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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
1978号 （5/30） 法令解説

・地方創生の推進（まち・ひと・しごと創生法）
・地域再生計画の作成から実施に至るまで、政府一体となって支援する仕組み
の構築（地域再生法の一部を改正する法律）
・土砂災害発生時における住民等の迅速かつ的確な避難の確保（土砂災害警戒
区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律）
・災害時の放置車両・立ち往生車両対策（災害対策基本法の一部を改正する法
律）
・外国漁船の違法操業に対する罰金額の引上げ（外国人漁業の規則に関する法
律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法
律の一部を改正する法律
・拉致被害者等への支援の充実（北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支
援に関する法律の一部を改正する法律

1979号 （6/15) 法令解説
・原子力損害の補完的な補償に関する条約（CSC)の締結（原子力損害の補完的な補
償に関する条約）
・原子力損害の補完的な補償に関する条約関連法について（原子力損害の補完的な
補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律）
（原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一
部を改正する法律）
・中間貯蔵の確実かつ適正な実施の確保（日本環境安全事業株式会社法の一部を改
正する法律）

ジュリスト
1481号（6月） 特集 マネロン対策・反社対応をめぐる動きと実務

・犯罪収益移転防止法の改正と今後の課題
・犯罪収益移転防止法改正を踏まえた金融機関の実務対応
・金融機関における反社会的勢力との関係遮断に向けた取組み
 ・暴力団関係者であることを秘匿した申込行為への実務上の対応
 行政法の最前線（3）都市再生特別措置法の改正－コンパクトシティ施策の推
進

判例タイムズ

1411号（6月） 東京地方裁判所民事通常部における新たな合議態勢への取組について
遠隔地・小規模の支部における書面による準備手続きの運用
自白の任意性が問題となる事案の審理計画・審理の在り方
判例紹介
東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条
例（昭和44年東京都条例第55号）の議員定数配分規定の合憲性（最高（1小）/
平27.1.15判決）

判例地方自治
394号（6月） 【判決紹介】

大阪市・政務調査費返還請求住民訴訟事件（大阪地判/26.3.26）
宮崎県・口蹄疫損失補填請求事件（宮崎地判/26.4.23）
北海道・ぱちんこ店営業停止処分取消請求事件（最高（3小）判/27.3.3）
市町村アカデミー・コーナー：地域包括支援センターとケアマネージャーの役
割（2）
条例ナビ：京都市/動物との共生に向けたマナー等に関する条例

法　　　　　　　　　　　　令
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号／刊月 主　　要　　記　　事

レファレンス
772号（5月） 富裕税をめぐる欧州の動向

アメリカ連邦議会議員選挙制度－中間選挙をめぐる課題－
国交正常化から50年の日韓関係－歴史・領土・安全保障問題を中心に－

地方議会人
5月号 特集　地方創生に向け、大きく羽ばたく

・人口減少克服と地方創生の実現に向けて
・地域おこし協力隊員の活躍で地域を元気に！
・地方創生と地方議会の役割
・後回しにできぬ「地方像」の議論
・縮小時代を生き抜くための、まちづくりの経営力入門
・地方創生－逆境を活かす
京都府京丹後市/地方版総合戦略　わがまちの「人口ビジョン」
長野県塩尻市/地方創生のフロントランナーとして、持続可能な田園都市を目指
す。
地方議員が開く「政策の窓」（2）～税外収入による財政の補完（牧瀬稔）

地方自治
6月号 ・地方議会の一票の較差に関する判例法理

・認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
・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（7）
・オランド大統領によるフランスの地方自治制度改革に関する動向（6）～日仏
比較論・フランス政治学的観点から見た地方分権関連法律～
・「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(下）

自治研究
6月号 論説：

・改正行政不服審査法の検討（4・完）
・労働協約締結権付与を前提とした公務員制度のあり方（2・完）－平成23年法
案の検討
・市民住民側面から見た自治体・空間の関係
・公益社会実現に向けた課題と展望（8）
資料：平成27年度税制改正の大綱（2）

自治実務セミナー
6月号 特集　新・地方分権改革－自治体からの提案

・提案募集検討専門部会の活動と今後の展望
・地方分権改革に関する提案募集について
・農地転用に係る権限移譲等について
・提案募集方式の活用に向けた実務的提案－初年度の経験を踏まえて
実務と理論
・公園で生活するホームレスによる公園を住所とした転入届の受理を拒否でき
るか
・町は精神障害を持つ者の採用面接時に就労支援機関の職員の同席を認める義
務を負うか
・8千円のふるさと納税を行った人に1万円相当のカニを返礼品として送ること
は地方団体として問題があるか
講演会告知用ポスター〈地方行政〉
議会審議と予算（塩浜克也）
仮眠時間と時間外勤務手当（橋本勇）

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

地方自治職員研修

6月号 特集　シティ・オブ・ダイバーシティ
・ダイバーシティを支える法務
・生きづらさを感じている当事者に対して行政にできること
・ダイバーシティ・マネジメントに求められる3つのバランス
・障害者があたりまえに働くために
・転換期にある在日外国人政策
進む！市民参加：ひろしま創発塾と模擬議会
Topics!：認知症行方不明者の捜索窓口設置を

ガバナンス
6月号 特集　自治体“子ども政策”の新展開

・子ども・子育て支援制度からインクルーシヴな社会へ
・新しい子ども・子育て支援制度と自治体の役割
・子どもにやさしいまちづくりと自治体“子ども政策”の総合的展開に求めら
れるもの
・子どもの貧困対策と自治体
・子ども虐待と貧困問題に地域はどう取り組むか
・「消えた子どもたち」にどう向き合うか
・増大する保育需要に“質”の確保も見据えて取り組む（東京都世田谷区）
・子どもの貧困・社会排除問題に「あらかわシステム」で対応（東京都荒川
区）
・子どもの育ち支援条例に基づき地域で子どもを支える仕組みを構築（兵庫県
尼崎市）
スキルアップ特集　優秀な人材を採用したい！
議会改革リポート【変わるか！地方議会】169－新人議員を発掘しながら議会改
革を推進（北海道北竜町議会）

自治体法務研究

№41　2015夏 特集：鳥獣被害と自治体の対応
・鳥獣保護法の改正～「鳥獣保護法」から「鳥獣保護管理法」へ～
・農林業と鳥獣被害対策の動向
・都市の暮らしと鳥獣被害対策の動向
自治体の取組事例
・長野県小諸市/猟友会員の減少に対応し野生鳥獣専門員を正規採用
・福井県小浜市/ジビエを使った学校給食の実施
条例制定の事例
・北海道エゾシカ対策推進条例
・神戸市いのししからの危害の防止に関する条例
〈先進・ユニーク条例〉
・新城市若者条例及び新城市若者議会条例
・大館市空き公共施設等利活用促進条例

日経グローカル
No.267(5月4日号) 特集　クラウド利用、中小自治体が先行　コスト削減で連携　改修費を抑制

FOCUS　国際協力の経験、地域おこしに
FOCUS　在宅医療・介護の連携推進
ここから始める議員活動（3）理念・ゴールを想定しよう　意思決定の基準値
明確化を（松野豊）

No.268(5月18日号) 特集　全国813市区調査　2015年度予算と主要事業　65％が増額、「地方創生」
相次ぐ
第2特集　統一地方選総括「軽い選挙、深い危機」
ここから始める議員活動（4）理念やプロセスの共有へコミュニケーション改革
を（松野豊）
自治体-NPO新連載ガイダンス　リユース食器で祇園祭のごみ削減（京都市）
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自治体国際化フォーラム
6月号 特集　地域で取り組む再生可能エネルギーの開発・利用促進！

・地域における再生可能エネルギーの導入状況について
・全米初の浮体式洋上風力発電の実用化となるか？メーン州での産学官連携
・地域の資源を活用した木質バイオマス発熱発電所～ドイツ　バーデン＝ヴュ
ルテンベルク州　ルードヴィクスブルグ市の事例
・日仏の先端技術で持続可能な都市へと成長するリヨン
・離島における再生可能エネルギーの導入と省エネルギー対策について
・地域住民の直接参加による再生エネルギー生産と地域活性化～江原道洪川郡
のエコタウンモデル事業
外国人住民に情報を「伝える」から「伝わる」へ～「やさしい日本語」を進め
るためにはどうすればよいか？

J-LIS
6月号 特集　ICTを活用した公共施設運営

・大阪府/障がいの有無を問わずだれもが利用できる図書館
・川崎市/太陽光パネルを活用した無料Wi-Fiスポットの整備など
・大津市/ミクロとマクロの二つの視点による公共施設の評価システム
・特別解説：建物やインフラ施設等の管理における将来展望（総務省）
「地産地消型地域農業振興拠点」の整備、運営による地方創生への挑戦/今治市

自治体情報誌D-file
2015.4（上） ・介護保険制度適用外の高齢者に市がバリアフリー化の改修費補助（神戸市）

・全国初、市がごみ焼却場の冷却水で発電、売電し学校に供給（佐賀県佐賀
市）
・区が高齢者入居に月最大2万円を家主に助成、障害者も対象に（東京都文京
区）
・市が骨髄移植ドナーに助成、通院・入院時の育児や介護の費用半額（山口県
宇部市）
・都が女性管理職を20％に、職員の育児・介護支援計画策定（東京都）

2015.4（下） ・市が1歳6ヵ月検診時に、託児受け母親の子宮頸がん検診も（愛媛県松山市）

・県が土砂災害回避へ、住宅の移転促進に補助制度（熊本県）
・県が男性従業員の育休取得に最大120万円、孫養育でも奨励金（岡山県）
・市教委が性的少数者の子どもを受け止める冊子、悩みや対応策紹介（兵庫県
西宮市）
・区が木密地域の解消へ、無接道敷地など建て替え基準を緩和（東京都新宿
区）
・県議会が政務活動費の全書類をネットで公開、全国3県目（兵庫県）

自治日報
3791・2合併号 ・相互連携都市圏で推進宣言（京都府5市2町）

・特集＝自治体における情報セキュリティ
・IT業務改革で推進チームが初会合（政府）

3793号 ・「総合戦略」の骨子素案を発表（北九州市）
・294団体で新教育長任命（文科省調査）
・資料＝全国財政課長等会議発言要旨

3794号 ・基金運用、信託銀行に金銭信託（東京都）
・CCRC構想、受け皿に「サ高住」（政府会議）
・国の制度関連改修費を効率化（財務省）
「大阪都」住民投票巡る反応

3795号 ・林業基金が民事再生手続き開始（奈良県）
・若手知事同盟が移住者への減免など提言
・民間含めマイナンバー利活用拡大案（政府）
財政健全化計画論点の要点
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地方行政
10557号 木曜連載　地方創生へ，公務員が創造すべきコト（13）NPO経営の教科書（2）

資金を集める＝クラウドファンディングVSふるさと納税
東日本大震災4年インタビュー（4・完）村井嘉浩宮城県知事

10558・合併号 木曜連載　地方創生へ，公務員が創造すべきコト（14）NPO経営の教科書（3）
協働者を集める　顧客の期待値を上回ると、協働＝成功できる
木曜連載NEW　自治体PRE戦略で都市を救う（1）総論　都市計画・まちづくりを
見据えた自治体PRE戦略の必要性

10559号 月曜連載　大阪の維新改革を検証する（19）＝府立と市立の病院改革－赤字構
造解消に向けて
月曜連載　地域防災最前線（88）宮城県東松島市　大友元市民生活部長に聞く
（続）＝東日本大震災、発生から4年（8）

10560号 木曜連載　地方創生へ，公務員が創造すべきコト（15）NPO経営の教科書（4）
小さく失敗、大きく創造「予算＝金が無いから、できない」と言うな
木曜連載　自治体PRE戦略で都市を救う（2）PRE戦略の実現に向けた公共施設整
備の在り方

10561号 月曜連載　大阪の維新改革を検証する（20）＝官民で力を合わせてニュータウ
ンを再生する　泉北のPPPプロジェクト
月曜連載　地域防災最前線（89）阪神・淡路大震災復興誌を読む（11）第2部各
論　第1章生活　第3節救援物資（2）

10562号 木曜連載　地方創生へ，公務員が創造すべきコト（16）まちに地域資源の冠を
つけて「誇りと関心」を高める＝市民の困り事に、世話を焼くから、関心は高
まる
特集　大災害における都道府県の初動対応を考える（上）国との認識のズレ解
消を

地方財務
6月号 特別企画　これだけは押さえておきたい！自治体財政用語

・「地方交付税法等の一部を改正する法律」の解説
・平成27年度地方債事務に係る変更点等の解説
今月の視点
・CHANGEをCHANCEにかえよう－新首長下での予算編成と予算審議
・米国自治体の破産事例（2）－カリフォルニア州ストックトン市
・監査委員監査に関するアンケート調査結果と分析（中）

厚生労働
6月号 特集1　2015年度「介護報酬改定」とこれからの介護サービス

・今回の介護報酬改定の3つのポイント
・介護サービスを利用するときに知っておきたい11のポイント
・インタビュー/田中滋－介護保険制度を上手に使いながら住民が参加するまち
づくりを推進

地球環境とエネルギー

6月号 特集　省エネ住宅の最新動向
・省エネ住宅－積水ハウスの取り組み
・リノベーションで省エネ住宅へ－OKUTAの取り組み
・省エネ住宅（水まわり編）－TOTOの取り組み
・窓で住宅を省エネ化－YKKAPの取り組み
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
6月号 特集1　観光客急増と日本社会

・訪日外国人観光客増加をどう読むか
・アジアからの観光客急増と日本人の意識
・アジア系外国人観光客の急増とコミュニティ
・地域融合型ゲストハウスの展開
・流出した美術工芸品を買い戻す中国人・華人
特集2　都市における農業・農地のいま
・「都市農地保全」を超えて「まちづくり」へ
・都市農家の現状と都市農地の行方
・都市計画法制定時の区域区分と「都市農地」
・都市農地に関する制度改革議論の動向と今後の課題

河川
5月号 特集　防災の新たな世界的潮流

・第3回国連防災世界会議の成果
・第3回国連防災世界会議の仙台・東北開催の概要について
・第3回国連防災世界会議における仙台市の取り組み
・第3回国連防災世界会議における国土交通省の取組み

財界九州
6月号 呼び込め！！インバウンド

FDAが展開する九州戦略　将来は北九州空港を「サブ拠点化」！？
特集　官民一体で創る熊本都市圏の“地域づくり”ビジョン
ITC2015　「攻めのICT投資」で業績アップ　モノをネットでつなぐIoT時代へ
特集　OFFICE　オフィス投資が人材確保や生産性の向上に貢献
JRおおいたシティ

九州経済調査月報

6月号 離島発の国際展開
・国境離島とツーリズム～となりまちへのゲートウェイ
・木材と水産輸出による離島活性化～対馬発の貿易促進に向けて
・たかが100㎞されど国境～与那国と台湾の交流
史跡等文化財活用へのPPP導入のあり方～鶴丸城御楼門復元プロジェクトからの
考察

調査月報
6月号 日本のソーシャルビジネスの実態

ビジネスモデルのヒントは異業種に
女性の経営参画が経営パフォーマンス向上の要
小企業の景況は、先行き懸念はあるものの、持ち直しの動きがみられる
広域連携で地域の魅力を発信！（筑後商工会議所）

建　　　築　・　都　　　市

産　　　業　・　経　　　済


