
　

平成30年5月 No.344
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

～おすすめ新着図書～

南三陸町 屋上の円陣 防災対策庁舎からの無言の教訓

山村武彦 ／ぎょうせい
東日本大震災の際，宮城県南三陸町の防災対策庁舎の屋

上で円陣を組み，津波に耐えようとする人たちがいました。
防災対策の中心となる庁舎がなぜ被害を受け，多くの犠牲
者を出したのか。助かった人々のインタビューから，被害
想定の考え方に課題があったことが分かりました。防災に
おける，今後の課題と教訓を追求した1冊です。

人口減少時代の都市 成熟型のまちづくりへ

諸富徹／中央公論新社
人口減少と高齢化，老朽化する公共インフラ，増える空

き家等の問題の対策を「住みよい都市」実現のチャンスと
捉えます。投資と効率性の視点から，地域内の所得と雇用，
独自の財源をもたらす都市経営のあり方とはどのようなも
のか。発展を続けるための戦略を示しています。

（調査課 樋口）

（調査課 山下）



著   　編　　者   出版社
価格

（税抜）
分類番号

総　　　記

詳解　著作権法　第５版 作花文雄 ぎょうせい ¥6,300 21.20

歴史・地理

永江朗 徳間書店 ¥1,200 291.62

総　　　記

藤井ニエメラ
みどり 他

かもがわ
出版

¥1,800 302.30

水谷修 日本評論社 ¥1,400 304.00

社 会 科 学

三好規正
イマジン
出版

¥2,200 314.85

金井利之 筑摩書房 ¥1,100 317.10
行政学講義
日本官僚制を解剖する

書   　　 　　 名　　　　―副　題―

ときどき、京都人。
東京⇔京都 二都の生活

フィンランド

育ちと暮らしのダイアリー
少数異見
「考える力」を磨く社会科ゼミナール

最新事例解説 すぐわかる選挙運
動　ケースでみる違反と罰則

新着図書案内

今月のトピックス

市会図書・情報室では，
『多様化する働き方』を
テーマに特集コーナーを
開設しています。ぜひ，
ご覧ください！！



地 方 自 治

選挙制度研究
会

ぎょうせい ¥2,130 318.10

田村一夫 学陽書房 ¥2,500 318.40

竹山和弘 水曜社 ¥2,000 318.60

法　　　律

潮見佳男 他 弘文堂 ¥3,300 324.40

江頭憲治郎 有斐閣 ¥5,600 325.24

東京弁護士会法友全期
会民事訴訟実務研究会 ぎょうせい ¥3,300 327.22

財　　　政

井熊均 他 学陽書房 ¥2,700 343.70

社　　　会

志子田徹
イースト・
プレス

¥861 361.98

菅野和夫 弘文堂 ¥6,200 366.14

阿部正浩 他
慶應義塾大
学出版会

¥4,200 366.21

川崎貴聖 創藝社 ¥1,200 369.14

山村武彦 ぎょうせい ¥1,800 369.31

楠凡之 他
かもがわ
出版

¥2,000 369.42

教　　　育

本山勝寛 ポプラ社 ¥800 373.40

ルポ地域再生
なぜヨーロッパのまちは元気なのか?

労働法　第十一版補正版

多様化する日本人の働き方
非正規・女性・高齢者の活躍の場を探る

善意立国論　ふるさと納税型クラウド
ファンディングが拓く「日本創生」の未来

地方選挙の手引　平成３０年

公務員が議会対応で困ったら読
む本
まちを楽しくする仕事　まちづ
くりに奔走する自治体職員の挑戦

南三陸町　屋上の円陣
防災対策庁舎からの無言の教訓

遊びをつくる、生活をつくる。
学童保育にできること

今こそ「奨学金」の本当の話を
しよう。貧困の連鎖を断ち切る「教育
とお金」の話

Before/After　民法改正

株式会社法　第７版

証拠収集実務マニュアル　第３
版

地域の価値を高める
新たな官民協働事業のすすめ方



技　　　術

諸富徹
中央公論
新社

¥800 518.80

中島大
東洋経済
新報社

¥1,400 543.30

産　　　業

トーマス・バウムガ
ルトナー 他

TAC株式会社
出版事業部 ¥1,800 673.30

所正文 他 文藝春秋 ¥830 681.30

田川博己 中央経済社 ¥1,600 689.21

芸　　　術

カイシトモヤ
エムディエヌ
コーポレーショ
ン

¥2,300 727.00

六　　　法

山下友信 他 有斐閣 ¥12,000 六法

岩 波 新 書

ルポ　保育格差 小林美希 岩波新書 ¥840 岩波新書

データサイエンス入門 竹村彰通 岩波新書 ¥760 岩波新書

声優　声の職人 森川智之 岩波新書 ¥780 岩波新書

寄　　贈

世界人権問題
研究センター

世界人権問題
研究センター 寄贈 210.04

京都市総合企画局
情報統計担当

京都市総合企画
局情報統計担当 寄贈 318.00

総務省 総務省 寄贈 318.04

世界人権問題
研究センター

世界人権問題
研究センター 寄贈 361.86

問いとしての部落問題研究
近現代日本の忌避・排除・包摂

自治論文集
地方自治法施行七十周年記念

いちばん面白いデザインの教科
書　How To Design

六法全書Ⅰ　Ⅱ　平成３０年版

小水力発電が地域を救う
日本を明るくする広大なフロンティア

京都市統計書　平成２９年版

人口減少時代の都市
成熟型のまちづくりへ

観光先進国をめざして　日本の
ツーリズム産業の果たすべき役割

中近世の被差別民像
非人・河原者・散所

SALES GROWTH 世界のセール
ス・エグゼクティブが伝える5つの実
績のある戦略

高齢ドライバー
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平成２９年１０月２２日執行　衆議院議員総選挙　最高裁判所裁判官国民審
査　（付　京都府議会議員宮津市及び与謝郡選挙区補欠選挙）　選挙の記録

京都府選挙管理委員会

自治体通信　Ｖｏｌ．１２ イシン株式会社

資料名 発行者

２０１８年（平成３０年）　会員名簿
２０１８年（平成３０年）２月１日現在　他

京都弁護士会

ＧＬＯＢＥ　グローブ　２０１８　春　９３
（公財）世界人権問題研究セ
ンター

京都市建築行政年報　平成２８年度の建築行政の動向　平成３０年３月 京都市都市計画局建築指導部

おふたいむ　５　２０１８　Ｎｏ．２１１ 京都市交通局営業推進室

京都市上下水道事業　中期経営プラン　２０１８－２０２２
平成３０年３月　他

京都市上下水道局

「分かりやすく伝えるため」の手引き
京都市保健福祉局
障害保健福祉推進室

きょうとはぐくみ通信　ＧｏＧｏ土曜塾
Ｖｏｌ．１０９　平成３０年５月１日　５・６月号

京都市子ども若者はぐくみ局
はぐくみ創造推進室

京都市立病院紀要　第３７巻第２号 京都市立病院

世界人権宣言って何？　～人権の大切さを見つめ直そう～
京都市文化市民局くらし安全
推進部人権文化推進室

史跡旧二条離宮　（二条城）　番所　修理工事報告書
京都市文化市民局
元離宮二条城事務所

明治の橋　近代橋梁の黎明　文化財ブックス　第３２集
京都市文化市民局文化芸術都
市推進室文化財保護課

京都市地域防災計画　震災対策編　平成２９年１２月５日　他
京都市行財政局
防災危機管理室

ウイングスきょうと　４・５月
２０１８　Ｎｏ．１４５・１４６

（公財）京都市男女共同参画
推進協会

きょう　ＣＯＬＯＲ　人権総合情報誌
２０１８．５　Ｖｏｌ．８

京都市文化市民局くらし安全
推進部人権文化推進室

京都市統計月報　（平成３０年４月号）
京都市総合企画局情報化推進
室統計解析担当

統計解析　新設住宅着工の動向について　－平成２９年中の結果から－
Ｎｏ．９１

京都市総合企画局情報化推進
室統計解析担当

平成２９年度　包括外部監査の結果報告書　市税に係る事務の執行について
平成３０年３月

京都市包括外部監査人
市川晃

国立国会図書館月報　６８４号　２０１８年４月 国立国会図書館

レファレンス　８０６号　２０１８年３月　他
国立国会図書館調査及び立法
考査局

２０１７（平成２９）年度　京都市多文化施策審議会　報告書
２０１８年（平成３０年）３月

京都市多文化施策審議会
京都市総合企画局国際化推進室

平成２９年１２月　平成３０年２月　京都府議会定例会会議録　等 京都府議会事務局総務課

統計京都　ＫＹＯＴＯ　ＩＮ　ＳＴＡＴＩＳＴＩＣＳ
ＮＯ．５４７　２０１８．４

京都府政策企画部企画統計課

第百九十二回　第百九十三回　国会制定法 参議院法制局

平成２９年度版　京都府　市町村のあらまし
京都府総務部自治振興課
（公財）京都府市町村振興協会

「京都府　市町村のあらまし」別冊　市町村行財政データ
～市町村のヘルスチェック～　（平成２９年度版）　平成３０年３月

京都府総務部自治振興課
（公財）京都府市町村振興協会

平成２９年度　京都府包括外部監査報告書　平成３０年３月
京都府包括外部監査人
公認会計士　新井英植

きょうと府民だより　２０１８年（平成３０年）
４・５月号　ｖｏｌ．４４４・４４５

京都府広報課

平成２８年（２０１６年）　京都府統計書　　平成３０年刊行 京都府政策企画部企画統計課

財政状況　平成２９年１２月 京都府

新着資料案内



特集　小規模市町村議会の展望

　○小規模市町村議会の維持と議員のなり手の確保 

Governance Focus　神奈川県茅ケ崎市

　○「行動改革」「意識改革」を柱に独自の働き方を推進

議会改革リポート　変わるか！地方議会　北海道登別市議会

　継続的な議会改革の推進に，さまざまな仕組みを導入

地域を変える発想とは　地方創生とPR

　○明日から実務に役立つ　自治体PR入門　

　　　個人と個人がつながる時代　自治体PRで大切なこと

　○リレー連載 地域活性のプロが指南　道後温泉にアートで光を

イノベーション特集

　インバウンド沸騰の先へ 観光の新ビジネス，問われる真価

　○民泊新法施行のポイントを解説

　　民泊ビジネス，主戦場は「地方」へ

　○京都市の育成事業に見る，地域通訳の重要性

地域特集　明治150年，伝統の承継と革新へ 山口県

(自治体出版・広報)市がLINEで情報発信，アカウント開設し

　　　　　　　災害情報や地域情報など発信(熊本県熊本市)

(高齢者福祉)市議会が認知症事故賠償救済条例制定，

　　　　　　　　　　有識者会議で運用決定(兵庫県神戸市)

(交通・港湾)市営地下鉄の5駅で方言案内，

　　　　　　　名所近くで観光客もてなす(愛知県名古屋市)

特集1 地方政治と政党

　○誰がための選挙制度改革？　○マルチレベルの政党組織

　○二元代表制の理念と現実　○首長選挙と政党政治

特集2 人口減少社会の公共施設・インフラ

　○公共施設・インフラの再編をめぐる背景と今後の焦点

　○総合管理計画から個別施設計画への展開

特集 全国814市区調査 2018年度予算と一押し事業

　1.0％増，220市区が過去最高

　インフラ老朽化・五輪・子育て支援などに対応

グローカルインタビュー　宮崎県日南市長 崎田恭平氏 　

　少子高齢化・人口減を克服するには

　民間人を起用し，街の核をつくり直す

キーパソン 観光庁観光産業課長 鈴木貴典氏

　民泊法6月施行，違法営業を防止 自治体の規制対応は分かれる

D-file
　（３月下旬号）

日経グローカル
　　（５／７号）

都市問題
　　　（５月号）

ガバナンス
　　　（５月号）

月刊 広報会議
　　　（６月号）

　　　 4年ぶりの道後オンセナート 「共創」で未来を元気に

月刊 事業構想
　　　（６月号）

　　　地域通訳案内士 広がる活躍の場

新着雑誌紹介（五十音順）


