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（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30年4月受入分 ＊＊＊
図書資料
登録番号 書 名 １
201800001 研究所レポート２０１７ NO.１ ２０１５年国勢調査に基づく新宿
区将来人口推計
201800002 研究所レポート２０１７ No..２ ２０１５年国勢調査データからみ
る新宿区の特徴
201800003 研究所レポート２０１７ NO.３ 新宿区のまちの魅力の研究(２)
地域資源の集積と魅力形成メカニズムの分析
201800004 MICE PLANNERS GUIDE 2018年版－MICE JAPAN 2018年
4月号 別冊－
201800019 福岡市における国際人材教育都市機能の拡充・支援に関す
る研究 平成２９年度 個別研究
201800020 福岡市における国際人材教育都市機能の拡充・支援に関す
る研究 平成２９年度 個別研究
201800021 福岡における多文化共創社会の構築に関する調査研究－
外国人留学生の就職環境を中心に－報告書 平成２９年度
201800022 福岡における多文化共創社会の構築に関する調査研究－
外国人留学生の就職環境を中心に－報告書 平成２９年度
201800023 研究年鑑 ２０１８－とーりまかし 別冊－
201800024 福岡市における生産年齢人口の減少を見据えた施策展開
に関する研究～「生活の質の向上」と「都市の成長」を持続さ
せるために～2017年度総合研究
201800025 福岡市における生産年齢人口の減少を見据えた施策展開
に関する研究～「生活の質の向上」と「都市の成長」を持続さ
せるために～2017年度総合研究
201857273 地域創生のプレミアム戦略－稼ぐ力で上質なマーケットをつ
くり出す Premium Strategies of Regional Revitalization－
201857274 グリーンネイバーフッド－米国ポートランドにみる環境先進都
市のつくりかたとつかいかた－
201800004 MICE PLANNERS GUIDE 2018年版－MICE JAPAN 2018年
4月号 別冊－
行政資料
G20180018 広島市統計書 第３９回 平成２８年版（２０１７年）
G20180019 新潟市統計書 第５０回 平成２９年度版
G20180003 毎月勤労統計調査地方調査年報(速報) 平成２９年－賃金・
労働時間・雇用の動き－Fc
G20180011 福岡市大気測定結果報告書 平成２８年度（２０１６年度）版
G20180016 指定都市基本施策比較検討調 平成２８年度 決算編 Fc
G20180007 福岡市の観光・MICE ２０１８年版 福岡市観光統計 Fc
G20180006 福岡市商店街実態調査報告書 平成２９年度 概要版 Fc
G20180005 福岡市商店街実態調査報告書 平成２９年度
G20180015 福岡の地価 １：３０，０００ 地形図－平成３０年地価公示標
準地 平成２９年度県地価調査基準地 福岡市内地価公示・
県地価調査位置図－中心部拡大図：1：１５，０００ Fc
G20180008 福岡市の財務書類 平成２８年度決算
G20130127 福岡市地区計画等決定内容一覧表
G20120022 水質検査計画 平成２４年度～平成３０年度
G20180004 福岡市統計書 第５６回 平成２９年版
G20180017 福岡市の情報公開・個人情報保護 平成２８年度－情報公
開制度・個人情報保護制度運用状況報告書－
G20180010 福岡市農林水産統計書 平成２９年度
G20180014 福岡市美術館活動の記録 平成２８年度－FUKUOKA ART
MUSEUM ANNUAL REPORT 2016G20180009 保健統計年報 平成２８年
G20180013 年報 平成２８年度
G20180012 水質試験年報 第２６集 平成２８年度
国内雑誌 雑誌名
Z20180094 ２１世紀WAKAYAMA
Z20180124 ａ＋ｕ－建築と都市－
Z20180091 ACE建設業界
Z20180067 CASA BRUTUS

著者名１
新宿区新宿自治創造研究所

出版年月
2018年1月

新宿区新宿自治創造研究所

2018年1月

新宿区新宿自治創造研究所

2018年3月

MICE ジャパン

2018年3月

岡田允

2018年3月

岡田允

2018年3月

柳基憲

2018年3月

柳基憲

2018年3月

三田愛
福岡アジア都市研究所

2018年3月
2018年3月

福岡アジア都市研究所

2018年3月

山崎 朗

2018年2月

吹田 良平

2015年1月

MICE ジャパン

2018年3月

広島市企画総務局企画調整部政策企画課
新潟市総務部総務課
福岡県企画・地域振興部調査統計課調査第二班

2017年12月
2018年3月
2018年3月

福岡市環境局環境監理部環境保全課
福岡市議会事務局調査法制課
福岡市経済観光文化局観光産業課
福岡市経済観光文化局中小企業振興部地域産業支援
課
福岡市経済観光文化局中小企業振興部地域産業支援
課
福岡市財政局財産有効活用部財産管理課

2018年12月
2018年3月
2018年3月
2018年3月
2018年3月
2018年3月

福岡市財政局財政部財政調整課
福岡市住宅都市局都市計画部都市計画課地区計画係
福岡市水道局浄水部水道水質センター
福岡市総務企画局企画調整部統計調査課
福岡市総務企画局行政部情報公開室

2017年10月
2018年4月
2017年3月
2018年3月
2017年12月

福岡市農林水産局
福岡市美術館
福岡市保健福祉局健康医療部地域医療課
福岡市立心身障がい福祉センター（あいあいセンター）
福岡地区水道企業団水質センター

2018年3月
2017年9月
2018年3月
2017年12月
2018年2月

特集等主な内容
講演会(要旨）日本人の極限 南方熊楠/荒俣宏、研究成果：付加価値を
創造する新たな農業 Part3/藤本幸久 ほか
アドルフ・ロース 住宅
Design of 明治
デザインのいい仕事場－いい仕事が出来ちゃいそうな会社を探しまし
た。－

ご希望の資料がございましたらお知らせください。TEL：092-733-5707 FAX：092-733-5680 e-mail：library@urc.or.jp
5月31日（木）は月末整理日のため休室します。
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Z20180126 CITY ＆ LIFE－都市のしくみとくらし－
Z20180071 CONTAINER AGE
Z20180045 ENGINEERING-ENGINEERING ADVANCEMENT
ASSOCIATION OF JAPANZ20180123 GA JAPAN
Z20180055
Z20180100
Z20180093
Z20180111
Z20180136
Z20180042
Z20180076
Z20180120
Z20180049
Z20180080
Z20180069
Z20180056
Z20180097
Z20180117
Z20180128
Z20180084
Z20180044
Z20180108
Z20180051
Z20180048
Z20180119
Z20180129
Z20180079
Z20180125
Z20180064
Z20180075
Z20180054
Z20180078
Z20180063
Z20180052
Z20180122
Z20180070

これからの住まい・くらし－やわらかい都市へ
広島港の現況と将来動向：好況持続も、人手不足深刻化
新春特集 新時代のエンジニアリング産業

Talk Session1 Education幼稚園・保育園/原広司ｘ古谷誠章ｘ藤村龍至
作品｢慶松幼稚園｣「あおぞら保育園」｢すばる保育園｣
Ｊ－ＬＩＳ ジェイリス
ＡＩを活用した自治体革命：巻頭ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ：AIの人との相互交流－インタ
ラクションを！/山田誠二(一社)人工知能学会会長 ほか
KANSAI空港レビュー
巻頭言 関西３空港時代の幕開け/尾崎裕、講演抄録：関心高速道路
ネットワークの整備/寺尾豊 ほか
KUMAMOTO 地方経済情報
レポートⅡ熊本地震以降、強まった｢従業員｣と｢地域社会｣との一体感
－企業の｢従業員｣と｢地域社会｣との係わりについての意識調査 ほか
LANDSCAPE DESIGN-ランドスケープデザイン 暮らしの景 キャンパスランドスケープ
観・環境をデザインする－
ＭＩＣＥ ＪＡＰＡＮ
取材：JAPAN MICEの未来を変える１週間、NEW ｉｄｅａｓ Start ｈｅｒｅをプ
ログラム化 ほか
ＭＩＣＥ ＪＡＰＡＮ
富士のふもとの大博覧会2018ふもと博 ほか
Please－旅のライブ情報誌・プリーズ－
肥前さが 幕末維新博覧会
PRI REVIEW－国土交通政策研究所報－
パースペクティブ：２０５０年展望と｢エイジング・イン・プレイス（高齢者の
地域居住）/岩瀬忠篤
TOTO通信
入れ子の家－壁を並べ、屋根を重ねる－
Ｗｈａｔ IＳ ＩＴ？－公益財団法人九州先端科学技術研究所
ふくおか産学共創コンソーシアム会員募集中、Fukuoka AI community
広報誌－
キックオフイベントを開催 ほか
アーバン・アドバンス
シェアリングとまちづくり：交通におけるシェアリングエコノミー/森川高
行、シェアリングエコノミー総論/三田智史 ほか
アジア・マンスリー
トピックス：中国における金融リスクの拡大と過剰信用・債務対策/清水
聡、アジアの製造業の高度化とシンガポール/熊谷章太郎
アジア女性研究－JOURNAL OF ASIAN WOMEN'S
客員研究論文：日本における性的マイノリティの人権保障の可能性とそ
STUDIESの課題－台湾のジェンダー平等の推進と比較して-/疋田京子 ほか
あすの九州・山口－KYUKEIREN MONTHLY寄稿：｢日本式医療ツーリズムの行方｣－JCI認証機関25日本国際病院４
１に拡大-/水巻中正
ガバナンス GOVERNANCE－これからの地方自治を創る実 小規模市町村議会の展望：規模市町村議会の維持と議員のなり手の確
務情報誌－
保/大森彌 ほか
シティ情報ふくおか FUKUOKA
まちたび 福岡の新顔。－週末も、GWも、旅するようにふくおかの街を巡
り遊ぼう。知っておくべきニューフェイスがテンコ盛り!!
しま
島への定住と起業・Ⅳ：農畜漁業、飲食店やゲストハウスの運営、イルカ
ウォッチング－継業で島に活力をもたらす定住者の皆さん。
ちくぎん 地域経済レポート
さらなる飛躍を目指す福岡の農林業！：新たな品種や技術を開発する
福岡県農林業総合試験場、注目される東部経済回廊(EEC)開発
データ九州
九州・山口の設備投資 ２０１７下半期（7～12月）
とーりまかし じゃらん －心を動かす、日本を元気にする観 ２０３０年観光の未来－じゃらんリサーチセンター｢２０３０年間網の未来
光・レジャーのプロデューサ応援情報誌ー
需要予測研究｣より
ながさき経済
寄稿：｢人に生きがいを｣、｢産業に活力を｣､｢暮らしに潤いを｣～県民の
皆様の思いや夢をかたちに～/中村法道長崎県知事
にしてつニュース－たのしいまちの、たのしい暮らし。－
スゴイ！！たまご料理の世界
ふくおかの統計
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
ふくおか経済
天神１丁目の最高地点、東京虎ノ門１丁目並 福岡の地価公示、スタート
アップ 福岡市幹部職員人事
ふくおか経済
ふくおか経済EX2018-ビジネスに！就活に！－：伸びてる企業の今が
わかる－
よかネット
NETWORK：大規模地震に備えてマンションを対象とした｢防災・減災マ
ニュアル｣ができました！ ほか
運輸と経済
挑戦する福島：論稿 福島のいま－福島の現状と復興への取り組み：福
島復興の現状と仮題/大西隆 ほか
議会月報
議会のうごき：議会運営委員会、特別委員会：交通対策特別委員会、都
市問題等調査特別委員会、少子･高齢化対策特別委員会 ほか
議会月報
議会のうごき：特別委員会：交通対策特別委員会、都市問題等調査特
別委員会、少子･高齢化対策特別委員会 ほか
議会月報
議会の動き：第5回定例会、議会運営委員会、特別委員会：都市問題
等・議会改革調査特別委員会、常任委員会 第1～5 ほか
久留米大学商学研究
論文：英テスコの韓国現地適応化戦略のフレームワークに関する考察/
金亨洙 ほか
九州の公共工事動向－公共工事前払金保証統計より－
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

ご希望の資料がございましたらお知らせください。TEL：092-733-5707 FAX：092-733-5680 e-mail：library@urc.or.jp
5月31日（木）は月末整理日のため休室します。
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Z20180115 九州マーケティング・アイズ－KYUSHU MARKETING EYES- 福岡は真の国際都市になれるか？：国際ビジネスから考える、福岡の国
際化の明日はどっちだ!? /山本公平氏
Z20180077 九州王国－九州発、人、モノ、文化、そして経済 KYUSHU
島原半島、海のクロスロード、｢公園｣を忘れた大人たちへ
KINGDOM－
Z20180137 九州経済調査月報
九州の地域研究
Z20180050 九州経済調査月報
災害の備え
Z20180060 九州産業大学エコノミクス
山本盤男教授、高哲男教授退職記念号：論説 On the Meaning of the
Layered and Evolutionary Structure of "Utility" in Adam Smith's The
Theory of Moral Sentiment
Z20180121 九州産業大学工学部研究報告
建築学科：風景画を活用した景観まちづくりに関する研究 その２－筑後
画壇が描いた風景画を事例として-/日高圭一郎 ほか
Z20180061 九州産業大学大学院 経済・ビジネス研究科 経済・ビジネス 福岡県における｢道の駅｣の顧客満足度分析－とくに、アンケート調査に
研究
基づくコンジョイント分析を中心として/王静 ほか
Z20180096 九州大学経済学会經濟學研究
論文：地域銀行の収益力と将来/堀江康熙・有岡律子 ほか
Z20180095 九州大学経済学会經濟學研究
論文：包括的機会・逸失機会統制(COLC)モデルにおける外国為替リス
クと利益改善/西村明 ほか
Z20180098 九大広報
歓迎！新入生 伊都で初めての合格発表 平成３０年度新入生歓迎 総
長・学部長からのメッセージ ほか
Z20180025 月刊事業構想 PROJECT DESIGN－企業活性、地方創生、 イノベーション特集：TOKYO２０２０「レガシー」を生む新ビジネス、地域
イノベーション
特集 黒岩祐治・知事ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ：神奈川県 健康寿命日本一へ、変わる
巨大経済圏
Z20180110 建築ジャーナル
豊洲市場とは何か－全国で変わる市場
Z20180118 公益一般法人
NEWS：文科省、一般社団を活用した"大学等連携推進法人＂を創設へ
、市の外郭一般法人のあるべき法人運営
Z20180082 公益一般法人
論壇：特定費用準備資金と経済変動/岡本仁宏、NEWS 公益法人が初
のブラック企業リスト入り
Z20180083 行政＆情報システム
諸外国におけるデジタルサービス改革：英国政府のデジタル改革と
サービスデザインの推進 ほか
Z20180102 国際関係学部研究年報
論文：夫婦間コミュニケーションの日米差の言語学的分析－映画『Shall
We ダンス？』をもとに－/大川英明 ほか
Z20180089 財界九州 ZAIKAI KYUSHU
テーマレポート：曲折たどりながら進む注目の｢再開発｣ 特集：くまもと 震
災からの『創造的復興』に向け地域一体感高まる
Z20180057 市街地再開発
全国市街地再開発事業応用研修会講演録：青森市の再開発商業ビル
｢アウガ｣について～真のｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨに向けた再生/北原啓司 ほか
Z20180081 市政
地域の特色を生かした『スポーツ都市』の創造へ 市政ルポ：尼崎市 合
言葉は≪ひと咲き まち咲き あまがさき≫
Z20180130 週刊東洋経済
ＡＩ時代に勝つ子 負ける子 誌上テストに親子でチャレンジ！ ＡＩ時代を
行き抜くための３つの能力を身につける
Z20180085 週刊東洋経済
目からウロコの日本史再入門－こんなに変わった歴史教科書－歴史解
釈 様変わり：邪馬台国、女性天皇、蒙古襲来 ほか
Z20180073 週刊東洋経済
不動産投資サバイバル－大空室時代が来る！、最新空室率マップ 危
ない街はここだ！－
Z20180047 週刊東洋経済
連鎖する貧困 進む格差の固定化、７人に１人子どもの貧困の深刻：ｱﾙ
ﾏｰﾆ制服と公立小の階級化､子ども食堂､無料学習支援の実態
Z20180065 信州大学経法論集
論説：アメリカ合衆国における再生可能エネルギーの普及促進に関する
近時の動向と法的課題(１)太陽光・風力を中心とした･･/小林寛 ほか
Z20180041 新建築

建築論壇：未来に向けた時間の継承/堀部安嗣（建築家）×加藤耕一
(建築史家)
Z20180059 台湾情報誌 交流
日本と台湾農業の２０年後を問う～新たな食糧産業の構築に向けて～
Z20180053 地域づくり－明日をひらく地域活性化のための情報誌－
図書館と地域づくり
Z20180107 地球社会統合科学研究
日本での就労時に留学生が持つ違和感の調査報告－日本人学生との
対照分析を通して－/安部陽子 ほか
Z20180127 地方自治
地方議会の今日的課題/吉川浩民、地方自治法施行令の一部を改正
する政令について/細川敬太 ほか
Z20180086 中国経済新聞－日本初の本格的な中国経済情報専門誌・２ ｢南海経済圏｣の構築を着手、中国株式市場投資家３０歳以下が
００１年創刊－
55.8％、習近平主席 ボアオで何を語ったのか ほか
Z20180058 調査研究情報誌ECPR
関係人口と地域づくり：講演録(第４０回地域政策研究セミナー)都市と地
方をかきまぜる～関係人口が作る新しい地域社会/高橋博之 ほか
Z20180116 都市計画
農のアーバニズムへのヒント：都市と農の過去と現在：都市農業・農地の
担い手をどう考えるか/安藤光義 ほか
Z20180092 都市社会研究-JOURNAL OF URBAN SOCIAL STUDIES- ダイバーシティと共生社会にむけて：ダイバーシティとは何か？/江原由
美子、多文化共生社会に向けて/大槻茂実 ほか
Z20180135 都市問題
地方政治と政党：誰がための選挙制度改革？/木寺元 ほか、人口減少
社会の公共施設・インフラ
Z20180043 都市問題
女性の貧困；現代の公的賃貸住宅

ご希望の資料がございましたらお知らせください。TEL：092-733-5707 FAX：092-733-5680 e-mail：library@urc.or.jp
5月31日（木）は月末整理日のため休室します。
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Z20180113 東亜－EAST ASIAZ20180103
Z20180101
Z20180109
Z20180062
Z20180132
Z20180072
Z20180131
Z20180112
Z20180087
Z20180068
Z20180046
Z20180104
Z20180066

党への権力集中で変わる中国：全人代－中国の経済政策とインフラ投
資の課題/真家陽一 ほか
同志社法學
論説：民事訴訟におけるICTの利用に関するガイドラインの提言と基本
的課題-「正義・司法へのﾕﾋﾞｷﾀｽ･ｱｸｾｽ」理論の具体化指針として/川
嶋四郎 ほか
徳島経済
対談：徳島発で全国の過疎に悩む地域の課題を解決/吉田基晴氏
Report：徳島ＩｏTシンポジウム2018～今こそビジネス変革を!!～
日経アーキテクチュア
真の生産性革命へ！現場ロボット図鑑 Cover Photo 長崎県庁舎（長崎
市）フォーカス建築より
日経アーキテクチュア
創刊４２年、今こそ好機！｢稼ぎ方｣再考
日経グローカル
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
日経グローカル
オープンデータ、本格普及へ ４７都道府県と３０３市区町村が実施
日経ビジネス
フィンテックの隠れた主役｢貧テック｣って何だ？
日経ビジネス
薬局解体－国民負担１０兆円を取り戻す－
日経ビジネス
｢インスタ映え｣を超える顧客獲得術 勝手に集まり、勝手に売れる－
日経ビジネス
動き出す 無人経済 増える｢妻もフルタイムワーカー｣消費の担い手に新
潮流｢パワー共働き｣つかまえろ ほか
日経ビジネス
ミサイル時代のサバイバル経営、ディスカウント店やドラッグストア参入
－外敵に揺れるスーパー
彦根論叢－THE HIKONE RONSO－
｢現代公共政策の課題-北村裕明教授の退職を記念して-」の刊行にあ
たって-/小倉明浩 ほか
福岡商工会議所ＮＥＷＳ Fukuoka Chamber of Commerce & 福岡商工会議所 新中期方針を策定－会員とともに、市民とともに、職
Industry-会員とともに、市民とともに－
員とともに、福岡の未来を築く－

海外雑誌 雑誌名
Z20180088 FOREIGN AFFAIRS
Z20180099
Z20180090
Z20180134
Z20180106
Z20180105
Z20180133
Z20180114
Z20180074

特集等主な内容
Is Democracy Dying? A Global Report BILL GATES:THE GENEEDITING REVOLUTION
Ｔａｉｗａｎ Pａｎｏｒａｍａ－全球・在地・人文 中英文國外版 台 跨國合作 舞出新藝 Dancing Partners-International Collaboration in
灣光華雑誌
the Performing Arts
所報
チョンブリ県における町ぐるみ高齢者ケア・包括プロジェクト－サンスク
町をパイロット地域として－/東田吉子・坂戸千代子 ほか
城郷建設
市政基礎設施規劃専題：海綿城市建設理念与対策/任南琪 ほか
世界経済－THE JOURNAL OF WORLD ECONOMY馬克思主義研究専欄：労働、価値和増長：対“価値総量之謎”的一項
研究/馮金華 ほか
世界経済－THE JOURNAL OF WORLD ECONOMY長期性停滞与持続低金利：理論、経験及启示/李宏瑾 ほか
中華人民共和国国務院公報
中華人民共和国国務院令(第698号）国務院関于修改和廃止部分行政
法規的決定 ほか
中華人民共和国国務院公報
中共中央辦公庁 国務院辦公庁印発≪関于提高技術工人待遇的意見
≫ ほか
当代亜太-JOURNAL OF CONTEMPORARY ASIA-PACIFIC “中国特色国際関係理論与実践”専欄：海陸複合型大国崛起的“腓力
STUDIES陥宑”与戦略透支/姜鵬 ほか

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：１人10冊まで 4週間以内（貸出には身分証明書が必要です。）
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