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時の法令
1948号 （2/28） 法令解説

・嫡出でない子の相続分に関する民法の改正（民法の一部を改正する法律）
・被害者参加人の経済的負担を軽減（犯罪被害者等の権利利益の保護を図るた
めの刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正す
る法律）
・刑の一部の執行猶予制度と社会貢献活動の創設（刑法等の一部を改正する法
律）（薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律）
・森林による二酸化炭素の吸収作用の保全と強化のための改正間伐等特別措置
法（森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律）
第186回国会（常会）内閣提出予定法律案件名調べ

1949号 （3/15） 法令解説
・食品表示の一元化（食品表示法）
・希少野生動植物種の違法取引に関する罰則の大幅な強化等（絶滅のおそれの
ある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律）
・外来種対策の強化（特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する
法律の一部を改正する法律）
住民基本台帳閲覧制限と個人情報保護－逗子市ストーカー殺人事件から考える
－（宮下紘）

法令解説資料総覧
385号（ 2月） ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

・福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律
・建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律
・エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律
・水防法及び河川法の一部を改正する法律
地域の視点　－第四次分権一括法案提出へ－国の48事務を地方へ移譲

ジュリスト
1464号（3月） 特集　ビッグデータの利活用に向けた法的課題－パーソナルデータ保護法制の

展望
・「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」について
・パーソナルデータに関する「独立第三者機関」について
・ライフログの利活用と法律問題
・医療分野におけるビッグデータの活用と法律問題

判例タイムズ

1396号（3月） 争点整理の現状と今後の在るべき姿について
・東京3弁護士会有志によるアンケートを踏まえて
・東京地方裁判所プラクティス委員会第二小委員会
論説紹介
・東京家裁における家事事件手続法の運用について
判例紹介
・衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法13条1項，別表第1
の規定の合憲性（最高裁大/25.11.20決）

法学セミナー

3月号 労働法への招待－働く人の基礎知識
・内定と労働契約
・多様化する雇用形態
・労働者の権利の回復
・少子・高齢時代の働き方

法　　　　　　　　　　　　令
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判例地方自治
377号（3月） 【判決紹介】

・東京都青ヶ島村・製塩事業無償譲渡住民訴訟事件（東京地判/25.10.15）
・福岡県川崎町・一般廃棄物収集運搬業不許可処分取消請求事件（福岡地判
/25.3.5）
・東京都・宅地造成改善工事代執行費用納付命令取消請求事件（東京地判
/25.3.7）
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（5）
法律相談：酒気帯び（飲酒）運転と懲戒処分について
条例ナビ：鳥取県手話言語条例（鳥取県）

レファレンス
757号（2月） ・介護保険制度改革をめぐる論点

・スウェーデンにおける憲法改革提言
・オーストラリアとニュージーランドの税・給付制度（資料）

地方議会人
2月号 特集　地域観光の戦略とまちづくり

・わが国の地域観光施策
・広域観光とまちづくり
・産業観光が地域の未来を拓く～第3世代の産業観光と課題～
現地報告　（1）北陸新幹線金沢開業に向けた広域観光の取組み（石川県金沢
市）（2）北九州市における産業観光への取組み（北九州市）（3）議会から見
る政策観光への取組み（北海道栗山町）
暫時休憩　議会紹介－岩手県葛巻町議会　本会議における参考人質疑

地方自治
3月号 〈巻頭座談会〉地方分権の20年を振り返って（2）磯部力/大森彌/小早川光郎/

神野直彦/西尾勝/松本英昭ほか
・「個性を生かし自立した地方をつくる（地方分権改革の総括と展望（中間と
りまとめ））」について
・石巻市における復興の現状と課題
・サンフランシスコ市の監査制度

自治研究
3月号 論説：

・公務員関係三事件に関する私見（2）
・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
（2・完）
・改正行政事件訴訟法をめぐる理論上の諸問題
・公共施設の管理者の意義に関する若干の整理（1）－港湾管理者を中心にして
・今後の地方教育行政の在り方について（答申）（2・完）

自治実務セミナー
3月号 入門講座：

・自治体の首長10　首長の議会対策
実務と理論：
・百条調査権により議員から特定個人の税務資料の提出を求められた場合市は
どのように対応すべきか
・期日前投票所を市内の支所や公民館を巡回して設置することができるか
実務講座：宝くじの活性化
地域づくり万華鏡84：世界に一つだけの椅子とともに育つ子供たち（北海道東
川町）

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政
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地方自治職員研修

3月号 特集　3・11～人々の記憶とまちづくり
・東日本大震災からの復興と自治体の役割
・伝える学校～様々な視点で震災の記憶・記録を伝えていくために（仙台市）
・原発事故後の福島の音の世界が私たちに問いかけてくること
特集　若者の力が活きるまち
・小さな自治の現場をつくろう～若者が地方へ向かう潮流
・学生まちづくりの組織と課題
・かみおかべ古民家活用計画で見えてきたもの
クイズの森：議会と執行機関との役割分担ほか
〈議会は変わる〉学生と議員の政策セッションで，政策力アップ(塩尻市議会議
員・金子勝寿)

ガバナンス
3月号 特集　3.11と自治体職員

・被災自治体職員の使命
・自治体間連携による職員派遣の充実に向けて
・自治体職員のメンタルサポート
スキルアップ特集　男性職員のワーク・ライフ・バランス
・働く男性のためのストレス対策入門
・男性職員の育児参加を支援する「イクメンサポート」/愛知県
Governance　Focus　基本構想・基本計画と首長マニフェスト（宮脇淳）
・議会改革リポート【変わるか！地方議会】154－これまでにない発想で“じぇ
じぇじぇ”な議会を目指す（岩手県久慈市議会）

日経グローカル
No.237(2月3日号) 特集　全国市区の経営革新度調査　神奈川県厚木市が初の首位三鷹は2位に

北川正恭の直言－議会改革のさらなる進展のため「ホワイトボードを議会へ」
－大学地域貢献度調査から（4）公開講座増やし，生涯学習や学び直しの支援を強
化
議員提案条例のコツ－（議会基本条例・上）議長選挙にマニフェスト「ものさ
し」として活用（牧瀬稔）
議会改革・現場からの提言（21）－事務局体制，議長は人事権行使を－（自治
体学会議員研究ネットワーク）

No.238(2月17日号) 特集　都道府県立試験・研究機関調査　都道府県保有特許の実力
大学地域貢献度調査から（5・終わり）大学と産官民の連携で地域振興へ
REPORT　JR九州のクルーズトレイン「ななつ星in九州」九州全体の活性化ツー
ルに
インフラ経営強靭化のススメ　地方におけるPPP/PFIの課題
議員提案条例のコツ－（議会基本条例・中）議会事務局の強化規定　専門性あ
る人材確保カギ（牧瀬稔）
議会改革・現場からの提言（22）－議会は住民投票とどう向き合うか（自治体
学会議員研究ネットワーク）
実践・自治体法務：市長出席の会合に市長交際費から祝い金支出は認められる
か

自治体国際化フォーラム
3月号 特集　外国人住民と共に活性化する地域

1.外国人住民と共に活性化する地域を目指して
2.地域で活躍する外国人住民の事例
・イギリス人杜氏として日本酒造りに励む
・外国にルーツを持つ若者たちが希望を持てる社会づくり
・キムチパワーで地域を豊かに
3.自治体や国際交流協会の事例
・日本人とし外国人住民を繋ぐ「地域連携コーディネーター」
・「外国人市民代表者会議」による外国人の地域参加
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LASDEC
3月号 特集　情報化推進におけるＬＡＳＤＥＣが果たした役割

・ＬＡＳＤＥＣの活動を振り返って
・ＬＡＳＤＥＣの実績と，機構への期待
・歴史年表で見る国の情報化とＬＡＳＤＥＣのあゆみ

自治体情報誌D-file
2014.1 ・全国初　区がＮＰＯの重症心身障碍児預かり施設開設に経費補助（東京都杉

並区）
・全国初，市が離婚後の養育支援へ家裁と連携，法テラス分室設置も（兵庫県
明石市）
・市が景観保全でメガソーラー規制条例，抑制区域は市長に中止権限（大分県
由布市）
・市が認知症初期ケアへ専門チーム，継続的在宅支援で症状悪化防ぐ（富山県
南砺市）
・県がハラール認証でイスラム市場開拓，県産牛肉輸出拡大・誘客へ（熊本
県）
・市が耕作放棄地活用し薬草の試験栽培，特産化へ取り組み（静岡県裾野市）

自治日報
3727号 ・消費増税時の使用料等改定で調査（静岡県）

・国保制度改革へ協議再開（厚労省・地方3団体）
・「簡素な給付措置」等で説明会開催（厚労省）

3728号 ・富士山噴火で初の広域避難計画（静岡等3県）
・消防団の装備基準を改正（総務省消防庁）
・全国の医療機関1724施設で法令違反－国交省防火設備を緊急点検－（国交
省）

3729号 ・衛星使った避難所誘導で協定（秋田県等）
・「災害対策と議会」で報告書（市議長研究会）
・地域防災力の強化策審議へ（27次消防審）

3730号 ・人口減少対策で五部局連携プロジェクトチーム設置（静岡県）
・高齢職員の活用で報告書案了承（消防庁検討会）
・都市部コミュニティで報告書構成案（総務省）

地方行政
10454号 月曜連載　地域防災最前線（39）首都直下地震対策＝検討ワーキンググループ

最終報告を考える（1）
10455号 木曜連載　行政への苦情（5）続・時代の流れを見極める
10456号 月曜連載　2030年次世代の都市づくりと官民連携（1）都市の二極化時代，「縮

退戦略」を実現する官民連携
月曜連載　地域防災最前線（40）首都直下地震対策＝検討ワーキンググループ
最終報告を考える（2）

10457号 月曜連載　2030年次世代の都市づくりと官民連携（2）地方都市における計画的
な縮退戦略と都市機能の集約化を
月曜連載　地域防災最前線（41）首都直下地震対策＝検討ワーキンググループ
最終報告を考える（3）

10458号 木曜隔週連載　公務員講座（7）実践的危機管理

自治体広域連携「地方中枢拠点都市圏」の形成を＝総務省研究会，連携協約制
度の創設を提言
木曜連載　行政への苦情（6）苦情の原因とその心理

10459号 月曜連載　2030年次世代の都市づくりと官民連携（3）大都市・東京の国際競争
力を強化するための戦略とは
月曜連載　地域防災最前線（42）首都直下地震対策＝検討ワーキンググループ
最終報告を考える（4）

10460号 特集：日総研フォーラム　住民と連携し「地域の幸福」づくり＝パネリストに
京都，埼玉両府県知事
木曜連載　行政への苦情（7）民間から学ぶ知恵
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地方財務
3月号 特集　平成26年度地方財政対策等の概要

行財政情報：平成24年度地方公営企業決算の概況
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
（下）
別冊付録「地方財務実務相談室」

厚生労働
3月号 特集　新卒雇用の傾向と対策　「雇用のミスマッチ」問題を，どう解決するの

か？
・就職希望先が大企業に集中する「雇用のミスマッチ」問題の解決が急務
・なぜ，中小企業に人材が集まらないのか？－人材コンサルタント海老原嗣生
さんに訊く！
・ハローワークによる新卒者の就職支援－問題解決のための国の取り組み
・私たちはこうしてマッチングを実現しています－企業・大学の取り組み

地球環境とエネルギー

3月号 特集　2014年度エネルギー展望
・主要国と日本の原子力展望
・貴重な石油・天然ガス資源と自主開発の重要性
・シェールガス随伴ＬＰガスの輸入拡大と新しい「エネルギー基本計画」への
対応

都市問題
3月号 特集　東日本大震災・原発事故から3年

・生活者の匂いのする復興を（新藤宗幸）
・被災地における地域公共交通の現状と課題
・『吉里吉里新漁村建設計画』と共助の力
・福島県のサテライト校の3年間
石垣崩壊！大震災から知る城郭保存の難しさ

地域開発
3月号 特集　見えてきた!?縮退時代のまちづくり

・（巻頭インタビュー）逆都市化・縮小時代の地域の将来像とは？（大西隆/金
昭希/宮里孝則/石井秀彦）
・人口減少時代の都市計画!?都市再開発編（遠藤薫）
・都市の縮退と自治体財政（肥沼位昌）
・縮退時代のまちづくり条例を考える（松本昭）
・八王子市の郊外型住宅地における現状と課題（八王子市都市計画部）

河川
2月号 特集　平成25年の災害

・京都を直撃平成25年9月台風18号の記録
・2013.9.16台風18号による桂川の水防活動を顧みて
・平成25年渇水の概況
・水災害分野における気候変動適応策の推進

財界九州
3月号 “企業活力”“潜在成長力”の向上へカギとなる女性・高齢者・外国人の戦力

化
特集　みやざき－高速道「宮崎新時代」の幕開けまで1年

建　　　築　・　都　　　市

産　　　業　・　経　　　済

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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特集　九州・沖縄のホテル2014－洗練されたサービスと空間が生み出す本物の
「おもてなし」

九州経済調査月報

3月号 ワーク・ライフ・バランス
Network　ワークライフバランスとダイバーシティ経営（木瀬照雄）
Report
・原子力発電の停止が九州のマクロ経済に与えるインパクト
・地域経済の浮沈を握るワーク・ライフ・バランス
One Point解説　製造業と非製造業で異なる海外展開の実態

データ九州
1146号 九州・山口企業の海外進出2013

調査月報
3月号 ・中小企業による「新事業戦略」の展開

・新たなビジネスを拓くＭ2Ｍ（Mschine-to-machine）
・中小企業の景況は回復している
・中小企業におけるワークライフバランス


