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自治体経営リスクと政策再生
佐々木央 他／東洋経済新報社

社会変化に伴う自治体経営のリスクを再考

し，組織改革、政策・施策・事務事業の再生
を実現する考え方と手法を実践的な視点で解

説します。

どうすれば環境保全はうまくいくのか
現場から考える「順応的ガバナンス」の進め方

宮内泰介／神泉社

環境保全の現場に存在しているズレを取り

上げます。そして，科学や社会の不確実性を

踏まえて環境保全を進める，順応的な環境保

全ガバナンスの進め方を考えます。

虹色のチョーク
働く幸せを実現した町工場の奇跡

小松成美／幻冬舎
社員の７割が知的障がい者のチョーク工場

が『日本でいちばん大切にしたい会社』と呼

ばれるその理由とは。58年もの間，障がい者

雇用を続けながら，業界トップシェアを成し

遂げた日本理化学工業株式会社。その家族の

宿命と経営者の苦悩，同僚の戸惑いと喜びを

描いた実話です。



著   　編　　者   出版社
価格

（税抜）
分類番号

歴史・地理

加藤政洋
ナカニシ
ヤ出版

¥2,200 216.20

リブロ リブロ ¥648 290.00

社 会 科 学

ヤン＝エリッ
ク・レーン

勁草書房 ¥2,700 317.10

地 方 自 治

宮脇淳
東洋経済
新報社

¥3,000 318.00

地方公務員昇任試験
問題研究会 学陽書房 ¥2,300 318.00

自治体経営リスクと政策再生

完全整理　図表でわかる地方
自治法　第４次改訂版

書   　　 　　 名　　―副　題―

モダン京都
<遊楽>の空間文化誌

世界の国情報２０１７

テキストブック　政府経営論

新着図書案内

描いた実話です。

新聞スクラップについて
毎週火曜日に発行している『市会図書・情報室

だより<新聞スクラップ一覧>』のスクラップは，
市政に関する新聞記事（京都，朝日，産経，日本
経済，毎日，読売）を切り抜き，分類保存してい
ます。市会図書・情報室では，昭和３９年から保
存していますので，過去のスクラップをご覧頂け
ます。ぜひ，ご利用ください！

今月のトピックス



加茂利男
自治体研
究社

¥2,200 318.00

窓口法務研究会
（代表　山口道昭） 第一法規 ¥1,500 318.50

経　　　済

内閣府経済社会総合研
究所国民経済計算部

メディア
ランド

¥6,500 330.59

坂本浩司　法政大学大
学院 坂本浩司研究室

ミネル
ヴァ書房

¥2,000 335.30

影島広泰
ぎょうせ
い

¥1,600 336.10

財　　　政

チューリップ
テレビ取材班

岩波書店 ¥1,800 349.30

統　　　計

矢野恒太記念
会

矢野恒太
記念会

¥2,685 351.00

社　　　会

宮内泰介 新泉社 ¥2,400 361.70

厚生労働省政策統括官
(統計・情報政策担当) 蔦友印刷 ¥1,390 366.00

地方自治の再発見
不安と混迷の時代に

そこが分かれ目！公務員の
ための住民も納得の窓口対応

平成２７年度　国民経済計算
年報
日本の「いい会社」
地域に生きる会社力

Q＆Aとチェックリストでよ
くわかる！改正 個人情報保護
法対応ブック

富山市議はなぜ１４人も辞め
たのか
政務活動費の闇を追う

どうすれば環境保全はうまく
いくのか　現場から考える「順
応的ガバナンス」の進め方

労働統計要覧　平成２８年度

日本国勢図会
2017／18　第７５版



教　　　育

クァク・ジョ
ンナン

生活書院 ¥2,500 378.20

技　　　術

小松成美 幻冬舎 ¥1,300 589.73

産　　　業

農林水産業
みらい基金

日経BP社 ¥1,500 612.10

西川芳昭 創森社 ¥1,800 615.20

西川芳昭
根本和洋

創成社 ¥800 615.20

疋田智
小林成基

枻(えい)
出版社

¥800 685.10

岩 波 新 書

西村成雄 岩波新書 ¥840 岩波新書

赤江達也 岩波新書 ¥840 岩波新書

梅林宏道 岩波新書 ¥880 岩波新書

小林敏明 岩波新書 ¥840 岩波新書

親権と子ども
榊原富士子
池田清貴

岩波新書 ¥880 岩波新書

農林水産業のみらいの宝石箱

種から種へつなぐ

奪われる種子・守られる種子
－食料・農業を支える生物多様性
の未来－

自転車活用推進法がわかる！
新・自転車“道交法”BOOK

在日米軍
変貌する日米安保体制

夏目漱石と西田幾太郎
共鳴する明治の精神

日本手話とろう教育　日本語
能力主義をこえて

虹色のチョーク　働く幸せを
実現した町工場の奇跡

中国の近代史をどう見るか
シリーズ中国近現代史➅

矢内原忠雄
戦争と知識人の使命



平成２９年度　局区運営方針 京都市行財政局

平成２９年度　統計調査年間計画　平成２９年４月

京都市の公園　平成2９年度版 京都市建設局みどり政策推進室

犯罪統計書　平成2８年 京都府警察本部刑事部刑事企画課

平成２９年　市会関係例規集 名古屋市会事務局調査課

北九州市議会だより　Ｎｏ．２１８ 北九州市議会事務局政策調査課

特集　コーディネーターが地域を変える！

　○地域課題を解決するコーディネーターの役割

　○自治体議会のコーディネート力

Governance Topics

議会改革リポート　変わるか！地方議会194

　　ローカル・マニュフェスト推進地方議員連盟が勉強会開催

特集２　住宅保障 貧困の拡大をくいとめるために

　○空家問題の現場から

　○「賃貸世代」の苦闘する住宅問題－イギリスからみた日本

世界
　　　　 （７月号）

京都市総合企画局情報化推進室
統計解析担当

　○住宅保障政策を問いなおす ○家のいろいろ

さがみはら市議会だより　臨時号 相模原市議会

GIKAI-STYLE 岡山市議会だより
臨時号　Ｎｏ．９１

岡山市議会

　○「非日常」と「日常」をつなぐ普遍的な住宅政策を

ガバナンス
　　　       （７月号） 　○議員のなり手不足の検証などを共有 町村議会議長・副議長研修会

　○「強い」議会を支えるためにも議会図書室改革を

新着雑誌紹介（五十音順）

新着資料



　○職員の能力構築と組織風土の革新

　○専門分野の仕事力涵養

　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢原市議会創政会

(高齢者福祉)認知症当事者が相談員に

　　　　　　　　　政令市の区役所で窓口開設(愛知県名古屋市)

(環境)市が猫飼い主の自覚喚起に，

　　　　　　首輪にネームホルダーを無料配布(神奈川県川崎市)

(防災・消防)市消防局が119番へ5ヵ国語対応，

　　　　　　　　　　　　通訳オペレーター導入(岡山県岡山市)

特集　自治体観光政策の現状と課題-大阪泉州の事例を中心として

　○国際観光客の動向　

　○新・観光戦略‐「20年の訪日客4000万人に」

連載　高齢社会と自治体 第2回 認知症高齢者と契約社会

　○地域の認知症への理解  ○自治体の現場力が問われる

自治体政策最前線 地域・自治体の動きアラカルト

　主要農作物種子法の廃止と自治体の使命

　○農業改革8法案が次々と成立 ○農業競争力強化支援法とは

　○知識０からのＡＩ　○ＡＩテクノロジー基本のキ

　○必修ＡＩ用語17　○ＡＩ導入のビジネス現場

中国動態  ○中国発のシェア自転車 日本進出で待ち受ける苦難

特集1　障害者とともにある社会へ

　○転換期にある障害者福祉

　○障害者差別解消法における行政，事業者の役割と取組み状況

特集２　「多死社会」を見据えて

　○多死社会の到来－その動向と背景

　○葬儀場等の立地に対する自治体の対応－背景・実態と課題

特集　業務改革のトップランナー　

　民間委託，指定管理，庶務集約化など５項目で評価

政策に強い議会を創る　第1回

　議会改革を住民福祉につなげる 議会からの政策サイクル創造を

　○インタビュー 子どもの権利とは何か-子どもの権利条約から考える

　○レポートⅠ 社会的養護の現状と課題

　○レポートⅡ 子どもの自立の一助に-子どもシェルターの取り組み

論点　○ひきこもりの長期化・高年齢化と社会的支援の課題

　○オレンジカフェの意義と課題-なぜ，学生たちが行うのか

地方自治　職員研修
　　    　  （７月号）

特集　自治体職員の能力開発

見せます！議会の底力

　○開かれた議会の最先端！無作為抽出で市民との距離を縮める

日経グローカル
　　　　　（７／３号）

　松江市，大阪府など37団体がＡＡＡ

週刊 東洋経済
　　（７／８号）

都市問題
　　　（７月号）

月刊福祉
　　　   （７月号）

特集　子どもの権利を守る

D-file
　　（５月下旬号）

D-file 別冊
　　（Vol.70 夏号）

第1特集 ビジネスのための使えるＡＩ
ゼロ



小松成美／幻冬舎

年もの間，障がい者




