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65
2013.10.22 日曜日の自治体学 新藤宗幸 2013.09.20 東京堂出版

○
議会、税金，条例，福
祉，まちづくり、教育、
環境、国際平和

64

都市とガバナンス
シリーズ：基礎自治体・広域自治体・国のあり方
〜英国の地方自治　分権時代の自治体職員像

2013.9.15 第２０号（年２回発行） 公益財団法人日本都市センター

○

63
第15回国のかたちとコミュニティを考える市長
の会〜子育て支援・少子化対策

吉田友好大阪狭山市長ほか 2013.9 公益財団法人日本都市センター
○

62
第4回関西方面の学識者と実務家との研究交
流会〜コンパクトシティ・まちづくり、生活保護・
生活困窮者対策

海道清信、平口愛一郎、岡部
卓、東宣行

2013.8 公益財団法人日本都市センター

○

61 住民参加の現場と理論ー鞆の浦、景観の未来 藤井誠一郎 2013.09.10 公人社 ○

60
2013.08.06 議会改革白書ー2013年版 廣瀬克哉･自治体議会改革

フォーラム編
2013.7.27 生活社

○

59
自治体・非営利組織のマネジメント・コントロー
ル‐バランスト・スコアカードの効用と限界‐

佐藤　幹 2013年 創成社

58
寺子屋師匠はボランティア 富岡　守 2013.3.31 新島学園短期大学紀要３３

号
別冊　２９ページ

○

57
地域資源の保存・活用によるまちづくりの展開 大野慶子 2012.03.31 生活文化研究所年報第25

輯
ノートルダム清心女子大学生活
文化研究所

論文　64ページ
○

56
2013.05 これからのコミュニティのあり方とぎょうせいの

関係
豊重哲郎ほか 2013.3 日本都市センターブック

レットNo30
財団法人日本都市センター

○

55
2013.05 第１２回都市政策研究交流会ー都市自治体の

広域連携における機能的な共同処理方式のあ
り方についてー

野本祐二、徳重覚、木村兼一 2013.3 日本都市センターブック
レットNo.31

財団法人日本都市センター

○

54
2013.05 歳自治体の広域分野における課題と専門性〜

478市区のアンケート調査結果を通じて〜
村上祐介，手塚洋輔ほか 2013.3 日本都市センターブック

レットNo.32
財団法人日本都市センター

○

53
2013.05 第３回関西方面の学識者と実務家との研究交

流会ー社会リスクと自治体、地方行政を巡る諸
課題ー

真山達志、徳久恭子、杉田憲
英、新田一郎

2013.3 財団法人日本都市センター

○

52
2013.05 第14回国のかたちとコミュニティを考える市長

の会〜二元代表制、広域的実施体制（国の出
先機関改革）

高野之夫ほか 2013.3 Vol.13 財団法人日本都市センター

○

51 2013.05 発達障害支援ネットワークの確立に向けて 研究会委員：荻野千鶴子ほか 2013.3 　 財団法人日本都市センター ○

50
2013.05 都市とガバナンス

特集：基礎自治体・広域自治体・国のあり方〜
英国の自治　公務員制度改革

平田オリザほか 2013.3.15 第１9号（年２回発行） 財団法人日本都市センター

○

49
2013.05 欧米諸国にみる大都市制度 横道清孝、大杉覚、松本欣

也、笠京子、大谷基道、片木
淳、飯島淳子

2013.3 財団法人日本都市センター

○

48
自治体の公共政策 岩﨑　忠 2013.4.15 学陽書房 A5版　167ページ

○
条例・予算・計画のつ
くり方がわかる

47
2013.4.4 居住環境をめぐる地区住民の公共的利益 岩橋浩文 2013.2.1 都市問題１０４巻２号 （公財）後藤・安田記念東京

都市研究所

46 2013.01.13 大都市制度と自治の行方 辻山幸宣、岩崎忠編 2012.11.30 公人社 ○

45
2013.01.12 日本の中央－地方関係――現代型集権体制

の起源と福祉国家
市川 喜崇 2012.11.20 法律文化社 ○

44 2012.12.12 現代地方自治の法的基層 斎藤誠 2012.12.15 有斐閣 ○

43
2012.12.11 僕ら地域おこし協力隊～未来と社会に夢をもつ 矢崎栄司編著 2012.12.15 学芸出版社

○

42
過疎地域の戦略 谷本圭志、細井由彦編鳥取大

学過疎プロジェクト著
2012.11.1 学芸出版社

○
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41 地域で守ろう！鉄道・バス 堀内重人 2012.1.1 学芸出版社 ○

40
地域学入門 柳原邦光、光多長温家中茂、

仲野誠編著
２０１１．４．
１

ミネルヴァ書房
○

39 地域資源を活かす温暖化対策 2011/9/1 学芸出版 ○

38 公務員のクレーム窓口対応 2012.1.27 学陽書房 ○

37 それぞれの生きるかたち 2011.12.25 ○

36
『地域主権』改革〜第３次一括法までの全容と
自治体の対応

岩﨑　忠 2012.07 学陽書房 A5版　３０２ページ

○
一括交付金
義務づけ・枠付けの
見直し

35
東日本大震災の津波による公文書の被災 富岡　守 2012.3 群馬県立文書館研究紀要

『双文』Vol.29 ○

34 図解よくわかる自治体環境法のしくみ 鈴木洋昌 2012.06.25 学用書房 ○

33
自治体のカタチはこう変わる〜地域主権改革
の本質

逢坂誠二 2012.06.10 ぎょうせい

32 水と森の財政学 諸富徹、沼尾波子編著 2012.05.25 日本経済評論社

31
風景の思想 西村　幸夫、中井　祐、伊藤

毅　編
2012.06 学芸出版社

30 七ヶ浜で考える『震災復興計画』と住民自治 自治体学会東北ＹＰ編著 2012.05.08 公人の友社 ○

29
2012.05.23 飛鳥田横浜市政と革新自治の時代〜その時横

浜は燃えていた〜
鳴海 正泰 2012.05.01 横浜地方自治研究セン

ターブックレット　No.3
横浜地方自治センター

○

28
2012.05.04 ローカル・ガバメント論—— 地方行政のルネサン

ス
真山達志(同志社大学)編著 2012.5 ミネルヴァ書房

27

26 原発と自治体ー核害とどう向き合うか 金井利之 2012.03.06 岩波ブックレット８３１ 岩波書店

25 国民のためのエネルギー原論 植田和弘、梶山恵司編著 2011.11 日本経済出版社

24 NＰＯと自治体の協働論 渡辺光子        2012.03.20 （株）日本評論社 本文297頁 ○

23

日本と韓国における地方分権改革の比
較分析―拒否権プレーヤーに注目して
―

尹誠國（大阪地方自治セ
ンター研究員）

 論衡出版社（韓国） 2008年度松下国際財団
（現在は松下幸之助記
念財団）の研究助成事
業

22
オランダの都市計画法制 Wro（空間整序法）研究会

代表　金井利之
2012.1 日本都市センターブック

レットNo.27
財団法人日本都市センター

○

21
第１０回都市政策研究交流会ー都市自治体職
員の地域活動等への参画のあり方についてー

古川康，阿久澤博幸、大西賢
治

2012.3 日本都市センターブック
レットNo.28

財団法人日本都市センター
○

20
徴税行政に於ける人材育成と専門性 村上祐介，手塚洋輔ほか 2012.3 日本都市センターブック

レットNo.29
財団法人日本都市センター

○

19
第１回関西方面の学識者と実務家との研究交
流会ーコミュニティと地域再生ー

新川達郎、黒瀬敏文，北村朋
生、徳重覚

2012.3 財団法人日本都市センター
○

18
第12回国のかたちとコミュニティを考える市長
の会

横尾敏彦ほか 2012.3 Vol.11 財団法人日本都市センター
○

17 発達障害支援ネットワーク構築に向けて 研究会委員：荻野千鶴子ほか 2012.3 　 財団法人日本都市センター ○

16
都市とガバナンス
特集：基礎自治体・広域自治体・国のあり方〜
英国における地方行財政制度

古川康ほか 2012.3.15 第１７号（年２回発行） 財団法人日本都市センター

○

15
協議会・機関等の共同設置・事務の委託に新し
い光を当てて

座長：横道清孝 2012.3 財団法人日本都市センター
○

14
過去の大規模災害と海外辞令から見る東日本
大震災と都市財政

新時代の都市税財政に関する
研究会（委員長：宇田川璋仁）

2012.2 財団法人日本都市センター

○
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13
TOYONAKAビジョン２２
特集：安全・安心システム構築とは何か

林敏彦ほか 2012.2 Vol.15 とよなか都市創造研究所
○

　

12
豊中市の魅力づくりに関する調査研究（Ⅰ）ー
市民から見た豊中のイメージとブランド化

大床太郎 2012.3 とよなか都市創造研究所
○

11

若年層の地域活動への参加促進と地域コミュ
ニティの活性化の考察（Ⅲ）ー高校のインタ
ビュー調査から見えてきたもの？新たな地域コ
ミュニティの創造に向けて

岩佐恭子 2012.3 とよなか都市創造研究所

○

10

データブック　とよなか 編集会議：村山徹ほか 2012.3 とよなか都市創造研究所

○

9
2012.04.16 「地域における科学技術政策のあり方に関する

研究～政策を評価するフレームワークの構築
～」

岡野内俊子、津久井稲緒 2011.3.29 平成22年度調査研究報告
書

神奈川県政策研究・大学連携セ
ンター～シンクタンク神奈川～

8
2012.04.16 「子どもの安心のための政策研究」 岸本　啓 2011.3.29 平成22年度調査研究報告

書
神奈川県政策研究・大学連携セ
ンター～シンクタンク神奈川～

7
2012.04.16 「事業所における男女共同参画の推進状況に

関する研究～神奈川県男女共同参画推進条
例に基づく届出に関する分析結果から～」

金　　秀炫、小川　恵美 2011.3.29 平成22年度調査研究報告
書

神奈川県政策研究・大学連携セ
ンター～シンクタンク神奈川～

6

2012.04.16 「望ましい自治体監査機能のあり方についての
研究」

中村　博、中嶌いづみ、岡野
内俊子

2011.3 平成22年度調査研究報告
書

神奈川県政策研究・大学連携セ
ンター～シンクタンク神奈川～
※２

5
2012.04.16 「高齢社会における住環境事業報告書―傾斜

住宅地をはじめとする今後の高齢者の住環境
について―」

平成22年度高齢社会における
住環境研究事業研究チーム

2011.3 平成22年度県民研究員に
よる課題別研究

神奈川県政策研究・大学連携セ
ンター～シンクタンク神奈川～
※２

WEB報告

4
2012.04.16 「墓地に関する政策研究」 岸本　啓、眞板　伸代 2012.3.26 平成23年度調査研究報告

書
神奈川県政策研究・大学連携セ
ンター～シンクタンク神奈川～

3
2012.04.16 「神奈川県における若年層のフリーターの実態

に関する研究」
清水　信行 2012.3.26 平成23年度調査研究報告

書
神奈川県政策研究・大学連携セ
ンター～シンクタンク神奈川～

2
2012.04.16 「県の政策研究機能強化のための外部機関と

の連携についての研究」
中嶌いづみ、岡野内俊子 2012.3 平成23年度調査研究報告

書
神奈川県政策研究・大学連携セ
ンター～シンクタンク神奈川～
※２

WEB報告

1
2012.04.16 「広聴のあり方に関する調査・研究」 岸本　啓 2012.3 平成23年度調査研究報告

書
神奈川県政策研究・大学連携セ
ンター～シンクタンク神奈川～
※２

WEB報告


