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時の法令
1960号 （8/30） 法令解説

・平成26年度の地方税制の改正について（地方税法等の一部を改正する法律）
・平成26年度の地方交付税の改正について（地方交付税法等の一部を改正する
法律）
・地方交付税の財源確保のための地方法人税の創設（地方法人税法）
教育委員会制度と教育を受ける権利－改正地方教育行政法を考える（中川律）

1961号 （9/15） 法令解説
・平成26年度の税制改正について（所得税法の一部を改正する法律）
日本の「忘れられる権利」のゆくえ－検索サイト上の個人情報削除要請（宮下
紘）
北朝鮮の資源と日本の立場（西川有司）

ジュリスト
1471号（9月） 特集　シンジケート・ローンをめぐる問題点

・アレンジャー・エージェントの情報提供義務
・借り手の情報提供義務
・期限の利益の喪失

別冊220号 刑法判例百選（1）総論　第7版
別冊221号 刑法判例百選（2）各論　第7版

判例タイムズ

1402号（9月） 冒頭陳述と論告・弁論（橋本一/坂本好司）
判例紹介：インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制
等に関する法律7条1項，32条1号所定の罰則を伴う届出制度と憲法21条1項（最
高裁第一小法廷平成26年1月16日判決）

判例地方自治
384号（9月） 【判決紹介】

・千葉県白井市/専決処分による支出に関する損害賠償請求住民訴訟事件（東京
高判/25.8.29）
・福岡県うきは市/未徴収債権の不納欠損等に関する住民訴訟事件（福岡地判
/26.1.30）
・富山県立山町/校舎新築工事による地下水汚染に対する損害賠償請求事件（富
山地判/26.2.12）
【地方行政判例解説】学校給食費を学校の私会計とすることの適法性と問題点
（川義郎）
【訴訟情報】横浜市路上喫煙過料処分訴訟－原告敗訴－東京高裁判決ほか

レファレンス
763号（8月） ・イギリスの年金改革

・欧米のインターネット薬局の発達とドイツの規制制度
・公共工事の担い手確保のための入札制度の見直し
・地方空港及び離島航空路線の現状（現地調査報告）

地方議会人
8月号 特集　地方自治法改正　新たな連携への取組み

・平成26年　地方自治法の改正－解説
・中枢拠点都市構想は十分に機能するか
・新たな広域連携への取組
・自治体間連携・補完における新たな議会の役割

法　　　　　　　　　　　　令

議　　　　　　　　　　　　会
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事例紹介
・県と市町村の連携「奈良モデル」の取り組みについて
・県境を超えた三遠南信地域広域連携の推進
・「地方中枢拠点都市」に向けて－兵庫県姫路市の取り組み－
政務活動費を住民と考える～京都府京丹後市議会

地方自治
9月号 行政不服審査法の全部改正と地方公共団体の課題

地方分権改革に係る第四次一括法について
地方自治法の一部を改正する法律について（下）
続・地方独立行政法人制度の見直しについて
地方公共団体の債権の消滅時効～判例から学ぶ地方自治の実務（三）～

自治研究
9月号 論説：

・行政立法の法的性質と司法審査（1）
・英国の住民投票による直接公選首長制度の拒絶と今後の展望（3・完）－英国
レフェレンダムが我が国に示唆するもの
・公益社会実現に向けた課題と展望（2）
・水循環基本法の成立と水管理法制の課題（2）
研究：GoogleとEUの「忘れられる権利（削除権）」
資料：平成26年度税制改正の大綱（4）

自治実務セミナー
9月号 入門講座：

・自治体の首長　首長の人事権（4）（大森彌）
・政策法学演習講座　行政書士の行政不服申立代理権，法改正で導入（阿部泰
隆）
実務と理論：非現業職員は支持政党の党員となったり国政選挙の投票勧誘運動
を行うことができるか
実務講座：個人番号制度と地方公共団体の役割（6）
実務演習：候補者の死亡と投票の行方

地方自治職員研修

9月号 特集　どうなる！？自治・分権
・第186回国会と地方・自治関係法の成立
・広域連合，定住自立圏，そして連携協約～小規模自治体の道
・分権改革「提案募集方式」への移行
景観の素を発掘し，魅力を共有。新たな価値の創造へ（札幌市）
元気な公民館活動を支える公民館地域担当職員（岡山市）
見せます！議会の底力「ランキングでは重視されないが，地方議会にとって本
当は大事なこと」（所沢市議会）

ガバナンス
9月号 特集　介護保険－自治体からの再構築

・地域包括ケアシステムの構築と市町村行政
・新たな介護保険に市町村はどう向き合うか
・地域包括ケアを支える住民自治
〈取材リポート〉
・地域性に応じたサポートセンターで地域包括ケアシステムを実現/新潟県長岡
市
・介護支援ボランティアの先進地は新総合事業にどう取り組むのか
スキルアップ特集：職員の職場復帰を支援する
議会改革リポート【変わるか！地方議会】160－「新しい事務局の役割」「物言
う事務局」などをめぐって議論（議会事務局研修会2014）

行　　　　　　　　　　　　政
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日経グローカル
No.249(8月4日号) 特集　コンセッション方式，静かに始動－主要121自治体調査「前向き派」15％

半数は様子見
REPORT　全国市区議会調査から（2）政務活動費，半数以上が使途非公開　額は
微増，最多は大阪市の年684万円
REPORT　全国知事会開催，人口減少問題で非常事態宣言
議員提案条例のコツ－市民協働事業の実施規定　行政パートナー制度の採用
市民との事業協働で後押し（牧瀬稔）
議案は撤回ではなく修正を－見えてくる議会改革の課題（片山善博）

No.250(8月18日号) 特集　都道府県・政令市の人事交流調査　国からの出向，4年連続減少
インタビュー：相次ぐ公教育改革，何を目指すか？/佐賀県武雄市長・樋渡啓祐
REPORT　全国市区議会調査から（3）議員提案条例・事務局体制「他議会と横並
び多い政策条例/事務局職員数は2年前比微増」
議員提案条例のコツ－職員協働意識の醸成規定　民間主体の「新たな公」で協
働型社会の実現目指す（牧瀬稔）

自治体法務研究
2014年秋　No.38 特集：番号制度導入に向けた自治体の対応

・番号法の概要
・番号法と住民基本台帳制度
・番号制度の挿入がもたらす地方税分野への効果について
〈トピックス〉
・地方自治法の一部を改正する法律の概要
・地方分権第4次一括法の解説
〈先進・ユニーク条例〉
・香美町魚食の普及の促進に関する条例/兵庫県香美町
・高松市子ども・子育て条例/香川県高松市
〈判例〉
・措置命令処分の義務付け請求許可抗告事件（最高裁H23年7月27決）

自治体法務NAVI
vol.60 特集　地方公務員法改正による人事評価制度の仕組みと実務への影響

政策法務研究室
・人事の政策法務～分限処分指針の論点～
・自治体における公営住宅の実務的問題に基づくQ&A（2）公営住宅きちんと管
理してますか？
箕面市ふれあい安心名簿条例

自治体国際化フォーラム
9月号 特集　ソーシャルネットワーキングサービス

多文化共生のとびら：市民との協働による多文化共生社会実現のための取り組
み（青森県青森市）

J-LIS
9月号 特集　地方自治情報化推進フェア2014

・地方自治情報化推進フェア2014開催概要
・情報システム展示会出展内容のご紹介
高速通信回線と空き家をフル活用した過疎のまちの変革/徳島県
情報課職員の基礎知識　オープンデータについて

自治体情報誌D-file
2014.7(上) ・全国初区立図書館が電子絵本貸し出し，自宅端末でも閲覧可能に（東京都千

代田区）
・県が長期入院の高校生の学習支援，病院に教員を派遣し個別指導（神奈川
県）
・市が木密地域で不燃化建築規制，区域内準耐火建築に全国初の助成（横浜
市）
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・市が間伐材利用の木質舗装ブロック導入推進，廃材利用で林業支援（京都
市）
・脱法ドラッグを知事監視製品に指定，県条例が排除に効果（和歌山県）

2014.7（下） ・市が子ども施設の化学物質対策指針，建物や備品・日用品購入に（滋賀県大
津市）
・全国初　県が脱法ハーブ追放へ条例改正，幻覚引き起こす行為禁止（鳥取
県）
・市が不要になった子育て物品のリユース事業，企画・運営団体を募集（山口
県宇部市）
・広島県が婚活支援拠点　情報提供やサポーター養成（広島県）
・社協が徘徊高齢者創捜索に，顔写真添付メールを協力者に一斉送信（兵庫県
明石市社会福祉協議会）
・区が貸自転車共同利用，オフィス街にシェアサイクルポート整備（東京都港
区）

自治日報
3752号 ・ネットで弁護士が消費生活相談（広島県5市町）

・医療保険制度改革で「主な意見」（社保審部会）
・人口減少問題で関係団体ヒア（地制調小委）

3753・54合併号 ・人口増へ空地リノベ事業展開（東京都豊島区）
・被災者支援，家賃給付導入で一致（内閣府ワーキンググループ）
・子育て優遇税制など検討へ（政府創生本部）

3755号 ・産業人材育成・確保でプロジェクトチーム発足（愛知県）
・国保見直しで中間整理（厚労省・地方3団体）
・電子投票，機器トラブル懸念等で広がらず

3756号 ・ブロック単位で職員合同研修へ（九州知事会）
・土砂災害危険個所，32都道府県が調査未了
・交通政策基本計画で中間まとめ案（政府審議会）

地方行政
10495号 月曜連載　地域防災最前線（59）避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイ

ドライン（案）について（2）
概算要求基準　特別枠4兆円で重点配分＝2015年度予算－政府
概算要求　新幹線，地方負担増は回避を＝総務省，各府省に要請

10496号 特集　普通交付税大綱　1.0%減の15兆8724億円＝不交付，55団体に増加
木曜隔週連載　公務員講座（17）公務組織に最適な人事制度とは
木曜連載　行政への苦情（26）“いちゃもん”とはこんなものだ

10497号 月曜連載　地域防災最前線（60）避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイ
ドライン（案）について（3）

10498号 新・地域力と地域創造（3）ネオニコチノイド刑殺虫剤・最新報告
特集　人事院勧告　月給0.27%，ボーナス0.15ヵ月増＝公務員給与7年ぶり引き
上げ
木曜連載　行政への苦情（27）為政者の失態も行政への苦情に変わる

10499号 月曜連載　地方防災最前線（61）避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイ
ドライン（案）について（4）

10500号 木曜隔週連載　公務員講座（18）社会的包括政策の必要性
木曜連載　行政への苦情（28）慣れは怖い

地方財務
9月号 特集　地方自治体におけるPFIの導入－公共資産等の老朽化対策におけるPFIの

意義
・地方自治体におけるPFIの現状
・PFI法の改正経過と地方自治体
・PPP/PFIの抜本的改革に向けたアクションプランと地方自治体
・そもそもPFIとは何か，何を目的としているのか－その意義と仕組み
・地方自治体におけるPFIの課題と対処

財　　　　　　　　　　　　政
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今月の視点
・政策づくりの理論と実践入門（下）
・自治体温暖化対策の新展開（終）

厚生労働
9月号 特集　適切な支援の輪をつなげる・広げる！発達障害を正しく理解しよう

・発達障害の基礎知識－代表的な4つの種類
・こんな誤解をしていませんか？正しい理解と温かな支援が必要です
・発達障害への取り組み－相談対応から就労支援まで

地球環境とエネルギー

9月号 特集　スマート＆エコハウスの最新動向！
・日本におけるスマートハウスの現状と将来展望
・海外におけるスマートハウスの最新動向
・積水ハウスが展開する「スマートコモンシティ」
・住友林業のLCCM住宅への取り組みと展望
・旭化成ホームズが提唱する「しぜんごこちの家」
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
9月号 特集1　予防接種の歴史と現在

・予防接種をめぐる過誤と過誤－その歴史的変化
・予防接種行政の変遷と日本人の感染症
・国際化と世界の予防接種政策
・予防接種をめぐる健康被害と救済制度
・日本の予防接種制度の現状と課題
特集2　消防団は今，どうあるべきか
・消防団衰退の背景と今後の消防団活動
・戦後改革における市町村消防の誕生と消防団
・大規模災害と消防団
・消防団活動の活性化と地域防災力の確保
・地域を守る消防団員－その活動の実際

地域開発
9月号 特集　設立50周年記念：地域開発の回顧と展望

・50周年記念行事について
・地域開発の回顧と展望
・これからの地域開発
・センタープロジェクト

河川
8月号 特集　健全な水循環の構築に向けて

・「水循環基本法」及び「雨水の利用の推進に関する法律」について
・更新期を迎える水インフラと水循環
・森林整備面から見た水循環基本法の制定
・ゲリラ豪雨と大規模水害への対応
・世界に誇る地下水都市・熊本
・筑後川における流域連携の取り組み
今後の水資源政策のあり方について

財界九州
9月号 法人化から10年。改革途上の「国立大学」

建　　　築　・　都　　　市

産　　　業　・　経　　　済

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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特集　くまもと　官民一体で“潜在力”を掘り起こせ！！Kumamoto2014交流新
時代へ
ソーラーアイランド新時代2014「電力自由化」が後押しする太陽光発電
シリーズ再編（6）「リカバリーショット」模索も徐々に減少するゴルフ場

九州経済調査月報

9月号 歴史コンテンツと地域活性化
・軍師官兵衛ゆかりの地・大分県中津市
・NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」と地域活性化～放送による経済波及効果
・歴史的資源をいかしたまちづくりと地域活性化～歴史まちづくり法を切り口
として
講演録：福祉を“デザイン”する心のバリアフリーを目指して（須藤シンジ）

調査月報
9月号 中小企業の海外展開－日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査から－

3Dプリンター（積層造形）技術のものづくりへの活用方法
大手メーカーの海外現地における部品調達動向と中小企業への影響
消費税率引き上げ後の小企業の景況


