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時の法令
1988号 （10/30） 法令解説

・選挙年齢の「18歳以上」への引下げ（公職選挙法等の一部を改正する法律
（法律第43号））
・いわゆる合区を含む参議院選挙区選出議員の選挙区及び定数の改正（公職選
挙法の一部を改正する法律（法律第60号））
・多発する浸水被害への対処と下水道管理の更なる適切化（水防法等の一部を
改正する法律）
・「特定駐留軍用地跡地」制度の創設（沖縄県における駐留軍用地跡地の有効
かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律）

1989号 （11/15) 法令解説
・国保改革をはじめとする持続可能な医療保険制度の構築（持続可能な医療保険制
度を構築するための国民保険法等の一部を改正する法律）
・災害廃棄物対策の強化・推進に向けて（廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び
災害対策基本法の一部を改正する法律）
・適格機関投資家等特例業務（プロ向けファンド）の見直し（金融商品取引法の一部を
改正する法律）
〔新連載！　自治を行うということ〕自治の覚悟問われる自治体（福嶋浩彦）

ジュリスト
1486号（11月） 特集　独禁ガイドラインの最新動向

・再販売価格の拘束等に関する改正点－流通・取引慣行ガイドラインの見直し
（1）
・非価格制限行為－価格維持効果、選択的流通－流通・取引慣行ガイドライン
の見直し（2）
・知的財産ガイドラインの一部改正－標準必須特許の行使に対する独禁法の適
用
・「独占禁止法審査手続に関する指針（案）」の検討－弁護士の視点から

判例タイムズ

1416号（11月） 家事事件における調停に代わる審判の活用について（矢尾和子/佐々木公）
名古屋民事実務研究会：会社分割と会社法22条1項の類推適用－最三小判平成20
年6月10日裁判集民事228号195頁とその後の下級審裁判例の検討－（中村さとみ
/森文弥）
死刑制度に関する内閣府の世論調査について（槲清隆）

判例地方自治
399号（11月） 【判決紹介】

国立市/市の市長に対する求償権行使事件（東京地判/26.9.25）
大阪市/庁舎内組合事務所使用不許可処分取消請求事件（大阪高判/27.6.2）
京都市/市医への謝礼支払に係る賠償請求住民訴訟事件（大阪高判/26.7.15）
三鷹市/選挙公営費返還請求住民訴訟事件（東京地判/26.10.28）
杉並区/政務調査費返還請求住民訴訟事件（東京地判/26.9.3）
はんれい最前線：政務調査費、透明性確保への流れが加速

レファレンス
777号（10月） 年金積立金の管理運用に係る制度の変遷と現状の課題

わが国の障害者施策－障害者権利条約批准のための国内法整備を中心に－
社会資本としての下水道－現状と課題－

法　　　　　　　　　　　　令
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地方議会人
10月号 特集　教育からはじまる地方創生

1）「教育」の力で地方創生を成し遂げる
2）大学・自治体・企業の協働による地方創生の実現に向けて－地（知）の拠点
大学による地方創生推進事業の概要
3）地域とともにある学校づくりの推進に向けて－コミュニティ・スクールを充
実させるには
〈現地報告〉教育を核とした地域の活性化と全国に拡がる高校魅力化プロジェ
クト（藤岡慎二）/小中一貫教育校「土佐山学舎」のめざすもの（和田広信）/
子どもたちのための放課後学校（コラボ・スクール）－被災地・宮城県女川町
での取組み（渡邊洸）
地方議員が開く「政策の窓」（7）～「子ども」に関する政策展開の現状（牧瀬
稔）
議会紹介Ver.3　議会図書室と地方創生－四万十町議会（田口一博）
特別寄稿・解説：マイナンバー制度の概要と今後の展望（篠原俊博）

地方自治
11月号 ・地方自治体への「信頼」の背景にあるもの

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の
一部改正について
・中核市移行に向けた説明会の概要について
・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
（6）

自治研究
11月号 論説：

・地域自治による“一国多制度”（2・完）－広域自治・連携を含めて
・政策策定・法制度の設計・運用における費用対効果分析、リスク・マネジメ
ントの必要性（1）
・国際性と学際性による公法の方法論の開放－発現形式・契機・限界
・ドイツ警察法における「原因者Storer」の意義（5・完）－原因者とは誰か？
資料：平成27年度税制改正の大綱（7）

自治実務セミナー
11月号 特集　法を学ぶ大切さ

・法を学ぶ大切さ（兼子仁/長谷部恭男/宇賀克也/松本英昭/磯部力）
特別講座　・地方分権と自治体法務（高橋正樹）
・地域コミュニティの創生を目指して（大西一史）
法務能力を高めるために（三好規正/小西敦）
実務講座：公共施設等総合管理計画に係る地方財政措置〈地方債〉
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（4）（長谷
川孝）
三市三様　空家対策特措法制定を受けての条例廃止（北村喜宣）

地方自治職員研修

11月号 特集　地域のしごとと自治体
・地域のしごとと自治体政策
・【川崎モデル】と称される、中小企業伴走型支援の過去、現在、未来
・RESASを用いた産業活性化プログラム
・自治体と信金の連携による創業支援！！
・雇用を通じた企業支援、若者・女性・シニア支援
〔法務のコマッタに一発回答！政策法務・相談室〕改正行政不服審査法の施行
のための準備事務はどのような点に注意して進めたらよいか（稲葉博隆）

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政
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〔人×まち×福祉〕若年性認知症と判断された方に「働く場所」「居場所」を
（山口伊織/澤田公美）
〔見せます！議会の底力〕住民の負託に真に応える議会をめざして（中津市議
会）
〔環境自治体白書〕外来生物情報収集アプリの開発について（岐阜県）

ガバナンス
11月号 特集　縦・横・ナナメの自治体間連携

・自治体間連携による新たなPPPの時代へ
・都道府県による「補完」はどうあるべきか
・人口減少社会に対応した水道事業の垂直統合による広域化
・播磨圏域連携中枢都市圏/連携協約制度を活用し、連携中枢都市圏構想を推進
・東京都杉並区・静岡県南伊豆町/長年の交流関係を活かし、都県境を越えた特
養整備などで連携
・埼玉利根保健医療圏医療連携推進協議会/自治体と医療機関が広域連携し、地
域での医療情報の共有を実現
スキルアップ特集　ここがポイント！公務職場の女性活躍推進
・宇都宮市/アクションプランで目指す女性が輝ける職場づくり
・特別区人事委員会/指針を策定し、女性職員活躍の場の拡大を図る
議会改革リポート【変わるか！地方議会】174－「読書好きな子ども日本一」の
実現をめざし、議員提案による「子ども読書活動推進条例」を制定（北九州市
議会）

日経グローカル
No.277(10月5日号) 特集　離陸するか日本版CCRC　先進61自治体調査　移住促進へ期待も、課題多

く
〔特別寄稿〕「関東・東北豪雨」を考える
〔REPORT〕「給油所過疎地」283市町村に増加
〔REPORT〕佐賀県の情報発信事業「サガプライズ！」

No.278(10月19日号) 特集　広がる下水汚泥リサイクル　－バイオガス発電や肥料化、水素製造も
第2特集　TPP大筋合意、JA改革待ったなし　－農家の所得増に欠かせない販売
強化
〔鉄路と地域のハッピー作戦〕JR九州　－デザイン・物語が魅力に
〔FOCUS〕アニメで地域振興：自治体主導、地元舞台の作品相次ぐ　ディズニー
から脱却、伝統文化再生も

自治体国際化フォーラム
11月号 特集　2015年ミラノ国際博覧会

・ミラノ万博～世界で初めての「食」の万博～
・「日本館イベント広場」に参加自治体のトップを切って山口県が出展
・日本の食文化の原風景を世界にアピール～ミラノ国際博覧会三重県出展～
・イタリアで共感を得る日本の農業・食文化
・ミラノ国際博覧会における兵庫県出展の概要（ひょうごウィーク）について
・2015年ミラノ国際博覧会・東北出展 現地レポート
・欧州市場でのチャレンジをチャンスに
インターネットを活用し、あらゆる方向からアプローチ！～中国向け販路開拓
の事例～

J-LIS
11月号 特集　生活インフラの管理・運営の高度化

・横浜市/道路の冠水を検知し職員にメールで通知するシステム
・東京都/下水道のネットワークを情報通信に活用
・京都市/浸水被害の軽減化や緊急対応の迅速化にXバンドMPレーダを活用
・宮城県石巻市/ICTで電力を見える化し、安全・安心なまちづくりを推進
・国土交通省/ロボット技術が生活インフラ等の建設現場を変える
Search！：ICタグ付きマンホール鉄蓋による社会インフラの維持管理
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自治体情報誌D-file
2015.9（上） ・県が不要家電など無料回収業者の屋外保管規制へ条例改正　全国初（鳥取

県）
・市が初妊婦の家庭へ産前訪問事業、保健師が相談に応じ助言（札幌市）
・全国初　区が住宅貸し渋り対策、家主に補助と入居者支援で（東京都文京
区）
・道選管が公私立高校で政党マニフェスト教材に授業、模擬投票も（北海道）
・市議会で傍聴者用にスクリーン設置、議案など資料を事務局が表示（栃木県
大田原市）

2015.9（下） ・区が養護施設退所者に区営住宅を提供、経済的負担を軽減（東京都世田谷
区）
・市が全小学校区19ヵ所の公民館で土曜授業、住民が学習支援（島根県江津
市）
・全国初　区が空き部屋の「民泊」を条例化、特区で規制緩和を活用（東京都
大田区）
・県立図書館が国内新刊児童書を全て購入、市町立や学校に貸出し（佐賀県）
・市が地下鉄28駅の副駅名命名権を売却、新たな収入源確保（仙台市）
・町議会が会議規則改正、議員の欠席理由に配偶者の出産を明記（鳥取県南部
町）

自治日報
3813号 ・「客貨混載」バスで連携協定締結（宮崎県等）

・第4次社会資本整備重点計画を決定（政府）
・「1億総活躍社会」へ目標等表明（安倍首相）

3814号 ・勤務実績理由に条例で分限免職（大阪市）
・人口減社会での消防規模等議論（総務省消防庁）
・地方拠点強化税制の拡充要望（石井富山県知事）

3815号 ・中山間地にCCRCのサテライト検討（高知県）
・「1億総活躍」へ緊急対策、工程プラン（安倍首相）
・地域再生計画、目標達成は51％（会計検査院）

3816号 ・30年定時償還債、全国で初めて発行（北九州市）
・TPP受け国内農業支援策を議論（政府）
・3市長会との協議に意欲（官房長官、総務相）

3817号 ・特措法により代執行で空き家撤去へ（横須賀市）
・水道事業認可権限移譲で府県ヒアリング（厚生省検討会）
・地方創生「上乗せ」交付金、710事業に（内閣府）

地方行政
10590号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（30）人口減少と地方衰退

は、意識と前提が悪い（5）＝移住と教育は、人材をグローバルとローカルに分
ける
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（6）財政規律と政策実現の連動化＝財
政の裏付けのある「政策の仕様書」としての総合計画

10591号 月曜隔週連載　地方で稼ごう（5）ビジネスの成功事例に学ぶべし＝公務員は住
民幸福のプロデューサー
月曜連載　地域防災最前線（103）阪神・淡路大震災復興誌を読む（24）＝第2
部各論第6章教育（3）

10592号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（31）女性の活躍と出生率を
高める家族経営（1）＝人手不足な地方で雇用創出は、人口減少を加速
特集　米国ポートランド視察リポート　住民自治のまちづくりを考える＝日本
のヒントを探る

10593号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（32）女性の活躍と出生率を
高める家族経営（2）＝Uターン起業と家族経営で、地方は創生する
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（7）総合計画を核とした自治体経営の
トータルシステム化＝合併後に肥大化した天草市の行政システムの改革

10594・合併号 解説・教育と地方創生「国内外の社会・経済構造の転換を踏まえて」　人づく
りで地域活性化を
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月曜連載　地域防災最前線（104）阪神・淡路大震災復興誌を読む（25）＝第2
部各論　第８章都市計画・まちづくり

10595号 月曜隔週連載　地方で稼ごう（6）「付加価値を創造する仕事」をつくる＝行政
運営と人材確保ポイント
月曜連載　地域防災最前線（105・完）地域防災の中核とは何か＝東日本大震災
の対応事例から学ぶ

10596・合併号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（33）地方創生は、ビジネス
の基本を使え（1）＝同じ施設を誘致しても、結果が違う：山口市VS栃木市
木曜隔週連載NEW　人口減少時代の「攻める地方行政」（1）＝為替変動に強い
経済効果への転換とGDPの押し上げ－地域経済好循環推進プロジェクト
特集　大阪市における内部統制（上）従来のコンプライアンス体制から止揚

地方財務
11月号 特別企画　下水道財政の今後のあり方－構造的課題の克服、経営戦略の重要性

行財政情報
・平成28年度の地方財政の課題－平成28年度地方交付税の概算要求を中心に
・平成28年度地方債計画（案）の概要
今月の視点
・平成26年度地方公営企業会計決算－地方公営企業会計の会計基準の見直しの
影響
・地方創生の10の提言（下）
・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（下）

厚生労働
11月号 第1特集　「人材育成支援策」活用のすすめ　働く人の教育訓練・職に就きたい

人の能力開発を応援します
・「人材力」が我が国の成長の鍵を握る
・なぜ今、人材育成が必要なのか（宮川努）
・事業主なら活用したい！社員を育てるときの支援策
・スキルアップに役立てたい！技能を身につけるときの支援策
第2特集　今一度考えたい「年金のメリット」　万が一のとき、現役世代にも恩
恵があります
・老後だけとは限らない！年金はいざというときの「保険」です
・いくらもらえる！？「ねんきんネット」で受給額を確認
地方の挑戦（8）埼玉県加須市/「かぞ健康マイレージ」などの取り組みにより
市民の健康寿命延伸を推進

地球環境とエネルギー

11月号 特集　省エネマンション最新動向！
・マンションの省エネ化…現状と課題、将来展望
・マンション改修で省エネ推進
・ライオンズパッシブデザインを開発！
・マンションの省エネを後押し！
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
11月号 特集1　東京湾から考える

・景観から見た臨海都市東京のあゆみ
・海上から見た東京湾の経済的重要性と問題点
・東京湾を「里海」に
・東京湾臨海部コンビナート強靭化と課題
・東京湾、埋められ続けてきた海

建　　　築　・　都　　　市

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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特集2　大都市問題の現在
・大都市問題の変容－「都心問題」を中心に
・都市空間は誰のものか－転換期を迎える東京の風景から考える
・グローバル化した都市に求められる「縮災」
・格差拡大と変貌する大都市の空間構造
・グローバル化と感染症の危機の拡大

地域開発
10・11月号 特集　地域のレジリエンス

・国際防災枠組の進展と国際経済界でのリスクへの関心
・地域復興と防災～東日本大震災の対応を踏まえて～
・地域のレジリエンスに対する評価と活用
・「京都BCP」の取組
・大学と地域の連携による地域継続マネジメント
エンブレム問題の反省点（浦野秀一）

河川
10月号 特集　「多自然川づくり」～これまでの四半世紀とこれからの四半世紀～

・河川生態学術研究会の歩みと多自然川づくり
・災害復旧事業における多自然川づくり
・中小河川における多自然川づくり
・「流域と育む関東広域エコロジカルネットワーク」
・河川環境管理の実効性を高める考え方と取組み

財界九州
11月号 テーマレポート　地域競争力のカギ握る「空の玄関」

検証「道州制」かつての「フロントランナー」も推進する熱気が微妙に変化
特集〔お菓子2015〕九州の銘菓　温故知新のものがたり

九州経済調査月報

11月号 輸送用機器製造と九州
・変わり行く航空機産業と共に成長を
・航空機産業の産業構造と九州・山口へのインプリケーション
・グローバルな生産ネットワークの拡張と九州・山口の自動車産業
・九州における造船業の現状と今後の見通し
セミナー講演録：アジアゲートウェイとしてのFUKUOKA～地方創生の実現と地域
インフラ

調査月報
11月号 事業継承で生まれ変わる－後継者による中小企業の経営革新－

外部資源活用による事業成長の加速－中小企業のままでありながら世界的な事
業を展開する－
教育と職務内容のミスマッチ
ハラスメント対策の基本
中小企業の4割が、円安は業績に対し「マイナスの影響」が大きいと回答

産　　　業　・　経　　　済


