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号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
1990号 （11/30） 法令解説

・企業の地方拠点強化と、「小さな拠点」形成の促進（地域再生法の一部を改
正する法律）
・第5次一括法について（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）
〔改めて憲法を考える〕市民と憲法保障－安保関連法をめぐる市民運動と抵抗
権思想（福嶋敏明）

1991号 （12/15) 法令解説
・国家戦略特区・構造改革特区の規制の特例措置の追加（国家戦略特別区域法及び
構造改革特別区域法の一部を改正する法律）
・中小企業需要創生法の概要（官公需についての中小企業者の受注の確保に関する
法律等の一部を改正する法律）

ジュリスト
1487号（12月） 特集　労働者派遣法改正－新たな規制の枠組み

・「期間」規制と労働者派遣のこれから
・改正労働者派遣法と派遣活用企業・派遣会社の人材活用上の課題
・労働者派遣法改正の労働市場への影響

判例タイムズ

1417号（12月） 民事訴訟規則の一部を改正する規則及び消費者の財産的被害の回復のための民
事の裁判手続の特例に関する規則の概要
学校における学生、生徒に対する懲戒処分（特に退学処分）をめぐる問題
鑑定証拠の評価と証拠評価の自由原則－ドイツの状況－

判例地方自治
400号（12月） 【判決紹介】

創刊400号記念特別企画
・400号に寄せて（中込秀樹/藤原靜雄）
・鼎談　地方自治判例をどう読むか（山村恒年/富越和厚/松崎勝）
堺市/固定資産税等賦課徴収懈怠違法確認等請求事件（最高（2小）判
/27.7.17）
北本市/下水道使用料請求額決定処分等取消請求事件（さいたま地判
/26.12.17）
石川県/聴聞主宰者選定瑕疵控訴事件（名古屋高金沢支判/27.6.24）
はんれい最前線：聴聞主宰者の資質に異議あり？
地方行政判例解説：岡山県議会政務調査費文書提出命令許可抗告事件

レファレンス
778号（11月） ・近代オリンピックと文化プログラム

・EUにおける税の透明性の確保
・女性議員の増加を目的とした措置－諸外国におけるクオータ制の事例－（資
料）

地方議会人
11月号 特集　住民の足をまもる

1）地域の特性に応じた公共交通の確保に向けて
2）地域公共交通に取り組む地方議員のための六箇条
3）地方部の地域公共交通を変革する「責任分担」と「三位一体」
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〈現地報告〉環境モデル都市としての交通施策（熊本県小国町）/わがまちの予
約制乗合タクシー運行事業（秋田県美郷町）/地域の総力で取り組む魚津市民バ
ス（富山県魚津市）

地方議員が開く「政策の窓」（8）～議員提案政策条例の現状と実効性を高める
視点（牧瀬稔）
議会紹介Ver.3　地域政策の研究支援/釧路市議会（田口一博）

地方自治
12月号 ・自治と連携－自治体間連携の理論的基礎に関する一考察

・個人情報の保護に関する法律の改正と地方公共団体への波及
・諸外国の議会制度の分析について（イギリス/ドイツ/スウェーデン/フランス
/イタリア/日本）
・第189回国会で成立した主な法律の概要

自治研究
12月号 論説：

・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（2・完）
・首長であった者に対する国家賠償法1条2項に基づく求償権の行使をめぐる2つ
の事件－国立市事件と佐賀県事件（1）
・公益社会実現に向けた課題と展望（11）
・地方機関国会承認規定（地方自治法156条4項及び5項）はどのような機能を果
たしたか（1）
・取消訴訟の存在理由
資料：平成27年度税制改正の大綱（8）

自治実務セミナー
12月号 特集　個人情報保護の現状と課題

・地方公共団体における個人情報保護の課題（宇賀克也）
・改正個人情報保護法の全体像（日置巴美）
・改正個人情報保護法が自治体の個人情報保護制度に与える影響（髙野祥一）
実務と理論
・地方議会が常任委員会を他市と共同で設置することができるか
・喪主である県議会議員が通夜の参列者全員に分け隔てなくお清めの酒食を振
る舞えるか
自治体実務サポート：行政指導とは何か（1）（稲葉博隆）
条例づくり　京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例（下）

地方自治職員研修

12月号 特集　自治体「不祥事」の研究
・自治体「不祥事」の研究
・自治体が関わる事故・事件への対応のポイント
・不祥事の防止と内部統制のあり方
・民間委託における事故と自治体の法的責任を巡る課題
・危機管理広報～クライシス・コミュニケーションのすすめ
・自治体不祥事と職員～責任と処分～
〔人×まち×福祉〕発達障害に特化した就労支援の取り組み（埼玉県）
〔政策デザイン“思考”サクゴ〕官民連携によるバス交通の利便性向上（明石
市）
〔それか！政策づくりのキモ〕豊島区マンション管理推進条例の目指すもの
（園田香次）
〔地域の力を信じる・活かす〕地域の魅力を住民・出身者と一緒にブランド化
（宮崎県小林市）

行　　　　　　　　　　　　政
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ガバナンス
12月号 特集　合併旧市町村の行方

・合併旧市町村の自治力・職員力
・東日本大震災と合併旧市町村
・地域協議会と合併旧市町村
・合併旧市町村を活かす政策法務
・地域コミュニティと合併旧市町村
スキルアップ特集　あなたの職場は大丈夫？職員のストレス対策
・ストレスチェック制度の導入と効果的な活用に向けて
・ストレスに負けない部下を育てる上司の役割
・職場環境改善によるストレス軽減を目指し「職場ドック」を推進（高知県）
議会改革リポート【変わるか！地方議会】175－「政策推進会議」を核に、議会
の政策提言を充実へ（福岡県古賀市議会）

自治体法務研究

№43　2015冬 特集：子育て支援と自治体
・子ども・子育て支援制度と自治体－保育・子育て支援を中心に
・利用者支援事業の充実に向けて
・子育てを応援する企業環境の充実（企業子宝率の取組）
自治体の取組事例
・横浜市・川崎市/待機児童対策に関する連携協定
・新潟県長岡市/利用者のニーズから生まれた“子育ての駅”事業
条例制定の事例
・流山市子育てにやさしいまちづくり条例～子育て支援の取組～
〈トピックス〉
・第5次地方分権一括法の解説
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の解説
〈先進・ユニーク条例〉
・自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例（兵庫県）
・茨城町ラムサール条約登録湿地涸沼に関する条例（茨城県茨城町）
自治体職員のための政策法務入門（18）～都道府県条例と市町村条例（2）

日経グローカル
No.279(11月2日号) 特集　地銀が仕掛ける地方創生　104行調査　9割超が自治体の戦略策定に参画

〔REPORT〕公営企業に新会計基準：借入資本金なくし、資産評価も厳格に2014
年度は215事業が債務超過

No.280(11月16日号) 特集　検証！地方交付税　都道府県、市町村とも9費目で需要激変
〔FOCUS〕下水熱のエネルギー利用本格化
〔REPORT〕減少続く地方議員、5年で3579人減
〔自治体法務、ここが盲点！〕指定管理の施設、事故で責任を負うのは
〔地域論壇〕インバウンド増に対応した都市セールスとは

自治体国際化フォーラム
12月号 特集　世界に展開－JETAAネットワーク－

・JETAAの歴史と、彼らとともに歩んだ16年
・拡大するJETAAの活動～第二の故郷、日本のために～
・JETプログラム拡大の推進力として－JETAAとクレア海外事務所
イスラム教徒観光客の獲得に向けた、環境整備とプロモーション戦略への正し
い理解の重要性
釜山国際観光展および日韓交流おまつりへのクレアブース出展レポート
外国人集住都市会議の取り組みと新たなあり方について（浜松市国際課）

J-LIS
12月号 特集　自治体クラウド・運用実績報告

・いばらき自治体クラウド基幹業務運営協議会/運営開始で見えた「いばらき自
治体クラウド」の今
・西いぶり広域連合/8年間の運用で考える共同電算事業の課題と今後の展開
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・三条市/人口格差に開きのある自治体間で多彩な業務を共同化
・橋本市/和歌山・奈良の両県をまたいだ共同化事業の成果
・総務省/クラウド化の推進で国民に有益で利便性の高い行政を
Search！：藤沢市/猛威を振るうサイバーテロの脅威と、自治体が行うべき「情
報セキュリティ強化」「人材育成」について

自治体情報誌D-file
2015.10（上） ・市が生保家庭の貧困連鎖絶つ資金援助、進学・国家資格取得支援（富山県富

山市）
・市がフードバンク設立、企業から食品集め低所得世帯に配布（群馬県太田
市）
・市が義務教育中のひとり親家庭支援手当、5年間生活・就労支援に（栃木県宇
都宮市）
・地裁が育休理由での市の退園処分執行停止、判決まで通園認める（さいたま
地方裁判所）
・市が選挙事務の臨時職員を、18歳以上の高校生に拡大（東京都八王子市）
・市議が子連れで出張、県庁所在地・政令市の議員で初（熊本市）

2015.10（下） ・全国初、県が一人親家庭移住受入れ推進、移住・就職・教育へ支援（長野
県）
・市が妊娠・出産包括支援、家事育児に助産師やヘルパーが訪問など（広島
市）
・全国初、県が3歳未満の在宅育児支援、定期通園保育のモデル事業（石川県・
ほか）
・区が養護施設退所者などに、低額で区営住宅の空き部屋を提供（東京都世田
谷区）
・市が里親登録証を発行、子育て中の各種手続きに必要な証明に（兵庫県）

自治日報
3818号 ・戦略特区で「民泊」可能化条例制定（大阪府）

・子ども医療費で関係者ヒアリング（厚労省検討会）
・辺野古埋立て巡り係争処理委に申し出（沖縄県）

3819号 ・町内会の役割等検討委が初会合（札幌市）
・1億総活躍など補正予算を編成（安倍首相）
・行政体制とガバナンスで答申素案（地制調少委）

3820号 ・ごみ屋敷、行政代執行で強制撤去（京都市）
・「地方版」等でハローワーク移管要請（全国知事会）
・PB中間評価で消費税率10％以上も俎上に（佐藤総審）

3821号 ・人口減対策で住民に転居意向調査（埼玉県）
・人口減社会の消防体制で「論点案」（消防庁）
・情報セキュリティ対策で最終報告書（総務省）

地方行政
10597号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（34）地方創生は、ビジネス

の基本を使え（2）＝プレミアム商品券という「護送船団方式」の弊害
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（8）計画群の総合化によるトータルシ
ステム構築＝天草市における総合計画と分野別計画の連動化

10598号 月曜連載NEW　プロフェッショナルが語る自治体PR戦略（1）PR概論＝社会との
より良い関係づくりのために
月曜連載NEW　明るい公務員講座（1）楽しく仕事をするために
特集　大阪市における内部統制（下）内部統制の現状の取り組みと将来像

10599号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（35）地方創生は、ビジネス
の基本を使え（3）＝自分が1番になれる軸を決める「ポジショニング」
木曜隔週連載　人口減少時代の「攻める地方行政」（2）地方への「人の流れ」
の創出と「受け皿づくり」＝移住・定住人口の拡大に向けた地方の挑戦
特集・海事産業と地方創生　内航海運、フェリー活性化で地域振興を　若手船
員育成が鍵
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10600号 月曜連載　プロフェッショナルが語る自治体PR戦略（2）生活者を取り込むス

トーリーを作る＝熊本県「くまモンほっぺ紛失事件」
月曜隔週連載　地方で稼ごう（7）幸福プロデューサーを確保し、活躍させる環
境をつくる＝自治体は、住民活性化のプロダクション
月曜連載　明るい公務員講座（2）仕事で悩んだとき

10601号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（36）地方創生は、ビジネス
の基本を使え（4）＝顧客価値が伝わると、自分（の商品）を高く売れる
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（9）ソーシャルキャピタル醸成による
地方創生＝氷見市のフューチャーセンターと「おらっちゃ創生」の挑戦

10602号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（37）顧客＝市民に認めても
らうブランディング（1）＝計画を作るだけの無責任な役所仕事に、市民は激怒
木曜隔週連載　人口減少時代の「攻める地方行政」（3）グローカルな地域戦略
は「国籍を超えた共感」から－地域国際化施策の新展開
特集・地方創生の実践　耕作放棄地や未利用地を使った貸し農園＝障碍者の雇
用の場にも

10603号 月曜連載　プロフェッショナルが語る自治体PR戦略（3）なぜ、熱海は観光業が
V字回復したのか？＝その秘密は「ロケ地」にあった
解説　奈良県と市町村の自治体連携・協働　地域の活力の維持・向上目指す
「奈良モデル」
月曜連載　明るい公務員講座（3）実は人間関係に悩んでいる

地方財務
12月号 特別企画　全国都市監査委員会の監査基準（小川英明）

行財政情報
・地方公共団体財政健全化法に基づく健全化判断比率等の概要（平成26年度速
報値より）（桑原健）
今月の視点
・アンケート調査にみる公会計制度改革（亀井孝文）
・人口減少時代の自治体経営－今後の地域経営を支えるフレームワークを考え
る（吉野貴雄）

厚生労働
12月号 第1特集　家族みんなで備えるインフルエンザ－今シーズンから、より効果の高

い「4価ワクチン」を導入
・「予防」が最も効果的なインフルエンザ対策
・インフルエンザ対策の3本柱は基本対策・ワクチン接種・健康管理
・家族みんなで「うつらない・うつさない」インフルエンザ（予防のポイント
1.大人編/2.子ども・乳幼児編/3.高齢者編）
・効果がアップ！？今年のワクチン、何がどう変わるのか
第2特集　平成27年版労働経済の分析～労働生産性と雇用・労働問題への対応～
－より効率的に働き、経済成長と豊かな生活を手に入れる
地方の挑戦（9）神奈川県川崎市/「誰でも気軽に相談できる」窓口を設置　生
活困窮者の支援策を積極展開

地球環境とエネルギー

12月号 特集　COP21パリ会議を展望する
・COP21・パリ会議に向けて～気候変動交渉に吹く風
・COP21パリ合意の可能性とそのかたち
・日本はCOP21にどう臨めばいいのか
・世界最大の排出国・中国
・新枠組みにおける二国間クレジット制度のあり方
改革始動！変貌する電力システムの行方
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

財　　　　　　　　　　　　政
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都市問題
12月号 特集1　第3の地域公共交通「タクシー」

・今こそ、地域一体でタクシー再生に取り組む時
・近年のタクシー政策の動向と今後の方向性
・少子高齢化時代の交通不便地域におけるオンデマンドバスシステム
・タクシー労働の現状と課題－タクシー産業の再生に向けて
・ライドシェアという黒船の来襲とタクシー業界の今後
コミュニティFMの可能性
特集2　教育行政のゆくえ
・教育委員会制度改革の位置づけ
・教育委員会制度と教育行政－制度の機能とその改革をめぐって
・教育の政治的中立性をどう考えるか
・教科書採択の制度的構造とその問題点

河川
11月号 特集　治水事業等のストック効果

・治水事業のストック効果
・平成25年台風18号における淀川水系ダム群の効果
・五十嵐川改修に伴う事業効果
・都市基盤整備におけるストック効果と企業誘致によるまちづくりについて
・ストック効果の最大化に向けて

財界九州
12月号 テーマレポート　2015回顧

特集　有明海広域圏「世界遺産」追い風に地域浮上へ
人材派遣新たなフェーズへ　労働者派遣改正法が施行　雇用安定措置や教育訓
練が義務化
九州創生への道－外資誘致－

九州経済調査月報

12月号 地域と企業の市場共創
・インクルーシブデザインによる市場創出
・「おたがいさまコミュニティ」形成手法の開発プロセス～協働で課題解決で
きるコミュニティ形成の実証実験から
・地域課題解決の視点によるニッチ市場への参入方法～多様な主体によるパー
トナーシップ構築に向けて

調査月報
12月号 少子高齢化時代の新ビジネス

中小企業のための使えるBCM
大企業への幻想・中小企業への先入観を払拭する情報の大切さ
既婚女性の就労継続と三世代近居の関係
小企業の景況は、持ち直しの動きが緩やかになっている
LGBT

＊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）

建　　　築　・　都　　　市

産　　　業　・　経　　　済


