
☆新着雑誌案内☆　～　平成30（2018）年2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
　　　　2044号 （2/28） 【法令解説】

●地域包括ケアシステムの深化・推進と介護保険制度の持続可能性の確保（地
域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律）
●商業捕鯨の実施等のための捕鯨科学調査を安定的かつ継続的に実施（商業捕
鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律）
●〔公文書管理と日本人〕電子メールは行政文書か（瀬畑源）

　　　　2045号 （3/15） 【法令解説】
●スマートフォン等の普及に対応してフィルタリングの利用を促進（青少年が
安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部
を改正する法律）
●「農業災害補償法」から「農業保険法」へ（農業災害補償法の一部を改正す
る法律）
●電子委任状法の制定（電子委任状の普及の促進に関する法律）
●「文化芸術振興基本法」から「文化芸術基本法」へ（文化芸術振興基本法の
一部を改正する法律）
●過疎対策の充実（過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律）

ジュリスト
1516号（3月） 【特集】国際課税の動向と展望

●国際課税の最近の動向について－「グローバル超国家税法」の展望
●タックス・ヘイブン対策税制の動向－デンソー事件を素材に
●米国税制改正の国際的側面
●経済の電子化と租税制度－ヨーロッパの焦燥

判例タイムズ
1444号（3月） ●「国際知財司法シンポジウム2017」の概要報告

●捜査機関が所持する解剖関係の鑑定書の文書提出命令
●［大阪民事実務研究会］文書提出命令の審理・判断における秘密保護と真実
発見

判例地方自治
429号（3月） 【判決紹介】

●藤沢市/行政文書の公開方法を閲覧とする行政処分の取消請求事件（横浜地判
/29.3.1）
●大分県/不正関与者に対する求償権行使懈怠違法確認請求事件（最高（2小）
判/29.9.15）
●摂津市/新幹線車両基地地下水汲上げ差止請求控訴事件（大阪高判/29.7.12）
【条例ナビ】大府市/認知症に対する不安のないまちづくり推進条例

地方議会人
2月号 【特集】持続可能な公共施設

●公共施設等の適正管理のための財政措置
●公共施設の再生と地方議会の役割
●インフラの老朽化と自治体の対応
●広域連携時代における公共施設の運営
●〈現地報告〉千葉県佐倉市におけるファシリティマネジメントの取り組み/公
共施設マネジメントの取り組みについて～邑南町の挑戦～
【教養講座（10）】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（4）（吉田利宏）

法　　　　　　　　　　　　令

議　　　　　　　　　　　　会
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

レファレンス
805号（2月） ●中小企業の新事業展開を通じた産業変革－経営資源を活用した事業転換の促

進が必要－
●同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向－2013年8月～2017年12月、同
性婚を中心に－
●我が国の洋上風力発電をめぐる現状と課題－北九州市、五島市の事例を中心
に－（現地調査報告）
【小特集】「オーストリア憲法の諸相」

地方自治
3月号 ●地方自治法とともに歩む（西尾勝）

●日本国憲法のもと70年、地方自治の相貌
●地方独立行政法人法の一部改正について（7）
●地方自治法施行令の一部を改正する政令について
●地方自治法施行70周年記念式典等の開催について

自治研究
3月号 【論説】

●憲法の視点から見た行政のコントロール（1）
●ドイツにおける放射性廃棄物最終処分場決定手続
●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（2）
　－2012年の国務院意見の解題を中心に
●英国の地方構造改革政策が我が国に与える示唆と課題（7）その先進性と中央
集権制
●「行政計画」私論（1）
【行政判例研究】濫用的な情報公開請求などを通じて市の業務を繰り返し妨害
した者に対する損害賠償および差止請求が認容された事例（平28.6.15大阪地
判）

自治実務セミナー
3月号 【特集】分権時代の条例像

●近年の政策条例に関する一考察　－地域の政策実現の手段として
●条例における立法事実の要素と構築過程
●条例による実効性確保の実際　－ごみ屋敷条例を手がかりとして
●基本法と基本条例
【実務と理論】 政党及び政治資金団体以外の政治団体に対し企業や個人が労務
の無償提供を行うことができるか
【実務講座】免責条例制度
【自治体実務サポート】
●空き家対策～相続人全員が相続放棄をした場合の対応～
●首都圏都市のシビックプライド（2）～無茶で異端　でも最高にワクワクする
企画「シビックパワーバトル」～（千葉県流山市）

地方自治職員研修
3月号 【特集】災害を乗り越える職員の知恵

●災害を乗り越える職員の知恵
●自治体災害対策におけるブレイク・スルー
●石巻×ハケンZENSINプロジェクト
●震災復興の現状と課題
●ささつな公務員の“ゆる募集”
●震災の経験・教訓を明日につなぐ
【最新政策リポート】
●職員の意識改革を組織風土の改善へ繋げる/神奈川県小田原市
●全県利用できる病児・病後児保育の体制構築を目指して/山梨県
●「すごい！鳥取市ワーホリ！」とは!?/鳥取県鳥取市
●障害者チャレンジオフィスのスゝメ/埼玉県所沢市

行　　　　　　　　　　　　政
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
地方自治職員研修 【見せます！議会の底力】課題を持ち寄り改革・活性化の姿を描く/北海道自治

体学会議会技術研究会
【成果を出す！政策実践の流儀】福岡市発 状況を見極めながらミッションを価
値ある形に進める調整力（富士通総研・高橋誠司）
【Topics!】なくなるべき存在から、なくてはならない存在へ/全国夜間中学校
研究会

ガバナンス
3月号 【特集】被災自治体職員の使命－東日本大震災から7年

●被災地・未災地自治体職員の使命－継続する災害と記録
●災害時における行政機能確保と職員組織
●復興を支える職員の経験と課題
●大災害時の自治体議会－東日本大震災7年目に確認しておきたいこと
【スキルアップ特集】わかりやすい報告書を作ろう！
【市民の常識VS役所のジョウシキ】利用される「なり手不足」－議員年金の
「復活」は「ごほうび」？
【議会局「軍師」論のススメ】（24）夜間休日議会は「イベント」なのか？
（清水克士）
【議会改革リポート〔変わるか！地方議会〕】（202）「地方創生時代の政策と
議会の「あり方」を学ぶ」をテーマに地方議会研修会を開催（LM地議連）

自治体法務研究
№52　2018春 【特集】民泊と自治体の役割

●民泊を取り巻く現状と課題
●住宅宿泊事業法の解説
●「民泊条例」をめぐる自治体の動きと民泊活用策
●民泊導入において想定されるトラブルと自治体における対応策
●〔自治体の取組事例〕＝大阪府：国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業
（特区民泊）の運用/新潟県新潟市：特区民泊×田園都市型グリーン・ツーリズ
ムの推進
【条例制定の事例】
●大田区住宅宿泊事業法施行条例
●新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例
【CLOSE UP先進・ユニーク条例】
●富士市ユニバーサル就労の推進に関する条例

日経グローカル
   No.333(2月5日号) 【特集】どうする小学校の英語教育　新指導要領にらみ、現場は試行錯誤

【第2特集】「稼ぐ力」で地域活性化　地元資源を最大限活用、新事業の創出目
指す
【リポート】インバウンド2869万人
【自治体財政　改善のヒント】公園の維持費をどう減らすか
【未来へつなぐ　子育て支援の現場から】東京都大田区・子どもの貧困対策
【変わる介護保険　自治体の課題】今も続く特養の待機者問題

   No.334(2月19日号) 【特集】地域医療に「３つの偏在」解消へ国が具体策、都道府県の役割重要に
【観光再生戦略】大阪の宿泊、早くも供給過剰の懸念
【フォーカス】卸売市場の再編加速へ
【これからの都市防災】巨大災害時の広域避難行動（上）

自治体国際化フォーラム
3月号 【ZOOM UP】可能性を秘めた中央アジア

●日・中央アジア地域間交流に向けて
●日本と中央アジアの経済交流
●日本と中央アジアとの地域間交流の現状と展望
〔現場レポート〕：タウンミーティング～ニューイングランド地方の住民自治
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

J-LIS
3月号 【特集】先進技術を活用した新たな試み

●藤枝市/LPWAネットワークによるIoTのまちづくり
●長野県市町村自治振興組合/利便性とセキュリティを両立するハイブリッドク
ラウド
●豊橋市/最先端技術を活用したケアプランの作成
●倉敷市/データ産業の育成に向けた、地域データの収集・分析・活用事業
●宇城市/RPA導入により、ふるさと納税におけるPC作業ゼロ時間を実現

自治体情報誌D-file
2018.1 ●市が子育て世帯支援で国保料軽減、こども1人につき定額引き下げ（仙台市）

●待機児対策で都がシッター利用補助、月28万円まで所得制限なし（東京都）
●市が3歳児健診時に絵本贈呈、ブックスタートに続きブックセカンド（兵庫県
明石市）
●公営バスで初、市が宅配便乗せ荷客混載本格運行（愛知県豊田市・他）
●資源回収へ「視覚障碍者用袋」、シール貼れば未分別でも回収（長野県長野
市）

自治日報
3935号 ●水道事業広域化で申請案に合意（香川県など）

●財政需要についてアンケート調査（市長会研究会）
●資料＝財政課長等会議総務省説明

3936号 ●民泊条例「普及」と「制限」で対応二分
●東京圏22年連続で「転入超過」（総務省）
●企業移転促進へ地域再生法改正案（政府）

3937号 ●働き方改革で社労士会と初の協定（広島県）
●議会にタブレット端末を導入へ（川崎市）
●農泊事業者支援でファームステイ協設立

3938号 ●18年度予算案、16指定都市でプラス
●被選挙権、一律「20歳以上」案浮上（自民党）
●地籍調査の中間取りまとめ公表（国交省検討会）
【議会】大規模自治体議会の改革を考える（駒林良則）

地方行政
10781号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（34）お上が認める表彰や計画は、人

と地域を骨抜きにする～鹿嶋市編（2）
【木曜連載】議員提案政策条例の現状・課題・展望（8）相次ぐ全国初の議員提
案政策条例（牧瀬稔）

10782号 【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（5）ドラッ
カーが考える公的機関成功の条件＝目的の明確化によるイノベーションの常識
化
【ICTによる道路管理】スマホ道路診断で自治体業務を効率化＝住民対応の肩代
わりも－富士通
【役所の苦情危機管理術】（25）高齢者の運転免許＝特別な講習に対する苦情

10783号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（35）人口誘致も、NHK大河ドラマ誘致
も、手段が目的化～鹿嶋市編（3）

10784号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（36）「定住」志向から、2地域居住な
ど「利用」志向へ～鹿嶋市編（4）
【木曜連載】議員提案政策条例の現状・課題・展望（9）議会の新しい役割とし
て「執行機関のマネジメント機能」（牧瀬稔）

-7-



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
地方行政    10785号 【TPPと地方自治】規制緩和で「公共」崩し民営化：水道、郵便、教育、交通…

広範囲に外資参入？
【月曜隔週連載】地方で稼ごう（37）熱意と考え方と行動力で美容を極める＝
お客さまが遠くからやって来る
【役所の苦情危機管理術】（26）行政への苦情は急速に増える＝裏には、「高
給取り」へのねたみも
【環境セミナー】温暖化対策、地域特性に応じて＝「2度目標」で自治体の役割
重要

10786号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（37）空き家と地方衰退は、シェアリ
ング・エコノミーで解決～鹿嶋市編（5）
【木曜連載】議員提案政策条例の現状・課題・展望（10・完）議員提案政策条
例と議会運営の展望（牧瀬稔）

10787号 【月曜連載NEW】ID地方自治論とガバナンス（1）＝IDからみる政治行動論－何
が総選挙投票率の決め手になったのか
【寄稿】真の「地方創生」を考える＝やり方は従来の振興策、もっと地方の声
生かせ（片山善博）
【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（6）われわ
れのミッションは何か＝われわれは、何によって憶えられたいか

地方財務
3月号 【特集】地方分権改革－提案募集方式の展開

【行財政情報】
●平成30年度地方財政対策等の概要
●平成28年度地方公営企業決算の概要
【今月の視点】
●平成30年度の普通交付税の算定方法の改正等に関する想定問答
●自治体の議員・職員のための行政管理会計入門（7）－費用側に拡張
●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（下）

厚生労働
3月号 【特集1】考えてみよう私自身の健康生活

●数字で見る日本人の健康状態
●何から始める？あなたの生活習慣病対策
●予防が重要！意識で変わるあなたの健康寿命
【特集2】女性の健やかな毎日のために
●女性の健康を守るため、身体の声を聴いてみよう
●座談会：月経不順、やせ過ぎ…現代の女性が抱える問題とは
●お役立ち！「女性の健康推進室ヘルスケアラボ」
【地方の挑戦-先進事例紹介】働く人向け介護相談窓口を開設 仕事と介護の両
立を支援（福岡市）

WAM
3月号 【特集】生活困窮者自立支援法・生活保護法改正に向けて

【福祉・医療最前線】地域包括ケアを充実させる地域連携、在宅医療への取り
組み－広島県福山市・医療法人社団玄同会・小畠病院
【いきいきチャレンジ】孤立する若者の活性化と就労支援－京都府向日市・社
会福祉法人向陵会
【WAMレポート】平成28年度 保育所および認定こども園の経営状況について

地球環境とエネルギー
3月号 【特集】2018年度エネルギー展望

●新しい電力・再エネ事業の方向性が見えてくる年
●2018年度末の再稼働原発は最大9基に
●シェールオイル生産とOPEC減産が綱引き

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
●新しいステージに入った石油業界
●2018年度は都市ガス事業者のさらなる努力が試される
●LPガス業界の課題と展望

都市問題
3月号 【特集1】フクイチ被害、その後－「心の除染」に抗う

●伊達市が勧める「心の除染」の狡猾さ―恐怖心を取り除けば、人は健康でい
られるのか
●原子力災害からの再生－「尊厳」を回復することができる復興政策を
●長期化する原発避難の課題－不可視化と忘却に抗して
●福島原発事故をめぐる裁判の動向
●市民放射能測定所ネットワークが描いた汚染地図－市民科学の旗高く掲げて
●二重基準が跋扈する原発事故の放射性廃棄物政策
●誰のための甲状腺がん検診か－巧みに隠される患者の実像
【特集2】地域と祭り
●祭りの変容－現代社会における祭りとは
●都市祭礼がコミュニティにもたらす影響－ソーシャル・キャピタルの視点か
らの検討
●過疎地域における祭りの存続
●祭りと自治体・自治体職員

河川
2月号 【特集】平成29年の発生災害とその対応

●平成29年の自然災害と国土交通省の対応
●平成29年の天候トピックス
〈九州北部豪雨災害とその対応〉
●九州北部豪雨における河川管理者の対応等について
●被災地域の早期復旧に向けた支援の強化
●九州北部豪雨を受けて－2017年九州北部豪雨災害調査団報告－

九州経済調査月報
3月号 【特集】居住地域の高齢化対応

●違いを生かす社会へ
●「わからない」からはじまる山間地の保険的なむらづくり～死守でも諦めで
もない第三のむらづくり
●ニュータウン地域における高齢化の現状
●無居住化に向き合う住民たち：京丹後市の事例

データ九州
1162号 九州・山口企業の海外進出2017

調査月報
3月号 ●中小企業における外国人雇用の現状と課題

●エコノミックガーデニングによる地域活性化
●データで見る景気情勢～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
●インドの電気自動車化はリキシャから

※ご希望の資料がありましたらご連絡ください（福岡市議会図書室・内線7524）
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