潟市）
●全国初、宿泊しながら実習できる福祉施設開設、地域が支援（京都府、宮津
市ほか）
●市が里浜保全条例案、環境破壊防止へ保全と住民活用を一体に（沖縄県浦添
市）
●空き宿泊施設活用条例、取得事業者に市が固定資産税10年免除（長野県飯山
市）
●女性の雇用確保で、市が女性専用トイレや更衣室新設に経費助成（秋田県秋
田市）
●IoT導入の中小企業支援で、県が設備投資や開発費を財政支援（岐阜県）

別冊・秋号（通巻71）
【特集】行政の透明性確保と説明責任の明確化－情報公開と公文書管理
【発想Conception】個人住民税における3課題（肥沼位昌）
【連載】高齢社会と自治体　孤独死対策と個人の死生観（結城康博）
【地域・自治体の動きアラカルト】道路陥没の実態と対策
●福岡市、大阪市など工事現場における道路陥没
●地下空間の利活用に関する安全対策－国の検討経過
●道路陥没のメカニズム
●空洞発見の自治体の取り組み
●下水道老朽化と取り組み
●地中工事での事故防止へ自治体による地下埋設物の把握
●これからの地下空間の把握

自治日報
3913号 ●医療型短期入所で初の連絡会議（宮城県等）

●過疎地の診療所継承へ相続税免除（厚労省）
●法人設立で税務手続きを一括化（総務省）

3914号 ●県内16市町と水道広域化で協定締結（香川県）
●全国973自治体で空き家対策協議会発足
●自民党会議で地方税財源確保等要請（地方六団体）

3915号 ●小規模農地の生産緑地化へ条例案（東京都日野市）
●「村総会」の検討作業中断を表明（高知県大川村）
●自治体の「SDGｓ」支援へモデル事業（内閣府）

3916号 ●保育施設の賃借料を補助上乗せへ（東京都）
●Jアラート、情報伝達確認も要請（消防庁）
●観光財源確保で「出国税」等検討（観光庁）

地方行政
10747号 【月曜連載NEW】地方財政健全化法の成果と課題（1）新法導入の経緯と仕組み

＝夕張市の財政破綻はどう影響したか
【月曜隔週連載】地方で稼ごう（31）地域資産としての民間婚活事業＝社会
ニーズと合致、潜在需要掘り起こしを
【役所の苦情危機管理術】（11）花火の音がうるさい＝苦情相手を特定し、場
合によっては訪問調査の申し出を
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（35）職場の無駄 （3）資料作りそ
の1
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
　　10748号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（17）研修実録「裏側が見えない（表

面しか見ない）公務員」～福島県編
【木曜連載】シティプロモーションの光と影（13）＝新たな発想で政策を進め
る境町のプロモーション
【地域づくり金融機関がリード】鹿児島相互信用金庫、「地方創生」の研究所
設立＝全国初、慶応大との連携も

10749号 【月曜連載】地方財政健全化法の成果と課題（2）財政健全化の方法と規模
（1）＝増税と歳出削減のどちらが大きいか
【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（17）広報
誌とホームページ＝広報媒体の有機的な連携を
【役所の苦情危機管理術】（12）身勝手な移住者＝相手の情報を集めて対応を
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（36）職場の無駄（4） 資料作りそ
の2

10750号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（18）信頼を築き、理論と感情のバラ
ンスを取る～研修編まとめ（1）＝各論から総論（結論）を導く実践は、最も重
要な能力
【わがまち施策】全域でデマンド交通（静岡県磐田市）

10751・合併号 【月曜連載】地方財政健全化法の成果と課題（3）財政健全化の方法と規模
（2）＝どのような歳出が削減されたか
【役所の苦情危機管理術】（13）消滅可能性都市の話は消滅？＝情報不足に市
民は困惑している
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（37）職場の無駄（5）パソコン

10752号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（19）人材育成（研修）の方法を決め
る基本～研修編まとめ（2）
【木曜連載】シティプロモーションの光と影（14）＝住民の幸福を増大させる
ことを目指した境町のプロモーション

地方財務
10月号 【特集】2018年度省庁別重点施策をよむ

【行財政情報】
●平成29年度普通交付税等の算定結果
●平成30年度地方財政措置－概算要求に当たっての各府省への要請事項－
●平成29年度優良地方公営企業総務大臣表彰の概要
【今月の視点】英国に学んできた日本の地方行革の「これまで」と「これか
ら」（1）－これまでの英国の地方行革を振り返る

厚生労働
10月号 【特集】20年目を迎えるからこそ知ってほしいつながっていく臓器移植の輪

●臓器移植法施行20周年　感謝の気持ちを込めて振り返る
●臓器提供に関わった人たち、支える人たちの声…
●自分自身の臓器提供について考える
【地方の挑戦-先進事例紹介】「命の大切さ」を伝える取り組みをきめ細かく世
代別に展開/山梨県
【海外情報】変わる中国と、医療・介護分野における日中協力のあり方

WAM
10月号 個人情報保護法改正と医療・介護における注意点

【福祉・医療最前線】障害者の生きがいにつながる就労支援を目指して－神奈
川県横浜市・社会福祉法人かたるべ会－
【いきいきチャレンジ】児童養護施設等退所児童アフターケア－群馬県前橋
市・一般財団法人ヤング・アシスト－
【WAMレポート】平成29年度退職手当共済制度からみた福祉施設職員の状況

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
10月号 【特集】太陽光発電ビジネスの新潮流

●太陽光発電の収益安定化をサポート
●太陽光発電所の売電収益向上をサポート
●蓄電池、太陽光発電、電力小売りサービスの融合
●家の屋根に太陽光発電システムを無料設置
【海外ニュース】
【月刊環境自治体eco通信】

都市問題
10月号 【特集1】崩れゆく医療システム

●20年後の保健医療を見据えて
●東京で始まっている医療崩壊
●医師不足地域解消への具体的提案
●高額のハコモノ投資が地域医療を壊す
●「新」専門医制度の実態は「お免状ビジネス」と「若手医師派遣業」
【特集2】「地域運営組織」は人口減少社会を救うか
●中山間地域における地域社会の「空洞化」と地域運営組織の役割
●地域住民組織は必要か・未来はあるか
●地域運営組織と「外部」人材

河川
9月号 【特集】河川管理の高度化に向けた取り組み

●河川管理の高度化に向けた取り組み～革新的河川管理プロジェクト（第一
弾）について～
●洪水時の観測に特化し低コストな水位計の開発状況
●陸上・水中レーザードローンの開発状況
●洪水予測の高度化と洪水危険度の見える化の取り組み
●民間活力を生かした樹木管理への取り組み

九州経済調査月報
10月号 【特集】九州の景気を読む

●迅速な税関手続と厳正な取締りの両立を目指して～安全・安心な社会の実現
のために～（門司税関長　郡山清武）
●3.5%成長に上方修正
●景気トピックス（経済見通しの読み方/自動車産業の動向/半導体産業の動向/
観光産業の動向）
●産業のボーダーを彷徨う「その他」サービス産業の存在感と成長力

データ九州
1161号 九州・山口の設備投資－2017上半期（1～6月）－

調査月報
10月号 ●経営経験者の開業－「2016年度新規開業実態調査（特別調査）」より－

●地方圏の大学生の就職意識とインターンシップ
●かえってきたくなる町を創ろう（平田オリザ）
●地域に根差したビジネスモデルの構築
●データでみる景気情勢～日本公庫総研調査結果から～：小企業の景況は、持
ち直しの動きがみられる

都　　　市　　　問　　　題

産　　　業　・　経　　　済
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