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人口減少時代を生き抜く自治体 希望の自治体行政学

大森彌／第一法規
財政難，地域間格差，自治体消滅の危機な

ど，自治体を取り巻く厳しい諸課題に，自治
体が立ち向かう際の考え方や具体的手法を明
らかにします。そして，人口減少時代に生き
るための知恵と工夫を伝えます。

再生可能エネルギー政策の国際比較 日本の変革のために

植田和弘 山家公雄／京都大学学芸出版会
再生可能エネルギー導入を妨げる誤解や不

完全な情報に，欧米の政策と事例を具体的に
示すことで反証し，地域エネルギー社会の在
り方について考察しています。さらに積極的
な推進政策のための理論的基盤とデータを提
供しています。

まちのゲストハウス考
真野洋介 片岡八重子／学芸出版社

まちの風情を色濃く残す路地や縁側，近所の
カフェや銭湯，居合わせた地元民と旅人の何気
ない会話。宿には日夜人が集い，多世代交流の
場や移住窓口としても機能し始めています。

商店街の一角や山あいの村で丁寧に場をつく
り続ける運営者たち9人の綴った日々に空き家
活用や小さな経済圏・社会資本の創出拠点とし
ての可能性を探ります。



書   　　 　　 名
―副　題―

著   　編　　者   出版社
価格

（税抜）
分類番号

社 会 科 学

岡本全勝
時事通信
社

¥1,500 317.3

下井康史 弘文堂 ¥5,200 317.3

地 方 自 治

大森彌 第一法規 ¥2,400 318.0

地方自治講義 今井照 ちくま新書 ¥880 318.0

公務員制度の法理論
―日仏比較公務員法研究

明るい公務員講座

人口減少時代を生き抜く自治体
希望の自治体行政学

新着図書案内

今月のトピックス

京都市会では，平成29年5月16日(火)の
本会議から，全ての本会議と予算・決算特
別委員会市長総括質疑のインターネット中
継に，新たに手話通訳を導入します。

市会図書・情報室では，平成28年6月か
ら「日本聴力障害新聞・季刊MIMI（全日本
ろうあ連盟発行）」を購入しています。

「日本聴力障害新聞（月1回発行）」は，

他の新聞や雑誌に載っていない，ろう者の

情報や，新しい手話も紹介されています。

「季刊MIMI（年4回発行）」は，内容豊か

な特集テーマが掲載され，毎回の表紙を飾

るのは，ろう者が撮った写真です。

ぜひご覧ください。



牧瀬稔 第一法規 ¥2,000 318.1

斎藤文男
公人の友
社

¥2,200 318.4

経　　　済

エステル・デュ
フロ

みすず書
房

¥2,700 333.8

財　　　政

亀井孝文
イマジン
出版

¥2,200 343.9

地方交付税制度
研究会／編

地方財務
協会

¥6,667 349.5

統　　　計

総務省統計局
日本統計
協会

¥1,850 350.9

総務省統計局
日本統計
協会

¥1,850 351.0

技　　　術

植田和弘 山家
公雄

京都大学学
術出版会

¥3,500 501.6

市川裕子 商事法務 ¥2,800 507.2

日本建築学会／
編

森北出版
株式会社

¥3,800 518.8
景観計画の実践
事例から見た効果的な運用のポイント

世界の統計　２０１７

日本の統計　２０１７

平成２８年度　地方交付税制度解説
（補正係数・基準財政収入額篇）

よくわかる　公会計制度
創設の歴史と現行制度の活用や改革の方向ま
で

貧困と闘う知
教育，医療，金融，ガバナンス

型からスラスラ書けるあなたのまちの
政策条例

政治倫理条例のすべて
クリーンな地方政治のために

再生可能エネルギー政策の国際比較
日本の変革のために

ネーミングライツの実務



産　　　業

ＮＰＯ法人観光力推進
ネットワーク・関西日本
観光研究学会関西支部

学芸出版
社

¥2,400 689.4

まちのゲストハウス考
真野洋介 片岡
八重子

学芸出版
社

¥2,000 689.8

言　　　語

森壮也 佐々木
倫子／編

ひつじ書
房

¥1,300 801.9

岩 波 新 書

髙村薫 岩波新書 ¥780 岩波新書

坂井豊貴 岩波新書 ¥740 岩波新書

毛里和子 岩波新書 ¥860 岩波新書

伊藤史織 岩波新書 ¥780 岩波新書

復本一郎 岩波新書 ¥820 岩波新書正岡子規　人生のことば

作家的覚書

ミクロ経済学　入門の入門

手話を言語と言うのなら

地域創造のための
観光マネジメント講座

日中漂流
―グローバル・パワーはどこへ向かう
か
異才，発見！
―枠を飛び出す子どもたち

住宅地図のご案内
市会図書・情報室では，京都府

内全域の住宅地図を配架していま

す。住宅地図は，随時新しいもの

に更新しています。今回，中京区

と，右京区北部，右京区南部を

更新しました。



平成２９年４月１日付け　組織改正及び人事異動について 行財政局人事部人事課

総合企画局市長公室広報担当

京都市の人口　－平成２７年国勢調査結果－

京都市統計書　平成２８年版

重要文化財二条城　東大手門　修理工事報告書　第九集 文化市民局元離宮二条城事務所

京都市歴史資料館紀要　第２７号 京都市歴史資料館

京都市建築行政年報　平成２７年度の建築行政の動向 都市計画局建築指導部

京都市景観白書データ集　平成２８年度 都市計画局都市景観部景観政策課

財政状況 （平成２７年度決算・平成２８年度（４月～９月）補正予算） 京都府

資料館紀要　第４５号　平成２９年 京都府立総合資料館

平成２８年度　京都府包括外部監査報告書

第１９０回　国会制定法　　第１９０回国会会期 参議院法制局

国立国会図書館調査及び立法考査局

国立国会図書館調査及び立法考査局

東日本大震災　仙台市　復興五年記念誌 仙台市まちづくり政策局震災復興室

北九州市議会だより　№21７ 北九州市議会事務局政策調査課

議会月報　第57巻　第10号　通号669号 福岡市議会事務局

議会月報　第57巻　第11号　通号670号 福岡市議会事務局

議会月報　第57巻　第12号　通号671号 福岡市議会事務局

議会月報　第58巻　第1号　通号672号 福岡市議会事務局

平成２９年度　当初予算資料　（その一） 福岡市議会事務局

平成２９年度　当初予算資料　（その二） 福岡市議会事務局

会員名簿　２０１７年（平成２９年） 京都弁護士会

京都弁護士会　会報　２８０ 京都弁護士会

コリア研究　２０１７　８ 立命館大学コリア研究センター

浜銀総研　政策提言　第６号　２０１７年３月 浜銀総合研究所

自治体通信　VOL．８ イシン株式会社

京都府包括外部監査人　公認会計
士　中野雄介

科学技術に関する調査プロジェクト２０１６報告書
冷戦後の科学技術政策の変容

総合企画局情報化推進室
情報統計担当

総合企画局情報化推進室
情報統計担当

科学技術に関する調査プロジェクト２０１６報告書
宇宙政策の動向

きょうとシティグラフ　２０１６

新着資料



特集　自治体議会改革の到着点と職員の立ち位置

　○自治体議会改革の到着点と課題

　○「議会からの政策サイクル」による住民福祉の向上

Governance Topics

　「議会からの政策サイクル」を回して住民福祉の向上へ

　　　　　　　　　　　　　　　地方議会議員フォーラム2017

特集　直営か，委託か

　○あるべき政策デリバリー・システムを考える

　○再公営化の動向と議論の内容

進む！市民参加

　全国初・池田発 池田市地域分権制度～10年とこれから

人×まち×福祉　子どもの貧困対策の推進に向けて 鳥取県

見せます！議会の底力　女性議員が増えれば地方政治は変わる！

(児童・家庭)市が認可保育所選考漏れ世帯の

　　　　　　　　　保育・就労など調査，施策に反映(岡山県岡山市)

(国際化)市が子育て外国人の教育手続き支援に

　　　　　　　　　　　　通訳ボランティアを派遣（北海道札幌市）

(情報公開・個人情報保護)市が個人情報保護厳格化，

　　　　　　　　　　扱うパソコンに顔認証システム（大阪府堺市）

特集　７０年目の自治と憲法

　○地方財政計画と地方交付税-問うべきことを見つめ直す

　○地方特別法に関する住民投票の意義-憲法95条の解釈と機能

　○地方議会に女性議員を送るために ○地方参政権と外国人

特集　全国814市区調査　2017年度予算と一押し事業

　一般会計2.2％増，196市区が過去最高

　　子育て支援に注力，教育まちづくりにも重点

地域を磨き産業振興　第2回

　制度疲労著しい中小企業振興策－相談者の要望を理解しない支援機関

未来へつなぐ　子育て支援の現場から

特集　民生委員制度創設 １００周年

　○対談　地域福祉の視点からみた民生委員の役割

論点　○児童福祉法改正と子育ての公的責任

人と人をつなぐ実践　

　○食のバリアフリーを求めて

　○サークル活動から生まれた子育て支援団体

　○自治体議会における女性議員及び若年議員の増加策について

都市問題
　　　　　（５月号）

月刊福祉
　　　　 （５月号）

　○座談会　次の１００年へ 民生委員がこれからも輝くために

　　　○ひきこもりを地域で支える－地域の「落とし穴」を埋める視点

日経グローカル
　　　   （５／１号）

　　　　　　　　　　　　大阪府豊中市・認定こども園

地方自治職員研修
　　　　　（５月号）

D-file
　　（３月下旬号）

ガバナンス
　　　       （５月号）

　○「政策に強い議会」をつくる

新着雑誌（五十音順）


