
書籍名 編著 発行月日 価格〈税込）

Q&A 辺野古から問う日本の地方自治
本多滝夫・白藤博行・亀山統一・前田
定孝・徳田博人(著）

2016.05 1,200

地方自治の危機と法
　─ポピュリズム・行政民間化・地方分権改革の脅威

榊原 秀訓(著） 2016.03 2,160

自治・平和・環境 宮本憲一(著） 2015.08 1,200

マイナンバー制度「番号管理から住民を守る」 白石孝・清水雅彦(著） 2015.04 1,000

「戦争する国」許さぬ自治体の力
小林武・晴山一穂・稲嶺進・稲葉暉・岡
庭一雄（編著）

2014.11 1,200

日本国憲法の地方自治 杉原泰雄(著） 2014.07 1,000

安倍改憲と自治体
　―人権保障・民主主義　縮減への対抗

小沢隆一・榊原秀訓編（著） 2014.05 2,484

新・市町村議会の常識
　―知らなかったではすまされない

加藤幸雄（著） 2012.07 1,836

議会基本条例の考え方
　分権と自治の扉をひらく

加藤幸雄（著） 2009.02 2,674

 [増補版]

日本の地方自治 その歴史と未来 宮本 憲一(著） 2016.04 2,916

新しい時代の地方自治像と財政
－内発的発展の地方財政論

平岡和久・自治体問題研究所（編） 2014.05 2,808

地方自治のしくみと法
岡田正則・榊原秀訓・大田直史・豊島
明子(著）

2014.01 2,376

新しい時代の地方自治像の探求 白藤博行(著） 2013.06 2,592

地域づくりの経済学入門
　―地域内再投資力論

岡田知弘(著） 2005.08 2,808

人口減少と地域の再編
 地方創生・連携中枢都市圏・コンパクトシティ

中山 徹(著） 2016.05 1,458

公共施設の再編を問う
　「地方創生」下の統廃合・再配置

森 裕之(著) 2016.02 1,296

地方消滅論・地方創生政策を問う 岡田知弘・榊原秀訓・永山利和(編著) 2015.11 2,916

平成合併を検証する
　―白山ろくの自治・産業・くらし

武田公子・竹味能成・市原あかね・西村茂・岡田

知弘・いしかわ自治体問題研究所（編）
2015.08 2,000

「自治体消滅」論を超えて 岡田知弘(著） 2014.12 1,000

小さい自治体 輝く自治
　─「平成の大合併」と「フォーラムの会」

全国小さくても輝く自治体フォーラムの
会(編著)

2014.05 1,836

＜憲法と地方自治、民主主義＞

＜現代自治選集＞

＜人口減少社会と自治体＞
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どうする自治体の人事評価制度
　―公正、公開、納得への提言

黒田兼一・小越洋之助・榊原秀訓(著） 2015.06 1,300

どこに向かう地方分権改革
　―地方分権改革の総括と地方自治の課題

本多滝夫・榊原秀訓（編著） 2014.01 1,800

これでいいのか自治体アウトソーシング
城塚健之・尾林芳匡・森裕之（著）・山
口真美（編著）

2014.05 1,728

公務員改革と自治体職員
　－NPMの源流・イギリスと日本－

黒田兼一・小越洋之助（編著） 2014.03 2,160

大都市における自治の課題と自治体間連携
　―地域と自治体３５

西村茂・廣田全男・自治体問題研究所
（編）

2014.02 1,944

道州制で府県が消える 村上博・平岡和久・角田英昭(著） 2013.08 1,620

指定都市の区役所と住民自治
　―自治体アンケート調査報告

柏原誠・西村茂・自治体問題研究所
（編）

2012.03 2,160

「地域主権改革」と自治体の課題
本多滝夫・角田英昭・榊原秀訓・久保
貴裕（著）

2012.01 1,944

PFI神話の崩壊 尾林 芳匡・ 入谷 貴夫(著) 2009.08 2,592

三訂版「習うより慣れろの市町村財政分析」 大和田一紘(著） 2015.10 2,376

増補版「そもそもがわかる自治体の財政」 初村尤而(著） 2011.09 2,052

「分権改革」と地方財政 川瀬憲子(著） 2011.02 3,240

増補改訂

基礎から学ぶ社会保障
芝田英昭（著） 2016.03 2,700

市町村から国保は消えない
　―都道府県単位化とは何か

神田敏史・長友薫輝(著） 2015.04 1,000

改定介護保険法と自治体の役割
　―新総合事業と地域包括ケアシステム

伊藤周平・日下部雅喜(著） 2015.03 1,300

Q＆A保育新制度「保護者と保育者のためのガイドブック」―
多様な保育と自治体の責任

中山徹・杉山隆一・保育行財政研究会
（編著）

2015.02 900

社会保障改革のゆくえを読む
　―生活保護、教育、医療、介護、年金、障害者福祉

伊藤周平(著） 2015.01 2,376

地域医療を支える自治体病院
　―医療・介護一体改革の中で

伊藤周平・邉見公雄・武村義人・自治
労連医療部会（編）

2014.12 1,512

保育新制度「子どもを守る自治体の責任」
中山徹・藤井伸生・田川英信・高橋光
幸(著）

2014.08 1,000

検証「社会保障改革」
　―住民の暮らしと地域の実態から

新井康友・荻原康一・小澤薫・菅野道生・小池隆
生・自治労連地方自治問題機構（編著）

2014.01 1,800

直前対策

「子ども・子育て支援新制度」ＰＡＲＴ２
中山徹・杉山隆一・保育行財政研究会
（編著）

2013.11 1,543

長友先生、国保って何ですか 長友薫輝・正木満之・神田敏史(著） 2013.08 1,620

社会保障と保育は「子どもの貧困」にどう応えるか
子育てのセーフティネットを提案する

浅井春夫 (著) 2009.07 1,851

リニア中央新幹線に未来はあるか
─鉄道の高速化を考える

西川 榮一(著) 2016.02 1,300

原発に依存しない地域づくりへの展望
－柏崎市の地域経済と自治体財政

岡田知弘･ 川瀬光義・にいがた自治体
研究所 (編）

2013.04 1,620

増補版

中小企業振興条例で地域をつくる
岡田知弘・高野祐次・渡辺純夫・秋元
和夫・西尾栄一・川西洋史(著）

2013.03 2,268

地域の未来とTPP 中嶋　信 (著) 2012.11 1,512

地域と雇用をつくる「産業連関分析入門」 入谷貴夫(著） 2012.08 3,024

自然エネルギーが生み出す地域の雇用 大友詔雄 (編著) 2012.02 2,160

＜自治体財政＞

＜地域経済＞

＜構造改革・アウトソーシング＞

＜社会保障・福祉・医療・介護＞
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地域交通政策づくり入門 土居靖範・可児紀夫（編著） 2014.08 1,512

お母さん町長奮闘記
　―京都・与謝野町　共生と循環のまちづくり

太田貴美・岡田知弘(著） 2013.05 1,728

仕事おこしワークショップ 傘木宏夫 (著) 2012.10 2,268

産直市場はおもしろい！
　伊奈・ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾑは地域の元気と雇用をつくる

小林史麿(著） 2012.08 1,620

地域のチカラ
　夢を語り合い、実践する人びと

「地域の力」研究会 (編) 2009.04 1,944

生活交通再生
　―住みつづけるための“元気な足”を確保する

土居靖範（著） 2008.11 1,944

【改訂新版】新 自治会・町内会モデル規約 中田実・山崎丈夫・小木曽洋司(著） 2016.01 1,296

増補版「地域再生と町内会・自治会」 中田実・山崎丈夫・小木曽洋司(著） 2012.03 1,728

三訂版 地域コミュニティ論
 地域分権への協働の構図

山崎丈夫 (著) 2009.01 2,808

地域分権時代の町内会・自治会 中田実(著） 2007.05 1,836

災害の時代に立ち向かう
　中小企業家と自治体の役割

岡田 知弘・秋山 いつき(著） 2016.04 2,484

震災復興と自治体―「人間の復興」への道 岡田知弘・自治体問題研究所（編） 2013.11 3,672

大震災とコミュニティ
　―復興は“人の絆”から

山崎丈夫(著） 2011.07 1,404

原発になお地域の未来を託せるか 福島原発事故
　－利益誘導システムの崩壊と地域再生への道

清水修二 (著) 2011.06 1,728

地域調査からの自治体政策づくりへ
　―経験主義からの実践論

遠藤宏一(著） 2010.08 2,376

行け行け！わがまち調査隊 市民のための地域調査入門　地
域調査の手法と勘所を伝える 岡田知弘・ 品田茂 (著) 2009.07 1,836

新版 実践　はじめての社会調査
　 テーマ選びから報告まで

白谷秀一 ・ 内田龍史・ 朴相権 (著) 2009.05 2,057

2015秋から大阪の都市政策を問う
宮本憲一・冨田宏治・梶哲教・森裕之・
高山新・桜田照雄・中山徹（著）

2015.09 1,000

大阪市解体それでいいのですか
　―大阪都構想　批判と対案

冨田宏治・森裕之・梶哲教・中山徹・大
阪自治体問題研究所（編）

2015.03 1,000

「カジノで地域経済再生」の幻想
　―アメリカ・カジノ運営業者の経営実態を見る

桜田照雄(著） 2015.01 1,188

大都市圏の構造変化
　―東海からの発信

東海自治体問題研究所（編） 2013.05 1,749

大都市自治の新展開
　―名古屋からの発信

東海自治体問題研究所（編） 2012.05 1,749

橋下ポピュリズムと民主主義
西谷　敏 ・ 小松　浩・ 榊原秀訓 ・ 市川須美子
(著)・ 白藤博行・ 浦田一郎 (編著)

2012.01 1,512

グローバル産業都市への夢と現実
　－「環伊勢湾大都市圏」開発の過去・現在・未来

東海自治体問題研究所（編） 2016.05 500

＜地域コミュニティ＞

＜地域づくり＞

＜東海自治体問題研究所発行の本＞

＜地域調査＞

＜災害復興・防災・安全＞

＜地域政策＞
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