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市民参加の新展開  
   世界で広がる市民参画予算の取組み 

        兼村高文 他／イマジン出版 
 市民が予算編成に直接関与する市民参加予算
について，ブラジル，イタリア，イギリス，ア
メリカの事例を解説します。市民と議会が一体
となってよりよい地域をつくる手法を世界の動
向や国内の現状から詳細に解説しています。 

空き家の手帖  
     放っておかないための考え方・使い方 

六原まちづくり委員会＋ぽむ企画／学芸出版社 
 地元の空き家に悩んだ住民自らが，実体
験をもとにイラストと会話形式でまとめた
空き家対策です。空き家とは何か?に始ま
り，片付けの心得，活用のノウハウ，相続
や耐震改修への素朴な疑問，お金の心配に
も答えています。 

スポーツのちから  
  地域をかえるソーシャルイノベーションの実践 

     松橋崇史 他／慶応義塾大学出版会 
 Jリーグで多くの観客動員を誇る松本山雅FC
を生んだ長野県松本市や，入湯税を活用して女
子サッカーチームを支援する岡山県美作市，岩
手県岩手町のホッケーチームなどの成り立ちや
仕組みを分析。地域を元気にする「ソーシャル
イノベーション」をスポーツで行っている例を
紹介します。 
  



著  編  者   出版社
価格

（税抜）
分類番号

総　　　記

内野　安彦
日外アソシ
エーツ

¥2,300 10.20

観光資源としての博物館
中村　浩・
青木　豊

芙蓉書房出
版

¥2,500 69.02

社 会 科 学

縣　公一郎・
藤井　浩司

早稲田大学出
版部 ¥3,500 317.10

行政機構図　平成28年度版
行政管理研
究センター

行政管理研究
センター ¥2,500 317.20

地 方 自 治

宮沢　昭夫 公人の友社 ¥2,400 318.40

ダイバーシティ時代の行政学
多様化社会における政策・制度研究

書   　　 　　 名　　　　―副　題―

図書館はまちのたからもの
－ひとが育てる図書館－

「政務活動費」ここが問題だ
改善と有効活用を提案

 岩 波 新 書 に つ い て 
 

  1938年に岩波書店から創刊された岩波新書は，
表紙の色を赤，戦後は青，1977年には黄色，
1988年には新赤版として，多彩なジャンルの本
を発行しています。現在では，刊行書目が3000
点を越えています。 
 市会図書・情報室では，1977年から現在まで
に発行されている岩波新書を所蔵しています。新
刊も随時配架していますのでぜひご覧ください！ 

新着図書案内 

今月のトピックス 



財　　　政

橋本　勇 ぎょうせい ¥5,093 349.30

兼村　高文
イマジン出
版

¥1,200 349.40

月刊「地方財
務」編集局 ぎょうせい ¥2,500 349.40

社　　　会

六原まちづくり
委員会＋ぽむ企
画

学芸出版社 ¥1,000 365.30

自 然 科 学

せまりくる「天災」とどう向きあうか 鎌田　浩毅
ミネルヴァ
書房

¥1,800 450.98

産　　　業

日本の食をとりまく社会と人 阿部　亮 筑波書房 ¥1,600 611.30

芸　　　術

松橋　崇史・金
子　郁容・村林
裕

慶応義塾大学
出版会 ¥2,400 780.13

六　　　法

地方税法(法律篇)　平成28年度
地方税制度
研究会

地方財務協
会

¥4,167 六法

白　　　書

厚生労働白書　平成28年版 厚生労働省
全国官報販売
協同組合 ¥3,150 白書

議会改革白書　２０１６年版
廣瀬克哉・自治
体議会改革
フォーラム

生活社 ¥3,500 白書

自治体財務の実務と理論
－違法・不当といわれないために

市民参加の新展開
世界で広がる市民参加予算の取組み

[八訂]地方公共団体
歳入歳出科目解説

スポーツのちから
地域をかえるソーシャルイノベーションの実践

空き家の手帖
放っておかないための考え方・使い方



便　　　覧

市町村役場便覧 平成29年版
日本加除
出版

日本加除
出版

¥3,700 便覧

要　　　覧

全国市町村要覧　平成28年版
市町村要覧
編集委員会

第一法規 ¥4,000 要覧

寄　　　贈

國枝
克一郎

289.10

岩 波 新 書

読んじゃいなよ！ 高橋　源一郎 岩波新書 ¥980 岩波新書

新しい学力 斉藤　孝 岩波新書 ¥820 岩波新書

密着　最高裁のしごと 川名　壮志 岩波新書 ¥840 岩波新書

パブリック・スクール 新井　潤美 岩波新書 ¥820 岩波新書

夏目漱石 十川　信介 岩波新書 ¥840 岩波新書

ボクの82歳の自分史



京都市会手帳　２０１７ 京都市会事務局

さっぽろ市議会だより　№112 札幌市議会事務局

仙台市議会だより　第174号 仙台市議会広報委員会

市議会だよりさいたま　№67 さいたま市議会

ちば市議会だより　№９４　 千葉市議会

しずおか市議会だより　№５８ 静岡市議会事務局

はままつ市議会だより　第168号 浜松市議会事務局

神戸市会だより　　№191 神戸市会事務局

岡山市議会

市政概要　平成28年版 広島市議会事務局

ひろしま市議会だより　第268号 広島市議会事務局

市政概要　２０１６年度（平成２８年度）版 福山市議会事務局

くまもと市議会だより　　vol．20 熊本市議会広報委員会

国立国会図書館年報　平成27年度 国立国会図書館総務部

大気汚染常時監視測定結果　平成27年度版（2015年度） 京都市衛生環境研究所

(財)明るい選挙推進協会

Nomos　増刊号　2016年９月 関西大学法学研究所

季刊　DBJ　金融力で未来をデザインします
(日本政策投資銀行広報誌　2016.10　№33)

Voters 考える主権者をめざす情報誌 №３４

日本政策投資銀行

総合企画局市長公室

岡山市議会だより　№８８　


平成２９年　国の予算・施策に関する緊急提案・要望

新着資料案内 



ジリキで未来を拓く

　　　　　　　　　　　　     「後払い制」を条例化(京都府京丹後市)

(議会)市が政務活動費を後払いに，

　　　　　　　　　　領収書HP公開など透明性も確保(福岡県福岡市)

(自治体出版・広報)市政情報を利用者が選んで受信，

　　　　　　　　　　　　市とLINEが情報発信で協定(福岡県福岡市)

(総務)外国住民多い３区役所窓口でテレビ電話通訳，

　　　　　　　　　　　　　　　好評で継続事業に(神奈川県横浜市)

　企業，人，産業を引き寄せる 秋田県の底力。

深層リポート　JR九州　〝脱鉄道″の成算

賢人の戦略

　○田園回帰と農山村再生　○日本ワインと地域の力

リポート　首長から見た議会と議員

　独自思考を生む情報収集の極意 石破 茂／衆議院議員 ほか

都市問題
　　　（１２月号）

特集１　農山村再生を考える

週刊　東洋経済
　　（１２／１０号）

Business　ASPECT　秋田県

Ｄ－ｆｉｌｅ
　　　　（１０月下旬号）

日経グローカル
　　　　（１２／５号）

特集　広がる公共建築物の木造・木質化

　政活費，監視強化・情報公開求める 議会活性策は新規参入促進を重視

　国・自治体主導で需要喚起，木造率が初の１割超

地方議会人
　 　　　（１１月号）

　空き家活用は住民の取り組みがあってこそ

　○空き家法の実施と条例対応

　○自治体とＮＰＯの協働による空き家バンクの取組み

　○都市公園の可能性を広げ深めるために ○都市公園法が担ってきたもの

特集２　都市公園の使われ方

特集　空き家適正管理の推進

人口減少・地域再生に挑む⑳／吉田直幸

　帰農希望者と地域を結び移住の拡大を図る―千葉県鴨川市

特集　自然災害に向き合う自治体

　○自治体は「想定外の災害」にどう向き合うか

　○自治体に求められる災害へのレジリエンス

　住民主導！空き家を放っておかない考え方・使い方  六原まちづくり委員会

巻頭言・地方自治に思う

　　　　　　　　　　　ワールドカップ向け魅力発信(埼玉県熊谷市)

特集　自治体ツーリズム×○○

　○アートツーリズムと自治体文化戦略

ガバナンス
　　　       （１２月号）

　○自治体観光政策とまちの未来図

地方自治職員研修
　　　　 （１２月号）

Ｄ－ｆｉｌｅ
　　     （１０月上旬号）

(議会)市議会が政務活動費支給を実費精算で，

(環境・廃棄物)市が食品ロス対策強化，

　　　　　　　スーパーに啓発カードや食べ切りレシピ(広島県広島市)

(社会体育)市が動画サイト「ラグビー応援団」開設，

新着雑誌紹介（五十音順） 


