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『「ごみ屋敷条例」に学ぶ 条例づくり教室』

板垣勝彦／ぎょうせい
公共の利益を実現するためには，条例にどう規定した

らよいか。そのポイントを解き明かします。

『―「政策に強い議会」をつくる―

自治体議員の政策づくり入門』
礒崎初仁 ／イマジン出版社

政策とは何か，政策の評価は。政策の見方，
つくり方を学ぶ，議員の政策づくり入門書です。

新・貧乏物語 しのび寄る貧困の現場から

中日新聞社会部／明石書店
貧困に苦しむ人たちへの取材記事のほか，なぜ貧困問

題が起きているのか，その背景を理解するための客観的
なデータも加え，いまここにある貧困を描き出します。

インバウンドの罠
脱・「観光消費」の時代

姫田小夏／時事通信社
日本のインバウンドは「爆買

い」に翻弄されました。その影
の部分をえぐり，ゆがめられた
インバウンドを正します。「経
済効果」一辺倒の「おもてな
し」ではなく，訪日客に寄り添
い，持続可能なインバウンドと
は何かを解き明かします。

（調査課 柴田）

（調査課 吉村）



著   　編　　者   出版社
価格

（税抜）
分類番号

総　　　記

熊谷誠慈 創元社 ¥1,800 302.2

社 会 科 学

遠山隆淑 風行社 ¥1,900 311.2

人事行政研究
所

人事行政
研究所

¥8,500 317.4

地 方 自 治

礒崎初仁
イマジン
出版

¥1,500 318

板垣勝彦
ぎょうせ
い

¥2,000 318.1

―「政策に強い議会」をつくる―
自治体議員の政策づくり入門

書   　　 　　 名　　　　―副　題―

妥協の政治学
―イギリス議会政治の思想空間

ブータン　国民の幸せをめざす
王国

「ごみ屋敷条例」に学ぶ

条例づくり教室

平成２９年版　服務・勤務時
間・休暇関係法令集

新着図書案内

今月のトピックス

研修の際に，紹介していただいた図書『夜明け
の図書館 (埜納タオ／双葉社)』を購入しました。
市立図書館の新米司書が，利用者からの調べ物を
お手伝いする「レファレンスサービス」によって，
難問・奇問を解決するコミック本です。１巻から
４巻まで取り揃えています。

埜

国立国会図書館 関西館で行われた『平成29年

全国書誌データ・レファレンス共同データベー

ス利活用研修会』に行ってきました！



久元喜造
増田寛也

ぎょうせ
い

¥1,389 318.2

森下寿 学陽書房 ¥2,200 318.4

知事が政治家になるとき 中條美和 木鐸社 ¥3,500 318.4

経　　　済

細谷祐二 筑摩書房 ¥880 335.3

財　　　政

宮澤正泰 第一法規 ¥2,700 349.3

地方財務協会
地方財務
協会

¥4,075 349.5

統　　　計

矢野恒太記念
会

矢野恒太
記念会

¥2,685 350.9

社　　　会

山口一男
日本経済新
聞出版社

¥3,200 366.3

中日新聞社会
部

明石書店 ¥1,600 368.2

中央法規 中央法規 ¥5,800 369.2

産　　　業

山崎義人
佐久間康富　他

学芸出版
社

¥2,400 611.1

根本敏則
今西芳一

成山堂書
店

¥3,200 681.8

姫田小夏
時事通信
社

¥1,500 689.2

新貧乏物語
しのび寄る貧困の現場から

平成２９年度版
生活保護関係法令通知集

どんな場面も切り抜ける！
公務員の議会答弁術

世界がわかるデータブック　第２８

版　世界国勢図会　 2017/18

働き方の男女不平等
理論と実証分析

神戸市の挑戦
持続可能な大都市経営

地域の力を引き出す企業
―グローバル・ニッチトップ企業が示す未来

自治体議員が知っておくべき

新地方公会計の基礎知識

平成２９年　改正　地方税制詳解
月刊「地方税」別冊

住み継がれる集落をつくる
交流・移住・通いで生き抜く地域

道路課金と交通マネジメント
維持更新時代の戦略的イノベーション

インバウンドの罠
脱「観光消費」の時代



芸　　　術

夜明けの図書館　１巻～４巻 埜納タオ 双葉社 ¥619 726.1

白　　　書

内閣府 日経印刷 ¥2,100 白書

寄　　　贈

自衛隊装備年鑑
２０１７-２０１８

朝雲新聞社編
集局

朝雲新聞
社

寄贈 395.0

防衛省 防衛省 寄贈 白書

岩 波 新 書

中原中也　沈黙の音楽 佐々木幹郎 岩波新書 ¥900 岩波新書

高橋敏 岩波新書 ¥760 岩波新書

藤田正勝 岩波新書 ¥780 岩波新書

日本の歴史を旅する 五味文彦 岩波新書 ¥860 岩波新書

イギリス現代史 長谷川貴彦 岩波新書 ¥780 岩波新書

青山南 岩波新書 ¥820 岩波新書

山本太郎 岩波新書 ¥760 岩波新書

平成２９年版　経済財政白書
―技術革新と働き方改革がもたらす新たな成長―

平成２９年版
日本の防衛　防衛白書

一茶の相続争い
-北国街道柏原宿訴訟始末

６０歳からの外国語修行
メキシコに学ぶ

抗生物質と人間
―マイクロバイオームの危機

日本文化をよむ
５つのキーワード



京都市生活ガイドブック　暮らしのてびき　２０１７ 総合企画局市長公室広報担当

平成２８年度　京都市税務統計書 京都市行財政局税務部税制課

区政概要　平成２９年度

京都市上下水道局

京都市上下水道局

平成２０年度版　京都市地域水道統計年報　等 京都市上下水道局

京都市上下水道局

参議院事務局

世田谷区政概要　２０１７ 世田谷区政策経営部広報広聴課

京都府議会関係例規集　平成２９年９月 京都府議会事務局

向日市議会だより　２２７号

ちば市議会だより　No.97 千葉市議会広報委員会

横浜市会便覧　平成２９年度 横浜市会事務局

議会かわさき　第１１４号 川崎市議会議会局

議会便覧　２０１７ 北九州市議会事務局政策調査課

議員ハンドブック　平成２９年度版 北九州市議会事務局政策調査課

平成２８年　熊本地震　「熊本市議会の動き」 熊本市議会事務局調査課

平成２９年度　外郭団体の経営状況及び経営評価結果を
説明する書類

参議院審議概要　第１９３回国会(常会)
平成２９年(２０１７年)１月２０日～６月１８日

内閣府経済社会総合研究所
国民経済計算部　編

平成２９年度　京都市水道事業・公共下水道事業　経営
評価　平成２８年度事業

平成２９年度版　公共下水道統計年報
（平成２８．４．１～平成２９．３．３１）

京都市上下水道局　技術監理室
水質管理センター水質第２課

京都市行財政局
財政部経営改革課

京都市文化市民局
地域自治推進室

平成２６年度　県民経済計画年報
平成２９年版　２０１７

向日市議会
議会だより編集委員会

京都市上下水道局
総務部経営企画課

京都市上下水道局　技術監理室
水質管理センター水質第１課

上下水道局の次期経営ビジョン骨子案
について市民の皆さまからの御意見を募集します

平成２８年度　水質管理センター
水質試験年報　公共下水道事業編　第６１集

平成２８年度　水質管理センター
水質試験年報　水道事業編　第６９集

平成２９年度版　水道統計年報
（平成２８．４．１～平成２９．３．３１）

新着資料



特集　子どもを守り，子どもが育つ地域づくり

　○子ども・子育て支援新制度の評価とこれからの課題

　○子どもの声がする地方づくり

　　　－「まちづくり」から「まち残し」と言いう視点への転換

議会改革リポート 変わるか！地方議会 197

　「まず，やってみよう！」の精神で，

　　　前例にこだわらず改革に挑戦－京都府精華町議会

特集　政策の充実・継続に向けて　

　○行政サービス撤退・公的資金削減後の公的サービス供給のあり方

　○地域おこし協力隊の取り組みの持続化に向けて

ジリキで未来を拓く

　<「ふくちのち」の挑戦～地方創生の新たな可能性を求めて>

人×まち×福祉

　バリアフリー観光は，利用者を増やす本来のユニバーサルデザイン

(議会)村議会が夜や休日に開催し，

　　　　　　　　　　　仕事と議員の両立可能に(長野県喬木村)

(高齢者福祉)70歳以上に地域活動実績に応じて市が奨励金，

　　　　　　　　　　　　　　3600団体が登録(広島県広島市)

(防災・消防)市が受援マニュアル策定，

　　　　　業務抽出し受け入れ判断や態勢明記(神奈川県川崎市)

特集　行政の透明性確保と説明責任の明確化―情報公開と公文書管理

　○日本行政の評価―法律主義と公平原則

　○行政情報の２つの顔―統計情報と政策情報

連載　高齢社会と自治体 第３回 孤独死対策と個人の死生観

特集1　崩れゆく医療システム

　○２０年後の保健医療を見据えて

　○東京で始まっている医療崩壊

特集2　「地域運営組織」は人口減少社会を救うか

　○中山間地域における地域社会の「空洞化」と地域運営組織の役割

　○地域住民組織は必要か・未来はあるか

特集　巨大ファームが迫る農業の変革 高級和牛も生産性重視へ

　種子法廃止，官民共同開発に弾みも

リポート　久慈市議会の災害対応 岩手県久慈市議会事務局主査 長内紳悟

　　チーム議会で組織的に行動 

政策に強い議会を創る 第４回（最終回）福島県合津若松市議会議員 松崎新

　基本条例に基づく政策サイクル構築 市民の意見を起点に議員間で議論

ガバナンス
　　　　　（１０月号）

D-file 別冊
　　　（Vol.71 秋号）

　1 死後の不安　2 福祉施設で最期まで看る事例

日経グローカル
　　　  （10／２月号）

　大震災の教訓を台風被害に生かすICT活用，

都市問題
　　　　　（１０月号）

地方自治職員研修
　　　　　（１０月号）

D-file
　　　　　　（８月号）

新着雑誌紹介（五十音順）


