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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
1950号 （3/30） 法令解説

・障害者の権利に関する条約の締結（障害者の権利に関する条約）
・障害者権利条約の締結に向けた障害者差別解消法の制定（障害を理由とする
差別の解消の推進に関する法律）
・障害者権利条約の締結に向けた障害者雇用促進法の改正（障害者の雇用の促
進等に関する法律の一部を改正する法律）
・精神障害者の地域生活への移行を促進（精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律の一部を改正する法律）

1951号 （4/15） 法令解説
・電気の需要の平準化の推進と民生部門の省エネルギー対策の促進（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）
・電力システム改革の推進（電気事業法の一部を改正する法律）
・2006年の海上の労働に関する条約の発効（2006年の海上の労働に関する条
約）

法令解説資料総覧
386号（ 3月） ・災害対策基本法等の一部を改正する法律

・大規模災害からの復興に関する法律
・株式会社海外需要開拓支援機構法
・道路法等の一部を改正する法律
地域の視点　－「東京五輪効果」を地方にも－事前合宿誘致中心に過熱
附録：平成25年法令索引

ジュリスト
1465号（4月） 特集　厳しい？厳しくない？解雇規制

・日本の解雇規制は厳しいのか－解雇規制緩和要求の妥当性－
・解雇の規制改革
・解雇規制・規制改革の問題点－雇用安定の原則を崩すことがもたらす影響

別冊219 実務に効く労働判例精選（岩村正彦/中山慈夫/宮里邦雄　編）
増刊 医事法判例百選　第2版

判例タイムズ

1397号（4月） 保険金請求訴訟をめぐる諸問題（上）
・東京地方裁判所プラクティス委員会第一小委員会
論説紹介
・座談会　民事訴訟手続における裁判実務の動向と検討第5回
・判例の立場を前提とした損害論と中間利息控除の基準時（下）

判例地方自治
378号（増刊） 判例回顧　地方自治体をめぐる判例の動き

判例解説
・神戸市・債権放棄議決事件
・目黒区・政務調査費返還命令処分取消訴訟上告審事件
・東京たま広域資源循環組合・エコセメント化施設操業禁止請求事件
・京都市・生活保護廃止処分損害賠償請求控訴事件

379号（4月） 【判決紹介】
・大阪府・遺族補償給付不支給処分取消請求事件（大阪地判/25.11.25）
・徳島県・県収用委員会裁決取消請求事件（最高（2小）判/25.10.25）
・東京都・国・取調べの指紋データ等抹消等請求事件（東京地判/25.5.28）

法　　　　　　　　　　　　令



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
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（6）
法律相談：公務員の説明義務について（阿部泰隆）
訴訟情報：北九州市の東日本大震災がれき受け入れ損賠訴訟－住民敗訴－福岡
地裁小倉支部判決ほか

レファレンス
758号（3月） ・銀行の投資業務の分離をめぐる欧米の動向

・アメリカ連邦議会上院改革の課題
・トルコにおける新憲法制度をめぐる議論
・フランスの行政府における大臣キャビネ
・日露間の領土交渉
尖閣諸島，竹島等に関する最近の中国語，朝鮮語資料（資料）
オーストラリアの政府間財政関係の特徴と改革の展望（資料）

地方議会人
3月号 特集　被災から3年－復興の取組み

・東日本大震災の復旧・復興に向けて
・復興まちづくりの現状と課題
・震災3年を迎えての被災者支援の課題
・震災復興と地方議会人の役割：復興の3年を未来に結ぶ
・核燃料の取り出しを開始　汚染水問題が深刻化
鼎談　二元代表の一翼として，民意を政策につなげられる能力を（北川正恭/江
藤俊昭/廣瀬克哉）

地方自治
4月号 〈巻頭座談会〉地方分権の20年を振り返って（3）大森彌/小早川光郎/神野直彦

/西尾勝/松本英昭ほか
・基礎自治体による行政サービス提供に関する研究会報告書について
・住民訴訟の対象とされている損害賠償請求権を放棄する議決～判例から学ぶ
地方自治の実務（1）
〈資料〉公共工事の円滑な施工確保について

自治研究
4月号 論説：

・公務員関係三事件に関する私見（3・完）
・公共施設の管理者の意義に関する若干の整理（2・完）－港湾管理者を中心に
して
・災害公営住宅と被災者の生活復興（1）－過去の大規模災害から学ぶ法政策
・違法性承継論の再考（2）
資料：港湾における地震・津波対策のあり方（1）－島国日本の生命線の維持に
向けて

自治実務セミナー
4月号 入門講座：

・地方自治法講義　地方議会（1）：議員，権限（田村達久）

・政策法学演習講座（57）　路上喫煙禁止条例に違反して喫煙したが無過失の
者に過料の制裁を科すことは適法か（阿部泰隆）

実務と理論：

・市長選でポスター製作費に係る差額の返還の申出があった場合市はどう対応
すべきか（選挙公営制度と寄附の禁止）

よりみち環境法（180）　福岡市屋台基本条例の発想（北村喜宣）

地方税徴収実務のテーゼ（78）　子どもの貧困対策（日澤邦幸）

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

地方自治職員研修

4月号 特集　自治，新時代。
・これからの自治体行政運営
・転機を迎えた地方分権改革
・自治体政策法務～実践時代の発想法
・「住民自治の根幹」として議会が動き出す新たなステージ
・これからの自治体の組織，職員のあり方を問う
〈創造型行革のすすめ〉札幌市まちづくり戦略ビジョン～私たちが目指す札幌
の将来（札幌市）
〈環境自治体白書〉ESCO事業を活用した街灯LED化（青森県弘前市）
〈安全・安心なまちへ〉常設型の災害ボランティアセンターで“もしも”に備
える（千葉県浦安市）

ガバナンス
4月号 特集　人口減少時代の自治体職員

・人口減少時代の自治体職員に求められるもの
・人口減少時代の総合計画と職員
・人口減少時代の財務マネジメントと人材戦略
スキルアップ特集　ようこそ！新人職員
Governance　Focus
・自治体連携に大きく踏み込む地方自治法改正案（人羅格）
・財政健全化条例の意義と課題（小西砂千夫）
議会改革リポート　変わるか！地方議会（155）－議会報告会・意見交換会を踏
まえ，政策提案の充実を（東京都東村山市議会）
特別企画　待ったなし！共通番号制度　今すぐ自治体が取り組むべきことは何
か？

自治体法務NAVI
VOI.56 特集　番号法と自治体

〈政策条例NAVI〉　再生可能エネルギーに関する条例
〈条例REPORT〉　飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づく
りに関する条例（長野県飯田市）

自治体法務NAVI
VOL.57 特集　災害対策基本法改正と個人情報利活用の政策実務

〈政策法務研究室〉
・自治体法務における事実の重要性
・三重県におけるリーガル・サポートの取組について
〈政策条例NAVI〉乾杯条例
〈条例REPORT〉
・佐賀県日本酒で乾杯を推進する条例（佐賀県）
・常滑焼の器に注いだ地酒による乾杯を推進する条例（愛知県常滑市）

日経グローカル
No.239(3月3日号) 特集　東日本大震災3年　防災力強化，急ぐ自治体

REPORT　議会改革テーマに北川氏らが鼎談　改革の成果示す次のステージへ
民意反映へ議員の資質向上を
大災害時の議会の役割は何か　委員会で住民の声を聴け（片山善博）
議員提案条例のコツ－（議会基本条例・下）対決になりがちな議会報告会　建
設的な意見交換の場へ工夫も（牧瀬稔）
議会改革・現場からの提言（23）－議会からの政策サイクル確立を（自治体学
会議員研究ネットワーク）

No.240(3月17日号) 特集　都道府県，主要市調査　上下水道事業が直面する危機
ファシリティーマネジメントを受託業務から経営戦略の中枢に（北川正恭）
FOCUS　高齢者の元気体操をシステム化住民主体の「いなべ市方式」普及へ
FOCUS　マイナンバー制度導入，動き鈍い自治体
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号／刊月 主　　要　　記　　事
議員提案条例のコツ－（住民投票規定）「決定型」か「非決定型」か地方自治
法抵触避けて（牧瀬稔）
議会改革・現場からの提言（24・最終回）－住民自治進めるネットワーク充実
を（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
4月号 特集　日本食を海外に売り込め

1.ジェトロによる取り組み－食品輸出に関する現状とジェトロによる支援
2.クレアによる取り組み－バンコクで「日本ふるさと名産食品展」を開催
3.地域における特徴的な取り組み
　・世界に飛び出せ千葉の農林水産物　タイ王国における「千葉フェア」
　・国際宅急便を使った県内農産物のテスト輸出プロジェクト
　・東海3県の食品輸出研究会の取り組み
　・香港における農林水産物・加工食品の販路開拓支援
4.企業の取り組み－「JAPAN FOOD BRAND」をアジアの一大産業に

自治体情報誌D-file
2014.2(上) ・全国初，離婚後の子ども権利擁護へ市が離婚時に養育合意書（兵庫県明石

市）
・市が休職中の保育所入所申込み者を支援，訪問保育料助成へ（千葉県野田
市）
・区が危険空き家の解体費を負担，土地を無償で借り受け公共活用へ（東京都
文京区）
・区が狭い道路拡幅条例改正，個人整備でも拡幅はすべて区施工で（東京都杉
並区）
・市が空き工場バンク制で物件募集，空き家・空き店舗に続く取組み（山梨県
山梨市）

2014.2（下） ・全国初，県・市が小中高校で教科問わず常勤外国人教員採用へ（広島県/広島
市）
・市が男性の育休取得支援，連続10日以上で雇用主・本人に奨励金（千葉市）
・全国初　市が歴史的景観保全区域の照明整備に具体的計画策定（石川県金沢
市）
・市が老朽化マンション再生へ，管理組合立て直しにNPO職員派遣（京都市）
・区が妊産婦・乳幼児用の避難所設置へ，助産婦会や私立2校を協定（東京都世
田谷区）
・県が釜山と友好交流協定，朝鮮通信使の記憶遺産登録を推進（長崎県・韓国
釜山広域市）

別冊2014年春号 特集　セーフティネットと自治体
（vol.57） （1生活保護とその周辺/２雇用機会の確保/3住宅セーフティネットの構築/

　4教育支援/経営支援/6災害者救済）
発想・Conception　増える認知症高齢者への社会保障政策－問われる国家戦略－

自治日報
3731号 ・医学部設置構想を発表（宮城県栗原市等）

・消防団活性化で減税条例延長（静岡県議会）
・橋梁等点検，5年での「近接目視」に（国交省）

3732号 ・下水処理場発電で大阪ガスと共同事業（神戸市）
・新「グランドデザイン」で骨子案（国交省）
・番号情報保護評価の指針案を公表（政府委員会）

3733号 ・全国初，「津波防災地域」で推進計画（静岡県焼津市）
・空き家対策で知事に政策提言（鹿児島県議会）
・教科書問題で竹富町に是正要求（下村文科相）

3734号 ・専門試験廃止の職員採用「特別枠」（神戸市）
・医療・介護新基金設立で担当者会議（厚労省）
特集＝「コンビニ交付」導入事例

地方行政
10461・合併号 月曜連載　2030年次世代の都市づくりと官民連携（4）官民連携による集約型都

市における自立的経営
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号／刊月 主　　要　　記　　事
トピックス（総務省）給与減額努力，交付税に反映　過疎定住，自治体の支援
継続を
月曜連載　地域防災最前線（43）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（5）

10462号 月曜連載　2030年次世代の都市づくりと官民連携（5・完）新たな都市づくりの
実現に向けた民間への期待
トピックス（総務省）・人事局法案，早期成立を　・政令市見直しで議論百出
月曜連載　地域防災最前線（44）東日本大震災の被災自治体職員に聞く（1）

10463号 木曜隔週連載　公務員講座（8）人材育成
木曜連載　行政への苦情（8）住民の主張と満足感
震災3年インタビュー（1）（奥山恵美子仙台市長）

10464号 月曜連載　超高齢化時代に向けての新潟市の戦略を考える（1）重度対応の介護
サービス不足＝施設入所問題，さらに深刻に
月曜連載　地域防災最前線（45）東日本大震災の被災自治体職員に聞く（2）
政界メモ　福島の日本酒「衆議院」で復興支援－国会内で発売

10465・合併号 富士山噴火　溶岩75万人，降灰47万人＝静岡，山梨，神奈川3県，初の避難計画
木曜連載　行政への苦情（9）顧客心理を読む一般業界＝行政は独占業

10466号 木曜隔週連載　公務員講座（9）行政における公平とは何か
木曜連載　行政への苦情（10）プロが考える対応術＝失敗事例から学ぶ
政令市当初予算案　法人市民税，13市が2桁増＝14年度，景気回復基調で積極型
に－（時事通信調べ）

10467号 月曜連載　超高齢化時代に向けての新潟市の戦略を考える（2）認知症，人口の
1割強を占める時代も＝少ないサポート医，介護と医療の連携が課題
月曜連載　地域防災最前線（46）災害時における企業等の安全配慮義務を考え
る（1）＝七十七銀行女川支店判決，日和幼稚園判決
市政の課題：橋下徹大阪市長－都構想実現に議会の壁

地方財務
4月号 特集　平成26年度地方財政対策

・平成26年度地方財政計画の概要
・平成26年度地方債計画の概要
・平成26年度地方公営企業に関する地方財政措置
今月の視点
・地方公共サービスのイノベーションとガバナンス
・自治体温暖化対策の新展開

厚生労働
4月号 特集　「社会保障・税一体改革」で私達の暮らしはどう変わるのか？

・図解　人生ロードマップ
・インタビュー「社会保障・税一体改革」担当者に訊く！
・ポイント解説　一体改革でここが変わる！（1.子ども・子育て/2.医療・介護
/3.年金）

地球環境とエネルギー

4月号 特集　水素エネルギー社会を展望する
【PART1民間・自治体編】
・水素エネルギー社会実現に向けた課題と将来展望
・全国に先駆けて「戦略会議」を設立した福岡県
・水素関連市場の現状と将来展望
・水素・燃料電池の頭脳と技術が集うオンタリオ州
【PART2学界編】
・水素エネルギーが秘める様々な可能性
・海外における水素エネルギー社会に向けた動向

・水素を安全に使うための留意点

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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都市問題
4月号 特集1　まちと緑

・屋上・壁面緑化
・緑被地をベースとした都市・農村地域の居住環境を考える
・都市と街路樹
特集2　都市高齢者の孤立を考える
・都市部において急増する高齢者の生活実態と孤立問題
・高齢者の現状把握と生活支援のあり方
・集合住宅団地の再生と高齢者の住環境
・高齢者の社会的孤立と世代間交流事業
・孤立した高齢者と，取り巻く人々

地域開発
4月号 特集　遠くて近い南房総

・南房総地域のポテンシャル
・変質してきた東京との関係
特別連載　人口減少社会に求められる自治体の計画行政と計画技術
1.分権化・人口減少社会を見据えた自治体の計画行政（長瀬光市）
2.人口減少社会における新たな地域づくりの計画技術のあり方（増田勝）

河川
3月号 特集　東日本大震災から3年を迎えて

・東北管内の河川堤防の復旧状況
・海岸堤防の復旧における環境配慮の取り組み
・河川津波の特徴を考慮した水位・氾濫状況に関する解析条件の検討

財界九州
4月号 4業態でみる消費税「増税前夜」

大学特集2014　就職力の向上とグローバル人材の育成に力を入れながら自らの
強みに磨きをかける私立大学
ローリスクハイリターンで経済効果は大きく九州各地で“花盛り”「都心型市
民マラソン」

九州経済調査月報

4月号 地域生活インフラ
Network　「くまモン」と「熊本市民力」（石原靖也）
Report　
・“道守”の果たす役割とこれまでの取組成果
・過疎地域における生活支援のための人流・物流・福祉系サービス流の複合シ
ステム構築の可能性に関する検討～宮崎県西米良村小川地区を対象として
・リノベーション世代による郊外の再定義
海からみえる九州　九州の“海洋資源”について

データ九州
1147号 九州・山口の設備投資2013下半期（7～12月）

調査月報
4月号 調査リポート：女性起業家の実像と意義

中小企業の女性経営者の課題とは：中小企業の女性経営者の実態
データでみる景気情勢：増加が期待される賃金
北から南から：東九州自動車道の全線開通を見すえた地域づくり（延岡商工会
議所）
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