
　

平成２9年8月 No.335
市会図書・情報室（担当 浅原・青木）

電話 222-3709 FAX 222-3713
メール seimuchosa@city.kyoto.lg.jp

世界のアニマル保健所シェルターは，
犬や猫を生かす場所だった。
本庄萌／ダイヤモンド社

世界の多種多様なアニマルシェルターを
訪ね歩いた作者のルポ本！

「市会図書・情報室だより」私たちが作成しています！

ゼイチョー 慎結／講談社
納税課に勤める主人公が，ワケあり滞納

者と毎日本音で向き合うマンガ本です！

私たちの
おすすめ！



著   編　者   出版社
価格

（税抜）
分類番号

総　　　記

図書館１００連発
岡本真　ふ
じたまさえ

青弓社 ¥1,800 ０10.21

梅林秀行 青幻舎 ¥1,600 291.62

社 会 科 学

谷隆一
ぺりかん
社

¥1,500 314.80

地 方 自 治

松下啓一
穂積亮次

萌書房 ¥1,600 318.25

奥田泰章
ぎょうせ
い

¥2,700 318.50

松永安光
徳田光弘

学芸出版
社

¥2,000 318.60

書   　　 　　 名　　　　―副　題―

世界の地方創生　辺境のスタート
アップたち

自治体職員のためのＱ＆Ａ

住民監査請求ハンドブック

自治体若者政策・愛知県新城市
の挑戦　どのように若者を集め，その
力を引き出したのか

中高生からの選挙入門

京都の凸凹を歩く2　名所と聖
地に秘められた高低差の謎

新着図書案内

今月のトピックス

市会図書・情報室では，
ミニ展示を開催中です。
『自治体が作成したマ
ニュアル』を取り寄せて，
展示しています。



法　　　律

平田彩子
東京大学
出版会

¥4,800 323.90

経　　　済

デービッド・
アトキンソン 飛鳥新社 ¥1,296 332.10

はじめてのＮPO論
澤村明　田中敬
文　黒田かをり
西出優子

有斐閣 ¥1,900 335.89

財　　　政

松木茂弘 学陽書房 ¥2,500 349.40

地方債制度
研究会

地方財務
協会

¥3,704 349.70

社　　　会

京都府立大学
京都政策研究
センター

公人の友
社

¥1,000 361.98

小杉礼子
宮本みち子

勁草書房 ¥2,500 367.21

鈴木俊一
社会保険
研究所

¥1,500 367.70

野口健
ＰＨＰ研
究所

¥880 369.30

自治体現場の法適用　あいまいな
法はいかに実施されるか

震災が起きた後で死なないため
に　「避難所にテント村」という選択肢

知っておきたい　７５歳からの
運転免許

下層化する女性たち　労働と家
庭からの排除と貧困

「みんな」でつくる地域の未来

平成２９年度　地方債の手引

一般財源の縮小時代に機能する

自治体予算編成の実務

日本再生は，生産性向上しかな
い！



自 然 科 学

本庄萌
ダイヤモ
ンド社

¥1,600 489.90

最強の地域医療 村上智彦
KKベスト
セラーズ ¥800 498.00

技　　　術

ＮＰＯ　西山夘
三記念すまい・
まちづくり文庫

創元社 ¥4,700 527.02

芸　　　術

慎結 講談社 ¥580 726.10

須川まり 春風社 ¥3,000 778.20

文　　　学

レオンとラブ 大林ゆき 文芸社 ¥1,000 913.60

白　　　書

環境省 日経印刷 ¥2,380 白書

六　　　法

荘村明彦
中央法規
出版

¥6,800 六法

寄　　　贈

朝雲新聞出
版業務部

朝雲新聞
社

¥1,600 390.00

障害者総合支援六法
平成２９年版

環境白書　平成２９年版

表象の京都　日本映画史におけ
る観光都市のイメージ

ゼイチョ―　～納税課第三収納係～

昭和の日本のすまい　西山夘三写
真アーカイブズから

世界のアニマル保健所シェル
ターは，犬や猫を生かす場所
だった。

防衛ハンドブック　平成２９年
版　２０１７



平成２９年度　職員録 京都市行財政局人事部人事課

議会手帳別冊　２０１７・６ 京都府議会事務局

京都府職員録　平成２９年５月２６日現在 京都府職員総務課

むこう市議会だより　２２６号 向日市議会

平成２９年度版　札幌市議会便覧 札幌市議会事務局

仙台市議会だより　第１７７号 仙台市議会

ロクマル　市議会だよりさいたま　No.７０ さいたま市議会

大阪市会要覧　平成２９年６月 大阪市会事務局政策調査担当

議会要覧　平成２９年版 世田谷区議会事務局

2016年度　世界人権問題研究センター年報 公益財団法人　世界人権問題研究センター

2016年度　世界人権問題研究センター　共同研究 公益財団法人　世界人権問題研究センター

特集　人口減少時代の自治体土地政策

　<インタビュー>　志賀直温・千葉県東金市長に聞く

　○一元的・包括的な土地利用行政の確立を

　　全国市長会「土地利用行政のあり方に関する提言」のねらい

　○土地の「所有者不明化」問題と自治体の課題

　自治体が地方税，保険料の徴収対策強化

ニュース＆インサイド

ガバナンス
　　　　 （８月号）

日経グローカル
　　　   （８／７号）

特集　どう減らす滞納・不納欠損

　○京都市，新法施行前に違法民泊一掃

　　　営業中止300件，簡易宿所が激増

新着雑誌紹介（五十音順）

新着資料



特集　相模原障害者殺傷事件から考える

　○当事者の視点から見た障害者福祉をめぐる問題点

　○相模原障害者殺傷事件が自治体福祉行政に与える課題

　○札幌市パーソナルアシスタンス制度の７年間の歩み

(議会)県議会代表質問を傍聴席モニターへ即時文字化， 　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　HPでも閲覧（福井県）

(環境)市が生物多様性保全条例，

　　　　　未指定外来種に野外放出禁止など(兵庫県神戸市)

(観光)市が観光施設と周辺のトイレをすべて洋式化，

公開講座 大規模災害にいかに備えるか

　○基調講演 危機に主体的に備えるために

特集　都道府県・市町村関係－補完と協働

　○都道府県による市町村の補完とは

　○国・広域自治体・市町村間の補完・支援・連携―北海道の事例から

　○都道府県と市区町村との協働およびその“効果”

特集　住まうことを支える

　○論文Ⅰ「住宅確保要配慮者」の現状と問題の解き方

　○座談会　安心して住まうためも支援の実践

　○レポート　京都市居住支援協議会の取り組み

　　　　　　　　　　－高齢者すまい・生活支援事業について

　　　　　　京都市都市計画局住宅室住宅政策課課長補佐　中野純二

第１特集　親の住まい子の住まい マンション・戸建て・サ高住

　○Part1 わが家の賢い選び方

　○Part2 老後の住まいの探し方

　○ディーゼル神話が崩壊　ドイツ車，EVへ急旋回

　○東京一極は変わらない　持続可能な地方創生を

　○Part１　野中郁次郎が語る　

　「失敗の本質」の裏側 クラシエホールディングス(旧カネボウ)／龍角散

　○Part２　安田善次郎の教え

　おごり即ち，奈落への道 俺の株式会社／雪印／ペッパーフードサービス

特集　中国の「最前線」はいま－香港返還20年

　　　　　　　　　香港・台湾から考える　東アジアの未来

　○講演録 香港　民主のゆくえ

　○「内陸の中国」 世界経済のなかの「一帯一路」構想とその思想的可能性

　○座談会 民主と自由の最前線

世界
　 　（８月号）

日経ビジネス
　（８月７・１４合併号）

特集　挫折力　実録　８社の復活劇

週刊　東洋経済
　　（８／１２－１９号） ニュース最前線

地方自治職員研修
　 　　　　（８月号）

政策デザイン“思考”サクゴ

　観光組織の一元化で「観光を経営する体制」へ　島原市

D-file
　　    　（６月下旬号）

　　　　　　　　　　　　　2020年目標(愛知県名古屋市)

都市問題
　　　　（８月号）

月刊福祉
　　　　　（８月号）


