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　＊今月のおすすめと、雑誌の中で福岡に関する記事があるものにマーカーをつけています。
登録番号 書 名 １ 著者名１ 出版年月日
202057446 日本の都市特性評価－Japan Power Cities Profiling Urban

Attractiveness DATABOOK 2020－
森記念財団都市戦略研究所 2020/9

202000040 研究報告書 名古屋まちづくり公社名古屋都市センター 2020/03

行政資料

登録番号 書 名 １ 著者名１ 出版年月日
202057445 数字でみる航空  ２０２０ 日本航空協会 2020/09/23
G20200042 福岡市基本計画に係る実施状況の報告 令和元年度 福岡市 2020/09/04
G20200044 主要施策の成果説明書  令和元年度 福岡市 2020/09
G20160057 選挙人名簿登録人員調(投票区番号順) 令和2年9月1日現

在
福岡市・区選挙管理委員会事務局 2020/09/01

G20200043 アイランドシティ整備事業 環境監視結果  令和元年度 福岡市港湾空港局 2020/08
G20200041 福岡市公有財産表  令和２年３月３１日現在 福岡市財政局財産有効活用部財産活用課 2020/08

＊＊＊ 　新着資料一覧　令和2年9月受入分 ＊＊＊

公益財団法人　福岡アジア都市研究所　都市政策資料室

今月のおすすめ
日本の都市特性評価－Japan Power Cities Profiling Urban Attractiveness DATABOOK 2020－

森記念財団都市戦略研究所(2020.9発行)
毎年購入している同評価ですが、今年は対象都市を37追加し、実施されています。福岡市はこれまでの2回、京都市に

次いでいずれも2位でした。さて今年は何位になったのか、是非手に取ってご確認ください。

｢荒川区民総幸福度（GAH）ﾚﾎﾟｰﾄVol.03｣ 荒川区自治総合研究所(2020.9発行)

荒川区自治総合研究所から、｢荒川区民総幸福度（GAH：グロス・アラカワ・ハピネス）レポート｣をいただきました。2015

年3月にVol.1、同年11月にVol.2を発行されて以来の発行です。 同研究所は、2004年に西川太一郎氏が荒川区長に就

任された際、｢区政は区民を幸せにするシステムである｣という荒川区のドメインを揚げ、2009年に区のシンクタンクとして

設立され、住民の幸福度に関する本格的な調査研究や指標作りに着手しています。今回の特集は「40代・50代男性の幸

福実感に関する区民アンケート調査の結果について」です。ご興味のある方は、「基礎自治体マネジメント概論（荒川区自

治総合研究所叢書）」西川太一郎ほか著(2018.5三省堂発行・2018年7月11日資料室受入）と合わせてお読みください。

URC Library Information No.10
令和２年３月号

タイトルバック：琴性根氏 (釜山研究院)撮影

URC Library Information No.13
令和2年10月号

タイトルバック：琴性根氏 (釜山研究院)撮影

ご希望の資料がございましたらご連絡ください。TEL：092-733-5707 Email： library@urc.or.jp
URL: http://urc.or.jp/reference

10月30日(金)は月末整理日のため閉室します。
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G20200040 図書館要覧  令和２年度 福岡市総合図書館 2020/08
G20200039 福岡市水処理センター管理年報  ２０１９年度（令和元年度） 福岡市道路下水道局下水道施設部施設管理課 2020/08

G20200038 福岡市障がい児・者等実態調査報告書 福岡市保健福祉局障がい者部障がい企画課 2020/03
G20200037 生活衛生関係事業統計  令和元年度 福岡市保健福祉局生活衛生部生活衛生課 2020/09

国内雑誌
登録番号 雑誌名

Z20200437 ACE建設業界
Z20200436 approach
Z20200405 ＢＺ空間－事業用ビジネス不動産情報誌－

Z20200411 CASA BRUTUS

Z20200419 CONTAINER AGE

Z20200382 ＦＦＧ調査月報－ふくおかフィナンシャルグループ－

Z20200371 GA JAPAN

Z20200384 Ｊ－ＬＩＳ ジェイリス－唯一の自治体ICT専門誌－

Z20200438 KANSAI空港レビュー

Z20200418 KUMAMOTO 地方経済情報

Z20200383 ＭＩＣＥ ＪＡＰＡＮ－わが国唯一のM.I.C.E（MEETING
INCENTIVE CONVENTION EXHIBITION）情報誌－

Z20200391 NEXTCOM -情報通信の現在と未来を展望する－

Z20200408 SOUTHEAST ASIAN STUDIES

Z20200407 SOUTHEAST ASIAN STUDIES

Z20200417 アジア・マンスリー

Z20200387 あすの九州・山口－九経連月報 KYUKEIREN MONTHLY-

Z20200385 ガバナンス  GOVERNANCE－これからの地方自治を創る実務
情報誌 ｢ガバナンス｣は共に地域をつくる共治のこと－

Z20200430 シティ情報ふくおか  FUKUOKA

Z20200396 せたがや自治政策

Z20200394 とーりまかし じゃらん －心を動かす、日本を元気にする観光・レ
ジャーのプロデューサー応援情報誌ー

Z20200370 ふくおか経済－福岡の‟いま”を伝える地域経済情報誌－

Z20200381 リベラシオン－人権研究ふくおか－

Z20200397 運輸と経済－交通の研究専門誌－
Z20200426 季刊環境ビジネス－２０５０年 脱炭素社会の実現へ－

Z20200423 議会月報

Z20200424 九州王国－九州発、人、モノ、文化、そして経済 KYUSHU
KINGDOM－

Z20200395 九州経済調査月報

歴史を｢語る｣：被差別部落における祖先の＜物語化＞について
－福岡市松原地区・井元政太郎による＜物語化＞に注目して/関
儀久 ほか

交通の株主：巻頭言：運輸事業の公共性と株主/山内弘隆 ほか

ニュー・ノーマル時代に成長する環境経営とは、東京ゼロエ
ミッション戦略/小池百合子東京都知事 ほか

本会議・委員会等開会一覧､今月号掲載の主な記録、議会のうご
き：第3回臨時会、議会運営委員会、常任委員会：総務財政・教
育こども・経済振興・福祉都市・生活環境委員会、附属機関委
員等推薦一覧表

国東半島の美、特集２：秋を彩る長崎刺繍

建築時事放談2020：八つのキーワードに対して総勢21人の建築
家､歴史家､構造家が語る:MONUMENT 藤森照信×土居義岳 ほか

健康保険証とマイナンバーカードの新展開、巻頭特集：マイナ
ンバーカードの健康保険証利用でこんなに便利に！ ほか

BOOK & COFFEE－本とコーヒー こだわりのセレクトが魅力の街
の本屋さん。本のおともはコーヒーを♪

自治体経営のあり方｢世田谷区自治体経営のあり方研究会報告
書｣ ほか

危機に負けない地域の条件：Part1じゃらん宿泊旅行調査2020よ
り 2019年度の国内宿泊旅行実態、Part2｢新型コロナ感染症によ
る旅行市場への影響調査｣より国内宿泊旅行需要の変化 ほか

再開へ動き始めた福岡のエンタメ市場、マスク市場、県内主要
道路整備、福岡・九州主要企業トップに聞く

活動報告：2030年の｢ありたい姿｣を描いた九経連事業活動の新
たな指針づくり～創立60周年記念事業～/第1回九州将来ビジョ
ン検討特別委員会 ほか

地方創生ネクストステージ－コロナ禍の先を見据えて－、キャ
リサポ特集：想定外が挑む清掃現場の‟柔軟力”

九州の次世代産業(上)スマートものづくり産業、スマートシ
ティ産業、2020年版中小企業白書・小規模企業白書の概要

Thai Adaptations of the Javanese Panji in Cosmopolitan
Ayutthaya/Chriｓtopher JoLL Srawut Aree ほか

トピックス：中国の次期５か年計画・三つの注目点/関辰一、新
型コロナの感染拡大が止まらないインド/熊谷章太郎

エネルギー０の集合住宅を創る

北海道おといねっぷ美術工芸高等学校－小さな村の大きな夢

特別企画：環状第２号線開通で変わる街,虎ノ門､臨海副都心、
店舗マーケット情報 ほか

特集等

特別寄稿：人の移動とパンデミックの世界史から見るグローバ
ル時代のコロナ禍/小林ハッサル柔子 ほか

レポートⅠ：第５回｢熊本地震に関する県内事業主アンケート｣
～震災とコロナ禍、そして豪雨～、レポートⅡ：海外に学ぶ日
本のSDGs推進 ほか

取材：Aichi Sky Expo開業１周年 １年間の成果と未来へのMICE
戦略 ほか

5Ｇ時代の情報セキュリティ：特集論文：5Ｇとサイバー犯罪/湯
淺墾道、サイバーセキュリティの未来-米中対立の先に待ち構え
る三項対立-/小宮山功一朗 ほか

Stories across Borders:Myths of Origin and Their
Contestation in the Borderlands of South and Southeast
Asia

理想の暮らしが買える店 新しいショップ様式 衣食住、そこに
しかない何かがある、日本全国リアルショップ７４軒！

ONE：第1四半期業績 過去最高の利益計上、2019年の国内コンテ
ナ取扱量 前年比微減の2,336万TEU　ほか

Top Interview 福岡銀行(株)大石膏盛堂 代表取締役 野中良司
氏 ほか、寄稿：転換期の地域公共交通とMaaSの可能性/大谷友
男 ほか

ご希望の資料がございましたらご連絡ください。TEL：092-733-5707 Email： library@urc.or.jp
URL: http://urc.or.jp/reference

10月30日(金)は月末整理日のため閉室します。
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Z20200406 九大広報

Z20200412 月刊資本市場

Z20200379 月刊事業構想 PROJECT DESIGN－企業活性、地方創
生、イノベーション－

Z20200377 月刊廃棄物－環境保全と再資源化への提言誌－
Z20200422 公益一般法人－公益社団・財団法人及び一般社団・財団

法人の会計・税務・運営の実務専門誌－

Z20200388 公益一般法人－公益社団・財団法人及び一般社団・財団
法人の会計・税務・運営の実務専門誌－

Z20200435 荒川区民総幸福度（GAH）レポート～ＧＡＨ指標を用いた区
民アンケート調査結果の分析～

Z20200427 財界九州  ZAIKAI KYUSHU

Z20200425 市街地再開発

Z20200380 市史だより Ｆｕｋｕｏｋａ 史的再発見マガジン
Z20200415 市政

Z20200399 自治体法務研究－法制執務・政策法務を支援する総合情
報誌－

Z20200445 週刊東洋経済

Z20200429 週刊東洋経済

Z20200416 週刊東洋経済

Z20200403 週刊東洋経済

Z20200373 週刊東洋経済

Z20200378 新建築

Z20200398 新都市

Z20200400 台湾情報誌 交流
Z20200372 地域づくり－明日をひらく地域活性化のための情報誌－
Z20200401 地域開発

Z20200386 地方自治

Z20200434 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－

Z20200374 都市計画

Z20200390 都市問題

Z20200393 土地総合研究－THE JOURNAL OF THE LAND
INSTITUTE-

Z20200375 東亜－中国・アジア問題専門誌-

Z20200432 日経アーキテクチュア

Z20200404 日経アーキテクチュア

Z20200368 日経アーキテクチュア

Z20200433 日経グローカル

Z20200392 日経グローカル

ウィズコロナ・ポストコロナ社会を考える：感染症の経験と多
極分散型の都市・国土/大西隆 ほか

市町村間の広域連携について～第三二次地方制度調査会を振り
返る/田中聖也 ほか

中国 菅総理の対中経済政策に憂慮、菅義偉の対中外交戦略の三
大核心、テレワークが中国で急成長､７千億円規模に ほか

鉄道と都市が相互に与える影響：鉄道整備に関わる計画・財
源・制度、戦前の日本における鉄道とまちづくり ほか

コロナ対策の財源と財政：コロナ対策と財政政策の問題点/金子
勝 ほか、特集2：｢未完の分権改革｣20年

不動産、土地利用と災害：災害復興における都市計画事業の課
題と論点/越山健治 ほか

香港が‟香港”でなくなる日：｢一国二制度｣の変質と｢国家安全
維持法｣/中園和仁 ほか

住宅特集：職住融合時代のニュープラン、経営動向調査2020 建
設会社編 ゼネコン減収予想ラッシュ

迫り来るコロナ不況 経営動向調査2020 設計事務所109社 決算
ランキング、トピックス：ここまで来た！建設デジタル革命

コロナとの攻防 病院建築最前線、Newsクローズアップ：松本平
陸上競技場プロポ、青木淳JVの勝因

縮む下水道、広がる浄化槽 人口減少・老朽化で汚水処理行政が
様変わり

地域公共交通､協調進めて再生－持続可能な運行へ輸送資源を総
動員－

作品１６選：横浜市役所/竹中工務店・槇総合計画事務所、記
事：横浜市役所とそのアーバニズム/槇文彦 ほか

世界に貢献する日本の都市インフラ：都市開発の海外展開をと
りまく最近の動向/白濱学、海外におけるスマートシティ開発
ほか

李登輝閣下を偲んで

新しい広報・プロモーション戦略

スマート自治体への転換と自治体法務：スマート自治体への実
現に向けての展望と課題/國領二郎･安井秀行･櫻井美穂子 ほか

エアライン 鉄道 激震！－見えてきたどん底からの復活シナリ
オ 半沢直樹もビックリ！「ＪＡＬ・ＡＮＡ統合」の虚実、第２
特集：菅政権を読み解く５つのポイント

株入門－この波に乗れ 会社四季報 秋号公式｢トクする銘柄｣ガ
イド－

アメリカの新常識 ｢バイデン勝利｣ で何が変わるか？ 徹底予
測：激変する｢大統領選後｣のアメリカ

トクする事業継承 M&A 後継者選び、待ったなし！ 保存版 会社
の売り方・買い方・畳み方、電撃辞任！どうなる？ポスト安倍

がん治療の正解 がんになったらどうする？標準治療の最前線、
スペシャルリポート：ソフトバンクｖｓ．携帯ショップ-法廷闘
争の激震

新型コロナに立ち向かう。、特集２：〔九大の女性研究者活躍
についての座談会〕挑戦こそが未来を拓く。

論文：日本企業の資本配分と資本コスト経営/加賀谷哲之、
With/Afterコロナにおける新しい働き方が労働生産性にもたら
す影響についての考察/滝澤美帆 ほか

地域で生まれる新産業、地域特集：哲学実践・地域活性 滋賀県
三日月大造 知事 ｢三方よし｣や｢利他｣のこころが地域をつくる

高齢化時代をリードするごみ対策

制度の紹介等：再開発事業等の債務保証制度の再開とこれまで
の利用状況について/全国市街地再開発協会 ほか

拓く、見守る、根をおろす－野間・若久－

マンションを取り巻く諸問題と都市の役割－法改正により進
む、管理適正化の動き、市政ルポ：川越市

NEWS：年金機構に提出する社会保険書類は押印又は署名の省略
が可能に ほか

こんな職場はダメだ!!適正な『経理環境構築』のポイント：現
金及び現金同等物の管理と運用 ほか

40代・50代男性の幸福実感に関する区民アンケート調査の結果
について

今こそ目指せ!!分散型社会の国づくり、Report-2：コロナ禍
で・・・COVID-19

ご希望の資料がございましたらご連絡ください。TEL：092-733-5707 Email： library@urc.or.jp
URL: http://urc.or.jp/reference

10月30日(金)は月末整理日のため閉室します。
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Z20200439 日経ビジネス

Z20200428 日経ビジネス

Z20200413 日経ビジネス
Z20200389 日経ビジネス

Z20200369 日経ビジネス
Z20200409 彦根論叢－THE HIKONE RONSO－

Z20200414 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－

海外雑誌
登録番号 雑誌名
Z20200420 Taiwan Panorama－全球・在地・人文 台灣光華雑誌 中英

文國外版－
Z20200446 The Ecoｎoｍist
Z20200431 The Ecoｎoｍist

Z20200421 The Ecoｎoｍist
Z20200402 The Ecoｎoｍist
Z20200376 The Ecoｎoｍist
Z20200442 国際貿易
Z20200444 城郷建設

Z20200443 城郷建設

Z20200441 新華文摘

Z20200440 新華文摘

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。

都市政策資料室利用案内/場所：福岡市役所北別館６Ｆ　開室：平日10:00～17:00  資料整理のため毎月最終業務日を閉室します。

　　　　　　　　　　貸出：1人10冊まで　4週間以内　(貸出しには、ご本人を確認できるものが必要です。)

URCメディア紹介情報
◎新聞

(2020/9/25 西日本新聞  夕刊 8面)

(2020/9/24 西日本新聞  朝刊 20面)

(2020/9/12 読売新聞 朝刊 20面)

(2020/9/6 西日本新聞  朝刊 18面)

(2020/9/5 朝日新聞 朝刊　23面)

◎テレビ

https://jinzukan.myjcom.jp/fukuoka/post/825

編集後記
　さわやかな季節になってまいりましたが、いかがお過ごしですか？今年の中秋の名月は、きれいでしたね。
　４連休は久しぶりにちょっと遠出しました。この時期のお楽しみ、あぜ道の中の燃えるような彼岸花の群生を
期待していたのですが、ちょっと欲求不満。今年は白が目立ちました。白い彼岸花も素敵ですが、赤でなくては
感動が薄れる気がしました。今月は、もう少し遠くまで足を延ばしたいと思っています。(崎)

FDCの事務局長補佐を務める大井忠賢さんが紹介される。

｢新しい発想が必要｣　森・鹿児島市長が引退表明/鹿児島県
森博幸市長が実績の中で、市電軌道敷の緑化がアジア都市景観賞を受賞したことを取り上げる。

佐賀県/新土産　２品を開発　小城市のプロジェクト　地元企業や市民と企画　＠

AIカメラでマスク確認　福岡市で実験　施設に混雑など自動通知
FDCと福岡市が費用の一部を補助する実証実験が紹介される。

福岡県/気になる人＝落雁ブランド確立へ走る　楽心堂本舗社長　大井忠賢さん/筑豊

URC安浦寛人理事長が、九州大学伊都キャンパスについて、インタビューに応える。
(2020/9/16～10/15  ケーブルテレビJ：COMチャンネル福岡  15：00～15：25,18：30～18：55｢福岡人図鑑｣)

21st century power How clean energy will remake
geopolitics

office politics-The fight over the future of work-
How Abe changed Japan
What Putin fears
中国経貿：COVID-19大流行対我国外貿的影響与対策/趙瑾 ほか

新世代 政府溝通術－Government Communication in the New
Media Age-

Why are so many governments getting it wrong?

特集等

小城に新スイーツ　一口サイズようかん｢ogi cube｣、バナナアイス×チョコ｢トラキチ君シェイク｣地元
菓子メーカーや市民が考案
FDCが連携した事業｢リビングラボプロジェクト｣の成果が紹介される。(＠印＝以下同じ)

withコロナ時代の｢九州観光｣回復の展望～未来を見据え、観光
事業者が｢今｣できること～

再興ニッポン 大盤振る舞いのツケ－コロナと｢日本の借金｣ 誰
が払う、国民1人当たり1000万円超え－

再興ニッポン 脱デジタル後進国－新政権、最初の関門 ４つの
元凶をつぶせ－

再興ニッポン 働き方ニューノーマル 変われるか？日本型雇用

再興ニッポン 今、私たちにできること、緊急特集：安倍首相､
電撃辞任｢最長政権｣の次 安定か混沌か

大廃業加速 力尽きる経営者たち

論文：滋賀バルブ産業の生成と発展－企業家行動からのアプ
ローチ-/小野善生 ほか

本期話題：国家新型城鎮化綜合試点進展与主要経験/王大偉 ほ
か

本期話題：朗夜星空－≪城市照明建設規劃標準≫解読/駱玉潔・
梁崢 ほか

政治：政府職責体系視角下的権責清単制度構建邏輯/朱光磊・趙
志遠、社会：城市社区二重性及其治理/蔡禾・黄暁星 ほか

政治：以人民健康至上的理念推進公共衛生治理体系変革/遅福林
ほか

ご希望の資料がございましたらご連絡ください。TEL：092-733-5707 Email： library@urc.or.jp
URL: http://urc.or.jp/reference

10月30日(金)は月末整理日のため閉室します。


