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時の法令
1942号 （11/30） 法令解説

・消費税転嫁対策特別措置法の制定（消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のた
めの消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法）
・第3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）
・「生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者」も配偶者暴力
防止法の対象に（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）
・ストーカー規制等を強化（ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を
改正する法律）

1943号 （12/15） 法令解説
・被災借地借家法と改正被災マンション法の概要（大規模な災害の被災地にお
ける借地借家に関する特別措置法）（被災区分所有建物の再建等に関する特別
措置法の一部を改正する法律）
・耐震化の促進のための規制強化等（耐震改修促進法の一部を改正する法律）

法令解説資料総覧
382号（ 11月） 法律解説

・所得税法等の一部を改正する法律
・金融商品取引法等の一部を改正する法律
・公職選挙法の一部を改正する法律
・地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるため
の関係法律の整備に関する法律
地域の視点
国主導による国家戦略特区－地域格差，拡大の懸念も－

ジュリスト
1461号（12月） 特集　消費者法制の現状と取組

・消費者法の新たな地平を目指して
・消費者保護と情報管理
・消費者事故原因の究明と課題
・電気通信サービスと消費者

判例タイムズ

1393号（12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（3）
論説紹介
・車両損害をめぐる諸問題（下）
・訴訟上の和解
・争いのある事件についての争点整理の在り方（2）
・新法における後見センターの後見実務

法学セミナー

12月号 情報社会の現在part.1
・インターネット上の情報流通と法的規制
・ビッグデータの活用とプライバシー保護
・個人番号制度と第三者機関
・インターネット上の名誉棄損
・わが国におけるヘイト・スピーチの法的規制の可能性

法　　　　　　　　　　　　令



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

判例地方自治
374号（12月） 判決紹介

・益田市・固定資産税賦課決定処分取消請求事件
・三重県・通所リハビリテーション事業者指定取消処分の取消請求事件
・墨田区・都市計画情報図誤記損害賠償請求事件
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（2）
市町村アカデミー・コーナー
・中心市街地活性化方策（2）

レファレンス
754号（11月） 小特集　領土と海洋

・尖閣諸島をめぐる日中の対外発信活動
・南シナ海における中国の海洋進出および「海洋権益」維持活動について
原子力発電所の地震リスク
科学技術イノベーション政策の司令塔機能の現状と課題

地方議会人
11月号 特集　異常気象から命を守る

・気象庁の特別警報
・なぜ異常気象が起こるのか？
・都市型集中豪雨はなぜ起きるのか？
・記録的猛暑における熱中症対策
特別寄稿　地方議会に政策条例旋風を起こそう（人羅 格）
短期講座・特別連載（4・最終回）解説：インターネット選挙運動

地方自治
12月号 ・条例による第三者的行政不服審査機関の設置について－解釈論及び立法論

・フランス地方自治体における監査制度について
・地方独立行政法人制度の見直しについて

自治研究
12月号 論説

・地方消費者行政の充実・強化に向けて
・存否応答拒否についての判断事例からみた不開示情報該当性（1）
・自治体の人事に関する研究（2）
研究
・外国人の出入国管理における行政裁量統制と「外国人」の権利（3・完）
・行政組織の成長と衰退（3）
行政判例研究
・名古屋市議会政務調査費報告書およびこれに添付された領収書が，民事訴訟
法二二〇条四号ニ所定の事故利用文書に当たるとされた事例
・場外車券販売施設「サテライト大阪」設置許可処分と周辺住民の原告適格

自治実務セミナー
12月号 入門講座　自治体の首長7　首長の挨拶

実務と理論　10月に同一県内のA市からB市に転出した者は12月に行われるA市市
長選及び県知事選挙において投票できるか
実務講座　社会保障・税一体改革と地方税財政

議　　　　　　　　　　　　会
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地方自治職員研修

12月号 特集　地方・自治はどこに向かうか
・2013年－政権交代と地方自治のゆくえ
・2013年の重要立法
・2013年の自治関係判例を振り返る
議会は変わる〈全員参加で機能する議会を目指して〉松坂市議会

ガバナンス
12月号 特集　閉塞状況を突破する自治体

・閉塞状況を突破する首長の力
・閉塞状況を突破する議会からの政策サイクル
・閉塞状況を突破する自治体職員マインド
Governance　Topics　分権時代に求められる地方議会の役割とは？－総務省が
初の地方議会活性化シンポ開催－
議会改革リポート【変わるか！地方議会】151－議会基本条例に基づく41項目の
活動をチェックシートで検証（北海道登別市議会）

自治体法務研究
№35　2013冬  特集　自転車の安全利用と自治体の対応

条例制定の事例
・東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定について
・厚木市自転車安全利用促進条例について
CLOSE UP先進・ユニーク条例
・北海道生物の多様性の保全等に関する条例
・杉並区災害時における相互支援に関する条例
トピックス
・社会保障・税番号制度の地方公共団体への影響
・大都市制度のゆくえと自治体間連携・補完の可能性
・第3次一括法の解説

日経グローカル
No.231(11月4日号) 特集　全国市区の「高齢化対応度」調査総合首位は栃木県小山市

・議員提案条例のコツ（牧瀬稔）
〈連載〉
・議会改革－現場からの提言（15）　総合計画，入念な審査経て議決を
・片山善博の自治体自立塾　地方議会への違和感，請願に口利きが必要とは

No.232(11月18日号) 特集　全国大学の地域貢献度ランキング（上）信州大が2連覇
〈これで勝とう！コンベンション〉医療ツーリズムとMICE
〈REPORT〉自治体の再生可能エネルギー政策調査　市区町村は政策不足
〈連載〉
・議員政策条例のコツ（牧瀬稔）
・議会改革－現場からの提言（16）　執行部との善政競争に挑戦を

自治体国際化フォーラム
12月号 特集　自治体のグローバル人材育成への挑戦

1.クレアにおけるグローバル人材育成の取り組み
2.国によるサポート
3.自治体の先進事例
・「アジア・国際戦略」の推進を最重要課題として（長崎県）
・創造型国際研修（茨城県）
・明日へとつなぐグローバル人材育成への取り組み（兵庫県）

LASDEC
12月号 特集　仮想化・共同化へのアプローチ

・いばらき自治体クラウド基幹業務運営協議会
・ふくおか電子自治体共同運営協議会
・岩手県大槌町
・高知県中西部電算協議会
情報課職員の基礎知識＝仮想化・共同化について
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自治体情報誌D-file
2013.10（上） ・市とハローワークが困窮者の就労支援強化，週５日体制で成果（滋賀県野洲

市）
・都が病院救急車活用へ新システム，在宅療養者搬送・入院にも補助（東京
都）
・荒川区議会通年開催に（東京都荒川区）
・県議会がHPにこどものページ開設，学校での活用や閲覧呼び掛け（長崎県）

2013.10（下） ・都内の2自治体が男女平等参画条例で性的少数者の差別禁止（東京都文京区・
多摩市）
・全国初　市が建物の照明公告を総面積で規制へ，罰金科す条例改正（兵庫県
尼崎市）
・市が創業支援事業を地元金融機関に委託，参加者・相談者が大幅増（鹿児島
市）
・市が保育園の園庭を芝生化，園児の平均歩数3割増（長野県松本市）

自治日報
3713号 ・税減免で大井町に県内最大ソーラー（神奈川県）

・中長期の新グランドデザイン策定へ（国交省）
・避難勧告マニュアル作成指針を見直し（内閣府）

3714号 ・ipadの試験的活用で中間報告会（佐賀県）
・介護予防事業費に上限設定へ（社保審査部会）
・国家戦略特区法案を閣議決定（政府）

3715号 ・監査共同組織設置で初会合（岡山県3市）
・地方公務員の消防団入団で首長に書簡（総務相）
・合併算定替終了で交付税算定見直し（総務省）

3716号 ・基幹4病院で被験者を相互紹介（広島県）
・介護保険「要支援」移行で見直し案（厚労省）
・過疎法見直し，現行指定継続を（過疎連盟）

3717号 ・広域防災拠点整備で報告書（宮城県）
・防災・鳥獣被害対策連携で覚書（静岡/山梨/神奈川県議会）
・子育て支援で都道府県に基金創設（政府）

地方行政
10434号 特集　早大公共経営院シンポジウム＝専門家により効率的な公共経営を－国と

地方の役割分担などテーマに、北川氏ら講演
木曜連載　続・地域力と地域創造（18）＝コメの消費を考える

10435号 月曜連載　地域防災最前線30＝防災白書を読み解く（11）－避難経路等のバリ
アフリー化と情報提供のあり方に関する調査研究（1）

10436号 木曜隔週連載　公務員講座（1）＝手段を目的にしてはならない
10437号 月曜連載　地域防災最前線（31）＝防災白書を読み解く（12）－避難経路等の

バリアフリー化と情報提供のあり方に関する調査研究（2）
10438号 月曜連載　地域防災最前線（32）＝防災白書を読み解く（13）－防災ボラン

ティア（1）東日本大震災における共助による支援活動に関するアンケート調査
10439号 木曜隔週連載　公務員講座（2）＝目的を設定するために　　リーダーシップと

組織マネジメント8人の組み合わせで強い組織を＝ライフネット生命・出口会長
が講演－三重県部局長研修

地方財務
12月号 特集　官と民の役割分担を考える

・ここめで来た自治体アウトソーシング
・変貌する市役所包括民営化－米ジョージア州サンディ・スプリングス市の取
組－
今月の視点
・平成26年度地方税制改正をめぐる2つの重要課題
・地域経済の再生に向けた自治体の役割（6）
・民営化の本道とインフラ整備のあり方
・大阪における大都市分割の課題

財　　　　　　　　　　　　政
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厚生労働
12月号 特集　「健康寿命」をもっとのばそう！特定健診・がん検診のススメ

・健やかで，心豊かな生活を維持するために健診・検診に行っていますか？
・企業・団体・自治体の健康づくりの取り組みと成果～「第2回健康寿命をのば
そう！アワード」受賞者より

地球環境とエネルギー
12月号 特集　COP19特集

・新しい枠組みのあるべき姿
・2015年合意へ向けた日本の役割
・温暖化対策の“切り札”CCS（CO2回収・貯留）
世界の電力事情・・・日本への教訓（英国編）
中国に吹く風～エネルギー＆環境最新事情
月刊環境自治体eco通信

都市問題
12月号 特集1　図書館の今を考える

・学びと知的自由の保障に向けて
・公立図書館の役割分担と選書基準
・知的な創造の場として
特集2　火山災害からの復興に学ぶ
・長期避難被災者の生活復興対策
・警戒区域設定をめぐる課題
・火山噴火避難が学校教育活動へ与えた影響

地域開発
12月号 特集　ビッグデータが描く我がまちの未来

・データは都市計画をどこへ連れていくのか？
・ビッグデータ時代における防犯まちづくりの展望と提案
・賑わう中心市街地づくりのための処方箋
・海外におけるビッグデータ活用例

河川
10月号 特集　河川砂防技術研究開発制度による産学官の連携

・河川砂防技術開発制度の概要と今後の展望
・河川堤防の弱部断面の特定と浸透対策

財界九州
12月号 回顧2013

IR（総合型リゾート）推進
特集　有明海広域圏（第4弾）物流，観光の両面で地域内外との交流拡大へ新要
素加わり活性化する沿岸地域

九州経済調査月報

12月号 地域交通
Network　福岡の方にも来街者の方にも便利で楽しい公共交通を
Report　地域公共交通の持続可能性と各主体の役割について
九州における都市間バスサービスの新展開

調査月報
12月号 調査リポート：東日本大震災をきっかけとした開業

論点多彩：これからの中心市街地および地域商業の活性化を考える

建　　　築　・　都　　　市

産　　　業　・　経　　　済

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境


