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時の法令
1946号 （1/30） 法令解説

・国境を越えた子の連れ去り防止のためのハーグ条約（国際的な子の奪取の民
事上の側面に関する条約）
・ハーグ条約実施法（国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に
関する法律）

1947号 （2/15） 法令解説
・道路の老朽化や大規模災害に備えた道路の適正な管理を図る（道路法等の一
部を改正する法律）
・東日本大震災の経験を踏まえた港湾における防災・減災対策及び産業競争力
の強化（港湾法の一部を改正する法律）
・水防活動への多様な主体の参画，河川管理施設等の適切な維持管理の確保，
再生可能エネルギーの導入促進を図る（水防法及び河川法の一部を改正する法
・不動産再生への民間資金の活用を促進（不動産特定共同事業法の一部を改正
する法律）
・「特別警報」の創設（気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法
律）

法令解説資料総覧
384号（ 1月） ・地方税法の一部を改正する法律

・民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改
正する法律
・金融商品取引法等の一部を改正する法律
・国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法
等の一部を改正する法律
・特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法
地域の視点－首長に決定権移す教委改革－教育の政治的中立性に懸念

ジュリスト
1463号（2月） 特集　クラウド・電子書籍と著作権

・クラウドと私的利用をめぐる実務上の問題点
・補償金制度をめぐる欧州の動向
・私的録音録画補償金制度をめぐる課題と展望
・自炊代行訴訟判決をめぐって

判例タイムズ

1395号（2月） ・東京地裁及び大阪地裁における平成25年改正DV防止法に基づく保護命令手続
の運用
論説紹介
・東京地方裁判所民事第9部におけるインターネット関係仮処分の処理の実情
判例紹介
・介護施設利用者が食事中の誤嚥で死亡した事故について，事業者側の安全配
慮義務違反を認め，事業者の損害賠償責任が肯定された事例（大阪高裁25.5.22
決）

法学セミナー

2月号 国際協力と法－法整備支援の課題と展望－
・[鼎談]法整備の支援は途上国の発展に寄与しうるか？（浅沼信彌/橋本敬市/
松尾弘）
・良い統治と市民社会の形成
・「民主主義」を考える
・調停者なき政治危機
・アジアの社会と法

法　　　　　　　　　　　　令
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判例地方自治
376号（2月） 【判決紹介】

・東京都・神奈川県/平成24年衆議院選挙無効請求事件
・渋谷区/公文書公開請求決定留保損害賠償請求事件
・堺市/政務調査費返還請求事件
はんれい最前線：刻々と変化する自然災害，避難勧告の判断に苦慮
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（4）
条例ナビ：文京区男女平等参画推進条例

レファレンス
756号（1月） ・ヨーロッパの言語状況とその課題

・わが国における法教育の現状と当面する課題
・カナダの議会制度
・憲法第9条の交戦権否認規定と武力紛争当事国の第三国に対する措置

地方議会人
1月号 特集　スポーツの振興と地域活性化

・2020年オリンピック・パラリンピック東京大会開催に向けて
・地域活性化策としてのスポーツツーリズム
・「スポーツを通じて復興を支える人材を育てる」－みやぎジュニアトップア
スリートアカデミー事業について
現地報告（岩手県岩手町/新潟県聖籠町/長野市）
暫時休憩　議会紹介－西都市議会「成人式でアンケート」
わがまち自慢（札幌市）年間200件からの行政視察を迎えて－委員会の完全公開
に先駆的取組み－

地方自治
2月号 〈巻頭座談会〉地方分権の20年を振り返って（1）磯部力/大森彌/小早川光郎/

神野直彦/西尾勝/松本英昭ほか
・英国における自治体監査の動向
・NSW州（オーストラリア）地方自治体改革
〈資料〉事務・権限の移譲等に関する見直し方針について（平成25年12月20日
閣議決定）（抄）

自治研究
2月号 論説：

・公務員関係三事件に関する私見（1）
・生活保護基準改定の合理性と必要即応の原則に基づく特別基準設定申請権（1）
研究：
・資源開発における環境配慮
資料：
・全国森林計画（2・完）
・今後の地方教育行政の在り方について（答申）（1）

自治実務セミナー
2月号 入門講座：自治体の首長9　交渉者としての首長

実務と理論：
・領海内において埋立てによりあらたに生じた土地の所属市町村はどのように
決定されるのか
・市を退職し一部事務組合に再任用されている職員の定年前の非違行為につき
懲戒処分を行うことができるか
実務演習：選挙運動期間外の挨拶行為

地域づくり万華鏡83：自転車走行規制で成果（高松・丸亀町商店街）

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政
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地方自治職員研修

2月号 特集　まちの学び場と職員の政策研究
・地域の力を引き出す学びのコミュニティ～柏まちなかカレッジ
・鴨江アートフューチャーセンターという実践
・職員の政策研究～市職員として，介護保険原点の会のメンバーとして
政策法務講座2.0〈市町村が設置する街頭防犯カメラによる撮影・録画と条例上
の根拠〉
循環型社会を創る！〈市民や事業者との協働による再生可能エネルギー事業の
推進〉－宝塚市－
議会は変わる〈市民が仕掛ける議会改革〉議会基本条例を考える会（川口市）

ガバナンス
2月号 特集　自治体のモラル＆モラール

・自治体職員のモラル＆モラール
・自治体議会と議員の「モラル＆モラール」
・コンプライアンス条例の有効性と課題
スキルアップ特集　現状を変えるヒント～“できない言い訳”にサヨナラ！
Governance　Focus　二元代表制の追求に，議会事務局の改革・機能強化が不可
欠－第3回議会事務局研究会シンポジウムin松坂
・現場発！自治体の「政策開発」（11）中心市街地の活性化に市民主体で賑わ
いを創出～三条マルシェ～ごった市＠ホコテン（新潟県三条市）
・「環境」で自治体が変わる！（47）IT技術を駆使して自転車によるまちづく
りを推進（金沢市）
・議会改革リポート【変わるか！地方議会】153－市民要望に基づく意見交換会
を開催し，議会による事務事業評価も実施（長野県大町市議会）

日経グローカル
No.235(1月8日号) 特集　東京五輪，全国の自治体どう生かす

福嶋浩彦の直言－議会基本条例で何が変わるのか問われる議員間討議と住民参
加
片山善博の自治体自立塾－地方議会への違和感－コネと学芸会風を排す
議員提案条例のコツ－観光など広域課題に対処　競争を勝ち抜く手段にも－
（牧瀬稔）
議会改革・現場からの提言19－議員報酬，根拠を整理し住民に説明を－（自治
体学会議員研究ネットワーク）

No.236(1月20日号) 特集　地酒復権，競う自治体
大学地域貢献度調査から（3）研究成果生かし，地場産業や街づくりの支援強化
REPORT：地方公務員の“現場力”を鍛えて10年－東京財団週末学校の取り組み
ブランドのつくり方：大阪府東大阪市のものづくりブランド～オンリーワン製
品PR魅力向上へ勉強会も～
議員提案条例のコツ－（危機管理体制構築規定）備えあれば憂いなし　予知や
予防も視野に－（牧瀬稔）
議会改革・現場からの提言20－「議員とお金」の議論を深めよう－（自治体学
会議員研究ネットワーク）

自治体国際化フォーラム
2月号 特集　イスラム市場を取り込め

1東南アジアのイスラム市場概観
2イスラム圏からの観光客誘致東南アジアのムスリム観光客を日本へ
・訪日ムスリム観光客の受け入れのためのハラールの基礎知識
・日本のインバウンド市場成長とイスラム圏からの観光客誘致
・Selamat Datang ke Jepangムスリムのみなさん，日本へようこそ！
3東南アジアのイスラム市場における日本食品の販路開拓
・マレーシアで広がる日本食ブーム

・日本食輸出の観点からのインドネシアのハラール事情

多文化共生の地域づくりのための取り組み（かながわ国際交流財団）
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LASDEC
2月号 特集　番号制度と情報連携

・番号制度の概要とその活用について
・地方公共団体における必要なシステム整備
・自治体の税担当部署における業務変化
ろう者が安心して手続きできる未来の窓口へ向け手話認識システムの実用化を
目指す

自治体情報誌D-file
2013.12（上） ・市が広報紙PRに中吊り広告風チラシ作成，庁舎内などに掲示（大阪府八尾

市）
・市が支援，6・7ヵ月の全乳児家庭を認定アドバイザーが訪問（堺市）
・市が防犯灯LED化をほぼ完了，町会所有を無償譲渡しエスコ事業（青森県弘前
市）
・市が海岸でのバーベキュー規制条例，指定場所以外では禁止に（神戸市）
・全国初，市がイスラム観光客誘致へフェイスブック，戒律尊重した情報提供
（横浜市）
・市が西安市の大気汚染改善へ職員派遣，PM2.5などで指導・助言（京都市）
・市が審議会への市議会議員参画を縮小，報酬も支給せず（奈良市）
・全国初，市議会で行政も含め全員タブレット端末で議案・資料閲覧（神奈川
県逗子市）
・市議会が傍聴者に託児サービス導入，ボランティアに委託想定，3月導入めざ
す（島根県出雲市）

2013.12（下） ・市が高齢者向け住宅に介護サービスの立ち入り調査，生活保護法活用（堺
市）
・全国初　市が低炭素まちづくりへ建築条例，設備導入手続き定める（兵庫県
川西市）
・全国初　市が犯罪賠償金立て替え制度，請求権の一部譲り受け（兵庫県明石
市）
・市が養護施設からの大学進学者に返還不要の奨学金支給，全国初（横浜市）
・給食アレルギー対策，誤食防止に食器色分けなどルール化進む（東京都調布
市ほか）
・県が飲食店に対する立ち入り検査可能に，食品偽装受け条例改正（徳島県）
・市が空き店舗活用「まちなか保健室」，健康チェックや個別相談の場に（栃
木県真岡市）

自治日報
3722・23合併号 特集　分権，自治，道州を「総括」し「展望」

特集　自治体間の柔軟連携へ自治法改正案
特集　番号制度導入と自治体業務への影響

3724号 ・健康寿命・延伸へ戦略会議が提言（大阪府・市）
・子育て世帯臨時特例給付金で説明会（厚労省）
・飛び出す公務員賞2013の受賞者決定（首長連合）

3725号 ・災害時の情報インフラ補完で協定（岡山・鳥取県）
・法改正踏まえ，防災基本計画を修正（政府）
・番号制導入で財政措置等説明（市長会検討会）

3726号 ・憲法の地方自治規定改正で草案（徳島県研）
・過疎法改正案の概要を提示（自民党特委）
・簡素な給付，税情報活用へ法的措置を（市長会）

地方行政
10446号 木曜隔週連載　公務員講座（4）モチベーションマネジメント
10447号 月曜連載　地域防災最前線（36）防災白書を読み解く（16）－自治体の事業継

続を考える（3）
10448号 木曜連載　行政への苦情（1）苦情が行政職員に及ぶ背景
10449号 木曜隔週連載　公務員講座（5）マネジメントの逆機能

木曜連載　行政への苦情（2）「苦情」というものを知る
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防災の人づくりと連携の拠点　「減災館」が3月完成＝名古屋大－市民，行政，
企業，研究者が集う場に

10450号 特集：2014年度政府予算案　歳出改革，課題残す＝税収頼み，消費者増税後に
正念場
月曜連載　地域防災最前線（37）防災白書を読み解く（17）－企業等の事業継
続を考える（1）
目指すは脱「クルマ依存」？企業誘致に本腰＝愛知県豊田市

10451号 特集　2014年度地方財政対策　交付税，1.0％減の16.9兆円＝一般財源総額は過
去最高確保
木曜連載　行政への苦情（3）行政職員を分析したら＝「日本苦情白書」の統計
分析から

10452号 月曜連載　地域防災最前線（38）防災白書を読み解く（18）－企業等の事業継
続を考える（2）－事業継続マネジメントシステムを中心に

10453号 木曜隔週連載　公務員講座（6）公共政策立案のポイント
木曜連載　行政への苦情（4）時代の流れを見極める

地方財務
2月号 特集　平成26年度地方財政対策－一般財源の総額確保と今後の課題

今月の視点：京都市立病院の地方独立行政法人化及びPFI手法による施設整備
（上）

厚生労働
2月号 特集　適正な利用と自立の促進に向けて　生活保護制度の意義と役割

・時代に即したセーフティネットとして生活困窮者対策の新たな仕組みを構築
・セーフティネットを活用し，自立した生活に戻った人たち
・生活保護制度を正しく理解するための必須知識

地球環境とエネルギー

2月号 特集　福島原発とどう向き合うか
・福島原発の廃炉はどう進めたらいいのか
・福島原発，地下水対策の課題と望まれる対応
・海から見た福島第一原子力発電所事故
・福島における除染の現状とあるべき姿
編集長が聞く！－洋上に浮かぶ未来都市「GREEN FLOAT」

世界の電力事情･･･日本への教訓－全面自由化後も国の関与が強く残るフランス

都市問題
2月号 特集1　自転車復権の光と影

・自転車を巡る問題と自治体の条例制定について
・自転車の法的規則と罰則の現状
・自治体のまちづくりと自転車交通
・自転車と自動車，共生の要件とは－コペンハーゲン市を事例に
・コンパクトシティにおける自転車の積極的な活用
特集2　自治体の入札と契約
・入札・契約制度の変遷と今日的課題
・公共入札と地方議会・議員との関わりとその変化
・入札制度改革と地域建設業
投稿論文　地方自治体による公衆無線ＬＡＮ整備・運用に関する一考察

地域開発
2月号 特集　まちなかの集客プロジェクト

・「函館西部地区バル街」のメカニズムとその機能/北海道函館市
・市民手作りのお祭り－定禅寺ストリートジャズフェスティバルin仙台/仙台市

建　　　築　・　都　　　市

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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・三条マルシェ－ごった市＠ホコテンが“まんなか”にもたらした賑わいのカ
タチ/新潟県三条市
・まちじゅうが展覧会場　芸工展/東京都台東区
・多様な人達と専門性の高い商店が共存する街－ゆりの木通り商店街/浜松市

河川
1月号 特集　特定都市河川浸水被害対策法の10年

・特定都市河川浸水被害対策法について（国交省水管理・国土保全局治水課）
・鶴見川流域における浸水被害対策への取り組みについて（東京都・横浜市・
川崎市・町田市ほか）
・新川流域における総合治水に関する取り組み（愛知県・名古屋市ほか）
・巴川流域における都市浸水想定区域図作成の取組みについて（静岡県・静岡
市ほか）

財界九州
2月号 九州経済と「アベノミクス」この1年･･･

TOP INTERVIEW　麻生渡（福岡空港ビルディング社長）
新春特別対談　渡辺博史（国際協力銀行総裁）×久保田勇夫（西日本シティ銀
行頭取）
動き出した「くまもと県南フードバレー構想」

九州経済調査月報

2月号 福北大都市圏
Network　道州制について思うこと（阿部和俊）
Report
・3大都市圏との比較からみる福北大都市圏の課題と可能性
・世界のゲートウェイ都市と福岡
・2014年度九州経済の見通し

調査月報
2月号 調査リポート：ワーキングマザーと中小企業

国内生産拠点のみで生き残る中小企業の戦略：「3Q＋C」領域の選定
JGSSでよむ日本人の意識と行動：企業規模で異なる若年労働者の職場環境
データでみる景気情勢：中小部品メーカーを取り巻く環境の変化

産　　　業　・　経　　　済


