
横浜発 助けあいの心がつむぐまちづくり
地域福祉を拓いてきた５人の女性の物語

西尾敦史／ミネルヴァ書房
大都市横浜の地域福祉活動を，それぞれの選択と

手法で支え守り続けてきた女性たち。彼女たちのイ

ンタビューをもとに，住民同士の助け合い活動につ

いて検証しています。大都市における地域福祉実践

の手引きとなる一冊です。

子どもの貧困対策と教育支援
より良い政策・連携・協働のために 末冨芳／明石書店

「どのように子どもの貧困対策を進めればよいの

か」に焦点をあて，最前線で挑戦を続ける研究者・

実践者・当事者たちが協働して，「対策」として有

効なアプローチについて提案を行っています。

誰でもできるフードバンクの作り方
未来にツケを残さない－フードバンクの新しい挑戦

フードバンク・岡山 糸山智栄 他／高文研

食品ロスと貧困の増加及び格差拡大の原因を探

り，今，日本で求められているフードバンクの役

割について，多くの事例・統計などを用いて紹介。

広島，岡山のＮＰＯがゼロから立ち上げ，人をつ

ないできたこれまでの活動をたどり，その作り方，

役割を伝えます。
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著   　編　　者   出版社
価格

（税抜）
分類番号

歴史・地理

山田邦和 新泉社 ¥2,000 291.62

社 会 科 学

キャス・サン
スティーン

NTT出版 ¥2,800 312.53

原早苗
木村茂樹

商事法務 ¥2,500 317.21

地 方 自 治

松本英昭 学陽書房 ¥15,000 318.00

宇賀克也
他

第一法規 ¥2,200 318.10

天川晃 左右社 ¥2,200 318.20

地方公務員法
制研究会

ぎょうせ
い

¥2,200 318.30

天川晃最終講義

戦後自治制度の形成

書   　　 　　 名　　　　―副　題―

京都　知られざる歴史探検　上
上京　洛北　洛東・山科

シンプルな政府
“規制”をいかにデザインするか

消費者庁・消費者委員会創設に
込めた想い

新版　逐条　地方自治法　第９次改訂版

２０１７年　地方自治法改正
実務への影響と対応のポイント

Q＆A　地方公務員の臨時・非常
勤職員制度改正のポイント

新着図書案内

今月のトピックス 『月刊 地方自治職員研修 １月号（公職研）』に
京都市会の取組が掲載されました！！

「見せます！議会の底力」の
コーナーで，「議会機能の充実
と開かれた市会を目指して」と
題して，市会基本条例の制定，
検証・評価，議決事件の追加な
どについて紹介しました。



法　　　律

全訂　住民基本台帳法逐条解説
市町村自治研究
会

日本加除
出版

¥9,000 324.87

社　　　会

河井孝仁 第一法規 ¥2,100 361.98

新しい力　私たちが社会を変える 共同通信社 新評論 ¥2,400 367.68

西尾敦史
ミネル
ヴァ書房

¥1,800 369.02

糸川智栄
他

高文研 ¥1,700 369.14

末冨芳 明石書店 ¥2,600 369.40

技　　　術

Nijo-jo　Castle
京都新聞出版
センター

京都新聞出
版センター

¥762 521.82

産　　　業

大正大学出版
会

大正大学 ¥1,000 601.05

金丸弘美 合同出版 ¥1,600 601.10

石原武政
他

学芸出版
社

¥2,500 601.11

地域人　第２６号
日本の未来を明るくする女性たち

「失敗」からひも解く

シティプロモーション
－なにが「成否」をわけたのか

横浜発　助けあいの心がつむぐ
まちづくり　地域福祉を拓いてきた
５人の女性の物語

誰でもできるフードバンクの作り方

未来にツケを残さない
－フードバンクの新しい挑戦

子どもの貧困対策と教育支援
より良い政策・連携・協働のために

田舎の力が未来をつくる！
ヒト・カネ・コトが持続するローカル
からの変革

フラノマルシェはまちをどう変
えたか　「まちの滞留拠点」が高め
る地域内経済循環



白　　　書

厚生労働省 日経印刷 ¥3,150 白書

寄　　　贈

改組　新　第４回　日展作品集 日展 日展 702.16

岩 波 新 書

治安維持法と共謀罪 内田博文 岩波新書 ¥840 岩波新書

新藤宗幸 岩波新書 ¥820 岩波新書

山本芳久 岩波新書 ¥860 岩波新書

原田信男 岩波新書 ¥860 岩波新書

大門正克 岩波新書 ¥860 岩波新書

科学者と軍事研究 池内了 岩波新書 ¥780 岩波新書

平成２９年版　厚生労働白書
社会保障と経済成長

原子力規制委員会－独立・中立とい
う幻想

義経伝説と為朝伝説
日本史の北と南

語る歴史，聞く歴史
－オーラル・ヒストリーの現場から

トマス・アクィナス　理性と神秘

『元離宮 二条城（京都新聞出版センター』のご紹介

豪壮・絢爛の美，二条城の歴史と文化について，

カラー写真や図版を配して紹介されています。

日本語版と英語版を配架しています。



分類

京都市会事務局 A1

D31

D3

京都市交通局営業推進室 E21

京都・左京文学散歩 京都市左京図書館 E4

京都府議会事務局総務課 A3

議会手帳　２０１８ 議会手帳　 別冊　２０１８ 京都府議会 A3

国立国会図書館手帖　2018 国立国会図書館 B2

B2

千葉市議会先例（事例）集　 平成２９年６月 千葉市議会事務局 F3

千葉市議会提要　平成２９年６月 千葉市議会事務局 F3

千葉市議会事務局調査課 F3

平成２９年度　なごや子ども市会記録集 名古屋市会事務局調査課 F4

議会の活動　第１５８号 名古屋市会編集委員会 F4

大阪市会だより　１２月号 G1

神戸市会だより　No.１９６ 神戸市会事務局 G1

ひろしま市議会だより　第２７５号 広島市議会広報委員会 G1

北九州市議会だより　No.２２０ G2

関西広域連合　リーフレット 関西広域連合 G2

北九州市議会事務局
政策調査課

大阪市会事務局
政策調査担当

京都市上京区役所保健福祉
センター　健康長寿推進課

京都市環境政策局
環境企画部

平成２９年度 議員研修- 人口減少社会を希望に-これか
らの日本社会とコミュニティ

平成２８年度　公共用水域及び地下水水質測定結果

平成２８年　保健統計年報

京都市交通事業白書（事業概要） 平成２８年度

調査時報　第１８７号　 平成２８年議会活動等状況

国立国会図書館調査及び
立法考査局

平成２９年　２・６・９月
京都府議会定例会会議録　等

調査資料２０１７－２　平成２８年度国際政策セミナー
報告書　家族のダイバーシティ－ヨーロッパの経験から
考える－

資料名 発行者

新着資料案内



特集　次代の自治・自治体職員のミライ

　○次代の自治と自治体職員 ○自治体職員の働き方と矜持

GovernanceTopics

　ローカルファイナンスの可能性から100年後の未来を構想する

変わるか！地方議会　200

　4年がかりで町議会初の政策提案書を町長に提出－北海道浦幌町議会

特集　働き方改革と自治体

　○地方自治体における働き方改革の推進

　○女性活躍推進法施行後の現状と課題

　○2020年に向けた働き方改革(テレワークの導入)

自治体の取組事例

　神奈川県横浜市　女性職員の活躍推進

　巻頭言　浸水予測技術でひらく新たな減災対策

特集　技術がひらく新しい防災

　○2020年に向け全国約3万箇所の公衆無線LAN整備を目指して

現地報告　小さなドローンが紡ぐ

　　　　　多摩川流域自治体から広がる大きな連携

教養講座 連載第8回 議会基本条例を議会に活かす・住民に活かす

　－行政監視から政策提案へ➁－政務活動費を生かす

　　　　市が最大6年間家賃補助(兵庫県神戸市)

(児童・家庭)市が大規模マンションに保育所整備協議条例，

　　　　　　　入居者は優先入所(大阪府大阪市)

(財政)市が駅前バス乗り場と上部デッキに命名権，

　　　　500万円以上条件に(神奈川県川崎市)

　○「住宅確保要配慮者」とは？　○拡大する高齢者の貧困

　○単身高齢者への入居差別　○障害者の住宅問題

発想　自治体の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の可能性

　○中間年の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

　○東京圏への人口の集中は続くが　○日本の縮図？千葉県

特集　人口減少時代の自治体経営　全国自治体首長調査　　

　　　子育て支援を重視　移住政策や空き家対策にも注力

Focus　交付税，トップランナー方式の影響

D-file
　　（１１月下旬号）

(住宅)公営住宅落選のひとり親世帯へ，

自治体法務研究
　　（No.５１ 冬号）

　○働き方改革の方向と理念

ガバナンス
　　　　　（１月号）

　　－第10回ローカルサミットin東近江

日経グローカル
　　　（１／１月号）

　26道府県と8市，財政需要が5億円以上減

　民間委託や指定管理などさらなる効率化必要

地方議会人
　　　　（１２月号）

D-file 別冊
　　（Vol.72 冬号）

特集　「住宅確保要配慮者」と住宅セーフティネット

新着雑誌紹介（五十音順）


