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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
1952号 （4/30） 法令解説

・強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭
化基本法
・東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改
正する法律
・首都直下地震対策特別措置法
・公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関す
る法律の一部を改正する法律
・自衛隊法の一部を改正する法律
・海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法

1953号 （5/15） 法令解説
・特定秘密の保護に関する法律の制定（特定秘密の保護に関する法律）
・国家戦略特別区域法の制定（国家戦略特別区域法）

ジュリスト
1467号（5月） 特集　独占禁止法改正と今後の展望

・命令前の意見聴取手続
・抗告訴訟の審理をめぐる諸問題
・執行免除制度廃止後の執行停止
・第三者による働きかけへの対応
・調査手続の見直しについて

判例タイムズ

1398号（5月） 保険金請求訴訟をめぐる諸問題（中）
・東京地方裁判所プラクティス委員会第一小委員会
民事執行判例・実務フロンティア2004年版（白石哲）

判例地方自治
380号（4月） 【判決紹介】

・大東市・市議会の債権放棄議決に関する住民訴訟事件（大阪地判/25.5.15）
・小浜市・一般廃棄物処理業（原告適格）事件（最高（3小）判/26.1.28）
・神奈川県・防災工事の措置命令等取消請求事件（横浜地判/25.7.10）
判例にみる公務員・教員の飲酒運転と懲戒免職処分（7）
条例ナビ：魚沼市職員等の職務行為等審議会に関する条例（新潟県魚沼市）

レファレンス
759号（4月） ・ドイツ連邦制下の州と自治体

・地方消費税を巡る税率設定の自由化に伴う経済的影響
小特集：地域振興をめぐる現地調査
・地域資源を活用した振興策－秋田県小坂町を事例に－
・再生可能エネルギーによる地域活性化－大分県を事例に－
・産業クラスター政策による地域振興－広域多摩地域と沖縄を事例に－

地方議会人
4月号 特集　新年度政府予算の焦点

・平成26年度地方財政計画について（青木信之）
・社会保障改革と平成26年度予算・これからの地方財政（小西砂千夫）
・2014年度政府予算で地方の景気は回復するか（谷隆徳）

法　　　　　　　　　　　　令

議　　　　　　　　　　　　会
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地方自治
5月号 〈巻頭座談会〉地方分権の20年を振り返って（4）磯部力/大森彌/小早川光郎/

神野直彦/西尾勝/松本英昭ほか
・地方公共団体情報システム機構の設立について

自治研究
5月号 論説：

・認可＝補充行為説の射程（1）－公益法人制度改革における移行認可を素材と
して
・所得税法と医療費控除（1）－その制度のあり方と解釈論に係る若干の検討
・震災復興と行政法理論－「上書き条例」の活用に関する試論
・災害公営住宅と被災者の生活復興（2）－過去の大規模災害から学ぶ法政策
資料：港湾における地震・津波対策のあり方（２・完）－島国日本の生命線の
維持に向けて

自治実務セミナー
5月号 入門講座：

・地方自治法講義　地方議会（2）：組織・機関，議会の運営・会議の原則（田
村達久）
・自治体の首長　首長と多選自粛（大森彌）
実務と理論：
・議会が長の退職勧告を決議した場合長は議会を解散することができるか
実務講座：
・地方消費税率の引上げと地方交付税
・個人番号制度と地方公共団体の役割（2）

地方自治職員研修

5月号 特集　職員必携！パーソナル・スキル
〈総論〉自治体職員の「基本に戻る力」
〈残業しない・させない力〉残業しない・させない力，4つのポイント
〈会議力〉ダメ会議を“いいね！会議”に変える法～成果を4倍上げる
〈訴訟対応力〉自治体職員の訴訟対応力～法律を知ろう
〈伝える力〉人口減少時代の「伝える力」～広報から広告へ
都市部への小水力発電の普及に向けた「はじめの一歩」（栃木県宇都宮市）
観光客を巻き込む新たな公民連携～鎌倉市‘地域経営型PPP’（神奈川県鎌倉
市）
見せます！議会の底力〈地方自治の一翼を担うのにふさわしい議会を目指し
て〉（長崎県小値賀（おぢか）町議会）

ガバナンス
5月号 特集　議員力，議会力の磨き方

・住民に信頼される自治体議会の姿（大森彌）
・議員力，議会力の磨き方（廣瀬克哉）
・市民自治を育てる首長と議会の関係（福嶋浩彦）
・職員が信頼する議員とは（田口一博）
・議員の能力開発－「質問力」の磨き方（土山希美枝）
・被災地から考える地方議会と地方議員像（河村和徳）
・なぜ議会のICT化は進まないのか－議会ICT化のあるべき姿から議会力向上を
考える（北村純一）
スキルアップ特集　満足度アップのお客さま対応術
議会改革リポート【変わるか！地方議会】156－全国初の会議条例を制定し，議
会BCPも策定（大津市議会）

日経グローカル
No.241(4月7日号) 特集　2014年度都道府県予算案2.9％増　法人税増大，個人住民税も押し上げ

REPORT　武雄市図書館，企業指定管理の効用

行　　　　　　　　　　　　政
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〈新連載〉統一地方選に向けて　住民意識とのズレ～議会改革のその先
片山善博の自治体自立塾　国の調査を自治体改革に－具体事例から議会改革を
探る
議員提案条例のコツ－政策条例づくり（上）条例づくりの基礎は政策研究　課
題・問題を的確に把握せよ（牧瀬稔）

No.242(4月21日号) 特集　変わり始めた議会事務局　議会改革，欠かせぬパートナーに
議員提案条例のコツ－政策条例づくり（下）コピペに地域性反映されず　政策
評価，次条例に生かす（牧瀬稔）
統一地方選に向けて（2）間違いだらけの議会の視察～住民視点で見直しを（中
村健）
実践・自治体法務－議員がブログで同僚批判，名誉棄損の構成要件は（川義
郎）

自治体国際化フォーラム
5月号 特集1　日仏自治体交流の今

・日仏自治体交流に期待すること
・事例紹介（熊本市とエクサンプロヴァンス市/つくば市とグルノーブル市/忍
野村とシャルネ・レ・マコン市））
特集2　外国人留学生支援
・自治体による外国人留学生受け入れを通じた地域活性化の取り組み
・事例紹介（「かながわ国際ファンクラブ」/大分県の外国人留学生支援の取り
組み/「中国留学発展報告」に見る中国人留学生事情）
日仏地方自治フォーラム　「日本とフランスにおける都市整備－今求められる
生活環境とは－
海外生活だより　広がる連帯の輪，「保留コーヒー」

J-LIS
4月号 特集　医療・介護におけるICTの役割

・岩手県/周産期医療の環境改善を目指した自治体と医療機関の情報連携
・伊達市/国民健康保険・社会保険のレセプトデータの共有と活用
・飯田市立病院/インターネット回線を利用した地域医療ネットワークの構築

自治体情報誌D-file
2014.3(上) ・県がゲリラ豪雨対策，条例で校庭をダム機能付き雨水貯水施設に（兵庫県）

・全国初，市がオフィスビル建設に補助，誘致企業入居で税免除（熊本市）
・市が妊婦の感染症対策で2種類の抗体検査費用を全額補助（長崎市）
・市がDV被害者緊急避難受け入れ，ホテルや高齢者施設が協力（石川県金沢
市）

2014.3（下） ・県議会が子育て条例可決，県と市町村・保護者・事業主に責務（鳥取県）
・道が男性向けDVシェルター開設，被害者の自立を支援（北海道）
・全国初　県が中小の事業継承を支援，企業と創業希望者をマッチング（静岡
県）
・全国初　町図書館蔵書を色バーコードで管理，柔軟な陳列が容易に（北海道
幕別町）

自治日報
3735号 ・クラウドで税等のコンビニ収納（秋田12町村）

・自治体人事評価「国と同様」は35％（総務省）
・総務省（自治関係）・消防庁等の辞令

3736号 ・大間原発の建設差し止めを提訴（函館市）
・教委改革で改正法案を閣議決定（政府）
・諮問会議で財政健全化を議論（政府）

3737号 ・独自の景気動向指数を作成（徳島県）
・5月に「地域活性化モデル」を選定へ（政府）
・新エネルギー基本計画を閣議決定（政府）

3738号 ・小学校に塾と連携の官民一体教育（武雄市）
・国保運営主体移管審議など開始（社保審部会）
・ふるさとづくりで報告書（政府有識者会議）
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地方行政
10468号 トップ会談で住みよい県都追求＝新たに25事務の移譲合意（広島県・広島市）

木曜連載　行政への苦情（11）対応技術と考え方の基本＝プロ実践結果

10469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（3・完）市町村を中
心に医療・介護の連携体制づくりを＝このままでは介護・医療が市の財政を圧
迫
月曜連載　地域防災最前線（47）災害時における企業等の安全配慮義務を考え
る（2）＝阪神・淡路大震災での建物所有者責任判決と東京都内中小企業の防災
対策アンケート

10470号 特集　14年度施策展開（上）アベノミクス追い風に地域経済活性化を
木曜隔週連載　公務員講座（10）住民ニーズを把握する
木曜連載　行政への苦情（12）苦情の考え方と，対応の基本技術＝プロ実践結
果

10471号 特集　小規模企業　国・地方連携して支援を＝基本法制定で提言－中小企業政
策審議会
木曜連載　行政への苦情（13）役所の感覚，一般企業と隔たり＝日常業務から
特集・14年度施策展開（下）カジノ解禁見据え，統合型リゾート誘致へ＝再生
エネ普及策，五輪準備も

10472号 月曜連載　地域防災最前線（48）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（6）
2014年度新規施策（1）

10473号 木曜隔週連載　公務員講座（11）労働生産性を上げるには
木曜連載　行政への苦情（14）苦情申し入れ者の傾向をつかむ＝「日本苦情白
書」の分析から
2014年度新規施策（2）－都道府県，政令市，中核市，県庁所在市－

10474号 特集　徳島県・憲法改正草案（上）改憲論争を機に，地方自治の再考を＝飯泉
知事と有識者2氏に聞く
月曜連載　地域防災最前線（49）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（7）

地方財務
5月号 特集　地方交付税60年の歩みと社会保障・税一体化改革

・5月15日で60周年を迎えた地方交付税
・地方財政制度をめぐる構造的な問題としての事務配分
行財政情報
・公共施設等の総合的な管理による老朽化対策等の推進（上）
・平成26年版　地方財政白書の概要
今月の視点
・第三セクター等の新たな転換点（上）

厚生労働
5月号 医療保険制度の仕組み

・知っておきたい医療保険制度の仕組み
・こんな制度があることをご存じですか？－保険料の軽減と医療費の還付
・持続可能な医療保険制度をつくるために

地球環境とエネルギー

5月号 特集　省エネの切り札！ヒートポンプ・蓄熱システムの実力
・ヒートポンプ・蓄熱ってなんだ？
・災害・火災時も役立つ蓄熱システム！
・最先端のヒートポンプ・蓄熱技術を取り入れた「東京スカイツリー地区」熱
供給（地域冷暖房）システム

財　　　　　　　　　　　　政
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都市問題
5月号 特集1　空港の変貌

・空港経営における商業主義
・首都圏空港システムにおける課題と展望
・近年の米国LCCの価格戦略の変化
・ヘリコプターと離着陸場
特集2　日本のなかの外国人
・都市問題としての多文化共生
・外国人政策の隘路と2009年入管法改正
・景気循環と外国人労働者
・在日外国人の法的地位をめぐる問題
・外国人児童生徒の教育と「内なる国際化」

地域開発
5月号 特集　地域おこしに取り組む女性－輝けるなでしこ

・ハポネタイ・母なる森から
・女性たちの想い繋げるとんぼ玉
・花で魅せるKAORUKO！
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　第3回
・人口減少・財政縮小時代に適応する計画行政のトータル・システム－条例政
策と計画行政システムによる総合デザインの実践

河川
4月号 特集・平成26年度予算

放置艇対策の推進について
ミズベリング東京会議

財界九州
5月号 九州・沖縄が仕掛ける「国際物流」

特集：マンション2014－今後は「住宅ローン減税」を前面に
特集：食－地域連携で高度化するフードビジネス
福岡に集積する「デジタル・コンテンツ企業」

九州経済調査月報

5月号 東九州自動車道
Network　東九州自動車道開通，そして延岡新時代へ
Report
・東九州自動車道「北九州～宮崎」開通をどう捉えるか～東九州の地域活性化
に向けた論点整理
・「東九州の新時代」創造シンポジウム講演録：東九州の新時代と観光・地域
振興

調査月報
5月号 高校生ビジネスプラン・グランプリ－最終審査会＆表彰式－

中小企業のためのデザイン導入戦略
足元で変化がみられる小企業の経営上の問題点
室内犬飼育の増加とその背景

建　　　築　・　都　　　市

産　　　業　・　経　　　済


