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議会改革の第２ステージ  信頼される議会づくりへ 

        江藤俊昭／ぎょうせい 
 約７０自治体の先進事例を取り上げ，議
会改革を住民福祉の向上へつなげるための
手法を具体的に解説しています。選挙権年
齢引き下げに伴う主権者教育，市民教育な
どについても言及しています。 

スポーツの経済学  
  2020年に向けてのビジネス戦略を考える 

        小林至／ＰＨＰ研究所 
 東京大学出身のプロ野球選手として有名
な著者が，選手経験，球団経営経験，留学，
現地視察経験など，多彩な視点から今後の
スポーツビジネス界の成功の法則を考えま
す。また，日本の現状と課題を世界との比
較で研究しています。 

自治体政策への提言 学生参加の意義と現実 

          今川晃／北樹出版 
 自治体が学生の視点を期待する政策
フォーラムが各地で生まれているなか，
学者・自治体・学生が政策フォーラムの
意義と課題を問い，相互に学ぶ場として
の可能性を提示しています。 



著   　編　　者   出版社
価格

（税抜）
分類番号

総　　　記

小島 浩之　
日本図書館
協会

¥1,700 14.70

歴史・地理

古地図で歩く古都・京都 天野 太郎 三栄書房 ¥1,300 291.62

総　　　記

NIRA　総合研
究開発機構

時事通信社 ¥900 304.00

地 方 自 治

今川 晃 北樹出版 ¥2,000 318.00

武田 正孝 学陽書房 ¥1,900 318.30

いちばんやさしい地方議会の本 野村 憲一 学陽書房 ¥1,900 318.40

江藤 俊昭 ぎょうせい ¥2,700 318.40

新保　浩一郎 ぎょうせい ¥3,000 318.50

自治体政策への提言
学生参加の意義と現実

議会改革の第2ステージ　信頼される
議会づくりへ

ケーススタディ　図解 自治体政策法務
こんなときどうする行政課題の解決法

書   　　 　　 名　　―副　題―

JLA図書館実践シリーズ27　図書館
資料としてのマイクロフィルム入門

スッキリわかる！
地方公務員法のきほん

日本の課題を読み解く わたしの構想！
中核層への90のメッセージ

今月のトピックス 

新着図書案内 

 京都市では，『健康長寿のまち・京都』を実現
するために，市民団体や企業等が参加する「健康長寿
のまち・京都市民会議」との連携を行い，「身体活
動・スポーツ」や「食」に関する取組を通じた健康づ
くりを推進しています。 
 市会図書・情報室では，『健康長寿』をテーマに，
１１月中旬から特集コーナーを開設します。 
 お気軽にお越しください！！ 



経　　　済
内閣府経済社会総合
研究所　国民経済計
算部

内閣府 ¥7,900 332.10

財　　　政

窪田 修
東洋経済新
報社

¥2,600 342.10

地方財務協会
地方財務協
会

¥4,075 349.50

地方財務協会
地方財務協
会

¥1,945 349.50

社　　　会

岩船 昌起 古今書院 ¥2,800 369.31

教　　　育

小玉 重夫 勁草書房 ¥2,900 371.30

上杉孝實・香川
正弘・河村能夫

ミネルヴァ
書房

¥3,800 379.00

自 然 科 学

八木 晃介 批評社 ¥3,000 498.00

技　　　術

山崎 達雄 彩流社 ¥2,200 518.52

海南 友子 高文研 ¥1,300 540.90

平成２５年度　県民経済計算年報
平成２８年版

被災者支援のくらしづくり・まちづく
り　仮設住宅で健康に生きる

改正　地方税制詳解
平成２８年（月刊「地方税」別冊）

大学はコミュニティの知の拠点となれ
るか　少子化・人口減少時代の生涯学習

ママと若者の起業が変えた
ドイツの自然エネルギー

生老病死と健康幻想
生命倫理と優生思想のアポリア

教育政治学を拓く
18歳選挙権の時代を見すえて

ごみとトイレの近代誌
絵葉書と新聞広告から読み解く

地方税関係資料ハンドブック
平成２８年（月刊「地方税」別冊）

図説　日本の財政
平成２８年度版



産　　　業

藤森 隆郎 築地書館 ¥1,800 652.10

芸　　　術

上田 假奈代
フィルム
アート社

¥1,700 706.00

小林 至
ＰＨＰ研究
所

¥2,200 780.00

言　　　語

小田 順子 学陽書房 ¥1,800 816.40

白　　　書

観光白書 平成２８年版
国土交通省観光
庁

昭和情報プ
ロセス

¥1,852 白書

厚生労働省
勝美印刷株
式会社

¥2,407 白書

寄　　　贈

ビジネス支援図
書館推進協議会

ビジネス支援図
書館推進協議会 15.00

文部科学省生涯
学習政策局

文部科学省生涯
学習政策局社会
教育課

16.21

釜ヶ崎で表現の場をつくる喫茶店，
ココルーム

スポーツの経済学　2020年に向けて
のビジネス戦略を考える

図書館があなたの仕事をお手伝い。
図書館員によるビジネス課題への回答事例集

図書館実践事例集　～人・まち・社会を
育む情報拠点を目指して～

労働経済白書 平成２８年版
―誰もが活躍できる社会の実現と労働生産性
の向上に向けた課題

公務員のSNS・文章術
悩まず書ける!伝わる!

林業がつくる日本の森林

http://www.city.kyoto.jp/shikai/img/joho/matakichi/gallery/matakitiwakuwaku2.jpg


市政のあらまし　平成28年度版 京都市会事務局

平成２７年度　京都市税務統計書 京都市行財政局税務部税制課

保健統計年報　平成27年 京都市上京保健センター

参議院事務局

向日市議会

ヨコハマ議会だより　№102　 横浜市会議会局

議会かわさき　第11１号 川崎市議会議会局

さがみはら市議会だより　第195号 相模原市議会

名古屋市会

北九州市議会だより　№215 北九州市議会事務局政策調査課

議会要覧　平成28年版　 福岡市議会事務局

議会月報　第57巻　第6号　通号665号 福岡市議会事務局

議会月報　第57巻　第７号　通号666号 福岡市議会事務局

ふくおか市議会だより　№１２３平成28年8月 福岡市議会事務局調査法制課

議会調査レポート　第１８号 福岡市議会事務局調査法制課

市議会だより　いわくら　平成28年　№204 岩倉市議会

世田谷区政概要　2016 世田谷区政策経営部広報広聴課

第177回　経営経済動向調査 京都商工会議所

事業概要　平成28年度 京都市都市整備公社

皇室　Our Imperial Family　平成28年秋７２号 日本文化興隆財団

自治体国際化協会

全国市民オンブズマン連絡会議

第一法規株式会社

関西ハンドブック　平成２８年度版 （株）日本政策投資銀行

Nomos　第38号　2016年6月 関西大学法学研究所

『情報公開の実務』『個人情報保護の実務』別冊
　IP vol.38

参議院審議概要　第１９１回国会(臨時会)
平成２８年(２０１６年)８月１日～８月３日

第23回全国市民オンブズマン香川大会
ふぅがわるいで，政務活動費！

自治体国際化フォーラム　2014．10　VOL.300
特集　スポーツを活用した地域活性化の取り組み

むこう市議会だより　223号

議会の活動　広報なごや市会だより　臨時号
－「なごや　子ども市会」特集号－

新着資料案内 



　基礎知識と地域避難所など掲載（福岡県福岡市・他）

　　　　市立大など連携し３５％省エネ（大阪府大阪市）

特集　2015年の市区町村別出生率

　産み・育てやすい街，子育て環境と雇用カギ

Ｆｏｃｕｓ　全国議会調査　議員報酬と政務活動費

　自治体の規模で大幅な格差 政活費公開に消極的姿勢目立つ

日経グローカル
　　（１０／１７月号）

D-file
　　（９月下旬号）

週刊 東洋経済
　　   （１１／１２号）

D-file
　　（９月上旬号）

（議会）県議会ＨＰに高校生専用ページ「若者ひろば」

　　　　　　　　　　を開設，疑問に答える（群馬県）

（教育一般）市が困窮世帯負担軽減へ高校奨学金を

　　　　　入学前に支給，条例改正（神奈川県川崎市）

（住宅・都市計画）全国初 市が無電柱化を条例で

ガバナンス
　　　       （１１月号）

　○民主主義は納得のプロセス

地方自治職員研修
　　　　 　（１１月号）

　○阪神淡路大震災から学ぶ災害に強い自治体

　○エクセレント自治体の議会とは

　○エクセレント＝卓越した自治体とは

（防災・消防）市とＮＴＴが防災電話帳を全戸配布，

　○所在者不明の土地に係る制度的・経済社会的背景

　○地籍調査の課題

特集　地域力を高める「納得」のプロセス

　○「対話」により合意を「生成」し「地方創生」を

（保健・衛生・医療）国保加入者対象，市が健康づくり

都市問題
　　　　（１１月号）

特集　自治体の土地利活用のために

　○農地・山林の不在村地主問題への対策とその課題

　○地方都市における低・未利用地対策とその課題

　○多数共有地の現状と認可地縁団体制度

　　実施に商品券贈呈するポイント（愛知県名古屋市）

　○日米同盟の明日　同盟解体でかかるおカネ

自治・地域再興⑳「定住型社会」に向けて発想の転換を

　（京都大学こころの未来研究センター教授　広井良典）

特集　エクセレント自治体の条件

　義務付け，対象区域外も埋設促す（茨城県つくば市）

　○日米経済の焦点　米国に振り回される「円」

　○日米関係の総点検　証言で学ぶ日米の70年

　○図解　日米関係をめぐる３つの焦点

第１特集　 日米関係の大不安

（環境・大気）市が地下水循環で冷暖房の実証実験，

新着雑誌紹介（五十音順） 


