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【 2020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 

 

●＜道新・HOPS コラボ企画①＞対論「ポス

トコロナの世界、日本、そして北海道」 

日時：2020年10月28日(水) 18:30～20:00 

場所：道新ホール 

講師：遠藤 乾（北大公共政策大学院教授） 

対談：西村卓也（北海道新聞論説主幹） 

コーディネーター： 

松本創一（北海道新聞編集局報道セン

ター道政キャップ） 

 

●オンライン・フォーラム：コロナ時代の労

働・福祉・共生社会 

日時：2020年12月 1 日(火) 16:30～18:30 

場所：オンライン開催（Zoom 使用） 

パネリスト： 

今野晴貴（NPO 法人 POSSE 代表、北大公共政

策学研究センター上席研究員） 

岩橋 誠（NPO 法人 POSSE、北大公共政策学

研究センター研究員） 

藤田孝典（NPO 法人ほっとぷらす理事、北大

公共政策学連携研究部・教育部フェロー） 

司会：池 直美（北大公共政策大学院専任講

師） 

 

●公共政策大学院創立15周年記念イベント 

基調講演「コロナ時代の地域経営」 

日時：2021年 2 月13日(土) 14:00～17:00 

場所：オンライン開催（Zoom 使用） 

講師：藻谷浩介(日本総合研究所主席研究員、

北大公共政策大学院客員教授） 

 

●＜道新・HOPS コラボ企画⑤＞対論「コロ

ナ後の北海道経済をどう立て直すか」 

日時：2021年 2 月22日(月) 18:30～20:00 

場所：道新ホール 

講師：石井吉春（北大公共政策大学院客員教

授） 

対談：浜中 淳（北海道新聞経済部長） 

コーディネーター： 

堂本晴美（北海道新聞編集局報道セン

ター部次長） 

 

２. セミナー・研究会 

 

●公共政策学研究会「北海道における外国人

材について―地方から共生社会を考える」 

日時：2020年 6 月12日(金) 13:00～15:00 

場所：オンライン開催（Zoom 使用） 

講師：黒崎 宏（（一財)北海道開発協会開発

調査総合研究所所長） 

 

●公共政策学研究会「救急業務の実際と課題」 

日時：2020年 8 月 6 日(木) 16:30～18:00 

場所：オンライン開催（Zoom 使用） 

講師：佐々木広一（広島国際大学保健医療学

部救急救命学科准教授） 

 

●公共政策学講演会「日本映画を撮影現場の

視点から」 

日時：2020年11月10日(火) 16:30～18:00 

場所：文系共同講義棟 5 番教室 

講師：柳島克己（東京藝術大学大学院名誉教

授、撮影監督） 

※公共経営事例研究の一環として開催 

 

●「北海道開発局長 就任記念講演－北海道

開発局のインフラ整備－」 

日時：2020年11月16日(月) 15:00～16:00 
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場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ103

（Zoom 併用） 

講師：倉内公嘉（国土交通省北海道開発局長) 

※社会資本政策事例研究の一環として開催 

 

●公共政策学講演会「社会保険庁から日本年

金機構へ－なぜ改革が必要とされたか－」 

日時：2020年11月17日(火) 16:30～18:00 

場所：文系共同講義棟 5 番教室 

講師：薄井康紀（元日本年金機構副理事長） 

※公共経営事例研究の一環として開催 

 

●特別講義：オンライン鼎談「米大統領選後

の国際秩序と日本外交」 

日時：2020年11月26日(木) 10：30～12：00 

場所：オンライン開催（webex 使用） 

講師：金杉憲治（前外務審議官） 

峯村健司（朝日新聞編集委員、北大公

共政策学研究センター研究員） 

遠藤 乾（北大公共政策大学院教授） 

 

●ジャーナリズム特別講義「職業記者という

仕事」 

日時：2020年12月 7 日(月) 10:30～12:00 

場所：法学部棟321室 

講師：外岡秀俊（元朝日新聞編集局長、北大

公共政策大学院上席研究員） 

 

●＜道新・HOPS コラボ企画②＞「ニセコの

キセキその後」 

日時：2020年12月 8 日(火) 16:15～18:00 

場所：文系共同講義棟5番教室 

講師：宇野沢晋一郎（北海道新聞倶知安支局

長「ニセコのキセキ」取材班） 

対談：山崎幹根（北大公共政策大学院教授） 

コーディネーター： 

宇野一征（北海道新聞経済部次長） 

※公共経営事例研究の一環として開催 

 

●＜道新・HOPS コラボ企画③＞「コロナウ

イルス対策における政治への信頼とは」 

日時：2020年12月22日(火) 16:15～18:00 

場所：文系共同講義棟 5 番教室 

講師：吉田 徹（北大大学院法学研究科教授) 

対談：山下幸紀（北海道新聞東京報道センタ

ー部次長） 

コーディネーター： 

佐保田昭宏（北海道新聞報道センター

副センター長） 

※公共経営事例研究の一環として開催 

 

●ジャーナリズム特別講義 

日時：2021年 1 月18日(月) 10:30～12:00 

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ402 

講師：城山英巳（北大メディア・コミュニケ

ーション研究院教授） 

 

●HOPS 特別セミナー「Gender Equality, 

Diversity and Activism in Taiwan」 

日時：2021年 1 月18日(月) 13:00～14:30 

場所：オンライン開催（Zoom 使用） 

講師：Catta Chou（台湾婦女新知基金会） 

※国際政策特別講義の一環として開催 

 

●＜道新・HOPS コラボ企画④＞「ジェンダ

ーの行方－女性の政治参画とクォータ制」 

日時：2021年 1 月27日(水) 13:00～14:30 

場所：北海道新聞社 

講師：馬場香織(北大公共政策大学院准教授) 

対談：根岸寛子（北海道新聞くらし報道部記

者） 

コーディネーター： 

森 貴子（北海道新聞東京報道センタ

ー次長) 

 

●2020年度リサーチペーパー発表会 

日時：2021年 2 月 1 日(月) 9:00～12:45 

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ203 
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（オンライン併用） 

報告：公共政策大学院2020年度修了予定者 

 

３. 事例研究科目 

 

３-１. 文理融合政策事例研究 

●「Fukushima 10年後の「真実、検証、世界」 

安全規制－不確かさへのアプローチ－」 

日時：2020年 5 月19日(火) 16:30～18:00 

講師：久郷明秀（三菱総合研究所主席専門研

究員） 

 

●「東京電力の政治学」 

日時：2020年 5 月26日(火) 16:30～18:00 

講師：奥山俊宏（朝日新聞記者・編集委員） 

 

●「福島原発事故：緊急事態対応の課題とその

後の取り組み ～ロジスティクスの視点から～」 

日時：2020年 6 月 2 日(火) 16:30～18:00 

講師：小林祐喜（笹川平和財団 安全保障研

究グループ研究員） 

 

●「官邸の危機管理体制」 

日時：2020年 6 月 9 日(火) 16:30～18:00 

講師：千々和泰明（防衛研究所主任研究員） 

 

●「ファーストリスポンダーと米軍の支援リ

スポンダー」 

日時：2020年 6 月16日(火) 16:30～18:00 

講師：磯部晃一（アジア・パシフィック・イ

ニシアチブ上級研究員、元陸将） 

 

●「復興」 

日時：2020年 6 月23日(火) 16:30～18:00 

講師：開沼 博（立命館大学衣笠総合研究機

構准教授） 

 

●「放射線災害のリスク・コミュニケーション」 

日時：2020年 6 月30日(火) 16:30～18:00 

講師：関谷直也（東京大学情報学環准教授） 

 

●「北海道での民間宇宙開発ロケットベンチ

ャー」 

日時：2020年 7 月14日(火) 16:30～18:00 

講師：稲川貴大（インターステラテクノロジ

ズ代表取締役） 

 

●「北海道における科学技術振興、宇宙産業育

成に向けた取組について」 

日時：2020年 7 月21日(火) 14:45～16:15 

講師：黒須成弘（北海道経済部科学技術振興

課長） 

 

●「北海道大樹町「宇宙のまちづくり」」 

日時：2020年 7 月21日(火) 16:30～18:00 

講師：酒森正人（大樹町長） 

 

●「次世代の宇宙情報利用に向けて」 

日時：2020年 7 月28日(火) 16:30～18:00 

講師：高橋幸弘（北大大学院理学研究院 地

球惑星科学部門教授） 

 

●「日本の宇宙ベンチャーの現在」 

日時：2021年 8 月 4 日(火) 16:30～18:00 

講師：石田真康（A.T. カーニー ディレクタ

ー） 

 

３-２. 公共経営事例研究 

●「海上保安行政」 

日時：2020年10月 6 日(火) 16:30～18:00 

講師：五十嵐耕（海上保安庁高松海上保安部

長） 

 

●「ランドリーサービスからみた家事代替サ

ービスの動向」 

日時：2020年10月13日(火) 16:30～18:00 

講師：永松修平（株式会社 OKULAB 代表取締

役） 
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●「芽室町議会改革の現状と課題」 

日時：2020年10月20日(火) 16:30～18:00 

講師：早苗 豊（芽室町議会議長） 

 

●「石狩市における再エネ地産地消の取り組

みについて」 

日時：2020年10月27日(火) 16:30～18:00 

講師：堂屋敷誠（石狩市企画経済部企業連携

推進課長） 

 

●「日本映画を撮影現場の視点から」 

日時：2020年11月10日(火) 16:30～18:00 

講師：柳島克己（東京藝術大学大学院名誉教

授、撮影監督） 

 

●「社会保険庁から日本年金機構へ－なぜ改

革が必要とされたか－」 

日時：2020年11月17日(火) 16:30～18:00 

講師：薄井康紀（元日本年金機構副理事長） 

 

●「日本銀行の機能と業務および 近の金融

政策の動向」 

日時：2020年11月24日(火) 16:30～18:00 

講師：石井正信（日本銀行札幌支店長） 

 

●「各論の実践へ コロナ後、地域で観光に取

り組むアプローチのために」 

日時：2020年12月 1 日(火) 16:30～18:00 

講師：栗山潤一（公益社団法人北海道観光振

興機構誘客推進本部本部長） 

 

●「ニセコのキセキその後」 

日時：2020年12月 8 日(火) 16:15～18:00 

講師：宇野沢晋一郎（北海道新聞倶知安支局

長「ニセコのキセキ」取材班） 

 

●「新型コロナウイルスの影響と北海道経済」 

日時：2020年12月15日(火) 16:30～18:00 

講師：友定聖二（日本政策投資銀行北海道支

店長） 

 

●「コロナウイルス対策における政治への信

頼とは」 

日時：2020年12月22日(火) 16:15～18:00 

講師：吉田 徹（北大大学院法学研究科教授) 

   山下幸紀（北海道新聞政治部） 

 

●「水道広域化と地方自治」 

日時：2021年 1 月 5 日(火) 16:30～18:00 

講師：宇野二朗（横浜市立大学国際教養学部

教授） 

 

●「積丹クラフトジン事業」 

日時：2021年 1 月12日(火) 16:30～18:00 

講師：岩井宏文（株式会社積丹スピリット代

表取締役） 

 

●「公共政策の検討に当たって必要となる視

点～新型コロナウイルス感染症対応から～」 

日時：2021年 1 月19日(火) 16:30～18:00 

講師：原田朋弘（北海道道保健福祉部次長） 

 

３-３. 環境政策事例研究 

●「環境行政と公共政策学」 

日時：2020年10月 2 日(金) 14;45～16:15 

講師：倉谷英和（内閣府 科学技術・イノベー

ション担当 統合戦略グループ 企画官） 

 

●「地方環境行政」「環境パートナーシップの

形成・支援～EPO 北海道の活動～」 

日時：2020年10月 9 日(金) 14:45～16:15 

講師：向田健太郎（北海道地方環境事務所環

境対策課長） 

久保田学（公益財団法人北海道環境財

団） 

 

●「国立公園の管理・運営」 

日時：2020年10月16日(金) 14:45～16:15 
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講師：安田直人（北海道地方環境事務所長） 

 

●「脱炭素と地域循環共生圏」 

日時：2020年10月23日(金) 14:45～16:15 

講師：香田慎也（環境省大臣官房総務課・秘

書課） 

 

●「ESG 金融の推進について」 

日時：2020年10月30日(金) 14:45～16:15 

講師：今井亮介（環境省総合環境政策統括官

グループ環境経済課課長補佐） 

 

●「北海道ガスの環境保全の取組」 

日時：2020年11月 6 日(金) 14:45～16:15 

講師：伊藤智徳（北海道ガス(株)第一営業部

都市エネルギーグループ統括リーダー） 

 

●「環境ビジネス」 

日時：2020年12月 4 日(金) 14:45～16:15 

講師：本田大作（ヴェオリア・ジャパン上級

副社長） 

 

●「環境認証制度について」 

日時：2020年12月11日(金) 14:45～16:15 

講師：山口真奈美（日本サステナブル・ラベ

ル協会代表理事） 

 

●「北海道環境基本計画について」 

日時：2020年12月18日(金) 14:45～16:15 

講師：木内武雄（北海道環境政策課） 

 

３-４. 社会資本政策事例研究 

●「シーニックバイウエイ北海道」 

日時：2020年 9 月28日(月) 14:45～18:00 

講師：原 文宏（（一社）シーニックバイウエ

イ支援センター代表理事） 

 

●「廃棄物の排出と適正処理の現状と課題」 

日時：2020年10月 5 日(月) 14:45～18:00 

講師：谷川 昇（国立環境研究所客員研究員) 

 

●「廃棄物の有効利用の現状と課題」 

日時：2020年10月12日(月) 14:45～18:00 

講師：谷川 昇（国立環境研究所客員研究員) 

 

●「札幌市のまちづくりと路面電車ループ化

事業について（平成23～27年を中心に）」 

日時：2020年10月19日(月) 14:45～18:00 

講師：佐藤達也（札建工業(株)技術顧問（元 

札幌市路面電車担当部長））  

 

●「コンパクトシティ政策について」 

日時：2020年10月26日(月) 14:45～18:00 

講師：田雑隆昌（相模原市都市建設局長） 

 

●「都心のまちづくり」 

日時：2020年11月 2 日(月) 14:45～18:00 

講師：高橋秀士（札幌市都心まちづくり推進

室札幌駅交流拠点推進担当部長）  

 

●「現場見学会（江別太遊水地、江別河川防災

センター等）」 

日時：2020年11月 9 日(月) 14:45～18:00 

講師：新田康二(札幌開発建設部技術企画課) 

 

●「北海道開発局長 就任記念講演－北海道

開発局のインフラ整備－」 

日時：2020年11月16日(月) 15:00～16:00 

講師：倉内公嘉(国土交通省北海道開発局長) 

 

●「脱スパイクタイヤ政策の評価」 

日時：2020年11月30日(月) 14:45～18:00 

講師：浅野基樹（(株)シビテック特別技術顧

問） 

 

●「札幌大通まちづくり会社の活動－現地見

学をしながら－」 

日時：2020年12月 7 日(月) 14:45～18:00 
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講師：服部彰治（札幌大通まちづくり（株）

取締役統括部長） 

 

●「建設業における ICT の導入－ICT 活用の現

状と課題－」 

日時：2020年12月14日(月) 14:45～18:00 

講師：河村 巧（岩田地崎建設(株)執行役員

技術部長） 

 

●「北海道新幹線新函館北斗開業と弊社の今

後について」 

日時：2020年12月21日(月) 14:45～18:00 

講師：島村昭志（JR 北海道取締役鉄道事業本

部工務部長） 

 

●「モビリティ・マネジメントの実践」 

日時：2021年 1 月18日(月) 14:45～18:00 

講師：大井元揮（（一社)北海道開発技術セン

ター調査研究部上席研究員） 

 

●「政策評価と都市地域・道路政策」 

日時：2021年 1 月25日(月) 14:45～18:00 

講師：伊藤徳彦（（一社)北海道開発技術セン

ター調査研究部担当次長） 

 

３-５. 福祉労働政策事例研究 

●「我が国の年金・医療・介護の社会保障制度

について」 

日時：2020年10月 1 日(木) 14:45～18:00 

講師：古川弘剛(厚生労働省 大臣官房企画官

（年金担当）） 

 

●「北海道における雇用の現状と課題」 

日時：2020年10月 5 日(月) 14:45～18:00 

講師：福田佳英（北海道庁 経済部 労働政策

局 就業担当課長） 

 

●「当別町・江別市等における障害福祉・共生

型オープンサロン・農福連携・商店街活性化

の取組」 

日時：2020年10月12日(月) 16：00～17：30 

講師：大原裕介(社会福祉法人ゆうゆう 理事

長） 

 

●「地域福祉の実際・歴史・理念」 

日時：2020年10月19日(月) 14:45～18:00 

講師：西村 淳（神奈川県立福祉大学 教授） 

 

●現地視察「余市町等を訪問（齊藤 啓輔 余

市町長との懇談、平川ワイナリー見学・体験、

小樽市観光協会と意見交換） 

日時：2020年10月26日(月) 8：30～19：30 

※HOPS スタディツアーと合同 

 

●「介護福祉人材の確保対策について」 

日時：2020年11月 2 日(月) 14:45～18:00 

講師：川端裕之（厚生労働省 社会・援護局 福

祉基盤課 福祉人材確保対策室長） 

 

●現地視察「北海道ポリテクセンター（高齢・

障害・求職者雇用支援機構／職業訓練施設）」 

日時：2020年11月 9 日(月) 13：00～15：00 

 

●現地視察「ハローワークプラザ札幌・マザ

ーズハローワーク・わかものハローワーク」 

日時：2020年11月16日(月) 15：30～17：30 

 

●「医療法人社団豊生会の取組と今後の戦略

（札幌市等における介護予防・地域福祉の取組、

医療介護の連携の取組）」 

日時：2020年11月30日(月) 16:00～18:00 

講師：本間和彦（医療法人社団豊生会／NPO

法人ニルスの会 地域医療連携支援セン

ター参与） 

 

●「北海道の医療の現状と課題について」 

日時：2020年12月 7 日(月) 15:00～16:30 

講師：長瀬 清（北海道医師会 会長） 
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●「夕張診療所における地域医療の取組につ

いて」 

日時：2020年12月14日(月) 15:00～16:30 

講師：前沢政次（夕張診療所 所長） 

 

●「札幌市における児童相談の取組について」 

日時：2021年 1 月18日(月) 16：00～18:00 

講師：谷 雄一（札幌市役所 児童相談所 地

域連携課） 

 

●「矯正施設における現状と再犯防止施策の

推進、矯正施設と地方自治体・関係団体との

連携の取組について」 

日時：2021年 1 月21日(木) 16：30～18:00 

講師：三尾浩一（法務省 札幌矯正管区 更生

支援企画課長） 

 

●「社会保障と報道について～報道の現場か

ら（認知症の報道・刑務所の報道）、社会保障

の課題～」 

日時：2021年1月25日(月) 15:00～16:30 

講師：猪熊律子（読売新聞東京本社 編集委

員） 

 

 


