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【 2018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 

 

●地方創生人材派遣制度報告会「北海道創生

未来につなげるシンポジウム｣ 

日時：2018年 5 月20日(日) 13:00～17:45 

場所：ホテル札幌ガーデンパレス 丹頂 

活動報告： 

天塩町、名寄市、室蘭市、厚沢部町、倶知安

町、東神楽町 

コメンテーター： 

石井吉春（北大公共政策大学院特任教授） 

主催：(株)北海道銀行、北大公共政策大学院、

(株)道銀地域総合研究所 

共催：北海道 

後援：北海道市長会、北海道町村会、(公財)

北海道市町村振興協会 

 

●フォーラム「地方創生を超えて 人口減少

時代に向き合う地域政策を考える」 

日時：2018年 7 月21日(土)14:00～16:30 

場所：フロンティア応用科学研究棟レクチャ

ーホール 

基調報告： 

村上裕一（北大法学研究科准教授） 

山崎幹根（北大法学研究科教授） 

小磯修二（地域政策プランナー・元北大公共

政策大学院特任教授） 

パネリスト： 

高野伸栄（北大公共政策大学院院長） 

主催：北大公共政策大学院、(一財)北海道開

発協会 

共催：北大法学研究科附属高等法政教育研究

センター 

後援：岩波書店、北海道新聞社 

 

●SIP 戦略的イノベーション創造プログラム

シンポジウム「地域を支えるメンテナンス技

術とシステム」 

日時：2018年 8 月22日(水) 13:30～17:00 

場所：フロンティア応用科学研究棟レクチャ

ーホール 

基調講演： 

横田 弘（北大工学研究院教授） 

活動報告： 

高松 泰（北大公共政策大学院客員教授） 

富山和也（北見工業大学准教授） 

向井直樹（北海道フォーラム企画委員） 

主催：北大工学研究院、北大公共政策大学院、

インフラメンテナンス国民会議北海道フ

ォーラム 

共催：国土交通省北海道開発局 

 

●北海道胆振東部地震緊急フォーラム 

日時：2018年10月22日(月) 13:15～16:00 

場所：学術交流会館講堂 

緊急報告・パネリスト： 

谷岡勇市郎（北大理学研究院教授） 

小山内信智（北大農学研究院教授） 

渡部要一（北大工学研究院教授） 

岡田成幸（北大工学研究院教授） 

石井吉春（北大公共政策大学院特任教授） 

高松 泰（北大公共政策大学院客員教授） 

コーディネーター： 

山崎幹根（北大法学研究科教授） 

主催：北大突発災害防災・減災共同プロジェ

クト拠点、北大公共政策大学院 

 

●駐日フランス大使講演会「グローバル・ガ

バナンス－フランスが直面する課題」 

日時：2018年11月15日(木) 14:30～15:25 
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場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ103 

講師：ローラン・ピック駐日フランス大使 

主催：北大公共政策大学院、北大法学研究科

附属高等法政教育研究センター 

 

●地方議員シンポジウム「これからの地方議

会の課題と展望」 

日時：2018年11月20日(火) 16:00～18:00 

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ202 

講師： 

安住太伸（北海道議会議員） 

小林郁子（北海道議会議員） 

辻 弘之（登別市議会議員） 

司会：山崎幹根（北大法学研究科教授） 

主催：北海道新聞社、北大公共政策大学院 

 

●SIP 戦略的イノベーション創造プログラム

「公的賃貸住宅における民間企業のノウハウ

を活かした更新・建替の将来ビジョン」 

日時：2018年11月21日(水) 13:30～16:00 

場所：フロンティア応用科学研究棟レクチャ

ーホール 

講師： 

高松 泰（北大公共政策大学院客員教授） 

中渡憲彦（当別町役場建設課参事） 

目黒聖直（北海道小町村再生研究会）  

辻 英樹（北海道銀行地域振興公務部地方創

生担当部長） 

主催：北大公共政策大学院、インフラメンテ

ナンス国民会議北海道フォーラム 

共催：国土交通省北海道開発局 

 

●首長シンポジウム「これからの市町村の課

題と展望」 

日時：2018年12月 1 日(土) 14:30～17:00 

場所：北海道新聞社会議室 

講師： 

久保弘志（小清水町長） 

菅原章嗣（喜茂別町長） 

手島 旭（芽室町長） 

水谷洋一（網走市長） 

司会：山崎幹根（北大法学研究科教授） 

主催：北海道新聞社、北大公共政策大学院 

 

●地方創生人材派遣制度報告会「北海道創生

未来につなげるシンポジウム｣ 

日時：2019年 2 月 8 日(金) 13:00～16:15 

場所：TKP ガーデンシティ札幌駅前 

活動報告： 

室蘭市、倶知安町、東神楽町、大空町 

コメンテーター： 

石井吉春（北大公共政策大学院特任教授） 

主催：(株)北海道銀行、北大公共政策大学院、

(株)道銀地域総合研究所 

共催：北海道、北海道・札幌市政策研究みら

い会議 

後援：北海道財務局、北海道市長会、北海道

町村会、(公財)北海道市町村振興協会 

 

●SIP 戦略的イノベーション創造プログラム

「SIP 地域実装による地方のインフラ・アセッ

トマネジメントを考える」 

日時：2019年 3 月 4 日(月) 13:00～17:00 

場所：星野リゾートＯＭＯ７旭川 彩雲の間 

基調講演： 

六郷恵哲（岐阜大学工学部特任教授） 

報告： 

横田 弘（北大工学研究院教授） 

富山和也（北見工業大学准教授） 

小室雅人（室蘭工業大学准教授） 

牛島 健（北海道立総合研究機構主査） 

向井直樹（北海道フォーラム企画委員） 

主催：北大公共政策大学院、北大工学研究院、

北海道立総合研究機構建築研究本部、イ

ンフラメンテナンス国民会議北海道フォ

ーラム 

後援：国土交通省北海道開発局、北海道、旭

川市、(一社)北海道建設業協会、(一社)
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建設コンサルタンツ協会北海道支部 

 

２. セミナー・研究会 

  

２-１. 講演会・セミナー 

●片山健也ニセコ町長講演会 

日時：2018年 5 月21日(月) 10:30～12:00 

会場：文系共同講義棟 2 番教室 

講師：片山健也 ニセコ町長 

 

●国際ワークショップ “Promoting the Role of 

Women in Peacekeeping and National Security” 

日時：2018年12月14日(金) 14:00～16:00 

場所：百年記念会館大会議室 

講演者・討論者： 

Stefanie von Hlatky（クイーンズ大学） 

David Welch（ウォータルー大学） 

Stephanie Martel（クイーンズ大学） 

Chi Naomi（北大公共政策大学院） 

司会：鈴木一人（北大公共政策大学院） 

 

●国際カンファレンス 第 6 回北海道ダイア

ログ “The Underclass in East Asia –Who are We 

to Empower in East Asia?” 

日時：2019年 3 月23日(土) 9:30～18:30、 

24日(日) 10:00～12:30 

場所：スラブ・ユーラシア研究センター会議

室 

 

２-２. 公共政策学研究会（HOPS 研究会） 

●日本にポピュリズムは存在するか？ 米国

ジャパノロジストの洞察  

日時：2018年 6 月28日(木) 16:00～18:00 

場所：経済学研究院研究棟301室 

講師：Kenneth Ruoff ポーランド州立大学日本

研究センター所長 

 

●持続可能な農業について 

日時：2018年 8 月 8 日(水) 13:00～16:15 

場所：人文社会科学総合教育研究棟Ｗ302 

講師：黒崎 宏（HOPS 13期生、元国土交通

省北海道開発局農業水産部調整官） 

 

●北海道大学公共政策学研究センター研究員

報告会 

日時：2018年10月27日(土) 14:00～17:00 

場所：人文社会科学総合教育研究棟Ｗ302 

報告者：水澤雅貴、渡邊真央人、石橋義通 

 

●ウクライナの非核化：「安全の保証」と核放

棄 

日時：2018年11月15日(木) 16:30～18:00 

場所：人文社会科学総合教育研究棟Ｗ402 

報告者：瀬川高央（公共政策学研究センター

研究員） 

 

●しんぐるまざあず・ふぉーらむ北海道の活

動報告 ～民間団体が担う公共的役割～ 

日時：2018年12月 6 日(木) 16:30～18:00 

場所：人文社会科学総合教育研究棟Ｗ402 

報告者：平井照枝（しんぐるまざあず・ふぉ

ーらむ北海道代表） 

 

●人口減少・気候変動をどう乗り切るか グ

リーンインフラ －タンチョウの住めるまち

づくり－ 

日時：2018年12月11日(火) 16:30～18:00 

場所：人文社会科学総合教育研究棟Ｗ309 

講師：中村太士（北大農学研究院教授） 

 

●気候変動政策－パリ協定・COP24／IPCC 

1.5℃特別報告書／気候変動適応／などの

新動向－ 

日時：2019年 1 月15日(火) 14:45～16:15 

場所：人文社会科学総合教育研究棟Ｗ309 

講師：大井通博（環境省地球環境局研究調査

室／気候変動適応室長） 

 



- 332 - 

●2017年度リサーチペーパー発表会 

日時：2019年 2 月 1 日(金) 13:30～16:45 

場所：文系共同講義棟8番教室 

報告者：公共政策大学院2018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 

●「我が国の経済外交－日米経済関係、FTA 戦

略、BREXIT－」 

日時：2018年10月 5 日(金) 16:30～18:30 

講師：山野内勘二（外務省前経済局長） 

 

●「宇宙とサイバーの国際ルール形成をめぐ

る問題」 

日時：2018年10月12日(金) 16:30～18:30 

講師：泰松昌樹（外務省前総合外交政策局宇

宙室長兼サイバー室長） 

 

●「今後の日本の防衛力の方向性について」 

日時：2018年10月19日(金) 16:30～18:30 

講師：徳地秀士（政策研究大学院大学シニア

フェロー・元防衛審議官） 

 

●「A Journey Through Telling the Tales of Two 

Worlds」 

日時：2018年10月26日(金) 16:30～18:30 

講師：Vivian Wu（BBC 香港支局長） 

 

●「日本のブランド化をどうすすめるのか」 

日時：2018年11月 2 日(金) 16:30～18:30 

講師：佐伯徳彦（海外需要開拓支援機構経営

企画部長兼総務部長） 

 

●「世界経済フォーラムの第四次産業革命」 

日時：2018年11月 9 日(金) 16:30～18:30 

講師：須賀千鶴（世界経済フォーラム第四次

産業革命日本センター長） 

 

●「北海道の宇宙開発と宇宙ベンチャー」 

日時：2018年11月16日(金) 16:30～18:30 

講師：稲川貴大（インターステラテクノロジ

ズ社長） 

 

●「たった一つの質問から始める ホントの

課題の考え方」 

日時：2018年11月30日(金) 16:30～18:30 

講師：宮下和佳（特定非営利活動法人ムラの

ミライ） 

 

●「習政権五年の中国の変化と東アジア外交」 

日時：2018年12月14日(金) 16:30～18:30 

講師：富坂 聰（ジャーナリスト・ノンフィ

クション作家・拓殖大学教授） 

 

●「日 EU 関係の実務」 

日時：2018年12月21日(金) 16:30～18:30 

講師：田口精一郎（外務省欧州局政策課長） 

 

●「東アジア安全保障と日本」 

日時：2018年12月26日(水) 16:30～18:30 

講師：杉浦康之、花田智之、石原雄介（防衛

研究所主任研究官） 

 

●「「公共歴史」と歴史政策」 

日時：2019年 1 月 4 日(金) 16:30～18:30 

講師：韓 恵仁（成均館大学東アジア歴史研

究所） 

 

●「支援や社会システムを変える「枠組み外

し」」 

日時：2019年 1 月11日(金) 16:30～18:30 

講師：竹端 寛（兵庫県立大学、福祉社会学） 

 

●「隊員たちの使命感～平成30年北海道胆振

東部地震」 

日時：2019年 1 月18日(金) 16:30～18:30 

講師：田浦正人（陸将 北部方面総監）  
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３-２. 公共経営事例研究 

●「学校を変える～新陽高校の取り組み～」 

日時：2018年 9 月25日(火) 16:30～18:00 

講師：荒井 優（札幌新陽高等学校長） 

 

●「地球規模の課題にどう立ち向かうか－気

候変動問題と海洋生態系－」 

日時：2018年10月 2 日(火) 16:30～18:00 

講師：河口眞理子（大和総研調査本部主席研

究員） 

 

●「香川県における水道広域化」 

日時：2018年10月 9 日(火) 16:00～18:00 

講師：西村重則（香川県広域水道企業団事務

局次長） 

 

●「水道事業の基盤強化～広域化と公民連

携～」 

日時：2018年10月 9 日(火) 16:00～18:00 

講師：本多裕孝（日本水道協会水道技術研究

所主席研究員） 

 

●「まちづくりと大学」 

日時：2018年10月16日(火) 16:30～18:00 

講師：瀬尾里枝（三井不動産開発企画部） 

 

●「ジェットスターの展開」 

日時：2018年10月23日(火) 16:30～18:00 

講師：片岡 優（ジェットスター・ジャパン

(株)代表取締役社長） 

 

●「IR 構想」 

日時：2018年10月30日(火) 16:30～18:00 

講師：池野成一郎（オリックス新規事業開発

第 2 部 MICE-IR 推進室長） 

 

●「宮崎市の地方創生関連施策からみた人口

減少時代の都市経営」 

日時：2018年11月 3 日(土) 16:30～18:00 

講師：原田賢一郎（宮崎市副市長） 

 

●「白馬高校魅力化プロジェクト：公営塾「し

ろうま學舎」の取り組み」 

日時：2018年11月 6 日(火) 16:30～18:00 

講師：奥田純子（北陸大学助教/前公営塾「し

ろうま學舎」塾長） 

 

●「本当の「公民連携」に必要なものは何か－

オガールプロジェクトを例に－」 

日時：2018年11月13日(火) 16:30～18:00 

講師：鎌田千市（岩手県紫波町企画総務部地

域開発室長） 

 

●HOPS 出身地方議員によるパネルディスカ

ッション 

日時：2018年11月20日(火) 16:00～18:00 

講師：安住太伸(北海道議会議員)、小林郁子

（北海道議会議員）、辻 弘之（登別市議

会議員） 

 

●「我が国における e-Sport の可能性につい

て」 

日時：2018年11月27日(火) 16:30～18:00 

講師：深田 武（(株)Ｊリーグマーケティン

グ) 

 

●HOPS 連携協定自治体首長によるパネルデ

ィスカッション 

日時：2018年12月 1 日(土) 14:30～17:00 

講師：久保弘志(小清水町長)、菅原章嗣（喜

茂別町長）、手島 旭(芽室町長)、水谷洋

一（網走市長） 

 

●「テレビの未来が映すもの」 

日時：2018年12月 4 日(火) 16:30～18:00 

講師：松井正憲（テレビ北海道代表取締役社

長） 
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●「根室市での野鳥観光の取り組みについて」 

日時：2018年12月18日(火) 16:00～18:00 

講師：有田茂生（根室市観光協会事務局員） 

 

●「地熱資源を活用した地域活性化」 

日時：2018年12月18日(火) 16:00～18:00 

講師：江口将之（弟子屈町商工観光課課長補

佐） 

 

●「第二青函トンネル構想」 

日時：2019年 1 月 8 日(火) 16:30～18:00 

講師：栗田 悟（北海道建設業協会副会長） 

 

３-３. 福祉労働政策事例研究 

●「日本の年金について」 

日時：2018年10月15日(月) 14:45～18:00 

講師：西村 淳（神奈川県立保健福祉大学教

授） 

 

●「厚生労働行政について」 

日時：2018年11月26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） 

 

●「北海道におけるがん対策」 

日時：2018年12月 3 日(月) 14:45～16:15 

講師：長瀬 清（北海道医師会長） 

 

●「北海道における権利擁護について」 

日時：2018年12月10日(月) 14:45～18:00 

講師：佐藤みゆき（名寄市立大学教授） 

 

●「北海道の労働政策について」 

日時：2018年12月17日(月) 14:45～18:00 

講師：堀 泰雄（北海道経済部労働政策局長) 

 

●「労働基準について」 

日時：2018年12月25日(火) 14:45～18:00 

講師：増田幹司（旭川大学教授）  

●「北海道における地域医療構想について」 

日時：2019年 1 月 7 日(月) 14:45～18:00 

講師：小川善之（北海道保健福祉部地域医療

推進局地域医療課長） 

 

●「介護人材について」 

日時：2019年 1 月10日(木) 14:45～18:00 

講師：柴田拓己（厚生労働省社会・援護局福

祉人材確保対策室長） 

 

●「社会保障と報道について」 

日時：2019年 1 月24日(木) 14:45～18:00 

講師：猪熊律子(読売新聞東京本社 編集委員) 

 

３-４. 環境政策事例研究 

●「札幌市における環境政策～国連SDGs達成

に向けて～」 

日時：2018年10月11日(木) 16:30～18:00 

講師：佐竹輝洋（札幌市環境都市推進部環境

計画課） 

 

●石狩湾新港火力発電所（現地見学） 

日時：2018年10月18日(木) 13:00～16:15 

講師：新井孝子ほか（北海道電力(株)石狩湾

新港火力発電所建設所） 

 

●「SDGs を通した地方創生と「地域循環共生

圏」の創造」 

日時：2018年10月23日(火) 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・討

議） 

日時：2018年10月30日(火) 14:45～18:00 

講師：石河統將、川崎徹（札幌市循環型社会

推進課） 

 

●札幌駅地区 地域熱供給システム（現地見学） 

日時：2018年11月 6 日(火) 14:45～18:00 
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講師：北村能宏（(株)北海道熱供給公社） 

 

●マテック 自動車リサイクル施設（現地見

学・討議） 

日時：2018年11月15日(木) 13:00～16:15 

講師：岡本瑛里ほか（株式会社マテック） 

 

●「エネルギーと環境」 

日時：2018年11月20日(火) 14:45～18:00 

講師：武田清賢（北海道ガス(株)技術開発研

究所） 

 

●「環境未来都市から SDGs 未来都市へ」 

日時：2018年11月27日(火) 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） 

 

●「グローバル化と環境」 

日時：2018年12月 4 日(火) 14:45～18:00 

講師：佐野郁夫（SOMPO リスクマネジメン

ト(株)顧問） 

 

●「人口減少・気候変動をどう乗りきるか グ

リーンインフラ ～タンチョウの住めるまち

づくり～」 

日時：2018年12月11日(火) 16:30～18:00 

講師：中村太士（北大農学研究院森林生態系

管理学研究室） 

 

●「水銀リサイクルの取り組み」 

日時：2018年12月18日(火) 14:45～18:00 

講師：早坂 篤（野村興産(株)イトムカ鉱業

所） 

 

●「風力発電の導入と地域活性化」 

日時：2019年 1 月 8 日(火) 14:45～18:00 

講師：小林ユミ（NPO 法人北海道グリーンフ

ァンド） 

 

●「気候変動政策」 

日時：2019年 1 月15日(火) 14:45～16:15 

講師：大井通博（環境省地球環境局研究調査

室長／気候変動適応室長） 

 

３-５. 社会資本政策事例研究 

●「コンパクトシティ政策について」 

日時：2018年10月29日(月) 14:45～18:00 

講師：田雑隆昌(相模原市都市建設局長) 

 

●「まちづくり会社の活動」 

日時：2018年11月 5 日(月) 14:45～18:00 

講師：服部彰治（札幌大通まちづくり(株)取

締役統括部長） 

 

●「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：2018年11月12日(月) 14:45～18:00 

講師：浅野基樹（土木研究所寒地土木研究所

研究調整監） 

 

●「シーニックバイウェイ北海道」 

日時：2018年11月19日(月) 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：2018年11月26日(月) 14:45～18:00 

講師：島村昭志（JR 北海道鉄道事業部新幹線

統括部長） 

 

●「川とまちづくり」 

日時：2018年12月 3 日(月) 14:45～18:00 

講師：宮島滋近（北海道開発局札幌開発建設

部長） 

 

●「廃棄物の排出と適正処理の現状と課題」 

日時：2018年12月10日(月) 14:45～18:00 

講師：谷川 昇（国立環境研究所客員研究員）  
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●「廃棄物の有効利用の現状と課題」 

日時：2018年12月17日(月) 14:45～18:00 

講師：谷川 昇（国立環境研究所客員研究員） 

 

●「日本の港湾政策と北海道港湾の現状・課題」 

日時：2018年12月25日(火) 14:45～18:00 

講師：松良精三（北海道開発局港湾計画課長) 

 

●「北海道開発局における道路行政」 

日時：2019年 1 月 7 日(月) 14:45～18:00 

講師：坂場武彦(北海道開発局道路計画課長) 

 

●「公共調達制度の現状と課題」 

日時：2019年 1 月21日(月) 14:45～18:00 

講師：倉内公嘉（北海道開発局建設部長） 

 

 


