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活 動 報 告 
注）肩書きは当時のもの。 

 

１. シンポジウム（2010年度開催分） 

●日 時：2010年6月26日㈯ 

14：00～17：00 

場 所：北海道大学人文・社会科学総合教

育研究棟 W203  

テーマ：「北方の文化と環境再生、生物多様性

－北海道の環境政策－」 

報告者・パネリスト： 

安田 喜憲（国際日本文化研究センター

教授） 

黒田 大三郎（環境省 参与） 

大島 直行（伊達市噴火湾文化研究所 

所長） 

五十嵐 智嘉子（（社）北海道総合研究 

調査会 専務理事） 

深見 正仁（北海道大学公共政策大学院

教授） 

 

●日 時：2010年７月10日㈯ 13：30～ 

場 所：北海道大学人文・社会科学総合教

育研究棟 W203  

テーマ：「21世紀 産業・企業・行政の構造

変化と政策－進路の先にある企

業・役所はどう変化するか－」 

報告者・パネリスト： 

白井 一幸（元日本ハムファイターズ 

ヘッドコーチ・野球解説者） 

鍋山 徹 （日本政策投資銀行 

産業調査部長） 

宮脇 淳 （北海道大学公共政策大学院

教授） 

 

●日 時：2010年８月17日㈫ 

13：30～17：00 

場 所：北海道大学学術交流会館 講堂 

テーマ：「環境税と財政改革」 

報告者・パネリスト： 

森谷 賢 （環境省地球環境局 審議官） 

諸富 徹 （京都大学大学院経済学 

研究科 教授） 

ポール・イーキンス（ロンドン大学 

ユニバーシティカレッジ 教授） 

マーティン・イェニケ（ベルリン自由大学

環境政策研究所 教授） 

馬 中  （中国人民大学環境学院 教授） 

蕭 代基 （中華経済研究院 院長） 

金 一中 （東国大学環境経済学 教授） 

吉田 文和（北海道大学大学院経済学 

研究科 教授） 

 

●日 時：2010年10月28日㈭ 

10：00～17：35 

場 所：北海道大学学術交流会館 講堂 

テーマ：「再生可能エネルギー国際シンポジウム」 

報告者・パネリスト： 

吉田 文和（北海道大学大学院経済学 

研究科 教授） 

マーティン・イェニケ（ベルリン自由大学

環境政策研究所 教授） 

ジェームズ・ハインツ（マサチューセッツ

大学アマースト校 政治経済 

研究所 副所長） 

馬 中  （中国人民大学環境学院 教授） 

鈴木 洋一郎（北海道経済産業局資源 

エネルギー環境部 部長） 

荒木 肇 （北海道大学北方生物圏 

フィールド科学センター 

教授） 

鈴木 亨 （北海道グリーンファンド） 

川口 直人（セントラルリーシングシステ

ム空港施設管理本部） 

春日 隆司（下川町 地域振興課長） 

矢部 暢子（北海道大学大学院地球環境

科学研究院 博士研究員） 
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諏訪 竜夫（北海道大学公共政策大学院

博士研究員） 

 

●日 時：2010年11月13日㈯ 

13：00～17：00 

場 所：北海道大学高等教育推進機構 1 階 

大講堂 

テーマ：「働ける社会をめざして 

～雇用の潜在的可能性を再考する～」 

報告者・パネリスト： 

木村 勇介（㈱キムラ 代表取締役社長） 

日置 真世（NPO 法人 地域生活支援 

ネットワークサロン 理事） 

坂口 収 （北海道経済部 部長） 

榎本 浩之（㈱ホワイトビジョン 

代表取締役） 

勝田 博昭（北海道大学公共政策大学院 

院生） 

平田 智美（北海道大学公共政策大学院 

院生） 

高石 恭平（北海道大学公共政策大学院 

院生） 

宮脇 淳 （北海道大学公共政策大学院 

教授） 

 

●日 時：2010年11月20日㈯ 

13：30～16：00 

場 所：北海道大学人文・社会科学総合教

育研究棟 W102 

テーマ：「自治体議会が変わるためのヒント」 

報告者・パネリスト： 

水澤 雅貴（NPO 法人 公共政策研究所

理事長） 

鳥越 浩一（苫小牧市議会 議員） 

辻 弘之 （登別市議会 議員） 

志子田 徹（北海道新聞社 記者） 

宮脇 淳 （北海道大学公共政策大学院 

教授） 

 

２. 研究会（2010年度開催分） 

●日 時：2010年５月20日㈭ 16：30～ 

場 所：北海道大学人文･社会科学総合 

教育研究棟 W409 

テーマ：「条例制定権拡充の理論と課題」 

報告者： 

宮脇 淳 （北海道大学公共政策大学院 

教授） 

 

●日 時：2010年６月24日㈭ 16：30～ 

場 所：北海道大学人文・社会科学総合 

教育研究棟 W409 

テーマ：「高校と大学の接続をめぐって」  

報告者： 

佐々木 隆生（北海道大学公共政策大学院

教授） 

 

●日 時：2010年７月29日㈭ 16：15～ 

場 所：北海道大学人文・社会科学総合 

教育研究棟 W409 

テーマ：「年金記録問題と社会保険庁」 

報告者： 

西山 裕 （北海道大学公共政策大学院 

教授） 

 

●日 時：2010年10月６日㈬ 14：45～ 

場 所：北海道大学ファカルティハウス 

エンレイソウ２階 第１会議室 

テーマ：「PFI の10年を振り返る」 

報告者： 

金谷 隆正（日本経済研究所 常務理事） 

 

●日 時：2010年10月８日㈮ 14：45～ 

場 所：北海道大学人文・社会科学総合教

育研究棟 W202 

テーマ：「アフリカにおける資源・貧困・

紛争」 

報告者： 

白戸 圭一（毎日新聞外信部） 
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●日 時：2010年10月13日㈬ 14：45～ 

場 所：北海道大学ファカルティハウス 

エンレイソウ２階 第１会議室 

テーマ：「社会的責任投資」 

報告者： 

河口 真理子（NPO 法人社会的責任 

フォーラム代表理事・大和証券 

グループ本社 CSR 室 室長） 

 

●日 時：2010年10月15日㈮ 16：30～ 

場 所：北海道大学人文･社会科学総合 

教育研究棟 W202  

テーマ：「民主党政権における安全保障政策」 

報告者： 

長島 昭久（衆議院議員 

・前防衛大臣政務官） 

 

●日 時：2010年10月18日㈪ 14：45～ 

場 所：北海道大学人文･社会科学総合 

教育研究棟 W517  

テーマ：「北海道の開発行政について」 

報告者： 

渋谷 元 （北海道開発局開発監理部 

開発調整課 課長） 

 

●日 時：2010年10月20日㈬ 14：45～ 

場 所：北海道大学文系共同講義棟 ５番 

テーマ：「三重県の議会改革」 

報告者： 

高沖 秀宣（三重県議会 事務局次長） 

 

●日 時：2010年10月21日㈭ 16：00～ 

場 所：北海道大学人文･社会科学総合 

教育研究棟 W409  

テーマ：「自治体病院の民間化手法の効果

を考える」  

報告者： 

石井 吉春（北海道大学公共政策大学院 

教授） 

●日 時：2010年10月22日㈮ 16：30～ 

場 所：北海道大学人文･社会科学総合 

教育研究棟 W202  

テーマ：「日本政治の現実」 

報告者： 

薬師寺 克行（朝日新聞 論説委員） 

 

●日 時：2010年10月25日㈪ 14：45～ 

場 所：北海道大学人文･社会科学総合 

教育研究棟 W517  

テーマ：「道央都市圏の交通戦略」 

報告者： 

岸 邦宏 （北海道大学工学研究院 

准教授） 

 

●日 時：2010年10月27日㈬ 14：45～ 

場 所：北海道大学文系共同講義棟 ５番 

テーマ：「持続的な病院経営を目指して」 

報告者： 

秋野 豊明（医療法人渓仁会 理事長） 

廣畑 衛 （三豊総合病院企業団 企業長） 

 

●日 時：2010年10月29日㈮ 16：30～ 

場 所：北海道大学人文・社会科学総合 

教育研究棟 W202 

テーマ：「ロスジェネと新左翼」 

報告者： 

鈴木 英生（毎日新聞文化部 記者） 

 

●日 時：2010年11月１日㈪ 14：45～ 

場 所：北海道大学人文・社会科学総合 

教育研究棟 W517 

テーマ：「過疎交通の計画策定における行

政とコンサル、住民の役割と課題」 

報告者： 

東本 靖史（日本データーサービス(株)

計画調査部 課長） 

 

●日 時：2010年11月５日㈮ 16：30～ 
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場 所：北海道大学人文･社会科学総合 

教育研究棟 W202  

テーマ：「内閣官房の政策決定の現実と課題」 

報告者： 

河村 建一（河村建夫元官房長官 

政務秘書官） 

 

●日 時：2010年11月８日㈪ 14：45～ 

場 所：北海道大学人文･社会科学総合 

教育研究棟 W517  

テーマ：「高速道路料金のあり方」 

報告者： 

岸 邦宏 （北海道大学工学研究院 

准教授） 

 

●日 時：2010年11月12日㈮ 16：30～ 

場 所：北海道大学人文･社会科学総合 

教育研究棟 W202  

テーマ：「世界経済の変化と中央銀行」 

報告者： 

高橋 亘 （日本銀行金融研究所 所長） 

 

●日 時：2010年11月17日㈬ 14：45～ 

場 所：北海道大学ファカルティハウス  

エンレイソウ２階 第１会議室 

テーマ：「事業型 NPO の展開」 

報告者： 

小林 董信（北海道 NPO サポートセンター

事務局長） 

テーマ：「地域生活支援ネットワークサロン

の活動」 

報告者： 

日置 真世（NPO 法人 地域生活支援 

ネットワークサロン 理事） 

 

●日 時：2010年11月19日㈮ 16：30～ 

場 所：北海道大学人文･社会科学総合 

教育研究棟 W202  

テーマ：「G20と世界経済のマネージメント」 

報告者： 

行天 豊雄（国際通貨研究所理事長 

・財務省特別顧問） 

 

●日 時：2010年11月20日㈯ 10：00～  

場 所：夕張希望の杜 会議室 

テーマ：「過疎医療を考える」 

報告者： 

村上 智彦（夕張希望の杜 理事長） 

 

●日 時：2010年11月24日㈬ 14：45～  

場 所：北海道大学ファカルティハウス  

エンレイソウ２階 第１会議室 

テーマ：「農業振興の視点」 

報告者： 

木村 秀雄（北海道農業振興課 課長） 

テーマ：「食の安全と安心を考える」 

報告者： 

小野塚 修一（北海道食品政策課 課長） 

 

●日 時：2010年11月25日㈭ 16：00～  

場 所：北海道大学人文・社会科学総合 

教育研究棟 W409 

テーマ：「政治と経済の接点～ 

「事業仕分けと市民の参画」 

報告者： 

寺田 文彦（北海道大学公共政策大学院 

教授） 

 

●日 時：2010年11月26日㈮ 16：30～ 

場 所：北海道大学人文･社会科学総合 

教育研究棟 W202  

テーマ：「21世紀の資本主義はどうなるのか」 

報告者： 

宇仁 宏幸（京都大学大学院経済学 

研究科 教授） 

 

●日 時：2010年12月３日㈮ 16：30～  

場 所：北海道大学人文･社会科学総合 
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教育研究棟 W202  

テーマ：「グローバル化と安全保障： 

日本のエネルギー戦略の見方」 

報告者： 

藤 和彦（内閣官房情報調査室） 

 

●日 時：2010年12月８日㈬ 14：45～  

場 所：北海道大学ファカルティハウス  

エンレイソウ２階 第１会議室 

テーマ：「写真の町の地域づくり」 

報告者： 

松岡 市郎（東川町 町長） 

 

●日 時：2010年12月15日㈬ 14：45～ 

場 所：北海道大学ファカルティハウス  

エンレイソウ２階 第１会議室 

テーマ：「北海道観光の新たな可能性」 

報告者： 

鈴木 宏一郎（北海道宝島旅行社 

代表取締役社長） 

テーマ：「知床の世界自然遺産の保全と活用」 

報告者： 

小林 潤 （北海道自然環境課 課長） 

 

●日 時：2010年12月17日㈮ 16：30～ 

場 所：北海道大学人文･社会科学総合 

教育研究棟 W202  

テーマ：「日本の国境と海洋安全保障」 

報告者： 

山田 吉彦（東海大学海洋学部 教授） 

 

●日 時：2010年12月22日㈬ 14：45～  

場 所：北海道大学ファカルティハウス  

エンレイソウ２階 第１会議室 

テーマ：「北海道の医療問題」 

報告者： 

梅井 治雄（北海道保健福祉部総務課 

政策調整担当課 課長） 

 

●日 時：2011年１月５日㈬ 14：45～  

場 所：北海道大学ファカルティハウス  

エンレイソウ２階 第１会議室 

テーマ：「都市再生政策の現状と課題」 

報告者： 

榎本 平 （UR 都市機構東日本支社 

都市再生業務部 部長） 

 

●日 時：2011年１月７日㈮ 16：30～ 

場 所：北海道大学人文･社会科学総合 

教育研究棟 W202  

テーマ：「日本の宇宙戦略とロケット開発」 

報告者： 

浅田 正一郎（三菱重工宇宙機器部 

部長） 

 

●日 時：2011年１月12日㈬ 14：45～  

場 所：北海道大学ファカルティハウス  

エンレイソウ２階 第１会議室 

テーマ：「航空産業のこれから」 

報告者： 

小林 茂 （北海道国際航空㈱ 

代表取締役副社長） 

テーマ：「北海道新幹線と地域経済」 

報告者： 

高橋 功 （㈱北海道二十一世紀総合 

研究所 研究員） 

 

●日 時：2011年１月19日㈬ 14：45～  

場 所：北海道大学ファカルティハウス  

エンレイソウ２階 第１会議室 

テーマ：「総合計画を活かしたまちづくり」 

報告者： 

手島 旭 （芽室町役場産業振興課 課長） 

 

●日 時：2011年１月21日㈮ 16：30～ 

場 所：北海道大学人文･社会科学総合 

教育研究棟 W202  

テーマ：「為替を通じた世界経済の見方」 
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報告者： 

浅川 雅嗣（財務省参事官・副財務官・

元総理秘書官） 

 

●日 時：2011年１月27日㈭ 16：00～ 

場 所：北海道大学人文･社会科学総合 

教育研究棟 W409  

テーマ：「民主党政権の温暖化政策の動向

について」 

報告者： 

深見 正仁（北海道大学公共政策大学院

教授） 

 


