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子育て支援と経済成長
柴田悠／朝日新聞出版

現在の日本に最も必要とされるのは「保育サー
ビスを中心とした子育て支援」であり，保育サー
ビスに1.4兆円つぎ込めば，経済成長率は0.64%
上がり，子どもの貧困率は2.2%下がると著者は
述べています。保育費・教育費・医療費無償化を
試算し，先進国の成功例をヒントに独自のデータ
分析から新たな提案をしています。

都市計画変革論 ポスト都市化時代の始まり
小林敬一／鹿島出版会

都市計画法(新法)ができてからの小史を振
り返り，都市計画，特にその中核にあるマス
タープランについて，どこに問題があるのか
を考察します。そして，これからのポスト都
市化時代の都市計画を考えるにあたっての諸
条件をまとめ，こうした諸条件に適う都市計
画の今後についてまとめています。

日本の観光 きのう・いま・あす 現場からみた観光論

須田寬／交通新聞社
「産業観光」等の新しい観光を提唱し，商工

会議所，日本観光振興協会などで，永年，観光
の仕事に携わってきた著者が，日本の観光の
「きのう・いま・あす」を探ります。『観光客
も観光地側もお互いが「観光するこころ」を
もって一体化する』それが今後の地域づくり，
「観光立国」の基盤と強調しています。



著   　編　　者   出版社
価格

（税抜）
分類番号

哲　　　学

京都仏教会
丸善プラ
ネット

¥1,800 185.6

地 方 自 治

中山徹
自治体研
究社

¥1,100 318.0

新規採用研修研究
会 学陽書房 ¥2,300 318.3

森幸二
ぎょうせ
い

¥2,300 318.5

書   　　 　　 名　　　　―副　題―

古都税の証言
京都の寺院拝観をめぐる問題

人口減少と公共施設の展望
[公共施設等総合管理計画]への対応

第２次改訂版
自治体職員スタートブック

自治体法務の基礎と実践
～法に明るい職員をめざして～

新着図書案内

今月のトピックス

雑誌「月刊福祉」のご紹介
市会図書・情報室では，平成２８年

２月から定期購読の雑誌として「月刊福
祉」を購入しています！

「月刊福祉」は，社会福祉をめぐる諸
課題，制度・政策の動きや，地域におけ
るさまざまな実践事例などの最新情報を
紹介しています。ぜひご覧下さい。

月刊福祉
（全国社会福祉協議会）



社　　　会

中央法規
中央法規出
版株式会社

¥2,800 364.0

駒崎弘樹 筑摩書房 ¥760 366.7

石田浩 監修／佐
藤香 編 頸草書房 ¥2,800 367.6

池上彰 監修／稲
葉茂勝 著

ミネル
ヴァ書房

¥1,800 368.2

山下祐介 岩波書店 ¥2,600 369.3

子育て支援と経済成長　 柴田悠
朝日新聞
出版

¥760 369.4

浅井春夫
自治体研
究社

¥2,300 369.4

教　　　育

春日市教育委員会
春日市立小中学校

ぎょうせ
い

¥1,800 371.5

松井典夫
ミネル
ヴァ書房

¥2,200 374.9

自 然 科 学

岩本康志 鈴木
亘 両角良子 湯
田道生

東京大学
出版会

¥4,500 498.1

技　　　術

河野博子
中央公論
新社

¥780 501.6

小林敬一
鹿島出版
社

¥2,700 518.8

環境概論　第２版 勝田悟
中央経済
社

¥2,600 519.0

猪熊純
成瀬友梨

学芸出版
社

¥3,200 525.1

集合住宅　二〇世紀のユートピア 松葉一清 筑摩書房 ¥820 527.8

里地里山エネルギー
自立分散への挑戦

シェア空間の設計手法
49事例の空間構成

都市計画変革論
ポスト都市化時代の始まり

社会保障の手引　＜施策の概要と基礎
資料＞平成２９年版

働き方革命
―あなたが今日から日本を変える方法

格差の連鎖と若者３
ライフデザインと希望

シリーズ　貧困を考える２
昔の貧困・今の貧困

「復興」が奪う地域の未来
東日本大震災・原発事故の検証と提言

「子どもの貧困」　解決への道
実践と政策からのアプローチ

市民とともに歩み続けるコミュニ
ティ・スクール 「社会に開かれた教育課程」の推進

どうすれば子どもたちのいのちは守れ
るのか 事故・災害の教訓に学ぶ学校安全と安全教育

健康政策の経済分析
レセプトデータによる評価と提言



産　　　業

佐藤真一
枻(えい)
出版社

¥1,500 601.1

枻(えい)
出版社

¥1,600 601.1

枻(えい)
出版社

¥1,800 601.1

須田寬
交通新聞
社

¥800 689.2

芸　　　術

二宮雅也 悠光堂 ¥1,200 780.1

要　　　覧

國會議員要覧　平成二十九年二月版 中島孝司
国政情報
センター

¥2,720 要覧

岩 波 新 書

裁判の非情と人情 原田國男 岩波新書 ¥760 岩波新書

歩く，見る，聞く　人びとの自然再生 宮内泰介 岩波新書 ¥780 岩波新書

系外惑星と太陽系 井田茂 岩波新書 ¥820 岩波新書

北原白秋　言葉の魔術師 今野真二 岩波新書 ¥880 岩波新書

三谷太一郎 岩波新書 ¥880 岩波新書

シリア情勢　―終わらない人道危機 青山弘之 岩波新書 ¥780 岩波新書

川島真 岩波新書 ¥820 岩波新書

澤康臣 岩波新書 ¥860 岩波新書

亀田達也 岩波新書 ¥760 岩波新書

『レ・ミゼラブル』の世界 西永良成 岩波新書 ¥780 岩波新書

スポーツボランティア読本
「支えるスポーツ」の魅力とは？

モラルの起源
―実験社会科学からの問い

グローバル・ジャーナリズム
―国際スクープの舞台裏

中国のフロンティア
―揺れ動く境界から考える

日本の近代とは何であったか
―問題史的考察

地域ブランディング実例集　地方創生の
トップランナーに学ぶ地域に生かせる事例

日本の観光　きのう・いま・あす
現場からみた観光論

地域ブランドカンパニーズファイル
企業がもつノウハウで地域を元気にする！

地方創生の切り札　ＤＭＯとＤＭＣの
つくり方　地方創生ブック　Ｖｏｌ．１



平成２８年度　京都市会海外行政調査（再生可能エネルギー）報告書

総合企画局市長公室広報担当

総合企画局情報化推進室

京都市の住民基本台帳人口　平成２８年版 総合企画局情報化推進室

とうけいでみるきょうと　平成２８（２０１６）年版 総合企画局情報化推進室

京都市地球温暖化対策計画〈２０１１～２０２０〉　 環境政策局地球温暖化対策室

京都市地域防災計画　震災対策編　平成２８年11月 京都市防災会議

京都市地域防災計画　一般災害対策編　平成２８年11月 京都市防災会議

京都市地域防災計画　事故対策編　平成２８年11月 京都市防災会議

京都市地域防災計画　資料編　平成２８年11月 京都市防災会議

京都市地域防災計画　原子力災害対策編　平成２８年11月 京都市防災会議

京都市地域防災計画　原子力災害対策編(資料編)　平成２８年11月 京都市防災会議

平成２８年度　包括外部監査の結果報告書　 京都市包括外部監査人

連続歴史講座　「東山区今村家の歴史遺産」の記録

京都市立病院紀要 第３６巻第２号 京都市立病院

都市指標　平成２８年版 京都府都市統計協議会

京都府統計書　平成２７年（２０１５年）　 京都府政策企画部企画統計課

京都府政策企画部企画統計課

国会便覧　平成29年2月新版　141版 シュハリ・イニシアティブ

参議院事務局

総合調査報告書　ダイバーシティ（多様性）社会の構築 国立国会図書館調査及び立法考査局

会計検査院　平成２９年版

調査時報　第２６０号 川崎市議会議会局

にいがた市議会だより　第７３号～第７６号 新潟市議会広報委員会

大阪市会時報　９～１２月市会定例会　№２２７ 大阪市会事務局政策調査担当

くまもと市議会だより　vol．2１ 熊本市議会広報委員会

Nomos　第39号　2016年12月 関西大学法学研究所

ASTEM NEWS  76　Feb.２０１７ 公益財団法人京都高度技術研究所

CEL　Culture,Energy＆Life　№115　 大阪ガス(株)エネルギー文化研究所

鴨川・高瀬川地域の歴史遺産継承・
活用委員会

会計検査院　事務総長官房
総務課　渉外広報室

高崎経済大学　地域政策学部教授
増田　正

京都市会海外行政調査団（再生可能
エネルギー）

地方議会会議録のテキストマイニング分析による
審議内容の可視化に関する研究

参議院審議概要　第１９２回国会(臨時会)
平成２８年(２０１６年)９月２６日～１２月１７日

平成２８年度　第２回　市政総合アンケート報告書　「健康長寿のま
ち・京都」実現に向けた市民意識調査及び歯科口腔保健調査について
京都市の推計人口―平成２７年10月～平成２８年10月並びに平成２７
年国勢調査による遡及修正―

産業の視点から見た京都府の文化の特色
～平成２４年経済センサス・活動調査より～

新着資料案内



特集　273万の冒険者たちへ

　～海図なき時代に，自治体職員はいかにあるべきか

新しい事業
しごと

のつくり方

　博物館・図書館・公民館で地域の核となるモデルをつくる 千葉県

　－ポスト「議会基本条例10周年」を考える

　○議会基本条例の進展 ○新たな議会運営の３つの原則

　○議会基本条例＝議会に関する条例ではないー自治基本条例の限界

自治体議会政策学会 第19期自治政策特別講座

　「予算議会に備える」2017年2月3・4日 神奈川県民ホール　

(議会)政務活動費交付は町村議会の21％のみ，市議会は88％(全国町村議長会）

(観光)市が大手英会話学校と協定，

　　　　　　　　観光事業者に無償で英会話セミナー(神奈川県横浜市)

(防災・消防)政令市初の浸水対策条例，

　脱原発を提唱する経済人　自然エネルギーに懸ける

グローカルインタビュー

　　　　　　　　開発行為に流出抑制など計画提出義務(岡山県岡山市)

特集　2017年度都道府県予算，4年ぶりマイナス

ひと烈風録 第３８回　鈴廣かまぼこグループ副社長 鈴木悌介

トピックス　○空家法の実施状況と運用上の課題

　　　　　　榊原智子　読売新聞東京本社調査研究本部主任研究員

　○コンビニ・外食の転機　○フランチャイズの新時代

　「政策検討会議」で政策提言・政策立案の具体化へ -京都府福知山市議会

D-file 別冊
（2017年 Vol.69 春号）

特集　議会基本条例の意義と今後の課題

D-file
　　　　（２月下旬号）

地方自治職員研修
　　　　　（４月号）

日経グローカル
　　　   （４／３号）

　　　　　　　　　　　　　　税収と交付税の減見込み慎重編成

特集　産廃処理行政の制度的課題

　○子育て支援・商工業振興・観光など手厚く

第１特集　フランチャイズ天国と地獄 知られざる25兆円市場の全貌

　ふるさと納税の生かし方は　(茨城県境町長 橋本正裕)

週刊 東洋経済
　　　　 （４／１５号）

都市問題
　　　　（４月号）

　○基調講演　人口減少時代と子育て支援のこれから

　○産業廃棄物の適正処理と国・自治体の役割

　○産業廃棄物税の政策手段としての評価の現状と課題

第４４回「都市問題」公開講座 子育て支援の現在と未来

ガバナンス
　　　       （４月号）

議会改革リポート　変わるか！地方議会　191

特集　次代をつくる自治体の「人財戦略」

　○中長期を見据えた「人材戦略」をどう描くか

　○専門性の高い職員をどう確保するか

自治体法務研究
　　    　  （春号）

特集　地域資源の活用と自治体

　○地域資源をいかに展開するか

　○「ふるさと名物応援宣言」の実施状況と成果

新着雑誌紹介（五十音順）


