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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
1992号 （12/30） 法令解説

・職務発明制度の見直し（特許法等の一部を改正する法律）
・営業秘密の保護強化（不正競争防止法の一部を改正する法律）
・長期間の審判を要する事件等を対象事件から除外可能に（裁判員の参加する刑事
裁判に関する法律の一部を改正する法律）
ブラックバイトには組合による団体交渉が有効（神部紅）

1993号 （1/15) 法令解説
・平成27年の労働者派遣法の改正（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣
労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律）
・「若者雇用促進法」の制定と職業能力開発促進法の改正等（勤労青少年福祉法等の
一部を改正する法律）
・雇用形態による労働者の待遇の格差の是正に向けて（労働者の職務に応じた待遇
の確保等のための施策の推進に関する法律）
・郵便・信書便分野における規制の合理化（郵便法及び民間事業者による信書の送達
に関する法律の一部を改正する法律）
〔privacy news・完〕図書館と個人情報保護（宮下紘）

ジュリスト
1488号（1月） 特集　知的財産法制の動向と課題

・職務発明制度の改正について
・新しいタイプの商標の出願・審査状況について
・営業秘密の保護に関する平成27年改正不正競争防止法（民事面）と管理指針
（全部改訂）の概略
・地理的表示法の概要と今後の課題について
・TPP協定と著作権法

判例タイムズ

1418号（1月） ・東京家庭裁判所家事第5部における遺産分割事件の運用－家事事件手続法の趣
旨を踏まえ、法的枠組みの説明をわかりやすく行い、適正な解決に導く手続進
行－
・産科医療補償制度の補償金と損害賠償金の調整等について

判例地方自治
401号（1月） 創刊400号記念特別企画

・鼎談　自治体の公害紛争をめぐって（山村恒年/富越和厚/松崎勝）
【判決紹介】
小平市/住民投票用紙非公開決定取消等請求控訴事件（東京高判/27.2.4）
東京都/美術展出展勧誘業務停止命令処分取消請求事件（東京地判/26.11.21）
北海道和寒町/無断欠勤懲戒免職処分取消請求控訴事件（札幌高判/27.5.21）
はんれい最前線：ネーミングライツの契約は「負担付き寄附」？

レファレンス
779号（12月） ドイツの交通インフラ及び地域公共交通の財源問題－利用者負担をめぐって

小特集「原子力政策の中長期的課題」〈緒言〉
核燃料サイクルの現状と課題－再処理・プルサーマルをめぐる問題を中心に
高レベル放射性廃棄物処分の課題－使用済燃料・ガラス固化体の地層処分
発電コスト試算の経緯－原子力発電の経済性をめぐる議論
行政府における科学的助言－英国と米国の科学技術顧問
諸外国の選挙年齢及び被選挙権年齢（資料）

法　　　　　　　　　　　　令
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号／刊月 主　　要　　記　　事

地方議会人
12月号 特集　魅力ある観光地域づくり

1）変わる観光・地域振興のカタチ
2）迷走する観光振興
3）観光施設を「稼げる地域資源」にする
〈事例紹介〉熊野の地域資源を活用したヘルスツーリズムの取り組み/地域資源
を活用した体験型グリーン・ブルーツーリズム（愛知県美浜町）/日本文化の継
承・発展・創造を核とする外国人向け観光の取り組み
地方議員が開く「政策の窓」（9）議会基本条例の現状と課題（牧瀬稔）

地方自治
1月号 ・第31次地方制度調査会の調査審議事項について～人口減少下における持続可

能な形での行政サービスの提供とガバナンスの充実強化～
・「地方議会活性化シンポジウム2015～地方議会に対する市民の信頼と参加を
どのように確保すべきか～」の開催
・「地方公共団体の財務制度の見直しに関する報告書」について
・官もなじんで欲しい民会計の原点

自治研究
1月号 論説：

・地方制度調査会における住民訴訟制度改正の検討について
・使用料等に係る過料をめぐる法律問題（上）－地方自治法228条3項の解釈等
を中心として
・フランスにおける法律と命令の関係に関する覚え書き（1）
・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（2）
・中国における行政復議委員会の試行（2・完）
資料：平成27年度税制改正の大綱（9）

自治実務セミナー
1月号 特集　公共サービスの改革

・地方公共サービスの改革
・地方行政サービス改革の留意点
・自治体の事務・事業のアウトソーシング
・指定管理者制度における「指定」と「協定」について
実務と理論：条例で特定の法人を指定管理者としあるいは議員本人の会社を指
定管理者として指定できるか
実務講座：公営企業における「経営戦略」の策定
自治体実務サポート：行政指導とは何か（下）（稲葉博隆）
条例づくり　北海道いじめの防止等に関する条例（上）
国家戦略特区を巡って（久世公尭）

地方自治職員研修

1月号 特集　国策と自治体
・国策としての市町村合併
・国策と地方財政
・全総の軛と都市政策
・地方創生と自治体～地方公務員「田舎のプロ」を目指せ！
・国における医療・保険政策の動向とその意義
・分権改革の制度設計～国策による絡めとり・改革成果の活用不全・分権危惧
論を踏まえて
〔自治体政策法務・研究ファイル〕地縁組織への加入促進+英国の地方制度改革
/かながわ政策法務研究会

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
〔人×まち×福祉〕子どもたちが夢と希望を持てる未来のために（子どもの貧
困撲滅）/小山市
見せます！議会の底力〈着実に改革の成果を積み重ねる「登別市議会」〉/登別
市議会

ガバナンス
1月号 特集　自治体203X年

・2030年の人口減少社会と自治体
・2030年の生活保障と地域
・「保健医療2035」から見る地域包括ケアシステム実現に向けた課題と処方箋
・2030年の自治体財政
・2030年代の地方議会と選挙
スキルアップ特集　“人が育つ”公務職場のしくみ・しかけ
・若手職員中心の営業部隊で地域活性化と人材育成を図る（栃木県那須烏山
市）
・職員の政策形成能力向上を図る政策研究所のしくみ・しかけ（埼玉県戸田
市）
・職員が互いの役割と成果を認め合う元気な職場づくりプロジェクトを展開
（鳥取県）
議会改革リポート【変わるか！地方議会】176－市民の幸せ向上に事務局職員と
して何ができるか－議会事務局職員メーリングリストオフ会in神戸

日経グローカル
No.281(12月7日号) 特集　大学の地域貢献度ランキング（上）「地方創生」人材育成へ連携強化

〔FOCUS〕790市の2014年度決算分析
〔FOCUS〕どうなるIR構想
〔REPORT〕処遇より生活の質　地方への転職市場
〔自治体法務、ここが盲点！〕指定管理の施設、構造・管理上の事故責任

No.282(12月21日号) 特集　首長の景況感「改善」3割、「横ばい」6割－雇用は大幅改善も個人消費
を懸念
 第2特集　大学の地域貢献度ランキング（下）自治体による留学生就職支援始
動
 〔自治体法務、ここが盲点！〕安易な指定管理者任せ、厳に慎め

自治体国際化フォーラム
1月号 特集　「クルーズ効果」に乗れ！

・クルーズ振興を通じた地域活性化に向けた取り組み
・日本のクルーズ船の寄港地選定要因について
・オーストラリアのクルーズ市場とケアンズ港の取り組み
・サウサンプトン港（英国）における取り組み
・釜山港におけるクルーズ産業振興に関する取り組み
・博多港におけるクルーズ船誘致と受け入れ
・特色を生かしながら他港と連携したクルーズ船の誘致
海外経済セミナー～東南アジアでの事業展開のヒント～
持続可能な開発目標（SDGｓ）と地方自治体の国際協力

J-LIS
1月号 特集　社会保障・税番号制度の運用に向けて

・内閣官房社会保障改革担当室/制度全体を俯瞰した解説
・総務省大臣官房企画課個人番号企画室/情報連携を支えるシステム構成
・総務省自治行政局住民制度課/番号通知やカード交付等における留意点など
・総務省自治税務局市町村税課/税務における番号導入の効果と今後の留意点
・厚生労働省情報政策担当参事官室/社会保障分野における個人番号の活用
・個人情報保護委員会/特定個人情報の取扱いと保護に関する解説
Search！：地方の課題解決に対するテレワークの波及効果について～岩手県大
船渡市における実践研究から～
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号／刊月 主　　要　　記　　事

自治体情報誌D-file
2015.11（上） ・全国初　市が独居高齢者対象に、本人が望む葬式を生前に契約（神奈川県横

須賀市）
・市が産後ケアの費用を助成、助産院などに業務委託（札幌市）
・町と社協が無料買い物バス運行、週2回店舗・金融機関に送迎（徳島県勝浦町
他）
・国保データ活用し医療費削減、糖尿病患者受診促進や後発薬推奨（埼玉県・
広島県呉市他）
・県町村議長会と大学が連携協定、議会改革や18歳選挙権対応（山梨県町村議
長会・山梨学院大学）

2015.11（下） ・全国初　町が学童保育で子どもの朝の居場所づくり、共働き家庭支援（神奈
川県大磯町）
・全国初　県が車両後退時の警報音使用を義務化、国に法整備要請（徳島県）
・政令市初　市が難病医療費の自己負担分を助成検討へ（名古屋市）
・県が発達障害児の子育てを支援、先輩保護者をメンターとして育成へ（大分
県）
・都が庁内保育所で親子に朝食提供、手荷物減へ洗濯なども試行（東京都）
・市が職員の時差出勤制導入へ条例改正、仕事と生活の調和めざす（滋賀県米
原市）

別冊　実践自治 [特集]「自治体の海外戦略
2015冬 1.自治体の国際化の状況について　2.これまでの自治体国際化の経緯（姉妹都

市交流）　3.最近の国際化の傾向（トレンド）について　4.海外販路開拓分野
（国際博覧会、国際見本市）　5.国際協力分野における自治体行政施策の提供
6.インバウンド観光支援　7.終わりに
[発想・conception]生活困窮者の自立支援と地域のセーフティネットワークづ
くり－自治体の地域福祉計画と生活困窮者支援施策の取組み－
[連載]議会が推進する市民教育－第4・最終回　住民自治＝「民主主義の学校」
を開花させる（江藤俊昭）
1.政治を実感する全国規模の模擬投票の試み　2.リアルな政治・行政へのかか
わり　3.議会の責任は重い　4.地方政治の負の連鎖の脱却の意義　5.市民教
育・主権者教育の留意点・再考
[自治体政策最前線]子どもの貧困の実態と対策

自治日報
3822号 ・空き家管理でシルバー人材と協定（湯沢市）

・地方創生実現へ緊急決議（知事会）
・「一億総活躍」で緊急対策（政府）

3823号 ・温暖化対策で首長連合発足（愛知5市）
・地域防災力充実強化へ最終答申案（消防審）
・地方独法制度改革で報告書（総務省研究会）

3824・5号 ・町域含め「保健所政令市」移行へ（茅ヶ崎市）
・地域主権型社会へ「創造宣言」（民主党調査会）
・IT利活用の情報流通円滑化で新法（政府）

地方行政
10604号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（38）顧客＝市民に認めても

らうブランディング（2）＝当事者意識と遊び心を持ち、枠組みを変える
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（10）現実を直視し、未来を共創する
ための人口ビジョン＝希望をかなえ、持続可能な社会にするための「氷見市15
の観点」

10605号 月曜連載　プロフェッショナルが語る自治体PR戦略（4）シーズンオフの観光客
を取り込んだ“発想の転換”とは？＝観光“資源”を“試練”に変えて若者を
集めた宮古島市の観光PR
月曜隔週連載　地方で稼ごう（8）医療現場から中央と地方を考える（1）躍進
する地方病院
月曜連載　明るい公務員講座（4）説明の仕方
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10606号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（39）顧客＝市民に認めても

らうブランディング（3）地方の雇用を魅力的に再定義して、若者の流出を防ぐ
木曜隔週連載　人口減少時代の「攻める地方行政」（4）民間委託・PFI・地方
独法・指定管理者制度の新たな展開（1）－地方行政サービス改革の推進

10607号 月曜連載　プロフェッショナルが語る自治体PR戦略（5）オール大阪で取り組む
「大阪の陣400年」＝戦国時代最後の大合戦を振り返り、地域の魅力を再発見
連載　新・地域力と地域創造（14）コメの多品種作付で作業ピーク分散化＝125
ヘクタールを田植え機1台で、茨城・龍ヶ崎市「横田農場」
月曜連載　明るい公務員講座（5）資料で説明を

10608号 木曜連載　地方創生へ、公務員が創造すべきコト（40）顧客＝市民に認めても
らうブランディング（4）顧客目線とは「誰が何故どこで何時あなたから」買う
か
木曜隔週連載　自治体経営の生産性改革（11）目標体系を整えた戦略計画とし
ての総合戦略＝氷見市「まち・ひと・しごと創生」を実現するためのロジック
モデル構築

10609号 月曜連載　プロフェッショナルが語る自治体PR戦略（6）臨海部を世界最先端の
「ライフサイエンス」「環境」の発信地へ＝川崎市の企業・研究所誘致PR
月曜隔週連載　地方で稼ごう（9）街の「空気」に合わせ、どのような人が住め
ば幸せか考えよ＝空き家と住まいと地方創生
月曜連載　明るい公務員講座（6）説明資料の作り方

10610号 特集　「消滅可能性」からの生き残り戦略　人口減対策、模索続ける過疎地＝
交流や伝統産業に期待～秋田県上小阿仁村と福島県昭和村～
解説　本格化する「お試し滞在」　青森県、全県的に受け入れ＝官民連携で体
制強化
解説　北海道自治体学土曜講座　2015年・第5回、男女平等社会をはばむ「壁」
を越えるには～女性の視点から～
月曜連載　明るい公務員講座（7）読んでもらえる文章とは

地方財務
1月号 特集　“地方財政”2015年の三大ニュースと2016年の展望

・租税理論と地方自治の霧散？（青木宗明）
・お互いを理解して問題解決に取り組む年に（荒川満）
・変革を迫られる地方公営企業（遠藤誠作）
・地方公会計・公監査の視点から（鈴木豊）
・“コラボ”の時代に何をすべきか（田村秀）
行財政情報
・「地方財政の健全化及び地方債制度の見直しに関する研究会」報告書の概要

厚生労働
1月号 特集1　「労働者派遣法改正法」から3ヵ月　派遣労働－その疑問にお答えしま

す
・「派遣労働者」「派遣先」「派遣元」別－その疑問にお答えします
Q&A（1）派遣労働者編/Q&A（2）派遣先篇/Q&A（3）派遣元編
特集2　「若者雇用促進法」で変わる求人ルール　若者から選ばれる会社にな
る！
・新卒者求人のルール　何がどう変わるのか
・interview阿部正浩/情報発信を工夫すれば、中所企業でも若者を惹きつけら
れる
特集3　平成27年版　厚生労働白書～人口減少社会を考える～
地方の挑戦（10）東京都国立市/市民・医療関係者・行政などが連携し認知症を
支援する地域づくりを推進

地球環境とエネルギー

1月号 特集　秒読み！電力小売り全面自由化
・電力小売り全面自由化で起きること

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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・電力小売り全面自由化に向けたエネコープの取り組み
・電力小売り全面自由化へトータルサービスを提供
・電力・ガス会社が持つ「エネルギー・ビッグデータ」の可能性
・電力は選ぶ時代に！電力会社選びをサポート
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

都市問題
1月号 特集1　卸売市場はどこへいく

・卸売市場流通の現状と今後の課題
・青果物卸売市場の活性化に向けた取り組み
・水産物の卸売市場をめぐる現状と課題－卸売市場の今後のあり方
・花き流通の特徴と卸売市場
・都市と卸売市場
インタビュー：認知症とともにある社会へ（徳田雄人）
特集2　中核市・再考
・中核市制度の経緯及び意義と効果
・中核市への移行に伴う保健所の設置
・保健所移管をめぐる都道府県と中核市の攻防
・成長と連携を志向するイングランドの都市政策

河川
12月号 特集　「河川の維持管理」～戦略的な維持管理に向けて～

・今後の河川の維持管理に向けた取組
・動き出した河川技術者資格－河川維持管理技術者と河川点検士－
・河川維持管理における技術者の育成～研修用堤防の整備～
・九州における河川協力団体との連携について
・次世代社会インフラ用ロボット開発・導入の取組（中間報告）

財界九州
1月号 トップが語る2016年

2016年展望
九州・沖縄を担うトップ群像2016

九州経済調査月報

1月号 九州の新たな1年
・2016年九州の論点（九州の景気/九州新幹線全線開業5周年/福岡空港の機能拡
張/Industrie4.0による生産革命/博多駅前再開発/地方における高齢者向けビジ
ネス/利用拡大が期待されるマイナンバー/世界遺産登録を目指す長崎の教会群
とキリスト教関連遺産）
データ社会における製造業の新たな展開と将来像

調査月報
1月号 中小BtoB企業によるウェブマーケティング

中小企業の人材確保のための組織マネジメント
日本の未来を創る中小企業の健康経営
職業別にみた外国人労働者の受け入れ意識
女性が輝く企業の作り方

建　　　築　・　都　　　市

産　　　業　・　経　　　済


