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時の法令
1966号 （11/30） 法令解説

・患者の状態に応じた医療と介護を地域で安心して受けられる基盤の整備（地
域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に
関する法律）
・国際調和を図りつつ，中小企業・小規模事業者にとっても一層使いやすい知
的財産制度を構築（特許法等の一部を改正する法律）
・電子書籍に対応した出版権の整備（著作権法の一部を改正する法律）
新たな安全保障法整備のための基本方針の閣議決定（下）（中内康夫）
行政の不作為（片山健也）

1967号 （12/15) 法令解説
・景品表示法・消費者安全法等の改正（不当景品類及び不当表示防止法等の一
部を改正する等の法律）
・地域経済活性化支援機構の機能の拡充（株式会社地域経済活性化支援機構法
の一部を改正する法律）
・小規模2法①（小規模企業振興基本法）
・小規模2法②（商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
の一部を改正する法律）

ジュリスト
1474号（12月） 特集　企業活動における訴訟と弁護実務

・企業訴訟における裁判所の視点と役割
・会社訴訟をめぐる動きと弁護実務の課題
・労働訴訟をめぐる動きと弁護実務の課題

別冊222号 手形小切手判例百選　第7版
増刊 実務に効く　事業再生判例精選（小林信明/山本和彦編）

判例タイムズ

1405号（12月） 民事裁判プラクティス　争点整理で7割決まる！？
判例紹介：府中市議会議員政治倫理条例（平成20年府中市条例第26号）4条1項
及び3項の規定のうち，議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の
請負契約等を辞退しなければならず，当該議員は当該企業の辞退届を徴して提
出するよう努めなければならない旨を定める部分と憲法21条1項（最高裁第三小
法廷平成26年5月27日判決）

判例地方自治
387号（12月） 【判決紹介】

・秦野市/市職員の行政指導違法国家賠償請求事件（東京高判/26.1.30）
・鳥取県/児童手当差押に係る地方税滞納処分取消請求事件（広島高松江支判
/25.11.27）
・奈良県/一般廃棄物処理場建設許可差止請求事件（大阪高判/26.4.25）
【はんれい最前線】路上喫煙禁止条例をめぐる，過料処分の「煙たい」トラブ
ル
【法律相談】大雨による災害発生時の自治体の損害賠償責任

レファレンス
766号（11月） 選挙無効訴訟と国会の裁量－衆議院の選挙区割りをめぐる最高裁平成25年11月

20日大法廷判決を素材として－
英国の開発援助政策－援助額対GNI比0.7％の目標を達成した英国－
アイルランドの上院改革論議と憲法改正国民投票
大学のガバナンス改革をめぐる国際的動向－主要国の状況と我が国への示唆－

法　　　　　　　　　　　　令
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地方議会人
11月号 特集　里山を守る

・里地・里山の自然再生を目指す
・都市農村交流の取組について
・命をつなぐ里山
教養講座連載（8）地方自治12のポイント：議員提案の政策条例いよいよ「質」
が問われます（人羅格）
短期連載　3　議員と事務局編　改選・議員総会までの準備（田口一博）

地方自治
12月号 ・任期付自治体法曹の登用と自治体行政の変革

・行政書士法の一部を改正する法律について
・フランスにおける市町村と広域共同体の関係に関する覚え書き（上）
・スペインの地方自治制度改革及び「自治国家制度」の展開―経済危機を受け
た地方制度改革及びカタルニア自治州の自治州民投票に関する動向（1）

自治研究
12月号 論説：

・行政不服審査法関連三法について[第14回行政法研究フォーラム－行政不服審
査法改正（1）]
・行政の変化と行政不服審査法改正[第14回行政法研究フォーラム－行政不服審
査法改正（1）]
・行政立法の法的性質と司法審査（3）－最近の道路運送法関係に係る裁判例を
素材にして
・公益社会実現に向けた課題と展望（4）
・行政法・行政法理論・政策過程論（2・完）－行政法とは何なのか
研究：財政補給金の意義とその実態について（2）
行政判例研究：従前地と駐車場の間口等の異なる現地との仮換地の指定が土地
区画整理法89条1項に定める照応の原則に反しないとされた事例

自治実務セミナー
12月号 特集　地方自治法展望

・2014年地方自治法改正の意義と課題
・2014年地方自治法改正の概要
・県からみた2014年地方自治法改正
実務と理論
・選挙運動期間外の費用についても収支報告書に記載する必要があるか
・市議が補助金受給法人の理事長である場合兼職禁止規定に触れるか
・職員が勤務時間中に不服申立人の代理人として口頭審理に出席できるか
実務講座：普通交付税における留保財源
自治体実務サポート
・いわゆる「ごみ屋敷」対策のための条例について
・“異端のまち”流山市が仕掛ける自治体マーケティング
巧みな自治的決定？塩谷町高原山・尚仁沢湧水保全条例の対応（北村喜宣）
補助金と公益性（橋本勇）

地方自治職員研修

12月号 特集　提言・地方創生
・地方から見た「地方創生」
・「地方の人口対策」をどこまで貫けるか
・地方創生と公共事業
・働き方，女性の視点欠いた地方創生論
・日本の農業と地方創生－農業で地方は甦らない－
地域で高齢者を支えあう，居場所づくり/栃木県那須烏山市

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政
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課題解決には，対応の進捗段階に応じて話し合いの場をつくる

大阪市立図書館の「街の思い出」ののこし方
「公益上の必要」性とはどのように判断するのか

ガバナンス
12月号 特集　信頼される自治体

・ピンチをチャンスに（北川正恭）
・自治体議会と住民（廣瀬克哉）
・職員のモラルを高める自治体組織（太田肇）
・実効性のある自治体のコンプライアンス体制（山口道昭）
・自治体財政への住民不信の払拭に挑む（小西砂千夫）
・市民・事業者に信頼される入札制度（武藤博己）
・「ブラック自治体」の実像（上林陽治）
・職員のモラル・モラールを高める人事評価（小堀喜康）
スキルアップ特集：庁内の“美化”大作戦～職場の見た目を改善しよう！～
議会改革リポート【変わるか！地方議会】163－「新しい政治文化づくり」を目
指して市町村議の資質を向上―グリーンシード21が設立20周年

日経グローカル
No.255(11月3日号) 特集　公立美術館，10年ぶりの転機　新設・改修ラッシュ　利用者目線を徹底

REPORT：人口減少対策全国調査から（下）
私が体験した民間人中学校長「学校は外部資源の有効活用を」（北角裕樹）
予算への議会の関わり方　ムダとズレのない予算に（片山善博）
新連載　議会改革の現場から（3）事務局「どうすればできるか」の発想で

No.256(11月17日号) 特集　細るミニ公募債，知恵絞る自治体
新連載　議会改革の現場から（4）意思決定プロセス公開に努める

自治体法務研究
№39　2014年冬号 特集：新・行政不服審査制度と自治体

・行政不服審査法関連三法のポイント
・行政不服審査制度の改正による自治体実務への影響
・インタビュー・行政不服審査制度の大改正―第三者機関の可能性―
〈トピックス〉
・介護保険改正のポイント
・地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の概要
〈先進・ユニーク条例〉
・岐阜県北アルプス地区における山岳遭難の防止に関する条例/岐阜県
・あついぞ！熊谷お祭り条例/埼玉県熊谷市
〈判例〉
・政務調査費として許容される範囲[政務調査費返還命令処分取消請求事件（最
高裁平成25年1月25日判決）]

自治体国際化フォーラム
12月号 特集　日本に住む外国人労働者の就労支援

・自治体における外国人への就労支援の現状と課題
・厚生労働省における外国人労働者への就労支援の現状と課題
・東京労働局における外国人雇用対策
・ハローワークとの協働による外国人就労支援事業の現状と課題
・外国人社員の活躍と民間企業としての挑戦
・天竜厚生会が行う外国人雇用の取り組み
・取材レポート「伸こう福祉会」において外国人を介護スタッフとして雇用し
続ける理由とは？
・今後のあり方～外国人の日本語学習と地域での受け入れ体制～
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J-LIS
12月号 特集　多様化する情報発信システム

・福島県/実名・顔出しのFacebookで福島の今を発信
・茨城県/ICTが持つ情報の双方向性を活かしたご当地食材のPR
・富士吉田市/雪害から8ヵ月でコミュニティデータ放送を開始
・北海道枝幸町/高速通信網を整備し職員が制作するテレビ番組を放送
・特別解説/放送と通信の本格的な融合へ（安浦寛人）
自治体におけるSNSの活用

自治体情報誌D-file
2014.10(上) ・府と市町村が妊娠から産後まで，個別プランつくり訪問支援（京都府他）

・市がHPに5ケ国語の自動翻訳機能，リアルタイムの情報提供へ（三重県鈴鹿
市）
・全国初　県が危険薬物を包括禁止，薬物乱用防止条例改正へ（鳥取県）
・市がシニア世代の合宿・大会を支援，スポーツツーリズム推進へ（静岡県島
田市）
・県議会が政務活動費を全面ネット公開，領収書や出納簿は全国初（高知県）

2014.10(下) ・市が育休中も保育認定，0～2歳児の継続入所認める（石川県金沢市）
・全国初　市が住み替え希望の独居高齢者に見守りつき住宅を紹介（京都市）
・全国初　県が自転車購入者の保険加入義務化へ条例案（兵庫県）
・市が障害者の多彩な就労体験展開，サッカー場や映画館で接客など（川崎
市）
・最高裁が岡山県議会に政務調査費の全面開示を命じる判決，1万円以下も対象
に（最高裁判所）

自治日報
3766号 ・マイナンバー制度で共同調達へ（岡山・広島両県）

・最大規模の津波で2860校浸水（文科省初調査）
・自民懇談会で予算・税制要望（地方六団体）

3767号 ・給与総合見直しは41都道府県（人事委勧告）
・地方議会の役割テーマにシンポ「地方議会活性化シンポジウム2014」（総務
省）
・インフラ交付金の運用見直しで検討（政府）

3768号 ・保育虐待通報システムを新設（千葉市）
・女性の活躍推進に向け提言（指定市市長会）
・50年後の経済・社会で報告書（諮問会議委）

3769号 ・札幌圏人口集中で協議の場（北海道・札幌市）
・「ふるさと雇用」で資金支援を検討（政府）
・基本計画見直しで「食料自給力」素案（農水省）

地方行政
10515号 木曜隔週連載　公務員講座（22）プレゼンテーション

木曜連載　行政への苦情（36）自治体破綻と所信表明
10516号 月曜連載　地域防災最前線（69）地縁を生かした企業の事業継続計画（BCP）

（1）
10517号 特集　地域活性化センター「土日集中セミナー」異業種コラボで地域再生を＝

新商品開発，アジア市場も視野に
木曜連載　行政への苦情（37）消滅可能性都市が職員にもたらすもの

10518号 月曜連載　地域防災最前線（70）地縁を生かした企業の事業継続計画（BCP）
（2）
特集　北海道自治体学土曜講座第4回　いま代表制民主主義が危ない

10519号 木曜隔週連載　公務員講座（23）上司の役割（前篇）
特集　2014年人事委員会勧告・報告（都道府県）・上　全都道府県で年収アッ
プ＝給与配分見直しは41団体
新・地域力と地域創造（8）地域丸ごとコンパクトシティー＝長野県川上村
木曜連載　行政への苦情（38）大臣交代が政府・行政への不信感に
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10520号 特集　Iターン者設立の「MIT」地域の資源，活用し起業＝長崎県対馬市

木曜連載　行政への苦情（39）不満を持つ納税者
特集　2014年人事委員会勧告・報告（都道府県）下　給料表，独自の引き下げ
率も＝公民均衡維持で20都道府県

地方財務
12月号 特集　地方公営企業の経営改革

・公営企業経営改革の背景と意義
・「公営企業会計の適用拡大」の意義と推進に向けた取組
・「経営戦略」の策定と留意点
〈行財政情報〉
・公共施設等総合管理計画の策定促進と国と地方公共団体が連携した地域の国
公有財産の最適利用
・地方公共団体財政健全化法に基づく健全化判断比率等の概要（平成25年度速
報値より）
〈今月の視点〉：まち・ひと・しごと創生推進における地方税財政の課題とそ
の注目度
議会運営の実務：議長選挙等における立候補制の導入の是非（廣瀬和彦）

厚生労働
12月号 特集　

1.平成26年版労働経済の分析―人材力の最大発揮に向けて―
2.平成26年版厚生労働白書―健康長寿社会の実現に向けて―

地球環境とエネルギー

12月号 特集　COP20・リマ会議特集
・COP21・パリ会議に向けて～気候変動交渉に吹く風～
・新しい枠組みに向けて―日本の環境政策に求められるもの
・2030年位向けて
・途上国向け“資金支援”が持つ意味と課題，展望
・分かりやすく解説―異常気象と地球温暖化の関係
日本の約束草案議論のポイントは再エネ＆省エネ（望月義夫　環境相）
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
12月号 特集1　都市における駐車場問題

・駐車場を巡る歴史と制度
・駐車場という土地利用―地方都市の実態とまちへの影響
・中心市街地のコインパーキング化とそのメカニズム
・駐車場化から都市の文化と景観を守る
・一等地，郊外駅周辺，旧中心市街地の駐車場の運命
特集2　地域と漁業・水産業
・「水産特区」制度は沿岸漁業にプラスとなるか？
・漁業における後継者問題の現状
・地方自治体水産研究機関の技術展開と基本的漁業政策
・漁港の多目的利用の現状と課題
・地域資源のブランド化戦略

地域開発
12月号 特集　「里山資本主義」を考える

・〈インタビュー〉藻谷浩介氏に聞く：里山資本主義が目指すもの
・若者はなぜ農山村に向かうのか

建　　　築　・　都　　　市

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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・農業系バイオマスプラントを中心とした地域循環のまち・北海道鹿追町
・人間ダムの50年，この先の未来へ

河川
11月号 特集　河川の活用による地域の活性化

・河川敷でのマーケットイベント継続は，子供達の未来への贈り物
・狩野川河川敷を活用したにぎわい創出
・円山川の自然再生と「コウノトリ育む農法」
・日本の“水都”ブランド向上をめざして
・“神嶽川の改修”と“北九州の台所「旦過市場」”について
広島市で発生した土砂災害について

財界九州
12月号 2014年「回顧」

恵まれた「スペック」フル活用し新たな展開図る卸売市場
海外進出加速する「教育ビジネス」
「スーパーグローバル大学」に九州から3大学選出
特集：有明海広域圏　陸路・空路の整備と共に交流拡大へ

九州経済調査月報

12月号 東九州道のインパクト
・東九州自動車道の早期整備に向けて
・東九州自動車道の製造業に対する影響～自動車産業を中心として
・東九州自動車道が流通分野に与える影響
・東九州自動車道がフードビジネスにおよぼすインパクト
・東九州自動車道開通と宮崎県・大分県のレジャー・グルメを核とした観光

調査月報
12月号 創発をもたらすプラットフォームをいかに設計するか

中小企業における経営活動の「見える化」と組織成員の動機づけの関係
海外展開に向かう強いものづくり企業の基本姿勢
中小企業の景況は，弱い動きはみられるものの，緩やかに回復している
農商工連携による高付加価値加工品の開発

産　　　業　・　経　　　済


