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時の法令
1972号 （2/28） 法令解説

・少年矯正の充実強化に向けた法的基盤整備（・少年院法/・少年鑑別所法/・
少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律）
世界の公的年金制度（デンマーク）

1973号 （3/15) 法令解説
・独立行政法人制度を運営面で抜本的に見直し（独立行政法人通則法の一部を改正
する法律/独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備
に関する法律）
・地理的表示法の制定（特定農林水産物等の名称の保護に関する法律）
GPSの捜査利用―位置情報の追跡はプライバシー侵害か（宮下紘）
地下空間の利用（西川有司）

ジュリスト
1477号（3月） 特集　企業法務における消費者法

・消費者問題と企業のコンプライアンス
・消費者契約・約款の作成時の視点および留意事項
・表示に関わる問題から企業を守るために
・「消費者教育推進法」と消費者教育への取組み
消費者委員会―「機能性表示食品」について

判例タイムズ

1408号（3月） 裁判員裁判を巡る諸問題（大阪刑事実務研究会）併合事件における審理計画・
審理の在り方（1）客観的併合
判決紹介
1.行政組織法上の行政機関以外の組織が行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の
処理に当たった下級行政機関」に該当する場合
2.日本年金機構の下部組織である事務センターが行政事件訴訟法12条3項にいう
「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当しないとした原審の判断に違法
があるとされた事例（最高（1小）/26.9.25決定）

判例地方自治
390号（3月） 【判決紹介】

・東京都・神奈川県/参議院議員定数訴訟大法廷判決（最高（大）判
/26.11.26）
・滋賀県/公文書部分公開処分取消等請求上告事件（最高（2小）判/26.12.5）
・伊予市/納骨堂経営不許可決定処分取消請求控訴事件（高松高判/26.3.20）
【特別寄稿】地方議員の兼業禁止規定の理論と実務（2）
【条例ナビ】千葉県/特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例

レファレンス
769号（2月） 適格消費者団体の現状と課題：大阪府・京都府・兵庫県の3団体を事例に

国民健康保険の現状と改革の論点
地域活性化における金融の役割：東海地域の金融機関及び大阪府の取組を例と
して
基本法の意義と課題
格差と経済成長の関係についてどのように考えるか
デンマークの選挙制度

法　　　　　　　　　　　　令
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地方議会人
2月号 特集　統一地方選挙と地方議会

・統一地方選挙の実施をひかえて
・地方議会議員に期待する
・選挙制度と市町村議会の活性化
・地方議会改革と選挙
・有権者の政治意識と岐路に立つ地方議会選挙
・地方選挙とインターネット選挙運動
地方自治12のポイント（11）：地方創生の取り組みは　問われる国の責任と地
方の自主性

地方自治
3月号 ・地方イニシアティブの機能条件―地方による地方のための地方制度改革に向

けて
・「まち・ひと・しごと創生」の概要と留意点（上）
・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（下）
・日中地域間交流の流れと今後の展望
・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（4）
・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（下）

自治研究
3月号 論説：

・改正行政不服審査法の検討（1）
・行政による事務管理（1）
・リベンジ・ポルノと表現の自由（1）
・改正景表法の評価と地方公共団体の役割（2・完）
・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：諫早湾干拓地潮受堤防の排水門を、やむを得ない場合を除き判
決確定の日から3年を経過する日までに開放し以後5年間開放を継続すべきとさ
れた事例（福岡高判平成22.12.6）

自治実務セミナー
3月号 特集　震災と自治体の役割

・東日本大震災を自治体はどうとらえるべきか
・大規模震災と自治体政策法務
・東日本大震災からの復興への支援
・東日本大震災からの復興の現状と課題
実務演習：選挙人名簿の抄本の閲覧の可否
世界に売り込む地域産業
元祖・老朽空き家対応措置？―川崎市地域的困難課題相談取扱要綱（北村喜
宣）

地方自治職員研修

3月号 特集　東日本大震災復興の道すじ
・東日本大震災復興の道すじ～被災者の思いと自治体行政の課題
・震災復興で町がなくなるということ
・被災者の生活再建と自治体・職員
・東日本大震災の教訓を「自分ごと」にする研修プログラム～災害復興法学の
すすめ
・自治体職員の不足と取組の現状
・震災と原発事故、4年目の春に

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政
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時代の変化に対応できる市役所へ～長崎市・市役所カワルプロジェクト（長崎
市しごと改革室）
市民活動・住民協働による佐賀市の街なか再生～わいわい！！コンテナプロ
ジェクト/ユマニテさが
県内の待機児童ゼロを目指して～積極的な情報発信で潜在保育士の復職をサ
ポート（香川県/かがわ潜在保育士支援事務局）
「買い物弱者」の将来推計～帯広市を事例とした一考察（帯広市商工観光部商
業まちづくり課）

ガバナンス
3月号 特集　東日本大震災から4年―自治体にとっての視座

・今求められる復興リーダー
・「空間の復興」「生活の復興」「関係の復興」―長期非難者支援に向けて
・自治体間連携の進展と課題
スキルアップ特集：職場に行くのがつらいときの元気回復法
・「今日は職場へ行きたくない」あなたへ贈る気持ちの切り替え方
・働く女性のためのメンタルヘルスケア
「車の両輪」として議会改革を―岩手で議員と議会事務局職員が合同勉強会を
開催
議会改革リポート【変わるか！地方議会】166－「政策形成サイクル」の充実に
向け、町民とワークショップ形式で意見交換（北海道芽室町議会）

自治体法務研究

№40　2015春 特集：女性の活躍と自治体
・国における女性活躍推進の取組と自治体への影響
・女性の発想を生かして地域経済を活性化する
・女性の力で我がまちを守る～女性消防団員の活動と課題～
・長岡市男女共同参画社会基本条例～新潟県中越大震災を経て全国初の「防災
分野における施策の推進」を盛り込む～
〈トピックス〉
・まち・ひと・しごと創生法の法制的論点
・「地方公共サービス小委員会報告書」の概要
〈先進・ユニーク条例〉
・豊島区危険ドラッグその他の危険薬物撲滅条例
・千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例

日経グローカル
No.261(2月2日号) 特集　使える議会図書室とは　主要自治体調査　公立・専門図書館との連携カ

ギ
FOCUS：公教育で官民連携，自治体の試み拡大
「議会だより」を診る　見えてくる議会改革の課題（片山善博）
議会改革の現場から（9）政務活動費充実で予算案の精査を（辻陽）

No.262(2月16日号) 特集　自治体の海外展開、「実利」を重視　都道府県・主要市調査　観光誘客
などビジネス前面に
グローバルリポート　フランスが新大都市制導入～生まれ変わったリヨン
特別REPORT　生産年齢人口減少県では賃金が上昇
議会改革の現場から（10）機動的かつ機能的な委員会活動を（奥山高起）
自治体・ＮＰＯ新連携ガイダンス　親子が一緒に学び・育つ拠点　民間モデル
原点、行政が展開（横浜市）

自治体国際化フォーラム
3月号 特集　伸び行く中国人観光市場～その動向と誘客戦略～

世界に飛び出す中国人観光客の動向
・伸び行く中国人観光市場
・中国アウトバウンド市場の動向
中国人観光客誘致促進戦略とその展望
・韓国における中国人観光客誘致促進戦略～中国人が最も訪れる国、韓国～
・モルディブ経済を支える中国人観光客
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・JTB新紀元国際旅行社有限公司が取り組む中国人観光客誘致促進戦略

・中国人訪日インバウンド市場を狙う地方自治体の誘客策

J-LIS
3月号 特集　先端技術に見る情報化新時代

・東日本旅客鉄道株式会社/ビーコンを活用した東京駅構内の案内アプリ
・神奈川県大井町、神奈川県/エネルギーマネジメントシステムによる生活支援
等
・独立行政法人情報通信研究機構/基地局が情報処理を行う次世代のネットワー
ク
・一般財団法人衛星測位利用推進センター/情報の高度利用社会の実現へ
・京都産業大学/より安全・確実な新しい生体認証技術の可能性
Search！　FMC-SaaSに見る地域イノベーションの可能性/福岡県

自治体情報誌D-file
2015.1 ・区が子どもの貧困実態調査を実施へ、貧困担当部署も新設（東京都足立区）

・市が独自に学校運営補助事務員を配置、教員の多忙解消図る（静岡県浜松
市）
・全国初　府が第3子から保育料無料化、地方創生交付金を活用（京都府）
・全国初　市が電力小売り事業に参入、自然エネを家庭・事業所に販売（福岡
県みやま市）
・全国初　女性選手体調管理に専門家のサポート窓口を県が設置（三重県）
・三大都市圏の市が、本社機能移転企業に国補助同等の独自優遇策（神戸市）

自治日報
3779号 ・「総合的広域連合」を設立（東三河8市町村）

・少子化対策・子育て支援で報告骨子（市長会研）
・番号カード交付等で新たに4方式（総務省）

3780号 ・ＵＩＪターン促進等論点に（九州戦略会議）
・10年延長の半島振興法改正案了承（自民特委）
・東京圏の「転入超過」が11万人に（総務省）

3781号 ・エアコン設置住投で賛成過半数（所沢市）
・都市の公共交通で調査結果（市議長研究会）
・自治体オープンデータ推進で指針（政府）
地方の15年度予算案等

3782号 ・コンパクトシティ実現へビジョン（宇都宮市）
・国保改革法案、医療費増の検討明記（政府）
・公営企業抜本改革、「一定の成果」（総務省）

地方行政
10535号 月曜連載　大阪の維新改革を検証する（7）生活保護などの社会政策を抜本的に

見直す
月曜連載　地域防災最前線（76）阪神・淡路大震災復興誌を読む（6）＝復興計
画（2）

10536号 木曜連載　地方創生へ，公務員が創造すべきコト（3）他の自治体より，市民を
視て，真の協働を築く＝同業他社より，顧客を視る「戦略3Ｃ」に協働を学ぶ
一家言：政務活動費不正をどうするか
特集　2015年度地方財政対策　一般財源，臨財債抑制で「質」改善＝地方交付
税は0.8%減の16兆7548億円

10537合併号 月曜連載　大阪の維新改革を検証する（8）学力向上に向けて学校の在り方を抜
本改革
月曜連載　地域防災最前線（77）阪神・淡路大震災復興誌を読む（7）＝復興計
画（3）

10538号 月曜連載　大阪の維新改革を検証する（9）民間の財務マネジメント手法を導入
月曜連載　地域防災最前線（78）阪神・淡路大震災復興誌を読む（8）＝第2部
各論　第1章生活　第1節避難所

10539号 木曜連載　地方創生へ，公務員が創造すべきコト（4）協働とは「目線を市民に
合わせる」コト＝市民目線とは「当事者意識を持ち、自分ごととして行動」
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特集　2015年度政府予算案　財政再建、正念場に＝問われる歳出改革

10540号 月曜連載　大阪の維新改革を検証する（10）公務員制度を抜本的に見直す
連載　新・地域力と地域創造（9）食文化を分かりやすく伝える＝山形県鶴岡市
月曜連載　地域防災最前線（79）阪神・淡路大震災復興誌を読む（9）＝第2部
各論　第1章生活　第2節避難者の行動心理

10541号 木曜連載　地方創生へ，公務員が創造すべきコト（5）市民の目線で考えて、市
民を主語・主役にすれば「伝わる」＝自分目線で自分が主語・主役の「伝え
る」文章は嫌われる
特集　公共施設等総合管理計画の策定（上）重要なことは、住民との合意形成
の仕組みづくり＝公共施設の見直し手順と留意事項

地方財務
3月号 特集　地方公営企業の新たな展開

・公営企業会計の適用拡大と経営改革（備前市/富士市/安平町/会津若松市/か
すみがうら市/大牟田市/北九州市/奈良県）
〈行財政情報〉
・「まち・ひと・しごと創生法」の解説（下）―国の長期ビジョン・総合戦
略、地方人口ビジョン・地方版総合戦略
・平成27年度地方財政対策等の概要
議会運営の実務（廣瀬和彦）―地方教育行政法の改正に伴う標準委員会条例の
改正

厚生労働
3月号 特集　再就職支援ガイド―誰もが能力を発揮できる「失業なき労働移動」の実

現に向けて―
・人材こそが我が国最大の資源
・働く人のための再就職支援ガイド
　1.能力向上を支援する5つの取り組み
　2.私たちはこうして転職しました―再就職の事例
・事業主のための労働移動支援ガイド

地球環境とエネルギー

3月号 特集　2015年度エネルギー展望
・国際原油市場は2015年も弱含みで推移
・エネルギーミックスと電力自由化の整合性
・日本と世界の原子力展望
・新たなエネルギー政策を実現させる年に
・事業戦略の再構築、天然ガスの利用拡大すすめる
・ＬＰガス業界の課題と展望
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
3月号 特集　原発事故は終わらない

・経済成長至上主義からの転換なくして、福島の再興なし
・原発と地域民主主義
・大震災後の原発ムラ
・原発廃炉への道筋
・地震列島における原発の新規性基準と再稼働問題
・イチエフの労働者

建　　　築　・　都　　　市

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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地域開発
3月号 特集　個性が光る「小さな町村」の地域戦略

・都市・農村共生社会を切り拓く
・小さな町村が放つ魅力
・個性的な町村の地域経営
・町村長、職員による地域戦略報告
再生可能エネルギーを地域社会の持続的発展に活用する：ヴィルポーツリード
村の挑戦（的場信敬）

河川
2月号 特集　平成26年の災害

・平成26年の自然災害とその対応
・台風8号に伴う梅雨前線豪雨の水害について
・広島市土砂災害における広島市の対応について
・改正災害対策基本法に基づく車両移動初適用
・TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の平成26年の活動について
・災害復旧技術専門家派遣制度について
・平成26年の天候とトピックス
・平成26年の自然災害における国土地理院の対応について
・中部地震津波対策技術センターの取り組みについて

財界九州
3月号 “真の自立”を試される「地方創生」

検証―佐賀県知事選
特集　九州・沖縄のホテル2015

九州経済調査月報

3月号 東九州道開通
・東九州に初めての高速交通軸が誕生
・東九州自動車道開通後の課題と利用促進策
・東九州道の開通と北九州地域の物量への影響

データ九州
1150号 九州・山口の設備投資　2014下半期（7～12月）

調査月報
3月号 中小企業の人材確保と育成―若い力を伸ばす組織と経営

ドイツ企業の競争力とわが国中小企業への示唆
グローバル人材の育成
自分の体型に対する意識と体型管理の努力
小企業の景況は、弱い動きが続いている

産　　　業　・　経　　　済


