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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･セミナー

司会者：
遠藤

乾（北海道大学公共政策大学院教授）

１-１. シンポジウム

陳

●｢｢ひがし北・海・道」広域観光周遊ルート

大澤文護（世宗研究所客員研究委員・千葉科

形成と空港の役割｣

昌洙（世宗研究所所長）

シンポジウム

日時：2016年 5 月16日㈪

学大学教授）

16:00～18:30

講演者：

場所：網走セントラルホテル

伊豆見元（東京国際大学国際戦略研究所教授）

主催：北海道大学公共政策大学院、北海道新

鄭

在貞（ソウル市立大学教授）

討論者：

聞社
共催：釧路市、帯広市、網走市、北海道地域

殿平善彦（住職、
「強制連行・強制労働犠牲者

航空推進協議会、網走市観光推進協議

を考える北海道フォーラム」共同
代表）

会

箱田哲也（朝日新聞論説委員／元朝日新聞ソ

挨拶：
水谷

ウル支局長）

洋一（網走市長）

講演者：
石井

至（石井兄弟社社長、明日の日本を支
える観光ビジョン構想会議委員）

吳

榮煥（韓国中央日報東京総局長）

白

鶴淳（世宗研究所首席研究委員)

趙

顕俊（韓国暁星グループ社長）

富山睦浩（サッポロドラッグストアー会長）

パネラー：

清水敏行（札幌学院大学教授）

石井吉春（北大公共政策大学院教授）

青山修二（北海道新聞記者／前北海道新聞ソ

木本

ウル支局長）

晃（北海道経済部観光振興監）
権

蝦名大也（釧路市長）
遠藤

哲（Peach Aviation 総合企画部部長）

上野洋司（ひがし北海道観光事業開発協議会

泰煥（世宗研究所客員研究委員）

●インフラ・アセットマネジメント・シンポ
ジウム

会長、知床第一ホテル会長）

「高齢化するインフラに、どう対応するか

コーディネーター：

…インフラ維持管理・更新・マネジメント

五十嵐正剛（北海道新聞社編集局経済部長）

技術の社会実装」
日時：2016年11月 4 日㈮

●2016年札幌日韓関係シンポジウム
「新しい日韓関係と未来ビジョン」
日時：2016年 7 月15日㈮
場所：北海道大学

13:30～17:15

場所：北海道大学学術交流会館講堂
オープニング・トーク：

14:00～18:00

石井吉春（北大公共政策大学院教授）

鈴木章ホール

笠松拓史（北大公共政策大学院教授）

主催：韓国世宗研究所、韓国国際交流財団、

小磯修二（北大公共政策大学院特任教授）

北海道大学公共政策大学院東アジア研

村上裕一（北大公共政策大学院准教授）

究所

講演者：

後援：北海道新聞社

横田
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弘（北大工学研究院教授）

岡田有策（慶應義塾大学理工学部教授）

小田桐克幸（森町防災交通課課長）

パネリスト：

コーディネーター：

熊谷政行（寒地土木研究所寒地保全技術研究

高松

泰（北大公共政策大学院特任教授）

グループ長）
坂場武彦（北海道開発局建設部道路維持課長)
若山

浩（北海道建設部建設政策局維持担当

【プログラムＣ（札幌会場）
】
日時：2016年11月28日㈪
場所：北海道大学

課長）
渡辺和俊（札幌市建設局土木部維持担当部長）

講演者：

コーディネーター：

田中

高松

13:30～17:00

鈴木章ホール

淳（東京大学大学院情報学環

総合防

災情報研究センター長・教授）

泰（北大公共政策大学院特任教授）

橋本雄一（北大文学研究科教授）
●｢北海道／防災・減災リレーシンポジウム

丸谷知己（北大農学研究院特任教授）

2016―新たなステージに対応した防災・減

パネリスト：

災―」

米津仁司（北海道開発局事業振興部防災課長）

【プログラムＡ（帯広会場）】
日時：2016年11月 8 日㈫

松森敏幸（札幌管区気象台気象防災部長）
志田篤俊（北海道総務部危機対策局長）

13:30～17:00

場所：帯広市民文化ホール

河原正幸（札幌市危機管理対策室長）

講演者：

コーディネーター：

山田朋人（北大工学研究院准教授）

高松

泰（北大公共政策大学院特任教授）

笠井美青（北大農学研究院准教授）
田村

●北海道大学（HU）
・ソウル国立大学（SNU）

亨（北大工学研究院教授））

合同シンポジウム

パネリスト：

「Local Governance and Public Policy in the

酒向孝裕（北海道開発局帯広開発建設部道路

Globalized World」

整備保全課長）
山下龍平（札幌管区気象台気象防災部気象防

日時：2016年11月24日㈭

9:30～14:30

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ303

災情報調整官）
コーディネーター：

Opening Remarks：

高松

Yoshiharu ISHII

泰（北大公共政策大学院特任教授）

(北海道大学公共政策大学院長)
Dongwook KIM

【プログラムＢ（函館会場）】
日時：2016年11月16日㈬

(ソウル国立大学公共経営大学院長)

13:30～17:00

場所：北海道大学函館キャンパス

報告者：

講演者：

Jun NISHIMURA（HU）

村上

Naomi CHI（HU）

亮（北大理学研究院教授）

小山内信智（北大農学研究院特任教授）

Hyunsub KUM（SNU）

岡田成幸（北大工学研究院教授）

Sooneun KIM（SNU）

パネリスト：

Kilkon KO （SNU）

遠藤達哉（北海道開発局函館開発建設部次長）
阿部島啓人（北海道渡島総合振興局副局長）

●環境コモンズフォーラム
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「人口減少時代の自然空間管理～その担い
日時：2016年12月 5 日㈪

共催：北海道
活動報告：

手と手法を考える～」

知内町、江差町、ニセコ町、奈井江町、名寄

14:00～16:30

場所：北海道大学百年記念会館

市、鷹栖町、天塩町、上士幌町、清水町

主催：北海道大学公共政策大学院公共政策学

コメンテーター：

研究センター、環境コモンズ研究会(一

山崎史郎（北海道顧問、前内閣官房まち・ひ

般財団法人北海道開発協会)、NPO 法

と・しごと創生本部事務局地方創

人苫東環境コモンズ

生総括官）
石井吉春（北大公共政策大学院教授）

講演者：
中村太士（北大農学研究院教授）

●｢第 5 回 北海道ダイアログ ～不安の時代：

パネリスト：
草苅

開催日程：2017年 3 月 4 日～ 5 日

長）
辻

21世紀の東アジアにおける雇用と生活～」

健（NPO 法人苫東環境コモンズ事務局

場所：国立清華大学（台湾）

昌秀（白老町農林水産課）

陣内

雄（フリーのきこり）

日月

伸（帯広の森はぐくーむ副施設長）

主催：北大公共政策大学院附属公共政策学研
究センター東アジア研究所、国立清華

コーディネーター：

大学社会学部

小磯修二（北大公共政策大学院特任教授)

主な参加者：
陳

●Hokkaido Academic Local Creation

明祺（国立清華大学社会学研究所所長）

遠藤

Conference

乾（北海道大学公共政策大学院公共政
策学研究センター長／教授）

「若手がすすめる、地方創生」

于

建嵘（中国社会科学院農村発展研究所社

会場：北海道大学学術交流会館

韓

相震（ソウル大学社会学科名誉教授）

講演者：

林

宗弘（中央研究院社会学研究所研究員）

小磯修二（北大公共政策大学院特任教授）

橋口昌治（立命館大学生存学研究センター客

日時：2016年12月11日㈰

13:00～17:00

会問題研究センター主任）

報告：HALCC（Hokkaido Academic Local

員研究員）

Creation Conference）所属学生
パネリスト：

黄

怡翎（台湾職業安全健康連戦執行長）

周

于萓（社団法人台湾青年労働95連盟理事

中村昌彦（北海道総合政策部地域創生局地域
戦略課

地域創生担当課長）

長）
洪

コーディネーター：HALCC 所属学生

錫萬（龍山事件の汎市民対策委員、News
Cham 研究所研究員）

松嶋一重（日本政策投資銀行北海道支店長）
李

鏑（映諾社区発展機構代表）

清水康之（NPO 法人自殺対策支援センターラ
●北海道創生

未来につなげるシンポジウム

日時：2017年 2 月22日㈬

13:00～17:45

イフリンク代表）
沈

秀華（国立清華大学准教授、婦女新知基

林

成蔚（常葉大学法学部教授）

徐

友漁（The New School 客員研究員）

会場：センチュリーロイヤルホテル

金会董事長）

主催：㈱北海道銀行、北海道大学公共政策大
学院、㈱道銀地域総合研究所
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鈴木

●｢グリーンランドの自己決定権――北極域

賢（明治大学法学部教授）

研究推進プロジェクトから」

阿古智子（東京大学大学院総合文化研究所・

日時：2016年 6 月28日㈪

教養学部准教授）
池

直美（北海道大学公共政策大学院専任講

16:30～18:00

場所：スラブユーラシア研究センター会議室
報告者：

師）
西本紫乃（同大学院専任講師）

高橋美野梨（北海道大学北極域研究センター

１-２. セミナー等

●｢中国の格差について－所得不平等は進ん

博士研究員）
でいるのか？」

●HOPS 特別講演会
「ポスト・ジェノサイドのルワンダ：荒廃か

日時：2016年 7 月26日㈫

15:00～17:00

ら生まれるアフリカ型のガバナンスと発展

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ406

モデル」

報告者：

日時：2016年 5 月30日㈪

13：00～14：30

劉

会場：スラブ・ユーラシア研究センター会議
室

慶彬（中国対外経済貿易大学准教授）

コメンテーター：
梶谷

懐（神戸大学大学院経済学研究科教授）

講演者：
ヴェネティア・セブダンティ（駐日ルワンダ大使）

●｢統計データから変数の関連性を調べる」

司会者：

日時：2016年10月13日㈭

池

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ101

直美（北大公共政策大学院専任講師）

16:30～18:00

報告者：
●第11回

難民映画祭（学校パートナーズ）

鈴川晶夫（北大公共政策大学院教授）

「無国籍～ワタシの国はどこですか」
日時：2016年10月29日㈯

13:30～15:30

●｢生活困窮者の実態と政策」

場所：北海道大学文系共同講義棟 8 番教室

日時：2016年11月10日㈭

モデレータ：

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ101

池

報告者：

直美（北大公共政策大学院講師）

後援：国連難民高等弁務官（UNHCR）駐日

16:30～18:00

池田真紀（フリーソーシャルワーカー）

事務所
●平成28年度リサーチペーパー報告会
２.

研究会

２-１.

第1回

公共政策学研究会

●｢中国における社会・情報統制強化とネット
上の公民社会」

日時：2017年 1 月20日㈮

13:00～17:10

場所：北大工学研究科棟

Ｌ252

報告者：
公共政策大学院平成28年度修了予定者

日時：2016年 5 月24日㈫ 16:30～18:00
場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ409

●｢RE START！ Challenge More！ 財政破綻

報告者：
西本紫乃（公共政策大学院専任講師）

から10年」
日時：2017年 2 月 3 日㈮

16:30～17:30

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ101
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報告者：
鈴木直道（夕張市長）

●｢原点から発想し行動すると

一見不可能

●平成28年度リサーチペーパー報告会

日時：2016年11月11日㈮ 16:30～18:00

なことも可能になる」
講師：

第2回
日時：2017年 2 月 8 日㈬

野崎健美（酪農家／恵庭事件）

13:00～17:20

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ401
●｢北朝鮮を読み解く－革命伝説の呪縛と解

報告者：

放」

公共政策大学院平成28年度修了予定者

日時：2016年11月18日㈮
２-２. 国際政治経済政策事例研究

講師：

●｢混迷するトルコ情勢―内政・外交・テロ―」

鈴木琢磨（毎日新聞

日時：2016年10月 7 日㈮

16:30～18:00

論説委員）

16:30～18:00
●｢防衛という仕事」

講師：
今井宏平（JETRO 地域研究センター 中東研

日時：2016年11月25日㈮

16:30～18:00

講師：

究グループ）

黒江哲郎（防衛省防衛次官）
●｢我が国を取り巻く戦略環境と我が国の防
衛

●｢最近の中東政治（湾岸地域を中心に）」

－今とこれから？－」

日時：2016年10月14日㈮

日時：2016年12月 2 日㈮

16:30～18:00

16:30～18:00

講師：

講師：
加野幸司（防衛省

西永知史（外務省

防衛政策課長）

中東アフリカ局

中東二

課長）
●｢国際協力の経験が生んだ、「遺跡」を増や
●｢民主主義と制度と政治家」

さない住民参加型事業のつくりかた」
日時：2016年10月21日㈮

日時：2016年12月 9 日㈮

16:30～18:00

16:30～18:00

講師：

講師：

宮下和佳（特定非営利活動法人ムラのミライ

松本剛明（衆議院議員(元外務大臣)）

専務理事）
●｢アメリカ大統領選と日米同盟」
●｢国際金融情勢と日本経済」

日時：2016年12月16日㈮

日時：2016年10月28日㈮

講師：

16:30～18:00

山地秀樹（外務省・北米局北米第一課企画官)

講師：
三好敏之（財務省

国際局国際機構課長）
●｢いわゆる『慰安婦問題』とは：日韓合意と
その後の展望」

●｢アメリカから見た中国」
日時：2016年11月 4 日㈮

16:30～18:00

泉

裕泰（外務省

日時：2017年 1 月 6 日㈮
講師：

講師：
研修所長）

韓
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恵仁（成均館大学東アジア歴史研究所・

日時：2016年10月25日㈫

研究員）

16:30～18:00

講師：
荒川

●｢『捨てられる銀行』の先を読む」

敦（衆議院調査局第二特別調査室長）

日時：2017年 1 月20日㈮
●｢組織連携で進めるソーシャルキャピタル

講師：橋本卓典(共同通信社記者)

づくりと保健医療」
●｢沖縄の基地問題」

日時：2016年11月 1 日㈫

日時：2017年 1 月27日㈮

講師：

講師：

近藤尚己（東京大学大学院医学系研究科准教

佐藤

16:30～18:00

授）

学（沖縄国際大学教授）

２-３. 公共経営事例研究

●｢北海道の医療・介護提供体制の現状と課題」

●｢最近の自動車産業の動向と日産自動車の

日時：2016年11月 5 日㈯

16:30～18:00

講師：

「挑戦」」
日時：2016年 9 月27日㈫

徳田禎久（社会医療法人禎心会理事長）

16:30～18:00

講師：
●｢現代日本銀行の政策決定過程」

石井裕晶（日産自動車理事渉外担当役員）

日時：2016年11月 8 日㈫

16:30～18:00

●｢公共政策と楽天流・競争力」

講師：

日時：2016年10月 4 日㈫

杉本芳浩（日本銀行札幌支店長）

16:30～18:00

講師：
野原彰人（楽天銀行代表取締役副社長）

●｢戦後公共政策の形成と田中角栄の役割」
日時：2016年11月15日㈫

●｢労働分野における規制行政の概要：労働安
全衛生法を中心として」
日時：2016年10月11日㈫

16:30～18:00

講師：
下村太一（神戸学院大学講師）

16:30～18:00

講師：

●｢働き方改革のあり方を考える」

浅田和哉（社会保険労務士・労働安全コンサ

日時：2016年11月22日㈫

ルタント）

16:30～18:00

講師：
永久寿夫（PHP 研究所専務取締役）

●｢NoMaps の展開」・「クラウドファンディン
グ活用講座」
日時：2016年10月18日㈫

●｢社会的企業としての NPO 法人活動：札チ
16:00～18:00

ャレ経営の考え方」

講師：

日時：2016年12月 6 日㈫

伊藤博之（クリプトン・フューチャー・メデ
ィア代表取締役）
杉山

16:30～18:00

講師：
加納尚明（NPO 法人札幌チャレンジド理事長）

央（弁護士、ACT NOW 代表取締役）
●｢空港民営化」

●｢政策が決まり執行されるまで」

日時：2016年12月13日㈫
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16:30～18:00

講師：
●｢生活困窮者の実態と政策」

武藤清吾（経営共創基盤マネジャー）

日時：2016年11月10日㈭
●｢新たな北海道農業の幕開け：農業を再生エ
ンジンとする地域づくり展開」
日時：2016年12月20日㈫

16:30～18:00

講師：
池田真紀（フリーソーシャルワーカー）

16:30～18:00

講師：

●｢新聞記者からみた社会保障」

岩井宏文（GB 産業化設計）

日時：2016年11月28日㈪

14:45～18:00

講師：
浜田陽太郎（朝日新聞デジタル編集部次長）

●｢名寄市の地方創生」
日時：2016年12月27日㈫

16:30～18:00

講師：

●｢公共政策学と社会保障」

加藤剛士（名寄市長）

日時：2016年12月26日㈪

14:45～18:00

講師：
●｢北海道の人口減少は止められるか」
日時：2017年 1 月17日㈫

柳

史生（厚生労働省年金局総務課課長補佐）

16:30～18:20

講師：

２-５. 環境政策事例研究

藻谷浩介（日本総合研究所主席研究員）

●｢ガイダンス」及び「地球温暖化･エネルギ

２-４. 福祉労働政策事例研究

日時：2016年 9 月30日㈮

●｢労働基準と労働政策」

講師：

ー政策の概要」

日時：2016年10月17日㈪

14:45～18:00

14:45～18:00

倉谷英和（北大公共政策大学院教授）

講師：
増田幹司(旭川大学教授)

●｢北海道ガス石狩 LNG 基地」
日時：2016年10月 7 日㈮

●｢北海道の地域医療政策」

講師：

日時：2016年10月24日㈪

渋谷

14:45～18:00

14:45～18:00

聡（北海道ガス 生産技術部 マネージ

講師：

ャー）

大竹雄二（北海道庁地域医療担当局長)
●｢大気汚染の状況と対策・PM2.5問題につい
●｢自治体現場の生活保護政策と就労支援」
日時：2016年10月31日㈪

14:45～18:00

て」及び「循環型社会とリサイクル」
日時：2016年10月14日㈮

14:45～18:00

講師：

講師：

池谷秀登（帝京平成大学教授）

倉谷英和（北大公共政策大学院教授）

●｢年金政策と審議会の役割」

●｢サステイナブルキャンパスへの取り組み

日時：2016年11月 7 日㈪

14:45～18:00

とサステイナブルキャンパス評価システム」

講師：

日時：2016年10月28日㈮

駒村康平(慶應義塾大学教授)

講師：
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14:45～18:00

横山

隆（北大サステイナブルキャンパス推進

池上真紀（同

●｢環境税をめぐる理論と政策」
日時：2016年12月16日㈮

本部 プロジェクトマネージャー）

14:45～18:00

講師：

コーディネーター）

佐野郁夫（独立行政法人 環境再生保全機構
理事）

●｢｢環境未来都市」北海道下川町の取組」
日時：2016年11月 4 日㈮

14:45～18:00
●｢放射性物質汚染対処特措法の概要と施行

講師：

状況」

春日隆司（下川町議会議員／NPO 法人しもか

日時：2017年 1 月 6 日㈮

わ森林未来研究所）

14:45～18:00

講師：
深見正仁（環境省大臣官房審議官）

●｢環境創造都市ニセコの挑戦」
日時：2016年11月11日㈮

14:45～18:00

講師：

●｢日本の公害問題」

金井信宏（ニセコ町企画環境課参事）

日時：2017年 1 月24日㈫

13:00～16:15

講師：
吉田文和（愛知学院大学経済学部教授）

●｢札幌都心部の地域熱供給事業」
日時：2016年11月18日㈮

14:45～18:00
●｢COP22の成果と今後」

講師：

日時：2017年 1 月24日㈫

北村能宏（北海道熱供給公社営業部課長）

16:30～19:45

講師：
●｢環境アセスメントの現状と課題」
日時：2016年11月25日㈮

木野修宏（環境省 地球環境局

14:45～18:00

国際地球温

暖化対策室長）

講師：
大井通博（環境省総合環境政策局環境影響審
査室長）

●｢地域主導型再生可能エネルギーの取組み」
日時：2017年 1 月27日㈮

14:45～18:00

講師：
●｢札幌市中沼リサイクル団地」及び「廃棄物

鈴木

の分別とリサイクル施策」
日時：2016年12月 2 日㈮

亨（NPO 法人 北海道グリーンファン
ド理事長）

14:45～18:00

講師：

２-６. 社会資本政策事例研究

水城陽一（札幌市循環型社会推進課係長）

●｢北海道新幹線新函館北斗開業までと今後

土田修也（札幌市循環型社会推進課）

について」
日時：2016年10月 6 日㈭

●｢海鳥の楽園 天売島とその保全に向けて」

講師：

日時：2016年12月 9 日㈮

島村昭志（JR 北海道）

14:45～18:00

14:45～18:00

講師：
竹中康進（環境省 羽幌自然保護官事務所 自
然保護官）

●｢政策評価と都市・道路政策」
日時：2016年10月13日㈭
講師：
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14:45～18:00

日時：2016年12月 1 日㈭

伊藤徳彦（北海道開発技術センター）

14:45～18:00

講師：
山本健一（北海道開発局）

●｢川とまちづくり」
日時：2016年10月20日㈭

14:45～18:00

講師：

●｢廃棄物の排出と適正処理の現状と課題」

宮島滋近（北海道開発局）

日時：2016年12月 8 日㈭ 14:45～18:00
講師：

●｢日本の港湾政策と北海道港湾の現状・課題」
日時：2016年10月27日㈭

谷川

昇（日本産業廃棄物処理振興センター）

14:45～18:00

講師：

●｢廃棄物の有効利用の現状と課題」

中島

日時：2016年12月15日㈭

靖（北海道開発局）

14:45～18:00

講師：
谷川

●｢北海道開発局における道路行政」
日時：2016年11月10日㈭

昇（日本産業廃棄物処理振興センター）

14:45～18:00

講師：

●｢コンパクトシティ政策」

谷村昌史（北海道開発局）

日時：2016年12月22日㈭

14:45～18:00

講師：
新屋千樹（国土交通省)

●｢シーニックバイウェイ北海道」
日時：2016年11月17日㈭

14:45～18:00
●｢北海道特有の道路交通課題―脱スパイク

講師：
原

タイヤ政策とその評価を中心に―」

文宏（北海道開発技術センター）

日時：2017年 1 月 5 日㈭

14:45～18:00

●｢まちづくり会社の活動」

講師：

日時：2016年11月24日㈭

浅野基樹（土木研究所寒地土木研究所）

14:45～18:00

講師：
服部彰治（札幌大通まちづくり㈱）

●｢新千歳空港見学」
日時：2017年 1 月12日㈭

●｢新たな北海道総合開発計画と国土交通行
政」

14:45～18:00

講師：
佐々木純（北海道開発局）
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