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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
1982号 （7/30） 法令解説

・平成27年度の税制改正について（所得税法等の一部を改正する法律）
・放送に対する政治介入と放送の自由（福嶋敏明）

1983号 （8/15) 法令解説
・平成27年度の地方税制の改正について（地方税法等の一部を改正する法律）
・平成27年度の地方交付税法の改正について（地方交付税法等の一部を改正する法
律）
「おもてなし」と個人情報保護－宿泊者の個人情報提供のルール

ジュリスト
1483号（8月） 特集　企業課税の最新動向

・近年の国際課税関係の法改正
・BEPSとは何か
・BEPSプロジェクトはどこまで実現されるか
・日産事件と子会社株式に関するキャピタル・ロス計上のタイミング
・最近の重要判例－IBM事件
・企業課税と地方税制－事業税における外形標準課税
・税務情報－マイナンバー、文書化等
行政法の最前線（5）安曇野市の適正な土地利用に関する条例

８月増刊号 実務に効く　国際ビジネス判例精選（道垣内正人/古田啓昌）

判例タイムズ

1413号（8月） 知的財産高等裁判所10周年記念（下）
・この10年の進歩性の判断について
・FRAND宣言をした標準必須特許の権利行使について
・標準必須特許の権利行使について
・FRAND宣言を伴う標準必須特許の権利行使について
・職務発明制度改正案への評価と提案
・著作権法における差止請求の相手方
・進歩性判断の国際比較
・連邦巡回控訴裁判所及び欧州統一特許裁判所を巡る議論と日本の知財高裁の
評価

判例地方自治
396号（8月） 【判決紹介】

福岡市・固定資産税賦課処分取消請求控訴事件（福岡高判/26.12.1）
徳島県・公害紛争調停に係る国家賠償請求事件（最高（1小）判/27.3.5）
石川県・風俗営業廃止命令取消請求事件（金沢地判/26.9.29）
はんれい最前線：口頭で伝えた生活保護の指示、打ち切りの理由にならず
地方自治の現場から：個人情報保護条例における保有個人情報の範囲
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（2）

レファレンス
774号（7月） 参議院議員定数配分をめぐる近時の最高裁判例－最高裁平成26年11月26日大法

廷判決を中心として
腐敗防止の国際標準化と政治倫理
国会改革の経緯と論点（資料）

法　　　　　　　　　　　　令



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

地方議会人
7月号 特集　減災社会をみんなでつくる

・地区防災計画制度について
・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
・大規模災害から地域の守り手を守るコミュニティ防災の創造
・「議会BCP」のすすめ
・地域防災力の向上をめざす
地方議員が開く「政策の窓」（4）～社会増を目指す基本的視点（牧瀬稔）

地方自治
8月号 ・地方公共団体におけるオンブズマン制度の発展－川崎市市民オンブズマン制

度の成果と課題
・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の
整備に関する法律（第五次地方分権一括法）について
・都市部におけるコミュニティの発展方策に関する研究会報告書について
・人口減少社会における地方公営企業の経営改革（広域化）について

自治研究
8月号 論説：

・原子力法におけるリスクの克服－ドイツの視点から見た福島原発事故とリス
ク・マネジメントにとっての教訓
・抗告訴訟の廃止（2・完）－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（2）－原因者とは誰か？
・第三者機関の公正性（1）－ある不服申立事件から建築審査会について考える
・公益社会実現に向けた課題と展望（9）
・地方公共団体における防犯カメラ政策の現状と課題（1）－防犯カメラの設置
等と規範選択
資料：平成27年度税制改正の大綱（4）

自治実務セミナー
8月号 特集　地方公務員と日本国憲法

・未完の第八章（石川健治）
・地方公務員と「政教分離」原則の関わり（大石眞）
・戦後地方自治の原像－帝国議会における憲法条項審議をめぐって（斎藤誠）
・いま向かい合う憲法（山口道昭）
自治体実務サポート：地方公共団体におけるオープンデータの取組（1）
政策法務のかんどころ：暴走か、挑戦か？－上越市空き家適正管理活用促進条
例（北村喜宣）
現場からのレポート立法事実からみた条例づくり（7）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（下）（田中孝男）

地方自治職員研修

8月号 特集　松下圭一、〈自治〉へのまなざし
・松下圭一と市民社会（辻山幸宣）
・松下圭一と自治体改革（今井照）
・松下圭一の方法・仕事・思考（大矢野修）
・松下理論は法思考大変革の思想（提中富和）
・政策のための技術としての政策財務（肥沼位昌）
Dr.平井のメンタルヘルス対応術：ストレスチェック制度とは何か（平井康仁）
見せます！議会の底力：市民とともに歩む宝塚市議会をめざして（宝塚市議
会）
進む！市民参加：利用者の目線で図書館サービスを企画・実施（墨田区ひきふ
ね図書館パートナーズ）

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

ガバナンス
8月号 特集　未来志向の公共施設再生・創生

・フューチャーセンターで「市民のつぶやきをかたちに」
・「公共施設等総合管理計画」の意義とこれからの公共施設
・公共施設の再編と活用
・公共施設マネジメントとリノベーション
東京都豊島区/跡地等の資産活用により財政負担ゼロで新庁舎を建設
神奈川県秦野市/ハコモノと機能を分離して公共施設の再配置を推進
岩手県紫波町/未利用の土地を活用し、“人が集う”まちづくりをPPPで推進
青森県/周産期等待機宿泊施設の整備や県庁舎の減築を実施
スキルアップ特集　“市民記者”活躍中！～市民による情報発信の現場から
議会改革リポート【変わるか！地方議会】171－議会例規を再編し、議会版実行
計画「議会ミッションロードマップ」を策定へ（大津市議会）

日経グローカル
No.271(7月6日号) 特集　アベノミクス下の企業誘致　外資に照準、国内生産回帰も

2016年伊勢志摩サミット決定の舞台裏
子育て期の孤立防止にメルマガ（東京都文京区）
水害から命を守る　歴史・文化・伝承から謙虚に学べ
5月のセミナー報告　議会の自立、首長の自立

No.272(7月20日号) 特集　農業改革と地域金融　6次産業化を企業・銀行が後押し
第2特集　自治体とジェトロが連携強化　地域産品輸出、地元企業の進出支援で
協調
FOCUS　公務員の平均年収・退職手当とも5年前より減
FOCUS　ふるさとテレワーク　地方に住み本社勤務　地方創生へ自治体・企業名
乗り
水害から命を守る　避難計画は自助力の検証から

自治体国際化フォーラム
8月号 特集　産官学連携による自治体の取り組み

・ホーチミン市・大阪市連携による低炭素都市形成支援事業について
・産官学連携で海外での環境ビジネスを後押し～泥炭・森林火災を石けんの泡
で火消し～
・神戸市の水インフラ海外展開の取り組みについて
・ベトナムにおけるフードバリューチェーン構築を目指した官民連携での取り
組み
・東京都立産業技術研究センターバンコク支所の開設
・国内外の課題解決への「環境未来都市」構想の貢献
・アカデミアと産業の隔たりを埋める～シンガポール科学技術研究庁の試み～

J-LIS
8月号 特集　ICTで子育て支援

・秋田県井川町/保育施設にライブカメラを設置し園内の様子を配信
・世田谷区/子育て支援情報の提供による育児不安の軽減
・横浜市金沢区/オープンデータの活用による子育て支援サイトの運営
・豊後高田市/子育て世帯の交流の場をオンラインとオフラインの両面で構築
・総務省/家庭・子育て・仕事を両立させるライフステージに応じた働き方
Search!：リアルとネットで気軽に頼り頼られる社会の実現を

自治体情報誌D-file
2015.6（上） ・府・市が夜間動物救急センター開設、獣医師が常駐し夜間対応（京都府・京

都市）
・市が行政書式25種類で性別記載欄廃止、性的マイノリティーに配慮（東京都
武蔵野市）
・市が防災サイン基本計画策定、「色」をたどって避難誘導（宮城県石巻市）
・区が飲食店のハラル認証取得の費用を助成、絵文字シールも交付（東京都台
東区）
・県社福協が生活困窮者に食料品提供、生保手続き中のつなぎに（奈良県）



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・町議会が本会議・委員会で傍聴席からの撮影・録音を原則自由に（京都府宇
治田原町）
・市議会がラグビーW杯PRへ、ラガーシャツ着用で開催（大阪府東大阪市）

2015.6（下） ・全国初　私立病院が手術室搭載のドクターカー、遠隔地や災害時に（青森県
八戸市）
・市が景観維持へ民間所有の歴史的建造物の調査代行、修繕費補助も（北海道
函館市）
・県がHP上に保育施設の虐待通報システム、24時間体制で早期発見（鳥取県）
・市が性的少数者支援を宣言へ、全国2例目（沖縄県那覇市）
・市の大企業特許で中小の製品開発支援が成果、全国展開や支援強化（神奈川
県川崎市ほか）

自治日報
3800号 ・ソフト面含む「40年の東京」デザイン（都検討委）

・少子化対策大綱具体化へ検討会（政府）
・自治体のネット用端末未分離検討へ（総務省）

3801号 ・CCRC協働検討で大学と覚書（笛吹市）
・住基日本人減少数が過去最多（総務省）
・IT戦略改定、対面・書面原則を転換（政府）

3802号 ・地方移住促進へ「挙県一致」県民会議（徳島県）
・18歳選挙権で「主権者教育」充実提言（自民党）
・安倍首相と市町村長が第2回懇談会

3803号 ・ソーシャルインパクトボンドで協定（尼崎市等）
・男女共同参画で基金創設等提言（知事会男女共同参画プロジェクトチーム）
・月給、2年連続増額見通し（人事院勧告）

3804号 ・奈良県、「防災」等で部分参加（関西広域連合）
・被用者年金加入へ推進会議（市議長会）
・地域運営組織、持続運営等検討（総務省）

地方行政
10570号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（20）人口減少対策（3）国外

を知り、日本を変える＝国外とは違う、日本版「少子高齢社会」の正体
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（2）エビデンスに基づく未来予測と戦
略検討＝「住民自治日本一の滝沢市」の実現へ向けて
提言〈2020レガシーの提案〉管理運営手法の見直しでハコモノからの脱却を＝
期待される公共スポーツ施設のオープン・リノベーション

10571合併号 解説　18歳選挙権で変わるか地方選挙＝70年ぶりの選挙権年齢引き下げ
月曜連載　地域防災最前線（93）阪神・淡路大震災復興誌を読む（15）第2部各
論　第3章住宅（3）
地方議会改革へ11提言　分権・地方創生時代にふさわしい議事機関を＝全国市
議会議長会「議会のあり方研究会」答申

10572号 特集　交通再構築の道筋を探る　自転車政策めぐり熱く議論＝初の基本法制定
に向けシンポ
月曜連載　地域防災最前線（94）阪神・淡路大震災復興誌を読む（16）第2部各
論　第3章住宅（4）

10573号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（21）「自発的な学習＝やっ
て当然な事」を、やる＝指示待ち公務員に、間違った成功事例・情報が届く
特集　交通再構築の道筋を探る　自治体と事業者の連携で住民サービス確保＝
BRT、LRT、乗り合いタクシー

10574号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（22）地方創生＆中小企業再
生、七つのノウハウ＝1人の声を「捨てれば衰退、活かせば成功」
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（3）総合計画から構築する自治体経営
システム＝滝沢市における計画・組織の連動と計画の総合化

10575号 月曜隔週連載（NEW）地方で稼ごう（1）グローバル化は個性を活かすチャンス
＝地方創生と住民の活性化
月曜連載　地域防災最前線（95）阪神・淡路大震災復興誌を読む（17）第2部各
論　第3章住宅（5）



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
解説　ライフスタイルに合わせた勤務時間設定が最終目標　国家公務員22万人
に呼び掛け＝早朝出勤で夕方を家族と過ごす「ゆう活」

10576号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（23）抜擢される人は、旗を
立てている＝指示待ち公務員よ、遊び心のあるプレーヤーになれ
解説　「東京の自治のあり方研究会」最終報告＝2005年までに141万人減少－大
都市の低出生改善へ抜本的対策を
解説　インターネット活用後押しで、中小・地方企業の販路開拓支援＝地方創
生へ、ネット業界が協議会

地方財務
8月号 特別企画　基本方針2015を読み解く－地方財政運営にかかる重要事項を中心に

行財政情報
・「まち・ひと・しごと創生基本方針2015」の概要
・東日本大震災に係る復興事業の平成28年度以降の地方負担等の概要
・「新公立病院改革ガイドライン」の概要
今月の視点
・公会計をめぐる国際状況－国際公会計基準の最新動向
・自治体財政シミュレーションゲーム「SIM2030」が開く私たちの未来－全体最
適を対話で導くヒトづくり
別冊付録：事業別地方債実務ハンドブック平成27年度版

厚生労働
8月号 特集1　戦後70周年　先の大戦の記憶を風化させず今、未来へと継承していく

・〈座談会〉苦難の体験を、世代を超えて語り合う
・施設紹介＝昭和館/しょうけい館
・援護事業＝「戦後70周年」の取り組み
特集2　10月からスタート！特定行為に係る看護師の研修制度
・ますます重要になる看護師の役割
・あなたの療養生活を支える看護師
・これからの地域医療は看護師が支える時代に
地方の挑戦（5）足立区－貧困の連鎖を絶つために「子どもの貧困対策」を強化

地球環境とエネルギー

8月号 特集　海洋再生可能エネルギーと自治体
・海洋再エネ利用の現状と課題、将来展望－わが国の技術開発は欧州と同じ土俵へ

・海洋再エネ利用に向けた岩手県の取り組み－豊富な海洋エネで「いわて・三陸地
域」を創生

・海洋エネルギー開発・導入に向けた新潟県の散り組み－粟島沖実証フィールド活
用で地域活性化も期待

・海洋再エネ利用に向けて－佐賀県の取り組み－関連産業創出で活性化めざす「佐
賀モデル」実現へ

・海洋再エネ利用に向けて－長崎県の取り組み－関連産業クラスター形成を推進！

・海洋再エネ利用に向けて－沖縄県の取り組み－久米島での海洋温度差発電実証事
業

海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
8月号 特集1　原発回帰という隘路

・新電源構成をめぐる政府の意図と問題点
・福島原発事故の賠償－何が問われているのか
・誰がリスク管理を担うべきか－安全協定をめぐる議論に欠けているもの
・福島原発事故から考える原子力事故防災の課題
・日本の核廃棄物問題の現状と課題－福島事故廃棄物を中心に

建　　　築　・　都　　　市

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
特集2　生活困窮者支援を問う
・生活困窮者自立支援制度をどうみるか－事業の観点から
・生活困窮者自立支援法は貧困問題解決に資するか
・生活困窮者自立相談支援事業の理念とこれからの課題
・中間的就労を生活保護からの排除の受け皿にしないために
・子どもの貧困対策と生活困窮者支援
投稿論文：連携中枢都市圏構想の問題点（森川洋）

河川
7月号 特集　水防に関する新たな展開

・「水防法等の一部を改正する法律」について
・想定最大外力（洪水、内水）の設定について
・浸水想定区域図作成マニュアルの改訂について
・大阪市における地下街等の浸水対策について
・地点別浸水シミュレーション検索システムについて
・雨水公共下水道について
・民間の雨水貯留施設の整備の推進

財界九州
8月号 〈総括〉九州・沖縄の「トップ人事2015」

特集　北九州「集客都市・北九州」へ大いなる始動　官民連携し魅力ある街づ
くりで活力創出！！
活力企業2015　成長を続ける企業はここが違う－その成長戦略を探る－
特集　Business Succession　円滑な事業継承には早めに相談を
九州創生への道　コンパクトシティー

九州経済調査月報

8月号 歴史活用～戦後70年を機に展望
・戦後70年を迎え、大刀洗平和記念館の役割とは
・戦争遺跡と資料館による記憶の伝承～九州の取組と問題点
・「明治日本の産業革命遺産」の世界遺産登録と地域活性化
戦国大名たちのアジア戦略

データ九州
1152号 九州・山口の外資系企業2015

調査月報
8月号 活躍が期待される若手経営者

技術進歩の流れをつかむピンセット
海外展開実例企業が見た進出先国の事業環境～タイ・フィリピン他編～
多様な道筋に分かれる女性の職業経歴
中小製造業の設備投資は回復基調が続く

＊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


