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～おすすめ新着図書～

平成29年改正対応
新しい都市緑地・農地・
公園の活用Ｑ＆Ａ
都市緑地法制研究会／
ぎょうせい

改正された都市緑地法，都市
公園法，生産緑地法，都市計画
法の運用ポイントをＱ＆Ａ形式
で解説しています。

京響と仲間たち
京都市交響楽団ガイ
ドブック 淡交社編
集局／淡交社

京都市交響楽団は，日本

で唯一の自治体直営のオー

ケストラとして1956年に

設立されてから，2016年

に60周年を迎えました。

三人の常任指揮者による

話し合い，楽団員の声など

を通して，京都市交響楽団

の魅力に迫ります。京都市

交通局地下鉄市バス応援

キャラクター 太秦萌による

京都コンサートホール案内

も掲載されています。

(調査課 松本)

(調査課 西田)



著   　編　　者   出版社
価格

（税抜）
分類番号

総　　　記

北村志麻  樹村房 ¥1,500 15.80

歴史・地理

木村武仁 淡交社 ¥1,500 216.20

塚本稔 リーフ・パブリ
ケーションズ ¥1,700 289.10

井上満郎 淡交社 ¥1,600 291.62

社 会 科 学

清水真人 筑摩書房 ¥1,100 312.10

松尾剛行 勁草書房 ¥3,700 316.10

圓生和之  三恵社 ¥3,000 317.30

二人の京都市長に仕えて
知っているようで知らない京都市政

平成デモクラシー史

最新判例にみるインターネット上の

プライバシー・個人情報保護の理
論と実務

公務員人事の経済分析　賃金編

書   　　 　　 名　　　　―副　題―

図書館員のための
イベント実践講座

京都を愉しむ　幕末のその日，
京で何が起こったのか

歴史でめぐる洛中洛外 上・中・下

新着図書案内

今月のトピックス

平成３０年度から，定期購読
の雑誌として新たに

『月刊 広報会議／社会情報大

学院大学』『月刊 事業構想／
事業構想大学院大学』を購入し

ています。ぜひ，ご覧ください！

http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I028725597-00
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I028725597-00


地 方 自 治

北村喜宣 ぎょうせい ¥2,200 318.10

樫谷隆夫 同文舘 ¥2,900 318.10

吉野貴雄 ぎょうせい ¥2,000 318.50

牧瀬稔
 秀和システ
ム

¥1,800 318.60

法　　　律

伴義聖　他 ぎょうせい ¥4,200 323.96

松尾剛行 勁草書房 ¥4,400 326.25

伊集院要 扶桑社 ¥1,200 327.85

経　　　済

木村真樹 英治出版 ¥1,600 338.70

社　　　会

鏡諭 公人の友社 ¥2,600 364.40

国立社会保障・人口
問題研究所

東京大学出
版会

¥4,800 369.20

加藤彰彦　他
かもがわ出
版

¥2,700 369.40

畑千鶴乃　他
かもがわ出
版

¥2,100 369.40

竹端寛　他
ミネルヴァ
書房

¥2,500 369.70

介護保険制度の強さと脆さ
２０１８年改正と問題点

子どもの権利最前線カナダ・オン
タリオ州の挑戦　子どもの声を聴く
コミュニティハブとアドボカシー事務所

「無理しない」地域づくりの学校
「私」からはじまるコミュニティ
ワーク

新版 実務　住民訴訟

最新判例にみるインターネット上の

名誉毀損の理論と実務

ばっちゃん～子どもたちの居場所。広島
のマザー・テレサ～

はじめよう，お金の地産地消
地域の課題を「お金と人のエコシステム」で
解決する

地域で担う生活支援
自治体の役割と連携

沖縄子どもの貧困白書

リーガルマインドが身につく

自治体行政法入門

自治体の仕事シリーズ

監査委員事務局のシゴト

どん底自治体が甦る!

地域創生を成功させた20の方法

公共部門のマネジメント
合意形成をめざして

もろ



風 俗 習 慣

淡交社編集局 淡交社 ¥1,800 386.16

技　　　術

田中信一郎 築地書館 ¥1,600 501.60

都市緑地法制
研究会

ぎょうせい ¥2,500 518.85

産　　　業

道路管理瑕疵
研究会

ぎょうせい ¥4,600 685.10

山田拓  新潮社 ¥740 689.40

芸　　　術

太下義之 水曜社 ¥2,500 709.00

淡交社編集局 淡交社 ¥1,500 764.30

言　　　語

高橋絹子　他 淡交社 ¥1,500 837.80

岩 波 新 書

インド哲学10講 赤松　明彦 岩波新書 ¥840 岩波新書

伊達　聖伸 岩波新書 ¥840 岩波新書

黒﨑　真 岩波新書 ¥820 岩波新書

寄　　　贈

熊本市都市政策研究
所・政策局復興総室

熊本市 寄贈 369.31

民生委員制度創設100
周年記念事業実行委員会

京都市民生児
童委員連盟 寄贈 369.42

民生委員制度創設100周年記念誌
京（みやこ）

平成28年熊本地震　熊本市 震災記
録誌 ～復旧・復興に向けて～ 発災からの
１年間の記録

京響と仲間たち
京都市交響楽団ガイドブック

外国人に茶道を伝える
英会話例文集

ライシテから読む現代フランス
－政治と宗教のいま

マーティン・ルーサー・キング
－非暴力の闘士

信州はエネルギーシフトする
環境先進国・ドイツをめざす長野県

アーツカウンシル
アームズ・レングスの現実を超えて

京の祭と行事365日

外国人が熱狂するクールな田舎
の作り方

平成２９年改正対応

新しい都市緑地・農地・公園の
活用Q&A

第三次改訂版

道路管理瑕疵判例ハンドブック

http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I028733516-00
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I028733516-00
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I028733516-00
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第一法規株式会社

専修大学法学研究所

京都市産業技術研究所

京都市総合企画局情報
化推進室統計解析担当

川崎市議会議会局

京都府政策企画部
企画統計課

京都市西京区役所保健
福祉センター

総合企画局市長公室広
報担当

「情報公開の実務」「個人情報保護の実務」別冊　ＩＰ
Ｖｏｌ．４２

資料名 発行者

民事法の諸問題ＸＶ　２０１８年２月　紀要４３

調査時報　Ｎｏ．２６３　２０１８／３

京都市会海外行政調査
団（北欧教育制度）

公明党京都市会議員団

公明党京都市会議員団

シュハリ・イニシア
ティブ

京都府都市統計協議会

広島市議会事務局

第１８３回　経営経済動向調査　２０１８年３月
京都商工会議所中小企
業経営支援センター

京都府図書館等連絡協
議会

京都市総合企画局情報
化推進室統計解析担当

京都市総合企画局情報
化推進室統計解析担当

京都市観光協会
京都観光推進協議会

調査リポート　２０１８．２　Ｎｏ．１１９　Ｎｏ．１２０

平成２９年度　第２回　市政総合アンケート報告書　地域に
おける生活課題や支え合い活動に関する意識調査

とうけいでみるきょうと　平成２９（２０１７）年版

統計解析Ｎｏ．８９
平成２８年経済センサス－活動調査（製造業）の集計結果

統計解析Ｎｏ．９０
京都市地域統計要覧ウェブサービスの公開について

京都市統計月報　（平成３０年３月号）

産技研　ＮＥＷＳ　ちえのわ　Ｎｏ．１５
平成２９年度　第４号　２０１８．３　Ｍａｒ．

西京区　保健統計年報　平成２８年

京都市北区役所保健福
祉センター

平成２８年　保健統計年報

京都市総合企画局情報
化推進室統計解析担当

京都市における持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の推進に向
けた提言　２０１８年２月

国会便覧　平成３０年２月　新版　１４４版

平成２９年版　都市指標

統計京都　ＫＹＯＴＯ　ＩＮ　ＳＴＡＴＩＳＴＩＣＳ
ＮＯ．５４６　２０１８．３

会報　Ｎｏ．９８　平成３０（２０１８）年３月１５日

京ごよみ　２０１８　５月号

京都への文化庁移転と地域活性化に関する提言

平成２９年度　京都市会海外行政調査（北欧教育制度）報告
書　平成２９年９月３日（日）～９月１０日（日）

新着資料案内



特集　自治体職員の魅力をどう高めるか

　　　－人手不足時代の自治体人材マネジメント

AI・地域・幸福－自治体公共政策の新展開　第1回

データで見る ＰＲ動画の効果

　○鳴門市・南あわじ市　○千葉県松戸市　他

地域を変える発想とは　地方創生とＰＲ

　○地域メディアの現場から　秋田魁新報社『秋田魁新報』

　○明日から実務に使える　自治体ＰＲ入門　オズマピーアール

イノベーション特集

　TOKYO 2020　「レガシー」を生む新ビジネス

　○数字でみるオリンピックレガシー

特別企画　全国自治体シティプロモーション実態調査

　○効果の高い施策とは何か 地域の理想形とシティプロモーション

特集　若い職員へ何を伝えるか

　○自治体学とは何か　○分権時代を生きているか

環境自治体白書　

　川崎市！環境技術を生かし，持続可能な低炭素社会を目指す

見せます！議会の底力

　議会によるシティセールス　山口市議会

(財政)全国初の制度化，身寄りない死者の

　　　　　　　遺留金を相続人探しに活用(兵庫県神戸市)

(環境・廃棄物)全国初　市がＥＶゴミ収集車導入へ，

　　　　　　　ＣＯ2排出や燃料費削減へ(神奈川県川崎市)

(観光)観光案内板を民間管理に，

　　　　市有地提供し広告収入で維持管理(広島県広島市)

特集　「AI時代の政治と行政」

発想　無料低額宿泊所の規制強化へ 社会福祉法等改正　

　貧困ビジネスから高齢者を護る自治体の責務－住み続けられる住宅の確保

連載　「子どもの貧困対策　自治体の取り組み」

特集　2018年度都道府県予算　2年連続マイナス

　待機児童・貧困対策・教育に手厚く 一般会計1.6％減，法人２税は6.6％増

フォーカス　民泊規制条例

　対象自治体の３分の1が導入へ 実態把握難しく実効性に課題

ガバナンス
　　　（４月号）

　AIは政策に活用できるか

　広井良典＋京都大学こころの未来研究センター＋日立京大ラボ・北大ラボ

月刊 事業構想
　　　 （５月号）

　○読売広告社 ひとまちみらい研究センター シビックプライド その構造を探る

日経グローカル
　　（４／２号）

大学，地域を拓く　同志社女子大　京田辺市の魅力発信

月刊 広報会議
　　　（５月号）

D-file 別冊
　　　　（春号）

月刊
地方自治職員研修
　　　（４月号）

D-file
　（２月下旬号）

　　　第１回 足立区の挑戦『未来へつなぐ　あだちプロジェクト』

エコ

新着雑誌紹介（五十音順）


