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この1冊でポイントがわかる 働き方改革」の教科書
河西知一・小宮弘子／総合法令出版

600社を超える会社を見てきた「人事のプロ」が教える，
今からやっておくべき「働き方改革」への正しい対応が紹
介されています。実際に「働き方改革」に取り組む際の
様々なポイントや，今から取り組んでおきたい施策のヒン
トが満載です！

未来の年表
人口減少日本でこれから起きること

河合雅司／講談社
第１部では，「人口減少カレンダー」

として，年代順に未来の現実をデータで
示しています。第２部では，第１部で取
り上げた問題への対策が「10の処方箋」
として提示されています！

調査課

柏谷

調査課

柿倉



著   　編　　者   出版社
価格

（税抜）
分類番号

歴史・地理

ＪＴＢパブ
リッシング

ダイヤモ
ンド社

¥1,700 290.90

京都の壁 養老孟司
ＰＨＰ研
究所

¥850 291.60

地 方 自 治

地方公務員年
金制度研究会

ぎょうせ
い

¥1,750 318.30

圓生和之
大谷基道

学陽書房 ¥1,900 318.30

法　　　律

第一東京弁護士会
司法制度調査委員会

新日本法
規

¥4,000 324.40

書   　　  名　　　―副　題―

地球の歩き方　台湾
２０１７～１８

地方公務員　年金制度の解説
平成２９年度版

はじめて学ぶ　地方公務員法

新旧対照でわかる

改正債権法の逐条解説

新着図書案内

今月のトピックス

市会図書・情報室だより
臨時第５号を発行しました！

臨時号では，市会図書・情
報室の活用法を詳しく紹介し
ています。また，新庁舎整備
工事を契機に，現在行ってい
る書庫の整理についても紹介
しています。



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

¥8,300 330.59

河合雅司 講談社 ¥760 334.30

吉原祥子
中央公論
新社

¥760 334.60

河西知一
小宮弘子

総合法令
出版

¥1,500 366.10

日本経済新聞
社

日本経済新聞
出版社 ¥1,500 366.10

財　　　政

宇波弘貴
東洋経済
新報社

¥2,600 342.10

東京弁護士会自治体等
法務研究部福祉教育債
権班

日本加除
出版

¥3,200 349.30

地方税務研究
会

地方財務
協会

¥1,945 349.50

社　　　会

木下武徳　吉田健三
加藤美穂子

東京大学
出版会

¥2,500 364.02

玉木賢明
日本地域社会
研究所 ¥1,680 365.30

金子充 明石書店 ¥2,500 368.20

人口減少時代の土地問題
「所有者不明化」と相続，空き家，
制度のゆくえ

この１冊でポイントがわかる

「働き方改革」の教科書

図説　日本の財政
平成２９年度版

自治体が原告となる訴訟の手引
き　福祉教育債権編

平成２６年度　県民経済計算年
報　平成２９年版　２０１７

未来の年表
人口減少日本でこれから起きること

検証　働き方改革
問われる「本気度」

入門　貧困論
ささえあう／たすけあう社会をつく
るために

地方税関係資料ハンドブック
月刊「地方税」別冊

日本の社会保障システム
理念とデザイン

空き家対策の処方箋
利・活用で地域・都市は甦る！



芸　　　術

西村幸夫
本中眞

東京大学
出版会

¥2,800 709.00

佐滝剛弘 勁草書房 ¥2,700 709.00

白　　　書

日本加除出版株式会
社編集部

日本加除
出版

¥3,700 便覧

シュハリ・イ
ニシアティブ

シュハリ・イ
ニシアティブ ¥2,714 便覧

六　　　法

地方自治法令
研究会

ぎょうせ
い

¥4,000 六法

地方自治制度
研究会

学陽書房 ¥4,000 六法

岩波新書

日本の無戸籍者 井戸まさえ 岩波新書 ¥840 岩波新書

岩鼻通明 岩波新書 ¥900 岩波新書

出村和彦 岩波新書 ¥760 岩波新書

川合康三 岩波新書 ¥780 岩波新書

出羽三山
山岳信仰の歴史を歩く

世界文化遺産の思想

登録有形文化財　保存と活用から
みえる新たな地域のすがた

市町村役場便覧　平成３０年度版

国会便覧　平成２９年８月　新版
１４２版

自治六法　平成３０年版

地方自治小六法　平成３０年版

アウグスティヌス
「心」の哲学者

生と死のことば
中国の名言を読む



京都市会事務局調査課

京都市総合企画局市長公室広報担当

市政概要　平成２９年度版 千葉市議会事務局調査課

横浜市会議会局

川崎市議会議会局

議会ハンドブック　平成２９年度版　２０１７

さがみはら市議会だより　第１９９号 相模原市議会

GIKAI-STYLE　岡山市議会だより　No.93 岡山市議会議会運営委員会

議会要覧　平成２９年版 福岡市議会事務局（調査法制課）

くまもと　市政概要２０１７ 熊本市議会事務局調査課

第１８１回　経営経済動向調査　２０１７年９月 京都商工会議所

関西大学法学研究所

特集　再考・自治体間競争

　○インタビュー　北川正恭・早稲田大学名誉教授に聞く

　　　分権改革・地方創生の推進に善政競争を

　○政策開発と自治体間競争　○分権改革と自治体間競争

　○ゼロサムからの転換は首長の市民への責任

　○AIを活用した，持続可能な日本の未来に向けた政策提言

特集２　誰のための働き方改革？

　○働く者の声を反映した改革こそ必要だ

　○「働き方改革」はなぜ若者に支持されるのか？

　○過重労働の現場から－運輸・建設業界の「働き方改革」は？

ヨコハマ議会だより　No.106

議会かわさき　第１１５号

ガバナンス
　　　　（１１月号）

Governance Topics　広井良典・福田幸二

世界
　　　　（１１月号）

　○なんのための労働時間短縮なのか

川崎市議会議会局
議事調査部政策調査課

市政のあらまし　平成２９年度版

Nomos　第40号　2017年6月

平成２９年度　第１回　市政総合アンケート報告書
区役所における窓口サービスについて

新着雑誌紹介（五十音順）

新着資料



　○主権者教育の推進

　○地方分権と自治体議会の活性化

　○自治体議会改革は進展しているのか

　○計画・予算への議会の取り組み～政策過程への関与を深める議会へ

現地報告　

　○軽井沢町議会における議会改革の取り組みについて(長野県軽井沢市)

特集　これからの健康づくり政策

　○健康長寿社会構築のためには「人の健康」に加えて

　　「都市の健康」づくりを

　○コンパクトシティによる健康づくり

　○岡山市の健康ポイント事業の推進について

　○スマートウエネルみつけ－歩いて暮らせるまちづくり

　　　　　　　　　　市民以外も応募可能に(長崎県西海市)

(児童・家庭)貧困対策で，市が子どもの生活改善支援に

　　　　　　　　　　　　ナビゲーター配置(千葉県千葉市)

(雇用)市がシニアの職探しイベント，

　　　　　　どんな仕事か体験や動画でPR(北海道札幌市)

特集１　エネルギー自治の可能性

　○再エネで稼いで地域を豊かにする－エネルギー自治の新しい可能性

　○「エネルギーの地産地消」は本当によいことなのか？

　○広がる再生可能エネルギー100％と日本の市民・地域共同発電所

　○地域新電力の現状と可能性

特集　阪大トップ，関西勢が健闘

　持続可能な仕組みづくりがカギに

未来へつなぐ　子育て支援の現場から

　第８回 東京都福生市・待機児童２年連続ゼロ

　○「定期利用保育」を独自方式に 人口減少にも改善の兆し

議長に聞く　滋賀県大津市議会議長 仲野弘子氏

　○新規条令とTV会議で表彰　審議へ一層の市民参加模索

今月の政策動向

　誰もが活躍できる地域コミュニティの構築

　　　　　　－生活困窮者自立支援制度・生活保護制度

　○論文Ⅰ　子どもの育ちを支える「食」のあり方とは

　○論文Ⅱ　子ども食堂の現状とこれからの可能性

日経グローカル
　　　（１１／６号）

　大学の地域貢献度調査　国立大上位に

地方議会人
　　　　（１０月号）

特集　これからの地方議会

　○久慈市議会の住民対話の取り組み(岩手県久慈市)

月刊福祉
　　　　（１１月号）

特集　福祉と「食」の関係性

　○論文Ⅲ　フードバンク活動の現状と今後の可能性

自治実務セミナー
　　　　（１１月号）

都市問題
　　　　（１１月号）

D-file
　　　（９月下旬号）

(議会)市議会が議会便りの表紙写真を公募，


