
号 年月 分類 タイトル 著者

129 2021.6

道標 コロナ禍での自治研センター活動 櫻井靖雄

特集 1 「地方創生」と新しい地域づくりの方向 富樫幸一

特集 2 『自治体戦略 2040構想』と地方自治・公務労働 山本公徳

地域レポート 1 高山市における行政改革の変遷 ～その３ 市町村合併前後（2004年頃）から～ 小井戸真人

地域レポート２ 子育て支援クラウドを活用して保育業務の効率化を実現 土屋雅義

地域レポート３ 岐阜市における NPOとの協働事業推進について 富田耕二

128 2021.2

道標 和傘の伝統から創造へ 富樫幸一

特集 1 自治体労働者を巡る労働判例の概観 河合良房

特集 2 ふるさと納税訴訟について 三谷　晋

地域レポート 1 高山市における行政改革の変遷 その２ （2000年～ 2005年 市町村合併前） 小井戸真人

地域レポート 2 中断した多治見市本庁舎建設 ～ 議論は市民検討委員会へ ～ 石田浩司

127 2020.1

道標 コロナ禍で岐阜のまちに人の流れはもどったか 櫻井靖雄

特集 1 地域自治とコミュニティ論を読み直す：山崎仁朗の調査、提案、活動 富樫幸一

特集 2 21正規の社会保障改革は何をめざすか
～社会保障における「地域」と「新自由主義」～ 山本公徳

地域レポート 1 コロナ禍で浮かび上がった女性の課題解決のために 野村美穂

地域レポート 2 高山市における行政改革の変遷（1980年代～ 1990年代） 小井戸真人

126 2020.5

道標 目指す兼業農家像について 子安英俊

特集 1 新型コロナウィルスと緊急事態条項 河合良房

特集 2 新型コロナウィルス感染症と現行法の課題 三谷　晋

地域レポート 1 大垣市議会の新型コロナウィルス対応 丸山新吾

地域レポート 2 関市における防災・減災の取り組み～住民の力で災害に強いまちづくりを～ 土屋雅義

125 2020.2

道標 2020年こそ、怒りを力に 河合良房

特集 1 市民協働の場としてのパブリック・アーカイブ 富樫幸一

特集 2 『地方分権』の批判的分析視角に関する理論的考察
̶̶福祉国家型地方自治に向けて 山本公徳

地域レポート 多治見市の交通施策（高齢者）について 石田浩司

124 2019.11

道標 シビックプライドを我がものとするために 富樫幸一

特集 1 自治体から考える移民／外国人の受け入れ 鈴木江理子

特集 2 LGBTと自治体 河合良房

特集 3 沖縄辺野古にみられる地方自治の本旨の危機 三谷　晋

地域レポート 1 高山市における投票率となり手不足の現状 小井戸真人

地域レポート 2 LGBTについて考える 野村美穂
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号 年月 分類 タイトル 著者

123 2019.6

道標 6月は男女雇用機会均等月間 ̶職場から男女平等を̶ 櫻井靖雄

特集 1 2019年度政府予算と地方財政見通しのここが問題！ 飛田博史

特集 2 街なかのにぎわいとサード・プレイスとしてのカフェ 富樫幸一

地域レポート 1 直営方式の成年後見制度中核機関「関市権利養護センター」解説 土屋雅義

地域レポート 2 大垣駅南街区第一種市街地再開発事業（スイトスクエア大垣） 丸山新吾

地域レポート 3 岐阜市のコミュニティバス事業について 富田耕二

122 2019.2

道標 外国人労働者の受け入れ 高橋　弦

特集 1 ブラック校則？！　～岐阜県立高校の「校則」をチェック～ 河合良房

特集 2 地方自治の本旨と二つの基本条例 ̶自治基本条例と議会基本条例 三谷　晋

地域レポート 1 中津川市における「リニア新幹線事業」について 吉村久資

地域レポート 2 議会基本条例と市民参加について 石田浩司

121 2018.11

道標 ２つの選挙 河合良房

特集 1 地域自立の現像 高橋　弦

特集 2 歴史的な町並みの保存と町家の活用：岐阜町に吹く新しい風 富樫幸一

地域レポート 1 高山市の観光振興と海外戦略 小井戸真人

地域レポート 2 国連の SDGs（持続可能な開発目標）の理念を取り入れた持続可能な地域づくり 野村美穂

地域レポート 3 「岐阜市空き家等対策計画」について 富田耕二

120 2018.4

道標 楽市場とまちづくり 富樫幸一

特集 1 家庭教育支援法案の問題点 河合良房

特集 2 2018年岐阜市長選挙と岐阜の政治構造 山本公徳

地域レポート 大垣市の新庁舎建設事業 丸山新吾

119 2017.12

道標 「いざなぎ景気」超えた　戦後 2番目の景気拡大！…とはいうけれど 櫻井靖雄

特集 1 長良川と街なかにみる水の循環と地域づくり 富樫幸一

特集 2 京都風俗案内所規制について 三谷　晋

地域レポート 1 中津川公立 2病院の現状 吉村久資

地域レポート 2 ICTを活用した新しい健康指導の取り組み 土屋雅義
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号 年月 分類 タイトル 著者

118 2017.6

道標 グローバリズムの軌道修正 ̶̶地域再生に向けて 高橋　弦

特集 1 ライブラリ、街の記憶、まち巡り ̶̶ぎふメディアコスモスの周辺 富樫幸一

特集 2 垂井町における男女共同参画の取り組みの歴史都現状 佐藤延子

地域レポート 1 避難者カード標準化プロジェクトについて 野村美穂

地域レポート 2 高山市の子育て支援策～ 20年の歩み 小井戸真人

地域レポート 3 多治見市議会議員定数について 石田浩司

117 2017.1

道標 ツーリズムのグローバルとローカル 富樫幸一

特集 1 ハラスメント ̶̶パワハラ、セクハラなど 河合良房

特集 2 職務命令及び懲戒処分について ̶̶日の丸・君が代事案に関連して 三谷　晋

地域レポート 1 中津川市の新公立病院改革プラン 吉村久資

地域レポート 2 大垣市の医療費助成制度 丸山新吾

地域レポート 3 生活困窮者自立支援制度における岐阜市での取組み 富田耕二

116 2016.9

道標 参議院議員選挙と野党共闘、そしてマスコミ 河合良房

特集 1 恵那市における男女共同参画の取り組みの歴史と現状 佐藤延子

特集 2 自治研センター視察報告～これからの町づくりを考える
＜恵那市串原地区と三郷町＞

地域レポート 1 岐阜県でも検討される『がんの先端治療施設』についての議論 太田維久

地域レポート 2 モノづくりのまち関市の産業活性化政策 土屋雅義

115 2016.5

道標 「平和日本」の大きな転換点となる第 24回参議院選挙 櫻井靖雄

特集 1 ポスト新自由主義の市民社会像 高橋　弦

特集 2 人口減少の落ち込みを緻密に捉える／再生に向けて盛り返すものは何か 富樫幸一

特集 3 岐阜県池田町における地方創生～町民と役場の協働によるまちづくり～ 早田清宏

特集 4 官製ワーキングプア 河合良房

地域レポート 1 性暴力被害者支援ワンストップセンター
「ぎふ性暴力被害者支援センター」について 野村美穂

地域レポート 2 合併 10年後の高山市の姿から 小井戸真人

地域レポート 3 第 7次多治見市総合計画策定に向けた多治見市議会の取り組みについて 石田浩司

114 2016.1

道標 長良川の世界農業遺産とサステナビリティ 富樫幸一

特集 1 社会市場の意義 高橋　弦

特集 2 協働とその前提について 三谷　晋

地域レポート 1 岐阜県の地域医療構想策定について 太田維久

地域レポート 2 中津川市議会の改革 吉村久資

地域レポート 3 北欧の充実した福祉行政を視察して 丸山新吾
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号 年月 分類 タイトル 著者

113 2015.11

道標 地産地消を可能にする経済の好循環 高橋　弦

特集 1 養老町の男女共同参画への取り組みの歴史と現状 佐藤延子

地域レポート 1 関の「工場参観日」 土屋雅義

地域レポート 2 岐阜市子ども・若者総合支援センター「エールぎふ」について 富田耕二

112 2015.5

道標 地方創生への継承 櫻井靖雄

特集 1 ドイツ社会的市場経済論の再編 高橋　弦

特集 2 高校生のための街なかオープンカレッジー岐阜県内の大学と地域の連携事業 富樫幸一

地域レポート 岐阜県議会の広報紙の議論と改革の方向について 太田維久

111 2015.1

道標 2015年の道標（みちしるべ） 河合良房

特集 1 政務活動費に関する最高裁判決について 三谷　晋

特集 2 自立支援へ向けてのソーシャル・キャピタルー
〈第 29回自治総研セミナー「自立」の語り方〉よりー 高橋　弦

地域レポート 多治見駅北庁舎開庁 石田浩司

110 2014.9

道標 街を楽しむスローなイベント 富樫幸一

特集 1 安部政権と教育委員会制度の改革 河合良房

特集 2 関市の男女共同参画への取り組みと現状 佐藤延子

地域レポート 1 『域学連携』で地域づくり 吉村久資

地域レポート 2 「岐阜市市民活動支援事業」について（岐阜市の事業紹介） 富田耕二

109 2014.4

道標 私たちはどこへ向かうのか 高橋　弦

特集 1 長良川おんぱくを、岐阜県内で展開中：
たくさんのミニ・プログラムを各地で同時開催

富樫幸一・
蒲 勇介・谷口 勤

特集 2 自治体による社会資本の管理はいかにあるべきか
̶第 28回自治総研セミナー報告 高橋　弦

地域レポート 1 防災情報通信システムを巡る県議会の審議と、
見えてくる議会改革へ向けての考察 太田維久

地域レポート 2 高山市議会における議会改革の取り組み 4～さらなる活動の充実に向けて～ 小井戸真人

地域レポート 3 関市議会のタブレット型端末 iPadの導入について 土屋雅義

108 2013.12

道標 東京オリンピックと震災被災者の救済 佐藤延子

特集 1 飛騨高山の個性と交流を通じた地域づくり 富樫幸一

特集 2 社会改革を組み込んだ市場経済 ̶E.ハイマンの構想 高橋　弦

地域レポート かがやきライフタウン構想の推進と生涯学習について 鈴木陸平
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号 年月 分類 タイトル 著者

107 2013.9

理事長就任 自治の基盤づくりに向けて 高橋　弦

道標 国からの地方公務員の給与削減強要に正当性はない 櫻井靖雄

特集 1 環境保全と税～清流の国ぎふ森林・環境税から 蔵治光一郎

特集 2 公契約法と公契約条例̶その意義と可能性 河合良房

地域レポート 多治見市の子育て支援事業の取り組みと課題について 石田浩司

106 2013.5

道標 今後の政党システム 
̶7月の参議院選挙と衆議院選挙の 1票の格差是正が大きな鍵？̶ 水崎節文

特集 多治見市の男女共同参画社会への取り組みと現状 佐藤延子

地域レポート 1 関市の公共交通 土屋雅義

地域レポート 2 高山市議会における議会改革の取り組み 3～理念から実践へ～ 小井戸真人

地域レポート 3 昼飯大塚古墳と大垣市の観光行政 粥川加奈子

105 2013.1

道標 なぜ、“野球での実績 ”が入学者選抜における「検査」となるのか。 河合良房

特集 1 国保広域化に向けての課題 ̶岐阜県を事例に 高橋　弦

特集 2 人口の減少の中での地域の変容とまちづくり 富樫幸一

特集 3 改正行政事件訴訟法とその見直し論について 三谷　晋

地域レポート 1 県営住宅から考える地域コミュニティーの再生と子育てについて 野村美穂

地域レポート 2 被災地を視察して 富田耕二

104 2012.8

道標 水崎理事長への叙勲 三谷　晋

特集 1 「地域主権改革」を考える 河合良房

地域レポート 台風 15号豪雨災害で起きた水害の今後の対応について 石田浩司

レポート 視察「次世代エネルギーの地域への導入」 太田維久

103 2012.5

道標 さよなら原発、脱クルマ依存社会 富樫幸一

特集 各務原市における男女共同参画への取り組みと現状 佐藤延子

地域レポート 1 中心市街地活性化と「中山道中津川宿・六斎市」 吉村久資

地域レポート 2 関版地域内分権「（仮称）地域委員会」 土屋雅義

102 2012.2

年頭所感 今後大きく変動するのか？　政党システム 水崎節文

特集１ 長良川の流域ガバナンスと地域連携 富樫幸一

特集２ 非常勤の行政委員の報酬制度について 三谷　晋

地域レポート 1 高山市議会における議会改革の取り組み【2】
～議会基本条例制定後の取り組み～ 小井戸真人

地域レポート 2 大垣市の現状と課題 粥川加奈子
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号 年月 分類 タイトル 著者

101 2011.12

道標 被災者の人権尊重という視点を！ 河合良房

特集１ 今後の治水のあり方について̶非定量治水への転換が必要だ̶ 今本博健

特集２ 医療保険の「分権的構造改革」̶岐阜県における「協会けんぽ」の軌跡 高橋　弦

100 2011.8

道標 「原発」は私たちに幸せをもたらしたのか？ 櫻井靖雄

特集 1 東日本大震災と行政の仕事のあり方（第 34回総会・特別記念講演） 伊関友伸

特集 2
復興支援レポート

（1）穏やかな海に抱かれた暮らしを願う～被災地の上水道を漏水調査で支援する 吉田珠樹

（2） 被災地で感じた共助の心の大切さ～東日本大震災復興支援活動に従事して 野口明洋

（3） 被災地を訪問して 野村美穂

（4）宮城県多賀城市ボランティア報告 国枝慎太郎

レポート 住民に期待される医療をいかに続けていくか
～岐阜の地域医療を考えるシンポジウム～ 太田維久

99 2011.4

道標 原発神話の崩壊は世界を変えるか 佐藤延子

特集 1 医療保険制度の再構築をめぐる思考枠組 高橋　弦

特集 2 裁判外紛争解決手続（ADR）-気軽に利用できる紛争解決の手段 河合良房

レポート 公共サービスの再生、改革は地域と職場の「現場力」から造ろう、市民自治のゆ
たかな社会～第 33回地方自治研究集会へ参加して～

岐阜県自治研究
センター事務局

98 2011.1

年頭所感 地方の改革は国政を変えられるのか？ 水崎節文

特集 1 可児市における男女共同参画への取り組みと現状 佐藤延子

特集 2 第三セクター支援のための損失補償契約の適法性について 三谷　晋

地域レポート 高山市議会における議会改革の取り組み～開かれた議会づくりをめざして～ 小井戸真人

97 2010.11

道標 喉元過ぎれば熱さ（暑さ）忘れる 三谷　晋

特集 1 転変する国政選挙 --不安定な政党システム 水崎節文

特集 2 長良川河口堰をめぐる利水構造の実態とゲートの開放 富樫幸一

特別寄稿 長良川河口堰開放による塩害発生の検討 在間正史

地域レポート 1 山間地の自治体病院の転機～県立下呂温泉病院を中心に 太田維久

地域レポート 2 地方自治体内における地域主権確立への挑戦 足立　亘

96 2010.8

道標 戦後 65年をむかえた核兵器廃絶へのみちのり 櫻井靖雄

特集 1 岐阜県市町村の自治体財政に何が起きているか -15市町村の財政分析（2009年
度）の結果から 西村　貢

特集 2 自治研センター「長野県下伊那郡下條村」への視察
～ “子どもは元気の源 ”出生率 2.12人の村の取り組み～ 大矢　浩
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号 年月 分類 タイトル 著者

95 2010.4

道標 世代をこえて繋がる長良川と岐阜の街 富樫幸一

特集 1 生活安全条例を考える 河合良房

特集 2 都市景観とまちなか歩き―交歓型の新しいツーリズム 富樫幸一

地域レポート 1 合併から 5年　関市は今 山田美代子

地域レポート 2 地域活性化と「バンブープロジェクト」 吉村久資

資料 平成の大合併を終えて 水崎節文

94 2010.2

年頭所感 政権交替の新春を迎えて 水崎節文

特集 1 有権者の政治参加とその結果のもたらすもの 水崎節文

特集 2 岐阜市における男女共同参画の取組みと現状 佐藤延子

特集 3 条例の処分性について --横浜市保育所施設廃止条例取消等請求事件の検討 三谷　晋

地域レポート 1 高山市における合併後の高根地域の取り組み～過疎化と高齢化の深刻化 小井戸真人

地域レポート 2 松尾芭蕉と大垣～松尾芭蕉で中心市街地活性化するか 丸山新吾

93 2009.1

道標 政権交替と国民・市民参加 渡邊　正

特集 1 岐阜県選挙区からみた民主党圧勝の構図 水崎節文

特集 2 後期高齢者医療制度の無理 --岐阜における地域医療保障の研究（2） 高橋　弦

特集 3 木曽川水系連絡導水路の見直しと自治体財政 富樫幸一

地域レポート 1 木曽川水系連絡導水路事業に関して、政治・市民の動向について 太田維久

地域レポート 2 コミュニティ推進モデル地区の今～国策で山上に開かれた宿場町は生き残れる
か？～ 足立　亘

記念講演 村民と共に世界遺産を守るために 谷口　尚

92 2008.7

道標 岐阜地方裁判所委員会 河合良房

特集 1 地域医療を守るためにー岐阜の地域医療を考えるシンポジムから 山田隆司・細江茂光・
永井雅巳・横幕真紀 

特集 2 自治研主催「徳山ダム」現地視察を終えて
～視察の意義と、これからの地域づくり～ センター事務局

地域レポート 日本一アツイまちでアツイ人たちが集まった 3日間
～第 17回環境自治体会議たじみ会議を開催して 藤井　憲

91 2009.4

年頭所感 派遣村と生存権 佐藤延子

特集 1 地域医療を守るためにー岐阜の地域医療を考えるシンポジムから 永井雅巳

特集 2 コミュニケーションによってこそ甦る街なか再生ーまちづくり交付金などの事業
評価をめぐって 富樫幸一

特集 3 地域司法計画ー地域住民の司法ニーズにどのように応えるか 河合良房

住民の動き 岐阜県版レッドリストの改訂：自然環境を適切に評価するためには？ 向井貴彦
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号 年月 分類 タイトル 著者

90 2009.1

年頭所感 政権形成への民意の活力 水崎節文

特集 1 市町村合併の現状と課題（道州制への展望を兼ねて） 水崎節文

特集 2 後期高齢者医療保険を考える―岐阜における地域医療保障の研究① 高橋　弦

特集 3 高山市における男女共同参画への取組みと課題 佐藤延子

地域レポート 再び地域おこしと「あじめコショウ」 吉村久資

特別寄稿 「命という宝」―第 30回少年の主張岐阜県大会「わたしの主張 2008」最優秀賞
「岐阜県知事賞」受賞 伊藤咲美

89 2008.1

道標 経済政策のベクトル 高橋　弦

特集 1 先の読めない時代の中で ―市民との協働とガバナンス 辻山幸宣

特集 2 徳山ダムの水がなぜ長良川に―木曽川水系連絡導水路の不要な利水と渇水の対策 富樫幸一

住民の動き 応募しない、受け入れない　高レベル放射性廃棄物処分場
～岐阜県内全ての市町村首長アンケート調査～ 兼松秀代

地域レポート 貧しき人々のため　祈った　彫った木っ端聖（ひじり）「円空さん」は美濃の人 柴田義則

88 2008.7

30年の
研究と活動

長良川河口堰問題と自治研の活動 水崎節文

徳山ダム建設計画と自治研センターの活動 渡邊　正

過疎・廃線問題、第三セクター 高橋　弦

地域づくり ―住民の動き、地域レポート、市町村探訪 富樫幸一

地方自治・地方分権、市町村合併、地方財政 河合良房

環境問題への取組み 富樫幸一

座談会 足跡をふりかえり、未来を展望する
水崎節文・渡邊 正・富樫
幸一・村瀬正己・市川尚子・
三尾禎一・河合良房

88号
別冊 2008.7 自治研ぎふの特集と増刊号の主要なテーマ

87 2008.5

道標 人口減少時代の地方都市再生 富樫幸一

特集 1 「全国学力・学習状況調査」と地方自治 河合良房

特集 2 街なか居住とコンパクト・シティ
―岐阜市の都市構造と中心市街地活性化をめぐって 富樫幸一

地域レポート 地域おこしと「あじめコショウ」 吉村久資

86 2008.2

年頭所感 予測困難な政治社会の展望 水崎節文

特集 1 大垣市における男女共同参画への取り組みの現状 佐藤延子

特集 2 地方自治体が進めるべき『災害に対する備え』Part1 川上哲也

特別寄稿 包括根保証制度と東海信用組合 渡辺嘉山

地域レポート 奇跡の連続！　「FC岐阜」J2への軌跡 岐阜フット
ボールクラブ
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号 年月 分類 タイトル 著者

85 2007.12

道標 内部告発と企業の説明責任 渡邊　正

特集 1 なぜ、いま、「改憲」なのか？ 浦部法穂

特集 2 新潟県中越地震被災現場より　「大地震に備えるべきは・・・？」その 1 川上哲也

地域レポート 日本一あついまちの取組　40.9℃　いま多治見がアツい！ 藤井　寛

84 2007.9

道標 平和に生きる権利 佐藤延子

特集 1 統一地方選挙から参議院選挙へ―その特質と課題 水崎節文

特集 2 国保にみる高齢化の問題 高橋　弦

特集 3 岐阜県における人口変化の近年の傾向から―2005年国勢調査結果を中心に 富樫幸一

地域レポート 翻弄される地方自治体～見えてこない地方分権 柳川喜郎

83 2007.4

道標 ますます強まる教育への「国家統制」の中で 河合良房

特集 1 市民参加とまちづくり 須田春海

特集 2 岐阜県下　市町村議会議員意識調査―地方分権・市民参加に対する市町村議員の
意識について 高橋弘子

法律相談 離婚時の年金分割 河合良房

地域レポート 「壬申の乱」を歩く ～「自害峰」に見る隠された史実～ 柴田義則

82 2007.1

年頭所感 「命」と「生」の尊厳 水崎節文

特集 1 岐阜県議会選挙区と議員定数 水崎節文

特集 2 岐阜県における男女共同参画および女性に関する施策の進捗状況について 佐藤延子

特集 3 地域づくりにおける住民組織と NPOの役割：岐阜市と岐阜県の事例から 富樫幸一

地域レポート 高山市高根町の小中学校廃校と合併 ―子どもたちとちいきづくり 富樫幸一

特別寄稿 高山市における公共事業と環境 小井戸真人

81 2006.10

道標 街なか歩きから、スローなツーリズムへ 富樫幸一

特集 1 地域経済・地方財政の現状と課題 ̶政治・経済・社会の構造的転換期 斎藤忠雄

特集 2 災害支援活動と課題 ̶ジャワ島地震支援活動を通じて 川上哲也

地域レポート 空き店舗の現状と課題 吉村久資

指定管理者制度の導入状況に関する調査（2006）中間報告 指定管理者制度の導入
状況に関する調査委員会

80 2006.8

道標 社会保障改革とは 高橋　弦

特集 1 2つの大規模合併の比較（地域と財政 -高山市・郡上市） 水崎節文

特集 2 徳山ダム問題の現状と地域整備の課題 渡邊　正

特集 3 椿洞不法投棄事件をめぐる岐阜市の対応についての法的検討
―廃棄物処理法の視点から 三谷　晋

地域レポート 雑穀されど雑穀 中屋栄一郎

司法を考える（4） 岐阜県の司法の状況 河合良房
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号 年月 分類 タイトル 著者

79 2006.4

道標 徳山ダムの虚と実 渡邊　正

特集 1 西濃地域の合併の状況 ―20市町村合併から 1市 2町へ 佐藤延子

特集 2 木曽川水系フルプラン（2004年 6月）はどのように徳山ダムの必要性を操作し
たのか？ 富樫幸一

特集 3 平成の大合併と岐阜県の特徴 水崎節文

特集 4 アスベストに関わる議会質問について 松原徳和

地域レポート 和歌で城を明け渡す～世界一高価な和歌？～ 柴田義則

司法を考える（3） 裁判官・裁判所をより身近に！ 河合良房

78 2006.1

年頭所感 『小さな政府』の課題 水崎節文

特集 1 市町村合併と小選挙区 水崎節文

特集 2 国保運営にみる地域的特徴―岐阜県の場合 高橋　弦

特集 3 アスベストと健康障害 松井英介

住民の動き フェロシルト―偽りのリサイクル商品 兼松秀代

地域レポート 名馬・名手の里　笠松競馬場 山田きよし

司法を考える（2） 裁判員制度を活かそう！ 河合良房

77 2005.10

道標 新しい研究体制の発足にあたって 水崎節文

特集 1 市町村合併と今後の自治体 岩崎恭典

特集 2 越県合併を選択して 加藤　出

特集 3 間違いだらけの災害基礎知識 川上哲也

司法を考える（1） 司法制度が変わってきました 河合良房

増刊
4号 2005.7 記念講演 産廃 Gメン　千葉県の取り組み 石渡正佳

76 2005.5

道標 2005年の課題展望 水崎節文

地域レポート 1 岐阜市北部における産業廃棄物不法投棄事案の経緯と課題 岐阜市環境事業部

地域レポート 2 椿洞産廃不法投棄に関連した重金属類調査成績 粕谷志郎

特集 大詰めを迎えた市町村合併

よろず
相談コーナー 架空請求 山崎則和

75 2004.4

道標 「平成」の 15年をふりかえって 水崎節文

特集 自治労自治体議員連合　スイス連邦の地方自治制度調査団に参加して 市川尚子

地域レポート 1 市町村合併とまちづくり 大山　功

地域レポート 2 郊外住宅団地の課題と住民によるまちづくり－可児市を中心に－ 海道清信・
金子 修

地域レポート 3 　岐阜県における市町村合併と市町村国保 山田眞稔
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号 年月 分類 タイトル 著者

74 2003.7

道標 「岐阜らしさ」と都市景観 富樫幸一

特集 1 2003統一地方選挙を終わって 水崎節文

特集 2 岐阜市の路面電車沿線住民に対するアンケート調査の概要と結果 小川　慶

地域レポート 長良川の河原活動で感じること 藤崎義治 

住民の動き 北方町における市町村合併と住民投票 室戸英夫

73 2003.3

道標 年頭所感 水崎節文

地域レポート 金華山国有林の紹介 中尾修三

特集 第 29回地方自治研究全国集会　2002年 10月 吉村久資

72 2002.12

道標 支えあう思想 高橋　弦

特集 「近隣政府」の可能性と課題 山崎仁朗

特集 加速する岐阜県における市町村合併 　

地域レポート 明日への対応―白川村世界文化遺産 中川　満

住民の動き 徳山ダムをめぐる岐阜県の利水計画の中止を 富樫幸一

71 2002.9

道標 環境雑考 吉村久資

特集 山県郡 3町村の合併問題を考える 山内克典

特集 市町村合併のあり方を考える -岐阜市との合併を模索する 天谷孝夫

資料 市町村合併 -岐阜県下の特徴的な動き  

地域レポート 多治見市一般廃棄物埋立税と地方分権 仙石浩之

地域レポート 三重県産業廃棄物税の創設について 脇　光弘

住民の動き 金華のまちづくりの歩みと現況 伊藤泰雄

70 2002.1

年頭所感 水崎節文

特集 産業生活空間の変容と都市圏の成長管理 富樫幸一

特別寄稿 同世代循環型の社会を創ろう 武田康郎

特集 市町村合併を考える　I総務省資料 　

特集 市町村合併を考える　II全国町村会資料 　

特集 市町村合併を考える　III岐阜県下の状況 　

特集 市町村合併を考える　IV市町村合併への自治労の対応 　

特集 地方分権と合併の行方 今川　晃

地域レポート 雪を資源とした村づくり＜吉城郡河合村＞ 　

よろず
相談コーナー ドメスティックバイオレンス防止法＝ DV防止法 山崎則和
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号 年月 分類 タイトル 著者

69 2001.6

特集 森の中に 21世紀がある 大森裕司

特集 日本の森林を守るために 嶋崎　譲

住民の動き 岐阜県の核がゴミで汚される !?  ―「超深地層研究所」の撤回を求めて（2） 兼松秀代

地域レポート 高賀の森水と円空の里　洞戸村へようこそ＜武儀郡洞戸村＞ 　

よろず
相談コーナー 新たに登場した負債整理手続き―個人再生 山崎則和

総会報告 第 24回総会と記念講演・セミナー 　

68 2001.1

年頭所感 水崎節文

特集 上矢作町を中心とした「恵南豪雨災害」再び県下を襲った集中豪雨禍（2000年
9月 12日） 編集部

特集 恵南地区国有林視察レポート 民主党県議団

視点 少年法が「改正」された 河合良房

よろず
相談コーナー 盗まれた車が事故を起した場合、所有者の責任は・・？ 山崎則和

住民の動き 岐阜県の核がゴミで汚される !?  ―「超深地層研究所」の撤回を求めて（1） 兼松秀代

67 2000.10

道標 21世紀の岐阜のために街づくりを学ぼう 富樫幸一

特集 介護保険の要介護認定状況について ―岐阜県の 2000年 5月調査から 市川尚子

特別報告 介護の現場では ―岐阜市のホームヘルパーの声 　

特別寄稿 地方分権下における岐阜県内地方財政の現況 西村　貢

地域レポート 2002年 FIFAワールドカップ古川 ―キャンプ地誘致による町づくり 古川町

よろず
相談コーナー 民事再生と特定調停 河合良房

総会報告 第 23回センター総会開く 編集部

65/66 1999.11

道標 新農業基本法の関連諸法制定が重要 加納幸男

特集 介護保険の準備段階 ―多治見・揖斐・郡上のケーススタディ 高橋　弦

住民の動き 特定非営利活動法人　グッドライフ・サポートセンター 中村征子

住民の動き 心のかよう高齢者入浴サービス事業 山腰武彦

特別寄稿 長良川河口堰問題から見た政治のあり方の疑問と課題 北川石松

よろず
相談コーナー 少額訴訟とは？ 河合良房

地域レポート 多治見市の循環型社会づくり 仙石浩之

地域レポート 照葉樹林文化に生きる 下条久生

総会報告 第 22回総会開く 　
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号 年月 分類 タイトル 著者

64 1999.1

年頭所感 活気ある公共空間の形成を 水崎節文

特集 参議院選挙と岐阜県有権者の変容 水崎節文

特集 環境ホルモンと生殖異常 坪井敏男

住民の動き 福祉のまちづくりを目指して 久世須磨子

よろず
相談コーナー 寄与分はどれくらい？ 河合良房

地域レポート 安房トンネル開通で便利になった奥飛騨温泉郷＜吉城郡上宝村＞ 　

地域レポート 男女共同参画社会への取り組み＜多治見市＞ 　

地域レポート リバーフロントで都市との交流！＜恵那郡坂下町＞ 　

総会報告 第 21回センター総会開く 　

63 1998.7

道標 1999年を重視しよう　障害者諸法の改正と市町村プラン 村瀬正己

特集 介護保険 ―制度の内容と課題

住民の動き 養正あいの会設立 ―高齢社会に向けての実践報告 多治見市

特別報告 揖斐川上流・水源山村の苦悩 渡辺　正

地域レポート 森が魚を育て、川が村を興す＜益田郡馬瀬村＞ 　

統計資料 岐阜県における審議会等への女性の登用情況 　

よろず
相談コーナー 境界線からの距離・隣地への立ち入り 河合良房

62 1998.1

年頭所感 「未知への挑戦」―自ら考え、発言し、行動する市民の場を 水崎節文

特集 超深地層研究所計画への疑問 西尾　漠

特集 核融合科学研究所完成 石川嘉康

特集 分権改革で自治体はどう変わるか 高木健二

よろず
相談コーナー 契約の解除と手付金 河合良房

地域レポート 森に学び森と暮らす村 ―薬草の里「かすがモリモリ村」＜揖斐郡春日村＞ 　

61 1998.1

道標 会社をはじめました 柴崎章子

特集 現場から見た廃棄物行政の現状と課題 ―豊島事件の歴史が見せたこの国の姿 石井　亨

資料 産廃施設をめぐる住民投票結果（1） 　

資料 廃棄物処理法改正に対する自治労の取り組み 　

よろず
相談コーナー さまざまな消滅時効 河合良房

地域レポート まんがの発想で村づくり＜吉城郡宮川村＞ 　
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号 年月 分類 タイトル 著者

60 1997.9

道標 市民が主役のまちづくり 甲斐廣子

特集 超深地層研究所計画 大澤正秀

住民の動き 徳山ダム建設の中止を訴える 近藤ゆり子

住民の動き 徳山を大型猛禽類（イヌワシ・クマタカ）の聖地に 上田武夫

地域産業を
訪ねて

急速に進む稲作地帯の農業構造再編
―海津町の地域営農組合と新しい農業経営の試み 渡辺　正

地域レポート 生まれ変わる美濃太田駅とその周辺　交流のまち・中濃地域の拠点駅として
＜美濃加茂市＞ 　

よろず
相談コーナー 不動産を買う際の注意 河合良房

統計資料 都道府県別福祉施設整備状況 　

総会報告 第 20回総会を開催 編集部

59 1997.4

道標 超高齢化社会へ向けて 石渡和子

特集 座談会　男女共生社会の実現に向けて 水崎節文 
ほか 

地域レポート あなたの詞歌、石に刻んでみませんか＜恵那郡蛭川村＞  

地域レポート 道の駅『ラ・フォーレ福寿の里』オープン＜恵那郡上矢作村＞  

住民の動き 御嵩町産廃計画の是非を問う！ 岡本隆子

58 1997.1

年頭所感 今こそ住民の英知と行動を 水崎節文

特集 大学改革における「地域」の時代　『岐阜大学地域科学部』の開設 富樫幸一

地域レポート 世界遺産保存に与えられた責任と課題＜大野郡白川村＞ 　

よろず
相談コーナー 児童虐待 河合良房

住民の動き 降って湧いた「東海環状自動車道計画」に揺れ動く住民たち 寺町知正

その他 河野辰巳、岩崎昭弥さんを偲んで 市川なおこ

57 1996.5

道標 地方分権に思うこと 中村陽樹

特集 岐阜県の活断層と大地震 金折裕司

県境の
市町村展望 東濃拠点都市をめざす中津川さんの今日は 編集部

よろず
相談コーナー 賃料の増額と供託 河合良房

地域レポート 東海北陸自動車道郡上八幡 IC開通に向けて＜八幡町＞ 　

統計資料 平成 7年国勢調査速報から 　

住民の動き 揖斐谷の自然と歴史と文化を語る集い（揖斐谷ミニ学会）の開催 篠田通弘

住民の動き 混迷する大規模産廃処理場問題 御嵩町の対応と反対運動の広域化 編集部
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号 年月 分類 タイトル 著者

56 1996.1

年頭所感 21世紀に向けた新たな思考 水崎節文

特集 新春座談会　脚光を浴びる東濃地方の 21世紀 西寺雅也
ほか

県境の
市町村展望 ひだ神岡散見 編集部

地域レポート 「ぎふスズラン国体」への取り組み 朝日村

地域レポート 徳山ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査 （財）岐阜県文化財
保護センター

よろず
相談コーナー いじめられているらしい！ 河合良房

55 1995.11

中村波男さんを偲んで 河野辰巳

特集 自治体宿願の地方分権推進法が成立 ―分権メニューはこれから 岩崎昭弥

特集 地方分権推進法案に対する本会議質問 編集部

特集 地方分権推進に対する村山内閣の姿勢 ―代表質問者に対する答弁 　

資料 資料 I～ V 地方分権の推進に関する諸資料 　

地域レポート 岐阜市が「中核市」に 編集部

54 1995.1

年頭所感 湯川二郎

特集 各市町村老人保健福祉計画の評価 自治労岐阜県本部
社会福祉協議会

県境の
市町村展望 東西を結ぶ重要拠点＜関ヶ原町＞ 河野辰巳

よろず
相談コーナー 夫の借金・妻の責任 河合良房

53 1994.11

道標 ポスト 55年体制へのステップ 水崎節文

特集 老人保健福祉十ヶ年戦略にみる健常高齢者に対する施策の不十分さと生涯学習の
重要性について 河野辰巳

特集 公共料金凍結と自治体財政への影響 岐阜市水道部

市町村探訪 歴史とダムのまち　そして　観光のまち＜恵那市の多彩な発展を探る＞ 河野辰巳

総会報告 第 17回センター総会 編集部

よろず
相談コーナー 保証について 河合良房

52 1994.6 15周年
記念事業（2）

はじめに

第 2分科会　高齢化社会を考える 　

第 3分科会　長良川流域を考える 　

第 4分科会　まちづくり・むらおこし 　

51 1994.1 15周年
記念事業（1）

21世紀の地域づくり　新春特集号の発行にあたって

記念講演　地域活性化戦略と自治体経営 榛村純一

パネルディスカッション　地方主権を考える 　
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号 年月 分類 タイトル 著者

50 1993.12

道標 岐阜県地方自治研究センター結成 16年を顧みて 中村波男

特集 特別座談会　浅野岐阜市長抱負を語る 浅野　勇 
ほか　

特集 在宅福祉サービスの担い手！ホームヘルパーの現状と課題 岐阜市職員
労働組合

地域レポート 加子母村林業の将来とグリーンキーパーの果す役割 河野辰巳

総会報告 第 16回センター総会 編集部

よろず
相談コーナー 警察から呼び出しが！ 河合良房

49 1993.1

年頭所感 中村波男

特集 新春座談会　県都岐阜市の未来像 浅野　勇
ほか　

特集 日本の年金制度の変遷とその運用について―主として昭和 61年 4月以前の制度 河野辰巳

市町村探訪 美濃平野部に展開する大きな未来を持った町＜安八郡安八町＞ 編集部

住民の動き ゴルフ場の立木トラスト運動 南　修治

よろず
相談コーナー 妻が夫名義で借金を 河合良房

48 1992.12

道標 いまこそ有権者の意識変革を求めて 河野辰巳

特集 高齢化社会をむかえるにあたって　
国民健康保険料（税）の実態と今後の課題に関する検討 河野辰巳

特集 官製の世論づくり　長良川河口堰促進請願の裏側 山田　桂

特集 十三の白い墓標「10.4すくえ長良川 !!世界行動 DAY」参加記 三浦陽一

特集 足元の環境問題「国際河川環境会議」と「世界行動デー」に参加して 寺島隆吉

地域レポート 「日本のまん真ん中の村」「円空のふるさと」＜郡上郡美並村＞ 　

統計資料 岐阜県財政の位置 　

市町村探訪 過疎からの脱皮のために　新しい息吹きを求めて＜大野郡高根村＞ 編集部

よろず
相談コーナー 誤解の多い破産 河合良房

47 1992.9

道標 PKO法案通過に対して 湯川二郎

特集 この声を誰が聞き届けてくれるのか　
岐阜市の請願・直接請求・自主投票を振り返って 足立　孝

特集 「長良川河口堰に関する追加調査報告書」を呼んで 田中豊穂

特集 幻となった河口堰　宍道湖・中海淡水化計画の放棄 山田　桂

住民の動き 関市ゴミ問題市民会議（ゴミュニケーション）の設立と活動を探る 河野辰巳

市町村探訪 過疎地からの脱皮を目指す　古くて新しい村、明宝の未来を探る
＜郡上郡明宝村＞ 編集部

総会報告 第 15回センター総会 編集部

よろず
相談コーナー 自己破産って？ 河合良房
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号 年月 分類 タイトル 著者

46 1992.5

道標 大学の一般教育改革と日本社会 富樫幸一

特集 高齢化社会をむかえるにあたって 河野辰巳

特集 岐阜県の農協合併 県農政部
農業経済課

市町村探訪 知られざる伝統文化とユニークな観光資源に恵まれた村＜揖斐郡春日村＞ 編集部

住民の動き 人生の今日と明日をつなぐネットワーク 畠山矢邑美

地域レポート 「300年の森」条例　山に夢を託す＜益田郡萩原町＞ 編集部

統計資料 統計からみた岐阜県の位置 　

よろず
相談コーナー 残業義務ってあるの？ 河合良房

45 1992.1

年頭所感 地方分権をめざして 中村波男

特集 よみがえる！各務原の地下水 各務原市職員
労働組合連合会

特集 91長良川河口堰についての住民アンケート 富樫幸一

特集 河川の荒廃も極限状態に、県下のゴルフ場開発を点検する 山田　桂

住民の動き 長良川河口ぜき・・直接請求の次は？ 足立　孝

市町村探訪 国際的ヒューマニスト誕生の地＜加茂郡八百津町＞ 編集部

統計資料 昭和 60年・平成 2年国勢調査よりみた岐阜県市町村人口増減 　

統計資料 岐阜県市町村別総人口に占める 65歳以上人口および比率 　

地域レポート 青少年育成と大人の果たすべき役割＜各務原市＞ 編集部

地域レポート 薄墨桜・文化財を中心に、観光立村の夢広がる＜本巣郡根尾村＞ 編集部

よろず
相談コーナー 借地借家法の改正 河合良房

44 1991.10

道標 徳山ダム計画と最後の抵抗者の憤死 渡辺　正

特集 列島重心・遷都の可能性を探る 山田　桂

特集 河口堰とユスリカ喘息は、風吹きゃ桶屋か？ 粕谷志郎

住民の動き 景観照明を憂う、市民運動の半年 玉井武博

地域レポート 人口急増における現況と課題＜可児市＞ 　

よろず
相談コーナー 遺産分割協議 河合良房

増刊
3号 1991.1 改めて問う長良川河口堰―記録と質問回答
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号 年月 分類 タイトル 著者

42/43 1991.2

年頭所感 地方分権の確立を目指して 中村波男

特集 長良川河口ぜき住民アンケートから 富樫幸一

特集 ダム公害と河川環境の保全 渡辺　正

特集 岐阜県のゴルフ場問題をみる 山田　桂

特集 「アース・ディ・ぎふ」を開催 寺町知正

中間報告 岐阜のアパレル産業 プロジェクト

地域農業を
訪ねて 県農業賞（朝日新聞）に輝いた吉城農業協同組合 編集部

地域農業を
訪ねて 岐阜市「合渡いちご部会」 編集部

市町村探訪 農業体験をしてみませんか “アグリパーク恵那 ” 編集部

よろず
相談コーナー 月賦購入した商品に欠陥が！ 河合良房

よろず
相談コーナー 商法が改正されるそうですが 河合良房

40/41 1990.1

年頭所感 地方分権なくして、ふるさと創生なし 中村波男

特集 新春特集　高井和伸・新参議院議員に聞く 編集部

特別報告 さらに拡大している県議会議員定数較差 水崎節文

資料 ふるさと創生 1億円の使途 県地方課

特別報告 酸性雨による環境汚染 公害研究所

市町村探訪 蛭川村のピラミッド 編集部

よろず
相談コーナー 月賦（割賦）購入の仕組 河合良房

自治研究全国
集会レポート 公立病院の財政分析と自治体病院の課題 岐阜市職労

地域レポート 『あののう』から『ぐちコール』そして『五プラス DAY』へ 宮嶋　淳

39 1989.11

道標 連合候補勝利の意義 川上洋一

特集 地方都市の研究　岐阜市を事例として 山田令子

特集 21世紀の夢　岐阜県の宇宙・航空産業 山田　桂

住民の動き 高原川に清流を ちんかぶ会

地域レポート 「平成」の時代を迎え　きのこと「平成」のある町＜武儀町＞ 　

市町村探訪 合掌造りの保存運動＜白川村＞ 　

自治研究全国
集会レポート いき活きした町づくり神岡町民フォーラム '89 神岡町職

よろず
相談コーナー ホテルでの盗難 河合良房

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー　

4
2/4

3-
39



号 年月 分類 タイトル 著者

38 1989.6

道標 『平成元年』の憲法風化 水崎節文

特集 「消費税」対策県民フォーラム開く 編集部

特集 消費税と地方財政 柿本国弘

特集 消費税に異議あり 金井多賀子

住民の動き もう、いりませんゴルフ場！ 寺町知正

特別寄稿 昭和天皇死去をめぐる法的諸問題 辰村吉康

地域レポート “飛騨高山百姓サミット ”開く 渡辺　正

よろず相
談コーナー 子どもの事故 河合良房

37 1989.1

年頭所感 地方自治軽視の税制改革 中村波男

特集 新春座談会　岐阜県の農業 亀山憲雄
ほか　

特集 長良川河口堰の原点を問い返す 水崎節文

イベントだより 西濃はひとつ　スインク '88西濃＜大垣市＞ 　

市町村探訪 星のふるさと・四季の街づくり＜藤橋村＞ 　

よろず
相談コーナー スポーツ事故 河合良房

地域レポート 実現に向けて動き出した飛騨の農道離着陸場建設事業 竹内信三

36 1988.10

道標 教育過剰における教育不在 渡辺　正

特集 岐阜市のコンベンションシティ構想について 岐阜市開発事業局

住民の動き 河川環境の破壊 チンカブ会

特別寄稿 憲法と現代生活　日本国憲法上の平和主義について 辰村吉康

市町村探訪 飛騨せせらぎ街道＜大野郡清見村＞ 　

よろず
相談コーナー 交通事故と損害賠償 河合良房

イベントだより 88飛騨・高山　食と緑の博覧会 編集部

地場産業を
訪ねて 東濃桧の課題と展望 今村　林

地域レポート 転作促進事業のモデル ―ロイヤルグリーン＜本巣郡真正町＞ 　

35 1988.9

道標 「地理」からより深い地域認識へ 富樫幸一

特集 リニアモーターカーが走る日 編集部

特集 岐阜県の稲作　「平年反収全国最低」からの脱出 山田　桂

特集 「スパイ」にされてたまるか　国家機密法案の危険性 河合良房

市町村探訪 美濃飛騨物産繁盛記　チャレンジ KK GIFU 岐阜県

センター通信 元気を出そう　町村のなかま　ホップ・ステップ・ジャンプ集会 町村職評
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号 年月 分類 タイトル 著者

増刊
2号 1988.5 徳山ダム移住者のその後―生活再建に関する調査報告

34 1988.1

年頭所感 国保の医療給付費　地方へ負担転嫁 中村波男

特集 新春座談会　四次総と岐阜県 　

特集 徳山ダム移住者の生活再建に関する調査（中間報告） 自治研
プロジェクト

特別寄稿 冤罪をめぐる諸問題 辰村吉康

住民の動き 神岡町深洞国有林伐採中止 編集部

地域レポート ＜揖斐郡春日村＞ 　

よろず
相談コーナー 死の定義について 小出良煕

市町村探訪 中山道とまちづくり＜中津川市＞ 　

地場産業を
訪ねて 給食用食器で活路開拓＜土岐市＞ 　

33 1987.11

道標 郷土誌「川吠え」の廃刊に思う 八竹昭夫

総会記念講演 対抗力としての地方自治 篠原　一

特別寄稿 愛知県・設楽ダム問題と反対運動の課題 松倉源造

地場産業を
訪ねて 目で見る県内の村おこし事業 編集部

地域レポート 夏キクの生産に意欲を燃やす＜不破郡関ヶ原町＞ 　

31/32 1987.1

年頭所感 補助金削減に苦しむ地方自治体 中村波男

道標 危機に立つ学校給食 市川重正

特集 新春座談会　森林荒廃を防ぎ林産業振興の道をさぐる 　

その他 ぎふ未来博だより 　

特別寄稿 ボランティア活動とその法的責任 辰村吉康

住民の動き 郷土愛から生まれた「ちんかぶ会」の活動 山本正明

住民の動き 自然食品を産直で共同購入　たべものは命 ･本物を求めて 本田希子

市町村探訪 “自然休養のさと ”めざし体験農業にとりくむ＜大野郡高根村＞ 　

よろず
相談コーナー 悪徳商法を切る（4）キャッチセールス 小出良煕

地場産業を
訪ねて めざせこんにゃく村＜恵那郡串原村＞ 　

統計分析 昭和 60年国勢調査よりみた岐阜県市町村人口指数 　

地域レポート “樽見鉄道の延長 ”に湧く＜本巣郡根尾村＞
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号 年月 分類 タイトル 著者

30 1986.6

道標 自衛権とは？ 渡辺儀造

特集 ぎふ中部未来博覧会について 博覧会準備室

教育問題
シリーズ 「いじめ」しんどろーむと脱学校 岡田　啓

地域レポート 500万円住宅「武儀の家」＜武儀郡武儀町＞ 　

地域農業を
訪ねて 混住化と総合的農村整備の課題＜海津郡南濃町＞ 渡辺　正

地場産業を
訪ねて 円高直撃の非鉄金属　神岡鉱山は生き残れるか 編集部

よろず
相談コーナー 悪徳商法を切る（3）内職商法 小出良煕

29 1986.1

年頭所感 国の財政難を国民と地方に押しつけるな！ 中村波男

特集 新春座談会　岐阜県における「行政改革の実態」 市川なおこ
ほか　

特集 子どもたちの血は今立ったまま深く瞑っている 岡田　啓

市町村探訪 日本人の心のふるさと日本大正村＜恵那郡明智町＞ 　

地域レポート 「じねんじょ」で活力ある村づくり＜恵那郡坂内村＞ 　

地域レポート デカ木住宅で “村おこし ”＜武儀郡上之保村＞ 　

よろず
相談コーナー 悪徳商法を切る（2）開運商法 小出良煕

地場産業を
訪ねて 円高の直撃　刃物・陶磁器産地 編集部

28 1985.11

道標 行革と行政の責任 山下八洲夫

特集 プラズマ研究所　パート 2 山田　桂

市町村探訪 キウイに活路を求めて＜武儀郡洞戸村＞ 　

よろず
相談コーナー 悪徳商法を切る（1）呼び出し商法 小出良煕

住民の動き 名勝天然記念物「霞間ヶ渓の桜」をめぐる動き＜揖斐郡池田町＞ 　

住民の動き 各務原の給食改善運動 柴原章子

調査報告 国鉄ローカル線と地域社会―存続の瀬戸際に立つ越美南線 国鉄ローカル線
プロジェクトチーム

27 1985.6

道標 自治体行政の効率化を阻害するもの 国井信彦

特集 いま、岐阜県版ニューディールを！ 森　しん

よろず
相談コーナー 内縁の妻が相続するには 小出良煕

地域農業を
訪ねて 美濃加茂市山ノ上町上野地区 渡辺　正

住民の動き 名勝木曽川の築堤に反対する＜加茂郡坂祝町＞ 　

26 1985.1

年頭所感 分権なしに地方行革はない 中村波男

特集 新春座談会　徳山村は今 大牧富士夫
ほか　

特集 岐阜県四次総の背景 山田　桂

市町村探訪 より自然の味を求め＜大野郡久々野町＞ 　

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー　

30-
26

 



号 年月 分類 タイトル 著者

25 1984.11

道標 二つのスポーツ祭典に想う 水崎節文

特集 長良川周辺整備構想　その 2 岩崎昭弥

特集 県財政の中のスポーツ 山田　桂

住民の動き “地熱発電 ”に町は騒然＜益田郡下呂町＞ 　

市町村探訪 奥飛騨にもう一つの徳山＜大野郡丹生川村＞ 　

よろず
相談コーナー 農地の相続方法について 小出良煕

地域レポート 高度な工業県化をめざして＜関市＞ 　

地域農業を
訪ねて 恵那市・南部新農構事業 渡辺　正

24 1984.5

道標 人勧抑制と地方自治制度の本質 丹羽中正

特集 長良川周辺整備構想 岩崎昭弥

特集 岐阜県の県民性 山田　桂

住民の動き プラ研移転問題と住民運動 伊藤智恵子

市町村探訪 豊かな歴史の城下町＜恵那郡岩村町＞ 　

よろず
相談コーナー 土地お時効取得について 小出良煕

地場産業を
訪ねて 東濃ヒノキ 県林政部

地域レポート 0メートルに息吹くふれあいの町＜海津郡海津町＞ 　

統計資料 県内市町村民所得 　

統計資料 全国県庁所在都市別消費者物価地域差指数 　

自治研市民
セミナー 第 3期　核エネルギーとエネルギー問題の将来 湯川二郎

23 1984.2

年頭所感 地方と国民いじめの行革を許すな 中村波男

特集 新春座談会　岐阜県の将来と「四次総」 岩崎昭弥
ほか

報告 9.28災害社会党プロジェクトチーム調査報告書 　

住民の動き 国鉄ローカル線を考える（3） 　

地域レポート 宮村保健センター＜大野郡宮村＞ 　

緊急報告 徳山村その後 平方浩介

地場産業を
訪ねて せんべい＜加茂郡八百津町＞ 　

自治研市民
セミナー 第 2期　教育「荒廃」の根源を問う 渡辺　正
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号 年月 分類 タイトル 著者

22 1983.10

道標 行革風潮の中での住民サービス 村瀬正己

特集 木曽川右岸流域下水道反対運動の 10年 杉原利治

特集 私の歩んできた地域医療の路 中野重男

特集 公共事業は全国最低 山田　桂

住民の動き 村の息吹を私達の手で蘇らせたい＜揖斐郡徳山村＞ 篠田通弘

市町村探訪 どうしたら緑はよみがえるか＜恵那郡坂下町＞ 編集部

よろず
相談コーナー サラ金から借金を繰り返す息子 小出良煕

地域農業を
訪ねて 不破郡関ヶ原町 渡辺　正

地場産業を
訪ねて 木製玩具＜郡上郡八幡町＞ 　

自治研市民
セミナー 第 1期　憲法と現代生活 　

21 1983.8

道標 新たな地域生活圏運動に向けて 安藤秋義

特集 米は不足するか 清水広昭

特集 導入された有料福祉 天木清彦

特集 参議院議員定数不均衡の実態と問題点 水崎節文

住民の動き 郷土の牛乳を考える全国集会より 竹内直一

地域レポート 伝説の秘境に「粥川の森」＜郡上郡美並村＞ 編集部

市町村探訪 分裂後の徳山村から 平方浩介

よろず
相談コーナー マイホームの手抜き工事に対して 小出良煕

総会報告 第 6回総会報告 編集部

20 1983.5

道標 これでよいのか「行革路線」 河野辰巳

特集 臨調答申は国有林を荒廃させる 長瀬好隆

住民の動き 穂積町における小選挙区制の実態と問題点 西岡一成

特別寄稿 山村における過疎の実態―坂内村の実態調査 南山大学
萩野ゼミナール

統計資料 市町村議員の減数条例の実態 辰村吉康

調査報告 丹生川村過疎問題調査報告 水崎節文・
渡辺　正

よろず
相談コーナー 突然の婚約破棄にとまどう私 小出良煕
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号 年月 分類 タイトル 著者

19 1983.1

年頭所感 地方分権化は肩透かし 中村波男

特集 新春座談会　岐阜県の経済を語る 小野木三夫
武藤公典 ほか　

特集 「行革・地域生活圏闘争」を推進しよう 丸山康雄

地場産業を
訪ねて 繊維 編集部

地域農業を
訪ねて 大野郡丹生川村 渡辺　正

地域レポート 緑と心のふれあう田園文化都市をめざして＜可児市＞ 　

統計資料 教育費総額 　

よろず
相談コーナー 保証人の責務と免責 小出良煕

18 1982.11

道標 社会党と行政改革 竹ノ内信三

特集 鈴木行革の本音 浅井幸男

特集 情報公開をめざして 市川なおこ

特集 議員定数の是正は急務 岩崎昭弥

市町村探訪 徳山村その後 編集部

アメリカ見たまま
感じたまま チップとサービス 辰村吉康

地域レポート 町の拠点としての緑の村＜養老郡上石津町＞ 　

地場産業を
訪ねて かんてん＜恵那郡山岡町＞ 編集部

よろず
相談コーナー 連帯保証人について 小出良煕

統計資料 岐阜県の県民性 　

総会報告 自治研センター第 5回総会報告 編集部

17 1982.7

道標 財政再建・行政改革・臨調 山田栄一

特集 牛乳生産県　岐阜県の牛乳を考える 八竹昭夫

住民の動き ある主婦のたたかい　反核「みんなの会」と私 鈴木芙美子

市町村探訪 農業婦人部大学誕生＜加茂郡川辺町＞ 　

よろず
相談コーナー 私有財産と公共性 小出良煕

アメリカ見たまま
感じたまま アメリカの学校制度 辰村吉康

地域レポート 徳山ダム近況報告 平方浩介

地域農業を
訪ねて 揖斐郡大野町 渡辺　正

地場産業を
訪ねて 木工・家具＜高山市＞ 　
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号 年月 分類 タイトル 著者

16 1982.4

道標 教育の荒廃と再生 渡辺　正

特集 公営企業の財政を見る 　

特集 岐阜市水道財政の問題点 水崎節文

特集 岐阜市営バスの現状と展望 市交通労組

特集 臨調第 1次答申の自治体・住民への影響調査 渡辺儀造

市町村探訪 大型観光施設大平山開発構想動き出す＜本巣郡本巣町＞ 編集部

よろず
相談コーナー 時効について 小出良煕

アメリカ見たまま
感じたまま マジソン市のバス 辰村吉康

地域レポート アパレルに活力を 岐阜市

地場産業を
訪ねて 刃物 関市

15 1982.1

年頭所感 行革のねらいは財政再建　負担を国民と自治体に転嫁 中村波男

特集 未来のエネルギープラズマを考える 　

特集 エネルギー開発とプラズマ 湯川二郎

特集 名古屋大学プラズマ研究所の沿革と次期計画 寺嶋由之助

特集 核融合炉開発の問題点 原　野人

対談 移転予定地をめぐって 編集部

特集 第 2臨調と地方自治（その 2） 　

特集 行革国会とこれからの臨調 栗山益夫

特集 地方議員から見た行政改革のまやかし 竹内信三

地域農業を
訪ねて 新登場 渡辺　正

住民の動き 学校群制度をめぐる問題点 八木初枝

アメリカ見たまま
感じたまま アメリカにおける地方自治の実態　図書館 辰村吉康

よろず
相談コーナー 分譲地を買ったが調整区域だった 小出良煕

地域レポート 郷土歌舞伎を復活して＜東白川村＞ 　

14 1981.10

道標 「食品安全基本法」制定への私見 八竹昭夫

特集 第 2臨調と地方自治 栗山益夫

特集 今日の教育の荒廃は複合汚染である こばやしひろし

特集 ダム建設に揺れる徳山村　徳山村過疎調査報告書 水崎節文・渡辺正・ 
辰村吉康
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号 年月 分類 タイトル 著者

13 1981.7

道標 政治とは　さて 小出良煕

特集 1 国鉄ローカル線を考える（2） 中村波男

特集 2 憂うべき県民所得の低下 編集部

特集 3 F15がやってきた 編集部

地方自治法の
基礎 議事公開の原則と秘密会 辰村吉康

特別寄稿 大衆化した減税運動 岐阜県減税
共闘会議

地方財政の危機 財政分析の手引き（5） 千葉　稔

統計資料 昭和 56年度県一般会計予算の款別比較 　

よろず
相談コーナー 少年法改正の問題点 小出良煕

12 1981.4

道標 県民の選択に思うこと　参議院岐阜補選 辰村吉康

特集 参議院選挙制度改革について（その二） 水崎節文

特集 合成洗剤の催奇形性をめぐって 小瀬洋喜

特集 市民生活の側からみた岐阜市の決算書 山田　桂

地方財政の危機 財政分析の体系（2） 千葉　稔

市町村探訪 農業と観光で過疎に歯止めを＜郡上郡高鷲村＞ 編集部

よろず
相談コーナー 近接した隣家とのプライバシー 小出良煕

地方自治法の
基礎 市町村議会の議員定数 辰村吉康

地域レポート 自然と歴史の声がこだまする観光の町＜関ヶ原町＞ 　

地域レポート 白樺の町 “くぐの ”＜久々野町＞ 　

統計資料 国勢調査に基づく人口動態 　

読者の声 徳山村のおばあちゃんより 　

11 1981.1

年頭所感 みんなの力で地方の時代を 中村波男

特集 新春座談会「地方の時代」を考える 蒔田　浩・矢澤鐘三
長屋　實 ほか

特集 喫煙か健康か 石川哲也

特集 合成洗剤シンポジウム報告 自治研センター

地方自治法の
基礎 過疎地域振興特別措置法 辰村吉康

地方財政の危機 財政分析の体系（1） 千葉　稔

地域レポート 生まれ変わる町＜平田町＞ 　

市町村探訪 人間かカモシカか＜小坂町＞ 編集部

よろず
相談コーナー 子供の非行に対処するには 小出良煕
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号 年月 分類 タイトル 著者

10 1980.11

道標

特集 1 座談会　徳山村過疎調査を終えて 　

特集 2 減反問題を考える 加藤純雄

特集 3 拝啓　小瀬岐阜薬科大学教授 “合成洗剤はそんなに安全でしょうか ” 八竹昭夫

特集 4 参議院選挙制度改革について 水崎節文

地方財政の危機 超過負担をめぐる諸問題（追録） 辰村吉康

市町村探訪 お茶栽培を訪ねる＜福岡町＞ 編集部

よろず
相談コーナー 民法改正による妻の相続分について 小出良煕

地方自治法の
基礎 地方議会の憲法改正決議 辰村吉康

総会報告 第 3回総会盛大に開く 自治研センター

9 1980.8

道標 慣れるとは恐ろしいもの 八木初枝

特集 1 合成洗剤と水質汚濁 小瀬洋喜

特集 2 合成洗剤から石けんへ 市川なおこ

特集 3 長良川の水質汚染 八竹昭夫

特集 4 岐阜大学の統合移転（その 2） 館　正知

住民の動き ゴーサインの出た鉄道高架と貨物駅移転 編集部

地域レポート 観光と歴史のまち＜養老町＞  

対談 木曽川右岸流域下水道問題その後 編集部

統計資料   

市町村探訪 全国で 29番目に少ない人口の市＜美濃市＞ 編集部

よろず
相談コーナー 高利業者に金を借りてしまったが 小出良煕

地方自治法の
基礎 議会の不信任議決権と長の解散権 辰村吉康

地方財政の危機 財政分析の手引き（第 2回） 千葉　稔
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号 年月 分類 タイトル 著者

8 1980.4

道標 真の「地方の時代」の実現に向けて 浅井永次

特集 1 岐阜大学の統合移転（その 1） 館　正知

特集 2 河口ゼキ　その新しい疑問 小出良煕

特集 3 教育立県と教育財政 森　しん

住民の動き 岩野田小学校の通学区分離問題 早川竜雄

市町村探訪 越県入学問題を考える＜中津川市神坂町＞ 編集部

よろず
相談コーナー 土地の所有権について 小出良煕

地方財政の危機 財政分析の手引き（第 1回） 千葉　稔

地方自治法の
基礎 附属機関 辰村吉康

気になる統計 教育施設の充実を急げ 山田　桂

地域レポート 大自然の観光地 “付知峡 ”＜付知町＞ 　

増刊
1号 1980.3 板取村過疎問題に関する調査報告書

7 1980.1

年頭の辞 内実が問われる地方の時代 中村波男

特集 1 新春座談会　80年代の県政を考える 大沢淳一
ほか　

特集 2 権限委譲について 編集部

特集 3 板取村過疎問題調査 　

住民の動き 住民の手で勝ちとった地すべり防災対策 　

市町村探訪 災害復旧の槌音 竹ノ内信三

よろず
相談コーナー 借金を残して死んだ夫の財産相続について 小出良煕

特別寄稿 今こそ情報の公開を 山本卓也

地方自治法の
基礎 条例 辰村吉康

地域レポート 自然に恵まれた観光の町＜下呂町＞ 　
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号 年月 分類 タイトル 著者

6 1979.10

道標 　 毛利　勇

特集 1 県営水道事業と市町村の水価 岩崎昭弥

特集 2 機関委任事務について 辰村吉康

地方財政の危機 決算カードによる財政分析 竹ノ内信三

住民の動き 再度された住民監査請求 編集部

地方自治法の基礎 住民の権利・義務 辰村吉康

地域レポート 緑に囲まれた明るい村＜山県郡伊自良村＞ 　

統計資料 岐阜県推計人口の推移 　

市町村探訪 都市化の中の農業＜羽島郡岐南町＞ 編集部

よろず
相談コーナー 遺言を書きたいが注意すべきことは 小出良煕

5

1979.7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
 

道標 　 湯川二郎

特集 1 国鉄ローカル線を考える 中村波男

特集 2 衰退する岐阜市の工業 山田　桂

住民の動き 恵那市における学校統合問題 編集部

住民の動き 御嵩町に自衛隊がやって来る？ 編集部

市町村探訪 ダムに沈む徳山村 編集部

よろず
相談コーナー 家賃の値上げを要求されたが 小出良煕

地方自治法の基礎 地方公共団体の住民 辰村吉康

地域レポート 板取スイス村＜武儀郡板取村＞ 長屋　睦

地方財政の危機 起債・借金財政について 竹ノ内信三

統計資料 過疎について  

総会報告 第 2回総会  
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号 年月 分類 タイトル 著者

4 1979.5

道標 中央権力直結で地方自治が崩壊する 山田栄一

特集 1 学校群制度の現状と問題点 市原千代子

特集 2 岐阜県議会議員定数の問題点 水崎節文

特集 3 一連の地方選に思う 水崎節文

統計資料 全国県民分配所得順位 　

住民の動き 小選挙区制復活に直接請求で対抗した穂積町住民 水崎節文

特別寄稿 これでいいのか　政治に対する婦人の関心 八木初枝

市町村探訪 過疎から観光・民芸の地へ＜大野郡高根村＞ 編集部

市町村探訪 畜産に活路を求める＜郡上郡明方村＞ 編集部

よろず
相談コーナー 警察の取り調べを拒否できるか 小出良煕

地方財政の危機 超過負担をめぐる諸問題（その 4） 辰村吉康

3 1979.1

年頭の辞 　 中村波男

道標 草の根からの地方自治を求めて 水崎節文

特集 1 新春座談会：岐阜県の明日を考える 江口三五
ほか　

特集 2 減少傾向の岐阜市の人口 山田　桂

住民の動き 広報会長一年生 湯川二郎

統計資料 岐阜県民の意識の傾向 　

特別報告 町村職員の賃金実態 　

地方自治法の
基礎 （3）地方交付税制度の矛盾 松浦輝一

市町村探訪 （2）人口急増で活気づく＜可児郡可児町＞ 編集部

よろず
相談コーナー 月賦契約を解除するには 小出良煕

地方財政の危機 （3）超過負担をめぐる諸問題（3） 辰村吉康

地域レポート わが町の有線テレビ＜吉城郡国府町＞ 田川昭夫

地域レポート 高齢者余暇活用銀行＜美濃加茂市 加藤勊
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号 年月 分類 タイトル 著者

2 1978.1

道標 納税者の「住民権」発揚の場に 河野辰巳

就任のことば 就任のことば 中村波男

記念講演 三全総と地方自治 横山桂夫

特集 「三次総」と三大プロジェクト 　

特集 （1）答申、即「県民の総意の結晶」か？（三次総） 水崎節文

特集 （2）知事、機動隊導入して着工の同意（長良川河口堰） 津田正夫

特集 参考資料：長良川河口堰アンケート調査 　

特集 （3）清流を汚染する「混合処理」方式（木曽川下水道） 山田芳郎

特集 （4）都市工学・環境のうえで問題のこす（岐阜駅立体化） 編集部

住民の動き 家賃値上げに反対 室戸英夫

統計資料 全国からみた岐阜県の地位 　

市町村探訪 深刻な過疎に悩む＜揖斐郡藤橋村＞ 編集部

よろず
相談コーナー 貼紙・立看板はいけないのか 小出良煕

地方自治法法の
基礎 （2）請願・陳情 辰村吉康

地域レポート 円高に揺れる陶磁器業界＜多治見市＞ 渡辺儀造

地域レポート 不況に苦しむ鉱山町＜吉城郡神岡町＞ 中野忠芳

1 1978.6

巻頭 「岐阜県地方自治研究センター」の設立にあたって 中村波男

特集 長良川河口堰計画の問題点 　

特集 （1）治水と利水 水崎節文

特集 （2）長良川河口堰と塩害 山田　桂

特集 （3）長良川河口堰と伊勢湾問題 田中豊穂

特集 （4）自然環境を破壊する長良川河口堰 松尾孝和

地域レポート 老人福祉作業所＜瑞浪＞ 安田善治

地方財政の危機 超過負担をめぐる諸問題（その 1） 辰村吉康

問答 住民の納得できる下水道とは何か 森鎚・角田幸満

地方自治法の
基礎 （1）直接請求制度 辰村吉康

　 設立趣意書 　

　 岐阜県地方自治研究センター規約（案） 　
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