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◆ＵＲＣ資料室ニュース ：平成29年度 第１回ナレッジコミュニティ 
『中国大陸で福岡ビジネスを考えた－中国の活力を福岡に取り込むために－』を開催します！ 

このたび、福岡貿易会上海事務所に３年間勤務された

奥田聖さんが福岡に戻られたのを機に、上海生活から得

られた奥田さんの知見を伺うため、ナレッジコミュニテ

ィを開催いたします。 

ご自身がまとめられた「上海レポート 1～3」は、遣

隋使以前までさかのぼる福岡と中国の関わりから始ま

る歴史的奥深さと最新の瑞々しい情報を兼ね備えた力

作です。もちろん、資料室でお読みいただけます。 

20 年にわたり中国と関わってきた奥田さんから、現

地で仕事をした人ならではのビジネスのノウハウと、福

岡のポテンシャルの高さ、スタートアップの可能性を一

緒に学びませんか？ 

日時は、6月27日火曜日午後７時から1時間半程度、

場所は福岡市スタートアップカフェ FUKUOKA 

growth next福岡市中央区大名2-6-11(旧大名小学校)1F

です。 

定員は50名で入場

は無料ですが、事前の

お申し込みが必要で

す。ご参加ご希望の方

は、お名前、ご所属、

お電話番号、ｅメール

アドレスを添えて 

（TEL：

092-733-5707 

FAX：092-733-5680 

e-mail：library@urc.or.jp）までお知らせください。 

多くのご参加をお待ちしています！ 

  写真：奥田聖さんご提供     (山崎三枝 司書）

公益財団法人 福岡アジア都市研究所 都市政策資料室 

ＵＲＣ資料室だより ＮＯ．１０５  

平成２９年６月号 

 

福岡アジア都市研究所は、 
福岡市を中心に産学官が協力 

して設立した研究機関です 〒810-0001  
福岡市中央区天神 1-10-1  
福岡市役所北別館６階 
TEL：092-733-5707 FAX：092-733-5680 
e-mail：library@urc.or.jp           タイトルバック：琴性根氏(釜山発展研究院)撮影 
 

上海浦東地区 

mailto:library@urc.or.jp
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◆ＵＲＣニュース  

①平成29年度 第１回都市セミナー「チャレンジするスタートアップ都市『福岡』  

～スタートアップin FUKUOKA growth next ～ 」を開催します！ 

人口減少社会に突入した現在、福岡市がグローバル都

市として発展成長していくためには、スタートアップ企

業を増やし、発展させていくことが有効な施策として注

目されています。 

今回、大学の研究成果をいかに実用化していくのか、

また、スタートアップ企業を成功に導くための効果的な

方法等について、数々の実績を生み出している有識者を

招いたセミナーを開催します。 

初めに、「中国科学院上海高等研究院 副院長  黄 

偉光 氏」により、中国・上海のスタートアップの現状

や課題について、ご講演頂きます。続いて、「九州大学 

学術研究・産学官連携本部 准教授 熊野 正樹 氏」

に、大学発ベンチャーの現状や課題についてご講演頂き

ます。 

さらに、上海在住の「コンティネンテ株式会社 代表

取締役 創業支援兼 CEO 田中 年一 氏」により、

スタートアップ企業の現状や課題について、グローバル

な視点でお話頂きます。 

今回はセミナーの内容にふさわしい会場として、平成

２９年４月に福岡市中央区の旧大名小学校跡地に開設

されたばかりの官民共働型スタートアップ支援施設

「FUKUOKA growth next」で開催することにいたし

ました。まだ行かれたことのない方は、施設見学も兼ね

てお越しください。 

セミナーの申込み方法や詳細内容等は、６月１５日以

降にＵＲＣのホームページや告知ちらし、及び市政だよ

り（６月１５日号）等でお知らせする予定です。 

申込み締切りは、６月３０日(金)当研究所必着です。

多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

■日時：平成29年7月6日(木) 13：00～16：00 

（開場12：30） 

■場所：FUKUOKA growth next イベントスペース」

（福岡市中央区大名2-6-11：旧大名小学校)                           

 
②2017年「アジア都市景観賞」授賞式開催地、銀川市の代表団が来福されました。 

昨年に続き、２０１７年「アジア都市景観賞」の授賞式

が行われる中国銀川市の代表団が、授賞式の企画及び準備

状況を主催団体に報告し、協議するため、５月２４日に来

福されました。 

報告及び協議では、昨年銀川で開催された授賞式に国内

外から総勢1万人以上が参加し、表彰式などの公式行事の

ほか、景観をキーワードに参加者相互の交流が活発に行わ

れていました。代表団から今年は、昨年の授賞式の成功を

踏まえて、さらに充実した授賞式とする企画内容が報告さ

れ、昨年同様多数の参加者により、都市間や民間の国際交

流の機会がさらに拡大するものと期待されています。 

           (嶋岡和久 主任研究員） 

 

 

翌 25日、2016年アジア都市景観賞を受賞した大分県

玖珠町を訪問しました。朝倉町長をはじめとする玖珠町

の関係者の案内で、「日本のアンデルセン」として知ら

れる久留島武彦の記念館や国指定名勝である旧久留島

氏庭園、町屋整備地区などを視察しました。「童話の里

づくり」の精神に基づき展開される「街なみ環境整備事

業」に関する説明に熱心に耳を傾ける姿がみられました。

また、町をあげての歓迎に、銀川市代表団の皆さんは大

変感激されていました。  (樋口淳子 国際視察研修担当） 

 

写真出典：URC撮影   

 
 

５月２４日銀川市代表団報告・協議会の様子 

５月２５日 玖珠町訪問 大分県有形文化財 茶屋栖
せい

鳳
ほう

桜
ろう

にて 
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③マンガ・イラスト世界公募「MCPO AWARD」授賞式を開催！ 
受賞作品を都市政策資料室で展示しています！ 

URCは、一般社団法

人まんがコンテンツ

振興機構（通称、まん

がしーぽ）主催のマン

ガとイラストのコン

テスト「MCPO AWARD」

に協力しています。ま

んがしーぽはマンガ

の新しい可能性を追

求し世界と繋がるコ

ンテンツづくりを目

指す団体で、漫画家や

関連企業にビジネス

のコーディネートや

海外交流の場を作る

活動をしています。URCはこの活動理念に共感し、コン

テストに協力しました。 

MCPO AWARD には日本だけでなく、アジア、北米、南

米、ヨーロッパ、そしてなんとアフリカからも作品が届

き、応募総数は 5,534点でしかもその半数近くは海外か

らとなっており、世界公募に相応しいものとなりました。 

授賞式は5月14日日曜日に福岡市博物館で開催され、

受賞作品のマンガが読める展示コーナーの他、「ゴッド

サイダー」作者の巻来

功士先生をお招きして

のトークショーもあり、

世界のマンガやイラス

トを直接感じる貴重な

機会となりました。 

多くの方の来場、誠

にありがとうございま

した。 

また、６月上旬から

約１か月間、主催者の

ご厚意で、受賞作品を

資料室で展示させていた

だくことになりました。

海外の受賞まんがにつき

ましては日本語訳で発行

されています。 

多くのご鑑賞をお待ち

しています。 
 

写真：一般社団法人まんがコンテンツ振興機構様 ご提供 

 (中島賢一 調整係長）

 
④平成29年度 市民研究員募集～締め切り迫る！ 
５月８日～６月９日まで、「住んで、来て、楽しい福

岡の街づくり」～ポテンシャルを生かした新しい福岡の

魅力づくり～をテーマに市民研究員を募集しています。

興味・関心をお持ちの方は、ぜひご応募ください。また、

皆様のご家族や友人・知人の方にも、ご案内をお願いし

ます。 

福岡市では、市民生活の質の充実という面で、保育所

の新設・小規模保育事業所の許可や通院助成を小学６年

生まで広げるなどの対策とともに、40 歳代、50 歳代の

「よかドック」（国保の特定健診）を無料化し、東区千

早には図書館、音楽・演劇練習場などを備えた「なみき

スクエア」を整備し、2017 年 10 月には福岡市科学館、

2018年 12月には「総合体育館」などの開館を目指して

います。また、都市の成長のための整備という面では、

クルーズ船が寄港する「ウオーターフロント」地区の整

備とともに、天神地区では約 30 棟の民間オフィスビル

等の建て替えを誘導する「天神ビッグバン」や舞鶴公園

と大濠公園の一体的整備活用を図る「セントラル・パー

ク構想」、先端技術を駆使した次世代型都市「福岡スマ

ート・イースト」プロジェクト等を推進しています。 

これらは、来たる時代状況に相応しい都市社会システ

ムの構築であり、100 万人都市から 150～200 万人都市

へという福岡市の成長に伴う都市基盤・都市機能の拡充

のために必要な整備です。 

そこで、これら新しい都市システムや都市基盤・都市

機能の拡充・整備を織込みながら、市民にとって楽しく、

外来者にとっても楽しくなるような福岡市のまちはど

うあるべきなのか、皆さんのそれぞれの立場から構想し、

市民研究員として研究し、提案してみませんか。皆さん

の応募をお持ちしております。 

締め切りが６月９日(金)と迫っています。今回のテー

マ「住んで、来て、楽しい福岡の街づくり」に興味・関

心をお持ち方は、是非ご応募下さい。        

(嶋岡和久 主任研究員）

 
⑤国際研修受け入れ報告 

2017年5月、韓国から、「保寧（ポリョン）老人総合福

祉館」、「康津（ガンジン）郡政府視察団」、「江原道三陟(ガ

ンウォンドサムチョク）市政府視察団」、「金海（キムヘ）

大学社会福祉学科」という4団体が、先進的な設備と多様

な福祉用具の情報を得るために、福岡市市民福祉プラザを

視察しました。また、「釜山市NGO団体」は、新しい福岡

市まちづくりを学ぶために、アイランドシティを視察し、

「京畿道安山市（ギョンギドアンサンシ）政府訪問団」は、

福岡市監査事務局の業務内容に関するヒヤリング調査に参

加しました。 

作品閲覧コーナー 

スペシャルトークショ－ 

審査員長のうえやまとち氏による総評 

授賞式の様子 
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中国からは「銀川（インチュアン）市政府代表団」が来

福し、景観形成によるまちづくりの取り組みについて、福

岡市景観形成地区（百道浜地区）を中心に視察しました。 

視察団の方々は、丁寧に対応して頂いた福岡市関係者皆

様に感謝の意を表しながら、温かい気持ちを胸に福岡を後

にしました。 

 

康津（ガンジン）郡政府視察団→ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑥URCの研究紀要『都市政策研究 第19号』の論文を募集しています。
『都市政策研究 第19号』に掲載する投稿論文を募集し

ます。論文の内容は、都市政策に関連する研究成果をまと

めたものとし、特に、福岡市の都市政策に対する何らかの

提言的な内容を含むことが望ましく、新規性または有用性

のあるもので、原則として未発表のものに限ります。 

投稿期限は、査読を要する論文は2017年8月31日、査読

を要しない論文は2017年9月29日です。投稿資格は、原則

としてURC職員、福岡市職員、または賛助会員の方ですが、

大学の研究者等で編集委員会が認める場合はこの限りで

はありません。 

投稿規定の詳細はURCホームページに掲載しています。

投稿を検討・希望される場合は、下記まで事前(6月末まで)

にご連絡（ご相談）をお願いします。また、皆様のお知り

合いやお近くに論文を発表されたい方や、興味がありそう

な方がいらっしゃいましたら、ぜひご案内ください。 

ご投稿をお待ちしております！ 

 

【専用メールアドレス: toshiseisaku@urc.or.jp】 

(山本美香 主任研究員) 

 

 

◆今月のおすすめ  

①平成２８年度総合研究：超高齢社会化に伴う「市民総支え合い社会」に向けての社会情報

基盤整備に関する研究 報告書 

福岡市の超高齢社会化に対応し、潜在需要が増加してい

る市民家庭や市内企業から発生する「オンデマンド型」業

務と、定年退職後の「アクティブシニア」との就労マッチ

ングシステムを構築することによって、働く場、所得、生

き甲斐、健康寿命を提供する、いわゆる“make work pay” 

政策の福岡市におけるあり方について提案したものです。 

詳しくは、今回特別に別冊をご用意しましたので、どう

ぞご一読ください。         (山崎三枝 司書） 

 

②平成２８年度 市民研究員研究報告書 

「さらなるグローバル化時代に向けての福岡市のまちづくり」完成！ 
この度、「さらなるグローバル化時代に向けての福岡市の

まちづくり」という大きなテーマのもと、平成２８年度の

６名の市民研究員が、それぞれに関心のあるテーマについ

て、８か月ほどの期間で調査研究を進めた成果をまとめた

報告書が完成しました。本報告書は、６月中旬以降、当研

究所のホームページ(http://www.urc.or.jp)に掲載しますの

で、ご興味・関心のある方は、是非、ご覧ください。資料

室で閲覧貸出できます。 

銀川（インチュアン）市政府視察団   京畿道安山（ギョンギドアンサン）市政府視察団      釜山市NGO団体（アイランドシティのベジフルスタジアム） 

                    （福岡市監査事務局担当職員によるレクチャー）      写真出典：URC撮影(李英雄 国際視察研修担当） 

mailto:toshiseisaku@urc.or.jp】
http://www.urc.or.jp/
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市民研究員個別のテーマは、下記のとおりです。 

A．「多文化共生社会の構築に向けた福岡市民の意識向上

を目指す政策に関する研究」（岡田憲二郎さん） 

 B．「福岡市における多言語センターの構築とネットワー

クの確立に関する研究」（古賀尚子さん） 

 C．「グローバルシティにおける都市機能としてのコミュ

ニティとメディア」（サーズ 恵美子さん） 

 D．「福岡市のブランド創りについて～東洋一幸福な都市

を目指せ～」（鄒艶さん） 

 E．「世界中の起業家を集め、世

界の創業特区をめざす政策に

関する研究」（古澤秀和さん） 

F．「女性起業家と女性フリーラ

ンスの協働を促進する 

プラットフォームに関する研

究」（矢野裕樹さん） 

(嶋岡和久 主任研究員） 

 

URC メディア紹介情報－最近 1 か月の情報を中心に－ 

◎新聞 

(2017/5/27 読売新聞 大分版 朝刊 31p) 

中国の視察団 玖珠訪問 景観賞受賞 城下町の町並み 

など  

銀川市訪問団、玖珠町訪問が紹介される。（本紙 2p 参照） 

この件は、5/27,28 の人民日報電子版にも掲載される。 

 (2017/5/24 読売新聞 朝刊 27p) 

ドローン展示や先進事例の講演 福岡でイベント 

FDC 主催のドローンイベントの開催報告 

(2017/5/23 産経新聞 23p) 

ドローン産業活性化を 福岡市､仏ボルドーと覚書/福岡市と

ボルドー市の覚書に FDC が参加(◎印＝以下同じ) 

(2017/5/23 西日本新聞 13p) 

仏ボルドー市と創業支援覚書 福岡市や EU 組織など４社

締結 ドローン産業で連携へ ◎ 

(2017/5/23 日本経済新聞 朝刊 31p) 

仏ボルドー市 福岡市と覚書 ドローンなど相互進出 ◎ 

(2017/5/23 読売新聞 朝刊 25p) 

ドローン関連企業育成へ 福岡市 仏・ボルドーなど 4 者で

覚書 ◎ 

(2017/5/19 毎日新聞 朝刊 20p) 

ふくおか探訪：北九州市小倉北区 20 周年迎えたアートス

ペース 多角的イベント ファンに愛され｢ギャラリー・ソー

プ｣半年間の記念企画展開 美術館でも貸画廊でもなく－

｢自由な活動の場 故郷に｣/市民研究員 OB 藤浩志さんの

オープニング個展が紹介される。 

(2017/5/16 建設通信新聞 18p) 

七隈線建設技術専門委/27 カ所でボーロング/福岡市/地質

調査など了承 

樗木武元理事長が専門委員長としてコメント(☆印＝以下同

じ) 

(2017/5/14 西日本新聞 朝刊 21p) 

九州の自立的成長探る 九大、産学連携セミナー 

FDC 事務局長石丸修平さん、URC OB で企画委員の谷

口博文さんのコメントが紹介される。 

(2017/5/13 西日本新聞 朝刊 33p) 

博多陥没七隈線工事再開を了承 福岡市有識者委 地

質・地下水調査へ ☆ 

(2017/5/13 毎日新聞 朝刊 26p) 

博多の陥没現場 調査着手を了承 七隈線専門委 ☆ 

(2017/5/13 読売新聞 朝刊 27p) 

博多駅前陥没 工法など協議継続へ 福岡市専門委 慎

重意見相次ぐ ☆ 

(2017/5/13 読売新聞 朝刊 32p) 

 近く地質調査 市の方針了承 博多陥没で専門委 ☆ 

(2017/5/10 西日本新聞 朝刊 21p) 

市民研究員を募集 福岡アジア都市研究所 ふくおか都市

圏 

福岡県/七隈線工事 下旬にも再開 有識者ら 12 日協議 

樗木武元理事長が専門委員長となる委員会の開催予告 

◎雑誌  

(2017/4/1 九州マーケティングアイズ vol.81- 22～24p) 

アジアと九州の今：バルト三国は EU の東南アジア？ 

を URC OB 山本公平さんが執筆 

◎ラジオ 

(2017/5 毎週金曜日 ローカルラジオ放送こみてん

18:00~18:25）スポガで Ready Bowl!! 市民研究員 OB

吉田勝さんがパーソナリティを務める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 今回は、本紙「今月のおすすめ①」でご紹介した岡田允特別研究員から、平成２８年度研究報告の要

約版の提供がありましたので、別冊でお届けします。  

着々と新年度の業務が進んでいます。プロ野球セパ交流戦も始まりましたね！今年度第 1 回目のナレッジコミ

ュニティも決まりました。テーマは熱い上海の話です。新たな交流、コミュニティ形成のきっかけなりたいもの

です。 

一般社団法人まんがコンテンツ振興機構様から特別にお借りした世界水準のまんが・イラストをこの機会に、

資料室でどうぞご鑑賞ください。展示は６月６日から７月３日までです。 

梅雨入り間近、紫陽花もきれいに咲いてまいりました。皆様ご自愛ください！  （崎） 
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図書資料

登録番号 書 名 １ 著者名１ 出版年月
201700021 シリアル・イノベーター－「非シリコンバレー型」イノベーションの流儀－ Griffin  Abbie 2014年4月

201700024 RELIGION IN TAIWAN AND CHINA:LOCALITY AND
TRANSMISSION

HSUN CHANG 2017年

201757229 福岡Ｗａｌｋｅｒ ２０１７年５月：ベスト・オブ道の駅 GWのお出かけが楽しく
なる！

KADOKAWA 2017年4月

201700031 ２１世紀への飛翔館報告書 1989.3.17⇒9.3 アジア太平洋博覧会協会出展第２
課２１世紀への飛翔館担当

1990年3月

201757230 Ｆｏｒｂｅｓ JAPAN ２０１７０６ No.35：日本を元気にする８８人、日本はここ
方面白くなる！｢イノベーティブシティ｣BEST１０

アドミックスメディア 2017年4月

201757233 デジタルコンテンツ白書 ２０１６－映像コンテンツビジネスのパラダイム
シフト－

デジタルコンテンツ協会 2016年9月

201700018 人口減少時代の地域雇用－九州地域を中心に－ 益村眞知子 2017年3月
201700033 北九州における集客イベントの効果と展望 （3）２０１６年度 地域課題研

究
北九州市立大学地域戦略研究所 2017年3月

201700032 地域課題研究 ２０１６年度 北九州市立大学地域戦略研究所 2017年3月

201757232 都市理解のワークショップ－商店街から都市を読む－ 九州大学大学院人間環境学府ア－
バンデザイン学コース

2015年4月

201700020 「データ」で読み解く安倍政権でこうなる!日本経済 榊原  英資 2013年3月

201757231 海外進出企業総覧  ２０１７ 国別編－日系現地法人29,900社 支店事
務所3150拠点の最新データ－

東洋経済新報社 2017年4月

201700030 自治体の遠隔型連携の課題と展望－新たな広域連携の可能性－ 日本都市センター 2017年3月
201700029 超高齢・人口減少時代に立ち向かう－新たな公共私の連携と原動力と

しての自治体（地域経済財政システム研究会ＷＧ報告書）
日本都市センター 2017年3月

201700028 都市自治体の子ども・子育て政策 日本都市センター 2017年3月

201700027 都市自治体における市民参加と合意形成－道路交通・まちづくり・コ
ミュニティ－

日本都市センター 2017年3月

201700026 都市の未来を語る市長の会 (2016年度後期) 観光立国－国際スポー
ツイベント開催を見据えて－

日本都市センター 2017年3月

201700025 都市の産業振興と人材育成 第１８回都市経営セミナ－ 日本都市センター 2017年3月

201700023 超高齢社会化に伴う「市民総支え合い社会」に向けての社会情報基盤
整備に関する研究 報告書－平成２８年度総合研究－

福岡アジア都市研究所 2017年3月

201700022 超高齢社会化に伴う「市民総支え合い社会」に向けての社会情報基盤
整備に関する研究 報告書－平成２８年度総合研究－

福岡アジア都市研究所 2017年3月

行政資料 書 名 １ 著者名１ 出版年月

G20170027 ACROS Ｆｕｋｕｏｋａ アクロス福岡  ASIAN CROSSROADS OVER THE
SEA- ＦUKUOKA-アジアのシンフォニーが、またひとつ。－

アクロス福岡 1996年6月

G20170031 神戸市統計書  平成２８年度版  第９３回 神戸市企画調整局政策企画部政策 2017年3月
G20170030 第３次 静岡市総合計画 改定 前期実施計画 平成２７年度～３０年度分 静岡市企画局企画課 2017年3月

G20170018 国勢調査報告 平成２７年 第2巻 人口等基本集計結果 その2 都道府
県・市区町村編 ⑪九州 Ⅰ市区町村境界図及び人口集中地区境界図
2015 POPULATION CENSUS OF JAPAN VOLUME 2-2-⑪ Fc

総務省統計局 2017年3月

G20170017 国勢調査報告 平成２７年 第2巻 人口等基本集計結果 その2 都道府
県・市区町村編 ⑪九州 Ⅰ2015 POPULATION CENSUS OF JAPAN
VOLUME 2-2-⑪

総務省統計局 2017年3月

G20170016 国勢調査報告 平成２７年 第2巻 人口等基本集計結果 その1 全国編
2015 POPULATION CENSUS OF JAPAN VOLUME 2-1

総務省統計局 2017年3月

G20170032 大都市比較統計年表  平成２７年 大都市統計協議会 2017年3月
G20170033 世界に誇れる「まち」の実現に向けた取組状況 平成２８年度 広島市企画総務局企画調整部政策

企画課
2016年10月

G20170023 ごみとわたしたち  平成２９年度版 福岡市環境局循環型社会推進部資
源循環推進課

2017年3月

G20170022 ふくおかしの家計簿 平成２９年度－福岡市の平成２９年度予算、財政
状況、将来に渡り持続可能な財制運営に向けた取組みを紹介します！
－Fc

福岡市財政局財政部財政調整課 2017年5月

G20170028 福岡市総合計画書－基本計画－1966 Metropolitan Master Plan 福岡市市長公室企画課 1966年8月
G20170021 福岡市民経済計算 平成２６年度 福岡市総務企画局企画調整部統計 2017年4月
G20170029 福岡市総合計画－基本計画－1971 福岡市総務局企画部企画課 1972年2月
G20170025 男女共同参画 YEAR BOOK Fukuoka 2016-2017 Fc 福岡市男女共同参画推進センター・

アミカス
2017年3月

G20170024 アミカス市民グループ活動支援事業報告書  平成２８（２０１６）年度 Fc 福岡市男女共同参画推進センター・
アミカス

2017年3月

G20170020 福岡市農林水産統計書  平成２８年度 福岡市農林水産局 2017年3月

G20170026 福岡市美術館活動の記録  平成２７年度－FUKUOKA ART MUSEUM
ANNUAL REPORT 2015-

福岡市美術館 2017年1月

（公財）福岡アジア都市研究所　都市政策資料室
＊＊＊ 資　料　速　報　平成29年5月受入分 ＊＊＊

 
その他の資料につきましては当研究所ホームページ内（http://www.urc.or.jp/）の蔵書検索をご利用下さい。 
＊ 利用案内/場所：福岡市役所北別館６Ｆ 開室：10:00～17:00  資料整理のため毎月最終業務日を休室いたします。 

貸出：一人１０冊まで、４週間以内（貸出にはご本人は確認できる書類が必要です。） ６月３０日金曜日は休室です。  
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国内雑誌 雑誌名 特集等主な内容
Z20170131 ａ＋ｕ－建築と都市－
Z20170190 ACE建設業界
Z20170173 ACROS MONTHLY－アクロス福岡情報誌－

Z20170176 CASA BRUTUS

Z20170165 CONTAINER AGE
Z20170134 GA JAPAN

Z20170160 Ｊ－ＬＩＳ ジェイリス

Z20170198 KANSAI空港レビュー

Z20170174 KUMAMOTO 地方経済情報

Z20170205 Letters Arpak-レターズアルパック－

Z20170135 ＭＩＣＥ ＪＡＰＡＮ

Z20170172 SOUTHEAST ASIAN STUDIES

Z20170156 Ｗｈａｔ IＳ ＩＴ？－公益財団法人九州先端科学技術研究所 広報
誌－

Z20170161 アジア・マンスリー

Z20170125 あすの九州・山口－KYUKEIREN MONTHLY-

Z20170142 ガバナンス  GOVERNANCE－これからの地方自治を創る実務情
報誌－

Z20170195 シティ情報ふくおか  FUKUOKA

Z20170126 ながさき経済
Z20170143 にしてつニュース－たのしいまちの、たのしい暮らし。－
Z20170157 ふくおかの統計

Z20170130 ふくおか経済
Z20170128 やまぐち経済月報－明日の地域をリサーチする－
Z20170132 運輸と経済

Z20170194 大分大學經濟論集

Z20170177 環太平洋ビジネス情報RIM

Z20170191 関門地域研究

Z20170201 韓国経済研究-THE JOURNAL OF KOREAN ECONOMIC
STUDIES KYUSHU UNIVERSITY-

Z20170189 季刊DBJ－金融力で未来をデザインします 日本政策投資銀行
広報誌－

Z20170164 季刊政策・経営研究

Z20170145 久留米大学商学研究

Z20170169 九州の公共工事動向－公共工事前払金保証統計より－

Z20170162 九州マーケティング・アイズ－KYUSHU MARKETING EYES-
Z20170166 九州王国－九州発、人、モノ、文化、そして経済 KYUSHU
Z20170133 九州経済調査月報
Z20170182 計画行政
Z20170152 月刊事業構想 PROJECT DESIGN－企業活性、地方創生、イノ

ベーション
Z20170203 建築ジャーナル

Z20170179 公益一般法人

Z20170137 公益一般法人

Z20170147 国際関係学部研究年報

ぶらり：ほっこりとドキドキが共存する京都の路地歩き、全国でも
珍しい｢ノーカーゾーン｣のひろがるまち ほか
MEETINGS AFRICA 2017 ～ADVANCING AFRICA
TOGETHER～第１２回開催テーマは“サスティナビリティ”/岡雅
夫
LIVING UNDER THE STATE AND STORMS:THE HISTORY
OF BLOOD COCKLE AQUACULTURE IN BANDON
BAY,THAILAND ほか
ふくおかＩｏT祭り ｉｎ SRP（H29.2.24）、九州大学高等研究院及
び京都高度技術研究所(ASTEM)との交流会実施 ほか

トピックス：東南ｱｼﾞｱにおけるスタートアップとの連携/岩崎薫里
ほか
地域の特色を生かした魅力ある「観光まちづくり」に向けて/中村
法道
自治体議会改革の到達点と職員の立ち位置

リバイバル・タウン－街は生きもの、故きを温ねて新しきを知る。
いま生まれ変わろうとしている大名と六本松を探訪しよう。

寄稿：中国経済発展と長崎の台中経済交流/劉亜明

EMERGING ARCHITECTS IN USA
日本の経済成長を担うインフラ輸出
シュテファン・ザンデルリンク指揮ハンブルク交響楽団、伝えたい
文化の魅力＃15山本源太 ほか
リノベーション・スタイルブック－インテリアを変えるアイデア集

「働き方改革」/山本三郎
大學の建築

多様性ある地域のかたち
シェアリング、パーソナライズ、FASHION TEC……ファッションの
新事業：「新しい仕事」をつくる 地域イノベーターの育て方
フクシマ難民－原発と居住の権利－、建築特集：学校建築

ICTを活用したシティプロモーション：寄稿 公衆無線LANを活用
した地域情報の発信力強化/福岡市 ほか
講演抄録：ﾊﾞﾆﾗｴｱの事業について/五島勝也、航空交通研究
会ﾚﾎﾟｰﾄ：ﾛﾝﾄﾞﾝにおける低排出ｿﾞｰﾝ制度と規制強化/醍醐昌
英
レポートⅠ２０１７年度の熊本県名目経済成長率は+3.4％～復
旧・復興需要の持続による堅調な回復～ ほか

調査：山口県民の消費生活の実態
これからの鉄道事業のあり方を考える-国鉄改革から30年を迎え
て-

韓国経済の先行きをどうみるか－浮上するＧ２リスクと国政リスク-
/向山英彦・松田健太郎 ほか

関門地域におけるインバウンド、子どもの貧困に対する自治体
施策
論文：中韓FTAと日韓FTAの日本の対外輸出への影響/侯丹
丹・深川博史 ほか
ネクスト・ジャパン最前線 ヘルスケア、ネクストステージへ

筑後のハンバーグ
定期収録内容：福岡市の人口、経済、生活、運輸、民生、環境、
安全などに関する統計データ
天神・地価最高地点 東京、大阪の都心部並に

深尾誠教授定年退職記念号：論文；都市スプロールが地方自治
体の歳出入項目に及ぼす影響/小野宏・井田知也 ほか

論壇：遺贈寄附への期待と不安/松尾知子、NEWS 非営利セク
ター強化の副首都ビジョン､まとまる ほか
NEWS：会計士協会、財務諸表に関するチェックリストを改
正！！
ボリビアにおける日系人移住地の歴史的形成と課題/福井千鶴

オープンカレッジⅡ：「びっくりぽん」から「マッカーサー」まで・｢資
本主義｣はどこに向かうのか？/中谷巌 ほか
アメリカ管理会計発展の基盤に関する一考察-デュポン社とGM
社の事業部制組織を中心として-/高梠真一 ほか
全般の状況、発注者別請負金額、地域別請負金額、発注者別
工事場所別前払金保証実績表、大型工事明細一覧
クラウドファンディングは九州をしあわせにするか？
季香蘭と九州、そして蘇州；日本遺産第一号
九州の地域研究
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Z20170185 財界九州  ZAIKAI KYUSHU

Z20170196 産業立地

Z20170124 市街地再開発
Z20170200 市政

Z20170202 週刊東洋経済

Z20170184 週刊東洋経済

Z20170168 週刊東洋経済

Z20170149 週刊東洋経済

Z20170153 新建築

Z20170204 専門図書館
Z20170127 台湾情報誌 交流
Z20170151 地域づくり
Z20170139 地域開発

Z20170192 地域戦略研究所紀要

Z20170141 地方自治

Z20170186 中国経済新聞－日本初の本格的な中国経済情報専門誌・２００１
年創刊－

Z20170175 調査研究報告

Z20170163 都市とガバナンス－日本都市センター調査研究機関誌－

Z20170140 都市問題
Z20170129 東亜－EAST ASIA-
Z20170181 東洋文化研究

Z20170158 統計調査ニュース

Z20170178 同志社法學

Z20170197 日経アーキテクチュア

Z20170154 日経アーキテクチュア
Z20170167 日経グローカル

Z20170136 日経グローカル

Z20170199 日経ビジネス
Z20170183 日経ビジネス
Z20170159 日経ビジネス

Z20170148 日経ビジネス

Z20170155 福岡商工会議所ＮＥＷＳ Fukuoka Chamber of Commerce &
Industry-会員とともに、市民とともに－Z20170146 早稲田社会科学総合研究

海外雑誌 雑誌名 特集等主な内容
Z20170171 Ｔａｉｗａｎ Pａｎｏｒａｍａ－全球・在地・人文 中英文國外版 台灣光

華雑誌
Z20170193 所報

Z20170180 城郷建設

Z20170144 城郷建設

Z20170188 新華文摘

Z20170150 新華文摘
Z20170170 中華人民共和国国務院公報
Z20170138 中華人民共和国国務院公報

Z20170187 当代亜太-JOURNAL OF CONTEMPORARY ASIA-PACIFIC
STUDIES-

堅持≪上海広報≫原則、隧道中美関係建康穏定発展/楊潔篪
ほか
推進全球化  引領全球化/何亜非 ほか
中華人民共和国国務院令(第677号)農葯管理条例
中華人民共和国国務院令(第676号)国務院関于修改和廃止部
分行政法規的決定 ほか
中国特色国際関係理論与実践 専欄：規範視角下的中国－東
盟命運共同体構建/范佳睿、翟崑 ほか

影前幕後

特別寄稿：トランプ大統領の｢アメリカ第一｣主義はタイ経済に恩
恵/平塚大祐 ほか
本期話題：創新模式引領既有建築更新/金香梅、上海給老旧
小区加装電梯上"保険"/本刊 ほか
本刊視角：城址空間・798芸術区、行業観察・我眼中的“房慌”
和“地慌”/陳宁 ほか

最後の証言 バブル全史：当事者が語る狂乱の実像：野村証券、
住友銀行 バブル紳士の競演、韓国文政権
自衛隊のカネの組織 自衛官23万人の実力を探る

公共施設の新たなサービス ほか

図書館における障害者サービス

設立50周年記念社会科学部学生論文集発刊に寄せて/山田満
ほか

アメリカ映画「FORMOSA BETRAYED」と台湾の民主化
地域の特色を生かしたツーリズムデザイン
東京の公空間・共空間 都市東京の未来/北山恒 ほか

テーマレポート「制度改正」その後･･･、明治維新１５０周年へ、
FFG・十八銀の経営統合が新局面 ほか
企業誘致：最近の企業立地の動向/藤田成裕、地方自治体の企
業誘致及び産業振興に関する取り組みの現状/高野泰匡 ほか

レポート：コンパクトシティに向けた富山市の取り組み/舟田安浩
ＩＣＴと地域づくり 第３回農業分野におけるＩＣＴの利活用 市政ル
ポ：橿原市
今すぐ始めるデータ分析－超基本＆即戦力 ビジネスの最終兵
器－

半導体の覇者-－熱狂する世界、沈む日本 今やアップル・グー
グルも半導体メーカー ほか

九州・山口における熊本地震後の宿泊行動に関する影響/内田
晃 ほか
アクティブラーニングと地方自治-シティズンシップ教育の視点か
ら/小玉重夫

安倍首相年内訪中を計画 AＩＩBに参加

公共施設、総量削減の時代－老朽化と財源難に統廃合・長寿
命化で対処
全国814市区調査 2017年度予算と一押し事業2.2％増、196市
区が過去最高
ヤマトの誤算-本当に人手不足のせいなのか－
世界制覇の攻防－エヌビディア、GS、トヨタ、日立－
さよなら大企業 第4次「食」革命 世界のマネーが動き出す

顧客は奪い取れ 強い会社の喧嘩術

イノベーションの促進・労働生産性の向上

小倉進平博士原稿『語彙－新羅及高句麗時代』－朝鮮語研究
資料｢小倉進平関係文書｣より－
巻頭論文：コミュニティとしての都市－家族・地域コミュニティの
変容とこれからの都市自治体政策のあり方－/広井良典 ほか

70年目の自治と憲法 ほか
健全性問われる中国経済 ほか
論説：唐代厩牧令の復原からみる唐代の交通体系/河野保博、
朝鮮総督府の教育政策における漢字・漢文/辻大和 ほか
統計改革に取り組む：H29年就業構造基本調査の実施計画、労
働力調査(詳細集計)H28(2016年)平均結果の概要 ほか

論説：新たな競争に寄与する文化政策－日中の文化政策を事
例に－/張雪斌 ほか
正しいＢＩＭとの付き合い方、フォーカス建築：GINZA SIX、２街
区を一体化し街を更新
欧米に学ぶ リノベーションの潜在力
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