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◆URCメディア紹介情報－最近1か月の情報を中心に－
◎新聞
(2018/8/29 西日本新聞 朝刊 22面)

福岡県/海外進出テーマにセミナー　31日、県現地事務所長が解説　飯塚市/筑豊
FDC稲葉一浩ディレクターが基調講演をするイベントの予告記事

(2018/8/27日刊工業新聞 29面)

書窓/九州経済調査協会理事長・高木直人氏中央集権の限界を知る『政策イノベーション』
URC　OB谷口博文さんの著書が紹介される。

(2018/8/24 朝日新聞 朝刊 23面)

思いつなぐ１７作品　高松で現代アート展/香川県
市民研究員OB藤浩志さんが加わる作品展の紹介記事(＠印＝以下関連記事)

(2018/8/24 大阪読売新聞 朝刊 29面)

｢瀬戸芸｣アジア都市景観賞 文学や歴史の尊重 評価＝香川
アジア都市景観賞の受賞記事(☆印=以下関連記事)

(2018/8/20 ガスエネルギー新聞)

(2018/8/20 新潟新聞 朝刊 21面)

[水と土の芸術祭2018]アートで垣根ない社会　新潟で地域への影響探る　交流の場必要性訴え
市民研究員OB藤浩志さんが加わるシンポジウムの開催報告(◆印=以下関連記事)

(2018/8/15 毎日新聞 大阪夕刊　3面)

高松コンテンポラリーアート・アニュアル：4人展　過去と現在、つなぐ風景　高松市美術館　＠
(2018/8/15 山陽新聞 朝刊 14面)

(2018/8/10 新潟日報 朝刊　12面)

アートや食から地域づくり議論　19日から｢水土｣シンポ◆
(2018/8/9 四国新聞 朝刊 17面)

週刊アート情報　木曜倶楽部/10(金）～23（木）＠
(2018/8/8 日本経済新聞 朝刊29面)

九州発廃校エコノミー 上 校舎活用へ民間｢サミット｣　経験持ち寄り収益モデル 宿泊・イベントにルールは整わず
FDC石丸修平事務局長がコメント

(2018/8/8 四国新聞 朝刊20面)

瀬戸芸が受賞へ アジア都市景観賞 地域のにぎわい評価☆
(2018/8/4 日本経済新聞 地方経済面　関西経済 10面)

「都市の国際競争力」淡路でシンポ、観光の潜在力発揮へ具体策を。/FDC石丸事務局長がパネル討論に参加　コメント
(2018/8/4 愛媛新聞 朝刊 7面)

2018アジア都市景観賞｢松山城周辺地区｣選出　☆
◎テレビ
(2018/9/1 土曜NEWSファイル　CUBE　11：25頃)

図書資料
登録番号 書 名 １ 著者名１ 出版年月
201800058 アジア都市景観賞 ２０１７授賞地域写真集 E 福岡アジア都市研究所 2018年8月
201800059 一般社団法人地域問題研究所 研究所概要 Fc 地域問題研究所 2018年6月
201800060 フォーラム堺学 第２２集 堺都市政策研究所 2016年3月

201857286 中国情報ハンドブック ２０１８年版  特集1：スマホ、EV車、人工
知能で日本惨敗・中国台頭 ほか

２１世紀中国総研 2018年8月

201857287 レジャー白書  ２０１８－余暇の現状と産業・市場の動向－ 日本生産性本部余暇創研 2018年8月
行政資料 書 名 １ 著者名１ 出版年月
G20100207 水質検査結果の概要 平成２９年度 福岡市水道局浄水部水道水質センター 2018年7月
G20180056 福岡市の障がい福祉ガイド ２０１８ 平成３０年度 第３５版 福岡市保健福祉局障がい者部障がい者在宅支

援課
2018年7月

G20180057 福岡市地域防災計画  震災対策編 福岡市防災会議 2018年6月
G20180058 福岡市地域防災計画  風水害対策編 福岡市防災会議 2018年6月
G20180059 福岡市地域防災計画 原子力災害対策編 福岡市防災会議 2018年6月

G20180060 区政概要  平成３０年度 福岡市市民局総務部区政課 2018年7月
G20180061 福岡市地下鉄 事業概要 平成３０年度 福岡市交通局総務課 2018年7月
G20180062 福岡市地域防災計画 風水害対策編 震災対策編 原子力災害

対策編 資料編 CD-ROM
福岡市防災会議 2018年6月

G20180063 国勢調査報告 平成２７年 第５巻 抽出詳細集計結果 その１ 全
国編 2015 POPULATION CENSUS OF JAPAN 5-1

総務省統計局 2018年7月

美術家・下道基行(岡山県出身)来年のベネチア国際展に参加　映像作品｢津波石｣　高松で初披露　人と自然･･･複眼的に　海
底から漂着した巨石投影　＠

九大伊都キャンパスを建築学で「キューぶらり」において安浦寛人理事長が副学長としてキャンパス周辺の生態系を紹
介

（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８月受入分 ＊＊＊

特集・第５回ガス自由化シンポジウム/ガスエネルギー新聞主催[2]　特別講演：産官学連携で福岡を東アジアのビジネ

スハブに/福岡地域戦略推進協議会事務局長　石丸修平氏 FDCの活動が紹介される。

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
9月28日金曜日は月末整理日のため、閉室します。
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G20180064 国勢調査報告 平成２７年 第５巻 抽出詳細集計結果 その２ 都
道府県・市区町村編 ６ 九州・沖縄 2015 POPULATION
CENSUS OF JAPAN 5-2-6

総務省統計局 2018年7月

G20180065 国勢調査報告 平成２７年 第６巻 第２部 従業地・通学地による
抽出詳細集計結果 その２ 全国・都道府県編 2015
POPULATION CENSUS OF JAPAN 6-2

総務省統計局 2018年7月

国内雑誌 雑誌名 特集等主な内容
Z20180425 ２１世紀WAKAYAMA

Z20180398 ａ＋ｕ－建築と都市－
Z20180454 ACE建設業界
Z20180449 CASA BRUTUS
Z20180474 CITY ＆ LIFE－都市のしくみとくらし－
Z20180437 CONTAINER AGE
Z20180433 EAST ASIAN REVIEW－AN ANNUAL JOURNAL-

Z20180406 ＦＦＧ調査月報－ふくおかフィナンシャルグループ－
Z20180466 Ｊ－ＬＩＳ ジェイリス
Z20180470 KANSAI空港レビュー
Z20180436 KUMAMOTO 地方経済情報

Z20180408 ＭＩＣＥ ＪＡＰＡＮ

Z20180400 Please－旅のライブ情報誌・プリーズ－
Z20180475 SOUTHEAST ASIAN STUDIES

Z20180428 アジア・マンスリー

Z20180395 あすの九州・山口－KYUKEIREN MONTHLY-

Z20180422 ガバナンス  GOVERNANCE－これからの地方自治を創る実務
情報誌－

Z20180464 シティ情報ふくおか  FUKUOKA

Z20180415 ながさき経済

Z20180401 にしてつニュース－たのしいまちの、たのしい暮らし。－
Z20180429 ふくおかの統計

Z20180394 ふくおか経済

Z20180445 運輸と経済
Z20180469 環太平洋ビジネス情報RIM
Z20180448 九州の公共工事動向－公共工事前払金保証統計より－

Z20180439 九州王国－九州発、人、モノ、文化、そして経済 KYUSHU
KINGDOM－

Z20180399 九州経済調査月報
Z20180460 計画行政
Z20180459 計画行政
Z20180419 月刊事業構想 PROJECT DESIGN－企業活性、地方創生、イノ

ベーション
Z20180473 建築ジャーナル
Z20180412 公益一般法人
Z20180456 行政＆情報システム

Z20180461 財界九州  ZAIKAI KYUSHU
Z20180409 産業立地
Z20180450 市街地再開発

Z20180423 市史研究ふくおか
Z20180462 市政
Z20180453 滋賀大学環境総合研究ｾﾝﾀｰ  研究年報

レポート：大野城市のまちづくり～ナンバー１からオンリー１へ～
ほか

遺跡からみた福岡の対外交流
持続可能な都市税財政に向けて
特集論文：サステイナブルな湖国の交通環境をめざして コミュニ
ティ輸送ツールとしての自転車の可能性/近藤紀章 ほか

大学自治空間；病院 ほか
論壇：公益活動を行う手法の選択肢/松元暢子 ほか
ブロックチェーン：ブロックチェーンと公共、外国政府における活
用事例 政治をブロックチェーン技術で変える
地域活性へ「歴史・文化」
人材確保・人材育成

大分、７つの島を旅する；海と生きる太良

一次産業の成長産業化に向けたブランド戦略
「平成の大合併」が地方自治体に与えた影響
第４次産業革命とソーシャル・キャピタル
イノベーション特集：ローカルベンチャー 次の成長ビジネス、地
方にこそチャンス ほか

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

｢抜擢｣のトップ交代活発に・・・九電やトヨタ九州で新社長－地場
主要企業役員人事２０１８－

公共事業評価スタートから２０年-これまでとこれから- ほか
着地点がみえない中国の過剰債務問題/三浦有史 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

大地の時間・人の時間～ジオ・紀伊半島～/小野直路、寄稿：こ
れからの共創社会と価値の再生・創出-地域資源としてのカツオ
に関する実践から-/若林良和 ほか

セルガスカーノ
感動のステージを造る～語り継がれる東京２０２０を～
LIFESTYLE HOTEL ライフスタイルホテル
みんなでつくり、みんなでつかう

寄稿：全員参加で企業体質を改革し次の一手を打つ/秋本英樹
ほか
夏は餃子!!

ONE：コーポレートスローガン発表 AS ONE,WE CAN. ほか
IS PHYSICAL ENVIRONMENT IMPORTANT IN
INFLUENCING JAPANESE RESTAURANTS' CUSTOMER
SATISFACTION?/USEP SUHUD ほか
地域と共生するFFG：嘉麻市 嘉麻の夏～嘉麻で夏を楽しもう～
住民と職員が活躍できる新しい働き方
関空から観光立国への飛躍/宮本勝浩

MALEE SITTHIKRIENGKRAI UNDERSTANDING THE
IMPORTANCE OF "PATIENT'S CHOICE"IN THE EARLY
ENVIRONMENTAL JUSTIVISM OF THE KAREN OF KLITY
CREEK(THAILAND/NATHAN PORATH)
トピックス：インドのインフラ整備の現状とPPP拡大のための課題/
清水聡、AIIBの現状とわが国のかかわり方/佐野淳也

寄稿：キャッシュレス化進展に向けて(第１回)～キャッシュレス化』
の意義、現状について～

SDGｓ×自治体、スキルアップ特集：仕事力を高める 説明のスキ
ル ほか

福岡の肉。 大衆焼肉世界 新鋭肉料理店 話題の羊＆鴨肉 絶
品肉ネタ帳 餃子・焼売酒場 ほか

レポートⅠ：過去の大震災からの復興に学ぶ～熊本における地
域社会の持続可能性を考える～ ほか
寄稿：富山県におけるコンベンションの誘致を中心としたMICE
の現状と取組みについて/仁木良市 ほか

祝！開通 途中下車の夏休み

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
9月28日金曜日は月末整理日のため、閉室します。
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Z20180472 週刊東洋経済
Z20180455 週刊東洋経済
Z20180404 週刊東洋経済
Z20180420 新建築
Z20180397 西南學院大學商學論集

Z20180396 台湾情報誌 交流

Z20180426 地域づくり－明日をひらく地域活性化のための情報誌－
Z20180417 地域問題研究

Z20180421 地方自治

Z20180451 中国経済新聞－日本初の本格的な中国経済情報専門誌・２００
１年創刊－

Z20180403 中国経済新聞－日本初の本格的な中国経済情報専門誌・２００
１年創刊－

Z20180411 都市問題

Z20180432 東アジア研究

Z20180431 東アジア研究

Z20180413 東亜－EAST ASIA-
Z20180427 東南アジア研究

Z20180467 同志社大學経済學論叢

Z20180465 日経アーキテクチュア

Z20180424 日経アーキテクチュア

Z20180452 日経グローカル

Z20180405 日経グローカル
Z20180471 日経ビジネス
Z20180447 日経ビジネス
Z20180414 日経ビジネス
Z20180410 彦根論叢－THE HIKONE RONSO－

Z20180440 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－

Z20180416 福岡大学大学院論集

Z20180418 平和文化  PEACE CULTURE

Z20180430 融－融合化時代の都市政策提言誌－

海外雑誌 雑誌名 特集等主な内容
Z20180457 FOREIGN AFFAIRS

Z20180446 RENDITIONS-A CHINESE-ENGLISH TRANSLATION
MAGAZINE-

Z20180402 TDRI QUARTERLY REVIEW

Z20180463 所報

Z20180468 城郷建設

Z20180438 城郷建設
Z20180458 新華文摘
Z20180442 西北大学学報－哲学社会科学版－
Z20180444 世界経済－THE JOURNAL OF WORLD ECONOMY-
Z20180443 世界経済－THE JOURNAL OF WORLD ECONOMY-

Z20180441 Ｔａｉｗａｎ Pａｎｏｒａｍａ－全球・在地・人文 中英文國外版 台灣光
華雑誌

作業療法士の臨床現場における葛藤に関する研究-質的統合
法による分析から-松﨑理佐

二〇二〇年NPT再検討会議第二回準備委員会に合わせ平和
首長会議が代表団を派遣

芸術文化と都市の新時代-芸術文化都市大阪を目指して-

三菱重工　巨艦はこうして蘇った
リニア新幹線 夢か、悪夢か
日本企業は置き去り「儲かるASEANのウソ」
現代詩研究におけるナショナリティという「枠」についての考察/
菊地利奈 ほか

中途人材の確保をサポートします！

論説：階層分析法を用いた大学改革の現状/伊多波良雄、太田
浩、山崎その、宮嶋恒二 ほか

攻略！ニュータイプ建築 縮小時代の都市型施設はこうつくる ほ
か

テクノツーリズム 技術観光 名建築が証す日本のテクノロジー ほ
か

都道府県・政令市の人事交流調査 民間の派遣・受け入れが拡
大

増える外国人、どう共生するか「開国前夜」対応策探る自治体

動物と向き合う自治体/打越綾子、佐渡友陽一、吉田眞澄、鈴
木正嗣、橋田和実

論文：金石範著『火山島』の言語の＜異様さ＞について-表層か
らの『火山島』へのアプローチ-/玄善允 ほか

論文：日本定住ビルマ人のアイデンティティ形成に関する一考
察/梶村美紀 ほか

米中シーソーゲームの行方 ほか
インドネシア・リアウ州住民の出生地・民族背景と産業別就業構
造-2000年・2010年人口センサス個票データの分析を中心に-/
小泉佑介、永田淳嗣 ほか

マイキープラットフォームと地域活性化
「地域づくりにおける地域の個性とダイバーシティ」 企画論文：個
性ある地域づくり-「みちくさの哲学」と私のまちづくり-/西寺雅也

グローバル化における地方自治体/大西楠・テア、地方公共団
体におけるシェアリングエコノミーの活用に向けて/田中佑典 ほ
か

中国反撃 天然ガスで米国に報復へ ほか

華為は日本市場で勝ち得るのか ほか

物流 危機は終わらない
ザ・名門高校 札幌南から鹿児島・鶴丸まで有力高校総まくり
集合住宅特集 ほか
論説：工事契約に係る会計上の見積りと監査対応/伊藤龍峰 ほ
か

｢グローバル時代の国際交流－台湾・日本におけるカワイイをめ
ぐって－｣/仲川秀樹

宗教 カネと権力

城市的進化論 智慧方城市/曽蘭淑

WORLD WAR WEB：WHEN CHINA RULES THE WEB
TECHNOLOGY IN SERVICE OF THE STATE/ADAM SEGAL

ONE HUNDRED POEMS LAMENTING MY
HUSBAND/Translatde by WILT L. IDEMA

EVALUATING THAILAND'S FREE BASIC ELECTRICITY
PROGRAM/Wichnee Wibulprasert other

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）からみたタイ経済社会の発展課題
ほか

改革開放四十周年専題：水務改革：中流擊水 迎難而進/高磊、
李艶茹 ほか

本期話題：緑色住区開启新時代美好居住生活/朱彩清 ほか
深入推進簡政放権/肖捷 ほか
新時代中国特色社会主義経済理論与実践/任保平 ほか
国民収入視角下的中美貿易平衡分析/李鑫茹 ほか
馬克思主義研究専欄：从“新解釋”到價値轉形的一般理論/孟
捷 ほか

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
9月28日金曜日は月末整理日のため、閉室します。
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Z20180435 지방행정
Z20180407 中華人民共和国国務院公報
Z20180434 도시문제－ URBAN AFFAIRS－
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まちづくりで大切にしたいことは、人のつながり（交流、交易、ネットワーク、
ソーシャルキャピタル、信頼）と時のつながり（歴史の継承、場の記憶、場所性
の解読、時間とともに育つ環境）、そして人と時のつながりがつくりだす「まち
の個性」です。大陸に近く、古代より海外との交流・交易が盛んであり、時間を
かけてまちを形成してきた九州・福岡の地、伊都への移転を完成する九州大
学箱崎キャンパスに、全国のまちづくり活動をしている人々が集い、それぞれ
の抱える課題について情報交換しネットワークを広げます。住民、企業、行政
などの立場の違いを超えて、まちの強靱性、発展と縮退のデザイン、QOLと
サステイナビリティ―など、過去、現在、未来にわたって人と時のつながりが紡
ぐ「まちの個性」をテーマに話題を持ち寄り多角的に意見を交換します。（ 以
下　フォーラム抜粋）

●テーマ
人と時のつながりが紡ぐ「まちの個性」 ～関係が生まれる時空のデザイン～

●日時　　2018年9月8日(土)　　9日（日）　　10日(月)

●場所　　　九州大学箱崎キャンパス

●開催趣旨 全国まちづくり会議は、地域で取り組まれているまち
づくり活動の支援を目的に開催しています。東京、北海道、熊本、神
戸、長岡、北上、高岡、横浜などで開催しており、第14回を福岡で開催
します。

기획특집 6.13지방선거 企画特集6.13地方選挙
在深人推動長江経済帯発展座談会上的講活/習近平 ほか
기획특집 한반도 비핵화와 국토．도시 분야의 과제 企画特集
朝鮮半島の非核化と国土、都市分野の課題

9月8日（土）13:00～  開会式                                               
 旧工学部本館1階大講義室 
13:00 開会 小林英嗣 会長 
13:05 ご挨拶 久保千春 九州大学総長 
13:10 ご挨拶 中園政直 福岡市副市長 
13:15 特別表彰 森田一義氏 ビデオレター放映 
13:30 終了予定 
13:30～                                          
■基調講演・パネルディスカッション       
 旧工学部本館1階大講義室 
基調講演及びパネリスト：藤 浩志（アーティスト／秋田公立美術大学）  
パネリスト：臂 徹（キャッセン大船渡）、 
榎本 拓真（福岡地域戦略推進協議会） 
進行：福田忠昭（LOCAL&DESIGN（株）） 
■ 点在する歴史文化遺産をまちづくりに活かす 旧工学部本館1階大
講義室 

9月8日（土）15:30～17:30 

田村邦明（筥崎宮権宮司） 

田上 稔（福岡県教育庁文化財保護課） 

城戸康利（太宰府市教育委員会文化財課） 

北島 力（NPOまちづくりﾈｯﾄ八女） 菊地成朋（九州大学） 

大塚政徳（まちなみﾈｯﾄﾜｰｸ福岡）箕浦永子（九州大学） 
 ■ ejob事業はこれからの都市計画に貢献するか？  旧工学部本
館３階10番講義室  15：30～17：30 
両角光男（熊本大学）    趙世晨（九州大学） 

大西信也氏（福岡市）    内藤隆（北九州市） 

安藤裕之（相模原市） 中野信吾（ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱） 

山田龍雄（㈱地域計画建築研究所） 
池田準哉（㈱都市環境研究所）西口徹（㈱オオバ） 

内田智昭（㈱福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

田川英一郎（日本都市技術㈱）  箱嶋斉（第一復建㈱） 

■花と緑のまちづくり推進フォーラム 

 本部事務局庁舎2階第1会議室 

9月9日（日）10:00～12:30  

八木波奈子（ビズ編集局） 

桂川孝裕（亀岡市長) 

内倉真由美(北海道恵庭市・ガーデンを考える会) 

きむらみえこ（美しいまちづくり研究会） 

石井康子（ガーデンを考える会） 

上原真之（福岡市） 

井上忠佳（日本都市計画家協会） 

市民主体のまちづくりの効果的なアプローチである「花と緑のま

ちづくり」をより円滑・持続的に推進するため関係者が一堂に会し

てあるべき姿を議論します。花や緑を活用した（１）観光と景観

（２）環境・情操・食育・アクティブラーニング等教育支援（３）地域

振興 （４）職場環境への花緑の導入（働き方改革等）（5）環境保

全（生物多様性）等多様な分野のまちづくりに関わる政策横断的

な「花と緑のまちづくり推進」の結集を提言します。分科会として

福岡グロースネクスト(14:00〜17:00)を開催します。  17：00～ 

交流会 
 ■ 交通とまちづくり９月９日（日）  13:00～15:00 
 －福岡市の交通と都市の姿１３０年－     
 旧工学部本館1階大講義室 

辰巳 浩 （福岡大学）  梶田佳孝（東海大学） 

大井尚司（大分大学）  中村 宏（㈱福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

■ エリマネ組織のネットワークを考える    
 旧工学部本館３階10番講義室 

9月9日（日）13:00～15:00 

小林誠（We Love天神協議会） 

谷川麻祐子（博多まちづくり推進協議会） 

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
9月28日金曜日は月末整理日のため、閉室します。


