
こちらも!雑誌「財界九州」7月号では今村さんと那珂川市
ホーホゥ社⾧木藤亮太さんが紙上で「対話」しています!
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新着図書の紹介

『公共交通が人とまちを元気にする 数字で読みとく!富山市の
コンパクトシティ戦略』
松中亮治ほか，学芸出版社， 2021年6月
乗り降りしやすい路面電車LRTなどの公共交通サービスを整え、中心市街地の活性化に

も取り組んできた富山市。このたび京都大学と共同で高齢者の実証実験を試み、「公共

交通は健康によく中心市街地の活性化に貢献する」ことを初めて実証しました。公共交

通は環境にやさしいだけでなく人とまちを幸せにする力がある。公共交通事業者がコロナに

よって多大な苦労を強いられている中、少しでも多くの事業者が経営を継続できるよう支

援したい。本書にはそのような願いもこめられています。

『「対話」で変える公務員の仕事』
今村寛，公職研，2021年６月
福岡市職員であり、財政出前出張講座やオフサイドミィーティング主催で知られる著者が

提唱する「対話」による仕事への取り組み。そのきっかけとなった係⾧時代の「財政課を

ぶっつぶす」という怨念エピソードも必見。なぜ対話が大切だときづくに至ったのか、その過

程も丁寧に描かれています。社会や人が幸せになるために、自分ができる「対話」ってどん

なこと?単なるノウハウ本ではなく、自分と向き合うことができる１冊です。
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『福岡市⾧高島宗一郎の日本を最速で変える方法』
高島宗一郎，日経BP，2021年５月
３年前の前著『福岡市を経営する』と併せて読んでいただきたい、高島市⾧の新刊です。

なぜコロナのワクチン接種や給付金の対応が遅いのか。超高齢化時代に向けた実用的な

DX戦略とは何か。ビジネスをいかに社会実装していくか。コロナによって浮上したこれらの

課題を解決するために、国はどのようにデータ連携を推進するべきか。市⾧ならではの視

点で解き明かします。
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図書
請求記号 編・著者 出版者 出版年

304/フ 高島宗一郎 日経BP 202105

318.3/イ 今村寛 公職研 202106

518.8/E
EY新日本有限責任監査
法人ほか

中央経済社 202105

681.8/マ 松中亮治ほか 学芸出版社 202106

雑誌（一般・専門・学術雑誌など）
登録番号 タイトル 通巻 出版者

Z20210164 ACE建設業界 122 日本建設業連合会

Z20210166 approach 234 竹中工務店

Z20210146 ＢＺ空間 168 シービーアールイー

Z20210149 CASA BRUTUS 255 マガジンハウス

Z20210123
Ｊ－ＬＩＳ ジェイリス－唯一の自治
体ICT専門誌－

603
地方公共団体情報システ
ム機構

Z20210119 ＭＩＣＥ ＪＡＰＡＮ 152 ＭＩＣＥジャパン

Z20210126
あすの九州・山口－九経連月報
KYUKEIREN MONTHLY-

719 九州経済連合会

Z20210143 とーりまかし じゃらん 64 じゃらんリサーチセンター

Z20210115
ふくおか経済－福岡の‟いま”を伝
える地域経済情報誌－

394 地域情報センター

Z20210167
運輸と経済－交通の研究専門
誌－

888 交通経済研究所

Z20210161
季刊環境ビジネス－２０５０年 脱
炭素社会の実現へ－

158 日本ビジネス出版

Z20210163 九州王国 167 エー・アール・ティ

Z20210131 九州経済調査月報 922 九州経済調査協会

Z20210139 月刊事業構想 106
事業構想大学院大学出
版部

Z20210158
月刊廃棄物－環境保全と再資
源化への提言誌－

603 日報ビジネス

Z20210129 公益一般法人 1029 全国公益法人協会

Z20210170 財界九州  ZAIKAI KYUSHU 1161 財界九州社

Z20210132 市街地再開発 612 全国市街地再開発協会

タイトル

「対話」で変える公務員の仕事

都市再開発の法律・会計・税務・権利変換
の評価

公共交通が人とまちを元気にする－数字で
読みとく！富山市のコンパクトシティ戦略ー

改正対応！！公益・一般法人の『開示書類・備
置』と『閲覧請求』の留意点

スポーツ産業の成長と地域づくりへの貢献

ダイバーシティが生む新市場－多様・ジェンダー平
等が事業を変える－

未来志向のごみ処理施設

日本の美しい日用品。

効果的な外部ITリソースの活用

２０２１FUKUOKA：服部新県政がスタート！！県
全体の連携を深め一層の発展を

大阪船場地区における都心再生の実践－中心
業務地区から「生活文化都心」に－

新着資料一覧

福岡市長高島宗一郎の日本を最速で変え
る方法

特集

施行ロボットは建設現場の夢を見るのか？

石垣を築く―穴太の技－

コロナ禍のオフィスづくり－これからのオフィス、次の
一手をどう打つべきか？－

日本一の天然真鯛九州にあり／伝統工芸、新時
代をゆく

Withコロナ時代に選ばれ、来ていただくための理由
をより明確に－コンベンションセンター設立40周年
に合わせ、リブランディングを実施－

九経連活動報告：withコロナにおける新たな成長
の実現と経済復興について意見交換

今こそ取り組むべき地域のDX－刊行マーケティング
をデジタルで加速せよ！－

福岡の不動産市況／福岡市新任幹部職員／福
岡市のバーチャル市場

交通と環境－脱炭素社会に向けて－

ビジネスパーソン必見！わかりやすい脱炭素経営
の基礎

都市政策資料室蔵書検索はこちら URL: http://urc.or.jp/reference 2



公益財団法人　福岡アジア都市研究所　 URC Library Information　No.21

登録番号 タイトル 通巻 出版者

Z20210148 市政 827 全国市長会

Z20210133 自治体法務研究 65 地方自治研究機構

Z20210116 週刊東洋経済 6991 東洋経済新報社

Z20210138 週刊東洋経済 6992 東洋経済新報社

Z20210150 週刊東洋経済 6993 東洋経済新報社

Z20210168 所報 710 盤谷日本人商工会議所

Z20210122 新建築 286 新建築社

Z20210134 新都市 889 都市計画協会

Z20210118 台湾情報誌 交流 962 交流協会

Z20210130
地域づくり－明日をひらく地域活
性化のための情報誌－

384 地域活性化センター

Z20210157 地域開発 637 日本地域開発センター

Z20210135 調査季報－横浜の政策力－ 187 横浜都市経営局政策課

Z20210128 都市問題 1070
後藤・安田記念東京都市
研究所

Z20210127 東亜－中国・アジア問題専門誌- 648 霞山会

Z20210117 日経アーキテクチュア 1192 日経ＢＰ社

Z20210144 日経アーキテクチュア 1193 日経ＢＰ社

Z20210141 日経グローカル 848 日経産業消費研究所

Z20210165 日経グローカル 849 日経産業消費研究所

Z20210124 日経ビジネス 2093 日経BP社

Z20210140 日経ビジネス 2094 日経BP社

Z20210151 日経ビジネス 2095 日経BP社

Z20210162 日経ビジネス 2096 日経BP社

日台企業アライアンスによる新産業の創出－一般
社団法人九州ニュービジネス協議会と株式会社
九電工の取り組み

美と健康をテーマとした地域活性化

若者人財育成と新しい教育のカタチ

課題先進国にチャンス－ニッポンの異能ベーション
－

米中衝突、コロナ、SDGs－サプライチェーン新秩
序－

どう進める「地域の脱炭素化」－３９都道府県・２
４４市区が再エネ導入目標設定－

廃校変身！地元振興の拠点に－アトリエ、酒蔵
から世界遺産案内所まで－

災害時も安心－逃げ込める家－

エネルギー維新－イオン、京セラ、花王が走る－

ビットコイン狂騒曲－お金持ちしか稼げない？－

「国際都市横浜」が推進する国際協力

パワハラ防止法施行から１年／市民・政府と個人
情報

特集

熊本地震から５年－被災地域の取組状況－

株の道場－激動相場に勝つ！－

2020年以降のタイ経済を振り返って／コロナ後のタ
イ人就職市場の変化／SDGがタイ現地日本企業
に与える影響

エレメントの再構築

商社大転換－最新序列と激変するビジネス－

これが世界のビジネス常識－会社とジェンダー－

行政手続は適法・適正に執行されていますか？

中国共産党100年の光と影

公共建築炎上

各地で社会実装が進む「スマートシティ」の取り組
み
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海外雑誌
登録番号 タイトル 通巻 出版者 特集

Z20210156
Taiwan Panorama－全球・在地・
人文 台灣光華雑誌 中英文國
外版－

556 光華書報雑誌社

Z20210121 The Ecoｎoｍist 9246
The Ecoｎoｍist
Newspaper Lim.

Z20210145 The Ecoｎoｍist 9247
The Ecoｎoｍist
Newspaper Lim.

Z20210160 The Ecoｎoｍist 9248
The Ecoｎoｍist
Newspaper Lim.

The new geopolitics of big business

Bunged up-How the green boom could get
stuck-

海島台湾-Island Taiwan-

Two states or one?

都市政策資料室蔵書検索はこちら URL: http://urc.or.jp/reference 4


