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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
1980号 （6/30） 法令解説

・FATF関連2法（1）－マネー・ローンダリング対策の強化（犯罪による収益の
移転防止に関する法律の一部を改正する法律）
・FATF関連2法（2）－テロリストの財産凍結（国際連合安全保障理事会決議第
千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に
関する特別措置法）
・農業経営所得安定対策の見直し（農業の担い手に対する経営安定のための交
付金の交付に関する法律の一部を改正する法律）
新安保法制と集団的自衛権（成澤孝人）
教育系アルバイトの「やりがい搾取」（神部紅）

1981号 （7/15) 法令解説
・感染症に関する情報収集体制の強化－あわせて、鳥インフルエンザ等を二類感染
症に追加（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改
正する法律）
・我が国の経済発展に寄与する外国人の受入れを促進－新たな在留資格「高度専門
職」の創設、在留資格の整備、上陸審査の手続の円滑化等（出入国管理及び難民認
定法の一部を改正する法律）
・平成27年度の関税改正について（関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法
律）
年金情報漏えい事案の教訓（宮下紘）

ジュリスト
1482号（7月） 特集　地銀再編の法律問題

・地方銀行再編の法的諸問題
・地銀再編のスキームとデューディリジェンス
・独占禁止法上の分析
・経営統合における人事・労務の法律問題
行政法の最前線（4）行政手続法の改正

判例タイムズ

1412号（7月） 知的財産高等裁判所10周年記念（1）
・座談会　知的財産高等裁判所10周年の回顧と展望
・知的財産高等裁判所の10年間の歩みと特許権侵害訴訟の国際的比較を踏まえ
た今後の展望
・知財高裁を中心とする知財訴訟の概況
争点整理の現状と課題
請負報酬請求事件における追加変更工事に関する実務上の諸問題

判例地方自治
395号（7月） 【判決紹介】

神栖市・入札参加資格制限違法国家賠償請求事件（水戸地判/26.7.10）
浜松市・差押解除懈怠国家賠償請求事件（静岡地浜松支判/26.9.8）
西宮市・市営住宅明渡等請求事件（最高（2小）判/27.3.27）
はんれい最前線：1件？2件？議決の要否をめぐる判断は最高裁へ（名古屋高判
/26.5.22）
市町村アカデミー・コーナー：議会における政策立案の考え方（1）

レファレンス
773号（6月） ・我が国の新たな開発援助政策－援助をめぐる国際的環境の変化を踏まえて－

・法人税をめぐる最近の議論－税率引下げと代替財源を中心に
・米国の外国口座税務コンプライアンス法と我が国の対応

法　　　　　　　　　　　　令
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号／刊月 主　　要　　記　　事

地方議会人
6月号 特集　いま、問われる地方議会のかたち

・いま、議員に求められるもの
・行財政縮小時代と自治体議会
・これからの議会改革に問われるもの
・「議会力」アップの必要性と課題
・統一地方選挙に見た無投票選挙の実態と低投票率
・地方議会における「女性活躍」はどこまで進んだか
・地方政治が、若者の政治への関心のカギである！！
地方議員が開く「政策の窓」（3）～人口減少対策の基本的視点（牧瀬稔）

地方自治
7月号 連携中枢都市圏構想－構想を推進するにあたっての論点

地方自治体における業務の標準化・効率化に関する研究会報告書について
地方税法の一部改正（ふるさと納税制度の拡充関係）について
行政書士に関する実態調査及び平成26年度行政書士試験結果について
資料1：地方自治法施行規則の一部を改正する省令（平成27年総務省令第13号）
の概要
資料2：予定価格の適正な設定について

自治研究
7月号 論説：

・フェデレーション理論の諸原理
・抗告訴訟の廃止（1）－行政法コンセプトに対する租税法の影響
・ドイツ警察法における「原因者Storer」の意義（1）－原因者とは誰か？
・恩給制度の概要と変遷（3）
資料：平成27年度税制改正の大綱（3）

自治実務セミナー
7月号 特集　自治体の空き家・空き地対策

・空家対策特措法の成立を受けた自治体対応（北村喜宣）
・空き家対策とまちづくり（樋野公宏）
・空家特措法制定後の空き家条例の整備－京都市条例を素材として（青山竜
治）
・空き地問題の現状と空き地活用の可能性（秋田典子）
実務と理論：施策の変更により損害を受けた者に対して市は不法行為責任を負
うか
実務演習：公選法における寄附の禁止と挨拶の規制〈地方行政〉
自治体実務サポート：京都市における自転車政策
現場からのレポート立法事実からみた条例づくり（6）北海道ニセコ町水道水源
保護条例・地下水保全条例と立法事実の記録管理（上）（田中孝男）

地方自治職員研修

7月号 特集　自治体政治の逆襲
・2015年統一地方選挙に見る自治体政治の課題（牛山久仁彦）
・多様な議会・多様な議員～政策多様性の場　議会（田口一博）
・リーダーシップとは、「自分ごと」として周囲を巻き込むこと。（松野豊）
・有権者と政治をつなぐ「マニフェストスイッチプロジェクト」（青木佑一）
・議会と議員の有効な攻略法とは（嶋津隆文）
創造型行革のすすめ〈職員みんながサポーター〉/さいたま市桜区
進む！市民参加〈大学生の視点で施策を評価・提案〉/都留市
ヨワタリ公務員まかりとおる〈秘書畑のわたり方～秘書課・議会事務局〉（町
田智弥）

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

ガバナンス
7月号 特集　「まちづくり人財」と自治体職員

・「まちづくり人財」と自治体の役割
・「地域に飛び出す自治体職員」への期待と首長の役割
・自治体シンクタンクと「まちづくり人財」の養成
・「プロボノ」と協働する自治体職員
・誰もが「ファシリテーター」となり、「みんなが主役」のまちづくりを/静岡
県牧之原市
・地域おこし協力隊を活用して市民自治のまちづくりを強化/兵庫県朝来市
スキルアップ特集　職員提案の底ヂカラ
議会に「先例と申し合わせ」は必要か？（議会事務局研究会）
議会改革リポート【変わるか！地方議会】170－低投票率などに議会・議員は危
機意識の共有を（日本自治創造学会研究大会）

日経グローカル
No.269(6月1日号) 特集　ユニバーサルツーリズム始動　NPOが先行、後追う自治体

ニュース＆インサイド　「大阪都構想」否決の舞台裏
FOCUS　水素社会のインフラ整備に動く自治体

No.270(6月15日号) 特集　小中一貫教育が制度化へ　先行自治体に学ぶ課題
第2特集　自治体キャッシュフローの実力　臨財債重い道府県、実質無借金195
市区町村
地理的表示制度と地域活性化　品質重視のビジネス戦略に活用を
公共ストック　わが街の戦略（浜松市）

自治体国際化フォーラム
7月号 特集　JETプログラムの活用について

・日本でのJETプログラム終了者の活躍促進に向けたクレアの新たな取り組み
・東川町におけるSEAの活用について
・国際交流員としての博物館での仕事
・山梨県におけるインドネシア事業
・技術交流とCIR
・JTEとALTのコラボレーションによるTTの改善を目指して
・宇治市で活躍する英語指導助手
・ALTのさらなる可能性
埼玉県とタイ王国の経済交流
香川県坂出市における国際交流への取り組み
心のつながりは言葉の壁を越えて～外国人を雇用するということ～

J-LIS
7月号 特集　番号制度に向けた自治体の取組み

・三鷹市/全庁的な影響調査に基づき確実な準備を推進
・奈良県/県の職員が寸劇で番号制度における市町村の業務を説明
・長崎市/個人番号カードの普及促進や通知カード返戻対策の検討
・北海道釧路町/番号制度開始に伴う関係条例の制定・改正など
・個人番号の通知と個人番号カードの交付における留意点（総務省・内海隆
明）

自治体情報誌D-file
2015.5（上） ・全国初　市が全小学5・6年生の習い事に助成券、対象教室募集（千葉県南房

総市）
・市が生後2週間健診開始、産科と小児科連携で母子を早期サポート（山口県宇
部市）
・県が地元企業の就業者へ奨学金返還を支援、8年以上で全額補助（山口県）
・府が青少年のネットトラブルに専用相談窓口、専門家が助言（京都府）

2015.5（下） ・全国初　区が薬局と連携し糖尿病検査、早期治療へつなげる（東京都足立
区）
・県と市町村が買物支援、自治会運営のスーパー開設に準備費補助（秋田県
他）



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・市がクリーニング店組合と古着回収で協定、ごみ減量へ拠点増やす（札幌
市）
・区議会が議場に聴覚障害者支援システム導入、音声と文字を変換（東京都北
区）
・子宮頸がんワクチン被害救済に自治体が医療費支給や独自調査（神奈川県横
浜市他）

別冊（2015年夏号） [特集]東日本大震災と復興
・4年が経過した大災厄からの復興、阪神淡路大震災復興時より明かに遅れてい
る現状をまとめる
[発想・conception]水循環基本法制定の背景と自治体
[連載]議会が推進する市民教育－第2回　選挙は格好の市民教育（江藤俊昭）
1.動員型から政策型への過渡期
2.政策型選挙を創り出す議会・議員の役割
[自治体政策最前線]観光振興とユニバーサルデザイン
[自治体議会政策学会]地方自治制度はどのように変わってきたのか？

自治日報
3796号 ・地域対応型EMSで事業モデル（神奈川県）

・標準規則に出産欠席規定明記（市、町村議長会）
・広域連携促進事業委託先に28件選定（総務省）

3797号 ・総合戦略等で素案、60年に65万人超（徳島県）
・国土形成計画、集落は集住目的とせず（国交省）
・高齢者移住、財源と一体提案が必要（市長会特委）

3798号 ・クラウドソーシングで商品開発（神奈川県）
・CCRC、新法制定も「選択肢」（石破創生相）
・公共施設核に地域経済活性へ調査（総務省）

3799号 ・一時宿泊施設、7市連携で民間委託（静岡）
・分権時代の議会のあり方で報告書（全国市議会議長会）
・「空きキャパ」転用容易化など答申（規制改革会議）

地方行政
10563合併号 月曜連載　大阪の維新改革を検証する（21・完）＝維新改革は大阪に、そして

全国に何をもたらしたのか＝まとめに当たって
特集　大災害における都道府県の初動対応を考える・下　応援部隊の円滑な受
け入れを

10564号 連載　新・地域力と地域創造（10）鳥獣被害、マイナスからプラスへの転換＝
ジビエをめぐる三重県の取り組み
月曜連載　地域防災最前線（90）阪神・淡路大震災復興誌を読む（12）＝第2部
各論　第1章生活　第5節生活再建への道
点描・永田町：“浪速の風雲児”退場の波紋

10565号 木曜連載　地方創生へ，公務員が創造すべきコト（17）不都合な真実＝利用者
の本音を前提に政策を作る　建前が「成功事例→政策の前提」になる愚
政策紹介　自治体初、基金を信託銀行に金銭信託　新たな公金運用の道開く
東京都
木曜連載　自治体PRE戦略で都市を救う（3・完）PRE（公的不動産）戦略の実践
としての都市の再構築

10566号 特集　「協働」の基盤づくりアプローチを考える　地域に“活きる協働”に向
けて
月曜連載　地域防災最前線（91）阪神・淡路大震災復興誌を読む（13）第2部各
論　第3章住宅（1）

10567号 木曜連載　地方創生へ，公務員が創造すべきコト（18）人口減少対策（1）他都
市と同じ策で、競争しない＝金（補助金）で、人口を奪い合う地方都市
特集　人口減少に挑む若手知事　少子化対策で処方箋模索＝有志同盟を結成－
鳥取、三重など12県
木曜隔週連載（NEW)自治体経営の生産性改革（1）実践から学ぶ地方創生時代の
自治体経営戦略＝七つの「生産性改革」で持続可能なシステムをつくる

10568号 木曜連載　地方創生へ，公務員が創造すべきコト（19）人口減少対策（2）ト
レードオフで考える＝コンパクトシティーは、人口減少を加速する
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特集　地方創生の羅針盤　「人口獲得競争」の勝者は一握り＝人口減前提の地
域経済構築を

10569号 連載　新・地域力と地域創造（11）海外で注目、越前市「タケフナイフビレッ
ジ」の包丁＝欧米観光客が殺到、若手職人も回帰
月曜連載　地域防災最前線（92）阪神・淡路大震災復興誌を読む（14）第2部各
論　第3章住宅（2）

地方財務
7月号 特別企画　地方創生で追い風のなかでのふるさと納税

・ふるさと納税の運営実態
・ふるさと納税のしくみとその見直し
・ふるさと納税のあり方をめぐって
行財政情報
・「地方版総合戦略の策定等に向けた取組状況」に関するアンケート結果
・平成25年度財政指数表にあらわれた地方財政の特徴と傾向
今月の視点
・地域経済好循環拡大に向けて自治体インフラの民間開放と公共施設のオープ
ン・リノベーション
・監査委員監査に関するアンケート調査結果と分析（下）

厚生労働
7月号 特集　「青少年の薬物乱用防止」買わせない・使わせない・かかわらせない

1.きちんと伝えたい！薬物の正しい知識とリスク
・専門家に聞く－薬物依存症の恐ろしさ
2.1回だけでもダメ！薬物乱用撲滅に向けた取り組み
・専門家に聞く－薬物の不正流通の現状
・専門家に聞く－小学校から高校まで発達段階に応じた教育を実施
・自治体の取り組み－東京都豊島区　危険ドラッグ等の撲滅条例を施行

地球環境とエネルギー

7月号 特集　水素ステーションを展望する！
・水素ステーション整備の現状と課題、将来展望
・水素ステーション整備に向けたJXエネルギーの取り組み
・水素ステーション整備での東京ガスの取り組み
・水素ステーション整備に向けた東京都の取り組み
・水素キャリアの研究・開発の現状と課題、将来展望
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
7月号 特集1　「迷惑施設」とどう向き合うか

・NIMBYから考える「迷惑施設」
・環境意識と「迷惑施設」－環境倫理学の視点から
・「迷惑施設」と合意形成
・迷惑施設問題への自治体の対応をめぐる実態とそのあり方
・地域社会における「迷惑施設」の内部化と抵抗の可能性
特集2　「地方創生」の虚像と実像
・「人口ダム論」と農山村集落の維持・存続
・地域政策の歴史的文脈と地方創生
・「震災後」における「居住」のかたちと地方創生のあり方
・自治体雇用施策と「地方創生」
・「地方創生」のための分権的制度改革

建　　　築　・　都　　　市

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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地域開発
6・7月号 特集　クラウドファンディングによる地域活性化

・クラウドファンディングが拓く地域づくりの新しい形
・地域のやる気を引き出すクラウドファンディング
・共感寄付で地域への息吹をどう起こしていくか
・出身者と出身地をつなげるFAAVO
・ふるさと納税によるクラウドファンディング、北海道東川町での効果事例

河川
6月号 特集　頻発する土砂災害への最近の取り組み

・土砂災害防止法改正後の取り組みについて
・平成23年紀伊半島大水害以後の取り組み
・広島土砂災害の概要と対応
・梨子沢土石流・御嶽山噴火災害への対応
・土砂災害対策にかかる技術開発について
・火山噴火時の土砂災害に係る緊急対応への取り組みについて

財界九州
7月号 ムラを活かせ、マチを活かせ！！「地域再生」

九州創生への道－特区の活用－
特集　九州活性化をけん引！！Fukuoka2015

九州経済調査月報

7月号 医療技術の海外展開
・医療救援における医工連携～九州初の医療救援技術を世界へ発信
・医工連携による医療救援デザインの国際発信
・ICTを活用した医療サービスにおけるソーシャル・ビジネス～バングラデシュ
での九州大学の活動を事例として
進むリタイア層の還流現象～住民基本台帳人口移動報告からみた人口移動
BIZCOLIセミナー：香港から九州へ～更なる誘客に向けたアプローチ（日本政府
観光局香港事務所　清水泰正）

調査月報
7月号 開業費用の調達と事業計画書の作成状況の実態

特殊な防護服で繊維業界を生き抜く
海外展開実例企業が見た進出先国の事業環境～中国編～
非正規雇用女性に見られる職場環境意識の改善
データでみる中小企業　わが国景気を的確に反映する小企業の動向

＊ご希望の資料がありましたらご連絡ください（福岡市議会図書室・内線7524）

産　　　業　・　経　　　済


