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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
1962号 （9/30） 法令解説

・憲法改正国民投票が実施可能な土俵の整備（日本国憲法の改正手続に関する
法律の一部を改正する法律）
・民間投資の喚起を通じた中心市街地の活性化を図る（中心市街地の活性化に
関する法律の一部を改正する法律）
・復興整備事業の土地収用手続を迅速化（東日本大震災復興特別区域法の一部
を改正する法律）
・平成26年度の関税改正について（関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改
正する法律）
・国民の祝日として「山の日」を制定（国民の祝日に関する法律の一部を改正
する法律）

1963号 （10/15) 法令解説
・株式会社海外交通・都市開発事業支援機構の設立（株式会社海外交通・都市
開発事業支援機構法）
・児童ポルノの「所持」も罰則の対象に（児童買春，児童ポルノに係る行為等
の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律）
・アルコール健康障害の発生等の防止を図るための「アルコール健康障害対策
基本法」の制定（アルコール健康障害対策基本法）
・アレルギー疾患対策の一層の充実を図るための対策基本法の制定（アレル
ギー対策基本法）
・有効で安全な医療機器の迅速な実用化のため、研究開発・普及を促進（国民
が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する
法律）
・過労死のない社会を目指して（過労死等防止対策推進法）

ジュリスト
1472号（10月） 特集　会社法の改正

・平成26年会社法改正の意義
・企業統治
・資金調達に関する改正
・親会社株主の保護
・キャッシュ・アウト
・会社法改正と実務の課題－チェック・リスト
・平成26年度ガバナンス改革への対応

増刊 新・法律学の争点シリーズ8：行政法の争点（高木光/宇賀克也）

判例タイムズ

1403号（10月） 東京地裁破産再生部における近時の免責に関する判断の実情（続）/平井直也
論説紹介
・東京地裁労働部と東京三弁護士会の協議会　第11回
・不公正な取引方法と企業間の取引訴訟/若松亮
判例紹介
・認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を主張することの
可否（最高裁第三小法廷平成26年１月14日判決）

判例地方自治
385号（10月） 【判決紹介】

・山梨県忍野村・専決処分に関する住民訴訟事件（東京高判/25.5.30）
・広島県府中市・市議会議員政治倫理条例上告事件（最高（3小）判/26.5.27）
・名張市・斎場建設の土地売買契約に係る損害賠償請求控訴事件（名古屋高判
/26.6.6）

法　　　　　　　　　　　　令



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
【はんれい最前線】
拡大する自治体の権限　条例による公表・過料処分規定に警鐘

レファレンス
764号（9月） ドイツ公務員制度の諸問題

我々は研究不正を適切に扱っているのだろうか（上）－研究不正規律の反省的
検証
英国の地方分権改革－権限委譲の到達点と新動向
異次元金融緩和の出口戦略－日銀と政府の財政コスト分担の観点から
南海トラフ地震対策の現状と課題－高知県及び黒潮町の取組を事例に（現地調
査報告）

地方議会人
9月号 特集　「食」と地域の活性化

1.食で地域を元気に
2.食から地域力創造と活性化
現地報告
・「地域食堂」は笑顔がいっぱい（北海道釧路市）
・マグロによる観光まちづくり（青森県深浦町）
・おやきで地域を元気に！！（長野県小川村）
・縁側カフェで地域が元気になる（静岡市）
・「食」を活用した観光振興（熊本県阿蘇市）
短期連載 1 議員編：議員と事務局のための改選に備えて　9月議会から議論を
始めたいこと（田口一博）

地方自治
10月号 ・ポートランド・メトロから広域土地利用を考える

・行政不服審査法の改正に伴う地方自治法の一部改正について
・「地方自治体における行政運営の変容と今後の地方自治制度改革に関する研
究会報告書」について
・「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び「公共工事の
品質確保の促進に関する法律」の一部改正について

自治研究
10月号 論説：

・空家対策特措法案を読む（1）
・公益社会実現に向けた課題と展望（3）
・水循環基本法の成立と水管理法制の課題（3・完）
・最高裁・神奈川県臨時特例企業税判決に対する根本的な二つの憲法上の疑義
資料：平成26年度税制改正の大綱（5）

自治実務セミナー
10月号 入門講座：

・自治体の首長　首長の人事権（5）（大森彌）
・政策法学演習講座　一般の公務員の法令解釈に関する職務上の義務違反（過
失又は違法性）の判例分析と組織過失への移行の提唱（阿部泰隆）
・行政法講座　行政不服審査制度改革（総括）（櫻井敬子）
実務講座：個人番号制度と地方公共団体の役割（7・完）

地方自治職員研修

10月号 特集　最新！施設と地域のデザイン
・都市縮小時代の地域デザイン
・政策の継続性と市民参加のデザイン
・市民がいきいきと活動し，賑わう市庁舎「アオーレ長岡」/新潟県長岡市
・日本初の試み！高校体育館を市庁舎に/富山県氷見市

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・台東デザイナーズビレッジからモノマチへ/東京都台東区
和光市型・地域包括ケアシステム～課題解決型行政への変革～（埼玉県和光
市）

ガバナンス
10月号 特集　地方の知恵－その創出と実行

・必要が工夫を生む
・「地方の知恵」と政策創造の時代
・「地方の知恵」を創出する職員組織
スキルアップ特集：ともにステップ・アップ！職場の先輩＆後輩
議会改革リポート【変わるか！地方議会】161－毎月本会議を開催し，月1回議
会広報紙を発行（熊本市御船町議会）

日経グローカル
No.251(9月1日号) 特集　道半ばの帰宅困難者対策[主体自治体]発生抑制や物資備蓄急ぐ

FOCUS　自治体が薬草栽培に着目－富山・新潟が先導，中国産高騰にらむ－
REPORT　識者座談会「地域は人口減にどう向き合うか」
REPORT　全国市区議会調査から（4・最終回）女性議員比率13.5%，微増の2717
人　議会報告会の有無，改革度と連動
議員提案条例のコツ－自治体間の施策連携　まず対内連携目指す規定を　金融
機関や国との協働も（牧瀬稔）
地方議会改革と議会事務局「住民に開かれた事務局」に（片山善博）

No.252(9月15日号) 特集　「消滅可能性」危機感募る自治体[全国調査]人口減少対策予算，43％が
「増やす」
FOCUS　公営ギャンブル，3割赤字－2012年度決算分析
議員提案条例のコツ（最終回）－監視機関を超えて　条文規定を活用すれば執
行部マネジメントも（牧瀬稔）
事前復興のABC　広島土砂災害を考える

自治体国際化フォーラム
10月号 特集　スポーツを活用した地域活性化の取り組み

・スポーツイベントを活用した地域活性化の取り組み
・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の招致成功と開催に向け
た今後の取り組み
・2012年ロンドンオリンピック・パラリンピック競技大会における事前合宿誘
致の取り組み
・さいたまスポーツコミッション（SSC）の取り組み
・山にあるから人が来る～地勢を生かしスポーツ愛好家を誘客～
・瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会「サイクリングしまなみ」の開
催
・プロスポーツチームを誘致して再開発を促進
・「One Community」のラグビーチーム

J-LIS
10月号 特集　ICTで守る安心・安全な暮らし

・岡山県鏡野町（ルポ）
・大牟田市（取材）
・徳島県美波町
・福岡県警察本部
・特別解説（不破泰）
フェーズドアレイ気象レーダーで守る地域の安心・安全
情報課職員の基礎知識：防犯カメラシステムについて
全国自治体初！全職員へタブレットを配布　市役所におけるワークスタイル変
革により業務効率化と市民サービス向上を目指す（静岡県焼津市）

自治体情報誌D-file
2014.8 ・市が在宅透析の普及支援，自宅改修費・機器維持費を補助（群馬県館林市）

・市のICカードに図書館貸出券機能，図書館など市内40ヵ所で利用（札幌市）



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・区がスマホ防災マップ，避難所・給水・消火器位置など随時更新（東京都大
田区）
・市が空き家活用のアイデア募集，実施団体に上限500万円助成（京都市）
・市議会が議案への意見募集，公契約・保育・いじめ条例など（三重県四日市
市）

自治日報
3757号 ・避難者の心のケアで連携（山形，福島，新潟3県）

・分権提案，8割が「対応不可」（内閣府）
・自治体のガバナンスなどで審議（地制調小委）

3758号 ・避難所支援でアマゾンと協定（徳島県）
・番号制で戸籍証明もコンビニ交付（総務省検討）
・第2次安倍改造内閣，地方創生関連資料

3759号 ・五輪見据え新長期ビジョン案公表（東京都）
・養父市と福岡市の区域計画を認定（政府）
・資産評価・固資台帳整備で手引き等（総務省）
地方創生「基本方針」全文等

3760号 ・危険ドラッグ包括規制へ改正条例案（鳥取県）
・地域活性化などでワーキンググループ設置（規制改革会議）
・国土形成，利用計画改定へ審議開始（国土審）

地方行政
10501号 月曜連載　地方防災最前線（62）広島市土砂災害について

大阪都構想　大阪市を解体，特別区設置＝17年4月実施に向け設計図作成
10502号 新・地域力と地域創造（4）ベトナムの農村から（上）

木曜連載　行政への苦情（29）高齢者の生活と行政の役割
10503号 月曜連載　地域防災最前線（63）災害教訓の継承～関東大震災（1）

地方中枢拠点都市圏　中長期ビジョンに将来人口目標＝総務省が要綱作成
10504号 木曜隔週連載　公務員講座（19）パワーハラスメント対策

木曜連載　行政への苦情（30）空き家問題
10505号 特集　地域活性化センター「土日集中セミナー」地域づくりは総力戦，自主財

源確保を＝「やねだん」代表が講演
木曜連載　行政への苦情（31）自然災害と行政

10506合併号 月曜連載　地域防災最前線（64）災害教訓の継承～関東大震災（2）
新・地域力と地域創造（5）ベトナムの農村から（下）

10507号 月曜連載　地域防災最前線（65）災害教訓の継承～伊勢湾台風
特集　15年度予算編成の課題（上）要求総額，初の100兆円台突破＝「地方創
生」に重点投入

地方財務
10月号 特集　2015年度省庁別重点施策をよむ（財務省/総務省/厚生労働省/農林水産省

/国土交通省/環境省）
行財政情報
・平成26年度普通交付税等の算定結果
・平成27年度地方財政措置
今月の視点
・8月仮試算に見る平成27年度の地方財政における課題/小西砂千夫
・大分県国東市における財務活動管理方針/益戸健吉・石原俊彦
・地方自治体のファシリティ・マネジメント/藤田由紀子

厚生労働
10月号 特集　Q&Aでお答えします！早わかり私たちの年金制度－基礎知識から利用法ま

で
・みんなで支えあう年金制度

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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号／刊月 主　　要　　記　　事
・ここが知りたい！年金に関する「よくある疑問Q&A」
（1）自営業の年金に関する疑問
（2）会社員と公務員の年金に関する疑問
（3）主婦（主夫）の年金に関する疑問
（4）非正規労働者の年金に関する疑問
（5）学生の年金をめぐる疑問
（6）年金の受給をめぐる疑問

地球環境とエネルギー

10月号 特集　小水力発電を展望する！
・小水力発電の現状と課題，将来展望
・東京発電のマイクロ水力発電への取り組みと展望
・三峰川電力の小水力発電の取り組みとその環境性
・山梨・都留市，小水力発電で地域活性化
9月から日本初の“サツマイモ発電”芋焼酎「黒霧島」の霧島酒造
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
10月号 特集1　都市とオリンピック

・オリンピックは都市になにをもたらすか
・オリンピックの経済学
・2020年東京オリンピックと危機管理
特集2　老朽化マンションの建替え
・マンション建替え関連制度の整備とその効果及び今後の課題
・実務面から見たマンション建替えの阻害要因と対策
・マンション建替えの変遷と超高齢化社会への対応
・マンション建替え円滑化法に基づく容積率緩和制度の特徴と課題
・改正被災マンション法にみる敷地売却制度の諸問題
研究報告論文：経済産業省「産業クラスター計画」の構想と展開－関東広域圏
プロジェクトに見る事業実施の経過と帰結（畑野勇）

地域開発
10月号 特集　島ぐらし

・島を暮らし継ぐ覚悟　宮本常一の周防大島を訪ねて
・島景色が人を癒す：竹富島
・島の風土と建築：宮古島
・子ども「島ぐらし」体験と「他火」
・海士町で暮らす，はたらく730日
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　将来の自治体の最悪
展望を回避するマネジメントのあり方（長瀬光市/増田勝）
「政策」を，「地域の視点」で見詰め直せ（浦野秀一）

河川
9月号 特集　海岸法の改正について～強靭な国土を目指して～

・「海岸法の一部を改正する法律」について
・今後の海岸管理のあり方について
・「緑の防災・減災」の推進
・水門・陸閘等の安全かつ確実な操作体制の確立
・海岸保全施設の適切な維持管理
・美しい海岸を取り戻すことを誰が担うのか

建　　　築　・　都　　　市



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

財界九州
10月号 多様化する“ニーズ対応”が鍵！？「シニア市場」

高齢者福祉に「ICT革命」起こすベンチャー企業
各自治体がもくろむ「インバウンド獲得戦略」
インキュベーション施設が多様化
さまざまな業種で深刻化する「人不足」

九州経済調査月報

10月号 女性人材の育成
・女性が活躍する社会に向けて
・女性リーダー育成の現状と課題～九州から新しい風を
・女子大学におけるキャリア教育の実態と課題
2014年度九州経済の見通し（改訂）駆け込み反動大きく，0.4%成長に下方修正
労働力調査からみる九州の地域特性～女性の就業率と労働力率

データ九州
1149号 九州・山口の設備投資　2014上半期（1～6月）

調査月報
10月号 新たな価値創造を実現する中小企業の経営

企業経営に活かすゲーム理論（前編）
女性の働き方の変化－JGSSでよむ日本人の意識と行動
変化の兆しがみられる物価動向～企業の「稼ぐ力」を見直す好機に～

産　　　業　・　経　　　済


