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雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

時の法令
1958号 （7/30） 法令解説

・事業の発展段階に合わせた支援策により産業競争力を強化（産業競争力強化
法）
・自動車運転死傷処罰法の制定（自動車の運転により人を死傷させる行為等の
処罰に関する法律）
・建築物等の解体等における石綿の飛散防止対策の強化（大気汚染防止法の一
部を改正する法律）
・フロン類のライフサイクル全般にわたる抜本的な対策（特定製品に係るフロ
ン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律）
第186回国会（常会）内閣提出法律案等国会審議結果

1959号 （8/15） 法令解説
・内閣による人事管理機能の強化（国家公務員法等の一部を改正する法律）
・育児休業中の経済的支援の強化と，若者等の中長期的なキャリア形成を支援
（雇用保険法の一部を改正する法律）
・パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保等を推進（短時間労働者の雇用
管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律）
・次世代育成支援対策の推進・強化（次代の社会を担う子どもの健全な育成を
図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律）
ベネッセ大規模個人情報漏えい－名簿業者の取締りは可能か（宮下紘）
武器輸出解禁と資源確保（西川有司）

ジュリスト
1470号（8月） 特集　上場企業のエクイティ・ファイナンスに関する課題

・上場企業の第三者割当をめぐる法制整備の概要
・我が国の公募増資が抱える課題と対応
・ライツ・オファリングをめぐる現状と課題
・議決権種類株式の上場

判例タイムズ

1401号（8月） 医療訴訟の現状と将来（大島真一）
座談会：企業間取引における契約の解釈（加藤新太郎/金丸和弘/清水建成/奈良
輝久/日下部真治）
知的財産高等裁判所の大合議事件における意見募集（「日本版アミカスキュリ
エ」）について（小田真治）
裁判員裁判における証拠の関連性，必要性判断の在り方（島田一/蛯原意）

判例地方自治
383号（8月） 【判決紹介】

・鳴門市・競艇従業員共済会への補助金支出損害賠償請求控訴事件（高松高判
/25.8.29）
・渋谷区・学校施設の目的外使用許可に係る住民訴訟事件（東京地判/25.6.11）
・横浜市・路上喫煙防止条例に基づく過料処分取消請求事件（横浜地判/26.1.22）
【地方行政判例解説】市立中学柔道部活動中事故国家賠償請求事件/横浜市（信
澤久美子）
【法律相談】崩れかけた空き家に対する対応（小池知子）

レファレンス
762号（7月） 法科大学院の現状と課題  

競馬をめぐる状況（短報）  

「国連持続可能な開発のための教育の10年」後半をめぐる動き―ESDに関するユ
ネスコ世界会議の開催とその先に向けて―（資料）

法　　　　　　　　　　　　令



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事

地方議会人
7月号 特集　社会インフラの再生

・国土強靭化の本格的な推進に向けて
・公共施設等の総合的な管理による老朽化対策等の推進について
・社会インフラ老朽化の解決に向けた課題
・ＩＴインフラの利活用で地域の活性化
・地域振興における多様な廃校活用と課題及び方向性
・地域鉄道の再生・活性化の事例から学ぶ
地方自治12のポイント（4）ネット選挙運動の活用は－日常活動との連動が命－
（人羅格）

地方自治
8月号 〈巻頭座談会〉地方分権の20年を振り返って（7・完）小西砂千夫/小早川光郎/

神野直彦/辻琢也/西尾勝/望月達史/山崎重孝/小川康則
地方自治法の一部を改正する法律について（上）

自治研究
8月号 論説：

・省令制定権者の職務上の義務－泉南アスベスト国賠訴訟を素材として
・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（2）－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（1）
・救急医療における法的根拠と医師等の義務の再検討（2・完）
・水循環基本法の成立と水管理法制の課題（1）
資料：平成26年度税制改正の大綱（3）

自治実務セミナー
8月号 入門講座：

・自治体の首長　首長の人事権（3）（大森彌）
・行政法講座　河川の管理（櫻井敬子）
実務講座：
・個人番号制度と地方公共団体の役割（5）
実務演習：
・市から補助を受けている者が行う政治団体への寄附
議会の活性化（橋本勇）

地方自治職員研修

8月号 特集　市民による公共活動と行政
・公共において市民と行政はどう向き合うのか
・公共政策空間における行政のあり方
・市民に向けた公共的活動への誘い～NPO法人まちづくり学校
・“つなごう地域・つなげよう気持ち”～「神幸館」
・「沖縄式」地域円卓会議のとりくみ
Topics！：行政不服審査法の全部改正と自治体の対応
法令速報：地方自治法改正/第4次一括法/地方公務員法等改正
見せます！議会の底力：議員の，議員たちの，議会事務局の，“変える”チカ
ラ（あきる野市議会）

ガバナンス
8月号 特集　市民からの提案を活かす自治体

・市民提案と正統性
・市民提案と公共サービスの再構築
・市民提案をいかに引き出すか
・住民提案を議会の政策立案に

議　　　　　　　　　　　　会

行　　　　　　　　　　　　政



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・行政サービスの効率化などを目指し，提案型事業委託制度をスタート/兵庫県
尼崎市
・協働指針に基づき，市民からの提案を市との協働事業として実施/埼玉県和光
市
・提案型市民主役事業化制度により，行政と市民の役割分担を見直し/福井県鯖
江市
スキルアップ特集：組織力を高める！マニュアル作成＆活用術
議会改革リポート【変わるか！地方議会】159－政策サポーターと議員が協働
で，集落機能強化に向けた政策提言書を作成（長野県飯綱町議会）

日経グローカル
No.247(7月7日号) 特集　全国790市，女性管理職は9.4%　[女性活用度調査]男性の育休促進などカ

ギ
FOCUS
・公共施設で広がる太陽光発電　自治体，企業に「屋根貸し」で有効活用
・団員減少・高齢化で変わる消防団　機能別に組織化，学生・女性も力に
議員提案条例のコツ－協働を進めるには　行政サービスの参入機会を広げる行
政事務会報規定を（牧瀬稔）
国会改革と地方議会改革　議会は首長の負担軽減を（片山善博）

No.248(7月21日号) 特集　海水温上昇，日本の漁獲に異変「全国調査」臨界都道府県の9割，影響を
懸念
FOCUS　動き始めた自治体の海外知財戦略
REPORT　全国市区議会調査から（1）議会改革，中小都市が健闘　三重・岩手・
京都がベスト３
議員提案条例のコツ－公益活動団体の資金援助規定　育成には財政支援必要1％
条例の制定が有効（牧瀬稔）

自治体国際化フォーラム
8月号 特集　自治体の取り組む都市のリノベーション

1.日本における都市の現状と今後
2.日本の都市の取り組み（豊橋市の中心市街地活性化の取り組み）
3.各国の都市の取り組み
・廃線を活用した都市公園開発～ニューヨーク・ハイライン公園の成功に学ぶ
～
・マンチェスター市・アンコーツ区における歴史的建造物を活用した都市再生
の取り組み
・ダンケルク砂糖市場倉庫の活用事例（フランス）
・名門復活なるか？！オックスフォードストリート（オーストラリア）
4.日本の都市が目指すべきかたち－フランスと日本における都市の刷新～パリ
の都市刷新事業～

J-LIS
8月号 特集　ビッグデータ・オープンデータの活用

・横浜市/政策局を中心に方針を定め，民間のオープンデータ活用を推進
・室蘭市/高度な情報の活用を考慮したデータ形式での配布
・富山市/全市民の分布情報をＧＩＳ上で視覚化し，都市計画に反映
・浜松市/テキストマイニングを活用し，まちの将来像を策定
・特別解説/自治体がオープンデータに取り組む際の留意点

自治体情報誌D-file
2014.6(上) ・市が生活困窮者に宿泊場所提供，ケースワーカーが就労も支援（滋賀県草津

市）
・市が水銀フリー社会へ，蛍光管や水銀含む体温計など無料分別収集（熊本
市）
・市が宿泊・日帰り型産後ケア事業，母子の健康管理と育児サポート（千葉県
浦安市）
・市が空き家の賃貸や売却支援，耐震・家財撤去・水周り改修を助成（京都
市）



雑　誌　名

号／刊月 主　　要　　記　　事
・市防犯協会がＤＶ・ストーカー被害者の一時避難に宿泊費負担（島根県益田
市防犯協会）
・県が委員会会議録を歴史的文書に指定，議会は非公開規定を改正（静岡県）

2014.6（下） ・全国初NPO法人が重度障害児専門の保育所設置，区も補助制度（東京都杉並区
/NPO法人フローレンス）
・区が大規模建物に保育所設置を条例化，事前協議義務付け（東京都台東区）
・区がシニア変身講座，高齢者に地域社会の担い手を期待（東京都豊島区）
・市が高齢者見守りで，ドア開閉など3センサーの通報システム導入（栃木県真
岡市）
・市民参加型の議会を目指して市議会白書を作成，全戸に配布（福島県会津若
松市）

自治日報
3748号 ・農業委員会権限の移譲で合意（兵庫県養父市）

・消防団中核の防災力強化で中間答申（消防審）
・新国土のグランドデザイン案を公表（国交省）

3749号 ・国保広域化で全市町と提言書（広島県）
・国保協議会の中間整理案を報告（厚労省）
・来年度概算要求基準の大枠固まる（政府）

3750号 ・認知症高齢者問題で連絡会議（鳥取県）
・特集＝電子自治体新指針で関係者座談会（木村恵太郎/伊駒政弘/市瀬英夫/井
堀幹夫/村上文洋/司会：大山永昭）

・13年度実質地方税収，4年連続増に（総務省）

3751号 ・リノベーションまちづくりを普及（北九州市）
・県・指定市の14年度予算額，1.9％増（総務省）
・資料＝人口減少問題の議論要旨（全国知事会）

地方行政
10488号 木曜隔週連載　公務員講座（15）業務イノベーションを進めるには

木曜連載　行政への苦情（22）役所のトップは誰！
10489号 月曜連載　地域防災最前線（56）地区防災計画ガイドライン（3）

分権改革　「成果」発信へ事例集＝内閣府，権限移譲や規制緩和のメリット提
示

10490号 月曜連載　地域防災最前線（57）地区防災計画ガイドライン（4）
理論と実践の創造　北海道自治体学土曜講座　第1回：自治体学とはどのような
学か

10491号 新・地域力と地域創造（1）食と農業を核に新たな産業展開＝伊賀の里　モクモ
ク手づくりファーム（三重県）
木曜連載　行政への苦情（23）今さらではない現実とクレーマーの正体
農政ウォッチング　無人化危惧集落，50年に5倍－農林水産政策研究所が予測

10492号 木曜隔週連載　公務員講座（16）公務員制度の特徴と課題
木曜連載　行政への苦情（24）介護士をめぐり新たな苦情が活発に
六団体（全国知事会議）：
・少子化で「非常事態宣言」
・「即効薬ない」のが悩み（人口減対策）

10493号 月曜連載　地域防災最前線（58）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（1）
佐賀で全国知事会議：「少子化非常事態宣言」採択＝対策の抜本強化求める
食品廃棄物の再生利用推進＝環境省，理解促進へ市町村向けセミナーも

10494号 連載　新・地域力と地域創造（2）地域連携のお手本「さいさいきて屋」＝愛媛
県今治市
京都の1位獲得は「快挙」－米国の旅行雑誌トラベル・アンド・レジャーで読者
投票ランキング1位にー（国土交通省）
木曜連載　行政への苦情（25）議員の舌禍
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地方財務
8月号 特集　公共施設等総合管理計画策定にあたって

・計画策定にあたっての留意点
・公共施設の再配置とPFI-キーワードは住民合意
今月の視点
・「基本方針2014」と平成27年度およびそれ以降の地方財政
・政策づくりの理論と実践入門（中）
・指定管理者制度の地域への波及効果
・自治体温暖化対策の新展開（5）スマートシティの現状と展開
別冊：事業別地方債実務ハンドブック　平成26年度版

厚生労働
8月号 特集　超高齢社会への処方箋　持続可能な介護保険制度をつくる

・今回の介護保険制度改革で私たちの介護はどう変わるのか？
・2025年の介護を考える　サービスのあり方の基本は「自立支援」
地域発～未来社会への試み～（福岡県北九州市）ICTを利用した情報共有システ
ムを導入　患者の状況把握の容易さなどが利点

地球環境とエネルギー

8月号 特集　水ビジネス最新動向！世界に挑む日本のウォーター企業
・世界の「水ビジネス」最新動向
・海外で活躍するには思い切った企業統合が必要
・下水再生処理用逆浸透膜技術の進展～シンガポールにおける実証事例～
・ナガオカの海外水ビジネスの取り組みと戦略
・世界中の水に恵まれない人たちに安全な水を！
海外ニュース
月刊環境自治体eco通信

都市問題
8月号 特集1　“地元”意識を考える

・「方言」が価値を持つ時代
・ご当地キャラクターの背景にあるもの
・現代の若者にとっての「地元」
・スポーツにおける“地元”意識
特集2　流通業と都市の形成
・地方都市商店街の再生を考える
・公共空間化するコンビニ
川崎市自治基本条例ーその内容と制定過程についてー
埼玉県における当初の区域区分設定作業と「市街化区域」のかたち
インタビュー：漂流物に魅せられて（石井忠）

地域開発
8月号 特集　ランク付け・指標化される都市と地域

・地域を指標化する意義と課題
・自治体の「幸せ指標」の現状と今後への期待
・熊本県民の幸福量を測る総合指標「県民総幸福量（AKH）」の算出とその活用
・「住みよさランキング」高まる自治体での注目度
・高齢者人口，生産年齢人口などの推移から2040年の自治体財政をシミュレー
ション

建　　　築　・　都　　　市

財　　　　　　　　　　　　政

厚　　　生　・　労　　　働　・　環　　　境
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河川
7月号 特集　地域・市民との連携・協働

・河川における地域・市民との連携を巡る最近の動き
・いい川・いい川づくりワークショップにみる地域と協働
・子ども水防団の訓練
・全国の一級水系における河川市民団体の取組み
・平成25年度全国水生生物調査の結果について
・身近な水環境の全国一斉調査
・市民による有害帰化植物駆除活動

財界九州
8月号 総括「九州・沖縄のトップ人事2014」

地方自治体の貴重な自主財源　九州でも活用進む「ふるさと納税」
シリーズ再編（5）攻めの農業実現に向けて“避けられない”農協改革
活力企業2014：成長を続ける企業はここが違う-その成長戦略を探る

九州経済調査月報

8月号 地域発インフラ輸出
・水とエネルギーをコア技術に長崎から全国・海外へ
・九州地域におけるインフラシステム輸出
・都市間連携を活用したグリーンシティ輸出
価値創造の源流　工房まる（福岡市）～障がい者アートで社会と人との“間”
を変える
ミシュランガイドによる欧州殴り込み大作戦！

調査月報
8月号 中小企業による新事業成功のポイント

スポーツツーリズムによる日本経済の活性化
巨大新興市場が促す日本をアジアの生産体制の変化
障害者の能力を生かし農業を通じて就労を支援
他にない食文化を活かし全国展開を目指す

産　　　業　・　経　　　済


