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『写真でスラスラわかる建築基準法』
関田保行,エクスナレッジ,2022年6月,請求記号:520.9/セ
都市計画やまちづくりの上で欠かせない建築基準法ですが、本書は街の風景写

真に建築基準法の法令と説明を書き込んでいます。用途、道路・敷地、面積、

高さ、防火などのカテゴリごとに解説。イメージが沸きづらい建物の建蔽率（けん

ぺいりつ）や容積率の緩和なども具体的に理解できると思います。用語や法令

文がむずかしいと感じる方、おすすめの１冊です。

『シティ・カスタマイズ 自分仕様にまちを変えよう』
饗庭（あいば）伸,晶文社,2022年5月,請求記号:518.8/ア
まちの空間に小さくて楽しい「ハレ」の場をつくる道具とその作り方を紹介。自転車

をちょっと停めてベンチに座る人とコミュケーションをとれる「リ・サイクル」 や「思い出

写真箱」、「つぶやき黒板」、「冷やし銭湯」・・・。ドラえもんのポケットから出てくる

ようなアイディアがザクザク出てきます。こんなアイテムがあればコミュニケーションは

勿論のこと、風の心地よさや日だまりの暖かさ、街路樹の木漏れの美しさも一層

感じられるかもしれません。

新着資料の紹介

『地域文脈デザイン まちの過去・現在・未来をつなぐ思考と方法』
日本建築学会編,鹿島出版会,2022年11月,請求記号: 518.8/ニ
都市や地域の発展的プロセスのなかで、これまで継承されてきた地域文脈

（空間の構造とその価値）をどのように読み取ることができるか。そして大災害

や人口減少、地域の衰退、科学技術の飛躍的な進歩といった近年の事象の

なかで、新たな価値観をどのように読み解き、未来を展望することができるか。

なかなか見えづらい「地域文脈」の輪郭を描こうと試みた研究チームによる20年の

研究成果です。
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請求記号 タイトル 編・著者 出版者 出版年

332.19/1/キ
図説九州経済  ２０２３－OUTLINE OF
KYUSHU ECONOMY－×
DATASALAD

九州経済調査協会 九州経済調査協会 202211

AX333.6
海峡圏研究  第２２號－REPUBLIC
OF KOREA JAPAN －

韓日海峽圏研究機關協議會
韓日海峡圏研究機関協議
會

202211

514.6/11/フ 福岡北九州高速道路公社５０年史
福岡北九州高速道路公社５０年史編
集会議

福岡北九州高速道路公社 202206

518.8/ア シティ・カスタマイズ 饗庭伸 晶文社 202205

518.8/ト 都市計画法令要覧 令和５年版 都市計画法制研究会 ぎょうせい 20221015

518.8/ニ 地域文脈デザイン 日本建築学会 鹿島出版会 202211

520.91/セ 写真でスラスラわかる建築基準法 関田保行 エクスナレッジ 202206

B212 (大都市
圏)/11

福岡都市圏広域行政計画実施計画
昭和５３～５５年度

福岡都市圏広域行政推進協議会
福岡都市圏広域行政推進
協議会

19780301

B212 (大都市
圏)/11

福岡都市圏広域行政計画実施計画
昭和５４～５６年度

福岡都市圏広域行政推進協議会
福岡都市圏広域行政推進
協議会

19790301

B212 (大都市
圏)/11

福岡都市圏広域行政計画実施計画
昭和５５～５７年度

福岡都市圏広域行政推進協議会
福岡都市圏広域行政推進
協議会

19800301

B212 (大都市
圏)/11

福岡都市圏広域行政計画実施計画
昭和５６～５８年度

福岡都市圏広域行政推進協議会
福岡都市圏広域行政推進
協議会

19810301

B212 (大都市
圏)/11

福岡都市圏広域行政計画実施計画
昭和57～59年度

福岡都市圏広域行政推進協議会
福岡都市圏広域行政推進
協議会

19820301

B212 (大都市
圏)/11

福岡都市圏広域行政計画実施計画
昭和５８～６０年度

福岡都市圏広域行政推進協議会
福岡都市圏広域行政推進
協議会

19830301

B23 （市町村計
画）/11

福岡市総合計画実施計画  昭和６３
～平成４年度

福岡市総務局企画調整課 福岡市 19890301

F13 (世論調
査)/11

市政に関する意識調査 昭和５３年度 福岡市市民局広聴課 福岡市 19781101

F13 (世論調
査)/11

市政に関する意識調査 昭和５４年度 福岡市市民局広聴課 福岡市 197912

F13 (世論調
査)/11

市政に関する意識調査 昭和５５年度 福岡市市民局広聴課 福岡市 198012

F13 (世論調
査)/11

市政に関する意識調査 昭和５６年度 福岡市市民局広聴課 福岡市 198112

F13 (世論調
査)/11

市政に関する意識調査 昭和５７年度 福岡市市民局広聴課 福岡市 198212

F13 (世論調
査)/11

市政に関する意識調査 昭和５８年度 福岡市市民局広聴課 福岡市 198312

F13 (世論調
査)/11

市政に関する意識調査 昭和５９年度 福岡市市民局広聴課 福岡市 198412
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F13 (世論調
査)/11

市政に関する意識調査 昭和６１年度 福岡市市民局広聴課 福岡市 198612

F13 (世論調
査)/11

市政に関する意識調査 昭和６２年度 福岡市市民局広聴課 福岡市 198702

H2 (住宅，宅
地)/11

建築行政年報 昭和５０年度 福岡市建築局 福岡市 197603

H2 (住宅，宅
地)/11

建築行政年報 昭和５１年度 福岡市建築局 福岡市 197703

H2 (住宅，宅
地)/11

建築行政年報 昭和５２年度 福岡市建築局 福岡市 197804

H2 (住宅，宅
地)/11

建築行政年報 昭和５３年度 福岡市建築局 福岡市 197904

H2 (住宅，宅
地)/11

建築行政年報 昭和５４年度 福岡市建築局 福岡市 198004

H2 (住宅，宅
地)/11

建築行政年報 昭和５５年度 福岡市建築局 福岡市 198104

H2 (住宅，宅
地)/11

建築行政年報 昭和５６年度 福岡市建築局 福岡市 198204

H2 (住宅，宅
地)/11

建築行政年報 昭和５７年度 福岡市建築局 福岡市 198304

H2 (住宅，宅
地)/11

建築行政年報 昭和５８年度 福岡市建築局 福岡市 198404

H2 (住宅，宅
地)/11

建築行政年報 昭和５９年度 福岡市建築局 福岡市 198504

H2 (住宅，宅
地)/11

建築行政年報 昭和６０年度 福岡市建築局 福岡市 198604

H2 (住宅，宅
地)/11

建築行政年報 昭和６１年度 福岡市建築局 福岡市 198704

H2 (住宅，宅
地)/11

建築行政年報 昭和６１年度 福岡市建築局 福岡市 198704

H2 (住宅，宅
地)/11

公園緑地調書  昭和５１年４月１日現
在

福岡市都市計画局公園緑地部
福岡市都市計画局公園緑
地部

19760401

H2 (住宅，宅
地)/11

公園緑地調書  昭和５２年４月１日現
在

福岡市都市計画局公園緑地部
福岡市都市計画局公園緑
地部

19770401

H2 (住宅，宅
地)/11

公園緑地調書  昭和５３年４月１日現
在

福岡市都市計画局公園緑地部
福岡市都市計画局公園緑
地部

19780401

H2 (住宅，宅
地)/11

公園緑地調書  昭和５４年４月１日現
在

福岡市都市計画局公園緑地部
福岡市都市計画局公園緑
地部

19790401

H2 (住宅，宅
地)/11

公園緑地調書  昭和５５年４月１日現
在

福岡市都市計画局公園緑地部
福岡市都市計画局公園緑
地部

19790401

H3 (公園，緑
地)/11

公園緑地調書  昭和５６年４月１日現
在

福岡市都市計画局公園緑地部
福岡市都市計画局公園緑
地部

19810401

H3 (公園，緑
地)/11

公園緑地調書  昭和５７年４月１日現
在

福岡市都市計画局公園緑地部
福岡市都市計画局公園緑
地部

19820401
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H3 (公園，緑
地)/11

公園緑地調書  昭和５８年４月１日現
在

福岡市都市計画局公園緑地部
福岡市都市計画局公園緑
地部

19830401

H3 (公園，緑
地)/11

公園緑地調書  昭和５９年４月１日現
在

福岡市都市計画局公園緑地部
福岡市都市計画局公園緑
地部

19840401

H3 (公園，緑
地)/11

公園緑地調書  昭和６０年４月１日現
在

福岡市都市計画局公園緑地部
福岡市都市計画局公園緑
地部

19850401

H3 (公園，緑
地)/11

公園緑地調書  昭和６１年４月１日現
在

福岡市都市計画局公園緑地部
福岡市都市計画局公園緑
地部

19860401

H3 (公園，緑
地)/11

公園緑地調書  昭和６２年４月１日現
在

福岡市都市計画局公園緑地部
福岡市都市計画局公園緑
地部

19870401

J0 (産業)/11
農林水産関係事業実施計画 昭和５８
年度

福岡市農林水産局 福岡市 19830401

P11 (河川)/11 河川事業概要 昭和５６年度 福岡市水道局建設部河川第１課
福岡市水道局計画部河川
第１課

19810901

雑 誌

登録番号 タイトル 特集 出版者 号（年月次）

Z20220341 approach
都市・広島：鎮魂の水辺に集う／水辺の
復活 広島・太田川のまちづくり

竹中工務店 ２０２２０３

Z20220479 CASA BRUTUS MY HOME ２０２３ 憧れの家づくり マガジンハウス ２０２３０２

Z20220467 GA JAPAN PLOT 設計のプロセス
エーディーエー・エディタ・トー
キョー

２０２３０１－０
２

Z20220451
LANDSCAPE DESIGN-ランドスケープデ
ザイン－

危機に瀕する「外苑いちょう並木」／ラン
ドスケープワークス2022上半期

マルモ出版 ２０２３０２

Z20220482
TOTO通信－Toward a Creative
Architectural Scene－

名住宅に泊まって学ぶ ＴＯＴＯメディア推進部 ２０２３新春号

Z20220465
ふくおか経済－福岡の‟いま”を伝える地
域経済情報誌－

回復から持続的成長への第一歩/七隈
線延伸、差異化有髪事業が起爆剤に

地域情報センター ２０２３０１

Z20220473 リベラシオン－人権研究ふくおか－ 森崎和江・再考(ニ) ほか 福岡県人権研究所 ２０２２１２

Z20220453 運輸と経済－交通の研究専門誌－
物価と交通／物流分野におけるＡＩ導入
事例／社寺における交流人口拡大の取
組－日常との接点をデザインする－

交通経済研究所 ２０２２１１

Z20220456
季刊環境ビジネス－２０５０年 脱炭素
社会の実現へ－

３都市比較「サーキュラーシティ」の潮流
／脱炭素でさらに加速する「サーキュラー
エコノミー」

日本ビジネス出版 ２０２３冬

Z20220461 九州経済調査月報 九州の新たな1年 九州経済調査協会 ２０２３０１

Z20220460
月刊事業構想 PROJECT DESIGN－
企業活性、地方創生、イノベーション－

成功への早道 新政策を活かして創る新
事業/2023年、成長分野の未来予測/
福岡県：服部知事の世界から選ばれる
街づくり

事業構想大学院大学出版
部

２０２３０２

Z20220478
月刊廃棄物－環境保全と再資源化へ
の提言誌－

バイオマス活用で地域活性化 日報ビジネス ２０２３０１

Z20220450 財界九州  ZAIKAI KYUSHU 九州沖縄2023年展望 財界九州社 ２０２３０１
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Z20220342 市街地再開発
「「居心地が良く歩きたくなる」まちなか創
出に向けた道路空間利活用に関するガ
イドライン」の策定について

全国市街地再開発協会 ２０２２０８

Z20220477 市政
国民の利便性向上に向けて普及が進む
マイナンバー

全国市長会 ２０２２１２

Z20220371 市町村ふくおか 生涯学習を考える 第一法規 １９９１０２

Z20220372 市町村ふくおか 青少年の育成 第一法規 １９９１０９

Z20220373 市町村ふくおか
福岡県観光キャンペーン-福岡県の新し
い魅力の創造を目指して-

第一法規 １９９２０１

Z20220374 市町村ふくおか 福岡・ハワイ姉妹県州提携10周年 第一法規 １９９２０３

Z20220375 市町村ふくおか これからの高齢化社会 第一法規 １９９２０７

Z20220376 市町村ふくおか 環境を考える 第一法規 １９９２１０

Z20220377 市町村ふくおか 地域情報化について 第一法規 １９９３０５

Z20220378 市町村ふくおか イベントによるふるさとづくり 第一法規 １９９４０３

Z20220379 市町村ふくおか
“ふるさとづくりの情報提供からコンサル
ティングまで”、業務を開始した「福岡県
市町村ふるさとセンター」

第一法規 １９９４０８

Z20220380 市町村ふくおか
「まほろばの里太宰府」に国立博物館
を！

第一法規 １９９５０２

Z20220381 市町村ふくおか 住民と連携するまちづくり 第一法規 １９９５０３

Z20220382 市町村ふくおか 住民に開かれた文化ホールをめざして 第一法規 １９９５１０

Z20220383 市町村ふくおか スポーツを通じた地域づくり 第一法規 １９９５１２

Z20220384 市町村ふくおか
～グリーンツーリズムの実践～ドイツ、ゼス
ラッハの取り組み

第一法規 １９９６０３

Z20220385 市町村ふくおか 循環型社秋と自治体職員の役割 第一法規 １９９７０２

Z20220386 市町村ふくおか 地域福祉と市町村の役割 第一法規 １９９７０３

Z20220387 市町村ふくおか 住民参加のまちづくり 第一法規 １９９７０８

Z20220388 市町村ふくおか 「個性ある地域づくり」って何？ 第一法規 １９９７１１

Z20220390 市町村ふくおか 中心市街地をどうやって再生するか 第一法規 １９９８０２

Z20220389 市町村ふくおか 「地方分権」がやってくる 第一法規 １９９８０３

URCLibrary Information No.34 2023年2月号

5



蔵書検索はこちら URL: http://urc.or.jp/reference

登録番号 タイトル 特集 出版者 号（年月次）

Z20220391 市町村ふくおか 地方自治・真時代 第一法規 １９９９０３

Z20220392 市町村ふくおか 地方分権と行政運営 第一法規 １９９９１２

Z20220393 市町村ふくおか
地方分権時代の新しい県と市町村の関
係について－市町村の地方分権一括法
施行準備をめぐって－

第一法規 ２００００３

Z20220394 市町村ふくおか 人材育成に関する「座談会」 第一法規 ２０００１２

Z20220395 市町村ふくおか
市町村合併の推進について/「地方分権
の時代」を見据えた宗像市・玄海町の合
併協議会について

第一法規 ２００１０３

Z20220396 市町村ふくおか
まちづくり・ひとづくり/住民参画まちづくり
条例

第一法規 ２００４０３

Z20220458 週刊東洋経済 熱狂のマンション 崖っぷちの戸建て 東洋経済新報社
２０２３０１０７
－０１１４

Z20220480 週刊東洋経済
異次元緩和から戸締りの時代へ 日銀
宴の終焉

東洋経済新報社 ２０２３０１２１

Z20220466 新建築 これからの建築・都市に向けて 新建築社 ２０２３０１

Z20210332 専門図書館
SDGｓ/図書館とSDGs-ジェンダー視点を
ターゲットとして- ほか

専門図書館協議会 ２０２１０９

Z20220457 専門図書館
「雑誌」と図書館／看護図書館マニュア
ル／凸版印刷株式会社 印刷博物館ラ
イブラリー

専門図書館協議会 ２０２２１２

Z20220454 地域開発 変容の時代の国土のリ・プランニング 日本地域開発センター ２０２２秋

G20220216 地方自治ふくおか
新しい地方自治に向けて－地方自治法
施行40周年に当っての所感－

福岡県地方自治センター １９８８０２

G20220217 地方自治ふくおか
ドサ回り調査のあれこれ－地方財政調
査の備忘録(1)－

福岡県地方自治センター １９８８０８

G20220218 地方自治ふくおか
福岡市と北九州市の都市機能－その現
状と歴史的経過(素描)－

福岡県地方自治センター １９８８１２

G20220219 地方自治ふくおか ドイツ統一と州・市町村 福岡県地方自治センター １９９１０８

G20220220 地方自治ふくおか

老人保健福祉計画作成をめぐる諸問題
－福岡県高齢者実態調査報告書
(1992年3月)と北九州市高齢化社会対
策総合計画(中間報告、1992年11月)
をめぐって

福岡県地方自治センター １９９３０３

G20220221 地方自治ふくおか ’９３年度地方自治研究特集 福岡県地方自治センター １９９３０６

G20220222 地方自治ふくおか
時代の転換期にたって/「まちづくり」のす
すめ

福岡県地方自治センター １９９３０７

Z20220476 都市計画
ニューノーマル時代の子育て環境に対応
したまちづくり

日本都市計画学会 ２０２３０１
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Z20220463 都市問題
多様性のある地方議会/ネーミングライツ
のゆくえ

後藤・安田記念東京都市研
究所

２０２３０１

Z20220474 日経アーキテクチュア 建築界の論点２０２３ 日経ＢＰ社 ２０２３０１１２

Z20220464 日経グローカル
全国市区第3回SDGｓ先進度調査 さい
たま市トップ維持、取組二極化

日経産業消費研究所 ２０２３０１０２

Z20220481 日経グローカル
全国市区第3回SDGｓ先進度調査㊦ 5
万人未満は西脇市、10万人未満は大
府市

日経産業消費研究所 ２０２３０１１６

Z20220449 日経ビジネス
イケアの執念－超サステナブル経営の内
側－

日経BP社 ２０２２１２１９

Z20220448 日経ビジネス

大胆予測2023－「有事」に備えよ－／
世界の叡智をフル活用せよ－書物の知
識を血肉と化す一歩進んだ「教科書経
営」－

日経BP社 ２０２２１２２６

Z20220475 日経ビジネス シン・ニッポンの経営者 日経BP社 ２０２３０１０９

G20220223 福岡2001
トップアスリートたちのセカンドステージ「転
機、決断、そして挑戦」の物語

プロジェクト福岡 １９９９０８

G20220224 福岡2001 ようこそ大道芸ワールドへ プロジェクト福岡 １９９９０９

G20220225 福岡2001 福岡のホテルは本当に多すぎるのか？ プロジェクト福岡 １９９９１０

G20220226 福岡2001
商都・博多の未来がわかる「岩田屋」読
本

プロジェクト福岡 １９９９１１

G20220227 福岡2001 中洲のママ100人に聞きました プロジェクト福岡 １９９９１２

G20220228 福岡2001
博多っ子のおせち福岡藩・黒田家の由
緒

プロジェクト福岡 ２００００１

G20220229 福岡2001
おそるべし！博多の焼き鳥なぜ福岡は焼
き鳥屋が多いのか？

プロジェクト福岡 ２００００２

G20220230 福岡2001
湯治的温泉の愉しみ～別府・湯平・筋
湯・杖立・地獄～

プロジェクト福岡 ２００００３

G20220231 福岡2001
会社を辞めた人、辞めたい人、辞められ
なかった人のための「脱・会社人」宣言

プロジェクト福岡 ２００００４

G20220232 福岡2001
「自宅は愉しい」男の居場所/夫婦の時
間/趣味

プロジェクト福岡 ２００００５

G20220233 福岡2001
安全な食品を探せ！ 生産者・飲食店・
スーパーの取り組みを一挙掲載

プロジェクト福岡 ２００００６

G20220234 福岡2001
サミット、芸能、料理、観光…沖縄に、は
まる

プロジェクト福岡 ２００００７

G20220235 福岡2001
豊かな自然、人びとの営み、新鮮な魚介
類、キリシタン教会巡り…五島列島をゆ
く

プロジェクト福岡 ２００００８

G20220236 福岡2001 アジア的フクオカ探訪 プロジェクト福岡 ２００００９
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G20220237 福岡2001 ラーメンば食べんね プロジェクト福岡 ２０００１１

G20220238 福岡2001 さようなら、20世紀 プロジェクト福岡 ２０００１２

G20220239 福岡2001 21世紀≪予言≫大作戦 プロジェクト福岡 ２００１０１

G20220240 福岡2001 知っとうね、博多うどん プロジェクト福岡 ２００１０２

G20220241 福岡2001
福岡からひとっ飛び！「四国」ぐるり温泉
の旅

プロジェクト福岡 ２００１０３

G20220242 福岡2001 大調査！2000人の「冷蔵庫の中身」 プロジェクト福岡 ２００１０４

G20220243 福岡2001 「グリーンツーリズム」を体験する プロジェクト福岡 ２００１０５

G20220244 福岡2001 「料理人」がゆく プロジェクト福岡 ２００１０６

G20220245 福岡2001 あなたにとって「結婚」とは―。 プロジェクト福岡 ２００１０７

G20220246 福岡2001 「結婚」２ 夫婦の寝室、離婚、再婚―。 プロジェクト福岡 ２００１０８

G20220247 福岡2001 韓国 プロジェクト福岡 ２００１０９

G20220248 福岡2001
「安全な生活」～身の回りの“危険”から
身を守る方法。

プロジェクト福岡 ２００１１０

G20220249 福岡2001
あなたの「お金」総チェック～預金、保
健、株式・投信

プロジェクト福岡 ２００１１１

G20220250 福岡2001 どうなってるの？スーパー業界 プロジェクト福岡 ２００１１２

G20220251 福岡2001
景気「実感」 「どうなる？2002年」 不況
に負けない「ビジネスモデル」

プロジェクト福岡 ２００２０１

G20220252 福岡2001 どうする？博多湾人工島 プロジェクト福岡 ２００２０２

G20220253 福岡2001
NPO「コミュニティーセンター」設立 提携ビ
ジネス 解決ビジネス 再生ビジネスに取り
組みます/山崎広太郎市長インタビュー

プロジェクト福岡 ２００２０３

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 号（年月次）

Z20220462
Taiwan Panorama－全球・在地・人文
台灣光華雑誌 中英文國外版－

迎接大劇大航海時代 光華書報雑誌社 ２０２３０１

Z20220455 所報

タイ経済四半期レビュー（2022年10月末
まで）／タイのコーヒー豆のトレンド／街角
や民家で見られる神々：バンコクの民間
信仰

盤谷日本人商工会議所 ２０２２１２

Z20220452
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－

在中国の日系企業、投資意欲は過去
最低に／直轄4市のトップがすべて交代

アジア通信社（亜洲通訊社） ２０２２１２２０

Z20220459 東亜－中国・アジア問題専門誌- 習近平3期目の課題と展望 霞山会 ２０２３０１
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