【 2013 北海道自治体学会 総会・
総会・政策シンポジウム
政策シンポジウム ／ プログラム 】
＜総
会＞
10:00～10:40
参加は会員のみ
＜シンポジウム＞
10:45～17:00
シンポジウム＞
■研究会報告
10:45～12:00
現場での具体的な課題として当学会
当学会が取り組む研究会の活動について報告します
します。
条例研究会
集落研究会
自治体議会研究会
〔昼休み
12:00～13:00
13:00 〕
■基調講演
13:00～13:40

「これからの地域医療提供体制
地域医療提供体制の課題」
□講師

：佐古 和廣さん（
（名寄東病院院長・前名寄市立総合病院長）
13:40～15:20
1「水道施設の維持更新と料金値上
料金値上げ」
□報告者：清野 馨さん（石狩市建設水道部水道室
石狩市建設水道部水道室）
2「 北海道で一番小さな村の挑戦
挑戦～村立北海道おといねっぷ美術工芸高校と
と共に生きる」
□報告者：佐近 勝さん（音威子府村長
音威子府村長）
3「官民一体となったオール富良野
富良野のまちづくり」
□報告者：西本 伸顕さん（
（ふらのまちづくり(株)及び(株)北印代表取締役社長
北印代表取締役社長)
■分科会（
15:30
15:30～16:30
分科会（意見交換会）
意見交換会）
講師、報告者をゲストに、テーマごとに
テーマごとに意見交換します。
①地域医療 ②公共料金 ③教育
教育 ④中心市街地
■全体のまとめ
16:40～17:00
全体のまとめ

■紹介発表

【 基調講演・
基調講演・事例発表 】
名寄東病院院長・前名寄市立
前名寄市立総合病院長

石狩市建設水道部水道室参事

1949 年生まれ。1975 年北海道大学医学部
卒・医師免許取得。北海道大学附属病院脳神
経外科、小樽市立第 2 病院
病院、旭川医科大学、
1992 年名寄市立総合病院脳神経外科医長
年名寄市立総合病院脳神経外科医長、
1993 年同診療部長、1998
1998 年副院長、2003
年院長。2013 年名寄東病院院長
名寄東病院院長。1992 財団
法人北海道脳疾患研究所優秀論文賞受賞
法人北海道脳疾患研究所優秀論文賞受賞。

1965 年生まれ
まれ。北海学園大学工学部卒、北
海道大学公共政策大学院技術政策コース修
海道大学公共政策大学院技術政策
了。1987 年五洋建設（株）､1988
年五洋建設
年石狩市
役所。市水道部下水道課、
市水道部下水道課 石狩港湾管理組合
出向、水道部水道公務課を経て
水道部水道公務課
2010 年から
現職。

音威子府村長

ふらのまちづくり(株)
ふらのまちづくり
代表取締役社長

1954 年生まれ。東邦大学理学部卒
東邦大学理学部卒。道立衛
生研究所、社団法人北海道社会
社団法人北海道社会開発公社、合
資会社常磐運送、有限会社旭光運輸
有限会社旭光運輸を経て
1991 年音威子府村商工会長就任
威子府村商工会長就任。1995 年音
威子府村議会議員に初当選
初当選
（4 期連続）
。2011
年音威子府村長（現在 1 期
期）。

1952 年生まれ
まれ。早稲田大学卒。㈱リクルー
ト勤務（1975
1975～1985）を経て㈱北印代表取
締役社長。2008
2008 年ふらのまちづくり株式会
社の社長就任。
。富良野商工会議所副会頭・富
良野市中心市街地活性化協議会運営委員
長・北海道青果商業協同組合副理事長
北海道青果商業協同組合副理事長。

佐古 和廣（さこ・
さこ・かずひろ）

佐近

勝（さこん・まさる
さこん・まさる）

清野 馨（せいの・かおる）

西本 伸顕（にしもと・のぶあき）

【 参加申込方法 】
フォームからお申し込みできます。
当学会ホームページの専用フォームからお
FAX、E メール、官製ハガキの場合
場合は、下記の①～⑦を記入の上お申し込みください
みください。
①氏名 ②住所 ③電話番号 ④会員
会員・非会員（一般・学生）の別 ⑤希望する分科会
分科会の番号
⑥交流会出席の有無 ⑦総会出席の
の有無（会員のみ）
■ 総会出席の有無（会員のみ）
【参加申込先】
〔ホームページ〕http://i-cis.com/jichi
cis.com/jichi 〔FAX〕011-299-6941 【E ﾒｰﾙ】jichigakhok@yahoo.co.jp
jichigakhok@yahoo.co.jp
〔ハガキ〕〒060-0906 札幌市東区北
札幌市東区北６条東 3 丁目 3-1 LC 北六条館 6Ｆ 北海道 NPO サポートセンター内
北海道自治体学会事務局あて
〔 申込期限〕
〕 2013 年 5 月 22 日（水
水）必着
申込期限前でも定員に達し次第、締
締め切ります。
〔 お問合先〕
〕 電話 011-299-6940（
（平日 10 時～18 時）または上記 E メールアドレスへ
■ 内容の一部を変更する場合がありますのでご
がありますのでご了承ください。

裏面もご
裏面もご覧
もご覧ください！
ください！

員（公）と住民（私）の協働はいかにして可能になるのでしょうか。
住民とパートナーシップを築きながら地域経営を行うための成功
事例を紹介するとともに、参加者の皆さんで意見交換しながら、協
働を重視した行政のあり方について考えてみませんか。
◆当学会の研究会報告 10:45～12:00
①条例研究会
②集落研究会
③自治体議会研究会
◆基調講演

13:00～13:40

「これからの地域医療提供体制の課題」
■講師：佐古

◆事例紹介

和廣さん（名寄東病院院長・前名寄市立総合病院長）

13:40～15:20

1「水道施設の維持更新と料金値上げ」
■報告者：清野

馨さん（石狩市建設水道部水道室）

2「 北海道で一番小さな村の挑戦～村立北海道
おといねっぷ美術工芸高校と共に生きる」
■報告者：佐近

勝さん（音威子府村長）

3「官民一体となったオール富良野のまちづくり」
■報告者：西本

伸顕さん（ふらのまちづくり(株)代表取締役社長）

◆分科会（意見交換会）

15:30～16:30

◆全体のまとめと閉会挨拶

16:40～17:00

■日時

2013 年 6 月 1 日(土)10:00～17:00

（ 9:30 開場 ）
■会場 北海道大学人文･社会科学総合
研究教育棟Ｗ203 号室
（札幌市北区北９条西７丁目）
※JR 札幌駅北口から徒歩 10 分、地下鉄南北線北 12 条駅から徒歩 10 分

■定員 200 名
■参加費
①シンポジウム
会員は無料（要申込･参加券持参）
一般 1,000 円 / 学生 500 円（要申込）
②参加者交流会 3,500 円 きゃら亭(北大構内)
18:00～19:30（開場 17:45）
（要申込）
北海道自治体学会

http://i-cis.com/jichi

～～～～パートナーシップによるまちづくり

的住民自治）が重要です。しかし、行政の現場において、自治体職

参加者募集!
参加者募集!

２０１３年度 北海道自治体学会 総会＆＆＆＆政策シンポジウム

豊かな地方を築くために、住民自らの意思で参加する自治（＝実践

「「「「
実
践
的
住
民
自
治
」」」」

【開催趣旨】

裏面もご
裏面もご覧
もご覧ください！
ください！

