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地方議員が開く「政策の窓」
-地方議員への“政策”アイデア１２- 牧瀬稔／中央文化社

地方創生を進めるにあたり，今後注目を集
めると思われる政策の事例を紹介しています。
また，政策事例を実現するための議会質問の
ポイントや，政策事例に関連する条例も紹介
しています。市町村議員が政策創生を進めて
いくためのヒントが，12章に分けて具体的に
解説されています。

教育劣位社会 教育費をめぐる世論の社会学

矢野眞和 他／岩波書店
海外には，中等教育，大学教育が無償であ

る国も少なくありません。しかし，日本は教
育熱心なのに教育にかける公的支援が少なく，
親負担主義が根強いのはなぜか。その答えに，
画期的な社会調査をもとに，日本人の教育負
担についての考え方を探り，今後の社会的な
議論へとつなげています。

ドイツの地方都市はなぜクリエイティブなのか
質を高めるメカニズム 高松平藏／学芸出版社

人口約10万人の地方都市でありながら，
GDPがドイツ全体の都市平均の２倍以上で、
ドイツの都市で１位と評される創造力をもつ
エアランゲン市。外国にルーツを持つ市民が
多く，700以上のNPOがパブリックサービ
スを担い，行政・企業・市民の連携が日常化
する社会。その経済力と創造力はいかにして
生み出されるのかを探ります。



著   　編　　者   出版社
価格

（税抜）
分類番号

総　　　記

片山善博，糸賀
雅児

頸草書房 ¥2,300 11.10

地 方 自 治

今井照 学陽書房 ¥1,900 318.00

自治体法務検定
委員会

第一法規 ¥2,800 318.10

地域内分権で地方消滅を跳ね返せ！ 横山忠始
ぎょうせ
い

¥1,852 318.28

牧瀬稔
中央文化
社

¥2,000 318.40

高松平藏
学芸出版
社

¥1,900 318.90

書   　　 　　 名　　　　―副　題―

自治体法務検定　公式テキスト
基本法務編　平成２８年度　検定対応

図解　よくわかる　地方自治のしくみ
＜第5次改訂版＞

地方議員が開く「政策の窓」
―地方議員への“政策”アイデア１２―

ドイツの地方都市はなぜクリエイティ
ブなのか　質を高めるメカニズム

地方自治と図書館
「知の地域づくり」を地域再生の切り札に

新着図書案内

今月のトピックス

生み出されるのかを探ります。

朝日新聞(別刷り) GLOBEのご紹介
３月５日発行の，朝日新聞別刷りGLOBEにおいて，

『国境を超える電力』をテーマに，デンマークや
ノルウェー，リトアニアやラオス等の電力システム
や再生エネルギーへの取組，日本と海外の電力網の
これからについて掲載されています。

また，新着資料「季刊 DBJ」では『再生可能エネ
ルギーの未来』について特集されています。

市会図書・情報室で保管していますので，
ぜひご覧ください！



経　　　済

吉川洋 中公新書 ¥760 332.10

財　　　政

改正地方財政詳解　平成２８年度 地方財務協会
地方財務
協会

¥5,463 349.00

ふるさと納税の理論と実践
保田隆明，保井
俊之

事業構想
大学院大
学出版部

¥1,800 349.50

社　　　会

フランスはどう少子化を克服したか 髙崎順子 新潮社 ¥740 364.10

自治体の「困った空き家」対策
ちば自治体法務
研究会

学陽書房 ¥2,400 365.31

女性が活躍する社会の実現 加藤久和
中央経済
社

¥3,400 366.38

貧困児童　子どもの貧困からの脱出 加藤彰彦 創英社 ¥1,200 369.40

慎泰俊
ちくま新
書

¥780 369.43

教　　　育

教育劣位社会
矢野眞和 濱中淳
子　小川和孝 岩波書店 ¥2,500 371.30

技　　　術

伊藤正人 和泉書院 ¥1,200 521.80

テクノロジーは貧困を救わない 外山健太郎
みすず書
房

¥3,500 548.00

京町家を愉しむ　行動建築学から見る
町家の再生と暮らし

ルポ　児童相談所
一時保護所から考える子ども支援

人口と日本経済
長寿，イノベーション，経済成長



産　　　業

地方創生大全 木下斉
東洋経済
新報社

¥1,500 601.10

別冊　Ｄｉｓｃｏｖ
ｅｒ　Ｊａｐａｎ－
ＬＯＣＡＬ

枻(えい)
出版社

¥1,600 674.30

六　　　法

社会福祉六法　平成２９年版　Ⅰ

社会福祉六法　平成２９年版　Ⅱ

年　　　鑑

総務省統計局
日本統計協
会　毎日新
聞出版

¥14,500 年鑑

寄　　　贈

孝明天皇奉祀奉賛会誌 井上幸治 平安神宮 寄贈 288.40

岩 波 新 書

寺島　実郎 岩波新書 ¥760 岩波新書

金成隆一 岩波新書 ¥860 岩波新書

高見勝利 岩波新書 ¥820 岩波新書

シルバー・デモクラシー
戦後世代の覚悟と責任

¥5,900

¥4,723

新日本
法規

社会福祉法規
研究会

地方財務協会
地方財務

協会

六法

六法

地域ブランドデザイン集　地域を動か
すデザインの仕組み，見つけます

地方税法　令規通知篇　Ⅱ
平成２８年度

地方税法　令規通知篇　Ⅰ
平成２８年度

ルポ　トランプ王国

憲法改正とは何だろうか

第六十六回　日本統計年鑑　平成２９
年



京都市埋蔵文化財研究所　

京都市埋蔵文化財研究所　

京都市埋蔵文化財研究所　

京都市埋蔵文化財研究所　

京都市埋蔵文化財研究所　

京都市埋蔵文化財研究所　

京都市埋蔵文化財研究所　

京都市北保健センター

京都市衛生環境研究所

京都市環境政策局地球温暖化対策室

京都市交通局

京都府政策企画部企画統計課

総務省自治行政局行政課

市政のしおり　平成２９年１月 仙台市議会事務局

仙台市議会便覧　平成２８年 仙台市議会

ちば市議会だより　№９５　 千葉市議会

議会かわさき　第１１２号 川崎市議会

さがみはら市議会だより　第１９６号 相模原市議会

議会の活動　広報なごや市会だより　第１５４号 名古屋市会

大阪市会だより　平成29年２月号 大阪市会事務局政策調査担当

岡山市議会だより　GIKAI－STYLE　 №８９ 岡山市議会

北九州市議会関係例規集 北九州市議会事務局議事課

議会の手引 北九州市議会事務局政策調査課

北九州市議会書式例集 北九州市議会事務局政策調査課

調査　平成２９年度予算号２０１７・２　№１５９ 北九州市議会事務局政策調査課

『情報公開の実務』『個人情報保護の実務』別冊　IP vol.３９ 第一法規株式会社

ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ　ＦＯＲＵＭ　京都総研四季報　№１１５ 京都総合経済研究所

日本政策投資銀行

平安京左京五条三坊十町跡・烏丸綾小路遺跡　２０１５－７

特別史跡・特別名勝　鹿苑寺（金閣寺）庭園　２０１５－９

平安京左京一条四坊九町跡・公家町遺跡　２０１５－１３

平安京左京四条三坊四町跡・烏丸綾小路遺跡　２０１５－１５

平安京右京六条四坊一町跡・西京極遺跡　２０１６－１

平安京右京七条一坊七町跡　２０１６－２

法住寺殿跡　２０１６－３

保健統計年報　平成２７年

京都市衛生環境研究所年報　第８２号　平成２７
年度

京都市の地球温暖化対策　２０１６(平成２８)年
度版

統計でみる　府民のくらし　平成２８年度版

地方議会活性化シンポジウム２０１６
～１８歳選挙権を契機に，地方議会はいかに変われるか～　開催報告書

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　20１７．１　№３４)

京都市交通事業白書（事業概要）　平成２７年度

新着資料案内



特集　大災害と自治体職員の対応力

　○自治体職員のレジリエンス

　○大災害と自治体間連携-マネジメントのあり方を中心に

　現地に行かず，「テレビ会議」で“視察” 大津市議会公共施設対策特別委員会

特集　第三者評価と福祉サービスの質の向上

　○対談 福祉を必要とする人々への権利擁護と第三者評価

人と人をつなぐ実践

　○地域に溶け込む新しい実践をめざして

六年後の現実

　○「除染」が壊した地方自治 福島県伊達市ルポ

　○8人のキーパーソンが語る 地方創生・8つの視点

　○新・公民連携 円卓会議 2016 地方創生を本音で徹底議論する

見せます！議会の底力

　○「笑顔・真剣・信頼」の取手市議会 取手市議会

新しい事業のつくり方

　○”地域の足をどうする？”ニーズに合った地域内公共交通の導入 那覇市

(文化・社会教育）全国初　市が閲覧充実させ貸出しない

　　　　　　　　　　　　　　　課題解決型図書館開設(北海道札幌市)

(交通・港湾）市が地下鉄全駅職員の

　　　　　　　　　　　　介助士資格取得100％目指す(大阪府大阪市)

特集　ふたつの震災へのまなざし

　○惨事便乗型復興を乗り越える‐６年かけて見えてきた課題

[熊本地震]

地域発電でまちづくり みやまスマートエネルギー(福岡県みやま市)

　○地域新電力の支援に尽力 自治体連携で再生エネ融通

　○新規・既存建築と官・民資産の組み合わせ

　　　　　　まちを変える，エリア全体の価値向上策

世界
　 （３月号）

　○新しい学習指導要領は子どもの学びに何を与えるか

　○アクディブ・ラーニングは可能か

　○何が教育の自由と中立性を担保するか

月刊福祉
　　　　 （３月号）

　○資料 福祉サービス第三者評価のQ＆A

　○介護者を地域で支える

ガバナンス
　　　       （３月号）

Governance　Topics

日経グローカル
　　　   （３／６号）

特集　固定資産評価額が示す格差

　○299団体は公示地価の３割未満

人口減少時代の「正しい開発」第７回(最終回)

特集　「学び方改革」への視座

日経ビジネス　別冊
　　    　  （2／２７号）

日経BP総合研究所リポート 2016-17

　○シティブランド・ランキング‐住んでみたい自治体編‐

地方自治 職員研修
　　　　（３月号）

D-file
　　（１月号）

(議会)900の地方議会が議員の年金制度整備求める意見書(共同通信社)

都市問題
　　　　　（３月号）

 [東日本大震災] 

　○熊本市内悉皆調査の結果からみた避難所環境と運営の実態と課題

新着雑誌（五十音順）


