
第15号様式

資料購入費支出一覧

年 月 日

- 

支 出 内 容 金 額 

令和3午5月14日 LGBT 差別禁止の法制度って何だろう? 2,420 

令和3年5月14日 Beacon Authority 2020秋号 1,100 

令和3年11月17日 自閉っ子の心身をラクにしよう! 1,650 

令和3年Il月17日 支援者なくとも自閉っ子は育つ 1,650 

令和3年Il月17日 自閉症スペクトラムのある子を理解して育てる本 1,650 

令和4年1月6日 
50のポイントでわかる 地方議員 

2,970 

予算審議・決算審査ハンドブック 

令和4年1月14日 自治体の財政診断と財政計画 3,740 

令和3年7月6日 
iJAMP(時事行財政情報モニタ)利用料 

198,880 

(令和3年4月1ロー令和3年9月30自分) 

令和3年9月22日 
iJAⅢ)(時事行財政情報モニタ)利用料 

198,880 

(令和3年10月l日一令和4年3月31自分) 

令和2年7月31日 議員NAVI利用料(令和3年4月一合和3年7月分) 24,200 

令和3年8月24日 議貝NAV工利用料(令和3年8月一合和4年3月分) 48,400 

令和2年7月31日 議貝NAVI利用料(令和3年4月一合和3年7月分) 24,200 

令和3年8月24日 議員NAVI利用料(令和3年8月一合和4年3月分) 48,400 

令和2年9月1日 議員NAVI利用料(令和3年4月一合和3年8月分) 30,250 

令和3年8月17日 議員NAVI利用料(令和3年9月一令和4年3月分) 42,350 

令和2年9月14日 議員NAVI利用料(令和3年4月一合和3年9月分) 36,300 

令和3年9月17日 議員NAVI利用料(令和3年10月一合和4年3月分) 36.300 

合 計 703,340 

※ 購入した資料名・図書名及び部数を記入すること。

※ 領収書を添付すること。
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第1 5号様式

資料購入費支出一覧

年 月 日 支 出 内 容 金 額 

令和3年4月26日 民主主義のための社会保障 1,980 

令和3年4月26日 好循環のまちづくり! 880・ 

令和3年5月4日 コミュニティマネジメント 2タ860 

令和3年5月4日 
静かなる変革者たち 精神陣がいのある親に育てられ、 

l,540 

成長して支援職に就いた子どもたちの語り 

令和3年5月6日 
1人から始める議会改革 

l,980 

市民フリースピーチが議会を変えた! 

令和3年5月11日 コンビニは通える引きこもりたち 814 

令和3年5月15日 
農で輝く!ホームレスや引きこもりが人生を取り戻す奇 

1,705 

跡の農園 

令和3年5月15日 農福連携が農業と地域をおもしろくする 1,980 

令和3年5月25日 
アンダークラス化する若者たち 

2,530 

生活保障をどう立て直すか 

令和3午5月25日 
ヤングケアラー わたしの語り 

1,650 

子どもや若者が経験した家族のケア・介護 

令和3年5月25日 「利他」とは何か 924 

令和3年6月1日 子どもたちがつくる町 大阪・西成の子育て支援 2,750 

令和3年6月1日 
コミュニティ・オーガナイジング 

2,200 

ほしい未来をみんなで創る5つのステップ 

令和3年6月5日 
貧困・介護・育児の政治 ベーシックアセットの福祉国 

l,870 

家へ 

令和3年6月5日 ケーキの切れない非行少年たち 792 

令和3年6月10日 人に寄り添う防災 858 

令和3年6月10日 関係人口の社会学 人口減少時代の地域再生 3,520 

合 計 30,833 

※ 購入した資料名・図書名及び部数を記入すること。

※ 領収書を添付すること。
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第1 5号様式

資料購入費支出一覧

年 月 日 支 出 内 容 金 額 

令和3年6月15日 
どうしても頑張れない人たちへケーキの切れない非行少 

792 

午たち2へ 

令和3年6月15日 福岡市長高島宗一郎の日本を最速で変える方法 1,980 

令和3年6月15日 発達障害と少年犯罪 880 

令和3年6月22日 新型格差社会 825 

令和3年6月22日 もしわたしが「株式会社流山市」の人事部長だったら 1,650 

令和3年6月22日 つながり続けるこども食堂 1,760 

令和3年6月30日 ヤングケアラー 介護を担う子ども・若者の現実 880 

令和3年7月2日 地域を変えるソーシャルワーカー 638 

令和3年7月6日 
学校に居場所カフェをつくろう! 

1,980 

生きづらさを抱える高校生への寄り添い型支援 

令和3年7月10日 
場づくりから始める地域づくり 

2,750 

創発を生むプラットフォームのつくり方 

令和3年7月15日 
地域福祉と包括的支援システム 基本的な視座と先進的 

3,850 

取り組み 

令和3年7月23日 
コミュニティ自治の未来図 共別に向けた地域人財づく 

2,420 
りへ 

令和3年7月29日 
「対話」で変える公務員の仕事 

1,980 

自治体職員の「対話力」が未来を拓く 

令和3年8月4日 
どうせ社会は変えられないなんてだれが言った? 

1,430 

ベーシックサービスという革命 

令和3年8月7日 
参加したくなる会議のつくり方 

1,980 

公務員のためのフアシリテーション入門 

令和3年8月9日 
多様性の科学 画一的で凋落する組織、複数の視点で問 

2,200 
題を解決する組織 

令和3年8月13日 
入門・行動科学と公共政策 ナッジからはじまる自由論 

1,980 

と幸福論 

合 計 29,975 

※ 購入した資料名・図書名及び部数を記入すること。

※ 領収書を添付すること。
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第1 5号様式

資料購入費支出一覧

年 月 日 支 出 内 容 金 額 

令和3年8月19日 南小国町の奇跡 稼げる町になるために大切なこと 1,650 

令和3年8月22日 
グリーンスローモビリティ 小さな低速電動車が公共交 

2,640 

通と地域を変える 

令和3年8月27日 子育て罰「親子に冷たい日本」を変えるには l,012 

令和3年9月2日 MaaSが都市を変える 移動×都市DXの最前線 2,530 

令和3年9月6日 伴走型支援 2,200 

令和3年9月8日 
公務員のための場づくりのすすめ 

1,925 

“4つの場"で地域・仕事・あなたが輝く 

令和3年9月12日 
不登校・ひきこもり・発達障害・LGBTQ十生きづら 

1,980 

さの生き方ガイド 

令和3年9月14日 
公共交通が人とまちを元気にする 

2,420 

数字で読みとく!宮山市のコンパクトシティ戦略 

令和3年9月18日 
非常事態・緊急事態と議会・議員 

2,970 

自治体議会は危機に対応できるのか 

令和3年9月29日 ケアの倫理とエンパワメント l,650 

令和3年10月2日 オープンダイアローグ 私たちはこうしている 2,200 

令和3年10月6日 
「学校に行きたくない」と子どもが言ったとき親ができ 

979 

ること 

令和3年10月8日 
エリアマネジメント・ケースメソッド 

2,860 

官民連携による地域経営の教科書 

令和3年10月14日 
エビデンスに基づく自治体政策入門-ロジックモデルの 

2,310 

作り方・活かし方 

令和3年10月19日 世界に学ぶ地域自治 コミュニティ再生のしくみと実践 2,750 

令和3年10月27日 貧困パンデミック 寝ている『公助』を叩き起こす 1,980 

令和3年Il月8日 若者からはじまる民主主義 2,200 

合 計 36,256 

※ 購入した資料名・図書名及び部数を話人すること。

※ 領収書を添付すること。
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第1 5号様式

資料購入費支出一覧

年 月 日 支 出 内 容 金 額 

令和3年11月19日 ライク・ア・ローリング公務員 まち思う故に我あり l,980 

令和3年11月27日 
コミュニティナース まちを元気にする“おせっかい’’ 

1,650 

焼きの看護師 

令和3年12月16日 
地域づくりのヒント 地域創生を進めるためのガイド 

1,980 

ブック 

令和3年12月22日 
過疎再生 奇跡を起こすまちづくり 

1,650 

人口400人の石見銀山に若者たちが移住する理由 

令和3年12月26日 ヤングケアラー 介護する子どもたち 1,760 

令和3年12月29日 
相談支援の処「法」箋 福祉と法の連携でひらく10の 

2,420 

ケース 

令和4年1月11日 人口戦略法案 人口減少を止める方策はあるのか 2,640 

令和4年1月27日 
まちづくり戦略3.0 カネなし、人脈なし、知名度な 

l,650 

しでも成功する「弱者の戦い方」 

令和4年2月4日 くじ引き民主主義 政治にイノヴェーションを起こす 858 

令和4年2月4日 
なぜ人に会うのはつらいのか葛メンタルをすり減らさな 

946 

い38のヒント 

令和4年2月11日 
``イヤな〃議員になる/育てる! 

1,925 

選挙のカネの話から、自治体議会改革まで 

令和4年2月26日 ひきこもりの真実 就労より自立より大切なこと 924 

令和4年2月26日 発達障害「グレーゾーン」その正しい理解と克服法 990 

令和3年12月6日 子ども介護者 ヤングケアラーの現実と社会の壁 990 

令和3年12月6日 認知症の私から見える社会 880 

合 計 23,243 

※ 購入した資料名・図書名及び部数を記入すること。

※ 領収書を添付すること。
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