
第１０回記念全国研究【北海道】大会のご報告 

  

日本地域政策学会会長 吉田 俊幸 

第１０回記念 全国研究大会実行委員長 原田 芳信 

  

 日本地域政策学会第１０回記念全国研究【北海道】大会が、北海商科大学にて開催されました。 

大会メインテーマを「食・農をめぐる今日的課題と地域政策への提言」と設定し、食・農の視点

から地域政策の実践的議論を深めました。 

   

１． 日時   ２０１１年７月３０日(土)～７月３１日(日) 

２． 場所   北海商科大学 （北海道札幌市豊平区豊平 6条 6丁目 10番） 

３．大会テーマ 「食・農をめぐる今日的課題と地域政策への提言」 

４． 主催   日本地域政策学会 

５． 共催   北海商科大学 

６． 後援   北海道大学/ 農林水産省 北海道農政事務所/ 経済産業省 北海道経済産業局/  

北海道/ (財)北海道中小企業総合支援センター/ 日本弁理士会 北海道支部/ 

北海道放送㈱(HBC)/ (社)北海道栄養士会/ 北海道商店街振興組合連合会/ 

北海道地域振興研究会（ｱｵﾀﾞﾓの会） 

７． 協力   ホテルノースシティ/ 札幌すみれホテル/ ㈱正文舎/ ㈱ベジフルデザイン/ 

㈱しくみ開発/ 食・工房ミイロ/ ㈱ジップコーポレーション/ 企業組合グルー

プ・ダイナミックス総合研究所/ セールスレップ北海道協同組合/ ゼロ・ワー

ク平田まどか事務所  

 

○ ７月３０日（土）○ 

8：30～    受付開始 

9：30～12：00 個別報告・研究発表① 

12：10～13：00 理事会 

13：10～13：45 総会 

14：00～14：10 会長・開催校挨拶 

14：15～17：45 公開シンポジウム・実践リレー講話 

18：10     懇親会場へ移動（１階ホール集合・バス搭乗）  

18：30～20：00 懇親会 

 

 

【公開シンポジウム・実践リレー講話】  

 

  「食・農をめぐる今日的課題と地域政策への提言」 

 

 会長挨拶：    吉田 俊幸（高崎経済大学教授・前学長） 

 開催校挨拶：    森本 正夫（北海商科大学学長・学校法人北海学園理事長） 

   

コメンテーター： 河藤 佳彦（高崎経済大学教授） 

（１）14：15～15：00 『北海道における食と農の政策的取り組みと今日的課題』 

            講師：木村 秀雄 氏 （北海道農政部 食の安全推進局 農産振興課長） 

（２）15：05～15：50 『食の安全をめぐる光と陰～世界の現場から考える～』 

            講師：高井 瑞枝 氏 （食・工房ミイロ代表） 

（３）15：50～16：00  休憩 

（４）16：00～16：45 『食と農の産業化～商品開発と販売の事業化実践事例～』 

            講師：若林 富士女 氏 （㈱ベジフルデザイン代表取締役） 

（５）16：50～17：45  質疑・応答、総括・提言 

 

 



○７月３１日（日）○ 

8：30～    受付開始 

9：20～11：40 分科会（第１分科会～第６分科会） 

12：30～13：50 公開特別講演会 

14：00～16：00 個別報告・研究発表② 

               

【分科会】 

第１分科会(都市) 「わが国におけるコンパクトシティ政策の再検討－持続可能な都市づくりの

ために－」  

［座長］   山下 博樹（鳥取大学） 

［報告］ 

第一報告 谷口 守（筑波大学） 

         「コンパクトシティ政策の来し方行く末」 

  第二報告 内海 巌（上越市創造行政研究所・高崎経済大学大学院） 

         「コンパクトシティ政策の形成プロセスに着目する―富山市を事例に―」 

  第三報告 三橋 浩志（文部科学省） 

 「防災まちづくりとコンパクトシティ―コンパクトシティは本当に災害に強

いのか―」  

［コメンテーター］ 

 藤井  正 （鳥取大学）・ 新保 正夫（前橋市役所） 

［全体討論］コーディネーター   

戸所 隆（高崎経済大学） 

  

第２分科会(農業・農村) 「東日本大震災・地域再生の課題と方向―生活と産業の再建―」  

［座長］   村山 元展（高崎経済大学） 

［報告］ 

  第一報告 櫻井 常矢（高崎経済大学） 

「被災地の現状と地域再生の課題」   

  第二報告 石原 慎士（石巻専修大学） 

「東日本大震災で被災した水産加工業界の復旧・復興に向けて 

―被災地宮城県石巻市におけるソリューション開発の試み―」   

第三報告 守友 裕一（宇都宮大学、前福島大学） 

「福島県飯舘村の原発災害と新たなむらづくり・農業振興」  

［コメント］  

吉田 俊幸（高崎経済大学） 

         「農村地域における被災の現状と農業農村振興の課題」 

 

第３分科会(政治・行政) 「市民社会におけるローカル・ガバナンスの変容」 

［座長］   桑原 英明 （中京大学） 

［報告］ 

  第一報告 林 寛一（常磐大学） 

         「茨城県北地域における住民自治と新たな市民活動」 

第二報告 成澤 元宏（札幌市役所市民自治推進室）  

          「札幌市における町内会・自治会と市民活動の現状」 

第三報告 羅 一慶（中京大学） 

         「農山漁村における「新しい公共」の現状と課題―町内会・自治会とＮＰＯ

法人の共進化（coevolution）の可能性について―」 

［討論者］  井川 博（政策研究大学院大学）・ 佐藤 公俊（高崎経済大学） 

［コーディネーター］  

桑原 英明（中京大学） 

 

 



第４分科会(産業) 「産業集積の再生と発展の方向性について考える」 

［座長］   池田 潔（兵庫県立大学） 

［報告］ 

  第一報告 西野 義人（(株)西野製作所 代表取締役社長、北のものづくり総合技術交流会） 

         「企業城下町の中小企業に求められる自立性の強化活動事例紹介」 

第二報告 池田 重一（室蘭市経済部長） 

         「「ものづくり」100年と培った財産を活かした産業振興策の展開について」 

第三報告 河藤 佳彦（高崎経済大学） 

         「東大阪市における産業振興への取組み」 

［討論者］  西野 義人・ 池田 重一・ 河藤 佳彦・ 味水 佑毅（高崎経済大学） 

[コメンテーター]   

高津 斌彰（新潟大学名誉教授） 

 

第５分科会（観光）  「地域における観光資源の活用とマネジメント」 

［座長］   敷田 麻実（北海道大学観光学高等研究センター） 

［報告］ 

  第一報告 八反田 元子（北海道大学大学院・（財）札幌市中小企業共済センター） 

         「ブドウ・ブドウ酒事業にみる北海道池田町における地域資源活用戦略」 

第二報告 依田 真美（北海道大学大学院） 

         「ボランティアツーリズム：「機会」という無形資源についての考察」 

第三報告 吉川 福利（北海道大学大学院・ (株)日本政策投資銀行） 

         「地域における宿泊受入能力のコントロール」 

［討論者］  座長および報告者 

[コメンテーター]    

上田 裕文（札幌市立大学） 

 

第６分科会(医療・福祉・行政) 「地域福祉計画・検証プロセスの現状と課題」 

［座長］   丸田 秋男（新潟医療福祉大学） 

［報告］ 

  第一報告 青木 茂（新潟医療福祉大学） 

         「新潟市における地域福祉計画の検証プロセスの現状と課題」 

第二報告 中路 康夫（札幌市社会福祉協議会） 

         「札幌市における地域福祉計画の検証プロセスの現状と課題」 

第三報告 坂本 大輔（登別市社会福祉協議会） 

         「新・地域福祉計画の策定プロセスの現状と課題」 

［コメンテーター］ 

 熊澤 利和（高崎経済大学）・ 渡邉 敏文（新潟医療福祉大学） 

[全体討論]コーディネーター   

細井 雅生（高崎経済大学）・ 丸田 秋男（新潟医療福祉大学） 

 

【公開特別講演会】 12：30～13：50 ３階 講義室 305 

『地域蘇生！大震災から甦った錦鯉の里 その奇跡と支援の軌跡』 

講師：吉田 芳春 氏（吉田国際特許事務所所長(東京都)/ 弁理士/ 日本弁理士会関東 

支部支部長/ アース研究会事務局長/ 元日本弁理士会副会長） 

 

【個別報告・研究発表】 

7月 30日（土） 9：30～12：00 

7月 31日（日）14：00～16：00 

 

【加工食品展示コーナー】 

北海道内の加工食品・特産品を集めた展示ＰＲコーナーを３階エレベータ前に設置しました。 


