
☆新着雑誌案内☆　　～　2013年10月発行の雑誌からピックアップ　～

雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
1940号 （10/30） 法令解説

・災害対策基本法等の改正（災害対策基本法等の一部を改正する法律）
・大規模災害復興法の制定（大規模災害からの復興に関する法律）
・放射性物質による環境の汚染の防止のための環境法整備（放射性物質による
環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律）
・福島の復興及び再生を一層加速するための制度拡充（福島復興再生特別措置
法の一部を改正する法律）
・原賠ADR時効中断特例法の制定（東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争につ
いての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断
の特例に関する法律）

1941号 （11/15） 法令解説
・医療保険制度の安定的運営を図るために（健康保険法等の一部を改正する法
律）

法令解説資料総覧
381号（ 10月） ・公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の

一部を改正する法律
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法
律
地域の視点
ふるさと納税の運用で初調査－半数が寄付のお礼に特産品－

ジュリスト
1460号 特集　平成25年金商法・銀行法等改正

・金融商品取引法等の一部を改正する法律の概要
・銀行関連規制の改正
ほか

判例タイムズ

1392号（11月） 相続開始後の相続財産（不動産）の管理・使用に関する相続人間の訴訟をめぐ
る諸問題（2）
論説紹介
・車両損害をめぐる諸問題（上）
・争いのある事件についての争点整理の在り方（1）

法学セミナー

10月号 変わる家族、漂う家族法
・家事事件手続法から婚外子相続分差別違憲決定まで
・日本における「同性婚」問題
・日本のハーグ子奪取条約の加盟と実施

判例地方自治
373号 判決紹介

・川西市・廃棄物運搬等委託契約住民訴訟上告事件
・調布市・介護保険料督促処分取消請求事件
はんれい最前線
・政務活動費（政務調査費）の使途については明確な基準が必要
短期連載
・判例にみる公務員・教員の飲酒運転と懲戒免職処分（1）

法　　　　　　　　　　　　令



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

市町村アカデミー・コーナー
・中心市街地の活性化方策（1）
条例ナビ
・新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例（新宿区）

レファレンス
752号 ・憲法改正要件論の周辺

・課税自主権と地方への税の配分の国際比較
・従軍慰安婦問題の経緯
・デンマークのエネルギー政策について

753号 ・大学統合および大学間連携の多様な展開
・資産課税改革の動向と展望－相続税・贈与税に係る論点をめぐって－
・アメリカ及びイギリスにおける公職任命の議会による統制

地方議会人
10月号 特集　健康づくりと地方自治体

・健康日本21（第二次）の概要
・健康づくりと地方自治体の責務
・NPO法人を活用した地域における健康づくり
短期講座・特別連載3　インターネット選挙運動

地方自治
11月号 ・地方自治体の不適切な経理処理に対応した内部統制の整備に向けての視座

・外国人住民に係る住民基本台帳制度の概要について
など

自治研究
11月号 論説

・行政訴訟特に税務訴訟における和解に関する管見
・自治体の人事に関する研究（1）
資料
・大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申（2）

自治実務セミナー
11月号 入門講座

・自治体の首長6　首長と演技
実務と理論
・市長選挙の候補者は立候補届出日の午前0時半または投票日の午後10時にイン
ターネット選挙運動等を行なうことができるか
実務講座
・財源不足に対する対策と臨時財政対策債
特集（対談）地方分権改革　これまでの所感とこれからの展望（門山泰明/小幡
純子）
10年目の職員のための政策法務入門14立法法務の基礎を学ぼう（2）-法令の種

地方自治職員研修

11月号 特集　自治体の“女子力”を活かす
・自治体における「女子力」とその活用
・組織における女性の活躍に向けて
〈輝け！メンター塾〉プロポで業務委託！事業者との協議
〈更生支援と自治体〉地域の力で青少年の立ち直りを支援（北九州市）
〈議会は変わる〉“議会を伝える”番組を議員がプロデュース・発信（狭山市
議会）

議　　　　　　　　　　　　会
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ガバナンス
11月号 特集　どうなる、どうする生活困窮者の自立支援！

・生活困窮者自立支援法と生活保護法改正
・社会的包摂から見る生活保護のあり方
・引きこもりの就労に向け、独自の支援事業を推進（藤里町社会福祉協議会）
・民間団体と連携し、生活保護受給者の総合的な自立を支援（埼玉県）
・府条例で貧困ビジネスを規制し、市町村は地域就労支援事業を展開（大阪
府・豊中市）など
スキルアップ特集　SNS時代の広報戦略（千葉市/武雄市）
・議会改革リポート[変わるか！地方議会]150－「町民とともに歩む議会」を掲
げ、議会改革が加速（長崎県長与町議会）

自治体法務NAVI
vol.55  特集　地方分権改革　これまでの所感とこれからの展望

〈条例の風景〉
屋台のある福岡をこの先も、ずっと（福岡市）
〈政策法務研究室〉
公営住宅の入居承継に伴う法律問題と対策
〈政策条例NAVI〉
活断層直上建築規制条例
〈自治体発条例REPORT〉
・徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例（徳島県）
・福岡市建築基準法施行条例6条の2（福岡市）

日経グローカル
No.229(10月7日号) 特集　オープンガバメントで自治体は変わるか

FOCUS　進むか旧耐震マンション対策
連載
・議員提案条例のコツ
・議会改革－現場からの提言13-会派弊害抑え活用するには－

No.230(10月21日号) 特集　都道府県・政令市調査どうする自治体の三セク処理
インフラ経営強靭化のススメ－下水道におけるPFIの活用と効果
連載
・議会改革－現場からの提言（14）－反問権、“両刃の剣”意識した運用を
地域論壇　ビッグデータ、観光集客に可能性
FOCUS　自殺対策・全国で本格化 就職難の若者対策が急務

自治体国際化フォーラム
11月号 特集　分野を特化した国際交流

自治体の取り組み
・甲府市・デモイン市の教育交流（山梨県甲府市）
・オーストラリア・ジロング市との湿地提携（名古屋市）
・バルビゾン市＆朝来市芸術文化交流5周年を迎えて(兵庫県朝来市）
・日韓ロ少年サッカー交流（鳥取県境港市）
・防災教育でベトナム・フエ市と“心の交流”（愛媛県西条市）
・国際交流から広がる新たな施設園芸への取り組み（高知県）

LASDEC
11月号 特集　ICTによる地域産業活性化

・日本一のレタス村を支える村営ケーブルテレビ（長野県川上村）
・タブレット端末を活用した協同農業普及事業（熊本県）
・ICT活用における現状と課題

自治体情報誌D-file
2013.9（上） ・都が児童養護施設退所者の生活相談、コーディネーター認定し補助（東京

都）
・市が観光客を避難場所へ誘導するサイン作成、広く使用呼掛け（京都市）
・全国初　発酵メタン使いバイオマス発電、民設民営方式で（大村市）
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2013.9（下） ・市が障害児支援、ガイドヘルパーが通学送迎や放課後あずかり（京都市）

・市教委が児童の食物アレルギー対応で消防局と医療情報共有(兵庫県尼崎市）
・市議会が自殺対策条例制定、学校・議会の防止責務明記は初（秋田市）

行政管理研究

143号 ・内閣法制局の憲法解釈
・公務員制度改革と世論
・東日本大震災対応に関する政府の組織面での対応について
・「行政不服審査制度の見直し方針」について

自治日報
3709号 ・レアメタルの分離・回収技術を開発（鳥取県）

・京都府に会派運営費全額返還命令（大阪高裁）
・教委制度で中間まとめ案を議論（中教審分科会）

3710号 ・メガソーラーで景観条例制定促す（大分県）
・空き家問題解消へ税制優遇特措法案（自民議連）
・自家用有償運送の移譲具体化で検討会（国交省）

3711号 ・コンビニと「出前型健診」などで協定（尼崎市）
・社会保障改革でプログラム法案（政府）
・教育制度改革で中間報告（中教審分科会）

3712号 ・アジア開発銀行と包括連携協定（横浜市）
・三セク活用の新指針で「考え方」案（総務省）
・税源偏在是正で報告書案を議論（総務省検討会）

地方行政
10427号 月曜連載　地域防災最前線27　防災白書を読み解く（8）＝避難行動要支援者の

避難行動支援に関する取組指針（2）要援護者名簿の作成等
10428号 木曜連載　大阪の地下鉄・市バスの民営化1＝なぜ、大阪市営地下鉄は民営化す

べきか－市域の枠超え、人口減と高齢化に備える
10429号 木曜連載　大阪の地下鉄・市バスの民営化2＝民営化すれば運賃の値下げが可能

に－公営であるが故の過剰コストは甚大
10430号 トピックス（総務省）

・　自動車税は環境性能重視に
・女性団員，新たな担い手に
月曜連載　地域防災最前線28＝防災白書を読み解く（9）－避難行動要支援者の
避難行動支援に関する取組指針（3）　避難行動要支援者名簿の活用

10431号 特集　変わる中小企業施策＝「小規模」事業者重視に転換－民間の知恵生かし
経営支援・経済産業主

10432号 月曜連載　地域防災最前線29＝防災白書を読み解く（10）－避難行動要支援者
の避難行動支援に関する取組指針（4）さらに取り組むべき事項

10433号 木曜連載　大阪の地下鉄・市バスの民営化3・完＝なぜ大阪市営バス事業は民営
化すべきか
海外リポート　ドイツの芸術文化都市ドレスデンの今

地方財務
11月号 特別企画　地方分権改革はどのように進んできたか、どこへ行くべきなのか-西

尾勝氏の所見をもとに（小西砂千夫）
・地方分権改革20年のあゆみ
・今後の展望-どこへ進むべきか
・大都市制度改革との関係
今月の視点
・総務省「第三セクター等のあり方に関する研究会」中間まとめ

財　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

厚生労働
11月号 特集　あなたを守る年金制度

・年金制度をもっと上手に活用するために
・しらないと損をする！国民年金の各種制度案内
・もう一度、気になる年金記録の確認を！

地球環境とエネルギー

11月号 特集　スマートハウスを展望！
・スマートハウスの現状と将来展望－日本での普及に必要なもの－
・米国におけるスマートハウス動向
ほか
編集長が聞く！　原子力発電所の再稼働“最後の条件”（大前研一）
○月刊環境自治体eco通信

都市問題
11月号 特集1　人口減少時代の都市

・逆都市化時代の都市を考える
・東京60㎞圏にみる日本の都市サイクルの現在
・日本のインナーシティとまちづくり
特集2　自治体業務アウトソーシングの功罪
・導入10年、指定管理者制度の実態と課題
・保育分野のアウトソーシングの実際と待機児童解消への有効性
・自治体病院の存在意義と経営形態の変更

地域開発
11月号 特集　ローカルデザインから地域の未来を考える

・ローカルデザインの可能性
・風景の力は、ローカルの力
・尾道のまちの再創造は若者による空き家再生からはじまった
ほか

河川
9月号 特集：戦略的な河川維持管理

・国土交通省における社会資本の老朽化対策
・安全を持続的に確保するための今後の河川管理
・「水防法及び河川法の一部を改正する法律」について
・小水力発電の普及と展望

財界九州
11月号 ・需要期での綱渡りつづき「電力不安」解消せず

・「人材派遣」と「タクシー」“規制”に翻弄される二つの業界

九州経済調査月報

11月号 クルーズ誘致戦略
Report　外国クルーズ客船誘致戦略の新展開
Network　地域経済と大学

調査月報
11月号 特別リポート　2050年日本の未来予想図

論点多彩　超おひとりさま社会の消費傾向

建　　　築　・　都　　　市

産　　　業　・　経　　　済

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境


	Sheet1

