
４月

書　　　名 編著者 発行年月

090 369.3
2020世界災害語り継ぎフォーラム (DRI調査研究レポート ; Vol. 46
(2020-1)).

阪神・淡路大震災記念人と防災未来セン
ター

2020.12

090 527 住総研研究論文集・実践研究報告集 No.47 住総研編 2021.3

100 520.921
地域木造住宅生産の担い手の現状と動向 : 工務店・建材流通店
調査から見る地域の実態

日本住宅総合センター 2021.1

100 366.89
表象のベトナム、表象の日本 : ベトナム人実習生の生きる空間
(熊本学園大学付属海外事情研究所研究叢書 ; 32).

 塩入すみ著 2021.3

100 518.8
ネオリベラリズム都市と社会格差 : インクルーシブな都市への転換
をめざして

城所哲夫, 瀬田史彦編著 2021.3

100 673.9 サービス産業動向調査拡大調査報告 2018年（平成30年）  総務省統計局編集 2021.2

100 369.3
平成30年大阪府北部地震・7月豪雨・北海道胆振東部地震におけ
る災害対応の現地支援に関する報告書 : 災害の全体像の見誤り
を防ぐ災害対応ガバナンスの比較(DRI調査研究レポート ; vol. 40

 阪神・淡路大震災記念人と防災未来セン
ター

2019.2

100 369.3
令和元年8月の前線に伴う大雨災害における災害対応の現地支援
に関する報告書 (DRI調査研究レポート ; vol. 42 (2019-1))

 阪神・淡路大震災記念人と防災未来セン
ター

2019.11

100 359.335 個人企業経済調査報告 2019年（令和元年） 総務省統計局編 2021.3

100 359.536 鉄道車両等生産動態統計年報 2019年度 運輸省鉄道監督局車両工業課編 2020.9

110.01 350 札幌市統計書 令和2年版 札幌市 2021.3

123.01 318.036 市政のしおり 令和3年1月  仙台市議会事務局 2021.1

124.01 350 統計から見た秋田市 　令和2年度版 秋田市編 2021.4

132 350 栃木県税務統計 令和元（2020）年度 栃木県総務部税務課編 2021.3

134.04 350 第20回さいたま市統計書 令和2年版 さいたま市 編 2021.3

135.04 519.1 船橋市の環境 令和2年度版 船橋市環境部環境保全課編 2021.1

135.04 519.1 船橋市の環境データ集  令和2年度版 船橋市編 2021.1

136 518.85
東京都都市計画公園緑地等調書 : 多摩・島しょ ; 2020年(令和2
年)4月1日現在

東京都都市計画局都市づくり政策部緑地
景観課編

2020.1

136 518.85
東京都都市計画公園緑地等調書 : 23区(東京都市計画) ; 2020年
(令和2年)4月1日現在

東京都都市整備局都市づくり政策部緑地
景観課編

2020.1

請求記号

4　月　収　受

世　界

全　国

秋田市

札幌市

仙台市

東京都

栃木県

さいたま市

船橋市
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４月

136 318 東京都行政資料集録 平成30年度 東京都 2020.12

136.01 709 荒川区芸術文化振興プラン(第3次)
荒川区地域文化スポーツ部文化交流推進
課編

2019.3

136.01 350 杉並区統計書 令和2（2020）年版 杉並区編 2021.3

136.01 350 第40回　特別区の統計 令和2年版 特別区協議会 2021.3

136.01 518.85 台東区みどりの実態調査報告書 2019年（平成31年）3月 台東区環境清掃部環境課編 2019.3

136.07 350 府中市統計書 　令和2年度 府中市編 2021.3

155 369.31 昭和19年東南海地震 名古屋大学減災連携研究センター 2019.3

155 369.33 水防計画  令和元年度 愛知県尾張水害予防組合 ［2019］

155.2 350 第55回　小牧市統計年鑑 小牧市編 2021.2

160 681.8 都市交通事業と沿線コミュニティ (研究シリーズ ; No.54). 関西鉄道協会都市交通研究所編. 2020.12

162 291.62 京都を学ぶ : 文化資源を発掘する  ; 洛東編  京都学研究会編 2021.3

163.01 216.3
新今宮駅周辺の歴史・地理探訪 : ここまで掘り下げた! 第1弾
「萩まちだより」特別号合冊版

萩之茶屋地域周辺まちづくり合同会社(ま
ちナビ事業部), 大阪市立大学都市研究プ
ラザ編

2019.12

163.05 350 池田市統計書　令和2年版（2020） 池田市総務部企画課 2021.3

164.01 350 第97回　神戸市統計書 神戸市役所編纂 2021.3

170 680 運輸要覧 令和2年版 中国運輸局編 2021.3

176.01 350 第42回　広島市統計書 令和2年版（2020年） 広島市編 2021.3

194 359.331 市町村民経済計算報告書 平成30年度（2018年度）版 熊本県統計協会編 2021.3

196 359.349 税務統計書 No.60　令和元年度 宮崎県総務部税務課編 2021.2

宮崎県

大阪府

神戸市

関西

愛知県

京都府

熊本県

中国地方

広島市
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5月

書　　　名 編著者 発行年月

090 361.78
創造都市における文化プロジェクトと担い手育成 : フランス・ナント
市と京都市を例に  (URP先端的都市研究シリーズ ; 24).

川崎修良, 越智郁乃編 2021.3

090 368.2
分極化する都市におけるサービスハブの変容とイノベーションの力
学 : ウィーン・大阪から学ぶ (URP先端的都市研究シリーズ ; 27).

 キーナー ヨハネス, 水内俊雄編 2021.3

100 588
食品産業動態調査 : 令和2年度加工食品の生産量等調査・分析業
務

農林水産省大臣官房政策課食糧安全保障室 ［2021］

100 326.56
都市を生きるその後の人生 : ターニングポイントとしての治療共同
体  (URP先端的都市研究シリーズ ; 23).

山北輝裕, 掛川直之編 2021.3

100 369.4
生活支援と進学の課題：外国にルーツを持つ子どもの支援に向け
たアクションリサーチ (URP先端的都市研究シリーズ ; 26 . ).

 AKYインクルーシブコミュニティ研究所編 2021.3

100 334.41
大都市における人口構造の変化と空間の変容 : コロナ禍前後の都
心とその周辺部及び外国人集住地区に注目して  (URP先端的都
市研究シリーズ ; 28)

陸麗君, 蕭閎偉, 水内俊雄編 2021.3

100 612
令和２年度食料・農業・農村の動向/令和３年度食料・農業・農村施
策

農林水産省大臣官房情報課 ［2021］

100 675 Newガラパゴス・マーケティング研究 : 報告書 ハイライフ研究所 [編］ 2021.1

136.01 518.8 台東区都市づくりのための基礎資料  台東区都市づくり部[編] 2019.3

136.09 318.2 調布市民意識調査報告書 　平成30年度版 [調布市]行政経営部政策企画課編 2019.3

152 369.11
長野県地域福祉支援計画 : ともに生きるともに創る地域共生・信州
2019年度-2022年度

 長野県健康福祉部地域福祉課編 2019.3

160 330 アジア太平洋と関西 ： 関西経済白書 2020  アジア太平洋研究所 2020.10

162 518.8
京都市持続可能な都市構築プラン : 歴史と文化を未来に受け継ぎ
新たな価値を創造するまちづくり.

京都市都市計画局都市企画部都市計画課 2019.3

164.03 350 尼崎市統計書  令和2年版 尼崎市 [編] 2021.3

166 318.766
ひとつの日高川流域誌 : 多生業に生きる寒川の150年  (URP
Report Series ; no.50)

水内俊雄, 鴨河貴澄編 2021.3

200 361.78
感染症と都市のたたかい : 分断都市から包摂都市へとつなぐ実践
(URP先端的都市研究シリーズ ; 25).

包摂都市ネットワーク・ジャパン編 2021.3

アジア

京都府

5　月　収　受
請求記号

世　界

全　国

長野県

関西

東京都

尼崎市

和歌山県
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6月

書　　　名 編著者 発行年月

090 318.7
都市生態と文化創造 : 創造性と復元力による都市のイノベーション
: 大阪と他都市の文化ネットワー ク (レポートシリーズ合冊版 ; 2).

 岡野浩 [著] [20--]

100 510.92 創立10周年記念誌 : 2011-2020 10th 日本建設業連合会広報委員会企画・編集 2021.3

136 359.331 都民経済計算年報 　平成30年度  東京都 [編]. 2021.6

136 518.87
災害リスクと地価のパネルデータ分析報告書(日本住宅総合セン
ター調査研究リポート ; No. 19325).

日本住宅総合センター 2021.6

137.07 350 小田原市統計要覧 　令和2年版
 小田原市総務部行政総務課統計係 [編
集].

2021.3

162.01 709
京都山伏山町文書調査報告 (京都府立大学文化遺産叢書 ; 第21
集).

東昇, 竹中友里代編 2021.3

162.01 709
あのころの雲ヶ畑 : 京都雲ヶ畑写真資料調査報告  (京都府立大学
文化遺産叢書 ; 第22集).

東昇, 中村治編 2021.3

162.04 709
綾部地域における文化資源の発掘と継承(京都府立大学文化遺産
叢書 ; 第20集 . 君尾山光明寺文化財調査報告 ; 1).

岸泰子編 2021.3

163 335.35 デザイン経営視点での中小企業の競争力向上について
大阪府商工労働部 (大阪産業経済リサー
チ&デザインセンター) [編]

2021.3

163 332
大阪における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の経済的影
響と経済政策

大阪府商工労働部 (大阪産業経済リサー
チ&デザインセンター) [編]

2021.3

163 335.15
府内中小製造業のSDGsへの取組に関する報告書 : 「新型コロナ
ウイルスの影響と企業経営に関する調査」から

大阪府商工労働部 (大阪産業経済リサー
チ&デザインセンター) [編]

2021.3

163 509.2
大坂の工場立地と低・未利用地の現状、課題について : 工業系用
途地域における土地利用

大阪府商工労働部 (大阪産業経済リサー
チ&デザインセンター) [編]

2021.3

163 566
公設試における金属3Dプリンタによる支援状況からみる大阪技術
研での技術支援体制の構築に関する調査

大阪府商工労働部 (大阪産業経済リサー
チ&デザインセンター) [編]

2021.3

163 336.42
大阪の成長を支える37業種の企業における正社員化促進、良質
安定雇用の実現に向けた調査

大阪府商工労働部 (大阪産業経済リサー
チ&デザインセンター) [編]

2021.3

163 366.2 大阪府の地域就労支援事業の現状
大阪府商工労働部 (大阪産業経済リサー
チ&デザインセンター) [編]

2021.3

163.01 683.9 Port of Osaka 　2019 大阪市港湾局編 2018.12

166 216.6
平成26年度　紀の川流域の文化遺産を活かした地域活性化事業 :
調査研究等報告書

紀の川流域文化遺産活用地域活性化協議
会編

2015.3

166 216.6
平成27年度　紀の川流域の文化遺産を活かした地域活性化事業 :
調査研究報告書

紀の川流域文化遺産活用地域活性化協議
会編

2016.3

168.01 333.5 第6次松山市総合計画 : 後期基本計画 松山市総合政策部企画戦略課編 2018.3

6　月　収　受
請求記号

全　国

小田原市

世　界

和歌山県

松山市

東京都

京都府

大阪府
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7月

書　　　名 編著者 発行年月

世　界

090 289
庵原遜と私市の自然 : ナイロビ・タイペイ・交野から世界へ
 (URP Report Series ; no.29(2nd ed.))

岡野浩編 2018.5

全　国

100 336.84 内部統制に関する研究 (愛知大学経営総合科学研究所叢書 ; 54). 神頭広好, 加藤好雄著 2020.3

100 689.2 観光と都市の方向性 (愛知大学経営総合科学研究所叢書 ; 55). 神頭広好, 加藤好雄著 2021.3

100 359.673 日本百貨店協会統計年報 令和2年 日本百貨店協会 編 2020.6

100 364
誰もが安心できる社会保障制度構築のための地方行財政制度の
あり方に関する調査研究 ; 令和2年度

地方自治研究機構 2021.3

宮城県

123 334.6
平成25年度　土地利用の現況と施策の概要 （宮城県国土利用計
画管理運営資料）

宮城県震災復興・企画部地域復興支援課 2014.3

123 334.6
平成26年度　土地利用の現況と施策の概要 （宮城県国土利用計
画管理運営資料）

宮城県震災復興・企画部地域復興支援課 2014.12

東京都

136 335.35 令和2年度　東京の中小企業の現状. 流通産業編 東京都産業労働局 編 2021.3

136 369.26 東京都高齢者保健福祉計画 　平成27年度～平成29年度
東京都福祉保健局高齢社会対策部計画課
編

2015.3

新宿区

136.01 518.8 新宿区まちづくり長期計画 : 都市マスタープラン  新宿区都市計画部都市計画課編 2018.3

136.01 518.8 新宿区まちづくり長期計画 : まちづくり戦略プラン 新宿区都市計画部都市計画課編 2018.3

東海

150 681.8
中京大都市圏における空間構造分析 (愛知大学経営総合科学研
究所叢書 ; 53)

加藤好雄 [ほか] 著 2020.3

岐阜県

153 350 令和2年　岐阜県統計書 岐阜県 2021.6

静岡市

154.01 318.7
第3次静岡市総合計画【改訂】前期実施計画（平成27年度～30年
度）

静岡市企画局企画課 2018.3

愛知県

155 336.92
平成25～27年度愛知県事業別財務諸表の推移 : 環境部、農林水
産部、建設部を中心に (愛知大学経営総合科学研究所叢書 ; 49).

有澤健治, 冨増和彦, 吉本理沙著 2017.3

八幡市

162.11 333.5
第5次八幡市総合計画 第4次実施計画 : みんなで創って好きにな
る健やかで心豊かに暮らせるまち : 住んでよし、訪れてよし

八幡市編 2021.6

大阪市

163.01 318.763
都市生態と文化創造 : 阿倍野から広域的ネットワークを構築する
(URP Report Series ; no.43).

 岡野浩編 2018.5

７　月　収　受
請求記号
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7月

豊中市

163.04 301
豊中市におけるデータ分析に基づく政策立案EBPMに関する調査
研究(とよなか都市創造研究所研究報告書 ; no. 21-03).

石村知子 [研究] ; とよなか都市創造研究
所編集

2021.3

163.04 334.41
豊中市における多文化共生の地域づくりに向けた調査研究 (とよな
か都市創造研究所研究報告書 ; no. 21-01).

比嘉康則 [研究] ; とよなか都市創造研究
所編集

2021.3

163.04 366.38
豊中市における女性の就労に関する調査研究Ⅱ (とよなか都市創
造研究所研究報告書 ; no. 21-02).

熊本伸介 [研究] ; とよなか都市創造研究
所編集

2021.3

八尾市

163.13 334.41 八尾市外国人市民情報提供等ニーズ調査報告書  八尾市人権文化ふれあい部文化国際課 2021.3

163.13 334.41 第2次八尾市多文化共生推進計画  八尾市人権文化ふれあい部文化国際課 2021.3

尼崎市

164.03 359.509 令和元年 尼崎市の工業 : 工業統計調査市集計結果表 尼崎市編 2021.3
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8月

書　　　名 編著者 発行年月

090 365.3
住まいから問うシェアの未来 : 所有しえないもののシェアが、社会
を変える(住総研住まい読本)

住総研「シェアが描く住まいの未来」研究委
員会編 ; 岡部明子 [ほか] 著

2021.8

100 318.6 過疎対策の新たな対応策に関する調査研究会報告書 全国過疎地域自立促進連盟 [編] 2020.3

100 331
宮本憲一先生卒寿記念未来への航跡 : 環境と自治の政治経済学
を求めて

宮本背広ゼミナール編 2021.8

100 338.7 消費者金融白書 平成19（2007）年度版  消費者金融白書編集委員会 2007.10

100 338.7 消費者金融白書 平成20（2008）年度版  消費者金融白書編集委員会 2009.3

100 358 住民基本台帳人口移動報告年報 2020年（令和2年） 総理府統計局 [編集] 2021.6

100 359.335 個人企業経済調査報告 令和2年 総務省統計局 [編] 2021.7

100 359.366 労働力調査年報 平成17年 総理府統計局 [編集] 2006.5

100 359.366 労働力調査年報 平成18年 総理府統計局 [編集] 2007.5

100 359.366 労働力調査年報. 詳細結果 平成17年 総理府統計局 [編集] 2006.6

100 359.366 労働力調査年報. 詳細結果 平成18年 総理府統計局 [編集] 2007.6

100 361.9 都市生活者意識調査 ; 2020 データ編 ハイライフ研究所 2021.5

100 361.9
コロナ禍の制約のなかで、日常における適応を模索し、仕事、家
庭、健康を見直し始めた都市生活者(都市生活者意識調査 ; 2020
分析編).

ハイライフ研究所 2021.5

100 367.68
若者たちは今をどう感じ、将来をどのようにみつめているのか(現代
若者研究報告書 ; phase 2 ; 社会人編).

ハイライフ研究所 2021.5

100 610 令和元年度　6次産業化総合調査報告 農林水産省大臣官房統計部 [編] 2021.8

100 673.9 経済構造実態調査報告 2019年
総務省統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ [編]

2021.6

100 681.8 インバウンド観光の進展と都市観光および都市交通事業 関西鉄道協会都市交通研究所編 2021.3

110.01 359.331 平成27年札幌市産業連関表
 札幌市まちづくり政策局政策企画部企画
課編

2021.7

136 359.51 建築統計年報 2020年版 東京都 [編] 2021.1

136.01 291.36 銀座の時層 : ハイライフ的銀座の歩き方 : 調査研究報告書 ハイライフ研究所 2021.3

136.01 518.87 新宿区事業継続計画(地震編)
新宿区総務部危機管理担当部危機管理課
編

2019.3

136.01 709 大田区文化振興プラン 大田区観光・国際都市部文化振興課編 2019.3

136.1 369.3 町田市災害廃棄物処理計画  町田市環境資源部環境政策課編 2019.3

京都府

東京都

8　月　収　受
請求記号

世　界

全　国

札幌市
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8月

162.01 330 京都市の経済 2005年版 京都市経済局 [編] 2005.3

162.01 330 京都市の経済 2006年版 京都市経済局 [編] 2006.3

163.01 498 令和2年　救急年報 大阪市消防局 2021.3

163.01 498 平成23年　救急年報 大阪市消防局 2012.3

164.01 519.1 平成20年度　新・神戸市環境基本計画年次報告書  神戸市環境局環境政策課 [編] 2010.2

166 359.509 平成18年　和歌山県の工業 （工業統計調査結果報告） 和歌山県企画部統計課 [編] 2008.3

176.01 359.67 平成16年（2004年）　商業統計調査結果報告書 広島市 [編] 2006.12

広島市

大阪府

神戸市

和歌山県
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9月

書　　　名 編著者 発行年月

100 318.5
都市自治体におけるガバナンスに関する調査研究 : 第6次市役所
事務機構研究会中間報告書

日本都市センター編 2019.3

110.01 359.331 平成30年度　札幌市民経済計算年報 札幌市まちづくり政策局政策企画部企画課 [編] 2021.9

126.04 350 第51回いわき市統計書　令和2年版 いわき市総合政策部政策企画課統計分析係 [編] 2021.3

135.01 518.8 千葉市立地適正化計画 / 千葉市都市局都市総務課 [編] 2019.3

135.01 518.8 千葉市都市計画マスタープラン : 全体構想  千葉市都市局都市部都市計画課編 2016.3

154 689.2
令和元年度　静岡県における観光の流動実態と満足度調査報告
書

静岡県文化・観光部観光交流局観光政策課 [編] 2020.3

154.01 518.87
静岡市地域防災計画 /; 一般対策編・地震対策編・津波対策編(令
和3年1月修正)

 静岡市防災会議 [編] 2021.1

154.01 518.87
静岡市地域防災計画 / 静岡市防災会議 [編] ; 資料編(令和3年4
月修正)

 静岡市防災会議 [編] 2021.1

164.07 350 芦屋市統計書　令和2年版  芦屋市総務部総務課編 2021.8

166 519.1 和歌山県環境白書 和歌山県 2021.9

173.01 318.03 市政概要まつえ 令和3年版 松江市議会事務局 2021.9

175 518.87
岡山県地域防災計画 / 岡山県防災会議編 ; 地震・津波災害対策
編(令和3年3月修正). -- 岡山県防災会議, 2021.3.

地震・津波災害対策編(令和3年3月修正) 2021.3

175 518.87
岡山県地域防災計画 / 岡山県防災会議編 ; 風水害対策編(令和3
年3月修正). -- 岡山県防災会議, 2021.3.

風水害対策編(令和3年3月修正) 2021.3

195.01 518.85 大分市緑の基本計画 大分市都市計画部公園緑地課編 2019.3

9　月　収　受
請求記号

全　国

千葉市

静岡県

札幌市

いわき市

和歌山県

大分市

岡山県

芦屋市

松江市
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10月

書　　　名 編著者 発行年月

090 361.785
集合住宅のHOAと自治体の「戦略的相互関係」によるまちづくりに関する
日米比較研究 : 責任領域の交錯と共創の視点から (調査研究報告書)

菊地端夫 [著] ; 第一生命財団編 2021.6

100 318
住民投票の受容条件を探る : サーベイ実験によるアプローチ (調
査研究報告書).

砂原庸介, 秦正樹 [著] ; 第一生命財団編 2021.5

100 519.9
阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター年次報告書 ; 令和2
年度

阪神・淡路大震災記念人と防災未来セン
ター

2021.7

100 689.21
地方創生のための観光振興と観光公害 : 宿泊税導入を用いた分
析(調査研究報告書)

鈴木崇文, 川窪悦章 [著] ; 第一生命財団
編

2021.5

100 709 障害者芸術文化活動普及支援事業報告書 : 令和元年度
annual report / 『engawa』今井浩一, 小森
利絵編

2020.3

126 361.7
原発被災地域への移住者の住生活に関する研究 / (調査研究報
告書).

窪田亜矢 [著] ; 第一生命財団編 2021.6

126.03 519.1 郡山市第三次環境基本計画 : 2018年度-2021年度 郡山市生活環境部生活環境課編 2018.3

133.04 369.3
在日イスラム系外国人の避難所としてのモスクの利用可能性の検
討 (調査研究報告書).

 小谷仁務, 山路永司 [著] ; 第一生命財団
編.

2021.6

135 365.3 千葉県の住宅 2021 千葉県県土整備部都市整備局住宅課編 2021.9

136 600 東京の産業と雇用就業 2021 東京都産業労働局 [編] 2021.9

136.01 213.61
大江戸-東京/都市街区幾何形状の歴史的進化に関する実証的研
究 : 徳川期・寛文年間から令和に至る350年の街区変遷から読み
取る災害インパクト (調査研究報告書).

谷本潤 [著] ; 第一生命財団編 2021.4

136.01 365.35 板橋区分譲マンション実態調査報告書 板橋区都市整備部住宅政策課 2019.2

136.01 369.3
大規模災害時における保育施設の避難所活用から見た地域住民
と保育施設の関わりに関する研究 (調査研究報告書).

藤井里咲 [著] ; 第一生命財団編 2021.5

136.01 518.8 豊島区の街づくり 2021 豊島区都市整備部都市計画課編 2021.7

136.09 318.2
調布市基本計画策定に関する市民アンケート調査報告書 平成30
年度版

[調布市] 行政経営部政策企画課編 2019.3

136.09 318.2 調布市公共施設見直し方針
[調布市]行政経営部行財政改革課・公共
施設マネジメント担当編.

2019.3

155.01 359.683 令和2年　名古屋港統計年報 名古屋港管理組合[編] 2020.9

160 330 関西経済白書 2021  関西社会経済研究所 [編] 2021.10

162 361.5 京都府域の文化資源に関する共同研究会報告書令和2年度(伏見編  京都府立京都学・歴彩館京都学推進課編 2021.9

名古屋市

10　月　収　受
請求記号

全　国

福島県

伊勢崎市

千葉県

関西

世　界

東京都

京都府
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10月

163.01 509.29 大阪市内工住混合地域における中小工場と住宅の立地条件 大阪市総合計画局 [編] 1969.3

163.08 365.31 高槻市空家等対策計画 [高槻市]都市創造部住宅課編 2019.7

164.04 318.038 にしのみや市政の概要 令和3年版2021 西宮市議会事務局編 2021.9

西宮市

大阪市

高槻市
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11月

書　　　名 編著者 発行年月

100 318.1 令和2年度　自治振興セミナー講演録 地方自治研究機構 2021.3

100 673.9 サービス産業動向調査年報 2020年（令和2年） 総務省統計局 [編集] 2021.11

100 709
令和2年度障害者芸術文化活動普及支援事業報告書 annual
report

『engawa』今井浩一, 小森利絵編 2021.3

136 518.8
東京の持続的発展に向けた集約型地域構造の実現 (専門研修「高
度技術政策研修」 (29年度生) 報告書 ; 平成30年度).

東京都総務局人事部編. [2019]

136 518.85
緑が有する多面的な機能を活用した都市づくりの推進 : green
Tokyoの実現 (専門研修「高度技術政策研修」 (29年度生) 報告書 ;
平成30年度).

東京都総務局人事部編. [2019]

136.01 318.2 東京23区復権へのみちのり(東京大都市地域の物語 ; 5) 特別区協議会 2021.3

136.01 685.8 新宿区自転車ネットワーク計画 2019年度-2028年度 新宿区みどり土木部交通対策課編 2019.3

東京都

11　月　収　受
請求記号

全　国
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12月

書　　　名 編著者 発行年月

090 369.4
子どもが感じている「将来の子育て像」に基づいた都心居住環境の
評価 : TokyoとSeoulを対象として

丹羽由佳理, 林和眞, 富川駿, 木田雅伊子
[著] ; 第一生命財団編

2021.9

100 359.536 鐵道車兩等生産動態統計年報 　2020年度  運輸省鐵道監督局車両工業課編 2021.9

100 689.21 旅行年報 = Annual report on the tourism trends survey (09114750) 日本交通公社 2021.10

153 318.2
一人ひとりの幸せと確かな暮らしのあるふるさと岐阜県を目指して :
「清流の国ぎふ」創生総合戦略

岐阜県 2019.3

153 318.2
希望と誇りの持てるふるさと岐阜県を目指して : 「清流の国ぎふ」の
未来づくり : 岐阜県長期構想中間見直し : 平成26-30年度

 岐阜県清流の国推進部清流の国づくり政
策課政策研究係

2014.3

153 318.2
希望と誇りの持てるふるさと岐阜県を目指して : 人口減少時代へ
の挑戦 : 岐阜県長期構想 : 平成21-30年度

岐阜県総合企画部総合政策課 2009.3

153 318.2 「清流の国ぎふ」創生総合戦略 : 施策編　令和3年7月改訂版  [岐阜県] 2021.7

164 492.916
黒田裕子氏の資料等分析による被災者支援の検証と継承 (DRI調
査研究レポート ; vol. 47 (2021-03))

阪神・淡路大震災記念人と防災未来セン
ター

2021.3

164.11 518.2
加古川市下水道ビジョン2028 : 未来へつなぐ安心で快適な暮らし
を支える下水道

[加古川市]上下水道局経営管理課 2019.3

164.11 518.1
加古川市水道ビジョン2028 : 時代の変化を乗り越え安全な水を未
来へつなぐ

[加古川市]上下水道局経営管理課 2019.3

190 369.33
令和2年7月豪雨における災害対応の現地支援に関する報告書
(DRI調査研究レポート ; vol. 49 (2020-01)).

阪神・淡路大震災記念人と防災未来セン
ター

2021.3

兵庫県

九州

岐阜県

12　月　収　受
請求記号

世界

全　国
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1月

書　　　名 編著者 発行年月

100 369.26 大阪ガスグループ福祉財団研究・調査報告集 大阪ガスグループ福祉財団 2019.6

100 369.3
避難所運営マニュアル作成手引きの開発 : 安全で高質な避難所
運営の支援(DRI調査研究レポート ; vol. 48 (2020-3)).

阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター 2021.3

100 369.3
「災害語り継ぎ」に関する研究論文集(DRI調査研究レポート ; vol.
50 (2020-5)).

阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター 2021.3

100 510 建設業ハンドブック 2021 日本建設業連合会 [編] 2021

100 519.9
研究論文・報告集 = Annual research review : 令和2年度(DRI調査
研究レポート ; vol. 51 (2020-6）

阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター 2021.6

110 361.7
景観、地域のレジリエンスと先住民族知-ダム裁判後のニ風谷と沙
流川の文化景観についての座談会とインタビュー集 (レジリエント
な地域社会 ; 4).

羽生淳子編 2020.3

120 361.7 地域のレジリエンスと在来知 (レジリエントな地域社会 ; 1). 羽生淳子編 2019.3

122 361.7
漆の木のある景観 : 岩手県二戸市浄法寺における漆掻きと日々の
暮らし  (レジリエントな地域社会 ; 2).

羽生淳子編 2019.3

122 361.7 自然に寄り添う暮らしの実現に向けて (レジリエントな地域社会 ; 3). 深町加津枝, 島田和久編 2020.3

131 318.231 茨城県総合計画 : 「新しい茨城」への挑戦2018-2021 茨城県政策企画部計画推進課 [編]  [2018.11]

136.01 519.1 荒川区の環境 令和2年度版  荒川区環境清掃部環境課編 2021.10

137.01 359.683 横浜港統計年報 　令和2年 横浜市港湾局港湾物流部物流運営課 2021.11

141 518.87
新潟県地域防災計画 : 原子力災害対策編:資料編 ; 平成31年3月
修正

新潟県防災会議  [2019.3]

141 518.87 新潟県地域防災計画 : 原子力災害対策編 ; 令和3年6月修正 新潟県防災会議  [2021.6]

141.2 333.5
上越市第6次総合計画 : 後期基本計画 : 平成31年度→平成34年
度

 上越市企画政策部企画政策課編 2019.3

162.11 333.5
第5次八幡市総合計画 : みんなで創って好きになる健やかで心豊
かに暮らせるまち : 2018-2027Yawata City : Smart wellness city,
smart welcoming city

 [八幡市]政策推進部政策推進課編 2018.3

163.01 359.683 大阪港統計年報 2019年 大阪港湾局計画整備部計画課 [編] 2021.3

163.01 365.3 市営住宅一覧表 令和3年度 大阪市都市整備局住宅事業部管理課 [編] [2021]

1　月　収　受
請求記号

全　国

北海道

茨城県

東北

岩手県

新潟県

八幡市

大阪府

東京都

横浜市
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1月

163.01 519.1 大阪市環境白書 令和３（2021）年度版 大阪市環境局総務部企画課 2021

163.01 519.1 大阪市自動車公害防止計画 ; 平成7年7月改定 [大阪市]  [1995.7]

166 519.1 第5次和歌山県環境基本計画 和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課編 2021.3

和歌山県
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2月

書　　　名 編著者 発行年月

100 335 企業環境研究年報 第26号  中小企業家同友会全国協議会企業環境研究センター 2021.12

100 518.8 時代を画した再開発事業 : 都市再開発法制定50周年記念 全国市街地再開発協会, 再開発コーディネーター協会  [2019]

100 518.8 50年のあゆみ : 設立50周年記念誌 全国市街地再開発協会  [2019]

100 518.8 再開発50周年協賛企業・団体 : 広告集  全国市街地再開発協会, 再開発コーディネーター協会  [2019]

110.01 318.03 札幌市政概要 令和3年版  札幌市企画調整局企画部企画調査課 2022.1

122 369.31
未来への復興まちづくり : 岩手大学×神戸大学連携フォーラム (岩
手大学地域防災研究センター地域防災フォーラム : 講演録 ; 第9
回).

岩手大学地域防災研究センター編 2015.7

122 369.31
岩手の地域防災と今後の復興に向けて  (岩手大学地域防災研究
センター地域防災フォーラム : 講演録 ; 第15回).

岩手大学地域防災研究センター編 2016.7

136 359.51 建築統計年報 令和2年 東京都 [編] 2022.1

136.01 518.8 新橋・虎ノ門地区まちづくりガイドライン 港区街づくり支援部都市計画課編 2019.7

163 337 地域通貨を導入した地方創生研究会講演録集 ; 2018年度
 大阪府市町村振興協会おおさか市町村職
員研修研究センター地域通貨を導入した
地方創生研究会 [編]

2019.3

163 337
地域通貨を導入した地方創生研究会報告書 : 地域に活気を取り戻
せ!! : 地域通貨・地域ポイントの可能性 ; 2018年度

 大阪府市町村振興協会おおさか市町村職
員研修研究センター地域通貨を導入した
地方創生研究会 [編]

2019.3

163.01 369.4
ひとり親家庭を取り巻く自治体の支援体制のあり方を問う : 児童扶
養手当の窓口対応に焦点化して : 令和2年度「子どもの貧困対策
研究会」報告書

大阪府市町村振興協会おおさか市町村職
員研修研究センター［編］

2021.3

164.03 359.509 令和2年　尼崎市の工業 : 工業統計調査市集計結果表 尼崎市総務局所法統計担当編 2022.2

196 359.349 税務統計書 No.61令和2年度  宮崎県総務部税務課編 2022.2

おおさか経済の動き 474-485 大阪府立産業開発研究所 2011-2013

おおさか経済の動き486-497 大阪府立産業開発研究所 2014-2016

おおさか経済の動き498-509 大阪府立産業開発研究所 2017-2019

おおさかの住民と自治 410-457  大阪自治体問題研究所 2013-2016

おおさかの住民と自治 458-505  大阪自治体問題研究所 2017-2020

観光文化 43-44 日本交通公社 2019-2020

東京都

尼崎市

製　本

長崎県

大阪府

2　月　収　受
請求記号

全　国

札幌市

岩手県
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2月

区画整理 63 (7-12) 土地区画整理研究会 2020

区画整理 64(1-6) 土地区画整理研究会 2021

ACe建設業界 10(105-116) 日本建設業連合会 2020

建築と社會 101 日本建築協會 2020

市政 69(1-12) 全国市長会 2020

市政研究 202-209 大阪市政調査会 2019-2020

自治総研 46(7-12) 地方自治総合研究所 2020

自治総研 47(1-6) 地方自治総合研究所 2021

自治体法務研究 56-63 地方自治研究機構 2019-2020

地方財政 59(5-8) 自治省財政局 2020

地方財政　59(9-12) 自治省財政局 2020

地方財政　60(1-4) 自治省財政局 2021

地方財政 60(5-8) 自治省財政局 2021

都市問題 111(7-12) 東京市政調査會 2020

都市問題 112(1-6） 東京市政調査會 2021

ランドスケープ研究　84(1-5) 日本造園学会 2020-2021

北海道自治研究 612-623 北海道地方自治研究所 2020
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3月

書　　　名 編著者 発行年月

100 673.9 経済構造実態調査報告 2020年
総務省統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ [編]

2022.2

144.06 586.37
麻の糸・布と腰機 : 弥生時代から現代につなぐ麻糸・麻布づくりと
腰機 (はたやブックレット ; 9).

はたや記念館ゆめおーれ勝山編集 2020.3

144.06 586.72
海を渡った福井の羽二重 : ヨーロッパ・アメリカの新しいファッション
へ (はたやブックレット ; 8).

はたや記念館ゆめおーれ勝山編集 2019.3

144.06 632
近代の養蚕と製糸 : 繭と生糸の改良をめざした先人たち (はたや
ブックレット ; 10).

はたや記念館ゆめおーれ勝山編集 2021.3

155.20 350 小牧市統計年鑑 令和3年版 愛知県小牧市総務課 2022.3

163.01 369.4 大阪市こどもの貧困対策推進計画.
大阪市計画調整局こども青少年企画部経
理・企画課

2018.3

163.01 518.8 年報大阪都市計画.2021 大阪市計画調整局 2021

170 680 運輸要覧　令和3年度  中国運輸局総務部総務課 [編] 2022.2

200 369.022
東アジア都市の社会開発 : 貧困・分断・排除に立ち向かう包摂型
政策と実践

全泓奎編著 ; 志賀信夫編著. 2022.3

3　月　収　受
請求記号

全　国

勝山市

アジア

小牧市

大阪府

中国地方
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