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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
1970号 （1/30） 法令解説

・不服申立制度の大幅改正（行政不服審査法/行政不服審査法の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律/行政手続法の一部を改正する法律）
・外国法事務弁護士法人制度の創設（外国弁護士による法律事務の取扱いに関
する特別措置法の一部を改正する法律）
・経営基盤強化計画認定制度の創設，認定放送持株会社の認定要件の緩和，NHK
の国際放送及びインターネット活用業務に関する規定の見直し（放送法及び電
波法の一部を改正する法律）
2014年衆議院総選挙の「過剰」と「過少」について（福嶋敏明）
防衛装備移転三原則（沓脱和人）

1971号 （2/15) 法令解説
・社外取締役の機能の活用などコーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに，親子
会社に関する規律を整備（会社法の一部を改正する法律/会社法の一部を改正する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律）
・第4次一括法について（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）
・高速道路の計画的な更新を実施（道路法等の一部を改正する法律）

ジュリスト
1476号（2月） 特集　パートタイム労働法改正

・改正パートタイム労働法のあらまし
・公正な待遇の確保
・2014年改正パートタイム労働法が労働市場に与える影響

別冊ジュリスト　223号 民法判例百選Ⅰ　総則・物権　第7版

判例タイムズ

1407号（2月） 裁判員裁判を巡る諸問題[大阪刑事実務研究会]審理期間・審理計画の策定（一
般）
企業間取引訴訟の現代的展開[現代企業法研究会]共同研究開発をめぐる裁判例
の分析

判例地方自治
389号（2月） 【判決紹介】

・坂戸市/固定資産税等賦課取消請求事件（最高（1小）判/26.9.25）
・中津市/学校図書館司書退職手当請求控訴事件（福岡高判/25.12.12）
・京都市/生活保護廃止決定に対する損害賠償等請求事件（最高（1小）判
/26.10.23）
【特別寄稿】地方議員の兼業禁止規定の理論と実務（1）
【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（2）
【条例ナビ】兵庫県/薬物の濫用の防止に関する条例
【訴訟情報】福岡市新天町商店街歩行者用通路固定資産税課税違法訴訟―新天
町商店街逆転敗訴（福岡高裁判決）

レファレンス
768号（1月） 学校安全の現状と展望

訪日外国人旅行者2000万人の実現に向けた観光政策－2020年の東京オリンピッ
ク開催を念頭に

諸外国における地域公共交通補助制度－ドイツ・フランス・英国の事例から

オランダの教育と学校選択制
防衛省・自衛隊のメンタルヘルス対策－米軍の事例紹介を交えつつ

法　　　　　　　　　　　　令
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地方議会人
1月号 特集　女性が活躍する社会の実現

・地域経済の活性化に向けた女性の活躍促進について
・女性が「活躍」する地域社会と女性の「参画」
・女性の課題解決型の働き方で地域を創る
・女性が担う，広げる地域防災の安全網づくり
・なぜ，日本の地方議会では女性議員が増えないのか
・地域に貢献する女性の起業
短期連載（5・完）　議員と事務局編：初議会とその後　議員と事務局のための
改選に備えて（田口一博）

地方自治
2月号 ・区域・住民・事務―「地域における事務」の複合的性格をめぐって

・「地方議会活性化シンポジウム2014～地方自治体の政策形成に果たすべき地
方議会の役割～」の開催について
・地方自治法施行令の一部を改正する政令等について
・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（3）
・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（中）

自治研究
2月号 論説：

・行政立法の法的性質と司法審査（4・完）
・公益社会実現に向けた課題と展望（5）
・改正景表法の評価と地方公共団体の役割（1）
・恩給制度の概要と変遷（2）
・道路通行妨害排除の手法に関する一考察（1）
行政判例研究：市の福祉事務職員による生活保護申請不受理，開始決定後の不
履行，生活保護申請の自粛勧告の違法性が国家賠償請求上認められた事例（さ
いたま地裁Ｈ25.2.20判決）
平成26年度税制改正の大綱（7・完）

自治実務セミナー
2月号 特集　行政不服審査法改正

・行政不服審査法改正の意義
・行政不服審査法改正の概要
・行政不服審査法改正と地方自治体における課題
実務と理論：議会開会中に議場内で行われた議員の不規則発言について議会閉
会後に議長権限で発言を取り消すことができるか
実務演習：政治活動に関する寄附と寄附金控除

地方自治職員研修

2月号 特集　専門家のプライドと仕事
・自治体政策と専門職・専門性
・地方自治体における専門職と一般職の連携
・図書館「司書」であるという喜び
・建築主事～劣悪な環境でもプロ中のプロを目指す
・なぜ行政に保健師が存在するのか？保健師の専門性とは何か？
環境自治体白書：再生可能エネルギーの普及と条例等による太陽光発電施設の
規制（佐久市）
人×まち×福祉：未病を治して健康寿命日本一に～神奈川県・未病産業創出の
取り組み（神奈川県）
次世代を育てる：検定Webアプリで育児・家事に興味を抱く高校生を養成（静岡
県）

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政
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ガバナンス
2月号 特集　住民の「幸福度」向上―自治体からのアプローチ

・自治体・地域の幸福度指標への視点
・「荒川区民総幸福度」向上に向けた取組みを推進
・インタビュー：西川太一郎・東京都荒川区長に聞く
・取材リポート（京都府京丹後市/福井県坂井市/熊本県）
スキルアップ特集：コストパフォーマンスを高める仕事術
議会改革リポート【変わるか！地方議会】165－住民福祉の向上のために「議
会・議員評価」の導入を（地方議会議員フォーラム2015）

日経グローカル
No.259(1月7日号) 特集　進化する「道の駅」，地方創生の拠点に　全国に1040ヵ所　政府，政策

メニュー結集
第2特集　2015年地域はこう動く
予算に自主的な工夫を　予算改革と議会の役割（片山善博）
議会改革の現場から（7）脱却せよ「先例・標準・横並び」（大津市議会事務局
総務課）

No.260(1月19日号) 特集　南海トラフ，震災対策波高し〈沿岸189市調査〉避難ビル・タワー整備難
航も
FOCUS：クロマグロ資源管理始まる　全国6地域への漁獲配分，自治体を翻弄
議会改革の現場から（8）公立図書館と連携し立案能力向上を（国立国会図書館
関西館総務課）
地域論壇：都営住宅跡に防災・高齢者施設を

自治体国際化フォーラム
2月号 特集　各国の子育て支援に関する取り組み

・導入・総論　日本の子ども・子育て支援制度の課題～諸外国の動向をふまえ
て～
・日本の現状・各国の先進事例（日本/フィンランド/ニュージーランド/フラン
ス/韓国）
・今後の展望　日本の子育て支援施策の展望

J-LIS
2月号 特集　官民学協働で挑むＩＣＴの活用

・岡山県真庭市/市と森林組合の情報共有を実現するクラウド型の林業ＧＩＳ
・群馬県前橋市/組織の壁を越えて利用する共通ＩＤで市民サービスを向上
・奈良県葛城市/市民・企業・学術・行政による新たなコラボレーションパラダ
イムの構築
・熊本県合志市/生産者や学術機関とともに行う農作物のＰＲ
・特別解説/産学官の集結によるＩＣＴグローバル拠点化へ（岩瀬次郎）

自治体情報誌D-file
2014.12(上) ・区が空き家解体費助成し跡地を無償借り上げ，行政目的に活用（東京都文京

区）
・全国初　中小企業支援に商工会議所・商工中金・信用保証協会が連携（静岡
県沼津市）
・全国初，県が職員の特別養子縁組の試験期間に育児休暇（三重県）
・町議会が会議規則の欠席理由に「出産」明記（新潟県津南町）

2014.12(下) ・県がネット小口投資募集，特産品プロジェクト事業者支援やPRに（兵庫県）
・都が非正規の正社員化へ助成上乗せ，35歳未満雇用に奨励金も（東京都）
・市が工場立地義務の緑地整備に代替制度，里山保全の費用負担（堺市）

自治日報
3774・5合併号 ・認定制度でソーシャルビジネス支援（京都市）

・地財計画適正化・透明化等で議論（政府）
特集＝仮想化共通基盤で電子自治体加速

3776号 ・10年間の「長期ビジョン」公表（東京都）
・医療保険制度改革骨子を決定（政府）
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・地方給与総合見直しで最終報告（総務省）

3777号 ・「鳥取創生チーム」が初会合（鳥取県）
・公立小中学校の統廃合で手引き（文科省）
・2015年度予算案を閣議決定（政府）

3778号 ・新庁舎整備で若手職員が提言（京都市）
・地域再生計画を新たに20件認定（政府）
・地域運営組織で報告書骨子（総務省研究会）

地方行政
10528号 月曜連載　大阪の維新改革を検証する（4）「地域政党」をテコに強力に改革を

推進
月曜連載　地域防災最前線（74）阪神・淡路大震災復興誌を読む（4）＝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～（3）

10529号 特集　NEW　阪神大震災20年（上）（1）被災地の苦悩＝今も尾を引く震災「後
遺症」（2）災害への備え＝役立った事前準備（3）記憶の風化＝震災体験とノ
ウハウ，どう伝承
木曜連載　地方創生に向けた地域エネルギー事業の創造（2）＝自治体主導でイ
ンフラ整備―公的資金が利益，多彩なプロジェクト実現も
木曜連載　行政への苦情（44）苦情対策技術は上げられる＝創造する研修会

10530号 特集　阪神大震災20年（中）・日本を変えた大地震　阪神大震災は何をもたら
したか＝「市民の力」を生かす社会へ
木曜連載　地方創生に向けた地域エネルギー事業の創造（3・完）エネルギー事
業，地域内の経済循環に意義＝自治体は自らのビジョンの提示を
木曜連載　行政への苦情（45・完）職員の意識は変わるのか？

10531号 特集　阪神大震災20年（下）・日本型復興の課題　問われた「国のかたち」＝
国主導から現場起点へ
月曜連載　大阪の維新改革を検証する（5）遅れていた交通インフラの整備に一
気に着手

10532号 木曜連載NEW：地方創生へ，公務員が創造すべきコト（1）市民の声を正しく聞
けば，政策は正しくなる（1）＝自治体の事業と，市民の生活は，ズレている
特集　早稲田公共経営研究会　出生率向上対策の検証を＝人口減少問題で，松
本元自治次官が講演

10533号 月曜連載　大阪の維新改革を検証する（6）府市が連携して成長戦略を推進
月曜連載　地域防災最前線（75）阪神・淡路大震災復興誌を読む（5）＝復興計
画（1）

10534号 木曜連載　地方創生へ，公務員が創造すべきコト（2）市民の声を正しく聞け
ば，政策は正しくなる（2）＝市民へ関心と共感を示す～ＡＩＳＡＳ理論
地域づくりオープンカフェ　集落復興へ，大学生が議論＝福島県で活動報告会

地方財務
2月号 特集　地方創生元年の課題―自治体職員はどう行動すべきか

〈行財政情報〉
・「まち・ひと・しごと創生法」の解説（中）―その法的性格，意義，条文の
ポイント
・地方公会計のマネジメントへの活用―地方自治体の限られた財源を賢く使う
ために
〈今月の視点〉
・平成27年度地方財政対策―その概要と背景
・自治体財政は危機から脱したのか―決算統計からみる財政の現状

厚生労働
2月号 特集　安心して働ける社会を守る労働基準監督官という仕事

労働環境の改善に向けて
・わが国の労働基準行政と労働基準監督官の仕事
・現役・労働基準監督官に聞く！

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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　1座談会　女性労働基準監督官が語る仕事の魅力
　2インタビュー　労働基準監督署長が語る私たちの役割と責務

地球環境とエネルギー

2月号 特集　“太陽熱”利用の最新動向！
・太陽熱利用の現状と課題，将来展望
・進化する太陽熱利用温水器―矢崎グループの取り組み
・日立造船が取り組む太陽光集光・集熱装置
・高温太陽集光熱を利用した水素製造
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　東京一極集中を問い直す

・戦後の大都市圏への人口流入と東京一極集中
・域外資本と地域経済循環
・国・地方の税財政システムと「東京一極集中」問題
・東京一極集中を加速する中枢管理機能の構造と情報通信の高速化
・東京集中に地方はどう対するか
特集2　自治体間連携を考える
・自治体間連携の時代？
・定住自立圏構想と地方中枢拠点都市制度
・都道府県による垂直補完の課題
・自治体間連携と市町村観
・自治体間連携と代議制民主主義の相克

地域開発
2月号 特集　リノベーションによるまちづくりの時代

・リノベーションが各地で同時多発的に起こっているわけ
・プロパティマネジメントからエリアマネジメントへ
・少子高齢社会のまちの持続と再生に向けて
・北九州での多層型アプローチとその成果
・公共建築ストックを核としたまち再編の可能性
・公共施設等の総合的な管理による老朽化対策等の推進について

河川
1月号 特集　地域の発展を支えた放水路や遊水地の歴史とその恩恵

・全国の放水路，遊水地・調節池等の概要紹介
・北上川の治水と地域文化
・荒川放水路と東京の近代化
・大河津分水－そこに公共事業の原点を見る

財界九州
2月号 変わっていく地域の足

・福岡県/地方の「人口減少」で変わる路線バス形態
・長崎市/県営バス「撤退エリア」に民間バス参入
・熊本市/公共交通機関で「多核連携都市」づくり
・那覇市/段階的に「基幹交通システム」を再構築
（コミュニティーバス/タクシー/ローカル線/観光路線化）
本格焼酎特集　食文化と共に醸される風土が生んだ珠玉の味わい

建　　　築　・　都　　　市

産　　　業　・　経　　　済
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九州経済調査月報

2月号 クリエイティブ関連産業とその支援策
・福岡発のクリエイティブ～「もっと面白く」の挑戦が未来を開く
・クリエイティブ関連産業に対する福岡市の支援機能～求められる成長拡大期
に対する支援
・国家戦略特区などによる福岡市の創業支援～スタートアップ都市ふくおかを
目指して
2015年度九州経済の見通し　消費税増税ショックを脱し，1.3%成長へ

調査月報
2月号 「共感」でチャンスをものにする―拡大するクラウドファンディング

小売業における人的サービスの戦略
データでみる景気情勢　中小企業の景況は緩やかな改善が見込まれる


