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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
1974号 （3/30） 法令解説

・空家対策を総合的かつ計画的に推進（空家等対策の推進に関する特別措置法）
・リベンジポルノ対策（私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する
法律）
・家計の金融資産を成長マネーへ（金融商品取引法等の一部を改正する法）
・保険の募集・販売に関するルールの見直し（保険業法等の一部を改正する法
律）

1975号 （4/15) 法令解説
・有期労働契約に係る「無期転換ルール」の特例等を創設（専門的知識等を有する有
期雇用労働者等に関する特別措置法
・サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進（サイバーセキュリティ
基本法）
・危険ドラッグ根絶のための緊急対策（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律の一部を改正する法律）
・日本型直接支払制度の創設（農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法
律）
ドローンとプライバシー－上空からのプライバシー脅威（宮下紘）

ジュリスト
1478号（4月） 特集　独占禁止法審査手続の論点

・「独占禁止法審査手続についての懇談会報告書」について
・独禁法審査手続（行政調査）の論点－行政法からの分析
・独禁法審査手続の論点－刑事法からの分析
・独占禁止法審査手続の論点－独禁法からの分析

臨時増刊 平成26年度　重要判例解説

判例タイムズ

1409号（4月） 和解の現状と今後の在るべき姿について－東京3弁護士会有志によるアンケート
を踏まえて－
改正景品表示法における課徴金制度の解説－本邦初となる、返金措置の実施に
よる課徴金額の減額等の概観とともに－
保護責任者遺棄致死
判決紹介
参議院議員定数訴訟大法廷判決＝公職選挙法14条、別表第3の参議院（選挙区選
出）議員の議員定数配分規定の合憲性（最高（大）/平26.11.26判決）
岡山県議会の議員が県から交付された政務調査費の支出に係る1万円以下の支出
に係る領収その他の証拠書類等及び会計帳簿が民訴法220条4号ニ所定の「専ら
文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例（最高（2
小）平26.10.29決定）

判例地方自治
391号（増刊） 【判例回顧】地方自治体をめぐる判例の動き

【判例解説】
・秦野市/市職員の行政指導違法国家賠償請求事件
・山梨県/県議会議員に対する旅費等返還請求（住民訴訟）控訴事件
・福岡市/体育館での事故国家賠償請求事件
・奈良県/一般廃棄物処理場建設許可差止請求事件
・大阪府/パチンコ店営業許可処分取消請求控訴事件

392号（4月） 【判決紹介】
・各務原市/土地取得に係る損害賠償請求控訴事件（名古屋高判/26.5.22）
・岡山県/県議会政務調査費文書提出命令事件（最高（2小）決/26.10.29）

法　　　　　　　　　　　　令
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・足立区/墓地経営不許可処分国家賠償請求事件（東京地判/26.4.30）
余裕教室の活用施策をめぐる対立に司法判断
自治体職員に求められる法務能力とは
保有個人情報の開示請求と権利濫用
【特別寄稿】地方議員の兼業禁止規定の理論と実務（3・完）

レファレンス
770号（3月） 小特集　「集団的自衛権」

・同盟と抑止－集団的自衛権議論の前提として－

・集団的自衛権の援用事例

・日米関係から見た集団的自衛権論議－日米防衛協力の進展と集団的自衛権－
・海上事故防止協定（INCSEA）による信頼醸成－過去の事例と日中海空連絡メ
カニズムの課題－
中小企業金融円滑化法の論点と地域密着型金融
混合診療をめぐる経緯と論点

地方議会人
3月号 特集　東日本大震災から4年－復興の現状と課題

・東日本大震災4年目の復興状況
・大震災から4年－復興の現状と課題
・復興の中心は強靭な土木事業ではなく柔軟な文化継承
・「双葉郡アイランド構想」を提案
・復興と地方創生で求められるコーディネート人材とは
地方自治12のポイント（12・最終回）：東日本大震災からの復興地域再生を描
くモデルに

地方自治
4月号 ・地方自治を考える－最近の英国地方分権改革と地方創生で思うこと－

・「まち・ひと・しごと創生」の概要と留意点（中）
・生活困窮者自立支援法施行令の制定に伴う地方自治法施行令の一部改正につ
いて
・オーストラリア連邦制～三位一体改革論議～
・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（5）
・「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」等の一
部改正について（上）

自治研究
4月号 論説：

・改正行政不服審査法の検討（2）
・行政による事務管理（2）
・リベンジ・ポルノと表現の自由（2・完）
・公益社会実現に向けた課題と展望（6）
・道路通行妨害排除の手法に関する一考察（2）
・立法者による基本権の保護の対象の決定（2・完）

自治実務セミナー
4月号 特別講演　西尾勝氏地方分権を語る－地方分権改革20年と政策法務への期待

（上）
新しい行政不服審査法と情報公開条例（下）
交付税特別会計の役割
不適正なヤードへの条例対応について
真庭市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例の導入
について
住民投票の本質とその結果の法的効果（下）

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名
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地方自治職員研修

4月号 特集　自治体職員の勘所
・自治体職員としての流儀と原則
・“先輩”職員が伝授！○○課職員の心得
・新しい仕事、新しい環境、「私が変わる」ということ
法務のコマッタに一発回答！政策法務・相談室－法的スキルを身につけるには
どうすればよいか（稲葉博隆）
見せます！議会の底力－より身近な議会に改革を進める/勝浦町議会

ガバナンス
4月号 特集　発想力・行動力・拡散力－職員・住民起点の政策アプローチ－

・現場に根差した発想力が自治体政策を変える
・市民起点の政策は自治体の生命線
・産官学民協働による地域政策と自治体職員
・ソーシャル・マーケティングを政策に活かす～女性・消費者（市民）視点の
活用
・庁内外の多様な連携を基盤に生活困窮者の包括的支援体制を構築
・保健師の視点から高齢者虐待防止事業を構築
・自立支援と居宅介護の充実で地域包括ケアを確立
スキルアップ特集　新しい職場であなたの魅力アップ！
議会改革リポート【変わるか！地方議会】167－継続的な議会改革を行うため議
会評価を実施（岩手県滝沢市議会）
2015年4月号付録：「今さら聞けないクレーム対応術12のポイント」関根健夫著

日経グローカル
No.263(3月2日号) 特集　困窮者自立支援法が4月施行　自治体、企業、住民と総力戦

第2特集　東日本大震災4年　復興加速へ続く模索
グローカルインタビュー　福岡市長・高島宗一郎氏
REPORT　自治体の通知「読まれぬリスク」に対応策
議会の自立、首長の自立　自立と自立の二元代表制（片山善博）
議会改革の現場から（11）統一選後、改革レベル引き上げを（高沖秀宣）
自治体・ＮＰＯ新連携ガイダンス　市民活動への1％支援制度（千葉県市川市）

No.264(3月16日号) 特集　全国市区第2回「介護・高齢化対応度」調査　板橋が首位、2位・小山、3
位・新宿　包括ケア医療・介護連携がカギ
REPORT　渋谷区が同性カップルの証明書
これで勝とう！コンベンション－情報発信で開催地効果を最大に
議会改革の現場から（最終回）議員と事務局、改革マインド共有を（駒林良
則）

自治体国際化フォーラム
4月号 特集　環境技術を世界に売り込め

1.隆盛する世界の環境ビジネス
・世界の環境ビジネスの動向
・技術と政策をセットで売り込む、環境事業の海外進出
2.環境技術を使った活発な海外展開
・官民連携によるマレーシアでの下水道整備プロジェクトへの取り組み
・北九州市発信！「市内企業の海外展開支援」
・公民連携による国際技術協力（Y-PORT事業）
3.自治体の役割と今後の展望
・わが国環境技術が世界市場で打ち勝っていくために必要なこと
・参入戦略に応じた自治体の果たすべき役割

J-LIS
4月号 特集　教育イノベーション

・つくば市/ICTを活用した小中一貫教育で未来の担い手を育成
・高松市/校務システムをクラウド化し情報管理体制を一新
・美馬市/ICTによる学校間を超えたバーチャルクラス学習等
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・北海道教育大学附属函館中学校/一人一台のタブレットPCは自宅でも活用
・文部科学省/我が国における教育の情報化と将来展望

自治体情報誌D-file
2015.2（上） ・区が同性カップルに結婚相当証明書発行へ条例案、相互の契約条件（東京都

渋谷区）
・県が夫妻の不妊検査費用を半額助成、双方助成は都道府県初（広島県）
・市が空き家購入する転入者に助成、2世帯住宅の改築にも補助（神奈川県横須
賀市）
・市が避難所にマンホールトイレ設置へ、避難所33ヵ所に251基（宮崎県宮崎
市）
・県が捨てられた犬を災害救助犬に育成、殺処分ゼロの活動と連動（徳島県）

2015.2（下） ・全国初　市が川の眺望守る川筋景観保全条例、建築規制と支援（石川県金沢
市）
・県がＪＫビジネス全面禁止へ青少年条例改正、包括規制は全国初（愛知県）
・がん早期発見へ、市が血液での発症可能性検査の費用を助成（福井県坂井
市）
・市有施設屋根で市民発電所、太陽光設備初期投資は市民ファンドで（岐阜県
高山市）

別冊（2015年春号） 特集　地域の雇用政策
・雇用情勢は改善・自治体の就労支援・雇用の質の改善
conception　地域公共交通ネットワークの再構築と交通政策基本法－自治体の
条例で行政サービスとして地域公共交通の確立を－
議会が推進する市民教育－第1回　議会という公共空間＝「民主主義の学校」を
創出する
1.住民の信頼を回復するには
2.市民教育の必要性－議会運営の負の連鎖とその脱出の方向－
3.政治行政不信の蔓延の理解と打開の方途
4.議会が推進する市民教育の意味
自治体政策最前線　学校給食と食育の推進　地場産食材の活用

自治日報
3783号 ・市版「総合戦略」を発表、全国初（京丹後市）

・定住圏、他の圏域構想と整理必要（総務省懇談会）
・自治体クラウド導入等で報告書（総務省検討会）
・議会：地方創生と地方議会の役割

3784号 ・関西広域連合に部分参加を表明（奈良県知事）
・都市公園に保育所等、戦略特区追加案（政府）
・今の道州制、「反対せざるを得ない」（西尾勝教授）

3785号 ・水素社会実現へロードマップ策定（神奈川県）
・水道耐震化計画策定支援で新指針（厚労省）
・新食料等計画で「自給力」指標創設（農水省）

3786号 ・自転車保険の加入義務化で条例成立（兵庫県）
・地方創生で市町村に人材派遣（政府）
・農山漁村活性化へ報告書（農水省検討会）
・自転車マナーを向上－安全利用推進企業制度を創設－（京都市）
・超小型モビリティの導入検討（岡山市）

地方行政
10542号 月曜連載　大阪の維新改革を検証する（11）従来にない改革の手法を駆使＝

ニュー・パブリック・マネジメントの探求
月曜連載　地域防災最前線（80）阪神・淡路大震災復興誌を読む（10）＝第2部
各論　第1章生活　第3節救援物資（1）
特集　北海道自治体学土曜講座・第5回　市町村合併は何であったのか

10543号 木曜連載　地方創生へ，公務員が創造すべきコト（6）原因と結果を「正しく、
連携して」考える＝「願望」でなく「事実」を基に、計画を創る
特集　公共施設等総合管理計画の策定（下）「市営住宅のあり方市民討議会」
を開催＝住民との合意形成、松阪市の実践事例から
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10544・合併号 木曜連載　地方創生へ，公務員が創造すべきコト（7）地方の雇用・消費を増や

す「パラレルキャリア」＝一つの仕事で、いきなり地方に定住は、敷居が高い
特集　原発事故から4年　避難者、なお12万人＝移住決め、土地取得2000件－福
島県

10545号 月曜連載　大阪の維新改革を検証する（12）第三者による経営分析をテコに改
革を推進＝維新改革に見る新しい行政改革のやり方
月曜連載　地域防災最前線（81）岩手県大槌町　平野総務部長に聞く＝東日本
大震災、発生から4年（1）

10546・合併号 月曜連載　大阪の維新改革を検証する（13）地域の医療と介護の戦略を見直す
（上）
月曜連載　地域防災最前線（82）岩手県釜石市　山崎元危機管理監に聞く＝東
日本大震災、発生から4年（2）

10547号 木曜連載　地方創生へ，公務員が創造すべきコト（8）「衰退期の再生」より
「導入期の創生」＝再生ならば「延命策」でなく「リストラクチャリング」
特集　地域活性化センター「土日集中セミナー」地元の基幹産業中心に支援を
＝「元スーパー公務員」の木村氏ら講演
都市防災教育研究センター　コミュニティーの防災リーダー育成へ＝いのちを
守る都市づくりで、大阪市立大が開設

10548号 月曜連載　大阪の維新改革を検証する（14）地域の医療と介護の戦略を見直す
（中）
月曜連載　地域防災最前線（83）鳴らなかった防災行政無線＝東日本大震災、
発生から4年（3）

地方財務
4月号 特集　平成27年度地方財政対策

・平成27年度地方財政計画の概要
・平成27年度地方債計画の概要
・平成27年度地方公営企業に関する地方財政措置
特集2　東日本大震災から4年－復興へのあゆみと地方創生のヒント－
行財政情報　平成25年度地方公営企業決算の概況
今月の視点　地方公営企業における適用範囲と独立採算の考え方－制度改正の
経緯と今後の方向性－

厚生労働
4月号 特集1　雇用の安定＆多様化のために　準備は進んでいますか？有期雇用労働者

の「無期転換ルール」
特集2　住まい・就労・子どもの学習など包括的な支援「生活困窮者自立支援制
度」がスタート

地球環境とエネルギー

4月号 特集　再生可能エネルギーと地域活性化
・再エネ事業を通じた地域貢献と地域活性化－国内事例と活性化のためのポイ
ント－
・再生可能エネルギーは“ソフトインフラ”－村楽エナジーの岡山県西粟倉村
での取り組み－
・“第2のくまモン”を探せ！－熊本県の再生可能エネルギーでの取り組み－
・再生可能エネルギーを軸とした地域活性化を考える－海外事例から見えてく
る日本に求められる姿勢－
改革始動！変貌する電力システムの行方
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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都市問題
4月号 特集1　介護保険制度のゆくえ

・介護保険と地方分権の15年
・予防給付の地域支援事業化を考える
・介護報酬引き下げによる事業者への影響
・介護従事者の処遇改善と人材確保に向けて
・急増する「無届け介護ハウス」の実態と課題
特集2　公営競技と自治体
・公営競技の歴史と現在
・公営競技廃止に伴う損失の補填と競技場跡地の利活用
・公営競技廃止の舞台裏

・カジノに群がる自治体

河川
3月号 特集　新たなステージに対応した防災・減災のあり方について

・水災害分野における気候変動適応策のあり方について
・土砂災害防止法の改正について
・土砂災害防止対策基本指針の見直しについて
・大規模災害に備えたタイムライン（防災行動計画）の策定について

財界九州
4月号 今やにぎわい創出の“核”「エンタメ」

医療最前線　福岡市・人工島に革新的ながん治療法「BNCT」の誘致が正念場
レベルファイブ成功に垣間見える「福岡ゲーム産業」の素地とは…
大学特集2015　自らの強みを磨き、時代のニーズに合わせた人材教育に力を注
ぐ

九州経済調査月報

4月号 新しい公共
・求められる「国主導・行政主導」から「当事者主権」のまちづくりへの比重
移動
・多様な主体による「ニューパブリック」形成の意義と課題
・住民による住民のためのコミュニティ政策

データ九州
1151号 九州・山口企業の海外進出　2014

調査月報
4月号 新規開業企業における顧客の確保・獲得のポイント－「2014年度新規開業実態

調査（特別調査）」から－
国際経営から考える中堅・中小企業のアジア進出
東アジアにおける環境汚染に対する意識
経営者の期待の高さと従業員の成長は比例する

建　　　築　・　都　　　市

産　　　業　・　経　　　済


