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自治力の挑戦
閉塞状況を打破する技術とは

北村喜宣／公職研
分権法務の条例実践や，空き家対策

の政策法務など，自治立法・自治解釈
の“いま”を伝えています。京都市の
「京都市空き家等の活用，適正管理等
に関する条例」についても掲載してい
ます。

ゴリラと学ぶ
家族の起源と人類の未来

山極寿一×鎌田浩毅／
ミネルヴァ書房

ゴリラ研究の先駆者
である山極寿一氏と，
火山学者である鎌田浩
毅氏の対談です。霊長
類学の世界へ足を踏み
入れ，人類の起源と未
来についても語ってい
ます。



著   　編　　者   出版社
価格

（税抜）
分類番号

歴史・地理

中山清 文理閣 ¥2,900 216.20

京都新聞社
京都新聞出版
センター ¥1,600 291.62

総　　　記

宇田川勝司 ベレ出版 ¥1,400 302.10

社 会 科 学

岡本全勝
時事通信
出版局

¥1,500 317.30

地 方 自 治

松本英昭 ぎょうせい ¥6,000 318.00

北村喜宣 公職研 ¥1,500 318.20

向大野新治 吉田書店 ¥2,600 318.40

吉田勉 学陽書房 ¥2,600 318.50

書   　　 　　 名　　　　―副　題―

近世の山科　山科の近世
京都近郊天皇領の記録

ふるさとNEXT
京都府北部地域で生きる

日本で1日に起きていることを
調べてみた 数字が明かす現代日本

明るい公務員講座

仕事の達人編

要説　地方自治法　第十次改訂版
新地方自治制度の全容

自治力の挑戦
閉塞状況を打破する立法技術とは

議会学

事例から学ぶ　実践！

自治体法務・入門講座

『近世の山科 山科の近世 中山清／文理閣』

『久多荘文書 京都市歴史資料館』のご紹介

『近世の山科 山科の近世』
天皇領山科の実像を，地元

文書（山科郷惣頭の比留田家
文書・土橋文書，山科神社蔵
文書等）から読み解きます。

『久多荘文書』
京都市歴史資料館所蔵の

「岡田家文書」「東本家文
書」「久多自治振興会所蔵
文書(旧称・志古淵神社文
書)」を翻刻および解説した
ものです。

新着図書案内



法　　　律

完全解説　憲法改正国民投票法
一般社団法人　選
挙制度実務研究会

国政情報セ
ンター

¥3,200 323.14

経　　　済

一般財団法人
Think the Eaeth

一般財団法人
Think the
Eaeth

¥1,800 333.80

河合雅司
中央公論新
社

¥780 334.31

藤田香
日経BPマー
ケティング

¥2,200 336.00

社　　　会

矢口芳生
農林統計出
版

¥2,700 361.70

渡辺顕一郎
他

中央法規出
版

¥2,000 369.40

自 然 科 学

熊本県 ぎょうせい ¥3,889 453.21

打越綾子　他
ナカニシヤ
出版

¥2,000 480.79

山極寿一　他
ミネルヴァ
書房

¥2,200 489.97

技　　　術

林孝昌 環境新聞社 ¥1,500 518.52

日能研教務部 日能研　 ¥1,000 519.00

吉永明弘　他 勁草書房 ¥2,500 519.00

坪郷實 法律文化社 ¥3,200 519.10

森崎美穂子 水曜社 ¥2,500 583.36

未来を変える目標
ＳＤＧｓアイデアブック

未来の呪縛　日本は人口減から
脱出できるか
SDGsとESG時代の
生物多様性・自然資本経営

持続可能な社会論

詳解　地域子育て支援拠点ガイ
ドラインの手引　子ども家庭福祉の
制度・実践をふまえて　第３版

平成28年　熊本地震　熊本県はいか
に動いたか 初動・応急対応編

人と動物の関係を考える
仕切られた動物観を超えて

ゴリラと学ぶ
家族の起源と人類の未来

リサイクルビジネスもイノベー
ションを語ろう

SDGs　国連世界の未来を変えるため
の17の目標　2030年までのゴール

未来の環境倫理学

環境ガバナンスの政治学
脱原発とエネルギー転換

和菓子　伝統と創造　何に価値の真
正性を見出すのか



産　　　業

十名直喜 水曜社 ¥2,700 602.10

小田切徳美
他

筑波書房 ¥1,400 611.15

正木隆
全国林業改
良普及協会

¥2,300 650.00

石井 くるみ 大成出版社 ¥2,300 673.90

板谷和也　他 同文舘 ¥2,500 681.10

須田寛 交通新聞社 ¥1,500 689.21

白　　　書

総務省
日経印刷株
式会社

¥3,175 白書

岩 波 新 書

鶴原吉郎 岩波新書 ¥780 岩波新書

武士の日本史 髙橋昌明 岩波新書 ¥880 岩波新書

池上俊一 岩波新書 ¥960 岩波新書

加藤節 岩波新書 ¥820 岩波新書

ベラスケス
宮廷のなかの革命者

大髙保二郎 岩波新書 ¥960 岩波新書

寄　　　贈

京都市歴史資
料館

京都市歴史
資料館

寄贈 216.20

地方議会研究
班

関西大学法
学研究所

寄贈 318.40

京都市都市計画局都
市景観部景観政策課

京都市都市計画
局都市景観部景
観政策課

寄贈 518.80

森づくりの原理・原則
自然法則に学ぶ合理的な森づくり

民泊のすべて　旅館業・特区民泊・
住宅宿泊事業の制度と合法化実務

交通政策入門　INTRODUCTION
TO TRANSPORT POLICY

図でみる観光

叢書　京都の史料 １５

久多荘文書
関西大学法学研究所　研究叢書

第５８冊　地方議会研究の新展開

新景観政策　１０年とこれから

平成３０年版　（平成２８年度決
算）　地方財政白書

EVと自動運転
クルマをどう変えるか

フィレンツェ
比類なき文化都市の歴史

ジョン・ロック
神と人間との間

現代産業論
ものづくりを活かす企業・社会・地域

農山村からの地方創生



分類

Ａ３

Ａ３

Ａ４

Ｂ２

Ｂ２

Ｂ２

Ｂ２

Ｂ２

Ｂ２

Ｂ４

Ｂ４

Ｂ４

Ｂ４

Ｂ４

Ｃ３

Ｃ４

Ｄ１

Ｅ１１

Ｅ２１

Ｇ１

Ｇ１

Ｇ１

Ｇ３

Ｇ３

G4

G4

G4

Ｈ２

資料名 発行者

きょうと府民だより　２０１８年（平成３０年）　６月号
ｖｏｌ．４４６

大都市比較統計年表　平成２８年

統計京都　ＫＹＯＴＯ　ＩＮ　ＳＴＡＴＩＳＴＩＣＳ
ＮＯ．５４８　２０１８．５

国立国会図書館月報　６８５号　２０１８年５月

外国の立法　月刊版　立法情報・翻訳・解説
Ｎｏ．２７５－１　Ａｐｒｉｌ　２０１８

レファレンス　８０７号　２０１８年４月

科学技術に関する調査プロジェクト２０１７報告書　人工知能・ロ
ボットと労働・雇用をめぐる視点　２０１８年３月

科学技術に関する調査プロジェクト２０１７報告書　データ活用社
会を支えるインフラ　２０１８年３月

科学技術に関する調査プロジェクト２０１７報告書　政策決定と科
学的リテラシー　２０１８年３月

京ごよみ　２０１８年　６月号　７月号

産技研ＮＥＷＳ　ちえのわ　Ｎｏ．１６
平成３０年度　第１号　２０１８．５　Ｍａｙ．

名勝円山公園保存管理計画　平成２８年３月

おふたいむ　６　２０１８　Ｎｏ．２１２

市政概要　平成２９年度版

平成３０年度　統計調査年間計画　平成３０年４月

藝文京　２０１８．春　通巻１３５号

国立国会図書館調査及び
立法考査局

２０１８　議会調査報　第４１３号
平成２９年度　指定都市基本施策比較検討調<予算編>

２０１８　議会調査報　第４１４号
平成２９年中の議決事項一覧

２０１８年度版　地域ハンドブック　地域データと政策情報

京都部落問題研究資料センター通信　第５１号

関西大学法学研究所　研究叢書　第５６冊
欧州私法の新たなる潮流Ⅱ

統計解析　京都市における平均寿命－「平成２７年市区町村別生命
表の概況から」　　Ｎｏ．９２

統計解析　京都市のこどもの数－平成３０年「こどもの日」にちな
んで－　　Ｎｏ．９３

京都市統計月報　（平成３０年５月号）

統計解析　京都市の公園について　－平成３０年「みどりの日」に
ちなんで－　　Ｎｏ．９４

京都市総合企画局
情報化推進室統計解析担当

関西大学法学研究所　研究叢書　第５９冊
証拠の収集と保管

平成３０年度版　参考資料　議会改革の取り組み

京都府政策企画部企画統計
課

京都府広報課

大都市統計協議会

国立国会図書館

国立国会図書館調査及び
立法考査局
国立国会図書館調査及び
立法考査局
国立国会図書館調査及び
立法考査局

(公財)京都市芸術文化協会

京都市観光協会
京都観光推進協議会

京都市産業技術研究所

京都市建設局
みどり政策推進室

京都市交通局営業推進室

国立国会図書館調査及び
立法考査局

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

堺市議会事務局調査法制課

堺市議会事務局調査法制課

堺市議会事務局調査法制課

株式会社
日本政策投資銀行
京都部落問題研究資料セン
ター

関西大学法学研究所

関西大学法学研究所

関西大学法学研究所

八尾市議会事務局

関西大学法学研究所　研究叢書　第５７冊
担保法制と資金調達

新着資料案内



特集　自治体のエネルギー政策と地域ガバナンス

　○再生可能エネルギーを軸としたエネルギーシステムへ

　　「主力電源」化への課題

　○自治体エネルギー政策による地域づくり

　○「世の中を良くしたい」という視点でメディアを積極的に巻き込む

　○メディアの注目を集める地域ＰＲの極意

特別企画　「共感」「共創」による地域プロデュ―ス

　○「よそ者」率いるローカルベンチャー　愛媛で「新産業」を生む

　○フロービジネスからの脱却を目指す　地域連携ＤＭＯ

　　地域資産をいかし，「関係人口」増加へ

地方創生の実践へ　議会質問のヒント

特集　自治体の民泊対策

　○民泊新法の施行と自治体の対応

　○住宅宿泊事業法制定の経緯と概要

　○北海道における住宅宿泊事業法への対応

　○京都市における民泊への取組み

　　　京都市行財政局総務部法制課／保健福祉局医療衛生推進室

　○金沢市における民泊への取組み

特集　市町村議会の活性化と住民参加

(高齢者福祉)市が高齢性者施設に介護ロボットを

　　　　　　無料貸し出し，初の腰痛対策(千葉県千葉市)

(文化・社会教育)地域の歴史や文化資産を統一看板で紹介，

　　　　　　　　企画提案募る(岡山県岡山市)

(交通・港湾)市が住民の足確保に支援，

　　　　　　乗り合い交通試験運行に経費補助(宮城県仙台市)

特集　延ばせ！健康寿命

　　　地域の活力維持と医療費抑制目指す

　　　リテラシー向上やポイント制度で生活習慣改善

自治体財政 改善のヒント

　自治体の負担なく整備したジブリ美術館

未来へつなぐ 子育て支援の現場から

　大阪府守口市・幼児教育と保育の無償化

条例　CLOSE UP　先進・ユニーク条例

　○解説　京都市宿泊税条例　京都市

　○住民参加と開かれた議会 ○議会の政策機能と議員提案条例

D-file
　（４月下旬号）

自治実務セミナー
　　　　（６月号）

日経グローカル
　　　（６／４号）

ガバナンス
　　　　（６月号）

スキルアップ特集 メディアが取り上げたくなる情報発信

月刊 事業構想
　　　　（７月号）

　○シティプロモーションって何？

自治体法務研究
　　　　　（夏号）

　○地方議会改革と議会基本条例

　○人口減少時代における地方議会の在り方

新着雑誌紹介（五十音順）


