
☆新着雑誌案内☆　～　平成30（2018）年1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
2042号 （1/30） 【法令解説】

●人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスの整備を図る
（地方自治法等の一部を改正する法律）
●第7次地方分権一括法（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）
●地方公務員の臨時・非常勤職員の任用適正化と処遇確保（地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律）

2043号 （2/15） 【法令解説】
●幅広い分野での「外国人材」の受入れを促進（国家戦略特別区域法及び構造
改革特別区域法の一部を改正する法律）
●原子力安全規制の一層の充実（原子力利用における安全対策の強化のための
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法
律）
●福島の復興・再生の更なる推進のための法整備（福島復興再生特別措置法の
一部を改正する法律）

ジュリスト
1515号（2月） 【特集】機関投資家とコーポレート・ガバナンス

●スチュワードシップ・コードの理論的考察
●議決権行使結果の開示
●機関投資家とアクティビズム
【不動産法の最前線】高齢者の居住をめぐる現代的課題（矢田尚子）

判例タイムズ
1443号（2月） ●［大阪民事実務研究会］準共有株式の権利行使をめぐる諸問題－最判平成27

年2月19日民集69巻1号25頁の検討を中心として－
●嫡出否認、父子関係不存在確認の適正裁判手続
【判例紹介】公職選挙法14条、別表第3の参議院（選挙区選出）議員の議員定数
配分規定の合憲性（最高裁大法廷平29.9.27判決）

判例地方自治
428号（2月） ●東京都/公共工事の施工中止に関する損害賠償請求事件（東京地判/28.8.25）

●吹田市/太陽光発電設備設置工事請負契約に係る住民訴訟事件（大阪地判
/29.5.19）
●熊本県/公健法に基づく障害補償費の不支給決定取消請求事件（最高（2小）
判/29.9.8）
【はんれい最前線】教員採用試験で県教委の不正発覚、合格者の採用決定取消
し
【自治体法務の風を読む】事件・事故対応と第三者委員会
【法律相談】適切に管理されていない空家への対応
【条例ナビ】大田区/住宅宿泊事業法施行条例

地方議会人
1月号 【特集】2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた地域活性

化の取り組み
●ホストタウンによる地域活性化
●地域の魅力を世界に発信
●スポーツツーリズムとインバウンド観光

法　　　　　　　　　　　　令

議　　　　　　　　　　　　会
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
●2020年FIFAW杯のキャンプ地から学ぶ地域活性化の方策と2020年に向けた課題
【教養講座（9）】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（3）（吉田利宏）

レファレンス
804号（1月） ●牛海綿状脳症（BSE）対策の経緯と現状

●我が国の外国人労働者
●カナダ自由党の組織改革－「党費徴収なき政党」への道程
●地域経済の活性化に向けた金融行政の取組－「地域密着型金融」の成果と課
題
●地域金融機関による「地域密着型金融」への取組の現状－九州地方における
取組事例を踏まえて－（現地調査報告）
●在日米軍駐留経費の現状（資料）

地方自治
2月号 ●18歳・19歳の投票率について

●地方独立行政法人法の一部改正について（6）
●町村議会における議会活性化の取組等について
●都市圏からのサテライトオフィス誘致による地域の活性化について
●フランスにおける地方分権の現代的展開－多様化と政治・行政文化の変容に
関する試論（2）

自治研究
2月号 【論説】

●市民主導のアメリカ自治体改革・市政改革の動向（8）－都市自治学序説
●フランスにおける国の命令制定権と地方自治体の命令制定権の関係（1）－
2012年の国務院意見の解題を中心に
●条例制定に対する国家監督権の限界と自律的統制の強化〔韓国地方自治法制
の主要課題と未来（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（5・完）
【研究】公務員の対外的賠償責任に関する試論的考察（4）

自治実務セミナー
2月号 【特集】続・公共経営とPPP/PFI

●公共経営政策におけるPPP/PFIの活用（下）
●PPP/PFIの自治体への導入にかかる法的論点－「P」の因数分解
【特別講座】続・「地方創生」実行・実現へ向けて（10）
【実務と理論】
●市立中学校の給食の献立作成を契約により他の市に任せてもよいか
●市は雇用契約により職員を採用できるか
●大学教授から研究のためとして選挙人名簿の閲覧要求があった中にDV被害者
が含まれていた場合どうしたらよいか
【実務講座】激甚災害と地方債
【自治体実務サポート】首都圏都市のシビックプライド（1）～大都市・横浜で
シビックプライドをいかに醸成するか～
【現場からのレポート】大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例（下）

地方自治職員研修
2月号 【特集】AI/データ/エビデンス

●エビデンスに基づく政策とは
●自治体AI政策の動向と論点
●未来カルテを用いた未来ワークショップの試み
●AI時代の自治体監査
●クラウド時代の個人情報管理と官民データ連携
【見せます！議会の底力】議会図書室の機能強化で議会力アップ/愛知県田原市
議会

行　　　　　　　　　　　　政
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

ガバナンス
2月号 【特集】「関係人口」と自治体－人口対策・第三の道

●関係人口という未来
●「関係人口」の捉え方と自治体の役割
●地域の人が関係人口をつくる
●「未来カルテ」から人口対策を考える
【スキルアップ特集】業務効率を高めるタイムマネジメント
●今日からできる！業務効率を高めるタイムマネジメント
●管理職に求められるタイムマネジメント
●働き方改革プランを策定し残業時間20％削減を目指す/堺市
【議会局「軍師」論のススメ】（23）議会報告会が住民参加の「本丸」なの
か？（清水克士）
【議会改革リポート〔変わるか！地方議会〕】（201）「議会の力」を実感する
市民を点から線へ、そして面へ（福島県会津若松市議会）

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】
【CLOSE UP先進・ユニーク条例】
【条例情報フォルダ】
【地方自治判例情報】

日経グローカル
 　No.331(1月1日号) 【特集】人口減少時代の自治体経営［全国首長調査］子育て支援を重視

【フォーカス】交付税，トップランナー方式の影響
【変わる介護保険　自治体の課題】広がらない「24時間訪問サービス」
【11月のセミナー報告】公共施設更新問題への挑戦－神奈川県秦野市の取り組
みと日本のハコモノ事情から

 No.332(1月15日号) 【特集】漁業の停滞破る「地域力」資源保護と成長産業化の両立へ
【霞が関底流伏流（厚生労働省）】地方の医師不足解消検討　2年後、診療報酬
加算か
【フォーカス】ラグビーW杯で豪華観戦プログラム上陸
【リポート】好調な沖縄経済
【グローバルリポート】ASEANの観光インバウンドにSNS活用を
【自治体経営を考える】地方議会の条例制定権　保障強化を

自治体国際化フォーラム
2月号 ZOOM UP　JETふるさとビジョンプロジェクト

●元JET参加者による新たなビジョン
●プロジェクト報告
　〇神楽と陶芸を通して石見地方の魅力を共有（島根県浜田市）
　〇架け橋を創る：愛媛県の日本酒inケベック（愛媛県）
　〇大分の竹細工の文化や伝統（大分県）
　〇「クール北九州」北九州の魅力を世界に発信（北九州市）
●元JET参加者活用の可能性

J-LIS
2月号 【特集】バリアフリー社会の実現

●障がい者の社会参加を促進するためのICT機器利活用支援/東京都
●ICTを活用した障がい者向け就労支援機関を設立/神戸市

-4-



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
●聴覚障がい者に向けた、タブレット端末による窓口支援/埼玉県飯能市
●バリアフリー対応の移動経路や施設の情報等を提供するナビシステム/国土交
通省
●特別解説：ICTを活用した障がい者支援の実情と実践/新潟大学工学部・林豊
彦

自治体情報誌D-file
2017.12（上） ●児相の全ての虐待情報を事件性問わず警察に提供、全国初（茨城県）

●市が落ち葉銀行、家庭から市に搬入して堆肥と交換のポイントに（埼玉県志
木市）
●水源保全へ条例、府が企業の取水事前許可制に、違反に罰則（京都府）
●区が規制を上乗せし民泊条例制定、住宅専用地域では全面禁止（東京都大田
区）
●県が来年度SNSいじめ相談を導入、電話SOSと両輪で充実図る（神奈川県）
●市が2学期制を全小中で3学期制に、保護者・生徒の満足度低く（愛知県豊橋
市）

2017.12（下） ●待機児童対策で都がベビーシッター利用料補助へ、育成支援も（東京都）
●市が県内初の障害者共生条例、難病者含め移動支援なども明記（秋田県秋田
市）
●市が公共看板マニュアル、景観配慮し統一デザインや設置ルール（兵庫県西
宮市）
●市が認知症安心条例、保険料負担し損害賠償へ、全国2例目（愛知県大府市）
●公園墓地の無縁化防止へ、市が墓じまい補助し再分譲へ（群馬県太田市）

自治日報
3931・32合併号 ●全国初の「遺留金」活用条例制定へ（神戸市）

●大規模災害団員導入で報告書案（消防庁）

特集＝マイナンバーの社会基盤化着々と
3933号 ●採用方法の見直しで初会合（神戸市）

●共助の課題解決で取りまとめ構成案（国交省）

●公立病院改革推進の報告書公表（総務省）
3934号 ●公共交通網再編方針の素案公表（岩手県）

●ふるさと知事ネットで防災など協議

●サイバーセキュリティ戦略で「考え方」（政府）

地方行政
10774号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（30）顧客ニーズからのみ，価値は創

造できる～下諏訪町編（4）
【景観ワンポイント講座】（15）メタボリズムの建築とは＝中銀カプセルタ
ワービルに見る
【木曜連載】議員提案政策条例の現状・課題・展望（5）戸田市議会における議
員提案政策条例の実践と見えてきた課題

10775号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（31）できない理由（批判されそうな
こと）を先に探すな～下諏訪町編（5）
【木曜連載】議員提案政策条例の現状・課題・展望（6）長岡市議会における議
員提案政策条例の取り組みと課題
【特集】2018年度地方財政対策：一般財源総額、過去最高＝臨時財政対策債は
減少

10776号 【月曜連載】トランジション・マネジメントの時代（4・完）日本におけるトラ
ンジション・マネジメントの実践＝新興住宅地におけるワークショップ事例
【月曜隔週連載】地方で稼ごう（35）地域おこし協力隊員から「地域のコトづ
くり会社」社長へ（上）＝「楽観性、行政の道筋づくり、行政への歩みより」
背景に起業
【役所の苦情危機管理術】（22）有料廃棄物の不法投棄＝通報者との連携で取
り締まりを

10777号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（32）地域ブランドと、ぼったくりは
紙一重～下諏訪町編（6）
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
地方行政 　　10778号 【連載】新・地域力と地域創造（27）東京・谷中で人気急騰、街をホテルにす

るプロジェクト＝木造アパートをリノベーションした宿を拠点に旅行者が銭
湯、飲食店を回遊
【月曜隔週連載】ドラッカーを参考に、行政経営のイノベーション（4）ドラッ
カーが考える公的機関不振の原因＝組織内ではなく組織外の成果を追求し、廃
棄と創造に挑もう
【役所の苦情危機管理術】（23）花見時はいつなんだ！＝「咲いている花が少
ない」というクレームへの対処

10779号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（33）市町村合併で、地方は個性を無
くして、衰退～鹿嶋市編（1）
【木曜連載】議員提案政策条例の現状・課題・展望（7）議会規模の大小に限ら
ず活発化する議員提案政策条例

10780号 【活用推進法施行から半年】自転車政策の新たな展開に向けて＝東京で研究者
らがシンポジウム
【月曜隔週連載】地方で稼ごう（36）地域おこし協力隊員から「地域のコトづ
くり会社」社長へ（下）
【地域力創造で事例紹介】地域の6次産業化、農家民泊を推進＝活性化伝道師、
創造アドバイザーによる報告会
【役所の苦情危機管理術】（24）モデルに言い寄る困ったカメラマン＝自治体
の花祭りで「住所を教えて」

地方財務
2月号 【特別企画】平成30年度地方財政・総額確保に関する想定問答

【行財政情報】
●基金の積立状況等に関する調査結果の概要
●平成28年度地方公共団体普通会計純計決算の概要
●平成28年度都道府県普通会計決算の概要
●平成28年度市町村普通会計決算の概要
【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（6）－収益側に拡張
●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」（3）
●環境・観光・健康産業等の市場規模から見た持続可能な戦略的地方創生への
道－地域ポテンシャルを活かした次世代型地域活性化策（中）

厚生労働
2月号 【特集】労働者の健康は財産です！

●インタビュー：今、健康に企業が注目する理由
●事例：職場を元気にしました！
●How to：4ステップで学ぶコラボヘルスの進め方
【地方の挑戦-先進事例紹介】既存資源を活用して地域で雇用を生み出す （栃
木県那須烏山市）
【海外情報】ミャンマー連邦共和国－ミャンマーを取り巻くさまざまな課題

WAM
2月号 【特集】社会福祉法人制度改革のその後

【福祉・医療最前線】地域に密着したコンパクトな病院を目指して－東京都東
久留米市・医療法人社団山本・前田記念会前田病院
【いきいきチャレンジ】地域共生社会の実現に向けひとり親や生活困窮者を支
援－岡山県笠岡市・認定NPO法人ハーモニーネット未来
【WAMレポート】平成28年度　病院の経営状況について

地球環境とエネルギー
2月号 【特集】始動！日本版シュタットベルケ

●シュタットベルケの仕組みと日本での可能性
●日本シュタットベルケネットワークが目指すもの

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
●スマートウェルネスタウンで天然ガス活用のエネルギーサービス
●エネルギーの地産地消と地域活性化
●エネルギー地産地消と資金の地域内循環をめざして
【海外ニュース】
【月刊環境自治体eco通信】

都市問題
2月号 【特集1】「食品ロス」にどう向き合うか

●食品ロスをめぐる世界各国の動向、および日本への示唆
●企業による食品ロス削減の試み－広がる商習慣の見直し
●食品ロスと消費者の意識・行動－家庭ごみ細組成調査等の分析から
●「あいあいねっと」の活動からみた食品ロスの実態と今後のフードバンクの
あり方
●「おいしい食べきり運動」の可能性－自治体がつなぐ市民・事業者との連携
【特集2】自治体基金の行方
●地方財源の年度間調整と基金のあり方
●地方自治体の財源保障と基金
●市町村合併と基金残高累増問題
●災害対応と自治体基金
●地方財政における自治体基金と公会計制度
【研究報告論文】子育て世代包括支援センターに関する一考察

河川
1月号 【特集】大河川の歴史（第6回）～吉野川～

●吉野川水系の治水計画・事業の経緯
●「未来へ紡ぐ“OUR（あわ）の水”管理条例」について
●吉野川の水利用
●コウノトリとまちづくり
【かわまちづくりリレーレポート】笛吹川の水辺を活用した賑わいの創出（山
梨県笛吹市）

九州経済調査月報
2月号 【特集】九州経済の見通し

●多様な「育ちのサードスペース」を（福岡市科学館館長・伊藤久徳）
●4年連続のプラス成長
●地域再生と日本経済

調査月報
2月号 ●中小企業がもつ先行き不透明感と経営への影響

●ユーザーイノベーション－革新をもたらす顧客たち－
●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、
緩やかな回復が続く見通し
●ブランド認定で世界に羽ばたくものづくり中小企業を応援/川崎商工会議所

都　　　市　　　問　　　題

産　　　業　・　経　　　済
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