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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
1984号 （8/30） 法令解説

・地域間交流や産業育成等を通じて地域への定住を促進（半島振興法の一部を
改正する法律）
・山村振興対策の更なる拡充と法期限の延長（山村振興法の一部を改正する法
律）
・都市農業の安定的な継続と良好な都市環境の形成のために（都市農業振興基
本法）
・5か年度を超える長期契約が可能に（特定防衛調達に係る国庫債務負担行為に
より支出すべき年限に関する特別措置法）
〔改めて憲法を考える〕なぜ、強行採決はいけないのか？（中川律）
〔Case Study：労働相談の現場から〕社会保障制度から排除される非正規労働
者（神部紅）
〔日本の外交・防衛政策の諸課題〕南シナ海問題－中国の海洋進出（佐々木
健）

1985号 （9/15) 法令解説
・株式会社日本政策投資銀行（DBJ）の見直しについて（株式会社日本政策投資銀行
法の一部を改正する法律）
・商工中金の株式処分の在り方等の見直しについて（株式会社商工組合中央金庫法
及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律）
・避難を余儀なくされた住民の帰還に向けた制度拡充（福島復興再生特別措置法の
一部を改正する法律）
・緑の気候基金（GCF）への拠出について（緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措
置に関する法律）
〔privacy news〕通信履歴の保全とプライバシー－データ保全の必要性と比例原則（宮
下紘）
〔資源と法〕レアアース資源と中国依存（西川有司）

ジュリスト
1484号（9月） 特集　コーポレートガバナンス・コード

・コーポレートガバナンス・コード（原案）について
・コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度の整備
・コーポレートガバナンスをめぐる動き
・グローバル機関投資家の視点を中心とした考察
行政法の最前線（6）位置情報に関するプライバシーの適切な保護と社会的利活
用の両立

判例タイムズ

1414号（9月） 医療界と法曹界の相互理解のためのシンポジウム
借地非訟事件の運用上の諸問題
被相続人の生前に引き出された預貯金等をめぐる訴訟について
裁判員裁判を巡る諸問題〔大阪刑事実務研究会〕精神鑑定が問題となる事案の
審理計画・審理のあり方
西宮市営住宅条例（平成9年西宮市条例44号）46条１項柱書き及び同項6号の規
定のうち、入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを
を請求することができる旨を定める部分と憲法14条1項ほか（最高（2小）平
27.3.4判決）

判例地方自治
397号（9月） 【判決紹介】

長野県白馬村/転入届の不受理等国家賠償請求事件（東京高判/26.11.20）
橋本市/水道施設分担金納付義務不存在確認請求事件（最高（3小）判
/27.5.19）

法　　　　　　　　　　　　令



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
山梨県/暴力団員への警察官対応に係る国家賠償請求事件（東京高判
/26.10.20）
はんれい最前線：公営住宅の暴力団排除に最高裁のお墨付き
市町村アカデミー・コーナー：自治体における危機管理（1）
条例ナビ：兵庫県/自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

レファレンス
775号（8月） 大学改革と研究費－運営費交付金と競争的研究費の一体的改革をめぐって

米国の奨学金政策をめぐる最近の動向－学生ローンと所得連動型返済プランの
問題を中心に
EUにおける航空分野の国家補助規制
フランスにおける児童虐待防止制度
「多文化共生」先進自治体の現在－東海及び北関東の外国人集住自治体を訪問
して－（現地調査報告）

地方議会人
8月号 特集　地域でささえる医療と介護の新しいかたち

・ICTを用いた医療・介護情報連携ネットワークの全国展開に向けて
・健康づくり無関心層の行動変容をもたらすインセンティブ策－ヘルスケアポ
イントの活用によるポピュレーションアプローチ
・へき地医療の核としての自治体病院のありかた－新しい公立病院改革ガイド
ラインをふまえて
・東京圏高齢化危機と地域包括ケアシステム
地方議員が開く「政策の窓」（5）～政策力をアップする「自治体シンクタン
ク」（牧瀬稔）

地方自治
9月号 ・地方行革をめぐる諸課題について～アウトソーシングと業務の標準化・効率

化
・公共施設等の総合的な管理による老朽化対策等の推進
・「暮らしを支える地域運営組織に関する研究会」報告書について
・コンパラティブスタディ最新巻の発刊～地方自治の強化に資するアジア各国
の取組とその課題について～
〈資料1〉新たな広域連携促進事業の委託に関する提案募集に対する委託団体の
決定（平成27年6月2日公表）
〈資料2〉まち・ひと・しごと創生基本方針2015（平成27年6月30日閣議決定）
の概要

自治研究
9月号 論説：

・原発訴訟における自治体の原告適格
・ドイツ警察法における「原因者Storer」の意義（3）－原因者とは誰か？
・第三者機関の公正性（2・完）－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（10）
・地方公共団体における防犯カメラ政策の現状と課題（2）－防犯カメラの設置
等と規範選択
行政判例研究：公職選挙法一四条・別表第三の参議院（選挙区選出）議員の議
員配分規定の憲法一四条一項適合性（木村弘之亮）
資料：平成27年度税制改正の大綱（5）

自治実務セミナー
9月号 特集 介護保険制度と自治体の老人保健政策

・国保制度改革の意義と後期高齢者医療制度改革の課題（山崎泰彦）
・介護保険制度の仕組み（榎本健太郎）

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政
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・自治体から見た介護保険制度と実務上の問題（文京区における介護保険制度
の現状/小池陽子）
・介護保険実務の課題と老人保健（霧島市からの報告/秋丸健一郎）
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（2）（長谷
川孝）

地方自治職員研修

9月号 特集　枠組み、連携、自治の工夫
・ポスト「都構想」における大阪地方自治改革（新川達郎）
・都市制度改革・自治体間連携とその選択（大杉覚）
・新たな垂直連携は県の役割をどう変えるか（大谷基道）
・播磨圏域での連携中枢都市圏構想の推進（姫路市）
・小規模多機能自治による住民主体のまちづくり（雲南市）
〔安全安心なまちへ〕選挙管理システムを活用した避難所情報把握への取り組
み（船橋市）
〔新しい事業のつくりかた〕知的障害者の雇用拡大へ～させぼチャレンジルー
ム（佐世保市）
〔創造型行革のすすめ〕地方自治体ファイナンスにおける「財産管理」から
「資金経営」への転換のために（国東市）
〔見せます！議会の底力〕町民から最も頼りにされる議会を目指して（箱根町
議会）

ガバナンス
9月号 特集　自治体プランの推進力

・自治体計画の構想力とPDCAサイクル（宮脇淳＋若生幸也）
・「住民」「議会」の関与が問われる地方創生（人羅格）
・地方版総合戦略と地方分権（磯崎初仁）
・地方版総合戦略と議会の役割－自治体プランと議会とのもやい直しのために
（田口一博）
スキルアップ特集　若手管理職に贈るリーダーの心得
ガバナンス・トピックス：議会改革の成果の「見える化」を－市民と議員の条
例づくり交流会議2015－
議会改革リポート【変わるか！地方議会】172－今こそ、政策で勝負する議会へ
（マニフェストサミット2015を開催）

自治体法務研究

№42　2015秋 特集：スポーツ振興と自治体
・スポーツ振興とまちづくり～スポーツコミッションの可能性
・東京オリンピック・パラリンピック効果を地方創生に活かす
自治体の取組事例
・さいたま市/公民連携のスポーツコミッションで地域を活性化する
・新潟県見附市/市民の運動機会を増やし、“健幸都市”を目指す
条例制定の事例
・山口県スポーツ推進条例
・春日井市スポーツ振興基本条例
〈先進・ユニーク条例〉
・篠山市ふるさとの森づくり条例
自治体職員のための政策法務入門（17）～都道府県条例と市町村条例（1）

日経グローカル
No.273(8月3日号) 特集　空き家対策、権限強化で加速　主要98市区調査　特措法施行で新局面

FOCUS　庁舎建て替え、自治体動く　「建設・改築中」「計画あり」3割超す
膨らむコストがカベ、撤回・縮小も
FOCUS　自治体の防犯対策　特殊詐欺、過去最悪の565億円　地域の安全は地域
全体で守る
水害から命を守る　避難行動は安全な状況下で
地域論壇　女性の社会進出と出生率　就業率高い自治体ほど子どもも多い
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No.274(8月17日号) 特集　都道府県・政令市の人事交流調査　国からは5年ぶり微増

〔鉄路と地域のハッピー作戦〕沖縄都市モノレール　飲酒運転事故減へ片道無
料
〔REPORT〕LGBT住民への対応はどうあるべきか
〔公共ストック、わが街の戦略〕施設の延べ床面積24％削減市民との対話で計
画まとめ（埼玉県鶴ヶ島市）

自治体国際化フォーラム
9月号 特集　スポーツツーリズム

・ラグビーワールドカップ2019と観光ビジネスチャンス
・「ニューヨークシティマラソン」を活用して都市の魅力を世界に発信
・中国のゴルフ事情とゴルフツーリズム誘致の可能性
・韓国のサイクリング・ブームを活かした日本へのサイクル・ツーリズム
・フランスのスポーツ事情
・英国のスポーツ事情と、観光客呼び込みを狙う「ツール・ド・ヨーク
シャー」
・「次はどこで滑る？」勢いを増すオーストラリアからの訪日スキー旅行
三重県における医療通訳者配置の取り組み～地方都市のモデル構築をめざして
～

J-LIS
9月号 特集　医療、介護におけるICTの活用

・東三河電子連絡帳協議会/行政と医療機関による在宅医療・介護の情報共有
（ルポ）
・笠間市/要介護者の状況を関係者がネットでリアルタイムに閲覧・共有
・福島県西会津町/バイタルデータの測定端末を配布し健康指導を推進
・名古屋大学/交通系ICカードに医療情報を搭載
・特別解説/保健医療問題に対する国の動向と自治体の役割（島田達巳）
よくわかる情報化解説　標準型攻撃の脅威と対策　その2：公的機関を狙う標的
型攻撃に対し我々はどう対策すべきか、本気で考えよう

自治体情報誌D-file
2015.7（上） ・市が全中学校区に小学校兼務教員配置、一貫校対応へモデルに（鳥取県鳥取

市）
・市が脱ひきこもり支援、専門スタッフ常駐の相談窓口開設へ（札幌市）
・市が病院保育室で病児保育、幼保園で具合悪い子のお迎えと預かり（東京都
東大和市）
・全国初、県がJKビジネス全面規制へ条例施行　立入調査可能に（愛知県）
・電気店団体と市がリサイクル義務外品引き取りで協定、廃棄容易に（栃木県
佐野市ほか）
・県内宿泊施設が24時間5カ国語通訳を利用可能に、メールも翻訳（滋賀県ほ
か）

2015.7（下） ・2市が小中生の塾や習い事の費用を助成、教育格差是正へ拡充（千葉県南房総
市/大阪市）
・全国初　府が性暴力被害の証拠保存を制度化、支援団体が保管（大阪府）
・市議会が政策実現へロードマップ、任期中の実行計画へ（滋賀県大津市）
・町議会が男性議員にも適用の出産欠席規定、出産補助など想定（沖縄県北谷
町）

自治日報
3805・6合併号 ・40年の人口、8割の小学校区で減（神戸市）

・瀬戸内観光推進へ「DMO」（広島等7県）
・資料＝全国知事会議関係発言要旨

3807号 ・学童保育に民間塾ノウハウ導入（奈良市）
・半数超が議場等でセクハラ体験（女性議員連調査）
・情報セキュリティ緊急対策で中間報告（総務省）

3808号 ・9月議会に企業移転優遇税制上程（鳥取県知事）
・都市の公共交通で報告書素案（市議長研究会）
・8首長と「ふるさと住民票」制度を提案（民間）



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

地方行政
10577号 連載　新・地域力と地域創造（12）官民一体で生まれたメガソーラー発電所＝

二宮尊徳の思想受け継ぐ、神奈川県小田原市
月曜連載　地域防災最前線（96）阪神・淡路大震災復興誌を読む（18）第2部各
論　第4章福祉（1）
特集　地方創生めぐり増田氏らが熱く議論　地方行財政調査会が設立40周年記
念セミナーを開催＝人口減少社会どう乗り切る

10578号 木曜連載　地方創生へ，公務員が創造すべきコト（24）「6次産業化＝特産品」
ビジネスの罠（1）物語で商品は売れるが、物語は愛から生まれる
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（4）＝幸福感を育む環境づくりを目指
す価値前提の自治体経営
解説　富山県氷見市・鹿児島県長島町・慶應大が連携＝地方創生へ、「ぶり奨
学金」を共同提案

10579合併号 特集　普通交付税大綱＝0.8%減の15兆7495億円－不交付団体は55から60に増加
月曜連載　地域防災最前線（97）＝阪神・淡路大震災復興誌を読む（19）第2部
各論　第4章福祉（2）
月曜隔週連載　地方で稼ごう（2）人口増加の意味を考える

10580合併号 木曜連載　地方創生へ，公務員が創造すべきコト（25）「6次産業化＝特産品」
ビジネスの罠（2）＝バリューチェーンを活かすと、商店街が再生する
解説　エリアマネジメントからの地域活性化＝長崎県佐世保市の地方創生プロ
ジェクト

10581号 解説　地方創生の中での労組の役割　生活者と地域社会とをつなぐ
解説　徳島県神山町のワーク・イン・レジデンス　創造的な移住支援で町を活
性化
月曜連載　地域防災最前線（98）阪神・淡路大震災復興誌を読む（20）第2部各
論　第4章福祉（3）ボランティア

10582号 木曜連載　地方創生へ，公務員が創造すべきコト（26）人口減少と地方衰退
は、意識と前提が悪い（1）＝人も企業も、縁があれば、地方にUIターンしてく
れる
特集・人事院勧告　月給0.36%、ボーナス0.1カ月増＝フレックス制の対象者拡
大も
解説　新しい国土形成計画の特徴　人口減少前提にコンパクト＋ネットワーク
化を推進

10583号 月曜隔週連載　地方で稼ごう（3）地域住民活性化のため個性に応じた行動を＝
自治体は政策創造が本来業務
特集　動き出す「総合区」・上　市議会各会派、独自案提示へ＝全国初導入模
索する大阪市
解説　東京都、木密地域不燃化10年プロジェクト：「燃え広がらない燃えない
まち」へ集中取り組み＝甚大被害想定の7000ヘクタールが対象
月曜連載　地域防災最前線（99）関東大震災92年に寄せて＝指導者らの行動を
改めて考える

地方財務
9月号 特別企画　実務相談：新地方公会計統一基準　－財務書類作成、固定資産台帳

整備と活用
今月の視点
・地方創生の10の提言（上）
・地域おこし協力隊の姿　－隊員、市町村、地域それぞれの目線から（上）
・米国自治体の破産事例（終）－ロードアイランド州セントラルフォールズ市

厚生労働
9月号 特集1　私たちの「健康保険」の仕組みが変わります－国民皆保険制度を維持す

るために－
・今、健康保険制度を変えなければならない理由

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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・私たちの健康保険制度はこう変わる（1.国民健康保険の安定化2.後期高齢者
支援金の全面総報酬割の導入3.負担の公平化4.その他の取り組み）
地方の挑戦（6）「介護予防」や「医療・介護の連携」事業により高齢者を地域
で支える仕組みをつくる
海外情報　OECDによる日本の雇用政策の評価・分析

地球環境とエネルギー

9月号 特集　「工場の省エネ」最新動向！
・省エネ取り組みの現状と今後の進め方
・工場の省エネ－TOTOの取り組み（TOTO)
・自社工場の省エネと支援サービス事業（パナソニックエコシステムズ）
・“液晶”亀山工場を省エネ化－シャープの取り組み（シャープ）
・「環境あんどん」を活用した工場の省エネ（オムロン）
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
9月号 特集1　18歳選挙権で何が変わるか

・政治を変える好機となる18歳選挙権
・18歳選挙権実現に至る経緯と背景
・選挙運動は変わるか－ネット選挙運動の動向から
・主権者教育はどうあるべきか－政治参加研究の視点から
・政治と若者をつなぐ鍵は「街」にあり
特集2　どうなる国民健康保険制度
・「国民皆保険」の構造と国保の経路依存的発展
・国保の都道府県「移管」で果たして何が変わるのか？
・国保料（税）の負担はどうあるべきか
・国保直診と地域医療
・医療と介護－国民健康保険と介護保険

地域開発
8・9月号 特集　国は人口減少局面のグランドデザインを示せるか？

・現代の国土計画－縮小時代の国土のデザイン
・人口減少社会における新たな国土形成計画の基本的考え方
・「地方創生」に向けた国の取組について
・人口減少社会における地域格差問題のジレンマ
・対流の促進とグランドデザイン（地域の視点から）
・人口減少局面の国土利用計画－国土形成計画の記載事項に関する国土利用計
画法制度の活用の可能性と課題－

河川
8月号 特集　沖ノ鳥島の保全と低潮線保全に関する取り組みについて

・沖ノ鳥島の保全
・沖ノ鳥島を保全するための維持工事について
・九州地方整備局による低潮線保全の取り組み
・沖ノ鳥島の生態工学的保全
水循環基本計画について
平成26年度全国一級河川の水質現況について

財界九州
9月号 テーマレポート　連携で相互の発展めざす「大学と地域」

特集　〔佐賀〕進む“インフラ整備”盛り上がる“プロジェクト”世界もにら
み「域外交流」を加速！！
海外ビジネス最前線　海外での事業展開急ぐ地場有力企業

建　　　築　・　都　　　市

産　　　業　・　経　　　済



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
特集　省・創・畜エネ2015　求められるエネルギーマネジメント　改めて問わ
れる温室効果ガス削減対応

九州経済調査月報

9月号 これからの福岡空港
・転換期にある「福岡空港」。その方向性は…
・地場企業の海外事業展開に寄与する福岡空港国際線
・福岡空港と北九州空港の一括運営による北部九州活性化の可能性
・グローバル時代に対応する福岡空港
One point解説：500ｍメッシュでみる「しごと」の場の変化

調査月報
9月号 中小企業の海外展開におけるリスクとその対応策

どう考える？中小企業への就職、大企業への就職：採用・育成・定着の向上
は、社員の気持ちの理解から
チャレンジ精神が高い自営層と中小企業の正規雇用女性
中小企業の景況は、緩やかに回復している
北陸新幹線開業を地域産業活性化へ導く多面サポート


