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時の法令
1954号 （5/30） 法令解説

・革新的な医薬品・医療機器の創出やiPS細胞等を用いた再生医療等製品の迅速
な実用化を推進（薬事法等の一部を改正する法律）
・再生医療等安全性確保法の制定（再生医療等の安全性の確保等に関する法
律）
・医薬品の販売制度の見直し（薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律）
中期防衛力整備計画（平成26年度～平成30年度）

1955号 （6/15） 法令解説
・生活保護制度の見直し（生活保護法の一部を改正する法律）
・第2のセーフティネットの充実・強化に向けて（生活困窮者自立支援法）
・食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約（ITPGR)の発効（食料
及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約）
南極海捕鯨事件判決（中）
「公共事業」とは何か（2）

ジュリスト
1468号（6月） 特集　加速する国際課税制度の変容

・国際課税の潮流と日本の針路
・最近の国際課税制度の流れ
・BEPSとは何か－その現状の素描
・付加価値税の輸出免税

判例タイムズ

1399号（6月） 保険金請求訴訟をめぐる諸問題（下）
最高裁判所における民事上告審の手続について（武藤貴明）

判例地方自治
381号（5月） 【判決紹介】

・北九州市・固定資産税課税処分無効確認等請求事件（福岡地判/25.2.26）
・北海道・遠軽町 ・小学生児童自殺国家賠償請求事件（札幌地判/25.6.3）
住民監査請求における「一事不再理」ルールの例外
判例にみる公務員・教員の飲酒運転と懲戒免職処分（最終回）

レファレンス
760号（5月） ・人権制約法理としての公共の福祉論の現在

・イギリス及びスウェーデンの地方財政調整
・廃棄物発電の現状と課題
・データで見る諸外国とインド－米・中・周辺国との関係－（資料）

地方議会人
5月号 特集　アートを活用したまちづくり

・アートによる地域振興の可能性
・芸術が社会に貢献できることとは何か
・被災地が必要とするアートの力とは
現地報告
・過疎の村からアートを発信！（９北海道占冠村）
・環境とアートの融和のまちづくり（秋田県三種町）
・「のれん」が揺れる宿場町（山梨県韮崎市）
・アートを活用したまちづくりは何を目指すのか？（大分県別府市）

法　　　　　　　　　　　　令
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地方自治
6月号 〈巻頭座談会〉地方分権の20年を振り返って（5）小西砂千夫/神野直彦/辻琢也

/西尾勝/中川浩明/望月達史/山﨑重孝/小川康則
「地方公共団体における内部統制制度の導入に関する報告書」について
第3セクターの再考（1）～正しい経営分析と今後の新たな展開について～
地方公共団体の契約への民法108条の類推適用～判例から学ぶ地方自治の実務
（2）～

自治研究
6月号 論説：

・認可＝補充行為説の射程（2・完）－公益法人制度改革における移行認可を素
材として－
・ネーミングライツに関する考察
・所得税法と医療費控除（2・完）－その制度のあり方と解釈論に係る若干の検
討－
・災害公営住宅と被災者の生活復興（3・完）－過去の大規模災害から学ぶ法政
策－
資料：平成26年度税制改正の大綱（1）

自治実務セミナー
6月号 入門講座：

・自治体の首長　首長の人事権（1）（大森彌）
・地方自治法講義　執行機関（1）：長，地域自治区（田村達久）
実務講座：
・平成26年度の緊急防災・減災事業債の取扱い
・個人番号制度と地方公共団体の役割（3）
実務演習：公的施設の民営化に際しての職員の処遇
自治体において有効な債権管理体制とは－債権管理組織・制度の現状と課題
これからの自治体紛争解決手続

地方自治職員研修

6月号 特集　自治体の発信力
・自治体の対外・対内発信力
・自治体広報の現状と課題
・福岡市のシティプロモーションサイト『Fukuoka Facts』
・北陸新幹線と自治体PR/富山県
・首長の発信力と論点
創造型行革のすすめ〈“総合計画を廃止！”新たな指針で進める市政運営〉/神
奈川県藤沢市
見せます！議会の底力〈議員提案条例で貧困ビジネスにNo！〉/埼玉県議会
自主研究グループからの発信〈「思いを言葉に　言葉をかたちに」～対話のま
ち・ふくおかを目指して～（1）〉/明日晴れるかな（福岡市）

ガバナンス
6月号 特集　地域コミュニティと自治体職員

・プラスワンの活動は職員の生き甲斐づくりにつながる！（古川康）
・地域コミュニティの活性化と職員の役割
・地縁組織と自治体職員の役割
・市民志向の職員を育む“三鷹方式”のコミュニティ行政（東京都三鷹市）
・公募職員が地域サポーターとして小学校区ごとの地域分権を支援（大阪府池
田市）
スキルアップ特集　プレイングマネジャーで行こう！
Governance　Topics
・896自治体が「消滅可能性都市」－「日本創生会議」が公表
議会改革リポート【変わるか！地方議会】157－議員が変われば議会，行政，市
も変わる！（佐賀県嬉野市議会）

行　　　　　　　　　　　　政
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日経グローカル
No.243(5月5日号) 特集　動き出した大都市制度改革－雇用・子育て，個別分野先行

議員提案条例のコツ－条例の位置づけ　「最高法規」と「最高規範」の違い
言葉を一つずつ確実におさえよう（牧瀬稔）
統一地方選に向けて（3）熟議や討議ができない議会～話し合いの「見える化」
を（中村健）
分権改革の成果を生かす－住民自治拡充の視点から（片山善博）
実践・自治体法務－相場超える自治体の土地賃借，無効の可能性は（秋山一
弘）

No.244(5月19日号) 特集　法人地方税収が好転　アベノミクス効果も－全国813市区調査2014年度予
算と主要事業－
議員提案条例のコツ－政策法務の確立規定　政策を推進するためには法務・財
務の充実が必要（牧瀬稔）
統一地方選に向けて（4）人が集まらない議会報告会～関心を持ってもらうには
（中村健）

自治体国際化フォーラム
6月号 特集　日韓文化交流の重要性と自治体の役割

1静かに深まりを見せる日韓文化交流
2韓国最大規模の日韓草の根交流イベント「日韓交流おまつり」
・日韓草の根交流イベント「日韓交流おまつり」
・日韓交流おまつり2013 in Seoulにおける自治体の取り組み
3自治体の取組事例
・日中韓国際共同制作演劇「祝/言」（青森県）
・日本の自治体との共同による日韓文化交流事業
・鹿児島 ・全羅北道の文化芸術交流（鹿児島県）

J-LIS
6月号 特集　ICTと観光産業の進化

・東京都/最新の測位技術を活用した繁華街での移動支援モデル
・山梨県/外国人観光客をもてなすWi-Fi環境整備による地域活性化
・広島県/ウェブサイトや知育アプリを積極活用した観光振興策
・長野県須坂市/オリジナルアプリで観光案内から災害時の避難誘導まで
・国土交通省観光庁/観光施策の課題と国及び自治体が取り組むべき施策

自治体情報誌D-file
2014.4(上) ・市が重度障害児の家庭に看護師と保育士派遣，保護者の負担軽減へ（静岡県

島田市）
・県が児童養護施設退所者の支援拠点開設，相談窓口やシェルター（岐阜県）
・女性やシニアの地域起業へ都が支援，無担保低利融資や経営助言（東京都）
・108の地方議会が秘密保護法廃止の意見書，凍結・見直しも増加（全国自治
体）
・市議会が通年議会開催，会期は339日で災害など迅速対応可能に（京都市）

2014.4（下） ・全国初，県が骨髄バンク登録ドナー増へ，市町村と折半で休業補償（埼玉
県）
・市の男女共同参画推進アドバイザー派遣事業，利用企業が増加（京都市）
・市職員がかつお節パックの名刺を配布，特産品をPR（鹿児島県指宿市）
・全国初，市が有給・長期インターンシップ事業，企業に経費補助（広島市）
・ため池で洪水対策，貯水量減らし雨水調整池として活用（兵庫県明石市）
・市議会が市民モニター公募へ，傍聴やHP点検してアイデアを提言（岩手県滝
沢市）

自治日報
3739・40号 ・播磨経済戦略でキックオフ会議（姫路市）

・地財計画・決算額の乖離等で報告（会計検査院）
・新下水道ビジョン骨子案を公表（国交省）

3741号 ・人口減対策で部局長連絡会議（秋田県）
・地方議会・議員のあり方で報告書（総務省研）
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・行政変容と今後の改革で報告書（総務省研）

3742号 ・産業振興等連携で合意（愛媛・高知県知事）
・農業委員を市町村長の選任制に（規制会議ワーキンググループ）
・法人減税で外形標準課税拡充を提言（知事会）
議会：議会事務局への異動は最大のチャンス（吉村慎一）

3743号 ・ハローワーク特区「効果的」（埼玉県）
・議員条例案のパブコメ実施へ（川崎市議会）
・竹富町への違法確認訴訟は見送り（下村文科相）
自治：地方議会の本質的機能と議会改革の方向（片山善博）

地方行政
10475・合併号 特集　徳島県・憲法改正草案（下）「地方自治の本旨」具体化を＝飯泉知事と

有識者2氏に聞く
木曜連載　行政への苦情（15）性別による対応の違い＝「日本苦情白書」の分
析から

10476号 木曜隔週連載　公務員講座（12）よい公共政策とは何か
木曜連載　行政への苦情（16）もうじき来る，新種のクレーマー
2014年度新規施策（3）－都道府県，政令市，中核市，県庁所在市－

10477号 特集　「創造的復興」の推進　医師確保で基金創設＝村井宮城県知事，内外情
勢調査会で講演
月曜連載　地域防災最前線（50）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（8）
2014年度新規施策（4）

10478号 特集　組織マネジメント　自治体職員に求められるプロジェクトマネジメント
スキル＝成果に向けてプロジェクトの「なに」を「どう」マネジメントすべき
木曜連載　行政への苦情（17）苦情対応で，適正なる神経とは
2014年度新規施策（5）－都道府県，政令市，中核市，県庁所在市－

10479号 月曜連載　地域防災最前線（51）市区町村の災害対策と議会の役割（1）
特集　観光と地域活性化　立地と自然を武器に積極誘致＝千葉県の取り組みか
ら
2014年度新規施策（6）－都道府県，政令市，中核市，県庁所在市－

10480号 木曜隔週連載　公務員講座（13）公務員試験を考える
木曜連載　行政への苦情（18）組織が追い込まれる不祥事の事例から
2014年度新規施策（7）－都道府県，政令市，中核市，県庁所在市－

地方財務
6月号 特集　財政担当者心得帖

・市長には不都合な「財政課の流儀」
・財政担当者としてのポジション別心得
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（下）
・「地方交付税法等の一部を改正する法律」の解説
今月の視点
・第三セクター等の新たな転換点（下）
・自治体温暖化対策の新展開（3）－エネルギー条例の制定動向と課題
議会運営の実務（廣瀬和彦）－通年会期（2）

厚生労働
6月号 特集　健康の第一歩は「お口」から！「歯」の健康があなたの身体を守る

・正しい口腔ケアからはじまる健康づくり
・「治療」から「予防」へ－口腔ケア施策の推進
・「歯の健康」を守る私たちの取り組み
・歯科保健医療の最前線

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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地球環境とエネルギー

6月号 特集　世界最高レベルの省エネ技術“日の丸”鉄鋼業の実力
・「3つのエコ」をテコに地球温暖化防止に貢献
・世界に羽ばたく“日の丸”鉄鋼業の技術
・世界最高水準の技術磨いて温暖化対策などに貢献

都市問題
6月号 特集1　子どもをめぐる変化

・放課後の子どもたち
・学童保育はいかに変わってきたか
・塾と習い事に通う子どもの歴史と今
・子どもの遊びは変わった？
特集2　地域公共交通の将来
・交通政策基本法のもたらすもの
・地域における総合的な交通政策の実現に向けて
・先進諸国における地域交通政策と日本への示唆
・交通政策基本法以後の高齢者の足を守る公共交通計画
・体験としての公共交通再建と交通政策のあり方

地域開発
6月号 特集　震災復興とNPO,社会企業家

・おらが大槌広場：社会起業家のインキュベーター
・活動の拠点化と広がり
・被災地復興における社会起業家の果たす役割と課題
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4回　地方政府の
時代における計画の分権化と仕組み
研究報告
・定住自立圏構想と定住自立圏の設置の問題点（上）

財界九州
6月号 活かせ！！地域が持つ「潜在力」

・アイランドシティ（福岡市）/コンテンツ産業（福岡市）/環境・新エネビジ
ネス（北九州市）/コスメティックバレー（唐津市）/ジャンクション機能（鳥
栖市）/東九州メディカルバレー（大分＆宮崎県）/リーディング産業（沖縄
県）
シリーズ再編3：「ガス完全自由化」でガス会社の合従連衡は進むのか
シリーズ天神4：街の「地殻変動」により“重心”が南側に移動
特集　ICT2014　コスト削減の“守りの投資”から競争力強化の“攻めのICT投
資”へ

九州経済調査月報

6月号 地域エネルギーインフラ
Network　サービスステーション経営の今後の可能性
Report
・岐路に立つ九州のガソリンスタンド事業

・燃料電池車用水素ステーションの整備と課題

調査月報
6月号 インバウンドの増加を経営に生かせ

多様化した環境に対応するための究極のリーダーシップ
中小企業の景況は，先行き懸念はあるものの，回復している
理想の子どもの数と現実の子どもの数
シニア客を買う気にさせる「ストーリー」

建　　　築　・　都　　　市

産　　　業　・　経　　　済


