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いま地域医療は

優秀政策 長野県︑福井県
神奈川県
十月号
････････････････
フィリピンにおける地方 分 権と地方
二月号
･･････････････････
財政 シ
社会保障制度の在り方と財源
―ンポジウム﹁地方分権と地方
│全国知事会主催講演会の概要│
財政﹂での報告と議論④
木村俊介 ････････････････
十月号
三月号
･･････････････････
先進政策バンク優秀政策事例
先進政策大賞 滋賀県 ･･･
十一月号
企画シリーズ記事
韓国における地方分権と地方財政 ―
シンポジウム﹁地方分権と地方財政﹂
での報告と議論⑤
井川 博 ･･････････････
十一月号
先進政策バンク優秀政策事例
真鍋武紀︵香川県知事︶ ･･････
四月号
優秀政策 和歌山県︑高知県
野呂昭彦︵三重県知事︶
五月号
･･････
三村申吾︵青森県知事︶ ･･････
十二月号
七月号
････････････････
﹁地方分権推進全国会議
平井伸治︵鳥取県知事︶
八月号
･･････
〜地域主権の確立と地方の自立・再
飯泉嘉門︵徳島県知事︶ ･･････
九月号
生〜﹂の概要
村井 仁︵長野県知事︶
十二月号
十月号
･････････････
･･････
欧州評議会地方自治体会議における
尾﨑正直︵高知県知事︶ ････
十一月号
知事の講演について
佐竹敬久︵秋田県知事︶
十二月号
････
福井県 ････････････････
川勝平太︵静岡県知事︶ ･･････
十二月号
一月号
タイにおける地方分権と地方財政
橋本 昌︵茨城県知事︶
二月号
―
･･････
吉村美栄子︵山形県知事︶ ････
シンポジウム﹁地方分権と地方財政﹂
三月号
での報告と議論⑥
木村俊介 ･･････････････
十二月号
新春ごあいさつ
麻生 渡︵全国知事会会長︶一月号
﹁見て﹂﹁聞いて﹂﹁感じる﹂ことと﹁愛﹂
寅年にちなんで
の大切さ
伊東員義 ････････････････
丸山貴広︵新潟県︶ ････････
一月号
四月号
平成二十一年度政府主催全国都道府
診療所に勤務して
県知事会議の概要 ･･････････
浅川岳士︵山梨県︶ ････････
一月号
五月号
先進政策バンク優秀政策事例
この地の医療
六月号
優秀政策 滋賀県︑京都府︑福岡県
丹羽治男︵愛知県︶ ････････
一月号
﹃医療メディエーター﹄
･･････････････････
先進政策バンク優秀政策事例
高木洋行︵長野県︶ ･･･････七月号

医者は理数科系？
岩本達治︵静岡県︶ ････････
八月号
﹃いま︑地域医療を考える﹄
後藤忠雄︵岐阜県︶ ････････
九月号
へき地での地域保健・医療研修
里 輝幸︵京都府︶ ････････
十月号
在宅診療を経験して
野洌義則︵滋賀県︶ ･･････
十一月号
点から面へ〜地域医 療のグローバリ
ゼーション
武田 以知郎︵奈良県︶ ･･････
十二月号
地域の高齢化
中 啓吾︵和歌山県︶ ･･････
一月号
ライフワークバランス
山之内 智志︵島根県︶ ･････
二月号
双方向の病診連携
吉川 仁︵広島県︶ ･･･････三月号

なるほど経済
企業 と進める林 産 品のグローバル化
〜地球環境時代の地域振興戦略〜
奥原英彦 ････････････････
四月号
萎縮する世界経済
山田伸二 ････････････････
五月号
地域の中堅・中小企業におけるブラ
ンディング戦略の重要性
早川康弘 ････････････････
六月号
バリアフリーツアー化で地域に新規雇
用を〜眠ったホームヘルパー有資格者
の活用を〜
奥原英彦 ････････････････
七月号
大手タクシーに行政処分？
八月号
山田伸二 ････････････････

地域の中堅・中小企業における消 費
者との双方向コミュニケーションの重
要性
早川康弘 ････････････････
九月号
大 型 店に頼 らない地 域の小 売 振 興 策
を考える〜ターミナル特性や空き店舗
の活用を〜
奥原英彦 ････････････････
十月号
迷走する空港行政
山田伸二 ･･････････････
十一月号
世界金融危機後に見られる社員のモ
チベーション低下の懸念
早川康弘 ･･････････････
十二月号
二〇一〇年経済の展望と地域の成長産
業づくり〜今後数年続く低迷経済を
はね返し︑農林水産業・観光業で活
力を〜
奥原英彦 ････････････････
一月号
Ｊ ＡＬ再生の課題
山田伸二 ････････････････
二月号
社員のモチベーションを高める原動力
早川康弘 ････････････････
三月号

自治体職員の
危機管理の要諦
田中正博

事故・災害時のマスコミ対応︵№２︶
四月号
･･････････････････
不祥事発生時のマスコミ対応
五月号
･･････････････････
緊急記者会見は冒頭でお詫びする
六月号
･･････････････････
七月号
東インド会社に学ぶ ････････

65

酒気帯び運転をなくすために
八月号
･･････････････････
新型インフルエンザの教訓 ･･･
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栃木県 ･･････････････････
十月号
教育の理想郷﹁旧閑谷学校﹂
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一月号
清流が育む文化 〜日本三大清流
長良川〜
岐阜県 ･･････････････････
二月号
﹁原の辻遺跡﹂
〜未来の新たな交流拠点へ〜
長崎県 ･･････････････････
三月号

ふるさとの料理と
名所探訪
穏やかな気候︑豊かな自然あり大都会あ
り︑伝統に育まれた﹁あいち﹂の名所と味

愛知県 ･･････････････････
四月号
土佐・龍 馬であい博 二〇一〇年一月
から開催

高知県 ･･････････････････
五月号
初夏の千葉〜歴史ある町並みをめぐ
る北総の旅〜
千葉県 ･･････････････････
六月号
山と水を巡る旅
群馬県 ･･････････････････
七月号
〝アジアの玄関口〟福岡県のＢ級
グルメを巡る旅
福岡県 ･･････････････････
八月号
こらっせ 秋の〝ふくしま路〟
〜福島・秋コレクション〜
福島県 ･･････････････････
九月号
大阪は︑まち全体がミュージアム！
大阪府 ･･････････････････
十月号
玉のホットスポット﹁小江戸﹃川越﹄
﹂
と﹁Ｂ級ご当地グルメ﹂王決定戦 ち
ちぶ
埼玉県 ････････････････
十一月号
﹁洞爺湖有珠山ジオパーク﹂と北海道
の新たな魅力﹁ご当地グルメ﹂！
北海道 ････････････････
十二月号
神話が息づく日本のふるさと宮崎県︑
太陽と緑あふれる﹁みやざき﹂の新た
な魅力を発信！
宮崎県 ･･････････････････
一月号
世 界 を 目 指 す﹁ 山 陰 海 岸 ジ オ パ ー
ク﹂！ユニークな妖怪たちがズラリ！
ここは﹁食のみやこ鳥取県﹂
鳥取県 ･･････････････････
二月号
ようこそ浅井三姉妹﹁江﹂のふるさと
滋賀県へ
三月号
滋賀県 ･･････････････････

66

都道府県
アラカルト
浅井建爾
県名と同じ名前の都市がなぜ
県庁所在地ではないのか ･････
四月号
都市の魅力度とは？ ････････
五月号
かつて東京より人口の多い県が
十六もあった！ ････････････
六月号
地方でも進んでいる一極集中！
七月号
･･････････････････
旧国名に最も愛着を持っている
のは何県の人？ ････････････
八月号
なぜ︑ひらがな文字の市町村名が
増えるのか？ ･･････････････
九月号
﹁町︵マチ︶
﹂と﹁町︵チョウ︶
﹂は
どっちが多い？ ･････････････
十月号
これからも増 えるのか︑世田谷 区の
人口より少ない政令指定都市？
十一月号
････････････････
まだ認知度が低い﹁中核市﹂と
﹁特例市﹂ ････････････････
十二月号
﹁市﹂の人口の十倍以上の﹁村﹂がある
一月号
･･････････････････
平成の大合併で拡大した市町村の
面積の格差 ････････････････
二月号

未来への遺産
小坂鉱山事務所と康楽館
四月号
秋田県 ･･････････････････
埼玉の古代・近世・現在から未来へ
五月号
埼玉県 ･･････････････････

in

技が輝く

紙

本場結城紬
茨城県 ･･････････････････
四月号
三川内焼き
長崎県 ･･････････････････
五月号
奈良団扇
奈良県 ･･････････････････
六月号
日向榧碁盤・将棋盤 日向はまぐり
碁石
宮崎県 ･･････････････････
七月号
甲州印伝
山梨県 ･･････････････････
八月号
豊岡鞄
兵庫県 ･･････････････････
九月号
宮城県伝統こけし 鳴子漆器
宮城県 ･･････････････････
十月号
伊勢形紙 伊賀焼
三重県 ････････････････
十一月号
肥後象がん
熊本県 ････････････････
十二月号
伝統的工芸品﹁津軽塗﹂と新商品﹁津
軽うるおい漆﹂
青森県 ･･････････････････
一月号
木版摺更紗
佐賀県 ･･････････････････
二月号
水引・水引製品
愛媛県 ･･････････････････
三月号

表

善光寺御開帳
四月号
長野県 ･･････････････････

開港百五十周年を迎えた﹁みなとまち
函館﹂
北海道 ･･････････････････
五月号
﹃岐阜の宝もの﹄第一号 小坂の滝めぐ
り
岐阜県 ･･････････････････
六月号
開通十周年﹁瀬戸内しまなみ海道﹂
〜花とアートでつなぐ人・島・未来〜
愛媛県 ･･････････････････
七月号
びわ湖・近江路観光圏
滋賀県 ･･････････････････
八月号
那覇大綱挽〜世界一の伝統大綱挽〜
沖縄県 ･･････････････････
九月号
京都 知恵と力の博覧会めぐり
〜﹁京都 伏見﹂を訪ねて〜
京都府 ･･････････････････
十月号
﹁早池峰神楽﹂ユネスコの無形文化遺
産登録決定！
岩手県 ････････････････
十一月号
県の鳥 ライチョウ
富山県 ････････････････
十二月号
桜島
鹿児島県 ････････････････
一月号
東京マラソン2010が二月二十八日㈰
に開催されます！

東京都 ･･････････････････
二月号
﹁流鏑馬神事﹂
島根県 ･･････････････････
三月号

その他
﹁地方分権苦情情報センター﹂への
四月号
情報提供を！ ･･････････････
新刊紹介／自治体の外郭団体・

出資法人の公益認定 ････････
四月号
第二十三回﹃都市問題﹄公開講座
いま︑見直すべき生活保護制度
五月号
･･････････････････
特定非営利活動法人ＩＴ化推進支援
センター創立記念セミナー ･･･
五月号
新刊紹介／地域に利をもたらす
地域資源活用マニュアル
六月号
･････
新刊紹介／入門 地方自治 ･･
六月号
都 道 府 県の協 力による﹁ 市 町 村 長 防
災危機管理ラボ﹂︵防災講演会︶の
ご活用を！ ････････････････
六月号
﹁地方分権苦情情報センター﹂への
情報提供を！ ･･････････････
六月号
第五十九回〝社会を明るくする運動〟
に寄せて ･･････････････････
七月号
被爆六十四周年 平和祈念の
黙とうを ･･････････････････
七月号
年次有休休暇の取得促進！〜仕事と
生活の調和〜ワーク・ライフ・バラン
スの実現に向けて ･･････････
七月号
新刊紹介／生活地へ 幸せのまちづ
―
くり ― ････････････････････
七月号
﹁先進政策バンク﹂の一般公開について
七月号
･･････････････････
﹁地方分権苦情情報センター﹂への
情報提供を！ ･･････････････
七月号
第四十六回全国広報広聴研究大会の
ご案内 ････････････････････
八月号
新刊紹介／議会用語事典 ････
八月号
都 道 府 県の協 力による﹁ 市 町 村 長 防
災危機管理ラボ﹂︵防災講演会︶のご活
用を！ ････････････････････
八月号
﹁先進政策バンク﹂の一般公開について

八月号
･･････････････････
﹁地方分権苦情情報センター﹂への情
報提供を！ ････････････････
八月号
第二十四回﹃都市問題﹄公開講座
ものづくりとまちづくり ･････
九月号
﹁地方分権苦情情報センター﹂への
情報提供を！ ･･････････････
九月号
平成二十一年 度民生用燃料電池 導入
支援補助金事業について ･････
十月号
﹁先進政策バンク﹂の一般公開について
十月号
･･････････････････
﹁地方分権苦情情報センター﹂への
情報提供を！ ･･････････････
十月号
みんなで減らそう！超過勤務！
十一月号
････････････････
﹁地方分権苦情情報センター﹂への
情報提供を！ ････････････
十一月号
﹁先進政策バンク﹂の一般公開について
十一月号
････････････････
新刊紹介／農山村再生 ﹁限界集落﹂
問題を超えて ････････････
十二月号
ご存じですか﹁地方自治コイン﹂！
一月号
･･････････････････
﹁先進政策バンク﹂の一般公開について
一月号
･･････････････････
﹁若年層を中心とした雇用︑貧困対策
を考える﹂ ワ
―ーキング・プアを成長
の原動力に転換させるためには ―
二月号
･･････････････････
第二十五回﹃都市問題﹄公開講座
地球温暖化！自治体はどう応えるか
二月号
･･････････････････
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