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時の法令
1976号 （4/30） 法令解説

・景品表示法への課徴金制度の導入（不当景品類及び不当表示防止法の一部を
改正する法律）
・利用者負担の取組とナショナル・トラストを促進（地域自然資産区域におけ
る自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律）
・耕畜連携の産業の振興を目指して（養豚農業振興法）
同性婚と憲法－渋谷区パートナーシップ証明制度を契機に考える（福嶋敏明）

1977号 （5/15) 法令解説
・武器貿易条約の発効（武器貿易条約）
・改正テロ資金提供処罰法（公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処
罰に関する法律の一部を改正する法律）
・産業と文化の両面から花きの振興を図る（花きの振興に関する法律）
・内水面漁業の振興に必要な施策を総合的に推進（内水面漁業の振興に関する法
律）
検索サイトの削除基準－プライバシー権と知る権利の衡量（宮下紘）
通称使用をめぐる動き－夫婦別姓訴訟大法廷回付を機に考える（坂本洋子）

ジュリスト
1480号（5月） 特集　労働審判10年－実績から見る成果と課題

・個別労働紛争解決システムにおける労働審判制度
・労働審判創設10年－労働審判制度の評価と課題
・現場から見た労働審判の10年
・労働審判事例の分析
・これからの個別労働紛争の解決システムのあり方
行政法の最前線（2）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
律について

判例タイムズ

1410号（5月） 少年の裁判員事件における審理等のあり方
契約書の実質的証拠力について
銀行によるデリバティブ取引と法人顧客の適合性
判例紹介
女性労働者につき妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主
の措置の、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する
法律」9条3項の禁止する取扱いの該当性（最高（1小）/平26.10.23判決）

判例地方自治
393号（5月） 【判決紹介】

・国立市/住基ネット不接続に係る損害賠償請求住民訴訟事件（東京地判
26.5.16）
・千葉市/新規採用職員の赴任旅費請求控訴事件（仙台高判26.6.26）
・川崎市/請負契約約款の賠償金条項に基づく賠償金請求事件（最高（2小）判
26.12.19）
自治体における著作物利用のリスクと留意点（荻野泰三）
地域包括支援センターとケアマネージャーの役割（1）

レファレンス
771号（4月） 二院制の意義ならびに参議院の独自性

オリンピックの経済効果を地方にまで波及させた英国
ベトナムの海外労働者送出政策及びシンガポールの外国人労働者受入政策
アメリカの法人税改革をめぐる議論（資料）

法　　　　　　　　　　　　令
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地方議会人
4月号 特集　政府予算編成と地方財政

・平成27年度国の予算と地方財政対策
・自治体は「地方創生」に、どのように応えるべきなのか
・平成27年度地方財政計画と自治体財政運営への影響
・2015年度政府予算と地方景気
・政府予算に見る各府省の重点施策
地方議員が開く「政策の窓」～注目を集めつつあるシティプロモーション（牧
瀬稔）
議会紹介Ver.2　議会「改革」と事務局（田口一博）
特別寄稿　教育委員会制度改革と議会の役割－議会権の「実質化」を通じた教
育行政の充実・発展に向けて－（文部科学省・中村有希）

地方自治
5月号 ・住民基本台帳制度の歴史的意義と今日的意義

・「まち・ひと・しごと創生」の概要と留意点（下）
・地方自治法施行令等の一部を改正する政令等について
・「連携中枢都市圏構想」の最新の動きについて
・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（6）

自治研究
5月号 論説：

・改正行政不服審査法の検討（3）
・労働協約締結権付与を前提とした公務員制度のあり方（1）－平成23年法案の
検討
・行政による事務管理（3・完）
・公益社会実現に向けた課題と展望（7）
・道路通行妨害排除の手法に関する一考察（3・完）
資料：平成27年度税制改正の大綱（1）

自治実務セミナー
5月号 特集　頑張る女性たち

・働く女性を支援するには何が必要か（大森彌）
・女性の活躍が組織を変える、社会を変える（林文子）
・自治体で働く女性職員の立場から見えてくること（泉澤佐江子）
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
（下）
自治体実務サポート/産業振興：議員提案による長野市農業振興条例の制定過程
（中条努）

地方自治職員研修

5月号 特集　リノベーション∞マネジメント
・公共空間のリノベーションと自治体行政
・まちの強み、まちの未来
・[北九州市発]リノベーションまちづくりの誕生と推進
・鳥取におけるリノベーションまちづくり
・あたみのつかいかた、を変える
・空き家・空きビル福祉転用のポイント
地域の力を信じる・活かす〈市民の手による、市民のための美術館〉/室蘭市民
美術館
見せます！議会の底力〈超党派議員団でギカイ・ギインを伝える〉/未来の山梨
を拓く議員の会

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政
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ガバナンス
5月号 特集　新体制と自治体のガバナンス

・新人首長の心構えと自治体のガバナンス（片山善博）
・仕事（仕えること）を私事（わたくしごと）にかえよう！－新人首長を迎え
る自治体職員の心構え－（定野司）
・新人首長と自治体組織・風土（大杉覚）
・首長にとっての予算編成と財政運営（小西砂千夫）
・長と議会の新しい関係の構築－二元代表制の機能に向けて－（新川達郎）
・新体制の議会のガバナンス（江藤俊昭）
・新人議員の心構えと議会事務局体制の提案（牧瀬稔）
・議会局「軍師」論－議会事務局のサポート体制と議員との関係－（清水克
士）
スキルアップ特集　ベテランに学ぶ・若手に学ぶ
議会改革の次のステージは？－「地方議会のあり方」をテーマにセミナーを開
催/日本自治学会
議会改革リポート【変わるか！地方議会】168－議会による自己評価に加え、外
部有識者による検証を実施（北海道旭川市議会）

日経グローカル
No.265(4月6日号) 特集　議会改革度、鳥取が初のトップ[都道府県調査]三重、鹿児島が続く

第2特集　北陸新幹線、どう生かす開業効果
FOCUS　自治体の子育てママ就労支援
ここから始める議員活動（1）ウチの議会はダメではダメ　常に考察「市民に
とって」

No.266(4月20日号) 特集　2015年度都道府県予算3.5%増　法人2税伸び、消費増税も追い風
FOCUS　統合型GIS、業務効率化や政策立案に貢献
グローバルリポート　シドニーの公共交通、渋滞緩和や消費喚起に一役
ここから始める議員活動（2）議会改革は自分改革　独善避け、説明・説得を

自治体国際化フォーラム
5月号 特集　見本市などを活用した海外販路開拓と自治体の取り組み

1.海外見本市を活用した海外販路開拓と自治体の関わり
2.ニューヨークで続く松江市の和菓子販路開拓・拡大の取り組み
3.ドイツのメッセ（国際専門見本市）の特徴とその活用
4.フランスにおける長崎県産品の販路拡大事業
5.シンガポール伊勢丹「くまもとフェア」
6.フードウィークコリアにおける自治体の取り組み
7.上海で「日本の茶器工芸展」を開催

J-LIS
5月号 特集　地方創生に向けたICTの活用

・最新のAR技術を活用した観光案内/神奈川県箱根町
・位置情報と連動するスマホ用ゲームを地域振興に活用/岩手県
・データに基づいた多彩なアプローチによる結婚支援/愛媛県
・地方創生に向けた官民学それぞれの役割とICT利活用の方向性

自治体情報誌D-file
2015.3（上） ・全国初　市が清掃工場で回収したＣＯ2を販売、隣接企業に供給（佐賀県佐賀

市）
・県が女性の創業応援会社設立、資金提供と経営助言は全国初（山口県）
・市営住宅に子育て世代入居枠、世代間交流促し団地活性化（札幌市）
・市が1日で完成の新コンクリートで市道舗装、公道使用は全国初（山口県周南
市）
・県が子どもの貧困対策重点に5カ年計画、進学・就業率に数値目標（滋賀県）
・市が瞬時に避難者情報把握へ、選管システムで避難所をネット化（千葉県船
橋市）
・市議会が収支報告書や領収書をネット公開、指定市では初（大阪市）
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2015.3（下）

・全国初、自転車購入者へ県条例で保険加入を義務化（兵庫県）
・電力完全自由化で自治体が電力小売り参入、地元資源で割安に（福岡県みや
ま市・他）
・全国初、県社協とフードバンクが提携し生活困窮者に緊急食糧支援（岐阜県
社会福祉協議会・他）
・区が駅近に図書館貸出窓口、蔵書持たず司書がネット予約に対応（東京都世
田谷区）
・市が電柱にQRコード表示板、英語や図記号も入れ避難所に誘導（千葉県鎌ケ
谷市）
・市がAED設置場所をスマホに表示、ナビゲーション機能も追加（京都市）
・県が子育て中の職員の在宅勤務促進、自宅PCと職場を接続（兵庫県）

自治日報
3787号 ・「中枢都市圏」へ3圏域が連携協約締結

・新しい「よろずや」づくりで報告書（総務省）
・公営企業広域化・民間活用へ報告書（総務省等）

3788号 ・女性活躍推進でプロジェクトチーム（栃木県）
・公的不動産と民間活用で報告書（総務省）
・総務省（自治関係）・消防庁等辞令

3789号 ・新制度で「総合教育会議」初開催（京都市）
・地方創生の「結末」、格差拡大に警鐘（椎川忍氏）
・農地制度改革の適正運用を「確認」（全国市長会）

3790号 ・地方創生で市民等から提案募集（門川京都市長）
・地方創生へ40～50歳代12知事同盟が発足
・地方創生、「国民運動」が必要（石破創生相）

地方行政
10549号 木曜連載　地方創生へ，公務員が創造すべきコト（9）中小企業の経営と支援

は、大企業とは正反対＝交流戦略が、地方の産業と雇用を育てる
東日本大震災4年インタビュー（1）内堀雅雄福島県知事

10550号 月曜連載　大阪の維新改革を検証する（15）地域の医療と介護の戦略を見直す
（下）
月曜連載　地域防災最前線（84）防災行政無線の在り方＝東日本大震災、発生
から4年（4）

10551号 木曜連載　地方創生へ，公務員が創造すべきコト（10）ローカルかグローバル
か、市場（顧客）を選べ＝市民は、役所の計画通りに動いてくれない
東日本大震災4年インタビュー（2）達増拓也岩手県知事

10552号 月曜連載　大阪の維新改革を検証する（16）中之島図書館と中央公会堂の改革
＝府市連携による文化遺産の再生
月曜連載　地域防災最前線（85）宮城県東松島市　大友元市民生活部長に聞く
（上）＝東日本大震災、発生から4年（5）

10553号 木曜連載　地方創生へ，公務員が創造すべきコト（11）「物（コモディ
ティ）」から「人（個性）」へ＝横並び主義が、地方の産業と人を劣化させる
森林を生かしたまちづくり　アロマ協会と「交流協定」締結＝環境省の仲介
で、北海道下川町
東日本大震災4年インタビュー（3）奥山恵美子仙台市長

10554号 月曜連載　大阪の維新改革を検証する（17）改革方針を大胆に軌道修正する＝
大阪市立近代美術館の建設と天王寺美術館の統廃合問題
月曜連載　地域防災最前線（86）宮城県東松島市　大友元市民生活部長に聞く
（中）＝東日本大震災、発生から4年（6）

10555号 木曜連載　地方創生へ，公務員が創造すべきコト（12）NPO経営の教科書（1）
まず、自立する＝コストをゼロにできる「協働ノウハウ」を公開
特集　インバウンド　訪日数最高も課題＝円安の恩恵くっきり、なお「言葉の
壁」
常磐道全線開通　住民流出で「期待外れ」の声も＝滑り出し順調、福島の小売
業者は悲鳴
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10556合併号 月曜連載　大阪の維新改革を検証する（18）公立大学も本格再編、広域化の時

代へ＝大阪府立と大阪市立の大学統合
月曜連載　地域防災最前線（87）宮城県東松島市　大友元市民生活部長に聞く
（下）＝東日本大震災、発生から4年（7）

地方財務
5月号 特別企画　地方公営企業改革と転換期の下水道事業

・地方公営企業に関する基本的考え方
・地方公営企業の現状と下水道事業の位置付け
・地方公営企業の経営改善
・下水道事業の現状
・下水道事業と地方財政
・今後の課題
行財政情報　平成27年版　地方財政白書の概要
今月の視点　米国自治体の破産事例（1）－カリフォルニア州バレホ市
・「第三セクターの活用等に係るアンケート調査」にみる第三セクターの設立
と活用の傾向
・監査委員監査に関するアンケート調査結果と分析（上）

厚生労働
5月号 特集1　食品の衛生管理手法「HACCP（ハサップ）」導入のすすめ

・有効な衛生管理手法を普及するための取り組み消費者と事業者それぞれにメ
リット大
・消費者が食品の安全・安心に関心を持つことでHACCP導入の機運を盛り上げよ
う
特集2　すべての子どもが健やかに育つ社会の実現に向けた「健やか親子21（第
2次）」
・時代の変化を踏まえた母子保健をめざして

地球環境とエネルギー

5月号 特集　鉄道車両の省エネ最新動向！
・日本の鉄道車両省エネ化の特徴と将来展望
・鉄道車両の省エネ化…JR東日本の取り組み
・鉄道車両の省エネ化…東京メトロの取り組み
・鉄道車両の省エネ化に技術で貢献－川崎重工の取り組み
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
5月号 特集1　誰が地域を担うのか

・地域の課題を誰が担うのか
・地域における自治会の役割とその担い手
・官民役割分担の二面性
・民生委員・児童委員はいま
・カナダにおけるNPO・住民主体のコミュニティ・ディベロップメント
特集2　自治体と再生可能エネルギー
・エネルギー源別に見た自治体の再生可能エネルギーに対する取り組み
・地方自治体の再生可能エネルギー政策－条例制定を中心にして
・需要家としての自治体と再生可能エネルギー
・日本の木質バイオマスと地域林業の課題

建　　　築　・　都　　　市

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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河川
4月号 特集　平成27年度予算

・平成27年度水管理・国土保全局関係予算配分概要
・平成27年度新規事業（治水）について

財界九州
5月号 テーマレポート　業界・企業・自治体・個人が直面する「12の改正」

世界3大スポーツイベントの1つ「ラグビーW杯」九州3都市が開催会場に
特集　薩摩川内市　秘境“甑島”が国定公園に指定！官民一体で創出する新た
な地域像
マンション2015　増税延期で持ち直しの兆し？！供給減っても購入には積極的
食　ブランド化、付加価値の創出、販路拡大「味わい」の開拓で新たなステー
ジへ

九州経済調査月報

5月号 地方創生・地方分権・道州制について
・30年後の九州を描く（安浦寛人）
・地方創生・地方分権・道州制について（矢田俊文）
講演録：福岡空港の歩み～福岡の発展に寄与してきた福岡空港（馬場耕一）

調査月報
5月号 高校生ビジネスプラン・グランプリ

デザイン・ドリブン・イノベーションの可能性
大学教育とグローバリゼーション
デザイナー×造園家＝“植物学者”
都市圏と地方圏の間でばらつきがみられる中小企業の景況

産　　　業　・　経　　　済


