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No.３９６ ２０１５年３月号

特集 コミュニティをつなぐ地域メディア
◆住民リポーターが後志の“奥行き”を紹介する 『ＢＹＷＡＹ後志』
◆オホーツク根っこを探り、地域の価値を高める『ＨＡＲＵ』
情報企画部レポート
シリーズ 地域からの国際化 途上国と北海道をつなぐ地域の力①
ワインが秘める国際連携の可能性
調査部レポート
「生活困窮者自立支援制度の開始」に向けて～準備状況と課題～
連載
社会起業家活動レポート 31
安全・安心な北海道産農産物の提供及び情報発信と最先端農業への挑戦
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 200 回
ケンカことばに国ぶり
No.３９７ ２０１５年７月号

特集 多様な働き方
◆ＮＰＯ法人ＲＳジンジャー〈札幌市〉
◆ＮＰＯ法人和（なごみ）
〈釧路市〉
情報企画部レポート
シリーズ 地域からの国際化 途上国と北海道をつなぐ地域の力②
北海道乳製品ブランド化の成功経験をロシア極東の酪農家と共有する試み
調査部レポート
人口減少社会へ対応するＩＣＴロボット技術を活用した農業の実践
連載
シリーズ「地方創生」第１回
地方創生を受け止める地方のマインド
新・しゃりばり人（Vol.１）
働くすべての人が働きやすい環境を目指して
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 201 回
「終わりなき闘い」続く

No.３９８ ２０１５年９月号

特集 シルクロードを目指す北海道
シルクロードの要衝「中央アジア」
成長の可能性を秘めたキルギス・タジキスタン
中央アジアへの架け橋。日本の「親戚」キルギス －小池大使に聞く－
タジキスタンの今と日本との関係
－鎌田大使に聞く－
北海道発アグリロード報告
北海道からの国際協力～中央アジアへのアプローチ～
【ＣＯＬＵＭ】 ロシア航空セミナー実施報告
医療介護研究部レポート
地方人口ビジョンおよび地方版総合戦略策定に向けて
～わたしたち地域住民が知っておきたいこと～
調査部レポート
在宅ワークサポートセンター設立の経緯と業務現状
連載
新・しゃりばり人（Vol.２）
旭岳の麓からライフスタイルの発信
シリーズ「地方創生」第２回
震災復興から地方創生
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 202 回
落第の甘美な思い出よ！

No.３９９ ２０１５年１１月号

特集 北海道における「農福連携」の在り方とは
レポート１
レポート２

障がい者支援と農業とが連携した「農福連携」の動き
高齢者や生活困窮者支援の社会参画と「農福連携」の動き

医療介護研究部レポート
深川市が取り組む認知症徘徊模擬訓練
情報企画部レポート
シルクロードの難病に北海道の眼科医が挑む
連載
新・しゃりばり人（Vol.３）
「農福連携」の発想で輝く農業スタイルをつくる
シリーズ「地方創生」第３回
無用の用と地方創生
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 203 回
書店の風の歌を聴け

No.４００ ２０１６年１月号

特集 人口減少・経済成熟期における地域戦略
ＨＩＴ創立 40 周年記念フォーラム〈第１弾〉
ＨＩＴ40 年の歩みと今後の地域戦略
理事長 五十嵐 智嘉子
セッションⅠ
１．北海道おといねっぷ美術工芸高等学校 奇跡の学校と歩む 音威子府村長 佐近 勝 氏
２．札幌市の産業振興について 札幌市経済局産業振興部長 小野 聡 氏
３．ゆうばり発 新たな価値の創出～次世代へつなぐ持続可能なまちへ～ 夕張市長 鈴木 直道 氏
セッションⅡ
１．企業活動の活性化に向けた地域金融機関としての役割
株式会社北海道銀行取締役専務執行役員 企画管理部門長 片山 知洋 氏
２．グローバル化と地域経済における情報分野としての役割と地域戦略
グーグルジャパン株式会社新規広域広告営業統括部長 水嶋 玲以仁 氏
情報企画部レポート
シリーズ 地域からの国際化 海外と北海道をつなぐ地域の力④
極東ロシアの産業振興を目指して
調査部レポート
「生活困窮者自立支援制度」を活かした「地方創生」とは
連載
新・しゃりばり人（Ｖｏｌ．４）
伊達のほっと一息空間「おしょうゆ Café & Shop 食卓工房じむべる」
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 204 回
「貪老」のこころ
No.４０１ ２０１６年３月号

特集 北海道の地域戦略―実行への提言
ＨＩＴ創立 40 周年記念フォーラム報告〈第２弾〉
パネルディスカッション『これからの地域戦略』
音威子府村長 佐近 勝 氏
夕張市長 鈴木 直道 氏
札幌市経済局産業振興部長 小野 聡 氏
株式会社北海道銀行 取締役専務執行役員 企画管理部門長 片山 知洋 氏
グーグルジャパン株式会社 新規広域広告営業統括部長 水嶋 玲以仁 氏
ＨＩＴ理事長 五十嵐 智嘉子
各部レポート
40 年の礎に描く地方シンクタンクとしての役割
１．ＨＩＴの調査研究の歩みと地方創生に取り組む今後の展望 調査部
２．福祉分野におけるＨＩＴの取り組みと新たな時代に向けて 医療介護研究部
３．地域からの国際化の先駆けとして 情報企画部
連載
新・しゃりばり人（Ｖｏｌ．５）
気象情報を活用した農業の実践～ＩＣＴ農業の更なる発展へ向けて～
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 205 回
「スタバ」で海を想う

No.４０２ ２０１６年５月号

特集 北海道林業の進む道
北海道林業の現状と将来の可能性
北海道水産林務部総務課林務企画グループ
北海道森林組合連合会の取組みと北海道林業
北海道森林組合連合会 代表理事会長 阿部 徹 氏
中川町における地方創生と森林・林業の方向性
森づくりから地域再生を実現する
株式会社トビムシ 代表取締役 竹本 吉輝 氏
調査部レポート
農業でのロボット技術及びＩＣＴの利用について
医療介護研究部レポート
認知症サポーター
～認知症高齢者が安心して暮らせる地域づくりへ～
連載
シリーズ「地方創生」第４回
アートを地域資産に
新・しゃりばり人（Ｖｏｌ．６）
人を惹きつけるワイン造りを目指して
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 206 回
八十翁のつぶやき一つ
No.４０３ ２０１６年７月号

特集 北海道発・グローカル戦略
人口減少社会に求められる交通政策とは
～ライドシェアや空港民営化をめぐる議論を中心に～
グローバル食市場の獲得に向けて
～北海道の可能性～
医療介護研究部レポート
「生涯活躍のまち」が目指す未来
情報企画部レポート
孤立した地域の魅力～独立・小型インフラ技術のポテンシャル
連載
シリーズ「地方創生」第５回
地域の人材として青年海外協力隊経験者 ～トリックスターが活躍するために～
新・しゃりばり人（Ｖｏｌ．７）
地域に暮らす人・関わる人とともに豊かな暮らしづくりに取り組む
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 207 回
襟裳の緑を想いつつ

No.４０４ ２０１６年 9 月号

特集 「生涯活躍のまち」事例集
調査部レポート
農地法と企業の農業参入
情報企画部レポート
日露経済協力の展望：首脳会談を承けて
～北海道ロシアビジネスセンター・セミナー報告～
連載
新・しゃりばり人（Ｖｏｌ．８）
すべての人が心の中で「ただいま」と言える居場所を目指して
シリーズ「地方創生」第 6 回（最終回）
地方創生と私の存在意義
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 20８回
歩くことから出発だ
No.４０５ ２０１６年１１月号

特集 モンゴルで活きる北海道の寒冷地適応型省エネ関連技術の可能性
調査部レポート
JA こしみずの視点で取り組む「地方創生」
医療介護研究部レポート
医師の勤務環境改善に向けた取り組み
連載
新・しゃりばり人（Ｖｏｌ．９）
最北の温泉郷「豊富温泉」から魅力を発信！
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 20９回
何となく生きている日々

No.４０６ ２０１７年１月号

巻頭言 北海道の地方創生戦略の磨き上げ
特集Ⅰ・座談会
北海道創生ーその戦略と具体的展開
特集Ⅱ・座談会
地方創生に貢献する北海道の若手起業家の意見交換会
医療介護研究部レポート
買物弱者 700 万人時代へ突入 ～動き始めた買物弱者対策
情報企画部レポート
旧ソ連から独立後の四半世紀を迎えた南コカーサス 3 か国その現状と日本との交流の可能性
～ディアスポラに支えられる国、アルメニア
連載
新・しゃりばり人（Ｖｏｌ．１０）
地域のにぎわいづくりを支える女性 コーディネーター
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 2１０回
一人の道が暮れて来た
No.４０７ ２０１７年３月号

特集 地方創生に資する交通政策とは？
～人口低密度地域での新たな交通手段確保に向けてライドシェアへの期待～
情報企画部レポート
旧ソ連からの独立後の四半世紀を迎えた南コーカサス 3 カ国②
その現状と日本との交流の可能性～ヨーロッパとアジアの要衝、ジョージア～
医療介護研究部レポート
住民・行政・事業所の協働で作る地域で暮らし続ける仕組み
連載
新・しゃりばり人（Ｖｏｌ．１１）
ラジオを通じて学ぶ農業と、人と人とのつながり
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 2１１回
２本目か３本目か？

No.４０８ ２０１７年 5 月号

特集 北海道における「生涯活躍のまち」推進のために
～「北海道版生涯活躍のまち構想シンポジウム」報告～
情報企画部レポート
旧ソ連からの独立後の四半世紀を迎えた南コーカサス３カ国③
アゼルバイジャン 鉱物資源に依存した経済からの脱却に向けたヒント
調査部レポート
地方創生に求められる“住民の足の確保”のための交通政策とは
連載
新・しゃりばり人（Ｖｏｌ．１２）
ジョージア伝統の醸造技術導入を目指す道内ワイン農家の取組み
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 2１2 回
なんぞかならずしも
No.４０９ ２０１７年７月号

特集 2017 年の日ロ情勢～実践段階を迎えた未来志向の交流
対談：未来を見据えた対ロビジネスの舵取り
在札幌ロシア連邦総領事 ファブリーチニコフ氏を訪ねて
調査部レポート
生乳流通の仕組みと北海道内の動き
医療介護研究部レポート
「働き方改革」に向けての動向
連載
新・しゃりばり人（Ｖｏｌ．１３）
新天地「津別町」で障がい福祉事業を展開
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 2１3 回
神宿るやさしさ

