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【 2017年度 活 動 報 告 】 

注）講師肩書きは招聘当時のもの。敬称略。 

 

１. シンポジウム・公開イベント 

 

１-１. シンポジウム 

●シンポジウム「老朽化する公共施設をどう

維持するか―公共施設マネジメントの意義｣ 

日時：2017年10月31日(火) 14:00～17:00 

場所：グランドホテルニュー王子 グランド

ホール（苫小牧市） 

主催：北海道大学公共政策大学院、苫小牧港

開発株式会社 

後援：苫小牧市、苫小牧港管理組合、苫小牧

商工会議所、苫小牧建設協会、(株)苫小

牧民放社 

開会挨拶： 

石森 亮（苫小牧港開発(株)代表取締役社長） 

基調報告： 

眞田 仁（国土交通省北海道開発局港湾空港

部長） 

大野俊之（松江市財政部資産経営課係長） 

足立慎一郎（（株)日本政策投資銀行地域企画

部担当部長） 

会澤祥弘（会澤高圧コンクリート(株)代表取

締役社長） 

パネリスト： 

岩倉博文（苫小牧市長） 

コーディネーター： 

石井吉春（北大公共政策大学院特任教授） 

 

●SIP 戦略的イノベーション創造プログラム

シンポジウム 「高齢化するインフラ！ 地

域を支える技術と社会のイノベーション」 

日時：2017年11月29日(水) 13:30～17:15 

場所：フロンティア応用科学研究棟 鈴木章

ホール 

基調講演： 

若原敏裕（SIP「インフラ維持管理・更新・マネジ

メント技術」サブプログラムディレクター、清

水建設(株)技術研究所上席研究員） 

活動報告： 

小室雅人（室蘭工業大学准教授） 

富山和也（北見工業大学助教） 

パネリスト： 

村上裕一（北大公共政策大学院准教授） 

丸山記美雄（寒地土木研究所寒地保全技術研

究グループ寒地道路保全チーム） 

坂場武彦（北海道開発局建設部道路維持課長） 

渡辺和俊（札幌市建設局土木部維持担当部長） 

コーディネーター： 

高松 泰（北大公共政策大学院客員教授） 

 

●SIP 戦略的イノベーション創造プログラム

「北海道インフラマネジメント公開講座」 

日時：2018年 2 月21日(水) 10:30～16:30 

場所：工学部オープンホール 

講師： 

高松 泰（北大公共政策大学院客員教授） 

亀山修一（北海道科学大学教授） 

松本高志（北大工学研究院教授） 

横田 弘（北大工学研究院教授） 

高野伸栄（北大公共政策大学院教授） 

主催：北海道大学大学院工学研究院、公共政

策大学院 

 

１-２. イベント 

●国連 UNHCR 難民映画祭2017年 学校パー

トナーズ上映会「ナイス・ピープル」 

日時：2017年10月19日(木) 18：15～20：15 

場所：文系共同講義棟8番教室 

モデレータ： 

池 直美（北大公共政策大学院講師） 
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後援：国連難民高等弁務官(UNHCR)駐日事

務所、国連 UNHCR 協会 

 

２. セミナー・研究会 

  

２-１. 講演会・セミナー 

●講演会「行政改革の展望と課題」 

日時：2017年 7 月10日(月) 14：45～15：45 

会場：文系共同講義棟 5 番教室 

講師：河野太郎（衆議院議員） 

 

●講演会「ドイツの大エネルギー転換」 

日時：2017年 9 月 7 日(木) 13：00～14：30 

会場：地球環境科学研究院Ｄ棟101号室 

講師：Felix Matthes 博士（ドイツ応用生態系

研究所） 

主催：北海道大学持続可能な低炭素社会づく

りプロジェクト 

共催：北海道エネルギーチェンジ100ネットワ

ーク、北海道再生可能エネルギー振興機

構、北海道大学公共政策大学院 

 

●講演会 

日時：2017年11月 8 日(水) 10：30～12：00 

会場：文系共同講義棟 2 番教室 

講師：山野之義（金沢市長） 

 

●国際セミナー “ International Workshop: 

Arctic in Asia, Asia in the Arctic—futuring 

discourses and best practices” 

日程：2017年11月21日(火) 

場所：スラブユーラシア研究センター会議室 

報告者： 

Aileen Espiritu (University of Tromso) 

Shaun Narine (St. Thomas University) 

Herman Kraft (University of the Philippines) 

Naomi Chi (Hokkaido University) 

 

●国際セミナー “Korean Peace Regime for 

Reunification and Denuclearization Process in 

the Korean Peninsula” 

日時：2017年12月 5 日(木) 

場所：北大法学研究科315号室 

報告者：Yi Seung Woo (Jeju Peace Institute) 

 

●公共政策学講演会「北海道の医療の現状と

課題について」 

日時：2017年12月18日(月) 14：45～16：15 

場所：文系共同講義棟5番教室 

講師：長瀬 清（北海道医師会会長） 

 

●公共政策学講演会「札幌市パートナーシッ

プ宣誓制度をめぐって 

日時：2017年12月18日(月) 14：45～16：15 

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ203 

講師：廣川衣恵（札幌市市民文化局男女共同

参画室･男女共同参画課長） 

 

２-２. 公共政策学研究会（HOPS 研究会） 

●“Beware of Chinese Bearing Gifts” 

日時：2016年 6 月27日(火) 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：Sophie Meunier（Co-Director） 

 

●「人口減少社会における生活排水処理イン

フラ改革」 

日時：2018年11月10日(金) 13：30～15：00 

場所：フロンティア応用科学研究棟セミナー室 

報告者： 

小川 浩（常葉大学社会環境学部） 

喜多村悦史（東京福祉大学副学長） 

竹内正志（株式会社西原環境） 

司会：倉谷英和（北大公共政策大学院） 

主催：衛生工学シンポジウム実行委員会 

共催：北海道大学公共政策大学院 

 

●「ソヴィエト内戦期（1918～1922）の英露イ

ンテリジェンス―クラシリニコフ著『MI6 対 
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KGB』とアンドルー＆ミトロヒン著『剣と盾』

の比較検討―」 

日時：2018年 1 月25日(木) 15：00～16：30 

場所：法学部321研究会室 

報告者：瀬川高央（公共政策学研究センター

研究員） 

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） 

 

●2017年度リサーチペーパー報告会 

日時：2018年 2 月 7 日(金) 13：00～17：40 

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ101 

報告者：公共政策大学院2017年度修了予定者 

 

３. 事例研究科目 

 

３-１. 国際政治経済政策事例研究 

●「EU 経済」 

日時：2017年 9 月22日(金) 16:30～18:30 

講師：Dr.Ljubisa Petrusevski (President, Euro 

College University Studies) 

 

●「「日本を売り込む｣－売り込む日本とはど

んな国なのか」 

日時：2017年 9 月29日(金) 16:30～18:30 

講師：股野元貞(内閣副広報官･総理官邸国際

広報室長) 

 

●「中東とイスラーム主義」 

日時：2017年10月 6 日(金) 16:30～18:30 

講師：西野正巳(防衛研究所アジア･アフリカ

研究室主任研究官) 

 

●「日本の外交と安全保障」 

日時：2017年10月13日(金) 16:30～18:30 

講師：兼原信克(内閣官房副長官補・国家安全

保障局次長) 

 

●「最近の日台関係と台湾情勢」 

日時：2017年10月20日(金) 16:30～18:30 

講師：垂 秀夫（外務省 前アジア大洋州局

審議官：休職中） 

 

●「日本における LGBT の現状について」 

日時：2017年10月27日(金) 16:30～18:30 

講師：工藤久美子（NPO 法人北海道レインボ

ー･リソースセンター L―Port 元代表) 

 

●「ポピュリズム政治について」 

日時：2017年11月10日(金) 16:30～18:30 

講師：吉田 徹（北大法学研究科教授） 

 

●「現場から見たシリア」 

日時：2017年11月24日(金) 16:30～18:30 

講師：春日芳晃（朝日新聞国際部） 

 

●「宇宙ビジネスの新潮流」 

日時：2017年12月1日(金) 16:30～18:30 

講師：石田真康（AT カーニー、SPACETIDE 代

表） 

 

●「フェイクニュースはなぜ生まれたか」 

日時：2017年12月 8 日(金) 16:30～18:30 

講師：藤代裕之(法政大学社会学部准教授) 

 

●「地域づくりの主役をつくる対話術」 

日時：2017年12月15日(金) 16:30～18:30 

講師：宮下和佳（認定 NPO 法人ムラのミライ

専務理事） 

 

●「立憲的改憲について」 

日時：2017年12月22日(金) 16:30～18:30 

講師：山尾志桜里（衆議院議員） 

 

●「アジア太平洋の新秩序―主権国家とリベ

ラルデモクラシーの将来」 

日時：2018年 1 月 5 日(金) 16:30～18:30 

講師：近藤誠一(元文化庁長官) 
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●「日台関係について」 

日時：2018年 1 月12日(金) 16:30～18:30 

講師：周 学祐（台北駐日経済文化代表処札

幌分処処長） 

 

●「中国の現状をどうみるか」 

日時：2018年 1 月19日(金) 16:30～18:30 

講師：国分良成（防衛大学校長） 

 

３-２. 公共経営事例研究 

●「鉄道事業の持続性を考える」 

日時：2017年 9 月26日(火) 16:00～18:00 

講師： 

西野史尚（JR 北海道副社長） 

村瀬茂高（WILLER 社長） 

 

●「北海道の分県を考える」 

日時：2017年10月 3 日(火) 16:30～18:00 

講師：喜多龍一（北海道議会議員） 

 

●「2020年の意味：東京オリンピック・パラリ

ンピックは何を日本にもたらすのか」 

日時：2017年10月 7 日(土) 16:30～18:00 

講師：多田健一郎（内閣官房オリパラ事務局

企画・推進統括官） 

 

●「マイナンバー制度の利活用：利用者の利便

性向上 行政・民間の事務の効率化」 

日時：2017年10月17日(火) 16:30～18:00 

講師：田中里沙（内閣官房番号制度推進室参

事官補佐） 

 

●「民の発想で豊かなサービスを：提案型公共

サービス民営化制度」 

日時：2017年10月24日(火) 16:30～18:00 

講師：川村 豊（我孫子市総務部長） 

 

●「動き出せば地域が変わる！限界集落の活

性化」 

日時：2017年10月31日(火) 16:30～18:00 

講師：高野誠鮮（立正大学客員教授） 

 

●「水道事業の基盤強化：広域化と公民連携」 

日時：2017年11月 7 日(火) 16:30～18:00 

講師：本多裕孝（日本水道協会水道技術研究

所主席研究員） 

 

●「若手だからできる地方創生 地域に飛び

出してみませんか」 

日時：2017年11月14日(火) 16:00～18:00 

講師： 

齊藤啓輔（天塩町副町長） 

井上貴至（愛媛県市町振興課長） 

 

●「公共施設更新問題への挑戦：秦野市の取組

みと日本のハコモノ事情から」 

日時：2017年11月21日(火) 16:30～18:00 

講師：志村高史（秦野市政策部公共施設再配

置推進課長） 

 

●「公共政策の取り組むべき課題の設定につ

いて」 

日時：2017年11月28日(火) 16:30～18:00 

講師：土屋定之（元・文部科学事務次官） 

 

●「地域経済の現状と課題：民間からみた地方

創生」 

日時：2017年12月5日(火) 16:30～18:00 

講師：栗山潤一（北海道観光振興機構） 

 

●「地域づくり活動への伴走型支援について」 

日時：2017年12月12日(火) 16:30～18:00 

講師：千葉俊輔（はまなす財団専務理事） 

 

●「空港コンセッションについて」 

日時：2017年12月19日(火)  6:30～18:00 

講師：山崎雅生（国土交通省航空局空港経営

改革推進室長） 
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●「福島の震災復興の状況」 

日時：2018年 1 月 9 日(火) 16:30～18:00 

講師：松永浩行（UR 都市機構福島復興拠点

整備部長） 

 

●「ドーム経営とコンサートビジネス」 

日時：2018年 1 月16日(火) 16:30～18:00 

講師：玉川良平（(株)大阪シティドーム常務

取締役、オリックス野球クラブ(株)執行

役員） 

 

３-３. 福祉労働政策事例研究 

●「厚生労働省と市町村から見る厚生労働行

政」 

日時：2017年10月 2 日(月) 14:45～18:00 

講師：柳 史生（山形市福祉推進部長寿支援

課長） 

 

●「タイ要援護高齢者等のための介護サービ

ス開発プロジェクト（LTOP）について」 

日時：2017年11月13日(月) 14:45～18:00 

講師：藤田一郎（厚生労働省年金局国際年金

課長） 

 

●「雇用の変容と年金制度」 

日時：2017年12月 4 日(月) 14:45～18:00 

講師：西村 淳（神奈川県立保健福祉大学教

授） 

 

●「報道と社会保障について」 

日時：2017年12月11日(月) 14:45～18:00 

講師：猪熊律子（読売新聞東京本社 編集委員) 

 

●「北海道の医療の現状と課題」 

日時：2017年12月18日(月) 14:45～16：15 

講師：長瀬 清（北海道医師会会長） 

 

●「北海道の労働政策について」 

日時：2017年12月18日(月) 16:30～18：00 

講師：堀 泰雄（北海道経済部労働政策局長) 

 

●「労働政策領域の現場を知る」 

日時：2017年12月25日(月) 14:45～18：00 

講師：増田幹司（旭川大学保健福祉学部教授) 

 

●「地域医療の確保に向けて」 

日時：2018年 1 月15日(月) 14:45～18：00 

講師：小川善之（北海道保健福祉部地域医療

課長） 

 

３-４. 環境政策事例研究 

●「環境未来都市から SDGs 未来都市へ」 

日時：2017年10月 6 日(金) 14:45～18:00 

講師：春日隆司（下川町議会議員／NPO 法人 

しもかわ森林未来研究所） 

 

●「環境基本計画の実践による地方創生 

日時：2017年10月20日(金) 14:45～18:00 

講師：金井信宏（環境省大臣官房環境計画課) 

 

●「札幌市 中沼リサイクル団地」（現地見学）

及び「循環型社会形成と技術・経済的側面」 

日時：2017年10月27日(金) 14:45～18:00 

講師： 

石河統將（札幌市循環型社会推進課係長） 

土田修也（札幌市循環型社会推進課） 

 

●「環境アセスメントの現状と課題」 

日時：2017年11月17日(金) 14:45～18:00 

講師：大井通博（環境省大臣官房環境影響審

査室長） 

 

●「札幌駅地区 地域熱供給システム」(現地見学) 

日時：2017年11月24日(金) 14:45～18:00 

講師：北村能宏(北海道熱供給公社営業部課

長) 

 

●「動き出す「環境金融」の世界」 
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日時：2017年12月 1 日(金) 14:45～18:00 

講師：藤井良広（上智大学地球環境学研究科

客員教授、一般社団法人 環境金融研究機

構(RIEF)代表理事） 

 

●「グリーン購入のススメ」 

日時：2017年12月 8 日(金) 14:45～18:00 

講師：大内一弘（北海道グリーン購入ネット

ワーク事務局長） 

 

●「グローバル化と環境（貿易と環境）」 

日時：2017年12月14日(木) 14:45～18:00 

講師：佐野郁夫（独立行政法人環境再生保全

機構理事） 

 

●「循環型社会とバイオマスの利活用」 

日時：2017年12月22日(金) 14:45～18:00 

講師：外山洋一（厚生労働省若年者・キャリ

ア形成支援担当参事官室調査官） 

 

●「気候変動政策について」 

日時：2018年 1 月 5 日(金) 14:45～18:00 

講師：竹本明生（環境省地球環境局国際地球

温暖化対策担当参事官） 

 

●「コージェネレーション普及の現状と今後

の動向について」 

日時：2018年1月18日(木) 13:00～16:15 

講師：吉本 博（一般財団法人コージェネレ

ーション・エネルギー高度利用センター

事務局長） 

 

●「風力発電の導入と地域活性化」 

日時：2018年 1 月19日(金) 14:45～18:00 

講師：小林ユミ（NPO 法人北海道グリーファ

ンド理事） 

 

３-５. 社会資本政策事例研究 

●「シーニックバイウェイ北海道」 

日時：2017年10月 4 日(木) 14:45～18:00 

講師：原 文宏（北海道開発技術センター） 

 

●「北海道新幹線新函館北斗開業と今後につ

いて」 

日時：2017年10月11日(木) 14:45～18:00 

講師：島村昭志（JR 北海道） 

 

●「川とまちづくり」 

日時：2017年10月18日(木) 14:45～18:00 

講師：宮島滋近（北海道開発局） 

 

●「新千歳空港見学」 

日時：2017年10月25日(木) 14:45～18:00 

講師：佐々木純（北海道開発局） 

 

●「コンパクトシティ政策について」 

日時：2017年11月 1 日(木) 14:45～18:00 

講師：田雑隆昌(国土交通省都市局都市計画

課) 

 

●「北海道開発局における道路行政」 

日時：2017年11月 8 日(木) 14:45～18:00 

講師：橋本 幸（北海道開発局） 

 

●「石狩川総合開発に係わる現地視察と講義」 

日時：2017年11月15日(木) 14:45～18:00 

講師：金谷雅宏（北海道開発局） 

 

●「北海道特有の道路交通課題 -脱スパイク

タイヤ政策とその評価を中心に-」 

日時：2017年11月22日(木) 14:45～18:00 

講師：浅野基樹（土木研究所寒地土木研究所) 

 

●「まちづくり会社の活動」 

日時：2017年11月29日(木) 14:45～18:00 

講師：服部彰治（札幌大通まちづくり株式会社） 

 

●「廃棄物の排出と適正処理の現状と課題」 
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日時：2017年12月 6 日(木) 14:45～18:00 

講師：谷川 昇（日本産業廃棄物処理振興セ

ンター） 

 

●「廃棄物の有効利用の現状と課題」 

日時：2017年12月13日(木) 14:45～18:00 

講師：谷川 昇（日本産業廃棄物処理振興セ

ンター） 

 

●「公共調達制度の現状と課題」 

日時：2017年12月20日(木) 14:45～18:00 

講師：倉内公嘉（北海道開発局） 

 

●「日本の港湾政策と北海道港湾の現状・課題」 

日時：2018年 1 月10日(木) 14:45～18:00 

講師：松良精三（北海道開発局) 

 

３-６. 災害危機管理事例研究 

●「気象災害」 

日時：2017年10月23日(月) 14:45～18:00 

講師：山田朋人（北大工学研究院准教授） 

 

●「福島第１原子力発電所における汚染水対

策を考える」 

日時：2017年10月30日(月) 14:45～18:00 

講師：石川達也（北大公共政策大学院教授) 

 

●「洪水・土砂災害」 

日時：2017年11月 6 日(月) 14:45～18:00 

講師：清水康行（北大工学研究院教授） 

 

●「津波防災教育の展開 －津波を正しく理

解し、避難、防災を考える－」 

日時：2017年11月13日(月) 14:45～18:00 

講師：渡部靖憲（北大工学研究院准教授） 

 

●「豊浜トンネル崩落事故」 

日時：2017年11月20日(月) 14:45～18:00 

講師：蟹江俊仁（北大工学研究院教授） 

●「地震によるインフラ被害と耐震設計の考

え方」 

日時：2017年11月27日(月) 14:45～18:00 

講師：西村 聡（北大工学研究院准教授） 

 

●「積雪寒冷地における斜面防災対策」 

日時：2017年12月 4 日(月) 14:45～18:00 

講師：石川達也（北大公共政策大学院教授) 

 

●「地下水と地盤沈下」 

日時：2017年12月11日(月) 14:45～18:00 

講師：渡部要一（北大工学研究院教授） 

 

●「コンクリート構造物の劣化損傷と維持管理」 

日時：2017年12月18日(月) 16:30～18：00 

講師：杉山隆文（北大工学研究院教授） 

 

●「コンクリート構造物の安全性」 

日時：2017年12月25日(月) 14:45～18：00 

講師：佐藤靖彦（北大工学研究院准教授） 

 

●「水害」 

日時：2018年 1 月15日(月) 14:45～18：00 

講師：泉 典洋（北大工学研究院教授） 

 

●「減災を実現するための都市・地域計画－海

外の事例－」 

日時：2018年1月22日(月) 14:45～18：00 

講師：内田賢悦（北大工学研究院准教授） 

 

●「東日本大震災からの災害復興と持続可能

なまちづくり」 

日時：2018年 1 月29日(月) 14:45～18：00 

講師：岸 邦宏（北大工学研究院准教授） 

 

●「吹雪による道路交通災害」 

日時：2018年 2 月 5 日(月) 14:45～18：00 

講師：萩原 亨（北大工学研究院教授） 

 


