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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
1968号 （12/30） 法令解説

・木造建築関連基準の見直し，構造計算適合性判定制度の見直し，容積率制限
の特例措置等（建築基準法の一部を改正する法律）
・現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工とその担い手の確保に向けて
（建設業法等の一部を改正する法律）
・全国がん登録，院内がん登録等の推進により，がん医療の質の向上等を目指
す（がん登録等の推進に関する法律）

1969号 （1/15) 法令解説
・マンション敷地売却制度の創設等（マンションの建替えの円滑化等に関する法律の
一部を改正する法律）
・地方公務員に係る人事評価制度の導入等（地方公務員法及び地方独立行政法人
法の一部を改正する法律）
・コンパクトなまちづくりを目指す市町村の取組を支援（都市再生特別措置法等の一部
を改正する法律）
・教育委員会制度の抜本的改革（地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部
を改正する法律）
〈資源と法〉水素資源と水素社会（西川有司）

ジュリスト
1475号（1月） 特集　知財高裁大合議再読―設立10年にあたって―

・一太郎事件
・パラメータ特許事件
・インクタンク事件
・新規事項追加禁止と「除くクレーム」訂正・補正
・アップル対サムスン（iＰhone）事件

判例タイムズ

1406号（1月） 成年後見人の職務権限に関する研究[家事法研究会]
・成年後見人の権限と限界（赤沼康弘）
・成年後見人等の財産に関する権限と限界（小西洋）
・成年後見人等の財産に関する権限と限界（道垣内弘人）
企業間における継続的契約の解消に関する裁判例と判断枠組み

判例地方自治
388号（1月） 【判決紹介】

・愛知県・行政文書不開示決定取消請求控訴事件（名古屋高判/25.10.30）
・宮崎県・産業廃棄物処分業の許可更新処分取消請求等上告事件（最高（3小）
判/26.7.29）
・大阪府・賃金業者登録拒否処分取消等請求事件（最高（2小）判/26.7.18）
【自治体法務レポート】第三者による「ゆるキャラ」の商標登録出願と自治体
の対応
【市町村アカデミー・コーナー】子ども・子育て支援新制度と保育（1）

レファレンス
767号（12月） 総合調査　東日本大震災からの復興への取組の現状と課題

・福島県における農業の復興をめぐる状況と課題
・福島県の水産業の現状と復興に向けた取組―水産物のモニタリング検査と試
験操業
・放射性物質の除染と汚染廃棄物処理
・福島原発事故に関連した福島県県民健康調査
・福島県における再生可能エネルギーの取組と課題
・学校と教育の復興

法　　　　　　　　　　　　令



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

地方議会人
12月号 特集　地域の安全・安心の確保

・自治体は地域安全のために何をすべきか―防犯意識から防犯知識へ
・高齢者の孤独死対策を考える
・子どもを事故や犯罪から守るまちづくり
・高齢者の交通事故防止対策
・地域安全マップのススメ―正しい作り方とその意義について
・行政と防犯ボランティア団体との相互連携（千葉県浦安市）
短期連載4　議員と事務局編：議員総会から初議会まで（田口一博）

地方自治
1月号 ・新春雑感～人口減少社会，議会，監査について～

・フランスにおける市町村と広域共同体の関係に関する覚え書き（中）
・スペインの地方自治制度改革及び「自治国家制度」の展開―経済危機を受け
た地方制度改革及びカタルニア自治州の自治州民投票に関する動向（2）
・米国ミシガン州の地方自治とデトロイト市の破産手続き（上）
・地方公共団体の財産管理と政教分離原則～判例から学ぶ地方自治の実務（4）

自治研究
1月号 論説：

・行政不服審査法の改正―実務をどう変革できるのか[第14回行政法研究フォー
ラム－行政不服審査法改正（2）]
・改正行政不服審査法に対する地方自治体からの評価[第14回行政法研究フォー
ラム－行政不服審査法改正（2）]
・質疑応答[第14回行政法研究フォーラム―行政不服審査法改正（2）]
・英国におけるクロスメディア所有規制と言論・出版の自由
研究：財政補給金の意義とその実態について（3・完）
行政判例研究：市議会において癌で声帯を切除した議員に対し代読による発言
の要請を認めなかったことが議員の発言の権利や自由を侵害する違法な行為で
あるとされた事例（名古屋高平成24年5月11日判決）
平成26年度税制改正の大綱（6）

自治実務セミナー
1月号 特集　地方創生―2015年の地方自治の課題

・「地方創生」について
・地方創生への期待
・地方創生を地方はどう見ているかー東北から
公営企業会計の適用拡大〈地方財政〉
義務的自治事務の意味　―空家対策特措法の成立
滋賀県流域治水の推進に関する条例
住民投票の本質とその結果の法的効果（上）

地方自治職員研修

1月号 特集　自治体の2015年問題
・改正介護保険4月スタート
・マイナンバー制度のスタートに向けて
・阪神・淡路大震災から20年
・北陸新幹線の光と影
・統一地方選挙におけるネット選挙とその展望
創造型行革のすすめ：府中市インフラマネジメント計画～道路包括管理事業の
取組み（府中市）
進行形！景観まちづくり：歴史的資源を活かした街並みづくりと賑わいづくり
～福岡・姪浜
見せます！議会の底力：議会改革は議員改革から（北海道鹿追町議会）

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

ガバナンス
1月号 特集　町村のレゾンデートル

・人口減少社会で高まる町村の存在価値
・「田園回帰」と地方創生
・「いのちの世界」の守り手として
・回帰政策の可能性と新たな地域/自治体の姿
スキルアップ特集：コーディネート力を磨く
・組織間連携と自治体職員のコーディネート力
・コーディネート力を重視した人材育成を推進/東京都武蔵野市
・市民協働推進員を核に職員のコーディネート力を高める/神奈川県逗子市
議会改革リポート【変わるか！地方議会】164－高校生のキャリア教育を議会と
して支援（岐阜県可児市議会）

日経グローカル
No.257(12月1日号) 特集　大学の地域貢献度調査　信州大が3連覇　迫られる「地方創生」への機能

強化
 気になる地方議会の怠慢　条例の「製造者責任」は（片山善博）
 議会改革の現場から（5）議員・事務局の気付き促すプロセス

No.258(12月15日号) 特集　広がる格差，税収は最大5倍に―全国790市の2013年度決算分析
第2特集　全国大学の地域貢献度ランキング（下）
議会改革の現場から（6）議会と首長の適度な距離感とは
問題解決民間に学ぶマネジメント：データ分析と少子化対策への活用　インタ
ビュー併用，婚活意識を解明
自治体―ＮＰＯ新連携ガイダンス：性的少数者の支援（大阪市淀川区）

自治体国際化フォーラム
1月号 特集　LCC（格安航空会社）の躍進とその影響について

1.魅力的なインバウンドツールとしてのLCC
・日韓LCC産業の発展に向けた提言
・LCC路線拡大に伴う訪日観光の変化とJNTOの取り組み
2.世界の「機窓」から～各国のLCC事情と自治体の事例～
・日本就航LCC路線の最多を占める大韓民国LCCの現状と政策方針について
・今後も伸びが予想される中国のLCC
・タイにおけるLCC事情と福岡県バンコク事務所の取組事例
3.LCC市場の今後の展開
・LCCの現状と課題
誰もが暮らしやすい多文化共生社会を目指して～「国際都市おおた」の取り組
み～（大田区観光・国際都市部国際都市・多文化共生推進課）

J-LIS
1月号 特集　番号制度に向けた準備

・番号制度への対応を含めた基幹システム最適化計画/相模原市
・番号制度の概要と自治体に求められる対応
・自治体に必要なシステム面の整備
・関係各法における規定と自治体への期待
・税に関する市町村事務の変化と関係政省令
・特定個人情報の漏洩リスクの軽減と対策
・最初に取り組むべき最低限の対応

自治体情報誌D-file
2014.11(上) ・区が木造住宅密集地域解消へ，木造住宅撤去費用全額負担（東京都荒川区）

・市が高齢者の賃貸入居支援，死亡後整理や連帯保証の業者仲介（神戸市）
・全国初 市が商業施設で下水再生水を熱・水源利用（堺市）
・全国初 県がヤード設置の届け出義務化，自動車盗難防止へ条例（千葉県）
・市議会が政務活動費基準見直し，会派報郵送は料金別納に（茨城県水戸市）

2014.11(下) ・全国初　市が住み替え支援の要綱，登録民間組織がマッチング実施（千葉県
流山市）



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・県が全庁でテレワーク，タブレット活用し原則週1日以上在宅勤務（佐賀県）
・ドラッグ条例効果着々（鳥取県他）
・市議会が規則改正，出産を理由とした欠席認める（大阪市）

別冊2014年冬号 特集　地方創生
・これまでの経緯
・地方創生法の概要
・国会審議の模様
・野党からの批判と提案
・長期ビジョンと総合戦略
conception　尊厳ある超高齢化社会の実現を阻む所得格差
自治体政策最前線〈自治体の法務体制の整備〉

自治日報
3770号 ・全国初，地方中枢拠点都市を宣言（宮崎市）

・今後の地域防災のあり方で議論（消防審）
・危険空き家対策で指針作成へ（国交省）

3771号 ・「レジリエンス100都市」に選出（富山市）
・農山漁村づくりで中間まとめ（農水省検討会）
・社会資本重点計画見直しに着手（国交省審議会）

3772・3合併号 ・県域越えた特養整備で合意（杉並区・南伊豆町等）
・「歩切り」有無等で調査通知（総務・国交省）
・商業地の据え置き特例，撤廃検討（政府）

地方行政
10521号 月曜連載　大阪の維新改革を検証する（1）大阪府市の6年間の改革の全体像

月曜連載　地域防災最前線（71）阪神・淡路大震災復興誌を読む（1）
10522号 木曜隔週連載　公務員講座（24）上司の役割（後編）

木曜連載　行政への苦情（40）こんなところでもクレーム多発
10523号 月曜連載　大阪の維新改革を検証する（2）なぜ抜本改革が必要とされたのか＝

危機にひんする大都市・大阪の実態
月曜連載　地域防災最前線（72）阪神・淡路大震災復興誌を読む（2）＝その
時。全記録～1995年1月17日から1996年3月31日までの出来事～（1）

10524号 特集　再挑戦・業務改善　職場主導の業務点検アプローチ＝時間捻出の観点か
ら
木曜連載　行政への苦情（41）外部機関，消防署

10525号 月曜連載　大阪の維新改革を検証する（3）維新改革以前の府市の姿＝三つの悪
循環と都市経営力の低下
月曜連載　地域防災最前線（73）阪神・淡路大震災復興誌を読む（3）＝その
時。全記録～1995年1月17日から1996年3月31日までの出来事～（2）

10526号 木曜隔週連載　公務員講座（25・完）部下の役割
特集　オープンデータ活用と地方行政＝ＩＣＴの「光と影」浮き彫り－坂村東
大教授，三村青森県知事，作家・高村氏が討論
木曜連載　行政への苦情（42）火葬場職員にも苦情

10527号 木曜連載　NEW　地方創生に向けた地域エネルギー事業の創造（1）
木曜連載　行政への苦情（43）クレーマーの正体発見
障害者の働く場：ステップアップカフェがオープン＝障害者雇用の推進狙いに
（三重県）

地方財務
1月号 特集　“地方行財政”2014年の三大ニュースと2015年の展望（稲沢克祐/稲生信

男/今井太志/大谷基道/金井利之/小西砂千夫/定野司/諏訪一夫/世羅徹/松木茂
弘/水田健輔/宮脇淳）
〈行財政情報〉「まち・ひと・しごと創生法」の解説（上）―その制定の背景

財　　　　　　　　　　　　政
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厚生労働
1月号 特集　新たな難病対策

・難病に向けた取り組み
・難病対策を理解する5つの質問
・難病患者および家族へのよりよき支援に向けて

地球環境とエネルギー

1月号 特集　2015年は“FCV元年”！燃料電池車を展望する
・燃料電池自動車の今後を占う…普及に向けた課題と展望
・エコカー戦争の行方…FCVは勝者になれる？
・技術の側面から見たFCV
・FCVが仲間入りする国内エコカー市場の将来展望
・家庭用燃料電池「エネファーム」の現状と今後
COP21・パリ会議に向けて～気候変動交渉に吹く風～
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
1月号 特集1　阪神・淡路大震災からの教訓

・災害時の広域応援活動の拡充に向けて
・災害医療体制の整備
・仮設住宅・復興公営住宅と地域コミュニティ
インタビュー：災害救助犬をもっと活用するために（村瀬英博）
特集2　社会福祉法人の現在
・福祉サービス供給主体の多元化と社会福祉法人
・地域包括ケアシステム構築のための福祉サービス提供主体の考え方
・自治体と社会福祉法人・社会福祉協議会

地域開発
1月号 特集　東京オリンピックまで5年，何ができるか？

・2020年東京オリンピック・パラリンピックで実現したいこと
・東京オリンピック・パラリンピック開催を契機にした課題解決先進国への道
程
・オリンピックと観光
・東京オリンピック等キャンプ地誘致に向けて

河川
12月号 特集　新河川法制定50年

・これまでの河川法改正の経緯について
・水防法の制定と改正経緯について
・特定都市河川浸水被害対策法について
・河川管理施設等構造令
・河川敷地占用許可準則の変遷について
・工作物設置許可基準

財界九州
1月号 九州・沖縄2015年展望

建　　　築　・　都　　　市

産　　　業　・　経　　　済

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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九州経済調査月報

1月号 九州の新たな1年
2015年九州の論点
・九州の景気と3つの論点
・福岡市グローバル創業・雇用創出特区
・介護保険改正と生活サービス市場の拡大可能性
・改正都市再生特別措置法と都市開発の新潮流
・水素社会元年
・九州での世界遺産への期待
経済講演会・講演録：アベノミクスと日本経済の展望（ロバート・アラン・
フェルドマン

調査月報
1月号 中小卸売業の生き残り戦略「3S＋P」

日本におけるイノベーション―国際的にみた現状と今後に向けた示唆―
フェーズで異なるグローバル人材の役割
中小製造業の設備投資は5年連続で増加の見通し


