
号 年月 分類 タイトル 著者 市町村

5 1979.7 特集 衰退する岐阜市の工業 山田　桂 岐阜市

12 1981.4 特集 市民生活の側からみた岐阜市の決算書 山田　桂 岐阜市

36 1988.10 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 岐阜市

39 1989.11 特集 地方都市の研究　岐阜市を事例として 山田令子 岐阜市

49 1993.1 特集 新春座談会　県都岐阜市の未来像 浅野　勇
ほか 岐阜市

50 1993.12 特集 特別座談会　浅野岐阜市長抱負を語る 浅野　勇
ほか 岐阜市

123 2019.6 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 岐阜市

78 2006.1 地域レポート 名馬・名手の里　笠松競馬場 山田きよし 笠松

6 1979.10 市町村探訪 都市化の中の農業＜羽島郡岐南町＞ 編集部 岐南町

16 1982.4 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 本巣町

6 1979.10 地域レポート 緑に囲まれた明るい村＜山県郡伊自良村＞ 　 伊自良村

岐阜地域



号 年月 分類 タイトル 著者 市町村

37 1989.1 イベントだより 西濃はひとつ　スインク '88西濃＜大垣市＞ 　 大垣市

94 2010.2 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 大垣

102 2012.2 地域レポート 2 大垣市の現状と課題 粥川加奈子 大垣市

106 2013.5 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 大垣市

108 2013.12 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 大垣市

117 2017.1 地域レポート 2 大垣市の医療費助成制度 丸山新吾 大垣

120 2018.4 地域レポート 大垣市の新庁舎建設事業 丸山新吾 大垣

123 2019.6 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 大垣市

18 1982.11 地域レポート 町の拠点としての緑の村＜養老郡上石津町＞ 　 上石津町

28 1985.11 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＞ 　 池田町

12 1981.4 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＞ 　 関ヶ原町

33 1987.11 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＞ 　 関ヶ原町

54 1995.1 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 関ヶ原町

34 1988.1 地域レポート ＜揖斐郡春日村＞ 　 春日村

46 1992.5 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 春日村

62 1998.1 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＞ 　 春日村

20 1983.5 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 坂内村

29 1986.1 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＞ 　 坂内村

2 1978.10 市町村探訪 深刻な過疎に悩む＜揖斐郡藤橋村＞ 編集部 藤橋村

37 1989.1 市町村探訪 星のふるさと・四季の街づくり＜藤橋村＞ 　 藤橋村

9 1980.8 地域レポート 観光と歴史のまち＜養老町＞  養老町

49 1993.1 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 安八町

30 1986.6 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 南濃町

11 1981.1 地域レポート 生まれ変わる町＜平田町＞ 　 平田町

24 1984.5 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＞ 　 海津町

60 1997.9 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 海津町

西濃



号 年月 分類 タイトル 著者 市町村

27 1985.6 特集 いま、岐阜県版ニューディールを！ 森　しん 各務原市

39 1989.11 特集 21世紀の夢　岐阜県の宇宙・航空産業 山田　桂 各務原

45 1992.1 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 各務原市

25 1984.11 地域レポート 高度な工業県化をめざして＜関市＞ 　 関市

47 1992.9 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 関市

103 2012.5 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 関市

106 2013.5 地域レポート 1 関市の公共交通 土屋雅義 関市

109 2014.4 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 関市

113 2015.11 地域レポート 1 関の「工場参観日」 土屋雅義 関市

116 2016.9 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 関市

119 2017.12 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 関市

123 2019.6 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 関市

126 2020.5 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 関市

30 1986.6 地域レポート 500万円住宅「武儀の家」＜武儀郡武儀町＞ 　 武儀町

39 1989.11 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＞ 　 武儀町

69 2001.6 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＞ 　 洞戸村

28 1985.11 市町村探訪 キウイに活路を求めて＜武儀郡洞戸村＞ 　 洞戸村

29 1986.1 地域レポート デカ木住宅で ”村おこし ”＜武儀郡上之保村＞ 　 上之保村

9 1980.8 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 美濃市

5 1979.7 地域レポート 板取スイス村＜武儀郡板取村＞ 長屋　睦 板取村

　

各務原・関



号 年月 分類 タイトル 著者 市町村

29 1979.7 住民の動き 恵那市における学校統合問題 編集部 恵那市

53 1994.11 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 恵那市

90 2009.1 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 恵那市

116 2016.9 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＞ 恵那市

18 1982.11 地場産業を訪ねて かんてん＜恵那郡山岡町＞ 編集部 山岡町

24 1984.5 市町村探訪 豊かな歴史の城下町＜恵那郡岩村町＞ 　 岩村町

29 1986.1 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＞ 　 明智町

59 1997.4 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＞  上矢作村

57 1996.5 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 中津川

81 2006.10 地域レポート 空き店舗の現状と課題 吉村久資 中津川

87 2008.5 地域レポート 地域おこしと「あじめコショウ」 吉村久資 中津川

90 2009.1 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 中津川

95 2010.4 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 中津川

103 2012.5 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 中津川

122 2019.2 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 中津川

8 1980.4 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 中津川市

34 1988.1 市町村探訪 中山道とまちづくり＜中津川市＞ 　 中津川市

22 1983.10 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 坂下町

64 1999.1 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＞ 　 坂下町

59 1997.4 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＞  蛭川村

40/41 1990.1 市町村探訪 蛭川村のピラミッド 編集部 蛭川村

10 1980.11 市町村探訪 お茶栽培を訪ねる＜福岡町＞ 編集部 福岡町

36 1988.10 地場産業を訪ねて 東濃桧の課題と展望 今山　林 加子母村

50 1993.12 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 加子母村

 

恵那・中津川



号 年月 分類 タイトル 著者 市町村

3 1979.1 地域レポート 高齢者余暇活用銀行＜美濃加茂市＞ 加藤　勊 美濃加茂市

60 1997.9 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＞ 　 美濃加茂市

3 1979.1 市町村探訪 （2）人口急増で活気づく＜可児郡可児町＞ 編集部 可児市

19 1983.1 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＞ 　 可児市

44 1991.10 地域レポート 人口急増における現況と課題＜可児市＞ 　 可児市

23 1984.2 地場産業を訪ねて せんべい＜加茂郡八百津町＞ 　 八百津町

45 1992.1 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 八百津町

27 1985.6 住民の動き 名勝木曽川の築堤に反対する＜加茂郡坂祝町＞ 　 坂祝町

17 1982.7 市町村探訪 農業婦人部大学誕生＜加茂郡川辺町＞ 　 川辺町

15 1982.1 地域レポート 郷土歌舞伎を復活して＜東白川村＞ 　 東白川村

5 1979.7 住民の動き 御嵩町に自衛隊がやって来る？ 編集部 御嵩町

号 年月 分類 タイトル 著者 市町村

2 1978.10 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 多治見市

63 1998.7 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 多治見市

64 1999.1 地域レポート 男女共同参画社会への取り組み＜多治見市＞ 　 多治見市

85 2007.12 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 多治見市

92 2008.7 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 多治見市

107 2013.9 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 多治見市

111 2015.1 地域レポート 多治見駅北庁舎開庁 石田浩司 多治見市

115 2016.5 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 多治見市

118 2017.6 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 多治見市

122 2019.2 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 多治見市

125 2020.5 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 多治見市

128 2021.2 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 多治見市

65/66 1999.11 地域レポート 多治見市の循環型社会づくり 仙石浩之 多治見市

1 1978.6 地域レポート 老人福祉作業所＜瑞浪＞ 安田善治 瑞浪市

93 2009.1 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 瑞浪市

中濃

東濃



号 年月 分類 タイトル 著者 市町村

17 1982.7 地場産業を訪ねて 木工・家具＜高山市＞ 　 高山市

36 1988.10 イベントだより 88飛騨・高山　食と緑の博覧会 編集部 高山市

38 1989.6 地域レポート “飛騨高山百姓サミット ”開く 渡辺　正 高山市

82 2007.1 特別寄稿 高山市における公共事業と環境 小井戸真人 高山市

115 2016.5 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 高山市

121 2018.11 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 高山市

3 1979.1 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 国府町

36 1988.10 市町村探訪 飛騨せせらぎ街道＜大野郡清見村＞ 　 清見村

23 1984.2 地域レポート 宮村保健センター＜大野郡宮村＞ 　 宮村

12 1981.4 地域レポート 白樺の町 “くぐの ”＜久々野町＞ 　 久々野町

26 1985.1 市町村探訪 より自然の味を求め＜大野郡久々野町＞ 　 久々野町

56 1996.1 地域レポート 「ぎふスズラン国体」への取り組み 朝日村 朝日村

4 1979.5 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 高根村

48 1992.12 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 高根村

31/32 1987.1 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＞ 　 高根村

25 1984.11 市町村探訪 奥飛騨にもう一つの徳山＜大野郡丹生川村＞ 　 丹生川村

37 1989.1 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 丹生川村

64 1999.1 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＞ 　 上宝村

67 2000.10 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 古川町

2 1978.10 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 神岡町

30 1986.6 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 神岡町

34 1988.1 住民の動き 神岡町深洞国有林伐採中止 編集部 神岡町

39 1989.11 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 神岡町

56 1996.1 県境の市町村展望 ひだ神岡散見 編集部 神岡町

70 2002.1 地域レポート 雪を資源とした村づくり＜吉城郡河合村＞ 　 河合村

61 1998.1 地域レポート まんがの発想で村づくり＜吉城郡宮川村＞ 　 宮川村

39 1989.11 市町村探訪 合掌造りの保存運動＜白川村＞ 　 白川村

58 1997.1 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＞ 　 白川村

72 2002.12 地域レポート 明日への対応―白川村世界文化遺産 中川　満 白川村

高山飛騨



号 年月 分類 タイトル 著者 市町村

22 1983.10 地場産業を訪ねて 木製玩具＜郡上郡八幡町＞ 　 八幡町

57 1996.5 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＞ 　 八幡町

21 1983.8 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 美並村

48 1992.12 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＞ 美並村

4 1979.5 市町村探訪 畜産に活路を求める＜郡上郡明方村＞ 編集部 明方村

47 1992.9 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 明宝村

12 1981.4 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 高鷲村

号 年月 分類 タイトル 著者 市町村

7 1980.1 地域レポート 自然に恵まれた観光の町＜下呂町＞ 　 下呂市

25 1984.11 住民の動き “地熱発電 ”に町は騒然＜益田郡下呂町＞ 　 下呂町

46 1992.5 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 萩原町

11 1981.1 市町村探訪 人間かカモシカか＜小坂町＞ 編集部 小坂町

63 1998.7 地域レポート 森が魚を育て、川が村を興す＜益田郡馬瀬村＞ 　 馬瀬村

郡上

下呂


