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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
1964号 （10/30） 法令解説

・国民年金保険料の納付猶予制度の対象者の拡大（政府管掌年金事業等の運営
の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律）
・公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保の促進（公共工事の
品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律）
・電波利用料の料額等の見直し（電波法の一部を改正する法律）
・情報監視審査会の設置（国会法等の一部を改正する法律）
・健全な水循環の維持・回復のための施策を包括的に推進（水循環基本法）
・雨水の利用を推進し，水資源の有効な利用等を図る（雨水の利用の推進に関
する法律）
新たな安全保障法制整備のための基本方針の閣議決定（上）/中内康夫

1965号 （11/15) 法令解説
・労働安全衛生対策の一層の充実を図る（労働安全衛生法の一部を改正する法
律）
・健康・医療戦略の推進による健康長寿社会の実現（健康・医療戦略推進法/独
立行政法人日本医療研究開発機構法）
・小児慢性特定疾病に係る新たな医療費助成の制度の確立等（児童福祉法の一
部を改正する法律）
・医療費助成や調査研究，患者の療養生活環境の整備など，難病対策を総合的
に推進（難病の患者に対する医療等に関する法律）
遺伝情報ビジネスとプライバシー保護（宮下紘）
シェールガスの行方（西川有司）
地方創生と女性（第二近代実践研究会）

ジュリスト
1473号（11月） 特集　平成26年金融商品取引法改正

・金融商品取引法等の一部を改正する法律の概要
・新規・成長企業へのリスクマネーの供給
・平成26年金融商法関連法制の見直し
・金融指標に関する規制

判例タイムズ

1404号（11月） 医療界と法曹界の相互理解のためのシンポジウム
新たな証拠請求の可否
企業間提携契約における違約金条項の意義につて

判例地方自治
386号（11月） 【判決紹介】

・国分寺市・市条例違法国家賠償請求事件（東京地判/25.7.19）
・横浜市・路上喫煙による過料処分等取消請求控訴事件（東京高判/26.6.26）
・大分県・生活保護国籍要件事件（最高（小2）判/26.7.18）
【はんれい最前線】児童の自殺事案　事後対応の困難さあらわに
【法律相談】別部署で収集した個人情報の災害対策利用について
【条例ナビ】名古屋市・職員の公正な職務の執行の確保に関する条例

レファレンス
765号（10月） 我々は研究不正を適切に扱っているのだろうか（下）－研究不正規律の反省的

検証
英国の観光政策・戦略－オリンピック開催の経験を踏まえ
イタリア共和国憲法第11条（戦争否認条項）をめぐる議論
高速道路の老朽化と財源対策－米国の事例を参考に

法　　　　　　　　　　　　令



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

地方議会人
10月号 特集　人口減少問題に立ち向かう

・地域を拓く人材の活用について～地域おこし協力隊
・いかに地域に若者を惹きつけるか
・都市から農村へ移住を促すヒント
・スローライフの視点で人口減少対策を
現地報告
・人口減少に対する市の施策（岐阜県恵那市）
・わがまちの定住促進策（島根県邑南町）
・「生姜づくり」で「地域づくり」（鹿児島県西之表市）
短期連載　2　議員と事務局編　選挙と政治活動の知識（田口一博）

地方自治
11月号 ・市町村事務を包括的に共同処理するための公共団体－ドイツ法の備忘録

・地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律について
・スコットランドの独立の是非を問う住民投票
・第186回国会で成立した主な法律の概要

自治研究
11月号 論説：

・行政立法の法的性質と司法審査（2）－最近の道路運送法関係に係る裁判例を
素材にして
・空家対策特措法案を読む（2・完）
・行政法・行政法理論・政策過程論（1）－行政法とは何なのか
・恩給制度の概要と変遷（1）
研究：財政補給金の意義とその実態について（1）
行政判例研究：
・市議会出席議員に支給する費用弁償として日額1万円は違法といえるまでに高
額ではないとした事例
・青色申告更正処分が理由付記の不備を理由として取り消された事例

自治実務セミナー
11月号 特集　人口減少に立ち向かう自治体

・人口減少問題と自治体の政策
・高知県の移住促進策
・島根県の定住施策
実務と理論
・選挙事務所のインターン学生に報酬や実費弁償を支払うことができるか
・一部事務組合からの脱退の手続はどのように行うべきか
・障害者支援施設を建てる目的で更地を取得した場合不動産取得税を課せるか
・外国人が帰化した場合憲法改正国民投票を行うことができるか
実務講座：公共施設等総合管理計画の策定推進
自治体実務サポート
・新行政不服審査法と自治体の審査体制
・子ども・子育て支援に関する福山市の政策と条例対応について
現場からのリポート　立法事実から見た条例づくり（1）安全で快適な逗子海水
浴場の確保に関する条例（秦博美）

地方自治職員研修

11月号 特集　生活困窮者とセーフティネット
・生活困窮者自立支援法と自治体
・生活困窮者の自立促進に向けて～川崎市
・地域・自治体に，就労支援は育つか！？～豊中市

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・滋賀県における生活困窮者支援のためのネットワーク活動について
・企業組合あうんの取り組みから見えること
見せます！議会の底力〈目指すべき議会像に向けて一歩一歩〉（長与町議会）

ガバナンス
11月号 特集　気象災害と自治体の危機管理

・自然災害と首長の役割
・気象災害で求められる自治体の危機管理
・気象災害における災害情報の活用と避難体制
・気象災害の被害抑止と都道府県・市町村の役割
・自治体職員に求められる気象災害への備え～気象レーダー情報の有効活用法
〈ルポ〉広島土砂災害　悲劇はなぜ繰り返されたのか
続・アサノ・ネクスト（浅野史郎）政務活動費と地方議会の使命
スキルアップ特集：学びの秋！身につけたいチ・カ・ラ
議会改革リポート【変わるか！地方議会】162－情報委員会を新設し，議会から
の情報発信を強化（長野県南箕輪村議会）

日経グローカル
No.253(10月6日号) 特集　観光おもてなし最新事情－リサーチ地方景況（上）

これで勝とう！コンベンション：データ分析を誘致に活用しよう
グローバルリポート：スコットランド独立投票と英国の地方分権
FOCUS：自治体のドクターヘリ，広域運航が拡大
REPORT：人口減少対策全国調査から（上）
新連載　議会改革の現場から（1）長崎通年議会の廃止，県民不在では

No.254(10月20日号) 特集　景気「横ばい」過半「改善」は4割－リサーチ地方景況（下）
第2特集　緒についた自治体の「市民後見人」育成
問題解決民間に学ぶマネジメント　不登校対策に民間手法
REPORT：人口減少対策全国調査から（中）
新連載　議会改革の現場から（2）審議充実へ法務支援の増強を

自治体国際化フォーラム
11月号 特集　アセアン地域での自治体の観光プロモーション～多様な客層を日本に呼

び込むために
1.アセアン地域における自治体のプロモーション活動の状況と今後の戦略
2.アセアン地域からの訪日観光の動向と今後の取り組み
3.エア・アジアX新規就航への地域一丸となった取り組み
4.サイクリングを切り口としたインドネシアからの誘客に向けた取り組み
5.札幌市のインバウンド観光施策について
6.GALA湯沢におけるマーケティングコミュニケーションについて
7.フリーマガジンWAttention
浜松市における「外国人の子どもの不就学ゼロ作戦事業」について

J-LIS
11月号 特集　進むモバイル端末の活用

・来庁者に寄り添い，職員がタブレット端末で申請書を作成/福島県会津若松市
・iPadによる業務の“見える化”が救急医療を変える/佐賀県
・全職員の業務用端末をノート型からタブレット型へ移行/静岡県焼津市
・ペーパーレス化の一歩先を行く議会におけるタブレットの活用/三重県鳥羽市
・iPadで児童生徒の学習意欲や社会性が向上/愛知県立みあい特別支援学校
シャドーITの危険性とBYODの導入

自治体情報誌D-file
2014.9(上) ・市が療養病床整備独自補助，高齢社会に備え地域包括ケア病床確保（長野県

佐久市）
・区が人工呼吸器など医療機器専用電源を5施設に，災害時に備え（東京都板橋
区）
・本によるまちづくり「小さな図書館事業」，店舗などに団体貸出し（栃木県
鹿沼市）



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・市がごみ屋敷解消へ条例案，立ち入り調査や過料を規定（京都市）
・大阪市庁舎からの職員労働組合事務所退去処分に違法判決（大阪地方裁判
所）

2014.9(下) ・区が学校給食のアレルギー事故防止へ，全小中にカラー食器導入（東京都板
橋区）
・町が不動産所有者から地域振興分担金，エリアマネジメント条例可決（北海
道倶知安町）
・市がNPOと連携し無戸籍者の相談窓口開設，職員の研修も徹底（兵庫県明石
市）
・全国初，県が条例で危険ドラッグ一括規制，危険薬物に指定し禁止（鳥取
県）
・市が自転車ナビライン設置，自転車の車道左側通行促す（富山県富山市）

自治日報
3761号 ・働く女性支援で企業認証制度開始（大阪市）

・「地方創生国会」に，所信表明演説（安倍首相）
・「ふるさと投資連絡会議」を設立へ（政府）
地方自治情報化推進フェア2014特集
・座談会＝社会保障・税番号制度と自治体クラウドの展望と課題
・地方自治情報化推進フェアの概要

3762号 ・目標掲げ，全職員がテレワーク実践（佐賀県）
・女性活躍推進本部を設置（政府）
・人口減少対策調査で中間まとめ（全国市長会）

3763号 ・保育士確保に向けて連携合意（神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市4首長）
・11～13年度，政務費の使用状況調査結果（兵庫県議会）
・固定資産情報整備で「中間とりまとめ」（総務省研）

3764号 ・自転車保険，条例で義務化へ（兵庫県）
・政務活動費の内容，HPで公表（高知県議会）
・関係府省からの第2次ヒアリング開始（分権提案部会）

3765号 ・転入超過へ事業立案ミッション（鳥取市）
・分権，東京目線を地方目線に（安倍首相）
・国土計画改定へ地方創生で論点（国土審）
・子ども医療費一律無償化を　少子化対策で緊急アピール（全国市長会）

地方行政
10508号 木曜隔週連載　公務員講座（20）会議のイノベーション

木曜連載　行政への苦情（32）国民生活世論調査を生かす
特集　15年度予算編成の課題（中）社会保障費の抑制焦点＝優先順位のめりは
り加速へ

10509号 月曜連載　地域防災最前線（66）災害教訓の継承＝御嶽山噴火と1990～1995年
雲仙普賢岳噴火（1）
特集　セーフコミュニティ　市民と行政でつくる安心安全＝埼玉県北本市の取
り組みから
特集　15年度予算編成の課題（下）「消費税10％」年末に判断へ＝法人減税，
財源で綱引き

10510号 特集　統一地方選まであと半年　統一率，投票率は低下の一途＝セクハラやじ
や号泣議員の影響は？
木曜連載　行政への苦情（33）放射性廃棄物の中間貯蔵容認

10511号 木曜隔週連載　公務員講座（21）女性の活躍促進とキャリア自律
特集　公共施設見直しの「使える」合意形成　施設シートと無作為抽出の住民
参加で施設仕分け＝10月18日，三重県松阪市で「市営住宅のあり方市民討議
会」
新・地域力と地域創造（6）スピリットあふれる島（上）＝島根県海士町
木曜連載　行政への苦情（34）苦情の生寸劇

10512合併号 月曜連載　地域防災最前線（67）災害教訓の継承＝御嶽山噴火と1990～1995年
雲仙普賢岳噴火（2）
新・地域力と地域創造（7）スピリットあふれる島（下）＝島根県海士町



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
10513号 特集　指定都市・中核市・特例市3市長会シンポジウム（上）地域発の分権改革

が必要＝都市間連携で覚書締結
月曜連載　地域防災最前線（68）災害教訓の継承＝1890年エルトゥールル号事
件

10514号 特集　指定都市・中核市・特例市3市長会シンポジウム（下）相互の連携深化で
一致＝分権や広域化など議論
教育旅行，苦戦続く　正確な情報発信に全力＝福島県の誘致活動
木曜連載　行政への苦情（35）被災地の児童と保護者への接し方

地方財務
11月号 特集　新地方公会計統一基準への対応と留意点－固定資産台帳整備を中心に

（小西砂千夫/菅原正明）
平成27年度の地方財政の課題－平成27年度地方交付税の概算要求を中心に－
平成27年度地方債計画（案）の概要
「財務書類作成要領」及び「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」の概要
と留意点
資金運用と資金調達のリスク・マネジメント（益戸健吉/石原俊彦）

厚生労働
11月号 特集　日本の仕事，再発見“職人”という生き方

日本の技能を守り・支える「名工」たち
「現代の名工」と「技能五輪国際大会」
「職業能力開発促進月間」の取り組み
地域発　保健所，医療機関，教育委員会などが連携・協力し，感染症から市民
を守る（静岡県浜松市）

地球環境とエネルギー

11月号 特集　CCS（二酸化炭素回収・貯留）の最新動向
・CCS技術の現状と課題，今後の展望
・北海道・苫小牧CCS実証試験の現状と今後の予定
・中外テクノスが取り組むCCS分野でのモニタリングシステム構築
・二酸化炭素貯留としても注目される「CO2EOR」
・世界をリードする“CCS大国”カナダ
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
11月号 特集1　労働力不足の時代が始まる

・労働力不足時代の日本経済
・不意に日本経済を襲った人手不足感
・労働力不足で若年就業は変わるのか
・経営リスクとしての労働力不足，その実態と要因
・労働参加率の低下抑制を考える
特集2　マイナンバー制度の展望
・マイナンバー制度の論点－住基ネットをふまえて
・マイナンバーで社会保障及び税制はどう変わるのか
・番号制度とソーシャル・イノベーション－超高齢社会における成長戦略
・番号の考え方と個人情報保護法改正の動向
・諸外国における国民ID制度と情報セキュリティ
スコットランド独立の住民投票の意味（島袋純）

建　　　築　・　都　　　市

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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号／刊月 主　　要　　記　　事

地域開発
11月号 特集　クリエイティビティを追求する地場産業・伝統工芸

・一人問屋からみた流通
・家具職人の挑戦
・放射能被害により故郷を失った伝統工芸品産地
・伝統工芸と創造都市
・「資本主義の新たな精神」と手仕事の復権
・豊岡鞄とカバンストリート
・石見焼・石州瓦とソーシャルデザイン
・波佐見焼　日用食器の伝統と新しさ
・墨田区の伝統工芸と産業振興の試み
・技術とデザインの融合で世界市場を目指す東大阪企業

河川
10月号 特集　土地利用マネジメントと一体となった治水事業の展開

水防災事業の経緯・歴史について
江の川における土地利用と一体となった治水事業の実施事例
「水害に強いまちづくりモデル事業」の経緯について
円山川流域六方地区の小堤整備について
海外レポート＝河川洪水時のテムズバリアの役割

財界九州
11月号 これまでと異質な状況にある「建設業」

揺れる！佐賀空港めぐる「オスプレイ配備」問題
商機の拡大見越して活性化する「スマートアグリ」市場
待望の「燃料電池車」市場投入で拡大する水素市場
相次ぐ（福岡県内）百貨店の大改装　狙いは顧客の囲い込み
特集　大分観光　官民が一致団結して観光浮揚へ

九州経済調査月報

11月号 ハラルビジネス
・ハラルビジネスのハブとして機能するマレーシア
・イスラムビジネスの動向と九州企業の可能性
・ASEAN市場進出に必要な金融支援とローカライズ
ムスリム市場向けハラルミートのパイオニア～ゼンカイミート株式会社（熊本
県錦町）

調査月報
11月号 復興の主体となり地域経済を支える中小企業

匠の技をもつ職人集団を経営力ある企業へ
海外展開に必要な人材育成と現地マネジメント
夫婦の働き方と夫の家事頻度
外国人観光客と通訳案内士と地域とをつなぐ
企業経営に活かすゲーム理論（後編）

産　　　業　・　経　　　済


