北海道大学公共政策大学院

地方議員
サマースクール

受講者募集
開開催案内
催期間

この夏
全
集まる 道から
同
してみ 志と議論
ません
か？

8月23日（木）～24日（金）

2018年

開催テーマ

地方創生を検証する

折り返し地点を過ぎた自らの自治体の総合戦略を見直し、
成果と課題を検証する。

■講演予定者
石井吉春 北海道大学公共政策大学院特任教授
谷 一之 下川町長
松岡市郎 東川町長
主
共
後
協

催：北海道大学公共政策大学院
催：株式会社北海道銀行・株式会社道銀地域総合研究所
援：北海道市議会議長会・北海道町村議会議長会
力：北海道

問い合わせ

事務局 株式会社道銀地域総合研究所（池田）
TEL/FAX：011-233-3561 E-mail：atsushi.ikeda@doginsoken.jp

㖑倯陽㆞و؟٦ؙأ٦ٕ խ⪵嚊銲
⪵劍խ傈؝٦أ 䎃 剢 傈加։ 剢 傈ꆃ
խխխխխխ傈؝٦أ䎃 剢 傈加
⪵㜥䨽խ⻌嵲麣㣐㷕ⰕⰟ佟瘻㣐㷕ꤍ劦䌽䋐⻌⼒⻌ 勴銮 ♨湡
㼎韋٥㹀㆞㖑倯陽⠓陽㆞⿹ן㖑倯陽⠓陽㆞䘊ׅ倯
խխխխխխ傈䏟㷕٥䠐鋅❛䳔⠓٥怴统「闌㹀㆞せ玎䏝
խխխխխխ傈䏟㷕٥䠐鋅❛䳔⠓「ך闌㹀㆞׃ז
「闌俱խ傈「闌 ⰼծ傈䏟㷕「ך闌 ⰼ

ⰼכ䔲傈「➰ד䗙 ׁׅתְֹגׇկ
㺊屯➿ろ׆תկ䠐鋅❛䳔⠓ך⠓顤

يؚٓٗف嚊銲
մⴓךꅿך痥♧➂罏ך闌纏ؚٕה٦فٙ٦ךؙ劤甧״דג帾ֻ佟瘻㷕ׅתץ
傈؝٦أկ
մ劤㣐㷕ꤍך㢳䕙ז侄㆞ָ闌䌌٥ؿ؋ذٔء٦ة٦ג׃ה歗׃ծ陽锷帾ׅתկ
մ⥜✪䖓כחծ⥜✪鏾ֶ床ׅת׃׃կ

歍鴥倯岀٥劍ꣲ
մ䘔欽秵ח䗳銲✲갪鎸鯹׃ծ
ؿ؋ًכ⿵أؙح٦ֶٕד歍׃鴥ְׁ♴կ
խ歍鴥⯓'"9խ&NBJMTFNJOBS!EPHJOTPLFOKQ
խ˟䘔欽秵ⰟⰕכ佟瘻㣐㷕ꤍم٦لي٦آIUUQXXXIPQTIPLVEBJBDKQח䲓鯹
մ歍鴥劍ꣲ傈؝٦أ䎃剢傈ꆃ
խխխխխ傈؝٦أ䎃剢傈加
մ傈؝٦כגְאחأծ「闌ך〳や剢傈宏׀חדת鸬窃ׅת׃կ
ֶזծ
傈؝٦ךأ䘔罏ָ㢳侧ך㜥さכחծ⯓滠갫「״ח闌罏寸㹀ׁׅתְֹגׇկ

Ӎ歍鴥♳ך岣䠐
٥歍鴥儗ؚٕח٦فٙ٦ذךؙ٦ך♴⟃وַא
ֶ鼅ְֻׁןկ
ⰕⰟ倵鏣盖椚
Ύ欵噟䮶莆鴋卌宏欵噟٥錁⯔
Ώ蕯䎃㥍䚍ך㹀滠٥㶨肪ג佄䴂
䋞劄➂侧״חծ痥䋞劄ذך٦ְזזהو
〳腉䚍ָׅ֮תկ

٥傈؝٦כأծ怴统✲־♳《ד⢽גְאח
✲㷕统ך项俱⡲䧭٥䲿⳿ֶ격ְׅתְג׃կ
٥劤䎃䏝ַծ闌纏ִ⸇חծ䠐鋅❛䳔⠓Ⰻה⡤鎢陽
㖑倯Ⱅ㆞و؟٦ؙأ٦ٕהさず⪵ׅתזהկ

爡⠓➂㷕欰꧊
⻌嵲麣㣐㷕ⰕⰟ佟瘻㣐㷕ꤍכדծ爡⠓➂Ⰵך㷕ח麣מ
ׅתְגְկ爡⠓➂✲ך䞔瘝ח䘔ׄծ䎃⿵ כ䎃
ךꞿ劍㾶⥜ָ〳腉ׅדկ⥜✪䖓ח陽㆞זח倯ろծ
ֿחדת㢳ֻך陽㆞ָ劤㣐㷕ꤍד㷕ׅתְדկ
˟ 䎃䏝爡⠓➂暴ⴽ鼅罋傈玎嚊銲
ս격剅「椚劍վ 䎃 剢 傈抟։傈ꆃ
խխխխխխխ䔲傈嶊⽩剣⸬
ս㷕⸂鑐꿀〡鶢鑐꿀վ 䎃 剢 傈㕼
ֻכֻ׃ծ⟃♴ְ㉏ֶחさְַׇֻծ
م٦لي٦آIUUQXXXIPQTIPLVEBJBDKQ׀鋮♴ְׁկ
⻌嵲麣㣐㷕岀㷕灇瑔猰٥岀㷕鿇侄䬐䔲
խ

㉏ְさ⯓ׇխ吳䒭⠓爡麣ꋒ㖑㚖筨さ灇瑔䨽寑歊
խխխխխխխ5&-'"9խ&NBJMBUTVTIJJLFEB!EPHJOTPLFOKQ

北海道大学公共政策大学院 2018 地方議員向けサマースクール日程
＜本年度から座学に加え、意見交換会・全体討議も地方公務員サマースクールと合同開催となります＞
月

日

時

間

内

12:45 ～ 13:00

受付

13:00 ～ 13:15

◆開講オリエンテーション

容

開講あいさつ
北海道大学公共政策大学院院長

高野 伸栄

写真撮影（集合写真）
＜座学＞
13:30 ～ 14:30
（1 時間）
8月

14:45 ～ 15:45

23 日

（1 時間）

◆人口減少とどう向き合うか
石井

◆地方創生に向けた具体の取り組み①
「
（仮）持続可能なまちづくり～ＳＤＧｓ未来都市へのアプローチ～」
谷

（木）
16:00 ～ 17:00
（1 時間）

一之 下川町長

◆地方創生に向けた具体の取り組み②
「
（仮）適疎なまちづくり－東川町における地方創生の取り組み－」
松岡

17:00 ～ 17:15

吉春 北海道大学公共政策大学院 特任教授

市郎

東川町長

◆１日コース修了証書授与
北海道大学公共政策大学院院長

高野 伸栄

17:30 ～ 18:15

◆グループワーク（自己紹介・アイスブレーキング）

18:30 ～ 20:00

◆意見交換会（夕食懇談会・立食）

場所:エンレイソウ

＜演習・グル－プ討議＞
9:00

～ 12:00

（3 時間）

◆ケ－ススタディの検討
A班

北海道大学公共政策大学院院長

高野

伸栄

B班

北海道大学公共政策大学院特任教授

石井

吉春

C班

北海道大学公共政策大学院教授

榎本

芳人

D班

北海道大学公共政策大学院教授

倉谷

英和

8月

E班

北海道大学大学院法学研究科准教授

村上

裕一

24 日

F班

北海道大学公共政策大学院准教授

荒川 渓

（金）

G班

北海道大学公共政策大学院専任講師

武藤 俊雄

＜演習・全体討議＞
13:00 ～ 15:00

◆ケ－ススタディの検討結果の発表・意見交換

（2 時間）
15:15 ～ 15:30

◆閉講オリエンテーション
２日間コース修了証書授与・閉講あいさつ
北海道大学公共政策大学院院長

高野 伸栄

（注）２日コースの受講生の皆さんには、受講前に、演習で取り上げる事例についての事前学習の資料
作成・提出をお願いすることにしています。２日目の討議は、その上でグループに分かれてワー
クショップ方式での検討を行い、グループ毎に意見を集約した後、全体で発表を行い、全員での
意見交換により議論をさらに深めます。

北海道大学公共政策大学院（HOPS）2018 地方議員向けサマースクール応募用紙
送付先：㈱道銀地域総合研究所 (FAX：011-207-5220 E-mail：seminar@doginsoken.jp）
期 限：２日コース 2018 年７月６日（金） １日コース 2018 年７月 26 日（木）
＜氏名（ふりがな）＞
＜住所＞ 〒
＜年齢＞

歳

＜性別＞

男 ・ 女

＜受講希望パターン（○を付けて下さい）＞

・１日（座学）のみ

・２日間（座学・演習）

＜意見交換会への参加有無（○を付けて下さい）＞

・参加する

・参加しない

＜希望するグループワークのテーマ（○を付けて下さい）＞ ２日コースの方のみご記入ください

第１希望

①公共施設管理

②産業振興（農林水産業・観光） ③若年女性の定着・子育て支援

第２希望

①公共施設管理

②産業振興（農林水産業・観光） ③若年女性の定着・子育て支援

（注）希望人数により、第１希望のテーマとならない可能性があります。
＜連絡先＞
① 電話
② ファックス
③ E-mail
（注）E-mail アドレスがある方は必ずご記入願います。
＜職業と議員経験＞

（注）現職の正副議長、正副議長の経験者は、その旨もお書き添え下さい。

① 現職議員の方（職業、所属議会名（現在 ○期目）
、他にも議員経験がある場合は議会名と期数）
② 元職の方（職業、これまで経験した議会名と期数）
③ その他の方（職業、志望する議会名）
＜応募動機＞

※ 記入いただいた個人情報は、主催者及び共催者により適切に管理し、本サマースクールの開催及び次
年度以降の開催案内の送付の目的にのみ利用させていただきます。

