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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
1956号 （6/30） 法令解説

・消費者裁判手続特例法の制定（消費者の財産的被害の集団的な回復のための
民事の裁判手続の特例に関する法律）
・公正取引委員会の審判制度の廃止，処分前手続の更なる充実・透明化，訴訟
手続の整備等（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正
する法律）
・国選付添人制度と検察官関与制度の対象事件の範囲拡大，少年の刑事事件に
関する処分の規定の見直し（少年法の一部を改正する法律）

1957号 （7/15） 法令解説
・農山漁村再生可能エネルギー法の制定（農林漁業の健全な発展と調和のとれ
た再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律）
・農地集積バンクによる担い手への農地集積と集約化の加速化（農地中間管理
事業の推進に関する法律）
・農業の構造改革推進（農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法
律）
南極海捕鯨事件判決（下）
個人データ共有とプライバシー保護－ヤフーIDとTポイントカード共有

ジュリスト
1469号（7月） 特集　営業秘密　その現状と向かう先

・営業秘密をめぐる現状と課題
・営業秘密をめぐる判例分析－秘密管理性要件を中心として
・営業秘密保護をめぐる民事上の救済手続の評価と課題
・営業秘密をめぐる刑事上の保護について
・営業秘密の保護と労働者の職業選択の自由

判例タイムズ

1400号（7月） 金融商品に係る投資被害の回復に関する訴訟をめぐる諸問題
知的財産権に基づく差止めの強制執行と対象物件の特定のあり方
自白事件における争点整理の在り方，争点整理の結果確認の在り方

判例地方自治
382号（7月） 【判決紹介】

・山梨県/県議会議員に対する旅費等返還請求住民訴訟事件（東京高判
25.9.19）
・生駒市/附属機関への支出に係る賠償請求住民訴訟事件（大阪高判25.11.7）
・千葉県/破産者管財人による否認権行使請求事件（千葉地判25.11.27）
【条例ナビ】滋賀県流域治水の推進に関する条例（滋賀県）

レファレンス
761号（6月） ・人口減少に対応したドイツ都市計画法の動向

・「クリミア後」の国際政治－ウクライナ危機の影響をめぐって－
・戦後主要政党の変遷と国会内勢力の推移（資料）

地方議会人
6月号 特集　福祉政策と地方議会

・福祉政策と地方議会の役割（大森彌）
・地域包括ケアシステムの実現に向けて（高橋紘士）
・国民健康保険における自治体の位置づけと課題（林宜嗣）
・待機児童問題解消のカギ（吉田正幸）

法　　　　　　　　　　　　令

議　　　　　　　　　　　　会



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
現地報告
1.計画的な保育所整備ときめ細やかな情報提供で待機児童ゼロ達成（千葉市）
2.地域福祉推進のカギは福祉コミュニティの形成（京都府精華町）
3.地域支え合いマップづくりをきっかけとした住民主体による地域づくり（鹿
児島県大和村）

地方自治
7月号 〈巻頭座談会〉地方分権の20年を振り返って（6）小西砂千夫/小早川光郎/神野

直彦/辻琢也/西尾勝/山崎重孝/小川康則
「地方公共団体の財務制度の見直しに関する中間的な論点整理」について
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改
正する政令について
第3セクターの再考（2）～正しい経営分析と今後の新たな展開について～

自治研究
7月号 論説：

・公法による将来形成－教育・財政・婚姻および家族
・救急医療における法的根拠と医師等の義務の再検討（1）
資料：平成26年度税制改正の大綱（2）

自治実務セミナー
7月号 入門講座：

・自治体の首長　首長の人事権（2）（大森彌）
・地方自治法講義　執行機関（2）：長と議会との関係（田村達久）
実務講座：
・地方交付税の総額に占める特別交付税の割合の変遷
・個人番号制度と地方公共団体の役割（4）
実務演習：
・団体交渉と管理運営事項
・議員の被災地支援
空き家カルテの作成に向けて－空家等対策の推進に関する特別措置法案の活用
（自治大生・論文）
議員倫理（橋本勇）

地方自治職員研修

7月号 特集　行革継続は力なり
・自治体行革のエッセンス～サーバント・リーダーシップ（石原俊彦）
・行政改革の法務的観察（松村享）
・町田市の事業別財務諸表（東京都町田市）
・かなざわ育なび.net“誕生秘話”（横浜市金沢区）
・Road toward 3Cの目指すもの（新潟県三条市）
県民債を活用した住民参加型太陽光発電事業の展開（兵庫県）
「多職種協働による認知症対策」の実現に向けた取組み（千葉県）
自治体議会（2）（金井利之）
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～（2）〉/明日晴れるかな（福岡市）

ガバナンス
7月号 特集　自治体健康政策の新たな潮流

・健康寿命をのばした「健康長寿社会」をどう構想するか
・健康づくりから健康政策へ
・ビッグデータ活用による健康都市づくりの推進
・独自のプログラム開発で日本一の健康長寿県を実現（静岡県）
・レセプトのデータベース化を基盤に糖尿病性腎症等重症化予防事業（広島県
呉市）

行　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・生活習慣病の重症化予防に向け1世帯1万円のインセンティブ（岡山県総社
市）
・総合的な健康政策で「健康寿命延伸都市・松本」を創造（長野県松本市）
スキルアップ特集：今日から早起き！朝活のススメ
議会改革リポート【変わるか！地方議会】158－議長会が母体の研究会が初のオ
フサイト会合を開催（いわて議会事務局研究会）

日経グローカル
No.245(6月2日号) 特集　広がる小型家電リサイクル　全国調査　6割の市区が参加・予定

議員提案条例のコツ－研修充実の規定　議会力の確立・拡充へ　全議員に研修
機会を（牧瀬稔）
統一地方選に向けて（5）削減続く議員定数と報酬～量的削減から質的充実へ
（中村健）
片山善博の自治体自立塾－自治体の意思決定の明確化　議決事項の追加と通年
議会（片山善博）

No.246(6月16日号) 特集　議会改革度　トップは四日市（三重）第3回全国市区調査　会津若松市
（福島），高山（岐阜）が続く
議員提案条例のコツ－新しい議会の役割　執行機関をマネジメントする　条文
を活用，議会の権能強化（牧瀬稔）
統一地方選に向けて（6・最終回）議会活動と議員選挙～選択基準を自ら変える
（中村健）

自治体国際化フォーラム
7月号 特集　ＪＥＴプログラム経験者の母国での活躍国際交流員（ＣＩＲ）のより効

果的な活用
・ＪＥＴプログラム経験者の母国での活躍
・国際交流員（ＣＩＲ）のより効果的な活用
和歌山県の国際化戦略
四国4県でのシンガポール食品見本市への出展とマレーシア視察

J-LIS
7月号 特集　未来を見据えたネットワークの構築

・豊島区/権限管理と総合認証でセキュリティ強化・管理負荷軽減を実現し情報
連携時代に対応
・湯沢市/基幹業務とウェブブラウザの両方を1台の端末で実行可能に
・豊川市/行政，教育から市民サービスまで，九つの分野を仮想化
・福岡県粕屋町/権限管理の強化や統合宛名の管理を実現するシステムの導入
・特別解説　今後の庁内ネットワークのあるべき姿について
災害時にも使える！Wi-Fiネットワーク研究の最前線
ネットワークの役割と，これからの情報化における重要性
インターネット動画（ニコニコ生放送）を活用した，自治体の情報発信につい
て/岩手県

自治体情報誌D-file
2014.5(上) ・市が古着回収し車防音材に，製品までのリサイクル構築は全国初（北九州

市）

・全国初，県が発達障害者の就労支援拠点，能力評価や職業訓練も（埼玉県）

・給食アレルギー事故防止に，市が対応食用の色つき食器導入（横浜市）
・市議会が他市町村の議員行政視察を積極誘致，受入れ制限も撤廃（広島県尾
道市）

2014.5（下） ・市が養育放棄の子に放課後居場所提供事業，委託団体公募（栃木県宇都宮
市）
・全国初，県が最低賃金徹底へ罰則付き公契約条例，社保加入も規定（奈良
県）
・全国初，県食肉卸市場がEU認証基準と認定，輸出可能に（群馬県）
・県が不登校防ぐコーディネーターを16市町に配置，拠点校に勤務（大分県）
・自主防災組織が避難路開拓，市が手すりや階段など整備助成（静岡市）
・政令市初，市議会が議員提案の条例すべてにパブリックコメント募集（川崎
市）



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
2014年夏号（vol.58） 特集　公共施設の見直し

・公共施設の現状
・対応方針（国の対応，自治体の対応）
・分野別の対応（道路・橋・トンネル，学校，上水道，下水道，公営住宅，都
市公園・遊具）
発想conception：人口減少と過疎化－自治体で進む空き家条例の制定とまちづ
くり－
自治体政策最前線【新たな自治体の文化行政】
・文化のためのアジェンダとは
・文化予算に市民の支持・共感を得る取組みとは

自治日報
3744号 ・11県知事ら少子化対策で声明（子育てサミット）

・農地制度改革報告書案固める（六団体プロジェクトチーム）
・地域活性化モデルに33事業選定（政府）

3745号 ・国土強靭化地域計画を策定へ（新潟市）
・災害対応でトップセミナー初開催（消防庁等）
・「IT国家創造宣言」で改定案（政府）
自治：地方議会改革の善政競争を期待する（北川正恭）

3746号 ・初の教員独自採用に1079人応募（大阪3市2町）
・固定資産情報の整備で手引き検討へ（総務省研究会）
・財務状況，問題ありは59市町村（財務省）

3747号 ・環境モデル都市間で連携協定（北九州市，小国町）
・「医療・介護総合確保推進法」が成立
・「農山漁村計画」で中間報告（自民特委）

地方行政
10481・合併号 月曜連載　地域防災最前線（52）市区町村の災害対策と議会の役割（2）

特集　行政サービス　「行政ビジネス」テーマにシンポ＝福井の「恐竜」，東
京の「水」－早稲田公共政策研究会
2014年度新規施策（8・完）－都道府県，政令市，中核市，県庁所在市－

10482号 月曜連載　地域防災最前線（53）市区町村の災害対策と議会の役割（3）
イスラム圏からの観光客誘致を強化　ハラール認証機関と協定締結＝熊本市

10483号 特集　インフラ　国交省，長寿命化で行動計画＝自治体の広域支援体制構築
木曜連載　行政への苦情（19）架空の事件から苦情対応を考える
トピックス　（国交省）「空き家」法案の行方は…

10484号 木曜隔週連載　公務員講座（14）人材マネジメント研修の具体的方法
木曜連載　行政への苦情（20）「消滅可能性都市」に思う
三セク改革　総務省，7月に新指針通知へ＝経営健全化引き続き推進

10485号 特集　地域活性化　まちづくり，住民の関わりが重要＝木村東京農大教授ら講
演－地域活性化センター
月曜連載　地域防災最前線（54）地区防災計画ガイドライン（1）

10486号 特集　2014年版観光白書　五輪の追い風，最大限に活用を＝訪日外国人旅行者
2000万人目標に
木曜連載　行政への苦情（21）役所にお出迎えされる不思議な気分

10487号 月曜連載　地域防災最前線（55）地区防災計画ガイドライン（2）
2015年度職員採用　40都道府県で応募者減＝景気回復，13政令市も下回る（時
事通信社調べ）

地方財務
7月号 特集　地方公会計及び地方公営企業会計基準の改定の意義とメリット

・新地方公会計の推進に関する研究会報告書のポイント
・地方公営企業会計制度等研究会報告書のポイント
・地方公営企業法の適用に関する研究会報告書のポイント
行財政情報
・Q&Aでよみとく財務書類作成統一基準

財　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・平成24年度財政指数表にあらわれた地方財政の特徴と傾向
今月の視点
・地方自治体と政策－政策づくりの理論と実践入門（上）（荒川満）
・自治体温暖化対策の新展開（4）「温暖化対策」から地域のエネルギー政策の
確立へ
別冊：類似団体別市町村主要財政指数一覧/類似団体別市町村名一覧

厚生労働
7月号 特集　正しい知識が安心をもたらす「薬のネット販売」上手な利用法

・薬のネット販売何がどう変わるのか？
・ルールを知って安心利用！－薬のネット販売の基礎知識
・知っておきたいネットで医薬品を購入するときの注意点
・皆さんには，安心してネット販売を利用していただけます
制度活用：臨時福祉給付金，子育て世帯臨時特例給付金

地球環境とエネルギー

7月号 特集　再生可能エネルギーの将来像を探る！
・再生可能エネルギーの現状と将来像
・太陽光発電－日本のエネルギー確保のために
・国内洋上風力のパイオニア，ウィンド・パワーグループ
・九州電力の地熱発電事業への取り組みと将来戦略
・日本におけるバイオマス産業の現状と将来展望
・自然エネルギー100％へのシナリオ－その課題と対応策
環境自治体eco通信
・福岡市，ヤンゴン水事業に参入　漏水防止技術などで協力

都市問題
7月号 特集1　日本農業の危機と光明

・農業を歪めてきた減反と農協
・世界の趨勢を見ない日本の農業政策
・耕作技能の消失という本質的な危機
・農を志す若者たち
・農業ツーリズムの展望と，それがもたらすもの
特集2　雇用・就労と地域
・地域における雇用の実情と就労支援の意味
・生活保護受給者の就労支援
・ハローワークと自治体の連携
・「労働」という視点からの就労支援批判

地域開発
7月号 特集　福岡都市圏特集：産学官民による新たな成長モデルの構築

・FukuokaD.C.が目指すもの（麻生泰）
・福岡都市圏の連携と発展に向けた新たな取組み（高島宗一郎）
・福岡都市圏の国際競争力強化に向けたシンク＆ドゥ・タンクの試み（後藤太
一）
・福岡版スマートシティ構想に向けて（安浦寛人）
・「観光」：福岡都市圏のMICE戦略（高崎繁行）
・「Food EXPO in FUKUOKA」開催により産業振興と集客交流拡大を実現（中村
仁彦）
・イノベーションスタジオ福岡（中村英一）
・「都市再生」：福岡都心再生戦略（橋田紘一）
・地域経済の成長を促す新たな産業づくり（鍋山徹）
・日蘭関係の発展を再び九州から！（ラーディンク・ファン・フォレンホー
ヴェン駐日オランダ大使）

建　　　築　・　都　　　市

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
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5回　人口減少社
会を見据えた都市計画マスタープランのあり方と計画技術
研究報告
・定住自立圏構想と定住自立圏の設置の問題（下）
現場で活躍できる自治体職員の条件－出る杭を伸ばすには：現場で活躍できる
自治体職員とは

河川
6月号 特集　土砂災害対策の歴史的経緯と展望

・防災行政の歩み
・今も引き継がれる薬師沢砂防惣代制度（長野県）
・瀬田川水系砂防をめぐる歴史（滋賀県）
・災害と観光（長野県/新潟県）
・総合的な土砂災害対策

財界九州
7月号 次代を切り開く「事業モデル」

九州・沖縄21行の2014年度決算　15年度は概ね「減益見通し」再編機運も高ま
る？
シリーズ再編（4）（石油元売り）「需給ギャップ」の溝埋まらず仁義なき生き
残り戦へ
シリーズ天神（5）婚礼施設の「一大拠点」に周辺ビジネスも集積
地場大手も参入する宅配水ビジネス
特集　九州をリードするＦｕｋｕｏｋａ2014（福岡都心/商業活力/都市連携/Ｆ
ＤＣ/北九州/など）

九州経済調査月報

7月号 健康食品・化粧品産業
・健康寿命を伸ばして地域を元気に
・強みを増す九州の健康食品・化粧品産業

データ九州
1148号 九州・山口主要自治体の当初予算と発展戦略2014

調査月報
7月号 起業予備軍と起業家

雇用形態の見直しと魅力ある人材の採用
品質より価格を優先する巨大新興市場の主役たち
未婚者の現状における地域差
2014年は中小企業の3社に1社で正社員の雇用が増加，給与水準が上昇

産　　　業　・　経　　　済


