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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
1986号 （9/30） 法令解説

・スポーツ庁の設置（文部科学省設置法の一部を改正する法律）
・平成32年東京オリンピック・パラリンピック特措法について（平成32年東京
オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法）
・厚生労働省所管の独立行政法人に係る改革を推進（独立行政法人に係る改革
を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律）

1987号 （10/15) 法令解説
・世界最高水準のICT基盤の普及・発展に向けて（電気通信事業法等の一部を改正す
る法律）
・株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構の設立（株式会社海外通信・放送・郵
便事業支援機構法）
・「持続可能な」地域公共交通ネットワークの実現のために（地域公共交通の活性化及
び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部
を改正する法律
〔privacy news〕マイナンバーのプライバシー保護－マイナンバー通知後の対応（宮下
紘）

ジュリスト
1485号（10月） 特集　知財紛争を取り巻く動き－国内外の最新状況

・PBPクレーム最高裁判決のインパクト
・PBPクレーム最高裁判決と今後の実務上の課題
・証拠収集手続の強化・権利の安定性（無効の抗弁）に関する立法の動向
行政法の最前線（7）アスベスト国賠訴訟における行政法の論点

判例タイムズ

1415号（10月） 裁判の迅速化に係る検証結果（平成27年7月公表）について（佐藤政達）
判決の現状と今後の在るべき姿について－東京三弁護士会有志によるアンケー
トを踏まえて－

判例地方自治
398号（10月） 【判決紹介】

大阪府能勢町/公共工事発注に関する住民訴訟事件（大阪地判/26.7.10）
熊本県御船町/竹バイオマス事業補助金支出住民訴訟事件（熊本地判
/26.10.27）
福岡県飯塚市/市県民税変更決定処分取消請求事件（最高（3小）判/27.5.26）
特別寄稿：行政不服審査法の改正に伴う手数料条例の制定とその留意点（秋山
一弘）
市町村アカデミー・コーナー：自治体における危機管理（2）
条例ナビ：千葉県野田市/野生動植物の保護に関する条例

レファレンス
776号（9月） 議員立法序説

貿易収支に見る産業構造の変化と政策
日本の行政機構改革-中央省庁再編の史的変遷とその文脈
カナダの行政組織とその再編

地方議会人
9月号 特集　地域で取り組むエネルギー政策

・我が国の地球温暖化対策の方向性と地方公共団体による取組への期待
・地域が元気になる脱温暖化社会の実現　自治体－市民－産業－学術の連携

法　　　　　　　　　　　　令

議　　　　　　　　　　　　会



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・自然エネルギーの利活用による地域づくりと雇用創出
〈現地報告〉群馬県中之条町：地域新電力で「電力の地産地消」をめざす/長野
県飯田市：エネルギー自治からの地方創生を目指して/兵庫県宝塚市：「宝塚エ
ネルギー2050ビジョン」の取組み/大分県九重町：自治体と民間企業が協働した
発電事業
地方議員が開く「政策の窓」（6）～雇用増を目指す基本的視点（牧瀬稔）
議会紹介Ver.3　総合戦略案を特別委員会で議論、提案した岩国市議会（田口一
博）

地方自治
10月号 ・条例制定権の活用と都道府県の組織・人材育成のあり方－現状と課題

・「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項」について
・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づく入札・契約手
続に関する実態調査及び公共工事の品質確保の促進に関する施策の実施状況調
査結果について
・地方自治法施行60周年記念貨幣の発行と地方分権振興交付金事業について
（5）

自治研究
10月号 論説：

・地域自治による“一国多制度”（1）－広域自治・連携を含めて
・原発訴訟における民事法の役割－大飯三・四号機差止め判決を念頭において
・ハンス・ケルゼンの議会代表論とドイツにおける議員の地位をめぐる最新の
問題
・大規模災害における市町村の初動対応と「危機への備え」
・ドイツ警察法における「原因者Störer」の意義（4）－原因者とは誰か？
・地方公共団体における防犯カメラ政策の現状と課題（3・完）－防犯カメラの
設置等と規範選択
行政判例研究：
・宅地造成等規制法に基づく規制権限の不行使及び地方自治法に基づく是正の
要求の不作為が違法とされた事例
・地方公共団体の長の債務負担行為にかかる地方自治法一七九条一項に基づく
専決処分の適法性が否決された事例
資料：平成27年度税制改正の大綱（6）

自治実務セミナー
10月号 特集　18歳

・憲法と選挙権、そして18歳選挙権（戸波江二）
・公職選挙法等の一部を改正する法律（選挙権年齢等の引下げ）について（鈴
木康之）
・民法における18歳成年制（山田創一）
・少年法と18歳（大越義久）
実務と理論：職員に通勤手当として通勤定期券を現物支給できるか
実務演習：
・公職の候補者の年齢が記載された投票の効力（地方行政）
・行方不明者の年金の不正受給と税の時効（税務行政）
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（3）（長谷
川孝）
現場からのレポート　立法事実からみた条例づくり（8）：京都市動物との共生
に向けたマナー等に関する条例（上）（藤島光雄）

地方自治職員研修

10月号 特集　教育行政の新論点
・子どもに向きあう教師を支える（福井雅英）
・シティズンシップ教育の取り組みとこれから（坪郷實）
・多様な教育機会確保法案の論点（山下耕平）
・支えと学びで、貧困世帯の子どもたちに希望を（白鳥勲）

行　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・公立大学と人文社会科学系学部のゆくえ（野田邦弘）
〔政策デザイン“思考”サクゴ〕使える・伝わる・共有できる『産休・育休ハ
ンドブック』の作成（愛媛県）
〔自治体政策法務・研究ファイル〕教育委員会制度＋行政裁量（かながわ政策
法務研究会）
〔次世代を育てる〕高校生のデザイン力が社会を変える～全国高等学校デザイ
ン選手権大会（樋口雅子）

ガバナンス
10月号 特集　気候変動に「適応」した地域づくり

・気候変動の現状と適応計画
・気候変動時代のまちづくり－地球温暖化への適応策
・自治体の適応策と気候変動ガイドライン
・気候変動適応策と災害対策－九州地方の水・土砂災害の事例から
スキルアップ特集　はじめての“事例発表”シミュレーション
・初心者必読！相手に伝わる資料作成術
・発表本番の心得－身につけたい3つの技術
議会改革リポート【変わるか！地方議会】173－「かだって会議」の意見も踏ま
え、議員提案の政策条例を（岩手県久慈市議会）

日経グローカル
No.275(9月7日号) 特集　都道府県調査・女性管理職比率7.8%に上昇　東京、鳥取など4団体が2桁

〔FOCUS〕開設ラッシュ「道の駅」、小規模自治体も
〔REPORT〕本社の移転候補、半数以上が3大都市圏
〔公共ストック、わが街の戦略〕財源難で施設総量を最適化　集約化・複合
化・多機能化を推進（千葉県松戸市）

No.276(9月21日号) 特集　自治体、新電力に急接近（全国813市区調査）調達・売電から地域PPSま
で
第2特集　拡大するふるさと納税、1200団体超に返礼品けん引、活性化のツール
にも
〔FOCUS〕IT活用した「地域医療連携ネットワーク」増加
〔FOCUS〕漁業者減少、所得向上が課題
〔公共ストック、わが街の戦略〕財政破綻リスクに直面　施設縮小・コスト減
急務（千葉県銚子市）

自治体国際化フォーラム
10月号 特集　アートを通じた国際交流

・インバウンドを視野にアートを通じた地域活性化について
・「福岡アジア美術トリエンナーレ」の存在理由
・国際映画祭の開催を通じた国際交流の取り組み
・ひたち国際大道芸～芸術・文化の大道芸を日立市で～
・小さな世界都市へ・豊岡の挑戦
・外国人若手アーティストと一緒に探す地域にあふれる宝物
“ファシリテーター”の活用が地域インバウンド活性化のカギ

J-LIS
10月号 特集　GISを活用した新たな価値の創造

・深谷市/「使われない」を打破する統合型GISの再構築
・静岡県/GISによる業務効率化から防災情報発信の強化まで
・藤沢市/業務と情報公開を効率化するGIS
・北海道標茶町/農地の効率的な管理にGISを活用
・総務省/G空間情報とICTが社会にもたらす新たな付加価値
Search！：地物データGISを利用した都市部における精緻な降雨流出経路のモデ
ル化
よくわかる情報化解説：アクションプランが示す、我が国の将来像
LGWAN～総合行政ネットワーク：電子文書を脅威から守るための仕組みとLGPKI
の信頼性を確かにする仕組みについて



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

自治体情報誌D-file
2015.8 ・市が骨髄・抹消血幹細胞提供するドナーと勤務先に助成金支給（大分県大分

市）
・精神障害者の入所施設を23区初の開設、生活訓練で自立支援（東京都新宿
区）
・市が産後ケア事業、専任担当者や助産師が相談に応じナイトケアも（神奈川
県横須賀市）
・市が市税滞納者生活再建に債務整理専門家や弁護士活用（静岡県掛川市）
・市選管が市議選公報を選挙後も掲載継続、公約実行の監視の手段に（仙台
市）
・市議会が視察に乳児同行認める、政令市・県都で初（熊本市）

自治日報
3809号 ・人口減、U・Iターン対策等で協力（新潟・山梨・長野・静岡県知事）

・フレックス拡充、条例で制度化を（総務省）
・ICT活用、行政サービス改革通知（総務相）

3810号 ・ビジョンで「リンケージ人口」提案（山梨県）
・子ども医療費助成等見直しを議論（厚生労働省検討会）
・新型交付金、25知事が「評価できない」

3811・12合併号 ・総合戦略で4つの「新常識」提示（徳島市）
・議会事務局共同設置状況等で調査結果（総務省）
・子育て支援等　政策パッケージを検討（政府）

地方行政
10584号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（27）人口減少と地方衰退

は、意識と前提が悪い（2）＝出生率と街中再生は、学歴とコミュニティで決ま
る
特集　動き出す「総合区」・下「課題解決に向けた議論を」北村亘・大阪大教
授インタビュー
特集　外国人観光客増加　台湾、空前の日本旅行ブーム　住民8人に1人渡航

10585号 連載　新・地域力と地域創造（13）年間60万人集まる食と農の森＝福岡県岡垣
町「グラノ24Kぶどうの樹」
特集　地方創生の羅針盤　国からでなく、住民から出発する地方再生を
月曜連載　地域防災最前線（100）阪神・淡路大震災復興誌を読む（21）＝第2
部各論　第5章保険・医療

10586号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（28）人口減少と地方衰退
は、意識と前提が悪い（3）＝正しい手順は「意識改革→施策立案→数値目標」
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（5）＝計画基盤の整備による政策実現
の生産性向上－マニフェストと総合計画の連動化

10587号 月曜隔週連載　地方で稼ごう（4）高付加価値の創造へ環境整備を＝素材探しも
自治体の仕事
月曜連載　地域防災最前線（101）阪神・淡路大震災復興誌を読む（22）＝第2
部各論第6章教育（1）
特集　「空き家」対策を考える：特措法円滑運用のため十分な予算・人員が不
可欠＝跡地利活用へ、規制緩和も要検討

10588合併号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（29）人口減少と地方衰退
は、意識と前提が悪い（4）＝答えは「選ぶ」のではなく「自分で創る」
特集　和歌山県、おもてなしトイレ大作戦　公衆施設改修で来県者への接遇を
向上＝紀の国わかやま国体大会を控えて

10589号 国土交通省の2016年度予算概算要求（上）防災・減災、経済再生に重点＝公共
事業費16.1%増
月曜連載　地域防災最前線（102）阪神・淡路大震災復興誌を読む（23）＝第2
部各論第6章教育（2）



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

地方財務
10月号 特別企画　2016年度省庁別重点施策をよむ

行財政情報
・平成27年度普通交付税等の算定結果
・平成28年度地方財政措置－概算要求に当たっての各府省への要請事項
今月の視点
・仮試算2016と地方財政に関する諸課題
・地方公共団体における収支の「質」の評価
・地方創生の10の提言（中）
・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（中）

厚生労働
10月号 特集1　大切な人と話してほしい「臓器提供」、あなたの意志は「YES？」

「NO？」
・「臓器の提供」-みんなはどう考えている？
・臓器提供への理解を深める「6つの質問」
・関係者に聞く－臓器移植への理解を深めていくために
地方の挑戦（7）千葉市/「子育て支援コンシェルジュ」を配置“子育てしやす
いまち”をめざす
海外情報
・西アフリカにおけるエボラ出血熱の流行
・ドイツ社会保障～最近の主なトピック

地球環境とエネルギー

10月号 特集　シェール革命の行方
・在来原油VSシェール…国際原油市場の流れを読む－油価低下の影響は限定的
で長期戦の様相
・シェールオイル・ガス開発・生産の今後を展望－米国産原油、生産増加見通
しも不確実性が大
・シェール革命の挫折…9月以降に資金繰り懸念も－日本を救うサハリンの天然
ガス
・シェール革命の影－油価下落の影響もあって議論は沈静化
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
10月号 特集1　高齢者の地方移住

・東京圏における高齢者の実態と「東京圏高齢化危機回避戦略」
・東京圏における高齢人口移動の実態
・高齢綾の移住を考える－高齢者の移動とその影響
・東京圏における地域包括ケアシステム構築の課題
・エイジング・イン・プレイスからみた高齢者の地方移住
インタビュー：公民館活動が生み出す住民自治（木下巨一/飯田市公民館副館
長）
特集2　自治体職員と人事政策のいま
・自治体の現場と職員の現状
・基礎自治体における中核人材の育成手法
・自治体における専門性の確保－プロフェッショナリズムと現場の知
・相談業務と専門職の非正規公務員－迫られるメンバーシップ型人事制度の変
更
・災害時における自治体間の職員派遣
投稿論文：コミュニティにおける防災活動に関する実証的考察

建　　　築　・　都　　　市

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

河川
10月号 特集　ダムとともに　過去現在未来

・我が国近代以降におけるダム貯水池建設の展開
・水資源機構ダムにおける洪水調節とその効果
・社会経済情勢等の変化を踏まえたダム管理の取り組み
・ダムの更なる有効活用

財界九州
10月号 テーマレポート　「がん治療」九州・沖縄が放射線療法の“先進地”に

特集〔大分〕東九州自動車道の“要衝”を活かせ！！東九州の「発展軸」とし
て交流圏拡大のけん引役に
2015年暑気払い！！「夏の夕べ」九州・沖縄の各界から620名超が参集　真夏の
「恒例・交流会」として定着

九州経済調査月報

10月号 ビッグデータ活用による社会分析
・ビッグデータの活用～その可能性と未来
・SNSログデータを活用したアニメ聖地巡礼者の行動分析
・社会分析におけるオープンデータの可能性
・市場変化の把握と企業成長に必要なデータ分析
2015年度九州経済の見通し（改訂）：雇用・消費さえず、成長率を1.1%に下方
修正
特定非営利活動法人AIP（福岡市）～知識（教育）×経験（ビジネス）×人間性
（コミュニティ）の人材育成

データ九州
1153号 九州・山口の設備投資2015上半期（1～6月）

調査月報
10月号 海外事業再編に取り組む中小企業

発見型改善のすすめ
性別で異なる資格の役立ち方
雇用を通じた地域活性化への貢献
ママの新しいトレンド～「温故知新」の暮らし～

産　　　業　・　経　　　済


