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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
・
「シェア金沢」の取り組み事例
・
「ゆいま～る那須」の取り組み事例
・山梨県都留市の取り組み事例
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
寄稿
モンゴルの現状と寒冷池技術展開の可能性
座談会 モンゴルで活きる北海道の省エネ技術
～寒冷地向け省エネ技術はモンゴルにどこまで通用するか？
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

No.４１０ ２０１７年９月号

特集 ７空港一括民営化を控えた北海道に求められる空港政策とは？
―日本における航空政策の現状と課題を踏まえて―
情報企画部レポート
北海道ロシアビジネスセンター・セミナー報告
ロシアの住宅・都市環境～専門家からみた特徴と省エネルギー技術の活用～
医療介護研究部レポート
医師の勤務環境改善に向けた医師事務作業補助者（医療クラーク）の活用
連載
新・しゃりばり人（Vol.14）
新しいがん患者支援～安心できる居場所づくり～
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 214 回
今は昔の体験談

No.４１１ ２０１７年１１月号

特集 変わる高等学校
レポート 新たな学習指導要領が目指す姿
インタビュー 札幌新陽高等学校の挑戦
情報企画部レポート
シベリアの森からビジネスを切り拓く
～林業の町・北海道遠軽町 ㈱湧別商事の挑戦
調査部レポート
新しい宿泊のかたち「民泊」
連載
新・しゃりばり人（Vol.15）
剣淵町の若手農家が体現「農業って、かっこいい。
」
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 215 回
ついきのうのことがいま

No.４１２ ２０１８年１月号

特集 1 北海道「高校魅力化」フォーラム報告レポート
・話題提供 1 教育を核とした地域の活性化～全国に広がる高校魅力化プロジェクト～
・話題提供 2 「北海道おといねっぷ美術工芸高等学校で学んだこと」
・トークセッション：北村 善春 氏／荒井 優 氏／藤岡 慎二 氏／福田 亨 氏

特集 2 「住み続けられるまちづくり研究会」発足
・対談：荒川 裕生 氏／五十嵐 智嘉子
連載
新・しゃりばり人（Vol.16）
「キャンパスのない大学」で人のつながりを生み出す
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 216 回
猫の目と言葉の力

No.４１３ ２０１８年３月号

特集 ロシアの住環境と技術・ビジネス交流～住まいと文化の視点から
・インタビュー／「北海道の快適な住宅」をロシアへ
・寄稿／ロシア人専門家から見た北海道の都市計画～北海道大学での留学生活を振り返って～
・インタビュー／サハリンの住宅事情と日本への期待
・インタビュー／国際交流員に聞く、札幌の姉妹都市ノボシビルスク市とは
調査部レポート
人口低密度地域における住民の足確保のための制度の動向について
医療介護研究部レポート
進まぬ廃校利用～北海道における廃校利用の可能性を探る～
連載
新・しゃりばり人（Vol.17）
シガラミに追われて
「住み続けられるまちづくり研究会」 第 1 回
SDGs を視点とした北海道ならではのまちづくりを目指して
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 217 回
シガラミに追われて

No.４１４ ２０１８年５月号

特集 多様な働き場の創出に向けて
・基調講演 北海道創生を考える～人口減少時代の北海道の課題は何か？
HIT 顧問・北海道顧問 山崎史郎氏
・事例報告 自治体連携による人材還流
NPO 法人おおさか若者就労支援機構 理事 太田光昭氏
医療介護研究部レポート
日本における自殺対策の動向
情報企画部レポート
ロシアで始まるごみ処理改革
連載
新・しゃりばり人（Vol.18）
どんな人も「一人ぼっちにしない」生活困窮者支援
「住み続けられるまちづくり研究会」 第 2 回
北海道農業・農村の現状と持続可能な農村社会（SDGs）の課題
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 218 回
長生きしたけりゃ

No.４１5 ２０１８年 7 月号

特集 医師事務作業補助者（医療クラーク）を活用した勤務環境改善
～留萌市立病院における 2 年間の取組から～
情報企画部レポート
日露経済協力の推進に向けた大学の役割と将来的展望
～北海道大学 笠原正典理事・副学長に聞く
調査部レポート
「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年推計）
」から見る北海道の将来人口
連載
新・しゃりばり人（Vol.19）
ウズベキスタン国際交流員が語る北海道東川町の魅力
「住み続けられるまちづくり研究会」 第 3 回
産業エコシステムでの地域経済の活性化
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 219 回
「大漁丸」の船出

No.４１６ ２０１８年９月号

特集 快適な都市づくりにおける日露協力の可能性
北海道ロシアビジネスセンター・セミナー報告
基調講演「都市環境分野における日露協力の取組について」
国土交通省総合政策局国際政策課 国際交渉官 田中完秀 氏
講演 (1)「欧露部の住宅事情」
北海道建設部建築企画監 平向邦夫 氏
講演 (2)「寒冷地建設に関する日露大学コンソーシアムによる人材育成」
北海道大学大学院 工学研究院 副工学研究院長・建築都市空間デザイン部門
空間計画分野・北極域研究センター
瀬戸口 剛 教授
まとめ
調査部レポート
地域の支え合いの仕組みの構築に向けて ～北海道津別町における実践～
連載
新・しゃりばり人（Vol.20）
地域と学生の『協働』のまちづくりを目指す
「住み続けられるまちづくり研究会」 第 4 回
SDGs／市民活動と地域政策化
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 220 回
古い時計の物語

No.４１７ ２０１８年１１月号

特集 北海道における新たな“航空ネットワーク”構築に向けて
レポート１ 求められる北海道の航空ネットワークとは
レポート２ 外国人の北海道周遊分析と航空ネットワーク活用の可能性
レポート３ 「シティ空港の魅力と可能性」～県営名古屋空港の事例から
レポート４ 持続可能な地域航空の実現に向けて
パート１：
「持続可能な地域航空のあり方に関する研究会」議論の経緯
パート２：事例報告「米国のリージョナル航空事情」
医療介護研究部レポート
「高校魅力化」と地方創生

取組の方向と課題

情報企画部レポート
北方系小果樹シーバクソンの栽培・加工分野での北海道とキルギスの連携交流の可能性
連載
新・しゃりばり人（Vol.21）
地域の農業を牽引する稼ぐ農業の実践
「住み続けられるまちづくり研究会」 第 5 回
話題提供（１）
：
「地域公共交通とまちづくり」の概要
話題提供（２）
：
「人口減少社会における交通手段の確保について」の概要
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 221 回
「沈黙」の意味とは？

No.４１８ ２０１９年１月号

特集 平成の 30 年を振り返り、明日を創る
特集１ 座談会「これまでの 30 年、これからの 30 年」
荒川裕生／後藤純子／荒井 優／近藤良介
特集２ 平成時代の変化と HIT の歩み
【調査部編】
「地域振興」から「地方創生」へ
星野克紀
【医療介護研究部編】平成時代における介護福祉の変遷と HIT の医療介護研究
五十嵐智嘉子
【情報企画部編】ロシアへの支援時代からロシアとの協力の時代へ
富樫 巧
医療介護研究部レポート
「高校魅力化」と地方創生

取組の方向と課題

調査部レポート
生活困窮者自立支援制度利用者の声から相談支援を考えるワールド・カフェ 開催レポート
連載
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 222 回
偉大なる歴史よ

No.４１９ ２０１９年３月号

特集 医療機関の働き方改革に向けた
『医療勤務環境改善支援センター』の役割
レポート１ 「医療勤務環境改善支援センター」とは
レポート２ 北海道医療勤務環境改善支援センターによる支援のプロセス事例
～医師をリーダーとする院内組織が中心となり、残業削減・有給取得率向上に取り組む事例～
（医療法人札幌麻生脳神経外科病院）
レポート３ 「北海道医療勤務環境改善支援センターにおける 2018 年度の活動実績報告
情報企画部レポート
北海道十勝に“売れる地場産品づくり”を学ぶ
調査部レポート
「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年推計）
」から見る北海道の将来人口 パート 2
連載
新・しゃりばり人（Vol.22）
IT を通じた日本と海外の橋渡し支援
「住み続けられるまちづくり研究会」第 6 回
「まちに住み続けられるしかけ」とは何か
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 223 回
百歳の読書

No.４２０ ２０１９年５月号

特集 新たな北海道とロシア交流の可能性・サンクトペテルブルク市を事例に
レポート１ サンクトペテルブルク市とは
レポート２ 北海道とサンクトペテルブルク～交流の中心となる日露の人材を育てる
レポート３ 白老町とサンクトペテルブルク～地域間交流の仕組みづくりの事例として
結び 互いに学びあう関係の構築が必要
医療介護研究部レポート
医師の働き方改革に関する動向
調査部レポート
地域航空ネットワークを支える小型機の可能性
～ニュージーランド sounds AIR（サウンズエア）搭乗記録～
連載
新・しゃりばり人（Vol.23）
地元食材を通して道東の魅力を PR
「住み続けられるまちづくり研究会」第 7 回
話題提供（1）
：
「北海道における SDGs の推進について
～「世界の中で輝きつづける北海道」をめざして～」
話題提供（2）
：
「
『日本一に本気で挑戦する人の母校』～札幌新陽高校の取組～」
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 224 回
万葉の輝きと歴史

No.４２１ ２０１９年７月号

特集 スウェーデンの地方空港の実態から見る北海道の地方空港の行方
はじめに
レポート１ スウェーデンの空港運営
レポート２ スウェーデンの地方３空港の現状と課題
レポート３ スウェーデン調査から捉える北海道の空港運営の課題と提言
情報企画部レポート
北海道におけるロシア人観光客の誘致拡大に向けて
連載
新・しゃりばり人（Vol.24）
「むかわ竜」を核とした復興
「住み続けられるまちづくり研究会」第 8 回
『医療』と『福祉』と『まちづくり』
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 225 回
魂の出会うところ

No.４２２ ２０１９年９月号

特集 北海道における医師偏在の現状
はじめに
レポート１ 医師偏在対策に係る国の動き
レポート２ 北海道における医師偏在の現状
調査部部レポート
ソーシャル機関の資金調達と休眠預金活用への期待
情報企画部レポート
日本・北海道の経験を海外に～アルゼンチンの事例
連載
新・しゃりばり人（Vol.25）
外国人材の包括的就労支援による『違いは価値』の実現
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 226 回
わがこころの奥に

No.４２３ ２０１９年１１月号

特集 ICT 技術による持続可能な水産業
はじめに なぜ、スマート水産業が必要なのか
インタビュー1 スマート水産業の状況
公立はこだて未来大学 システム情報科学部 和田雅昭 教授 に聞く
インタビュー２ 北海道神恵内村での新たな挑戦
１．神恵内村役場企画振興課に聞く
２．富士通株式会社 ビジネスクリエーション統括部
地域イノベーションビジネス推進部 マネージャー 小葉松知行 氏に聞く
医療介護研究部レポート
人生 100 年時代における高齢者の働き方とは
調査部レポート
スコットランド空港会社 HIAL 訪問レポート
連載
新・しゃりばり人（Vol.26）
I ターンで起業～地域資源を活かした宿泊施設の開業～
「住み続けられるまちづくり研究会」第 9 回
地域エネルギーと SDGs
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 227 回
朝露のごとくして

No.４２４ ２０２０年１月号

特集 将来に何を残すか
特集Ⅰ 座談会「次世代に向けて～自治体の戦略」
特集Ⅱ 北海道の舵取り 鈴木直道北海道知事に聞く
特集Ⅲ 将来世代に何を残すか～第 2 期地方創生を考える
調査部レポート
持続可能なグリーンツーリズムへのシフト
～収入確保に向けた仕組みづくりと第二世代への継承（ロハス越前の事例から）
連載
ぶらりしゃらり
輝く言葉を

轡田 隆史 第 228 回

「しゃりばり」総目次〔418〕～〔423〕

No.４２５ ２０２０年３月号

特集 地域の担い手不足に求められる対策
レポート 1
レポート 2
レポート 3
レポート 4

道内自治体における担い手不足の現状と将来
過疎地における働き方改革～中頓別の介護現場における短時間労働力の活用
JA きたみらいにおける農福連携の取り組み
副業・兼業の制度の動向と公務員の副業化

医療介護研究部レポート
日本の森林・林業の現況と適切な森林経営管理に向けた新たな制度「森林経営管理制度」
情報企画部レポート
士幌町とキルギスの農業高校の交流から考えるキルギス農業の課題と今後の交流の展望
連載
新・しゃりばり人（Vol.27）
教育による福祉の仕事の担い手確保
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 229 回
海峡に想い深く

No.４２６ ２０２０年５月号

特集 第 2 期「まち・ひと・しごと総合戦略」の目標と施策
企業版ふるさと納税の制度説明と活用のポイント
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局
内閣府地方創生推進事務局 参事官 島田 勝則 氏
企業版ふるさと納税解説コラム
調査部レポート
スモールビジネスを生み出す CSV の発想
～まちの商売人を育てる実践型ビジネス塾
情報企画部レポート
サハ共和国の事例に見る北極圏の持続可能な開発
連載
新・しゃりばり人（Vol.28）
浜中町で培った養殖技術を海外へ
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 230 回
神々の遊ぶ森

No.４２７ ２０２０年７月号

特集 住み続けられるまちづくり
第１部 総論
・住み続けられるまちづくりへの道筋
北海道大学公共政策大学院 客員教授 石井 吉春
第２部 下川町の取り組み事業
・SDGs を取り入れた下川町のまちづくり
下川町長 谷 一之
・地域の森林バイオマス資源を活用した持続可能な地域づくり
北海道下川町森林商工振興課 バイオマス産業戦略室長 山本 敏夫
第３部 各論
・北海道と地域を支え続ける農林水産業
学校法人札幌大学 理事長 荒川 裕生
・まちに住み続けられる「しかけ」を作る
株式会社北海道二十一世紀総合研究所 調査部特任審議役 木本 晃
・生涯稼げる創業のまちづくり
札幌学院大学 学長 河西 邦人
・
「医療」と「介護」の適切な提供体制
一般社団法人北海道総合研究調査会 理事長 五十嵐 智嘉子
・地域交通と「まちづくり」
一般財団法人北海道運輸交通研究センター 理事長 千葉 博正
・人口減少社会における地域交通手段の確保に向けて
一般社団法人北海道総合研究調査会 調査部 部長 切通 堅太郎
連載
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 231 回
不要不急のかがやき

No.４２８ ２０２０年９月号

特集 極東地域における日露共同の経済圏発展に向けた物流改革

情報企画部

レポート 1 政策と統計に見る日露物流の概観
レポート 2 シベリア鉄道による貨物輸送拡大の可能性検討
インタビュー シベリア鉄道による貨物輸送拡大に向けて
次のステップに向け
調査部レポート
フィンエアーカーゴ訪問レポート
連載
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 23２回
最高の遊びとは

No.４２９ ２０２０年１１月号

特集 ウィズコロナ時代の北海道の航空・空港戦略を考察する
はじめに
レポート 1 航空業界におけるコロナショックの影響～現状と今後の見通し
レポート 2 ウィズコロナ時代の北海道の航空・空港戦略①～貨物の視点から～
レポート 3 ウィズコロナ時代の北海道の航空・空港戦略②～旅客の視点から～
情報企画部レポート
ウィズコロナ・アフターコロナ時代の地域間交流の進め方
キルギス、アルゼンチンを事例に
医療介護研究部レポート①
在宅医療に関する動向
医療介護研究部レポート②
「平成 25 年～平成 29 年人口動態保健所・市区町村別統計」から見る合計特殊出生率の変化と類型化
連載
ぶらりしゃらり
轡田 隆史 第 23３回
マスクしてコロナ・ウイルスに抗えば不要不急のものら輝く

No.４３０ ２０２１年１月号

特集 地域における新たな雇用の在り方 ～社会的企業の 10 年に学ぶ～
レポート 「復興支援型地域社会雇用創造事業」を振り返る
一般社団法人北海道総合研究調査会 理事長 五十嵐 智嘉子
インタビュー1 次世代の活躍人口を地域が育む
一般社団法人三陸ひとつなぎ自然学校 代表理事 伊藤 聡 氏（岩手県釜石市）
インタビュー2 農業で心も体も元気になる“場づくり”を目指す
株式会社阿部農縁 代表取締役社長 寺山 佐智子 氏（福島県須賀川市）
インタビュー3 女川の経験を日本や世界の課題解決に活かす
特定非営利活動法人アスヘノキボウ 代表理事 小松 洋介 氏（宮城県牡鹿郡女川町）
座談会 次世代がローカルで活躍するために
ウィズコロナ時代へのヒント
［参加者］ ◇一般社団法人三陸ひとつなぎ自然学校
代表理事 伊藤 聡 氏（岩手県釜石市）
◇株式会社チャレンジドジャパン
取締役 事業本部長 澤田 駿介 氏（宮城県仙台市）
［司会］
ＨＩＴ 調査部長 切通 堅太郎
調査部レポート
航空貨物とビジネス需要の開拓で独自性発揮～小松空港から道内空港への示唆
連載
ぶらりしゃらり 轡田 隆史 第 234 回
一茶がんばる

No.４３１ ２０２１年３月号

特集 「在宅医療の実際と基礎知識」～北海道における在宅医療の推進に向けて～
講義 1 在宅医療制度の基礎知識
医療法人北海道家庭医療学センター 理事長 草場 鉄周 氏
講義 2 在宅医療の実際～都市部での在宅医療マネジメント～
医療法人財団老蘇会静明館診療所 理事 大友 宣 氏
講義 3 在宅医療の実際～地方部で在宅医療マネジメント～
更別村国民健康保険診療所 所長 山田 康介 氏
調査部レポート
過疎地・僻地における企業の労働力拡充～人材調達スキームと活用策
情報企画部レポート
高付加価値化に関する中央の戦略と地方の現実（林業を事例に）
連載
ぶらりしゃらり 轡田 隆史 第 235 回
響きあうこころ

No.４３２ ２０２１年５月号

特集 アフターコロナ時代の国際人材育成～「学び合う場づくり」を目指す
第一章 日本での研修に対する期待
第二章 インタビュー

日本企業が国際人材育成に参加する意義
株式会社ケーズマーケティング 代表取締役 吉川 京二 氏
第三章 「学び合う場づくり」に向けて
医療介護研究部レポート
ICT 活用による健康づくりと見守りの可能性
調査部レポート
副業・兼業の政策の動向と地方における都市部人材の活用
連載
ぶらりしゃらり 轡田 隆史 第 236 回
想像・妄想力の楽しさ

No.４３３ ２０２１年７月号

特集 ウィズコロナ時代の北海道の航空・空港戦略を考察するⅡ
レポート はじめに～コロナの影響と需要回復の行方～
HIT 調査部長 切通 堅太郎
インタビュー1 航空政策有識者に聞く パート 1
航空アナリスト 杉浦 一機 氏
インタビュー2 航空政策有識者に聞く パート 2
東京工業大学 花岡 伸也 教授
鼎談 コロナ禍と地方空港の行方
野村 宗訓 氏・西藤 真一 氏・切通 堅太郎
研究員レポート_1
ロシア極東産大豆への期待と課題
研究員レポート_2
道内の在宅医療の取組状況について
連載
ぶらりしゃらり 轡田 隆史 第 237 回
いまこそ祈りのとき

No.４３４ ２０２１年９月号

特集 北海道医療勤務環境改善支援センター4 年目の取組みに向けて
レポート 1 北海道医療勤務環境改善支援センター3 年間の取組み
HIT 常務理事・医療介護研究部長 星野克紀
レポート 2 「総合的な支援」のスキームと「特別支援事業」
北海道医療勤務環境改善支援センター 事務局
レポート 3 医師の働き方改革に取組む勤改センター、4 年目の課題
北海道医療勤務環境改善支援センター 事務局
研究員レポート①
地域の相談支援における基幹相談支援センターの役割
研究員レポート②
日常生活自立支援事業の概況と課題
連載
ぶらりしゃらり 轡田 隆史 第 238 回
アリの夢

No.４３５ ２０２１年１１月号

特集 地方都市から見た将来の日ロ交流の在り方
第 1 章 プロローグ 日ロの地域間交流の現状
一般社団法人北海道総合研究調査会 情報企画部
第 2 章 地方発ロシアビジネスの現場から
1．新潟編 地域に頼られる商社を目指して
株式会社 JSN 代表取締役／愛宕商事株式会社 貿易事業部長 濵野 剛 氏
2．北海道編 「おろしや国酔夢譚」のような日ロ協力を目指して
株式会社 G.I.プラン 代表取締役 ジュラフスキー・グレーブ・ビクトロビチ 氏
第 3 章 日ロ交流拠点としての地方都市の役割――1965 年から極東交流を続ける新潟県から
公益財団法人環日本海経済研究所 部長兼主任研究員 新井 洋史 氏
第 4 章 今後の地域交流の在り方を考える
一般社団法人北海道総合研究調査会 情報企画部
研究員レポート①
障害者相談支援における相談支援体制の現状と課題
～令和 2 年度障害者総合福祉推進事業の調査結果から読み取れるもの～
研究員レポート②
北海道の地方病院における働き方改革の現状と課題
連載
ぶらりしゃらり 轡田 隆史 第 239 回
すべてはわが同志

