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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
　　　　2046号 （3/30） 【法令解説】

●民泊新法の制定（住宅宿泊事業法）
●土壌汚染に関する適切なリスク管理の推進（土壌汚染対策法の一部を改正す
る法律）
●バーゼル法の改正（特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部
を改正する法律）

　　　　2047号 （4/15） 【法令解説】
●次世代医療基盤法（医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に
関する法律）
●専門職大学及び専門職短期大学の制度化（学校教育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）
●外航クルーズ船の受入拠点の形成の推進（港湾法の一部を改正する法律）
●機微技術の違法流出を防ぐ（外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法
律）

ジュリスト
1517号（4月） 【特集】景品表示法の現状と課題

●適正な表示と景品表示法
●取引先等に原因のある不当表示と景品表示法
●課徴金・返金措置制度導入後の景品表示法違反事例の検討
●適正な景品と景品表示法
●eスポーツ大会における賞金提供と景品規制

判例タイムズ
1445号（4月） ●［大阪民事実務研究会］近時の判例等を踏まえた動機の錯誤の検討

●建築関係訴訟・調停の現状と課題

判例地方自治
430号（3月） 29年索引・解説号 　地方自治体をめぐる判例の動き
431号（4月） 【判決紹介】

●海老名市/駅前自由通路利用に係る命令の取消等請求事件（横浜地判
/29.3.8）
●東京都/措置入院決定取消請求事件（東京地判/29.2.7）
●東松島市/東日本大震災の津波被害に係る国家賠償請求事件（仙台高判
/29.4.27）
【特別寄稿】行政代執行法2条にいう「当該行政庁」の意義（宇那木正寛）
【短期連載　障害者差別解消に向けたファーストステップ】（1）障害者差別解
消法とは
【法律相談】空家特措法に基づく勧告の処分性

地方議会人
3月号 【特集】議会BCP（業務継続計画）

●議会の危機管理
●災害時における議会・議員の役割の基本的考察
●災害時における議会の行動指針の策定状況について
●〈現地報告〉：災害発生！そのとき議会は？～「芽室町議会BCP」は機能した
のか/被災体験と、議会議員の行動指針について（岩手県陸前高田市）/大分市
議会の災害対策～議会BCP（業務継続計画）の取り組み～

法　　　　　　　　　　　　令

議　　　　　　　　　　　　会
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
【教養講座（11）】議会基本条例を議会に活かす・住民に活かす－信頼できる
議会を目指して（1）（吉田利宏）

レファレンス
806号（3月） ●オバマ政権下の米国の気候変動対策

●国税と地方税の相互依存関係についてどのように考えるか－地方税支払額の
「国税からの所得控除」と租税外部効果－
●フランス地方税財政の近年の動向－住居税の見直し等をめぐって－
●イタリアの国家予算制度－近年の制度改革を反映して－

地方自治
4月号 ●子供の貧困問題における地方公共団体の役割・対策について

●地方独立行政法人法の一部改正について（8）
●地方分権改革提案募集方式の傾向・課題と、「平成29年の地方からの提案等
に関する対応方針」について（上）
●「地域の元気創造」全国市町村長サミット2017in熊本について
●マクロン大統領によるフランスの地方自治制度改革に関する動向（1）

自治研究
4月号 【論説】

●現行法解釈における“法論理”－地域自治法の条理解釈を主にして
●ペーター・へーべルレ傘寿を祝して（1）－コンテクスト主義の法理論
●憲法の視点から見た行政のコントロール（2・完）
●市民主導のアメリカ自治体改革・市政の動向（9）－都市自治学序説
●アメリカにおける空き家対策（1）－先進的な取組みに学ぶ
●公務員の対外的賠償責任に関する試論的考察（5・完）
【資料】まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016改訂版）

自治実務セミナー
4月号 【特別講演】戦後日本の自治と統治－機関委任事務の変遷を中心に（辻山幸

宣）
【自治体実務サポート】首都圏都市のシビックプライド（3）シビックパワーバ
トルを超えて
【優秀論文】地震災害時における受援体制の構築（人的資源）
【現場からのレポート】野洲市くらしささえあい条例（上）

地方自治職員研修
4月号 【特集】若い職員へ何を伝えるか

●自治体学とは何か（金井利之）
●分権時代を生きているか（山口道昭）
●「こわい職員」に学ぶ（嶋田暁文）
●私の「働き方改革」試論（荒木田岳）
【最新政策リポート】
●気づきから行動へ～社会のひずみを知る、向かい合う
●実務で活きる！重要・改正法対応のポイント
●なるぞ会議の達人！ 
【Topics!】地方議員による「審議会」委員の実態とその問題点 
【見せます！議会の底力】議会によるシティセールス/山口市議会

ガバナンス
4月号 【特集】自治体職員の魅力をどう高めるか－人手不足時代の自治体人材マネジ

メント
●人手不足時代に「選ばれる」自治体の条件
●厳しさを増す採用環境
●就職先としての自治体
●魅力ある職場づくりは非正規の雇用安定と処遇改善から

行　　　　　　　　　　　　政
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
●公務員が「カッコイイ職業」になれば社会が変わる
【スキルアップ特集】地域に出てわがまちをもっと知ろう！
【議会局「軍師」論のススメ】（25）議選監査委員制度は「レガシー」なのか
（清水克士）
【議会改革リポート〔変わるか！地方議会〕】（203）若者の意見などを踏ま
え、より住民目線でわかりやすい「議会だより」へ（熊本県大津町議会）
【自治・地域再興】「チーム議会」で政策に強い議会に（寺島渉・前長野県飯
綱町議会議長

日経グローカル
   No.335(3月5日号) 【特集】大規模災害、地域力で向き合う住民主体のネットワークづくり進む

【グローカルインタビュ－】復興需要後の活性化のカギは（岩手県大船渡市長/
戸田公明）
【フォーカス】復興予算はどう使われたか
【変わる介護保険】医療の「介入」目立つ新介護報酬

   No.336(3月19日号) 【特集】道半ばの地方版総合戦略　東京一極集中が加速、人口減に歯止めかか
らず
【霞が関底流伏流】（国土交通省）民泊解禁前に強まる規制　普及促進との両
立に腐心
【フォーカス】地方公務員の時間外手当
【グローバルリポート】韓国LCCの成長がけん引する訪日客
【新・奮闘地方議員】福岡市議会議員・高山博光氏

自治体国際化フォーラム
4月号 【ZOOM UP】体験型観光とフードツーリズム

●地域の魅力を五感で味わう旅
●愛媛県におけるサイクリスト誘客に向けた取り組みについて
●NSW州におけるフードツーリズムと体験型観光
●世界を魅了するクイーンズタウン（ニュージーランド）の取り組み（デス
ティネーションクイーンズタウン）
●地域の食・食文化をテーマに地域活性を担う
●おちらと松江まちあるき！～松江のまちなみをのんびり歩いて楽しむ～
●クレア×ABCクッキングスタジオ×自治体　料理体験を通じた地方の魅力発
信！

J-LIS
4月号 【特集】AIを活用した自治体革命

●インタビュー：AIと人との相互交流（人工知能学会・山田誠二）
●岡山県和気町/移住・定住に関する「知りたい」がわかる！自動会話プログラ
ム「わけまろくん」
●徳島県/全国初！AI予約サービスの実証実験
●札幌市/AIで新たなビジネス創出のまちづくり
●渋谷区/躍動するデジタルレイバー（仮想知的労働者）
【Search!!】マイナンバーカードをスマホで読み取るだけで、シェアリング
サービス等に必要な本人確認を完了

自治体情報誌D-file
2018.2（上） ●市が障害児福祉サービス実質無償化へ、1割負担分を補助（兵庫県養父市） 

●市が各養護施設に退所者支援職員、入所は大卒まで可能に（京都市） 
●区が単身高齢者転居へ、入居後見守りや家賃保証で保証人不要（東京都品川
区）
●都 水上安全条例、船の河川や運河航行に酒気帯び操縦禁止（東京都） 
●市が訪問型病児保育、自宅保育や病院送迎にスタッフが訪問（堺市） 
●市が市民交流の場復活へ、銭湯の家族利用に週一回の補助（神戸市）

2018.2（下） ●区が性別・国籍・民族による差別解消へ条例、苦情処理委員会も（東京都世
田谷区）
●種子法廃止受け県が種子条例制定へ、有料種子の安定供給へ（兵庫県）
●医療的ケア児を地域の学校で、市が看護師巡回を週5日まで拡充（川崎市）
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
●全国初、市が子どものネットやトレカのトラブル防止へ支援条例（埼玉県志
木市）
●全国初の制度化、身寄りない死者の遺留金を相続人探しに活用（神戸市）
●市立図書館と小中学校図書室蔵書を横断検索、データベース構築で試験運用
（山形県新庄市）

別冊・春号（通巻73） 【特集】「AI時代の政治と行政」
【発想Conception】無料低額宿泊所の規制強化へ　社会福祉法等改正（イマジ
ン自治情報センター）
【新規連載】子どもの貧困対策　自治体の取り組み」第1回足立区の挑戦（秋生
修一郎）
【地域・自治体の動きアラカルト】子どもの予防できる死の実態と対策
【自治体の課題と取組】「地酒と観光」（川越市）

自治日報
3939号 ●18年度予算案、35都県で税収増見込む

●地制調で町村議会の議論深化を（安田総務次官）
●景気の反動減対策検討を閣僚に指示（安倍首相）

3940号 ●新条例「アウティング」不認可を規定（国立市）
●衆院選で下宿生ら3462人投票できず（総務省）
●年金のマイナンバー活用本格化（日本年金機構）

3941号 ●生産緑地22年問題に対応へ（日野市）
●大規模災害等BCPを策定－議会基本条例に根拠規定－（岩手県議会）
●「サンドボックス制度」新設（特区諮問会議）

3942号 ●東証1部上場IT企業を誘致（北九州市）
●両備グループがバス廃止届取り下げ（岡山）
●市区町村別統計データを機能強化（総務省）

3943号 ●バス路線問題で対策協議会設置（岡山県）
●被災市区町村の支援で要綱策定（総務省）
●地方の人材不足テーマにプレゼン（政府会議）
●地方議会議員の厚生年金加入を考える（北村純一）

地方行政
10788号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（38）空き家政策を例に「連携・協働

の作法」を徹底解説
【木曜連載NEW】2018地方税財政の論点（1）公立病院をめぐる現状と今後の経
営改革＝地域医療の確保と持続可能な病院経営を目指して

10789号 【月曜連載】ID地方自治論とガバナンス（2）＝IDからみる地方議会（その1）
－地方議会の枠組みはどのように評価できるか
【特長生かした観光振興】キャンピングカーで誘客促進＝AIで観光動向把握も
－山梨県小菅村
【役所の苦情危機管理術】（27）自治体のごみ回収と、未来のごみ＝苦情相手
の悔しさを慰めつつ毅然と対応

10790号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（39）「郷に入れば郷に従え」だか
ら、人が流出→人口減少～豊川市編（1）
【木曜連載】2018地方税財政の論点（2）ふるさと納税を新たなステージに＝制
度のさらなる活用と健全な発展を目指して

10791号 【月曜連載】ID地方自治論とガバナンス（3）＝IDからみる地方議会（その2）
－地方議会の機能はどのように評価できるか

【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（7）われわ
れの顧客は誰か、誰にすべきか？（1）＝市民、若者、住民、国民‥‥言葉をや
めよう

【景観ワンポイント講座】（16）地域歴史遺産の承継＝（愛媛県）大洲市の歴
史を歩く
【役所の苦情危機管理術】（28）結婚適齢期の若者の声＝このまま人口減少で
いいのか
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
10792号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（40）引継ぎは「前例としての方法」

ではなく「目的、価値」を～豊川市編（2）
【木曜連載】2018地方税財政の論点（3）地方公共団体の基金残高の増加要因分
析＝基金の積立状況等の調査を踏まえて

10793号 【木曜連載】働き方と、意識を改革せよ（41）内定辞退率63％のブラック自治
体に見る、マザコン公務員
【地方創生の中間点検】東京一極集中、歯止めかからず　人口減対策重視なら
大都市部の出生・育児環境整備に重点を
【木曜連載】2018地方税財政の論点（4）地方消費税の清算基準の抜本的見直し
＝地方の基幹税である地方消費税の税収帰属の適正化

10794号 【月曜連載】ID地方自治論とガバナンス（4）＝IDからみる大都市制度－大都市
制度はどのような問題に直面しているか
【月曜隔週連載】地方で稼ごう（38）大宰府から全国のお茶会に菓子を届ける
＝参加者の歓声と感動を呼ぶ和菓子作り
【役所の苦情危機管理術】（29）精神障害者による苦情＝特別扱いはほどほど
に

地方財務
4月号 【特集】平成30年度地方財政対策

【今月の視点】
●地方分権改革：平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
●自治体の議員・職員のための行政管理会計入門（終）－全体像と今後
【新連載】
●地方財政法の70年
●実践公共施設マネジメント－進化する手法
●公会計担当者が知っておくべき企業会計の知識
●財政担当も知っておきたい自治体法務の基礎

厚生労働
4月号 【特集1】中小企業従業員の「老後の安心」を手に入れる方法

●ランプの精が教える「年金制度の概要」と「改正確定拠出年金法」
●女神が教える「簡易型DC制度」と「中小事業主掛金納付制度」
●3匹の子ブタが教える「iDeCo」
●インタビュー：人材を確保したいなら福利厚生に取り組みましょう（原佳奈
子）
【特集2】子どものアレルギー疾患お悩み相談室
●とても身近なアレルギー疾患
●お医者さんに聞いてみよう！病気の見分け方から治療まで
●お母さんたちに聞いてみよう！私たちにできること
●厚生労働省に聞いてみよう！これからのアレルギー疾患対策
【新・地方の挑戦】ひとり親家庭への支援（東京都江戸川区：ワンストップ窓
口を開設/兵庫県明石市：面会交流をコーディネート）
【海外情報】ミャンマー連邦共和国－労働法整備支援等について

WAM
4月号 【特集】平成30年度報酬改定のポイント

【福祉・医療最前線】障害を抱えている子どもの生活の自立を目指して－秋田
市・社会福祉法人秋田県厚生協会福祉型障害児入所施設若竹学園－
【いきいきチャレンジ】「誰でも共に働く」協同労働による就労支援－神奈川
県横浜市・特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ協会－
【WAMレポート】平成28年度 特別養護老人ホームの経営状況について

地球環境とエネルギー
4月号 【特集】ガス自由化“元年”の軌跡

●ガス自由化“元年”の振り返りと今後の展望

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
●ガス自由化“元年”…東京電力の取り組みと今後の展望
●ガス自由化“元年”…中部電力の取組みと今後の展望
●目標は「販売ガス量2018年度に100万トン、2025年に170万トン」の達成

都市問題
4月号 【特集1】女性の貧困 

●社会経済の変化と女性の貧困 
●就労支援の前に必要な「脳のケア」－脳に負った傷を癒す 
●働けなくても生きていたい－自死から救ってくれた生活保護 
●法律・生活相談サービス「風テラス」から見えること 
●横浜市におけるシングル女性への支援－当事者女性の声を軸として 
【特集2】現代の公的賃貸住宅 
●公的賃貸住宅政策の行方 
●賃貸住宅政策の課題と展望 
●公営住宅の整備・管理における分権化の影響と有効活用の可能性 
●超高齢社会の公共住宅団地をどう改善するか 
●デュアリスト・モデルの再編

河川
3月号 【特集】河川とまちづくりとの連携～流域における防災・減災対策の推進～

●流域治水の今後の展開
●佐賀市排水対策基本計画
●ゼロメートル地帯の水害リスク
●都市部での高規格堤防整備の課題と対応
【報告】パーソントリップ調査を活用した効果的な洪水避難の検討（群馬県土
木整備部河川課）

九州経済調査月報
4月号 【特集】災害への備え

●国土をしっかり守り、発展に向けて果敢に攻める
●ため池の減災、防災に必要なこと～ICTを用いたため池水位監視・予測への取
り組み～
●くまもとアートポリスを礎とした「痛みを最小にする」仮設住宅
【九経調創立70周年事業】“ICT活用先進県佐賀”の未来を探る

データ九州
1163号 九州・山口の設備投資－2017下半期（7～12月）

調査月報
4月号 ●従業員の働き方に関する新規開業企業の取り組みの実態

●グローバル社会における日本的サービスと異文化ギャップ
●新たな情報技術がもたらす脅威とビジネスチャンス
●データでみる景気情勢：小企業の従業員不足感は8年連続で上昇

都　　　市　　　問　　　題

産　　　業　・　経　　　済
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