
☆新着雑誌案内☆　～　平成29（2017）年10月発行の雑誌からピックアップ　～

雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
2036号 （10/30） 【法令解説】

●性犯罪に対処するための刑法の一部改正（刑法の一部を改正する法律）
●失業等給付の拡充、失業等給付に係る保険料率の引下げ、育児休業に係る制
度の見直し等（雇用保険法等の一部を改正する法律）
●平成29年度の関税改正について（関税定率法等の一部を改正する法律）

2037号 （11/15） 【法令解説】
●民法（債権関係）改正法・整備法の概要について（民法の一部を改正する法
律/民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律）
●洪水等からの「逃げ遅れゼロ」と「社会経済被害の最小化」を目指して（水
防法等の一部を改正する法律）
●「農工法」から「農村産業法」へ（農村地域工業等導入促進法の一部を改正
する法律）

ジュリスト
1512号（11月） 【特集】金融商品取引法の10年－市場の変化と法規制の現在－

●金融商品取引法施行10年を振り返って〈座談会〉/神作裕之・池田唯一・神田
秀樹・岸田吉史・森下国彦
●エンフォースメントの実務
●開示（ディスクロージャー）規制
●公開買付規制・大量保有報告規制の課題

別冊№234 経済法判例・審決百選　第2版

判例タイムズ
1440号（11月） ●裁判の迅速化に係る検証結果の公表（第7回）について

●福岡地方裁判所における民事訴訟の口頭協議活性化に向けた取組について
－弁護士会とともに創る民事訴訟のより良いプラクティス－
●政務活動費をめぐる住民訴訟上の諸問題

判例地方自治
425号（11月） 【判決紹介】

●沖縄県/北部訓練場に係る公文書開示決定取消請求事件（那覇地判/29.3.7）
●大阪市/特別秘書任命等の違法支出金返還請求事件（大阪地判/28.6.8）
●東京都/進路変更勧奨違法国家賠償請求事件（東京地判/28.7.11
【はんれい最前線】一般質問における時間制限の導入は「法律上の争訟」に当
たらず
【市町村アカデミー・コーナー】児童虐待対応に必要な法的知識（1）
【条例ナビ】東京都豊島区/路上障害物による通行の障害の防止に関する条例

地方議会人
10月号 【巻頭言】「地元で決められる」ことの価値は地方議会が担っている（廣瀬克

哉）
【特集】これからの地方議会
●主権者教育の推進（舩岡悠太）
●地方分権と自治体議会の活性化（牛山久仁彦）
●自治体議会改革は進展しているのか（牧瀬稔）
●計画・予算への議会の取り組み～政策過程への関与を深める議会へ～（新川
達郎）
（現地報告：久慈市議会の住民対話の取り組み/軽井沢町議会における議会改革
の取り組みについて）
【特別寄稿】住民総会による議会廃止（の検討）から住民自治を考える～なり
手不足問題の解消の道を探る～（上）（江藤俊昭）

法　　　　　　　　　　　　令

議　　　　　　　　　　　　会

-2-



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

レファレンス
801号（10月） ●我が国における少年司法制度の現状と少年法適用年齢の引下げに関する課題

●働き方改革と日本経済－労働参加率と労働生産性の向上－
●独占禁止法に係る課徴金制度の見直し

地方自治
11月号 ●地方議会改革の文脈を再考する（待鳥聡史）

●地方自治法等の一部を改正する法律について（下）
●地方独立行政法人法の一部改正について（3）
●第193回国会で成立した主な法律の概要
●地方自治法施行70周年記念行事の実施について（2）

自治研究
11月号 【論説】

●大間原発許可に対する函館市の抗告訴訟（1）－法律上の争訟、原告適格
●武力行使・武器使用の法的規制（3・完）
●行政訴訟と民事訴訟
●韓国地方自治法制上の国家と地方自治団体の関係（1）〔韓国地方自治法制の
主要課題と未来（1）〕
【ドイツ憲法判例研究】保育園における保育者のイスラームスカーフ事件
【資料】まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016改訂版）（8）

自治実務セミナー
11月号 【特集】これからの健康づくり政策

●健康長寿社会構築のためには「人の健康」に加えて「都市の健康」づくりを
●コンパクトシティによる健康づくり
●岡山市の健康ポイント事業の推進について
●スマートウエルネスみつけ－歩いて暮らせるまちづくり
【特別講座】続・「地方創生」実行・実現へ向けて（7）
【実務と理論】
●行政行為はどのような場合に取消し・撤回ができるか
●学校医、公立学校の非常勤講師、外国語指導助手は一般職の地方公務員か特
別職の地方公務員か
【実務演習】災害と地方財政措置

地方自治職員研修
11月号 【特集】市民がまちをつくる

●シビックプライドと自治体にできること
●住民の意思と自治体政府の役割－「審議会」への住民参加の意義
●持続可能な地域づくり～うらほろスタイル
●対話と参加の総合計画づくり
●「お客様」と市民、公務員
●地域の未来を拓く創造拠点「公民館」の可能性
【最新政策リポート】
●業務量の可視化で効率的・効果的な削減を目指す/福島県郡山市
●職員の地域貢献活動への参加促進に向け、副業許可基準を策定/奈良県生駒市
●支援が必要な子どもに届けるために～江戸川区の食事支援/東京都江戸川区
●手作りではじまった地域一体の情報モラル教育/静岡県三島市

ガバナンス
11月号 【特集】再考・自治体間競争

●〈インタビュー・北川正恭〉分権改革・地方創生の推進に善政競争を
●政策開発と自治体間競争
●分権改革と自治体間競争
●ゼロサムからの転換は首長の市民への責任
●シティプロモーションと自治体間競争

行　　　　　　　　　　　　政
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
ガバナンス 【スキルアップ特集】OB職員の力を活かす！

●〈インタビュー・木谷正道〉人と人とのつながりを大事に心から楽しんで地
域と関わる
●退職者の知識・技術を市町村等の業務支援に役立てるボランティア制度を創
設/北海道
●土木技術職員OBが防災・減災に向けた普及啓発や点検活動などに活躍/鳥取県
【議会局「軍師」論のススメ】（20）議会の「常識」は真理なのか？（清水克
士）
【議会改革リポート〔変わるか！地方議会〕】（198）常任委員会による代表質
問で、住民福祉のさらなる向上を（岐阜県可児市議会）

日経グローカル
 No.325(10月2日号) 【特集】巨大ファームが迫る農業の変革　高級和牛も生産性重視へ

【フォーカス】シェアエコノミーは地域に根付くか
【リポート】久慈市議会の災害対応
【政策に強い議会を創る】（最終回）基本条例に基づく政策サイクル構築

 No.326(10月16日号) 【特集】広がる地域運営組織　住民主体で課題を解決、3000団体超す
【グローカルインタビュー】大学発ベンチャーを興すには（九州大学起業部顧
問・熊野正樹氏）
【フォーカス】動き出した地域未来投資促進法
【観光再生戦略】成長都市・福岡市で進む過疎化

自治体国際化フォーラム
11月号 【ZOOM UP】テレワークでどう変える!?－テレワークから見た各国の働き方改革

事例
●テレワークの現状と課題
●総務省におけるテレワーク推進の取り組み
●アメリカにおけるテレワークの現状と課題
●英国におけるテレワークの現状と課題
●「管理」によるマネジメントから「信頼」によるマネジメントへ－フランス
におけるテレワークの現状と課題－
●政府運営のスマートワークセンターにより公務員のテレワークが進む韓国
●佐賀県から起こすワークスタイル変革－人を大切に、世界に誇れる地域づく
りを目指して－

J-LIS
11月号 【特集】マイナンバー制度のさらなる展開～情報連携、マイナポータルの運用

と活用～
●マイナンバー制度の現状と活用拡大に向けた解説/内閣官房番号制度推進室
●試行運用の状況や本格運用における留意事項等について/総務省大臣官房個人
番号企画室
●住基ネットと情報提供ネットワークシステムに関する解説/総務省自治行政局
住民制度課
●地方税分野での情報提供ネットワークシステムの活用/総務省自治税務局市町
村税課
●社会保障、医療分野でのマイナンバー活用について/厚生労働省政策統括官付
情報化担当参事官室

自治体情報誌D-file
2017.9（上） ●区が低所得世帯に返済不要の進学資金、奨学金返済支援も（東京都足立区）

●市が独居高齢者支援、低費用の葬儀・納骨の事前契約を仲介（神奈川県横須
賀市・他）
●都道府県初、府がストーカー専門相談センター設置（京都府）
●政令市初、市が性犯罪被害者へ支援金、条例改正し給付対象に（名古屋市）
●市が附属機関の会議公開を条例化、懇談会まで含め透明性確保（茨城県つく
ば市）
●医療的ケア児の通学支援、市が看護師・車両派遣や介護タクシー（滋賀県甲
賀市・大阪市・他）
●市が障害者スポーツ用具を無料貸し出し、指導者派遣も無料で（千葉市）
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
自治体情報誌D-file ●市が被災ペット救護ボランティア制度、飼い主負傷時には自宅飼育も（札幌

市）
2017.9（下） ●区が違反看板規制強化、悪質業者を公表する条例施行へ（東京都豊島区）

●貧困対策で、市が子どもの生活改善支援にナビゲーター配置（千葉市）
●府が若手芸術家サポート、創作・発表・販売の各段階で場の確保（京都府）
●危険家屋撤去促進へ、市が跡地の固定資産税減免で誘導（徳島県鳴門市）
●全国初の自転車条例、中学生以下のヘルメットを保護者に義務付け（鹿児島
県）
●市がシニアの職探しイベント、どんな仕事か体験や動画でPR（札幌市）

自治日報
3917号 ●インターバル制試行で休息確保へ（長野県）

●地域おこし協力隊の約6割が定住（総務省）
●実証事業で「自治体ポイント」開始（総務省）

3918号 ●旅行者誘致へ多摩観光協議会が設立
●70歳超も年金受給可能へ提言（内閣府検討会）
●地域経済牽引へ39団体の70計画に同意（経産省）

3919号 ●給食センター整備にPFI活用（滋賀県大津市）
●子どもの受動喫煙防止へ全国初条例（東京都）
●地域活性化へ「関係人口」活用（総務省）

3920号 ●炭酸泉の全国組織で広域連携（大分県竹田市等）
●若手の政策立案プロジェクト開始（国交省）
●先進政策大賞に徳島県の教育案（全国知事会）

3921号 ●13市が月給、全指定市でボーナス増
●消防団員の人材確保へ初会合（消防庁）
●官民データ活用計画策定へ手引き（政府）

地方行政
10753号 【月曜連載】地方財政健全化法の成果と課題（4）韓国における地方財政健全化

の仕組み＝財政状況の詳細な監視と早期の是正
【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（18）
パブリシティー活動の推進＝ネタは「そこにある」のではなく「作り出す」も
の
【市政の課題】堺市長・竹山修身氏
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（38）発想の改革（1）目標と時間の
管理

　　10754号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（20）雇用が半減する第4次産業革命に
備える～研修編まとめ（3）
【木曜連載】シティプロモーションの光と影（15）＝八王子市におけるプロ
モーションの基本的視点と具体的取り組み

10755号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（21）連携先の選定も、地域内優先で
なく顧客優先～堺市編（1）
【木曜連載】シティプロモーションの光と影（16）＝都市ブランドの確立とシ
ビックプライドの醸成を目指す
【市政の課題】岡山市長・大森雅夫氏
【景観ワンポイント講座】（14）美しさへの敬意＝都市景観は改善されたか

10756・合併号 【月曜連載】地方財政健全化法の成果と課題（5・完）健全化法等の見直しと今
後の課題＝財務会計のガバナンスの強化を
【月曜隔週連載】地方で稼ごう（32）わざわざ来てくださる人のために＝料理
で人を喜ばせる贅沢
【役所の苦情危機管理術】（14）人を脅かす野生動物の被害＝住民の理解を得
てジビエとして活用を

10757号 【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（19）
退任して半年＝媒体ごとのチェックによるダメ出し、叱咤激励
【役所の苦情危機管理術】（15）高齢者の施設入所で相談を受け付ける窓口対
応＝知識が乏しい住民の本当のニーズを推し量る気配りを
【マイナンバーカード活用】「3分の1」住民に村民証＝DMO核に移住策強化－山
梨県小菅村
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号／刊月 主　　要　　記　　事
地方行政 【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（39）発想の改革（2）なぜ仕事が進

まないか
10758号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（22）オール与党化の地方自治は、学

習と改革を放棄して、腐敗～堺市編（2）
【木曜連載】シティプロモーションの光と影（17）＝相模原市のシティセール
スの背景と具体的取り組み
【市政の課題】川崎市長・福田紀彦氏
【木曜連載】シティプロモーションの光と影（17）＝相模原市のシティセール
スの背景と具体的取り組み
【市政の課題】川崎市長・福田紀彦氏

10759号 【月曜隔週連載】地方で稼ごう（33）5個8400円のミカンを作る＝過疎地から東
京・銀座の高級店に納入
【役所の苦情危機管理術】（16）困惑する消費生活センター＝不満のはけ口で
はない
【住民の足が危ない】「待ったなし」の地域交通再構築＝「他人任せ」脱却
し、計画策定を－国土交通省有識者懇提言
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（40）発想の改革（3）課長が決める
【市政の課題】神戸市長・久元喜造氏

地方財務
11月号 【特別企画】平成30年度仮試算と近年の地方財政の動向

【行財政情報】
●平成30年度地方財政の課題－平成30年度地方交付税の概算要求及び地方債計
画（案）を中心に
●地方公共団体財政健全化法に基づく健全化判断比率等の概要（平成28年度速
報値より）
【今月の視点】
●経営基盤の強化と広域連携
●水力発電所の電力を活用した地域活性化への取り組み－全国初やまなしパ
ワーによる安価な電力供給
●自治体の議員・職員のための行政管理会計入門（3）－費用（その1）

厚生労働
11月号 【特集1】過労死等防止のための基礎知識

●過労死はなぜ起きる？
●過労死等を防止するためのポイント
●国も本気で取り組んでいます
●落語を通じて伝えたい「過労死防止」の大切さ
【特集2】これからの人材育成支援策
●今だから求められる生産性の向上・人材育成
●使ってみよう！国の支援策＆助成金
●キャリア形成のヒントを探しに行こう
【特別企画】就活生も働く人も注目しています 女性の活躍推進に取り組んでい
ますか
【地方の挑戦-先進事例紹介】映画館を再生・活用して高齢者の居場所を創出
（神奈川県厚木市）

WAM
11月号 【特集】スタートした地域医療連携推進法人の取り組み

【福祉・医療最前線】地域住民が核となり、都市公園内に保育所を整備・運営
－宮城県仙台市・社会福祉法人中山福祉会－
【いきいきチャレンジ】市民が主体となった共助による地域支援を推進－鹿児
島県姶良市・特定非営利活動法人Lかごしま－
【WAMレポート】「保育人材」に関するアンケート調査の結果について

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
11月号 【特集】“ゼロエネルギー住宅”最新動向！

●ムリも我慢もしないエネルギー自給自足へ
●戸建に加え、賃貸住宅・マンションでもZEH推進
●人生を豊かに変えるミライリッチな家づくり
●樹脂窓を中心とした改修でゼロエネ住宅実現
●家庭用太陽光発電の経済性…現状と将来展望（自然エネルギー財団：木村啓
二）
【海外ニュース】
【月刊環境自治体eco通信】

都市問題
11月号 【特集1】エネルギー自治の可能性

●再エネで稼いで地域を豊かにする－エネルギー自治の新しい可能性
●「エネルギーの地産地消」は本当によいことなのか？
●広がる再生可能エネルギー100％と日本の市民・地域共同発電所
●地域新電力の現状と課題
●木質バイオマス利用のマネジメント－地域アライアンスモデルの提案
【特集2】自治体公文書管理と情報公開
●これからの自治体公文書管理
●意思形成過程の文書作成と情報公開
●自治体における電子公文書の管理
●文書をどのように残していくか－保存・廃棄・移管をめぐる自治体の取り組
みと課題

河川
10月号 【特集】大河川の歴史（第5回）～淀川・大和川～

●大阪平野の成り立ちと地域の発展
●行基集団の淀川総合開発事業について
●宇治川太閤堤跡から見た秀吉の治水技術と交通網整備
●大和川付け替えの明と暗

九州経済調査月報
11月号 【特集】転換期を迎えた森林・林業・木材産業

●もうからない産業から成長産業へ
●木材需要拡大期における九州の原木流通構造の変化
●九州の再造林問題
●森林経営計画策定の地域性と制度課題～認定率と計画種類について

調査月報
11月号 ●「見つめ直す経営」で成長する

●中小企業における外国語使用の現状と課題
●人材確保に向けた地方ならではの取り組み
●データで見る景気情勢：収益性に改善みられるも、人手不足が影を落とす建
設業

都　　　市　　　問　　　題

産　　　業　・　経　　　済
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