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十一月号
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十二月号
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二月号
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三月号
･････････････････････

ズームアップ
栃木県
三重県
埼玉県
愛知県
岡山県
山形県
愛媛県
広島県
大阪府
長崎県

知事随想
『フードバレーとちぎ』を目指して
福田富一（栃木県知事） ･････
四月号
時代の「峠」の向こうの社会を描く
～全国知事会「この国のあり方に関す
る研究会」を通して～
野呂昭彦（三重県知事） ･････
五月号
地方のチャレンジが国を救う
上田清司︵埼玉県知事） ･････
七月号
「芸術立県愛知」の実現に向けて
～国際芸術祭 あいちトリエンナーレ
二〇一〇の開催～
神田真秋︵愛知県知事） ･････
八月号
文化の力で、活 力ある地域づくりを

中村法道（長崎県知事） ･･････四月号
阿部守一（長野県知事） ･･･････
十月号

新知事登場

推進～「あっ晴れおかやま国文祭」い
よいよ開催～
石井正弘︵岡山県知事︶ ･････
九月号
「山形の新しいお米「つや姫」いよいよ
全国デビュー」～コシヒカリを上回る
抜群の食味～
吉村美栄子
︵山形県知事︶
十月号
･･････････････････
愛と心のネットワークで「輝くふるさ
と愛媛」の実現へ
加戸守行
︵愛媛県知事︶
十一月号
････････････････
県民の力とイノベーションで広島の未
来づくりに挑戦～「ひろしま未来チャ
レンジビジョン」を策定～
湯﨑英彦
︵広島県知事）
十二月号
････････････････
ＥＶ（電気自動車）を核とした産業振
興～ＥＶリーディング都市・大阪を目
指して～
橋下 徹︵大阪府知事） ･････
二月号
交流で拓く長崎の未来
～知 事 就 任二年目に当たって～
中村法道（長崎県知事） ･････
三月号

自 平成二十二年四月 至 平成二十三年三月
目次カット
奥のほそ道の風雅の
一端を尋ねて
加藤日出男

しずか

ひとつ

よもすがら

はまぐり

おもかげ

「行く春や鳥啼き魚の目は泪」
四月号
･･････････････････
「木啄も庵はやぶらず夏木立」
五月号
･･････････････････
おい
さつき
かみ
「笈も太刀も五月に飾れ帋織」
六月号
･･････････････････
「閑さや岩にしみ入蝉の声」 ････
七月号
「松島や鶴に身をかれほととぎす」
曽良 ･･･････････････････････
八月号
べ に
「まゆはきを俤にして紅粉の花」
九月号
･･････････････････
「さみだれをあつめて早し最上川」
十月号
･･････････････････
や
はぎ
つき
「一家に遊女もねたり萩と月」
十一月号
････････････････
「むざんやな甲の下のきりぎりす」
十二月号
････････････････
「終夜嵐に波をはこばせて月をたれた
る汐越の松」 西行 ･･････････
一月号
「山中や菊はたおらぬ湯の匂」
二月号
･･････････････････
「蛤のふたみに別行秋ぞ」 ･･････
三月号

浜田恵造（香川県知事） ･････
十一月号
中村時広（愛媛県知事） ･･････
一月号
河野俊嗣（宮崎県知事） ･･････
三月号

特集記事

自治体の経営改革 ･･･････････
五月号
知 事 が 語る ︱ 我 が 都 道 府 県の平 成
二十二年度施政方針と重点施策
六月号
･･････････････････
知 事 が 語る ︱ 我 が 都 道 府 県の平 成
二十二年度施政方針と重点施策
（石川県、長崎県） ･･･････････
七月号

一般記事

「地球温暖化による地域社会の変動予
測 自
―治制度研究会報告書 」
―の概要
四月号
･･････････････････
地方分権改革推進のための地方大会
秋田県 ･･･････････････････
四月号
通常国会で成立した地方関連主な法
律の概要 ･･･････････････････
五月号
第十五回日ロ知事会議の概要
七月号
･･････････････････
持続可能な社会と税財政
全国知事会主催講演会の概要 ―
―
（横山彰） ･････････････････
七月号
アジア諸国の地方分権時代における
国と地方の新たな関係
シンポジウム「地方分権の時代に
―
おける国と地方の新たな関係」での報
告と議論①
―
井川 博 ･････････････････
七月号
全国知事会議の概要 ･････････
八月号
持続可能な社会と税財政
全国知事会主催講演会の概要 ―
―
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新春ごあいさつ
麻生 渡︵全国知事会会長）
一月号
･･････････････････
卯年にちなんで
小宮輝之 ･････････････････
一月号
先進政策バンク優秀政策事例
優秀政策 岩手県、熊本県
一月号
･･････････････････
平成二十二年度政府主催全国都道府
県知事会議の概要 ･･･････････
二月号
先進政策バンク優秀政策事例
優秀政策 埼玉県、
京都府
二月号
･･････････････････
食料安全保障と日本の農政
全国知事会主催講演会の概要 ―
―
三月号
･･････････････････
地方分権改革推進のための地方大会
滋賀県 ･････････････････････
三月号

企画シリーズ記事

ある日の知事
橋下 徹︵大阪府知事︶ ･･･････
四月号
佐藤雄平︵福島県知事） ･･･････
五月号
達増拓也︵岩手県知事） ･･･････
七月号
荒井正吾︵奈良県知事） ･･･････
八月号
仲井眞弘多︵沖縄県知事） ･････
九月号
泉田裕彦︵新潟県知事）
十月号
･
･･････
古田 肇︵岐阜県知事） ･････
十一月号
山田啓二︵京都府知事） ･････
十二月号
浜田恵造︵香川県知事） ･･･････
一月号
石井隆一︵富山県知事） ･･･････
二月号
井戸敏三︵兵庫県知事） ･･･････
三月号

いま地域医療は
地域の病院に勤務して
松谷博之（山口県） ･････････
四月号
地域連携
佐野正幸（高知県） ･････････
五月号
地方都市の救急病院に勤務して
北田英貴（熊本県） ･････････
六月号
住民・行政・医 療 者の協 働で地域医
療崩壊を防ぐ
遠藤秀彦（岩手県） ･････････
七月号
第二の故郷、涌谷にたどり着くまで
青沼孝徳（宮城県） ･････････
八月号
健康長寿な島の地域包括医療
三浦源太（大分県） ･････････
九月号
長崎県の離島医療
津田俊彦（長崎県） ･････････
十月号
長島町の医療の現状
三角芳文（鹿児島県） ･････
十一月号
大島診療所
園田知丈（福岡県） ･･････十二月号
地域医療を面白くするには
米田博輝（青森県） ･････････
一月号
心筋梗塞の長距離搬送
高橋文彦（北海道） ･････････
二月号
本永先生が地域医療貢献奨励賞を受
賞されて
岸本信三（沖縄県） ･････････
三月号

なるほど経済
二〇一〇年度の経済見通しと公共・建設
投資減少の影響～建設投資依存度の
高い地域は、
マイナス影響の対策を～
奥原英彦 ･････････････････
四月号
どう進める休暇の分散化

山田伸二 ･････････････････
五月号
公共交通の「快適性・安心性評価指標」
と携帯電話端末活用への期待
早川康弘 ･････････････････
六月号
二〇一〇年度デフレ経済下における地
域産業活性化～地域産業のグローバル
化と福祉・教育化産業政策の導入を～
奥原英彦 ･････････････････
七月号
消費税でつまずいた菅政権
山田伸二 ･････････････････
八月号
中国に進出した日本企業の経営環境
の変化と ＣＭ
早川康弘 ･････････････････
九月号
地域主権時代の「人材育成」戦略
～国頼みの人材教育から脱却し、現
在の「藩校」の復活を～
奥原英彦 ･････････････････
十月号
円高と日本経済
山田伸二 ･･･････････････
十一月号
企業におけるノンペーパー推進活動と
スマートフォン会議システム導入の効果
早川康弘 ･･･････････････
十二月号
二〇二〇年 新３Ｋ牽引型産業構造
転換に向けて～環境保全型産業、ケ
ア関連型産業、観光関連型産業の地
域展開を～
奥原英彦 ･････････････････
一月号
春闘と賃金政策
山田伸二 ･････････････････
二月号
中国における和諧社会建設と日本企
業の基本戦略
早川康弘 ･････････････････
三月号
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（植田和弘） ･･･････････････
八月号
中国における国と地方の新たな関係
シンポジウム「地方分権の時代に
―
おける国と地方の新たな関係」での報
告と議論②
―
木村俊介 ･････････････････
八月号
インドネシアにおける国と地方の新
たな関係
シンポジウム「地方分権の時代に
―
おける国と地方の新たな関係」での報
告と議論③ ―
井川 博 ･････････････････
九月号
平成二十二年度都道府県当初予算額
調（普通会計） ･･･････････････
九月号
「第三回先進政策創造会議」の開催
十月号
･･････････････････
フィリピンにおける国と地方の新たな
関係
シンポジウム「地方分権の時代に
―
おける国と地方の新たな関係」での報
告と議論④
―
木村俊介 ･････････････････
十月号
先進政策バンク優秀政策事例
先進政策大賞 埼玉県 ･････
十一月号
韓国における国と地方の新たな関係
シンポジウム「地方分権の時代に
―
おける国と地方の新たな関係」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
優秀政策 和歌山県、島根県、
長崎県
十二月号
････････････････
タイにおける国と地方の新たな関係
シンポジウム「地方分権の時代に
―
おける国と地方の新たな関係」での報
告と議論⑥ ―
木村俊介 ･･･････････････
十二月号

Ｓ

言葉が促す意識の改革 ･･･････
四月号

一括交付金は分権なのか ･･････
五月号
水戸黄門頼み症候群 ･････････
六月号
強い地方財政になるのか ･･････
七月号
地方も消費税頼みか ･････････
八月号
選択肢のある二元代表制案
九月号
･
･
･･
民主党政権一年目の通信簿 ････
十月号
直接民主制の出番 ･････････
十一月号
出先機関廃止を迫る広域連合
十二月号
････････････････
地方自治法抜本改正への第一歩
一月号
･･････････････････
地域自主戦略交付金スタート
二月号
･･････････････････
子ども手当の負担に地方の反乱
三月号
･･････････････････

都道府県
アラカルト
浅井建爾

平成の大合併で各地に出現した広大
な飛び地 ･･･････････････････
四月号
少子高齢化で日本から日本人がいな
くなる？ ･･･････････････････
五月号
毎 年増 え続けている限界 集落とは？
六月号
･･････････････････
自 動 車のナンバープレートは走る広
告塔 ･･･････････････････････
七月号
日本中の道路を一本につなぐと月まで
届く？ ･････････････････････
八月号
日本中の自動車を一列に並べると地球
を一周するか？ ･･････････････
九月号
自転車と自動車、どっちが多い？
・十月号
････････････････
都道府県の認知度が高い県・低い県
十一月号
････････････････

いよいよ完成する東京スカイツリー、
日本の塔の高さ比べ ････････
十二月号
花 粉 症 に か かる 人 が 最 も 多い県 は、
少ない県の四十五倍 ･･････････
一月号
森 林 資 源に恵まれている日本、だが
木材の自給率はわずか二〇％
二月号
･･････････････････
日本の可 住地は国土面 積の何％か？
三月号
･･････････････････

･

宗像・沖ノ島と関連遺産群
福岡県 ･･･････････････････
三月号

ふるさとの料理と
名所探訪

市と自然と文化の魅力が共存。ぶら
り、新緑の神奈川へ。
神奈川県 ･････････････････
四月号
海 あ り 山 あ り 川 あ り 自 然の 宝 庫
「和歌山」ヒーリングの旅
和歌山県 ････････････････
五月号
ドラマ「 IRIS
」で盛り上がる秋田県四
季 折々の景 色、食、祭 り。心に彩 り
与えます
秋田県 ･･･････････････････
六月号
香川のアートと島料理
香川県 ･･･････････････････
七月号
住んでよし、訪れてよしの理想郷〝ふ
じのくに”静岡県へお越しください
静岡県 ･･･････････････････
八月号
〝神々の国しまね”をゆく～神話のス
ポットと美味の旅～
島根県 ･･･････････････････
九月号
佐賀県 ･･････････････････十月号
〝きて・みて・なっとくおいでよ徳島。
”
徳島県 ･････････････････
十一月号
茨城の注目スポットと絶品グルメ
茨城県 ･････････････････
十二月号
二〇一一年三月十二日九州新幹線全線
開業 「本物の素材」があふれる鹿児
島へ是非お越しください。
鹿児島県 ･････････････････
一月号
ローカル線でとちぎの旅
栃木県 ･･･････････････････
二月号
幸せ出ずる国、いわてへ�。
岩手県 ･･･････････････････
三月号
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千年サンゴ
徳島県 ･･･････････････････
四月号
萩～日本を代表する近世の城下町～
山口県 ･･･････････････････
五月号
勝沼ぶどうとワインの里
山梨県 ･･･････････････････
六月号
地形・地質の博 物 館「山陰海 岸ジオ
パーク」
兵庫県 ･･････････････････
七月号
歴史と癒しの水辺空間 富岩運河
富山県 ･･･････････････････
八月号
漆黒の天守 松本城と城下町湧水群
長野県 ･･･････････････････
九月号
世界自然遺産「知床」
北海道 ･･･････････････････
十月号
東 京 都「 小 笠原 諸 島 」～間 近にせま
る 世界自然遺産登録審査～
東京都 ････････････････
十一月号
新しい熊本の玄関口を飾る「くまもと
アートポリス」
熊本県 ･････････････････
十二月号
歴史 文化 伝統の象徴
「金沢城公園」
石川県 ･･････････････････
一月号
世界遺産 七里御浜
三重県 ･･･････････････････
二月号
･

自治体職員の
危機管理の要諦
田中正博
「メラビアンの法則」で学ぶトヨタ社
長の公聴会の評価
四月号
･･･････････
「表現力」を高めよ
五月号
･････････
緊急記者会見でのタブー事例
六月号
･･････････････････
口蹄疫感染・拡大の教訓 ･･････
七月号
「苦渋の決断」の意味するものとは
八月号
･･････････････････
そのとき、どう対応したか？クライシ
ス・コミュニケーションの失敗例
九月号
･･････････････････
マスコミに最初に与える印象が、その
後の信頼感を左右する ･･･････
十月号
大阪地検特捜部事件の教訓 ―
危機管
理からみた〝七つの認識欠如” ―
十一月号
････････････････
失言、迷言が教える危機管理
十二月号
････････････････
「対応」は「迅速」が条件である
一月号
･･････････････････
個人情報漏えいを防ぐために
二月号
･･････････････････
不祥事防止には幹部の意識と意欲が
カギ ･･･････････････････････
三月号
!!

わかりやすい
地方分権
松本克夫

!!

技が輝く
くる め か すり

あか

ま すずり

ぶ し ゅ う しょう あ い ぞ め

紙

久留米絣
福岡県 ･･･････････････････
四月号
上越クリスタル
群馬県 ･･･････････････････
五月号
みやじまやき
宮島焼
広島県 ･･･････････････････
六月号
京焼・清水焼
京都府 ･･･････････････････
七月号
中津和傘
大分県 ･･･････････････････
八月号
信楽焼
滋賀県 ･･･････････････････
九月号
萬祝式大漁旗
千葉県 ･･･････････････････
十月号
箱根・小田原地域の木製品
神奈川県 ･･･････････････
十一月号
越前漆器
福井県 ･････････････････
十二月号
赤間硯
山口県 ･･････････････････
一月号
武州正藍染
埼玉県 ･･･････････････････
二月号
名古屋友禅 名古屋黒紋付染
愛知県 ･･･････････････････
三月号

表

福井県立恐竜博物館
福井県 ･･･････････････････
四月号
石川県政記念しいのき迎賓館
石川県 ･･･････････････････
五月号
岩崎弥太郎像
高知県 ･･･････････････････
六月号
仙台七夕まつり
宮城県 ･･･････････････････
七月号

だ し

豪華絢爛な山車祭り
青森県 ･･･････････････････
八月号
日南線観光特急「海幸山幸」
宮崎県 ･･･････････････････
九月号
砂の美術館
鳥取県 ･･･････････････････
十月号
紅葉が彩る妙義山
群馬県 ･････････････････
十一月号
あんぽ柿
福島県 ･････････････････
十二月号
雪をまとった富士山
山梨県 ･･･････････････････
一月号
田沢湖の大パノラマを望むゲレンデ
秋田県 ･･･････････････････
二月号
蘇りの聖地“熊野”山ガールたちがパ
ワーチャージ
和歌山県 ･････････････････
三月号

その他
電子自治体推進セミナー ･ ････
四月号
新刊紹介／協働の行政学─公共領域
の組織過程論 ･･･････････････
四月号
「先進政策バンク」の一般公開について
四月号
･･････････････････
「地方分権苦情情報センター」への情
報提供を ･･･････････････････
四月号
第二十六回『都市問題』公開講座
「コンクリートから人へ」の行方
五月号
･･････････････････
新刊紹介／「分かち合い」の経済学
五月号
･･････････････････
新刊紹介／図解よくわかる自治体決
算のしくみ ･････････････････
五月号
「地方分権苦情情報センター」への情
報提供を ･･･････････････････
五月号
「先進政策バンク」の一般公開について
五月号
･･････････････････

日本 自 治 学 会・第 十回シンポジウム
のお知らせ ･････････････････
六月号
地域の〝元気活動”募集
平 成二十二年 度あしたのまち・くら
しづくり活動賞募集 ･････････
六月号
新刊紹介／はじめて学ぶ地方自治法
六月号
･･････････････････
新刊紹介／できる公務員の交渉力
六月号
･･････････････････
「先進政策バンク」の一般公開について
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
第六十回“社会を明るくする運動”を
迎えて ･････････････････････
七月号
被爆六十五周年 平和祈念の黙とうを
七月号
･･････････････････
年次有給休暇の取得促進
～ワーク・ライフ・バランスの実現に
向けて～ ･･･････････････････
七月号
記念貨幣を発行します ･･･････
七月号
「先進政策バンク」の一般公開について
七月号
･･････････････････
第四十七回全国広報広聴研究大会の
ご案内 ･････････････････････
八月号
新刊紹介／現代地方自治論 ････
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
第二十七回『都市問題』公開講座
岐路に立つ地域医療 ･ ････････
九月号
新刊紹介／外国人の法律相談
九月号
･･････････････････
「先進政策バンク」の一般公開について
九月号
･･････････････････
「先進政策バンク」の一般公開について
十月号
･･････････････････

実践

危機管理

「地方分権苦情情報センター」への情
報提供を ･･･････････････････
十月号
自治体が求める幹部を養成する
～最新最高の授業と実践的演習と～
十一月号
････････････････
新刊紹介／自治体職員スタートブック
十二月号
････････････････
みんなで減らそう時間外勤務
十二月号
････････････････
記念貨幣を発行します ･････
十二月号
住民総参加型スポーツイベント『チャ
レンジデー二○一一』参加自治体募集
十二月号
････････････････
「地方分権苦情情報センター」への情
報提供を ･････････････････
十二月号
「先進政策バンク」の一般公開について
十二月号
････････････････
第二十八回『都市問題』公開講座
分権なくして福祉なし ･･･････
一月号
「先進政策バンク」の一般公開について
一月号
･･････････････････
住民総参加型スポーツイベント『チャ
レンジデー二○一一』実施自治体募集
二月号
･･････････････････
「先進政策バンク」の一般公開について
二月号
･･････････････････
「地方分権苦情情報センター」への情
報提供を ･･･････････････････
二月号
新刊紹介／ふるさと再生 架け橋を
創る人たち ･････････････････
三月号

新刊案内／改訂版

広報 ･･･････････････････････
三月号
「先進政策バンク」の一般公開について ･

三月号
･･････････････････
「地方分権苦情情報センター」への情

報提供を ･･･････････････
……三月号
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