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【2021年度 活 動 報 告】 

 
 

１. シンポジウム・公開イベント 

 

●韓日未来フォーラム「韓日における少子高

齢化・労働・貧困・福祉の今に迫る:協力し

合える社会へ」 

日時：2021年10月30日(土) 14:00～16:00 

場所：ロイトン札幌 リージェントホール 

パネリスト： 

李修 京（東京学芸大学教育学部人文社会科

学教授） 

権 五定（龍谷大学名誉教授、BOA 理事

長） 

藤田孝典（NPO 法人ほっとプラス理事、

HOPS フェロー） 

岩橋 誠（NPO 法人ほっとプラス理事、

HOPS 研究員） 

コメンテータ： 

池 直美（北大公共政策大学院准教授） 

今野晴貴（NPO 法人 POSSE 代表、HOPS 上

席研究員） 

主催：駐札幌大韓民国総領事館 

後援：北海道大学公共政策大学院 

 

●公開講演会「マイノリティはなぜ『今』声

をあげるのか―「分断の時代」におけるマイ

ノリティ政策を展望する」 

第 1 回「ブラック・ライヴズ・マター運動と

アメリカ多文化主義の修復」 

日時：2021年12月10日（金）13:00～14:30 

講師：南川文里（立命館大学教授） 

第 2 回「多文化主義は、排外主義を防げる

か：オーストラリアの経験から」 

日時：2022年 1 月11日(火) 13:00～14:30 

講師：塩原良和（慶應義塾大学教授） 

第 3 回「世俗社会における信仰と政治参加：

ヨーロッパ・ムスリムの政治参加」 

日時：2022年 1 月18日(火) 14:45～16:15 

講師：浪岡新太郎（明治学院大学教授） 

場所：オンライン開催（Zoom Webinar 使用） 

司会・コメント：辻 康夫（北大法学研究科、

アイヌ・先住民研究センター教授） 

主催：北海道大学大学院法学研究科附属高等

法政教育研究センター 

共催：北海道大学公共政策大学院、北海道大

学アイヌ・先住民研究センター 

 

●宮脇淳先生最終講義「行財政へのアプロー

チ」 

日時：2022年 2 月19日(土) 15:00～16:30 

場所：オンライン開催（Zoom Webinar 使用） 

講師：宮脇 淳（北大公共政策大学院教授） 

 

２. セミナー・研究会 

 

●「どうする？どうなる？北海道のローカル

線」 

日時：2021年 7 月15日(木) 14:35～16:25 

場所：オンライン開催（Zoom Webinar 使用） 

講師： 

村上裕一（北大公共政策大学院准教授） 

髙松淳也（名城大学法学部教授） 

小林大祐（東洋学園大学人間科学部准教授） 

岸 邦宏（北大公共政策大学院教授） 

※科学研究費「マルチレベル・ガバナンスの

研究：人や組織の discretion による事例分

析」（研究代表者：村上裕一）の一環として

開催 

 

●「自動車損害賠償保障制度 自動車事故対

策と民商法・公共政策の交錯」 

日時：2021年 7 月20日(火) 14:35～16:15 

場所：オンライン開催（Zoom Webinar 使用） 

講師：長谷知治（国土交通省自動車局参事

官） 
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※法学部「行政学」の一環として開催 

 

●「日本の国際協力の最前線」 

日時：2021年 7 月29日(木) 17:00～18:30 

場所：オンライン開催（Zoom Webinar 使用） 

報告者： 

近藤信孝（JICA 市民参加協力課課長） 

林悦子（JICA マレーシア事務所所員、HOPS 

第 9 期修了生） 

 

●公共政策学講演会「脱炭素社会を目指す国

の取組と北海道のエネルギー供給」 

日時：2021年 8 月 4 日(水) 14:45～17:30 

場所：人文・社会科学総合教育研究棟 Ｗ

203室（オンライン併用） 

講師：和田篤也（環境省 総合環境政策統括

官） 

対談：大槻 博（北海道ガス株式会社 代表

取締役社長） 

司会：中山元太郎（北大公共政策大学院教

授） 

※「環境政策論」の一環として開催 

 

●HOPS セミナー「カーボンニュートラルと

その先に描く北海道の暮らし」 

日時：2021年11月12日(金) 13:30～15:30 

場所：オンライン開催（Zoom Webinar 使用） 

報告： 

南波慎太郎（北海道電力株式会社 経営企画

室企画・政策グループ） 

鈴木崚太（北海道ガス株式会社 都市エネル

ギーグループ） 

中尾文子（北大公共政策大学院教授） 

青地絢美（環境省 北海道地方環境事務所環

境対策課） 

司会： 

村上裕一（北大公共政策大学院准教授） 

※「公共経営特論Ⅲ」「環境政策事例研究」の

一環として開催 

 

●HOPS セミナー「これからのインフラ政策

を考える：札幌市の事例から」 

日時：2021年11月25日(木) 17:30～19:00 

場所：文系共同講義棟 5 番教室（オンライン

併用） 

講師：浦田 洋（札幌市交通事業管理者） 

 

●HOPS セミナー「刑事司法政策における再

犯防止の新たな取組－矯正施設における立ち

直り支援を中心に－」 

日時：2021年12月 9 日(木) 17:30～19:00 

場所：人文・社会科学総合教育研究棟 Ｗ

103室（オンライン併用） 

講師：中島 学（法務省 札幌矯正管区長） 

※「福祉労働政策事例研究」の一環として開

催 

 

●HOPS セミナー「『しくじり』との付き合

い方：サステナブルに働くために」 

日時：2021年12月16日(木) 17:30～19:00 

場所：文系共同講義棟5番教室（オンライン

併用） 

講師：佐々木智仁（北海道総合政策部計画推

進課主査、HOPS 連携研究員） 

 

●HOPS セミナー「北海道のまちづくりと地

域振興：真狩村を事例に」 

日時：2021年12月23日(木) 17:30～19:00 

場所：文系共同講義棟 5 番教室（オンライン

併用） 

講師：大町 徹（真狩村 村議会議員） 

 

●HOPS セミナー「コロナ禍の経済情勢を読

み解き、今後の中小企業経営・政策を考え

る。」 

日時：2022年 1 月20日(木) 17:30～19:00 

場所：文系共同講義棟 5 番教室（オンライン

併用） 

講師：伊藤慎時（株式会社道銀地域総合研究

所 経済調査部長、HOPS 連携研究員） 
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●2021年度リサーチペーパー発表会 

日時：2022年 2 月 1 日(月) 9:30～11:45 

場所：文系共同講義棟 5 番教室（オンライン

併用） 

報告：公共政策大学院2021年度修了予定者 

 

●HOPS セミナー「札幌市における新型コロ

ナウイルス感染症への対応について」 

日時：2022年 3 月18日(金) 17:00～18:30 

場所：オンライン開催（Zoom 使用） 

講師：町田隆敏（札幌市副市長） 

 

３. 事例研究科目 

 

３-１. 国際政治経済政策事例研究 

●「我が国を取り巻く安全保障環境と自衛隊

の取組み」 

日時：2021年10月 8 日(金) 16:30～18:30 

講師：宮﨑 章（防衛省 自衛隊札幌地方協

力本部長（ 1 等陸佐）） 

 

●「ビジネスと人権」 

日時：2021年10月15日(金) 16:30～18:30 

講師：南 慎二（外務省 在外公館課長） 

 

●「ポストコロナの日韓関係：外交官の視点

から」 

日時：2021年10月22日(金) 16:30～18:30 

講師：裵 炳洙（駐札幌大韓民国総領事） 

 

●「国際社会と人権」 

日時：2021年10月29日(金) 16:30～18:30 

講師：土井香苗（ヒューマン・ライツ・ウォ

ッチ東京ディレクター、HOPS フェロ

ー） 

 

●「中国情勢と日中関係」 

日時：2021年11月 5 日(金) 16:30～18:30 

講師：園田 庸（外務省 中国モンゴル第二

課長） 

 
●「朝鮮半島有事シミュレーション①」 

日時：2021年11月12日(金) 16:30～18:30 

講師：手嶋典子（キヤノングローバル戦略研

究所） 

   峯村健司（朝日新聞編集委員、HOPS 

研究員） 

 

●「朝鮮半島有事シミュレーション②」 

日時：2021年11月19日(金) 16:30～18:30 

講師：手嶋典子（キヤノングローバル戦略研

究所） 

   峯村健司（朝日新聞編集委員、HOPS 

研究員） 

 

●「日中関係とバイデン外交」 

日時：2021年11月26日(金) 16:30～18:30 

講師：川島 真（東京大学教授） 

 

●「外交における国際法の役割」 

日時：2021年12月 3 日(金) 16:30～18:30 

講師：谷内一智（外務省 経済紛争処理課

長） 

 

●「日本のインテリジェンス検証」 

日時：2021年12月10日(金) 16:30～18:30 

講師：竹内 明（TBS 報道局長） 

 

●「グローバル課題に関する日本外交」 

日時：2021年12月17日(金) 16:30～18:30 

講師：小野啓一（外務省 地球規模課題審議

官、HOPS フェロー） 

 

●「海上保安の現況について」 

日時：2021年12月24日(金) 16:30～18:30 

講師：税所百年（第一管区海上保安本部警

備・救難部長） 

 

●「男女共同参画」 

日時：2022年 1 月 7 日(金) 16:30～18:30 

講師：大沼瑞穂（大正大学准教授 元参議院
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議員・厚生労働政務官） 

 

●「日本外交について」 

日時：2022年 1 月21日(金) 16:15～17:45 

講師：安倍晋三（衆議院議員 元内閣総理大

臣） 

 

３-２. 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：2021年10月 4 日(月) 13:00～15:00 

講師：古川弘剛（厚生労働省 医政局 医療政

策企画官） 

 

●「札幌市における児童相談の取組につい

て」 

日時：2021年10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10月25日(月) 16：00～18:00 

講師：三尾浩一（法務省 札幌矯正管区 更生

支援企画課長） 

 

●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

等」 

日時：2021年11月 1 日(月) 15：00～17：00 

講師：乃村久代（北海道労働局 職業安定部

長）等 

 

●現地視察「北海道ポリテクセンター（職業

訓練施設）」 

日時：2021年11月 8 日(月) 13：00～15：00 

講師：武山泰士（（独）高齢・障害・求職者

雇用支援機構 北海道支部 北海道職業能

力開発促進センター次長）等 

 

●「社会保障と報道について（認知症高齢

者・刑務所入所者について）」 

日時：2021年11月15日(月) 16:00～18:00 

講師：猪熊律子（読売新聞東京本社 編集委

員） 

 

●「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：2021年11月22日(月) 15：00～17：00 

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：2021年11月29日(月) 14:45～18:00 

講師：西村 淳（神奈川県立保健福祉大学教

授、HOPS 研究員） 

 

●「生活困窮者への自立支援を通じた地域づ

くり－釧路市の事例を通じて－」 

日時：2021年12月 6 日(月) 15:00～17:00 

講師：櫛部武俊（（一社）釧路社会的企業創

造協議会 代表理事） 

 

●「刑事司法政策における再犯防止の新たな

取組－矯正施設における立ち直り支援を中心

に－」 

日時：2021年12月 9 日(木) 17:30～19:30 

講師：中島 学（法務省 札幌矯正管区長） 

 

●「北海道の医療の現状と課題」 

日時：2021年12月15日(水) 15:00～17:00 

講師：松家治道（北海道医師会 会長） 

 

●「小規模多機能型居宅介護で≪地域を支え

る≫－「地域課題の把握」から「住民参画型

サービス」の創出に向けて－」 

日時：2021年12月20日(月) 15:00～17:00 
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講師：安倍信一（社会福祉法人美瑛慈光会 

理事長） 

 

●「ヘルスケア政策とイノベーション」 

日時：2021年12月27日(月) 14:45～18:00 

講師：川端裕之（米国研究製薬工業協会

（PhRMA）次席日本代表 兼 日本代表代

行） 

 

３-３. 環境政策事例研究 

 

●「資源循環（プラスチック問題）につい

て」 

日時：2021年10月 8 日(金) 16:30～18:30 

講師：柴田真年（公益財団法人北海道環境財

団 専務理事） 

 

●「さっぽろのごみ処理事情と「新スリムシ

ティさっぽろ計画」」 

日時：2021年10月15日(金) 16:30～18:30 

講師：太田淳一（札幌市環境局環境事業部循

環型社会推進課減量推進係長） 

 

●「エゾシカ対策について」 

日時：2021年10月22日(金) 16:30～18:30 

講師：永仮敦善（北海道環境生活部環境局自

然環境課エゾシカ対策係主幹） 

 

●「ヒグマ出没への対応－野幌森林公園への

出没を事例として」 

日時：2021年10月29日(金) 16:30～18:30 

講師：石井弘之（北海道環境生活部環境局環

境政策課課長補佐） 

 

●「再生可能エネルギーの推進と生物多様性

保全の両立について」 

日時：2021年11月 5 日(金) 16:30～18:30 

講師：立田理一郎（環境省 自然環境局野生

生物課課長補佐） 

 

●「サステナブルファイナンス」 

日時：2021年12月 3 日(金) 16:30～18:30 

講師：金井 司（三井住友トラスト・ホール

ディングス 三井住友信託銀行フェロー

役員兼チーフ・サステナビリティ・オフ

ィサー サステナビリティ推進部） 

 

●「地域循環共生圏：産学官地域連携によ

る、共生のまちづくり」 

日時：2021年12月10日(金) 16:30～18:30 

講師：竹本享史（株式会社日立製作所基礎研

究センター日立北大ラボ ラボ長代行主

任研究員 北海道大学電子科学研究所客

員教授） 

 

●「東京電力福島第一原子力発電所事故によ

る環境汚染からの福島の復興・再生の取組～

10年を経て、これからを考える～」 

日時：2021年12月17日(金) 16:30～18:30 

講師：中野哲哉（環境省 環境再生・資源循

環局企画官） 

 

 

注）講師肩書きは開催当時のもの。敬称略。

HOPS フェローは公共政策学連携研究部・教

育部フェローを、HOPS (上席・連携) 研究員

は公共政策大学院附属公共政策学研究センタ

ー（上席・連携）研究員を表す。 

 


