【 2019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

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

●駐日 EU 大使講演会「日・EU 関係の新時代

協力：国土交通省北海道開発局釧路開発建設
部、北海道釧路総合振興局、釧路市

へ」
日時：2019年 5 月23日(木) 11:00～12:00
場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ203

●インフラメンテナンス国民会議北海道フォ

講師：パトリシア・フロア（駐日欧州連合特

ーラム共催シンポジウム
「新たなノウハウを活用した地方のインフ

命全権大使）

ラ・アセットマネジメントを考える」

主催：北大、北大公共政策大学院

日時：2019年 8 月29日(木) 14:00～17:00
●トークイベント「藤村Ｄと語る－

北海道

場所：稚内地方合同庁舎 3 階共用会議室

どうでしょう？」

講師：

日時：2019年 7 月 2 日(火) 18:00～20:00

横田

場所：北大総合博物館 1 階「知の交流コーナ

富山和也（北見工業大学地域未来デザイン工

ー」

弘（北大工学研究院教授）
学科准教授）

ゲストスピーカー：藤村忠寿（HTB エグゼク

谷中隆之（北海道開発局稚内開発建設部道路

ティブ・プロデューサー）

防災推進官）

対談者：

主催：北大公共政策大学院、インフラメンテ

寺田英司（北大公共政策大学院招聘教員）

ナンス国民会議北海道フォーラム

近藤一郎（北大公共政策大学院修士 1 年）

協力：国土交通省北海道開発局稚内開発建設

司会：
池

部、北海道宗谷総合振興局、稚内市

直美（北大公共政策大学院専任講師）
●日韓合同シンポジウム「日韓市民社会・ジ

●インフラメンテナンス国民会議北海道フォ

ャーナリスト対話：未来につなげるダイアロ

ーラム共催シンポジウム

グ」

「新たなノウハウを活用した地方のインフ
ラ・アセットマネジメントを考える」

日時：2019年 9 月25日(水) 13:00～18:50
場所：スラブ・ユーラシア研究センター 会議

日時：2019年 7 月31日(水) 14:00～17:00

室

場所：釧路地方合同庁舎 5 階共用会議室

講演者・討論者：

講師：

キム・ジェシン（韓国国立外交院日本研究セ

横田

弘（北大工学研究院教授）

ンター顧問、元駐ドイツ韓国大使）

富山和也（北見工業大学地域未来デザイン工

ハン・ヘイン（成均館大学東アジア歴史研究

学科准教授）

所）

吉田敬浩（北海道開発局釧路開発建設部道路
防災推進官）

大野

俊（清泉女子大学）

殿平善彦（浄土真宗本願寺派一条寺）
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リャン・デリュン（東京朝鮮人強制連行真相

●公共政策学講演会「グローバル化と自治体
運営」

調査団）
高田恵美（北海道総合政策部知事室国際課）

日時：2019年12月10日(火) 16:30～18:45

今野晴貴（NPO 法人 Posse）

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ203

ソ・ヨンア（東亜日報）

講師：

五味洋治（東京新聞）

山本

キル・ユンヒョン（ハンギョレ新聞）

齊藤啓輔（余市町長）

大貫智子（毎日新聞）

コメンテーター：

キム・チョンジュン（世界日報）

遠藤

松本創一（北海道新聞）

司会：山崎幹根（北大公共政策大学院教授）

総評：

※国際政治経済事例研究・公共経営事例研究

遠藤

と共催

乾（北大公共政策大学院長）

進（東神楽町長）

乾（北大公共政策大学院教授）

チュ・ギュホ（韓日未来フォーラム代表）
司会：

●講演会「『モンスーン』から見る韓国の今を

池

問う｣

直美（北大公共政策大学院）

芳賀

恵（北大メディア・コミュニケーショ

日時：2019年12月24日(火) 16:30～18:30
場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ203

ン研究院）
主催：北大公共政策大学院、(社)韓日未来フ

講師：ピョン・ヘヨン（韓国女流作家）

ォーラム
●トークライブ【こちらHBC報道部】「民意の
●インフラメンテナンス国民会議北海道フォ

受け皿－選挙イヤーを振り返る」

ーラムシンポジウム

日時：2019年12月27日(金) 16:30～18:30

「暮らしを支える地域の水インフラメンテナ

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ103

ンス」

解説：

日時：2019年11月25日(月) 13:00～17:30

吉田

場所：学術交流会館小講堂

大佐賀南（HBC 北海道放送株式会社記者）

講師・報告者：

主催：HBC 北海道放送株式会社報道部

横田

共催：北大公共政策大学院

弘（北大工学研究院教授）

徹（北大法学研究科教授）

高橋正宏（北大名誉教授）
山内優一（北海道環境生活部環境局環境政策

未来につなげるシンポジウム｣

課水道グループ主幹）
山下誠一（北海道建設部まちづくり局都市環
境課下水道グループ主幹）
牛島

●地方創生人材派遣制度報告会「北海道創生
日時：2020年 2 月10日(月) 13:00～16:15
場所：ホテルガーデンパレス 2 階「丹頂」

健（北海道立総合研究機構主査）

活動報告：

主催：北大公共政策大学院、インフラメンテ

鈴木宏和（内閣官房まち・ひと・しごと創生

ナンス国民会議北海道フォーラム

本部事務局 兼 内閣府地方創生推進室参

協力：国土交通省北海道開発局、北海道、北
海道立総合研究機構建築研究本部

事官補佐）
塚原章裕（大空町地方創生担当参事／派遣
元：法務省）
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髙野眞司（国土交通省北海道開発局事業振興

講師：久郷明秀（原子力安全推進協会執行役
員・国際連携室長）

部技術管理課課長補佐／元・倶知安町派

司会・対談：鈴木一人（北大公共政策大学院

遣)
山本

教授）

進（東神楽町長／2017～2019年内閣府
派遣者受入）

山原章由（鷹栖町総務企画課参事／2015～

●第 4 回「ゲノム編集農産品がもたらす政策
的分断」

2017内閣府派遣者受入）
講師：

日時：2019年12月16日(月) 10:30～12:30

石井吉春（北大公共政策大学院客員教授）

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ409

主催：(株)北海道銀行、北大公共政策大学院、

講師：石井哲也（北大安全衛生本部教授）
司会・対談：鈴木一人（北大公共政策大学院

(株)道銀地域総合研究所

教授）

共催：北海道
後援：北海道財務局、北海道開発局、北海道
市長会、北海道町村会、(公財)北海道市

●第 5 回「気象行政と防災」
日時：2020年 1 月 7 日(火) 16:30～18:00

町村振興協会

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ409

２.

文理融合セミナーシリーズ

講師：関田康雄（気象庁長官）
コメンテーター：鈴木一人（北大公共政策大
学院教授）

●第 1 回「社会は科学や技術とどこまで付き
合うか」

司会：城戸

亮（北大公共政策大学院教授）

日時：2019年 7 月 9 日(火) 14:30～16:30

※公共経営事例研究と共催

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ409
講師：神里達博（千葉大学国際教養学部教授)

●第 6 回「光るタンパク質が拓く未来社会」

司会・対談：鈴木一人（北大公共政策大学院

日時：2020年 2 月 7 日(金) 10:30～12:30

教授）

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ101
講師：永井健治（大阪大学産業科学研究所教

●第 2 回「技術は国際秩序の未来を変えるの
か」

授）
司会・対談：寺田英司（北大公共政策大学院

日時：2019年10月 2 日(水) 10:30～12:30

客員教授）

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ409
講師：小泉

悠（東京大学特任助教、軍事評

３.

セミナー・研究会

論家）
司会・対談：鈴木一人（北大公共政策大学院
教授）

●対話型自治体運営ロールプレイングゲーム
SIMULATION 北海道2035
日時：2019年 8 月 3 日(土) 13:30～17:00

●第 3 回「組織は「安全文化」とどう向き合

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ102

うか」

講師：北海道職員有志の会

日時：2019年11月28日(木) 15:00～17:00
場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ409

●公共政策学講演会「北海道の医療の現状と

- 189 -

課題について」

日時：2019年10月11日(金) 16:30～18:30

日時：2019年12月 9 日(月) 14:45～16:15

講師：金成隆一（朝日新聞記者）

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ507
講師：長瀬

●「被選挙権年齢など若者の政治参加」

清（北海道医師会長）

日時：2019年10月18日(金) 16:30～18:30

※福祉労働政策事例研究と共催

講師：徳永エリ（国民民主党 衆議院議員）
●公共政策学講演会「渋谷の街づくり－最近

畠山和也（日本共産党 前衆議院議員）

20年の東急の渋谷開発事業－」

道下大樹（立憲民主党 衆議院議員）

日時：2019年12月17日(火) 16:30～18:00

安江のぶお（公明党 参議院議員）

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ409
講師：三木

尚（東急株式会社渋谷開発事業

●「社会事業コーディネーターの可能性 ～行

部統括部長・渋谷駅前エリアマネジメン

政・企業・NPO をつないで地域課題を解決す

ト協議会会長）

る～」

司会：城戸

亮（北大公共政策大学院教授）

※公共経営事例研究と共催

日時：2019年10月25日(金) 16:30～18:30
講師：藤沢

烈（一般社団法人 RCF 代表、社

会事業コーディネーター）
●テキスト分析セミナー
日時：2020年 1 月24日(金) 10:30～16:30

●「激動の欧州と直面する日本外交」

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ303

日時：2019年11月 8 日(金) 16:30～18:30

講師：Dr. Charles Crabtree（東京財団政策研究

講師：正木

靖（外務省欧州局長）

所・シニアデータサイエンティスト）
●「ニセコ倶知安町地域の現状と課題」
●2019年度リサーチペーパー発表会

日時：2019年11月12日(火) 16:30～18:30

日時：2020年 2 月 3 日(月) 9:00～12:45

講師：鈴木逸三郎（北海道後志総合振興局地

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ203

域創生部地域政策課地域政策係長）、沼田

報告：北大公共政策大学院2019年度修了予定

尚也（倶知安町観光課係長）

者
●「国際医療と公共政策」
●対話型自治体運営ロールプレイングゲーム

日時：2019年11月15日(金) 16:30～18:30

SIMULATION 北海道2035

講師：Peter Shane（北大病院国際医療部准教

日時：2020年 2 月 8 日(土) 13:30～17:00

授）

場所：人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ401
講師：北海道職員有志の会

●「ポピュリズム時代の政治とメディア」
日時：2019年11月22日(金) 16:30～18:30

４.

事例研究科目

講師：石戸

諭（記者、ノンフィクションラ

イター）
４-１.

国際政治経済政策事例研究

●「トランプ現象の底流を探る
王国」を歩いて～」

～「トランプ

●「輸出管理について」
日時：2019年11月29日(金) 16:30～18:30
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講師：飯田陽一（経済産業省貿易管理部長）

●「被選挙権年齢など若者の政治参加」
日時：2019年10月18日(金) 16:30～18:30
講師：徳永エリ（国民民主党 衆議院議員）

●「グローバル化と自治体運営」
日時：2019年12月10日(火) 16:30～18:45

畠山和也（日本共産党 前衆議院議員）

講師：山本 進（東神楽町長）、齊藤啓輔（余

道下大樹（立憲民主党 衆議院議員）
安江のぶお（公明党 参議院議員）

市町長）
●「世界政治におけるドイツ」

●「モンベルと地域振興」

日時：2019年12月13日(金) 16:30～18:30

日時：2019年10月29日(火) 16:30～18:00

講師：Hans Kundnani（英王立国際問題研究所

講師：辰野

勇（株式会社モンベル代表取締

役会長兼 CEO）

上級研究員）
●「グローバル・ヘルスの現場から

―サブサ

●「室蘭市における GIS 活用の取組」

ハラ・アフリカ諸国における保健システム強

日時：2019年11月 5 日(火) 16:30～18:00

化支援の経験―」

講師：川口陽海（室蘭市企画財政部ICT推進課
主事）

日時：2019年12月20日(金) 16:30～18:30
講師：池田憲昭（コートジボワール保健省大

●「ニセコ倶知安町地域の現状と課題」

臣官房顧問（JICA 専門家））

日時：2019年11月12日(火) 16:30～18:30
●「『モンスーン』から見る韓国の今を問う」

講師：鈴木逸三郎（北海道後志総合振興局地

日時：2019年12月24日(火) 16:30～18:30

域創生部地域政策課地域政策係長）、沼田

講師：ピョン・ヘヨン（韓国女流作家）

尚也（倶知安町観光課係長）

●「民意の受け皿－選挙イヤーを振り返る」

●「新たな建築生産とマネジメントの考え方」

日時：2019年12月27日(金) 16:30～18:30

日時：2019年11月26日(火) 14:45～16:15

講師：吉田 徹（北大法学研究科教授）、大佐

講師：木下雅幸（株式会社山下 PMC 取締役専
務執行役員）

賀南（HBC 報道部記者）
●「香港危機の発生と展開－絡み合う内政と

●「自然エネルギーの可能性」

外交、政治と経済」

日時：2019年11月26日(火) 16:30～18:00

日時：2020年 1 月17日(金) 16:30～18:30

講師：磯野

講師：倉田
４-２.

謙（自然電力株式会社代表取締

役）

徹（立教大学法学部教授）

●「廃校から “High Co-” へ～山口油屋福太郎

公共経営事例研究

●「整備新幹線の整備」

の取り組み～」

日時：2019年10月8日(火) 16:30～18:00

日時：2019年12月3日(火) 16:30～18:00

講師：依田淳一（独立行政法人鉄道建設・運

講師：田中洋之（株式会社山口油屋福太郎代

輸施設整備支援機構

北海道新幹線建設

局長）
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表取締役社長）

●「グローバル化と自治体運営」

●「介護福祉人材の確保対策について」

日時：2019年12月10日(火) 16:30～18:45

日時：2019年11月 1 日(金) 14:45～18:00

講師：山本 進（東神楽町長）、齊藤啓輔（余

講師：川端裕之（厚生労働省社会・援護局福
祉人材確保対策室長）

市町長）
●「渋谷の街づくり～最近20年の東急の渋谷

●「北海道における医療福祉人材の確保につ

開発事業～」

いて」

日時：2019年12月17日(火) 16:30～18:00

日時：2019年11月18日(月) 14:45～18:00

講師：三木

講師：原田朋弘（北海道保健福祉部次長）

尚（東急株式会社渋谷開発事業

部開発推進グループ統括部長）
●「北海道の社会福祉の現状と課題～権利擁
●「交通警察の現状と課題」

護に焦点を当てて」

日時：2019年12月24日(火) 16:30～18:00

日時：2019年11月25日(月) 14:45～18:00

講師：山岸直人（北海道警察本部長）

講師：佐藤みゆき（名寄市立大学教授）

●「気象行政と防災」

●「社会保障と報道について」

日時：2020年 1 月 7 日(火) 16:30～18:00

日時：2019年12月 2 日(月) 14:45～18:00

講師：関田康雄（気象庁長官）

講師：猪熊律子(読売新聞東京本社編集委員)

●「国内交通事業者の多様な企業戦略～北海

●現地視察「ハローワークプラザ札幌、マザ

道交通企業にとっての教訓～」

ーズ・新卒応援ハローワーク」

日時：2020年 1 月21日(火) 16:30～18:00

日時：2019年12月 6 日(金) 10：00～12：30

講師：渡邊

良（東京地下鉄株式会社常務取

締役）

●「北海道の医療の現状と課題について」
日時：2019年12月 9 日(月) 14:45～16:30

４-３.

福祉労働政策事例研究

講師：長瀬

清（北海道医師会長）

●「年金・医療・介護の社会保障制度について」
日時：2019年10月 7 日(月) 14:45～18:00

●「新たな生活保障の仕組みへ ～生活困窮者

講師：古川弘剛（厚生労働省大臣官房企画官

支援・地域共生が切り拓く～」

（年金担当））

日時：2019年12月16日(月) 14:45～18:00
講師：野﨑伸一（厚生労働省広報室長（前社

●「若い世代に理解される年金制度とは？／

会・援護局生活困窮者自立支援室長））

地域福祉の実際・歴史・理念」
日時：2019年10月21日(月) 14:45～18:00

●現地視察「北海道ポリテクセンター（職業

講師：西村

訓練施設）」

淳（神奈川県立保健福祉大学教

授）

日時：2019年12月23日(月) 13：30～15：00

●現地視察「社会福祉法人ゆうゆう／共生型
地域オープンサロン」

●「人手不足と北海道経済」

日時：2019年10月28日(月) 15:30～17:30

日時：2019年12月23日(月) 16：30～18:00
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策室室長補佐）

講師：福田佳英（北海道経済部就業支援担当
課長)

●「労働政策領域の現場を知る ～労働基準を
●「児童虐待防止対策について／厚生労働行

中心に～」

政について」

日時：2020年 1 月20日(月) 14:45～18:00

日時：2020年 1 月 6 日(月) 14：45～18:00

講師：増田幹司（前旭川大学教授）

講師：柳

史生（厚生労働省児童虐待防止対
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