
☆新着雑誌案内☆　～　平成29（2017）年11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
2038号 （11/30） 【法令解説】

●組織的犯罪処罰法の改正（組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関す
る法律等の一部を改正する法律）
●給付型奨学金制度の創設（独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正す
る法律）
●農用地の利用の集積の促進、防災・減災対策の強化等のための土地改良制度
の見直し（土地改良法等の一部を改正する法律）

2039号 （12/15） 【法令解説】
●農業資材価格の引下げと農産物の加工・流通構造の改革による農業競争力の
強化（農業競争力強化支援法）
●国際競争力強化に向けたJAS制度の戦略的活用とJAS法等の一部改正（農林物
資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法
の一部を改正する法律）
●加工原料乳生産者補給金制度を恒久化（畜産経営の安定に関する法律及び独
立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律）
【知財物語】中国との地域ブランド争奪と，地理的表示（GI）制度

ジュリスト
1513号（12月） 【特集】働き方改革の実現に向けて－時間外労働規制，同一労働・同一賃金を

中心に
●働き方改革と法の役割
●働き方改革と人事管理のこれから
●「働き方改革推進整備法」法律案要綱をめぐる論点－「実行計画」からの距
離を測る
【知的財産法とビジネスの種】SNSと著作権

別冊№235 行政判例百選Ⅰ（第7版）
別冊№236 行政判例百選Ⅱ（第7版）

判例タイムズ
1441号（12月） ●那覇家庭裁判所沖縄支部における財産管理案件の運用改善の取組み

●相続開始後の遺産預貯金の払戻しに関する3つの問題の考察－最大決平
28.12.19の影響－

判例地方自治
426号（12月）  【判決紹介】

●堺市・大阪府/不均一課税措置の差止等住民訴訟事件（大阪地判/28.9.8）
●茨城県/青少年有害図書指定取消請求事件（水戸地判/28.9.29）
●大分県/教員採用決定取消処分取消請求控訴事件（福岡高判/29.6.5）
【はんれい最前線】生徒に対する自宅謹慎指導で国家賠償請求
【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（2）
【条例ナビ】岡山県総社市/大規模災害被害者の受入れに関する条例

地方議会人
11月号 【特集】未来を見据えた介護と福祉

●2018年度スタート「第7期介護保険事業計画」における市町村「地域マネジメ
ント」の重要性
●今、問われる介護保険の課題－長期展望での改革の必要性
●課題山積の認知症ケア （現地報告：高齢者の社会参加で介護予防・稲城市/
富士見町における地域包括ケアシステムの構築・富士見町）

法　　　　　　　　　　　　令

議　　　　　　　　　　　　会
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
【議会紹介】自治法70周年＝国会と地方議会＝（田口一博）
【教養講座（7）】議会基本条例を議会に活かす・住民に活かす－行政監視から
政策提案へ（1）（吉田利宏）

レファレンス
802号（11月） ●ヨーロッパ君主国における王位継承制度と王族の範囲

●外国につながる子どもの学校教育
●イタリア共和国憲法と緊急事態

地方自治
12月号 ●継承されるべき地域づくりの理念と自治のこころ－一村一品運動，ふるさと

創生，地方創生そして地域主義へ
●地方独立行政法人法の一部改正について（4）
●「地方議会・地方議員に関する研究会」報告書について
●地域自治組織のあり方に関する研究会報告書の概要について

自治研究
12月号 【論説】

●新しい「警察法理論」への実務の期待〔第17回行政法研究フォーラム－行政
法理論と実務の対話（1）〕
●「警察権の限界」論の再定位〔第17回行政法研究フォーラム－行政法理論と
実務の対話（1）〕
●都市計画・まちづくりに関する近年の課題・取組と行政法研究への期待〔第
17回行政法研究フォーラム－行政法理論と実務の対話（1）〕
●ドイツ脱原発法一部違憲判決
●市民主導のアメリカ自治体改革・市政改革の動向（7）
【資料】まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016改訂版）（9）

自治実務セミナー
12月号 【特集】公共経営とPPP/PFI

●公共経営政策におけるPPP/PFIの活用（上）
【特別講座】続・「地方創生」実行・実現へ向けて（8）
【実務講座】
●子ども・子育て支援新制度と認定こども園の財政措置
【実務演習】
●臨時的任用
●議会の委任による専決処分
【自治体実務サポート】名古屋市における条例の制定過程について

地方自治職員研修
12月号 【特集】人口減少時代の都市づくり～新しい土地利用を描く

●縮小年都市の実相と今後の土地利用制度
●都市計画行政における権限委譲の現時点
●都市農地の保全・活用に向けて
●「伊豆市の新しい都市計画」実現に向けて/伊豆市
●サ高住立地誘導の推進に向けた税優遇/新潟市
【最新政策リポート】
●指定管理者制度の運用改革/掛川市
●医療的ケア児者への支援に向けて/宮城県
●「特別の教科　道徳」をどう受け止めるか－教育現場からの提言－
【見せます！議会の底力】地方議会のあり方を見据え更なる活性化を目指す/浦
幌町議会

ガバナンス
12月号 【特集】地域のガバナンス（共治）はいま

●自治体の協働政策と地域ガバナンスの未来
●地域コミュニティの活性化と地域自治組織

行　　　　　　　　　　　　政
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
ガバナンス ●市民協働条例の到達点と今後の展開

●公共サービスの外部化・民営化の進展と地域共治（ガバナンス）による公共
サービスの管理
【スキルアップ特集】プロボノと自治体職員
●働き方改革につながる自治体職員のプロボノ
●2枚目の名刺を持とう！－職場外の活動でキャリアの自律を
【議会局「軍師」論のススメ】（21）議会改革の「真理」はひとつなのか？
（清水克士）
【議会改革リポート〔変わるか！地方議会〕】（199）分権時代の地域政党のあ
り方をめぐって活発に議論（ローカル・ガバナンス学会，地域政党サミット）
【付録】『職場の問題解決！事例で学ぶ人財マネジメント講座』高嶋直人著

自治体法務研究
№51　2017冬 【特集】働き方改革と自治体

●働き方改革と自治体
●働き方改革の方向と理念
●地方自治体における働き方改革の推進
●女性活躍推進法施行後の現状と課題
●2020年に向けた働き方改革（テレワークの導入）
●自治体の取組事例（横浜市/女性職員の活躍推進・鳥取県/鳥取県における
「働き方改革」・福島県郡山市/郡山市STANDARD・堺市/堺市職員「働き方改
革」プラン”SWITCH”策定）
【条例制定の事例】龍ケ崎市長，副市長及び教育長の育児等と公務に関する条
例
【CLOSE UP先進・ユニーク条例】
●大津市議会意思決定条例/滋賀県大津市
●埼玉県虐待禁止条例/埼玉県
●特定異性接客営業等の規制に関する条例/東京都
【条例情報フォルダ】
【地方自治判例情報】

日経グローカル
 No.327(11月6日号) 【特集】阪大トップ、関西勢が健闘[大学の地域貢献度調査]国立大上位に

【フォーカス】非正規公務員の待遇
【自治体財政改善のヒント】失敗しない業務仕分けの着眼点
【地域を磨き産業振興】お節介こそ企業支援の神髄
【未来へつなぐ子育て支援の現場から】東京都福生市・待機児童2年連続ゼロ
【変わる介護保険自治体の課題】「在宅重視」は薄れていく

 No.328(11月20日号) 【特集】地域観光の司令塔，日本版DMO始動［候補法人調査］人材不足，自主財
源確保など課題多く
【リポート】大学調査から（上）地域を超えた大学間の協力
【自治体財務改革　基本と実践】予算編成改革（中）集権化と分権化
【地域論壇】拡大する財政調整基金

自治体国際化フォーラム
12月号 ZOOM UP　医療通訳事情（東京オリンピック・パラリンピックに向けて拡大する

ニーズ）
●医療通訳士が活躍できる社会をめざして
●外国人患者受入れ体制の整備に関する厚生労働省の取り組み
●京都市における医療通訳派遣事業の取り組みについて
●神奈川の医療通訳派遣システム～16年間を振り返って～
●医療業界における多言語電話通訳センターの取り組み

J-LIS
12月号 【特集】業務プロセス改革

●情報系システムのクラウド化による業務改革/北海道森町
●電子決裁等のICT利活用による業務改革とペーパーレス化/三重県松阪市
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
●PCの強制シャットダウンによる長時間労働の抑制/大阪府寝屋川市
●テレワーク環境の構築と運用，インターネット分離への対応/千葉市
●業務プロセス見直しに向けた考え方と進め方/総務省地域情報化アドバイザー

自治体情報誌D-file
2017.10（上） ●市が再犯防止条例で認知症・障害者の元受刑者へ就労・福祉支援（兵庫県明

石市）
●墓じまい付き公営墓地、10年後樹木葬に改葬の選択も（新潟市開発公社）
●市が障害者の在宅就労仲介窓口、ICTで行う仕事受注し振分（神戸市）
●不在配達先に、区施設に24時間宅配受ける無料ロッカー設置（東京都世田谷
区役所・他）
●区が時差勤務導入、理由問わず1カ月単位で申請可能に（東京都豊島区）
●潜在保育士活用へ、市が短時間雇用のトライアル制度導入（山口県周南市）
●県議会が議長定例記者会見、議会改革や審議内容を報告（鳥取県）

2017.10（下） ●県が弱視の早期発見へ独自対策，3歳児健診に手引書（群馬県）
●知的障害者の投票支援へDVD，市選管が監修し障害者団体作製（東京都狛江
市・他）
●県が子供の全死亡例検証，国もチャイルド・デス・ビュー試行へ（厚生労働
省・愛知県・他）
●23区初，ごみ減量へ陶磁器製食器をリサイクル，職員が手選別で（東京都墨
田区）
●市役所におくやみコーナー，年金・相続など案内に職員3人配置（三重県松阪
市）

自治日報
3922号 ●月給42、ボーナス45都道府県で増額

●若手の政策提言で国交相と意見交換（国交省）

●早期のPB黒字化達成を提言（経財諮問会議）
3923号 ●職員の再就職窓口一本化へ紹介所（高知県）

●消防団の人材確保で新組織提案（消防庁）

●知事会見をAIで要約する実験開始（徳島県）
3924号 ●憎悪表現の事前規制へ全国初の指針（川崎市）

●要介護認定改善率を指標案に提示（厚労省）

●マイナンバー「情報連携」が本格スタート
3925号 ●検討会設置で将来ビジョン議論へ（新潟）

●地方自治法70周年式典で大臣表彰（総務省）

●自治体のシェアエコ活用にTF（総務省）

地方行政
10760・合併号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（23）観光をブラック産業にする地方

は衰退する～堺市編（3）
【木曜連載】シティプロモーションの光と影（18）＝独自の価値観を持つシ
ティセールスの取り組み
【地球温暖化対策】トップダウン・アプローチによる排出量取引制度の導入に
向けた課題＝今後高まる自治体における必要性

　　10761号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（24）箱物（ハード）の集客を高める
鍵は、ソフトの切り口～堺市編（4）
【木曜連載】シティプロモーションの光と影（19）＝進化・深化するシティプ
ロモーション
【木曜連載 NEW】廃校でまちおこし～廃校は「終わり」ではなく「始まり」
（1）廃校が地産地消の味噌工場に＝全国の廃校をめぐる現状と雇用創出につな
がる廃校活用事例
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
地方行政　　10762号 【月曜連載 NEW】地域の変革と協働型プログラム評価（1）「協働」の概念再考

と評価＝協働事業と参加型評価の親和性に着目して
【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（20・
完）1000日戦争の終焉＝組織的な広報力向上を阻むものは何か
【役所の苦情危機管理術】（17）税務課の対応力＝納税者に納得いただく説明
と毅然とした態度を
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（41）発想の改革（4）課長が変える

10763号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（25）地域ブランド化は、ブランド論
の誤解で、失敗する～堺市編（5）
【木曜連載】シティプロモーションの光と影（20・完）＝シティプロモーショ
ンを進めるための注意点
【木曜連載】廃校でまちおこし～廃校は「終わり」ではなく「始まり」（2）廃
校が酒場、養殖・加工工場に＝地域の豊かな自然を生かした廃校活用事例

10764号 【月曜連載】地域の変革と協働型プログラム評価（2）協働型プログラム評価の
事例＝“評価プロセス”の共有によるステークホルダーへの影響
【月曜隔週連載】地方で稼ごう（34）今治タオルによる地方創生＝産地組合一
丸となってブランド構築
【役所の苦情危機管理術】（18）市民に嫌われる不遇の部署の嘆き＝督促は記
憶に残る話法で柔らかく圧力を
【月曜連載】明るい公務員講座（中級編）（42・完）良い課長になるための教
訓・総集編

10765号 【月曜連載】地域の変革と協働型プログラム評価（3）公益活動の「社会的イン
パクト」の評価＝資金提供者と事業実施者の接近
【連載】新・地域力と地域創造（26）海外の個人客を対象とした観光ツーリズ
ム＝和歌山・田辺市熊野ツーリズムビューロー
【月曜隔週連載 NEW】　ドラッカーを参考に，行政経営のイノベーション（1）
住民の幸福を創造するマネジメント＝経営のイノベーションへの挑戦の始まり

10766号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（26）役所に最も必要な「批判に向き
合う勇気と力」～堺市編（6）
【木曜連載】廃校でまちおこし～廃校は「終わり」ではなく「始まり」（3）廃
校がテーマパークに＝6次産業化に成功した廃校活用事例
【木曜連載 NEW】議員提案政策条例の現状・課題・展望（1）活発化する議員提
案条例の動向とその目的

地方財務
12月号 【特別企画】東日本大震災に対する税制上の措置とその特徴

【今月の視点】
●自治体の議員・職員のための行政管理会計入門（4）－費用（その2）
●国庫制度と指定金融機関の関係に関する考察
●公共施設マネジメントの現段階（上）－現状と課題

厚生労働
12月号 【特集1】最新『労働経済の分析』を読み解く

●解説『労働経済の分析』のポイント
●イノベーションの現状と促進に向けた課題とは？
●AIの進展は，雇用にどんな影響をもたらすのか？
●働き方を巡る環境の変化とワーク・ライフ・バランスの実現に向けて
●技術革新に伴う働き方の多様化と課題
●作成担当者に聞く！「日本の今」
【地方の挑戦-先進事例紹介】さまざまな職種と手をとり高齢者虐待防止や早期
対応へ（千葉県松戸市）
【特別企画】2017ジャパン×ナントプロジェクトレポート
【我が町の認知症サポーター】川崎市立宮前図書館（神奈川県川崎市）図書館
員が地域住民を家族や地域包括支援センターと見守る

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

WAM
12月号 【特集】介護と障害の「共生型サービス」が創設される

【福祉・医療最前線】医療法人社団慈恵会 新須磨病院
【いきいきチャレンジ】平成29年度WAM助成ファーラム報告
【WAMレポート】心身障害者扶養保険事業の概要および実施状況について

地球環境とエネルギー
12月号 【特集】COP23特集　2020年“パリ協定”始動に向けて

●2020年に向けて…温暖化対策をめぐる潮流
●米国のパリ協定離脱表明と中国の気候変動対策
●カーボンプライシングをめぐる国内外の動向
●2018年9月公開予定のIPCC1.5℃特別報告書
【海外ニュース】
【月刊環境自治体eco通信】

都市問題
12月号 【特集1】ギャンブル依存症とIR

●日本はすでにギャンブル大国
●民間のカジノ導入－日本政府に覚悟はあるか？
●IRで地域経済は再生するのか－地域経済政策としての正統性を問う
●人口のトリック/調査のレトリック
●地方議員が提言するギャンブル依存症対策
【特集2】介護保険をめぐる現状
●介護保険制度の理念と運用実態
●介護保険財政の膨張への対応とその限界
●「地域包括ケア」の歩みと，解決すべき課題
●高齢者の住まいとしてのサービス付き高齢者向け住宅の現状と課題
●地域包括ケアシステムの構築に向けた地方の自由度発揮の可能性

河川
11月号 【特集】河川法改正20年

●これまでの河川整備・河川管理と今後の期待
●河川政策と社会的合意形成
●異常渇水時における円滑な水利調整
●不法係留船対策の取り組みについて

九州経済調査月報
12月号 【特集】九州の不動産

●地震大国・日本で見直される木の家づくり
●九州の土地取引の変化
●福岡のオフィスマーケット動向～極端な供給不足の招いた未曽有の低空室率
時代
●民泊施設への不動産投資収益を左右する条例制定進捗状況

調査月報
12月号 ●顧客価値イノベーションによる価値づくり経営

●天候が小企業の景況に与える影響－「全国中小企業動向調査・小企業編」に
よる分析－
●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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