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発⾏ 公益財団法⼈福岡アジア都市研究所都市政策資料室
〒812-0011福岡市博多区博多駅前２丁⽬８-１ 博多区新庁舎10階
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2022年7⽉号

『余韻都市 ニューローカルと公共交通 』
中村⽂彦・国際交通安全学会ほか編著,⿅島出版会,2022年3⽉
表紙のウィーンのオペラハウスと路⾯電⾞の美しさ。⼿触りのよいなめらかな紙質。
思わず⼿に取り、ページをめくってしまいました。
劇場や美術館ですばらしい芸術を観賞し、⾷事を楽しみ、⼼地よい移動で家に帰る。
歩⾏と公共交通の利⽤によって⽣まれる⼀連の流れ＝「余韻」はいかにして⽣み出せ
るか。編著者である研究会が３年かけて国内外の実態を調査し、対話を重ね、「余
韻都市」という新しい概念を提唱。福岡のキャナルシティその他も紹介されています。

URC データ・ブック第5弾 成⻑都市福岡市のデータブック
『 FUKUOKA GROWTH 2022 福岡市の⼈⼝集積 』
福岡アジア都市研究所 情報戦略室，2022年3⽉
URCでは２年ごとに福岡市に関するデータをまとめ、公開しています。毎回テーマを設
定してデータを収集し、福岡の「今」を診断。今回は①⼈⼝集中②⽣活の質③都市
の成⻑、の３つの視点から、多様なデータを読み解き、住みやすさと⾼い成⻑性を両
⽴する福岡市の可能性について解説します。
講演やプレゼンの資料に使える情報が盛りだくさんです。ぜひご活⽤ください︕
＊使⽤の際は出典明記をお願いします
＊第三者提供の画像等については提供元に承諾を得る必要があります
＊HPでもPDFを掲載しています http://urc.or.jp/fukuoka-growth-2022

『⾃治体の都市計画担当になったら読む本』
橋本隆,学⽤書房,2022年4⽉

学陽書房の「⾃治体の〇〇担当になったら・・・」シリーズ。今回は都市計画です。
「富岡製⽷場と絹産業遺産群」の世界遺産登録を担当した著者が、現場ならではの
視点で役⽴つ知識とノウハウを解説。⾏政職員だけでなく、まちづくりに関わる⽅々に
も役⽴つ内容です。
巻末に紹介する著者の座右の銘「都市計画とは“世に対する愛情”」（戦前・戦後の
都市⼯学者、⽯川栄耀の⾔葉）は、まさに温故知新。
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請求記号 タイトル 編・著者 出版者 出版年月日

007.35/ハ 会社は「仲良しクラブ」でいい 橋本正徳 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2021/12

291.91/11/レ 冷店御まち歩き地図 with 上呉服 レイテンゴ・プロジェクト・チーム レイテンゴ・プロジェクト・チーム 2022/01/05

318.7/ハ
自治体の都市計画担当になったら読む
本

橋本隆 学陽書房 2022/04

361.4/マ
地域でつくる・地域をつくる メディアと
アーカイブ

松本恭幸 大月書店 2022/04

361.45/オ
ローカル・メディアと都市文化 『地域雑
誌谷中・根津・千駄木』から考える

岡村圭子 ミネルヴァ書房 2011/03

673.9/62
丸の内百年のあゆみ 三菱地所社史
上巻

三菱地所社史編纂室 三菱地所 1993/03/06

673.9/62
丸の内百年のあゆみ 三菱地所社史
下巻

三菱地所社史編纂室 三菱地所 1993/03/06

681.8/ナ 余韻都市 中村文彦 鹿島出版会 2022/03

913.6/9/ミ
モザイクのきらめき－古都ラヴェンナ物語
－

光吉健次 九州大学出版会 2001/11/30

H23/11/コ 地価公示  昭和５１年 国土交通省土地鑑定委員会 国土交通省土地鑑定委員会 1976/04/01

H23/11/コ 地価公示  昭和５２年 国土交通省土地鑑定委員会 国土交通省土地鑑定委員会 1977/04/01

H23/11/コ 地価公示  昭和５３年 国土庁土地鑑定委員会 国土交通省土地鑑定委員会 1978/04/01

H23/11/コ 地価公示  昭和５４年 国土庁土地鑑定委員会 国土交通省土地鑑定委員会 1979/04/01

H23/11/コ 地価公示  昭和５５年 国土庁土地鑑定委員会 国土交通省土地鑑定委員会 1980/04/01

H23/11/コ 地価公示  昭和５６年 国土庁土地鑑定委員会 国土交通省土地鑑定委員会 1981/04/01

H23/11/コ 地価公示  昭和５７年 国土庁土地鑑定委員会 国土交通省土地鑑定委員会 1982/04/01

H23/11/コ 地価公示  昭和５８年 国土庁土地鑑定委員会 国土交通省土地鑑定委員会 1983/04/01

H23/11/コ 地価公示  昭和５９年 国土庁土地鑑定委員会 国土交通省土地鑑定委員会 1984/04/01

H23/11/コ 地価公示  昭和６３年 国土庁土地鑑定委員会 国土交通省土地鑑定委員会 1988/04/01

H23/11/コ 地価公示  平成５年 国土庁土地鑑定委員会 国土交通省土地鑑定委員会 1993/03/20

H23/11/コ

福岡の地価  １：３０，０００  地形図－
令和２年地価公示標準地  令和２年
度県地価調査基準地 福岡市内地価
公示

福岡市財政局財産有効活用
部財産管理課

福岡市財政局財産有効活用
部財産管理課

2020/09

S1/11/フ

FUKUOKA Growth 2022－福岡市の
人口集積－選ばれる都市  フクオカグ
ロース 成長都市福岡市のデータブック
－

福岡アジア都市研究所 情報
戦略室

福岡アジア都市研究所 情報
戦略室

2022/03/31

S1/11/フ

FUKUOKA Growth 2022－福岡市の
人口集積－選ばれる都市  フクオカグ
ロース 成長都市福岡市のデータブック
－

福岡アジア都市研究所 情報
戦略室

福岡アジア都市研究所 情報
戦略室

2022/03/31
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雑 誌
登録番号 タイトル 特集 出版者 出版年月日

Z20220070 ACE建設業界
都市公園の新しいカタチ－公
園整備150年の新たな布石－

日本建設業連合会 2022/06

Z20220129 ACE建設業界
都市を森林化する建築－ウッド
チェンジに挑む建設業界－

日本建設業連合会 2022/06

Z20220056 CASA BRUTUS 猫と暮らす家。 マガジンハウス 2022/06

Z20220125 CASA BRUTUS
LIFESTYLE HOTEL 2022 －
日本の絶景宿－

マガジンハウス 2022/07

Z20220055
ＭＩＣＥ ＪＡＰＡＮ
－わが国唯一のM.I.C.E情報誌－

MICE業界の再起動と活性化 ＭＩＣＥジャパン 2022/04

Z20220113
ＭＩＣＥ ＪＡＰＡＮ
－わが国唯一のM.I.C.E情報誌－

MICEの誘致開催の再開に取り
組みます

ＭＩＣＥジャパン 2022/06

Z20220084
NEXTCOM
 -情報通信の現在と未来を展望する
－

AI倫理とガバナンス ＫＤＤＩ総研 2022夏

Z20220079
ふくおか経済
－福岡の‟いま”を伝える地域経済情
報誌－

急成長の“仮想空間”に商機あ
り

地域情報センター 2022/06

Z20220066 運輸と経済－交通の研究専門誌－ 鉄道の産業遺産 交通経済研究所 2022/04

Z20220127 運輸と経済－交通の研究専門誌－
人と自動化－ロボットを都市は
使いこなせるか？－

交通経済研究所 2022/05

Z20220059 九州経済調査月報
観光DX／沖縄リゾートワーケー
ション推進に向けて

九州経済調査協会 2022/05

Z20220116 九州経済調査月報 九州の地域研究 九州経済調査協会 2022/06

Z20220117
月刊事業構想 PROJECT DESIGN－
企業活性、地方創生、イノベーション－

若者が見た企業のチャンス 事業構想大学院大学出版部 2022/07

Z20220118
月刊廃棄物
－環境保全と再資源化への提言誌－

プラスチックの分別とリサイクルの
現場から

日報ビジネス 2022/06

Z20220072 財界九州  ZAIKAI KYUSHU
テーマリポート：自治体DX－現
状と今後－

財界九州社 2022/06

Z20220064 市街地再開発

制度改正・制定等：マンション
建替円滑化の改正ー要除却
認定制度の拡充と敷地分割制
度の創設について－

全国市街地再開発協会 2022/03

Z20220121 市街地再開発
制度改正・制定等：無電柱化
まちづくり促進事業の創設につ
いて

全国市街地再開発協会 2022/04

Z20220067 市政
的確な広報・広聴の取り組み
で市民に開かれた市政運営を
実現

全国市長会 2022/05

Z20220120 市政 独自条例を核とした地域づくり 全国市長会 2022/06

Z20220065 週刊東洋経済

崖っぷちの物流－ドライバーが
消える日－過酷すぎる長時間
労働の実態、下請け搾取がも
たらす低賃金、問われる荷主側
の責任

東洋経済新報社 2022/05/21

Z20220071 週刊東洋経済
エネルギー戦争－プーチンが破
壊した秩序－

東洋経済新報社 2022/05/28

Z20220078 週刊東洋経済 決算書大解剖 図解で攻略！ 東洋経済新報社 2022/06/04
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登録番号 タイトル 特集 出版者 出版年月日

Z20220112 週刊東洋経済 瀬戸際の銀行 東洋経済新報社 2022/06/11

Z20220123 週刊東洋経済
仕込み場到来！株の道場－
弱気相場に勝つ７大投資法－

東洋経済新報社 2022/06/18

Z20220114 新建築

別府市街地活性化プロジェクト
アマネク別府ゆらり/アマネクイン
別府／建築論壇：建築と都市
と実践：環境をテーマに社会実
装する九州大学大学院
BeCATの建築教育

新建築社 2022/06

Z20220111
地域づくり
－明日をひらく地域活性化のための情
報誌－

地域が笑顔になる木育 地域活性化センター 2022/06

Z20220085 都市問題 都市東京の100年
後藤・安田記念東京都市研
究所

2022/06

Z20220076 日経アーキテクチュア コロナ禍オフィス激変 日経ＢＰ社 2022/05/26

Z20220115 日経アーキテクチュア
4号特例縮小の波紋 戸建て住
宅の審査強化

日経ＢＰ社 2022/06/09

Z20220086 日経グローカル
加速できるか 公立校教員の働
き方改革 事務作業と部活で
外部人材生かす

日経産業消費研究所 2022/06/06

Z20220058 日経グローカル
全国815市区予算調査：公共
インフラ延命に汗 デジタル化、
人材・技術格差が壁

日経産業消費研究所 20220/5/16

Z20220057 日経ビジネス
絶望物価－負のスパイラルが始
まった－

日経BP社 2022/05/16

Z20220069 日経ビジネス
買わせる心理学－進化する
マーケティング－

日経BP社 2022/05/23

Z20220077 日経ビジネス 日清食品３代 破壊の遺伝子 日経BP社 2022/05/30

Z20220082 日経ビジネス 官僚再興 日経BP社 2022/06/06

Z20220119 日経ビジネス 氷河期世代をなめるな 日経BP社 2022/06/13

Z20220128 日経ビジネス
不正につける薬－会社とあなた
を救う５つの掟－

日経BP社 2022/06/20

Z20220060 福岡商工会議所NEWS
商工会議所は中小企業の「か
かりつけ医」－経営相談窓口
活用のヒント－

福岡商工会議所 2022/05

Z20220124 福岡商工会議所NEWS
インボイス制度への対応に向け
て－令和5年（2023）10月から
インボイス制度が始まります－

福岡商工会議所 2022/06

海外雑誌＆海外に関する雑誌
登録番号 タイトル 特集 出版者 出版年月日

Z20220083 東亜－中国・アジア問題専門誌- 米中冷戦下の経済安保 霞山会 2022/06

Z20220075
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－

欧州企業の２３％が中国撤退
を予定

アジア通信社（亜洲通訊社） 2022/05
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Z20220062 台湾情報誌 交流 台湾情勢と日タ台民間交流 交流協会 2022/04

Z20220080 台湾情報誌 交流
産業界における台湾「6次」問
題の影響とその対策

交流協会 2022/05

Z20220081
Taiwan Panorama－全球・在地・人文
台灣光華雑誌 中英文國外版－

女力領航・永続時代 Woman
Lead the Way to a
Sustainable Future

光華書報雑誌社 2022/06

Z20220068 所報
アンケート結果等から見る在タイ
日系企業の脱炭素化への取り
組み状況

盤谷日本人商工会議所 2022/05

Z20220126 所報
バンコク都市鉄道開発の進捗
状況

盤谷日本人商工会議所 2022/06

Z20220061 The Ecoｎoｍist
The quantified self -How data
can help you live longer-

The Ecoｎoｍist Newspaper
Lim.

2022/05/13
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