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博物館と地方再生
―市民・自治体・企業・地域との連携―

金山喜昭／同成社
指定管理者制度の下で変貌する博物館の

運営・経営の実状について，全国の博物館
の実地調査を行い，詳細に分析しています。
衰退・消滅が囁かれる地方市町村の，地域
創生の鍵を博物館との連携に見出し，双方
が「進化」する方向性を指し示します。

ドイツのコンパクトシティはなぜ成功
するのか 近距離移動が地方都市を活性化する

村上敦／学芸出版社
ドイツの街は，なぜコンパクトで活気が

あるのか。人口減少，超高齢社会では車主
体の交通は成り立たなくなります。車の抑
制，住宅地の高密度化，商業施設の集約，
公共交通の財源の確保など，ドイツのコン
パクトなまちづくりのしくみを解説。

パートナーシップが創るこれからの
地方自治 対話によるまちづくりのススメ
静岡県行政経営研究会業務協働ワーキンググループ
／ぎょうせい

市民と行政の「対話」によるまちづくりを，
静岡県牧之原市の取組を事例に，プロセスや
取組の効果，ポイントから読み解いていきま
す。地方自治における「協働」と「対話」の
重要性やこれからの地域づくりに参考になる
一冊。



著   　編　　者   出版社
価格

（税抜）

総　　　記

金山喜昭 同成社 ¥2,400

歴史・地理

ＪＴＢパブリッシン
グ

ダイヤモンド
社

¥1,700

社 会 科 学

渡邉雅之 日本法令 ¥4,800

森田朗 第一法規 ¥2,000

高嶋直人 ぎょうせい ¥1,500

高橋信行 第一法規 ¥2,200

前田陽二　内田道久 慧文社 ¥2,500

博物館と地方再生　ー市民・自治体・企業・地域
との連携ー

地球の歩き方　バルトの国々　エストニア　ラト
ヴィア　リトアニア　‘１７～１８

個人情報保護法・マイナンバー制度　法的リスク
対策と取扱規程

新版　現代の行政

読めば差がつく！若手公務員の作法

自治体職員のための　ようこそ行政法

書   　　 　　 名　　　　―副　題―

IT立国エストニア　バルトの新しい風

新着図書案内

今月のトピックス

「議員ＮＡＶＩ Ｐｌｕｓ」のご案内

市会図書・情報室では，平成２８年4月から，
議員活動に役立つ情報や記事を知ることができる
ウェブサイト「議員ＮＡＶＩ」を利用しており，
年に４回，主要記事を掲載したニューズペーパー
「議員ＮＡＶＩ Ｐｌｕｓ」が届きます。

室内に配架していますので，ぜひご覧ください。



地 方 自 治

静岡県行政経営研究
会業務協働ワーキン
ググループ

ぎょうせい ¥2,800

選挙制度研究会 ぎょうせい ¥2,130

小田りえ子 萌書房 ¥1,500

相川俊英 集英社 ¥720

法　　　律

安達敏男　吉川樹士 日本加除出版 ¥2,800

財　　　政

橋本恭之　鈴木善充
他

清文社 ¥3,400

社　　　会

遠野みらい創りカ
レッジ　樋口邦史
保井美樹

水曜社 ¥2,500

国立社会保障・人口
問題研究所

法研 ¥4,500

佐々木亮　新村響子 旬報社 ¥2,200

石川久 学陽書房 ¥2,100

教　　　育

大内裕和 朝日新聞出版 ¥780

社会保障統計年報　平成２９年版

労働法実務解説１０　ブラック企業　セクハラ
パワハラ対策

図解　福祉行政　はやわかり　第１次改訂版

パートナーシップが創るこれからの地方自治

地方選挙の手引　平成２９年

奨学金が日本を滅ぼす

ここが変だよ地方議員

地方議会を再生する

改訂　終活にまつわる法律相談　遺言　相続
相続税

地方財政改革の検証

学びあいの場が育てる地域創生　産官学民の協働
実践



技　　　術

村上敦 学芸出版社 ¥2,200

産　　　業

村尾行一 築地書館 ¥2,700

大武千明 創元社 ¥1,200

芸　　　術

西川正 ころから ¥1,800

白　　　書

総務省 日経印刷 ¥3,175

岩 波 新 書

服部茂幸 岩波新書 ¥820

井田徹治 岩波新書 ¥1,020

林望 岩波新書 ¥820

岡村秀典 岩波新書 ¥860

地方財政白書　平成２９年版
（平成２７年度決算）

京都市国民保護計画　平成２８年１１月

京都市国民保護計画　資料編　平成２９年３月

平成２７年度　公共用水域及び地下水水質測定結
果

森林業　ドイツの森と日本林業

ひつじの京都銭湯図鑑

あそびの生まれる場所
「お客様」時代の公共マネジメント

ドイツのコンパクトシティはなぜ成功するのか
近距離移動が地方都市を活性化する

偽りの経済政策　－格差と停滞のアベノミクス

霊長類　消えゆく森の番人

習近平の中国　百年の夢と現実

鏡が語る古代史

平成２９年度　事務事業概要 行財政局総務部総務課

行財政局防災危機管理室

行財政局防災危機管理室

総合企画局市長公室
政策調整課

平成３０年度　国の予算・施策に関する提案・要
望

環境政策局環境企画部
環境指導課

新着資料



岡山市議会

日本政策投資銀行

熊本市議会広報委員会くまもと市議会だより　いちょう　Ｎｏ．２２

神戸市会事務局

大阪市会だより　５月号
大阪市議会事務局
政策調査担当

神戸市会だより　Ｎｏ．１９３

GIKAI-STYLE 岡山市議会だより　Ｎｏ．９０

ひろしま市議会だより　Ｎｏ．２７２ 広島市議会広報委員会

しずおか市議会だより　Ｎｏ．６０，６１ 静岡市議会事務局

はままつ市議会だより　Ｎｏ．１７０

議会の活動　広報なごや　市会だより

浜松市議会事務局

名古屋市会編集委員会

さがみはら市議会だより　Ｎｏ．１９７

大都市統計協議会

ヨコハマ議会だより　Ｎｏ．１０４

さっぽろ市議会だより　Ｎｏ．1１４

仙台市議会だより　Ｎｏ．１７６

にいがた市議会だより　Ｎｏ．７７ 新潟市議会広報委員会

川崎市議会議会局議会かわさき　Ｎｏ．１１３

ちば市議会だより　Ｎｏ．９６

さいたま市議会ロクマル　市議会だよりさいたま　Ｎｏ．６９

京都市埋蔵文化財研究所
編

総合企画局情報化推進室
統計解析担当

文化市民局文化芸術都市
推進室文化財保護課

京都市の市民経済計算
―平成２６年度推計結果―

京都市文化財ﾌﾞｯｸｽ　第３１集　「天下人の城」

201７年度版　地域ハンドブック

千葉市議会広報委員会

横浜市会議会局

相模原市議会

札幌市議会事務局

仙台市議会広報委員会

京都市埋蔵文化財研究所
編
京都市埋蔵文化財研究所
編
京都市埋蔵文化財研究所
編

モラロジー研究　NO.７９

京都市埋蔵文化財研究所
編

京都市埋蔵文化財研究所
編

(財）モラロジー研究所

大都市比較統計年表　平成２７年

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告２０１４－１３
円勝寺跡・成勝寺跡・白河街区跡・岡崎遺跡　２０１５年

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告２０１６－４
平安京右京九条一坊九町跡・唐橋遺跡　２０１６年
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告２０１６－５
植物園北遺跡　２０１７年
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告２０１６－７
平安京右京八条三坊七町跡　２０１７年

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告２０１６－８
平安京左京五条二坊十一町跡・烏丸綾小路遺跡　２０１７年

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告２０１６－９
史跡　教王護国寺境内・平安京跡　２０１７年



　○食料品アクセス問題の現状と解決への取り組み

特集２　水道行政のこれから

　○人口減少下の水道行政と水道事業経営

安全・安心なまちへ　防災アプリの開発で見えてきた
　　　　　　　　　　　オープンデータの公開の重要性

（総務）市が午後８時以降の時間外勤務原則禁止，
　　　　　　　　　　　長時間勤務是正へ（神奈川県川崎市）

（交通）路線バスの現在地や到着時間をスマホで案内，
　　　　　　　　　　　　市が全経路で導入（兵庫県神戸市）

人と人をつなぐ実践　誰もが旅を楽しめる環境づくり
　　　―ユニバーサルツーリズムをすすめる沖縄県の取り組み

（住宅）消防局巡回調査の空き家７００軒をＤＢ化，
　　　　　　　　　適切管理や流通促進へ（神奈川県川崎市）

特集　新たな観光ビジネスの創出，
　　　　　　　　　　　ビジネスマッチングを考える

（議会）市の政務活動費透明性向上へ，
　　　　議会が弁護士を顧問にし助言受ける（岡山県岡山市）

特集　循環型地域経済へのアプローチ

　○内発的地域経済の形成と自治体の役割

Governance Topics　議会改革第２ステージに向け，
　　　　　議会事務局の「カタチ・シゴト」を多角的に議論

スキルアップ特集　動画を活かしたまちづくり

特集　公共施設，総量削減の時代
　　　　　　　　老朽化と財政難に統廃合・長寿命化で対処

特集　働き方を考える―多様な人材を活かす職場づくり

論点　人口減少時代の保育とは―過疎地域の保育問題から

特集　地域のアクターと自治体

　○民間とのコラボで情報発信を地域活性化につなげる

　○自治体と企業がともにつくる
　　　　　　　　　　　　安全で便利な新しいインフラ

特集１　買い物難民をどう救うか

月刊福祉
　　　　（６月号）

　○統一的な基準による地方公会計について

D-file
　　（４月上旬号）

D-file
　　（４月下旬号）

新奮闘地方議員　深刻な鳥獣被害に立ち上がる　里山再生へ
　　　広葉樹などを植栽（埼玉県秩父市議会議員　江口治雄）

これからの都市防災　帰宅困難者対策は事業所との連携不可欠

特集　新しい地方公会計制度

ガバナンス
　　　       （６月号）

地方自治職員研修
　　　　 　　（６月号）

　○町内会自治会と自治体改革

進む！市民参加　選挙をもっと身近に
　　　　　　　　～主権者教育・青森県の挑戦

都市問題
　　　　　（６月号）

教養講座　議会基本条例を議会に活かす・住民に活かす
　　　　　　　　　　　　―議会基本条例をめぐる状況➀

地方議会人
　　　　（５月号）

日経グローカル
　　　　（５月１５日号）

観光とまちづくり
　　　      　 （６月号）

日経グローカル
　　　　（６月５日号）

特集　多死社会にどう備えるか　無縁遺骨増加，
　　　　　　　　　　　　　　　　　火葬場不足深刻に

新奮闘地方議員　想定外とは決して言えない
　　地域防災力の再構築めざす（熊本市議会議員　小池洋恵）

議長に聞く　人口増へ夢のある政策を
　　　政活費，来年５月に公開（静岡市議会議長　井上恒弥）

新着雑誌紹介（五十音順）


	新しいしおり

