Japan Autonomous Academy

NPO 法人 日本自治 ACADEMY セミナー vol.13
2019 年度 ・ 第２回

令和元年

日 時

12 月 7 日

土

(15:00 〜 18:00)

場 所

札幌駅前ビジネススペース（2-A）

参加費

資料代

その他

※セミナー終了後 18:30 より別会場にて懇親会を予定しております。
（会費 3,000 円）
※どなたでも参加が可能です。会場の都合上、定員（50 名）に達した時点で受付を終了いたします。
※セミナープログラム、講師ご紹介、セミナー申込など詳細については裏面をご覧下さい。

札幌市中央区北 5 条西 6 丁目 第 2 北海道通信ビル 2 階

500

円

ACADEMY セミナー・第 1 部

「北海道の活性化に向けて」

◆ テーマ

定 員

先着 50 名

持続可能な未来をつくるために、世界中の人々が取り組
む共通の目標である SDGs 。17 の大きな目標の中には 169
の具体化された目標があり、取り組みの対象範囲は幅広い。

SDGs を推進している現場の人物の声、実践者の声、対話の中から理解を深め、
「自分ご
と」
として、
仲間と実感を共有しながら、
自由な発想で具体的な行動を展開したい。
私たちがすでに取
り組んでいたことへ
の気付き。新たに取
り組めることと、そ
のつながりと可能
北海道信用保証協会会長
（前北海道副知事）

山谷 吉宏 氏

性。身近な課題・問

ACADEMY セミナー・第２部

◆SDGs 鼎談

「地域と都市と人と
〜北海道の SDGs という景色〜」

題の中から未来のた
めに取り組める
SDGs であり、北海

道に住む私たち「人」の行動は、この土地を、地域を、
都市を持続的に発展させる挑戦であるはずです。
北海道の活性化に、こころと手を添えられているゲス
トをお招きし、2 部構成によるセミナーを開催いたしま
す。
日本自治 ACADEMY が主催しているセミナー、第
13 回目。多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

北海道下川町長

日本自治 ACADEMY 相談役

谷

一之 氏

RCE 北海道道央圏協議会
事務局長

有坂

美紀

氏

北海道大学
産学地域協働推進機構

千脇

美香

氏

【主催】 NPO 法人日本自治 ACADEMY 【後援】 グリーンシード 21 / RCE 北海道道央圏協議会
【申し込み・お問い合わせ】NPO 法人 日本自治 ACADEMY 事務局 〒098-1205 北海道上川郡下川町西町 88 番地 2
TEL:01655-4-2595 / FAX:01655-4-2596
info@japan-a-academy.jp

《プログラム》

● 令和元年 12 月 7 日（土）
● 札幌駅前ビジネススペース

日本自治 ACADEMY セミナー vol.13
2019 年度 ・ 第２回

【主 催】NPO 法人日本自治 ACADEMY
【後 援】グリーンシード 21 / RCE 北海道道央圏協議会

15:00

セミナー第１部・講師プロフィール

開会あいさつ
NPO 法人日本自治 ACADEMY
理事長

15:05

◆

北海道信用保証協会会長
（前北海道副知事）

熊谷 雅幸

室蘭市出身。早稲田大学政治経済学部を
卒業後、1980 年北海道道庁入り。総合政
策部地域振興監、2011 年環境生活部長、
2012 年経済部長を経て、2013 年から 2018
年 3 月まで北海道副知事。同年 7 月から現
職・北海道信用保証協会会長を務める。

セミナー第１部
「北海道の活性化にむけて」
北海道信用保証協会 会長
（前北海道副知事）

16:30

山谷 吉宏 氏

セミナー第２部
【SDGs 鼎談】
「地域と都市と人と
〜北海道の SDGs という景色〜」
北海道下川町長
日本自治 ACADEMY 相談役

一 之 氏

◆

セミナー第２部・【SDGs 鼎談】ゲストプロフィール

北海道下川町長
日本自治 ACADEMY 相談役

谷

一 之氏

1955 年生まれ。
（株）谷組の代表取締役を務
めながら長く町議会議員として活動。NPO 法

RCE 北海道道央圏協議会
事務局長

有坂 美紀 氏

人日本自治 ACADEMY、北海道地域づくりア
ドバイザーなど数多くのまちづくりに参画し、
2015 年 5 月より現職。下川町は、情勢変化にあ

北海道大学
産学・地域協働推進機構

18:10

谷

千脇 美香 氏

わせて条例を改訂し、今年度からは「持続可能
な開発目標（SDGｓ）
」を取り入れた総合計画
も策定。長期的なまちづくりを推進するなど注

閉会あいさつ

目を集めている。

お問い合わせ

RCE 北海道道央圏協議会
事務局長

有坂美紀氏

水産業界紙記者、豪州で環境保全活動、環境

NPO 法人 日本自治 ACADEMY 事務局

団体、国際 NGO スタッフ等を経験。東日本大

〒098-1205 上川郡下川町西町 88 番地 2

探るため中南米を縦断。現在、国連大学認定の

TEL:01655-4-2595 / FAX:01655-4-2596

お

申

◆下記必要事項をご記入の
上、FAX または E-Mail 添付
にてお申し込みください。
◆定員（50 名）に達した時
点で受付を終了させて頂き
ます。
◆お申し込み締め切りは 11
月 29 日（金）となっており
ますので、お早めにお申し
込み願います。

山谷吉宏氏

込

先

震災後、改めて持続可能な開発に関わる課題を
持続可能な開発のための地域拠点・RCE 北海道
道央圏協議会の事務局長を務める。
フェアトレードタウンさっぽろ戦略会議事務
局長を兼任し、北大大学院で科学技術コミュニ
ケーションを専攻する。

鼎談進行
北海道大学
産学・地域協働推進機構

千脇美香氏

短大を卒業後、10 年以上酪農業に従事。その
際、農業の現場と研究情報に距離を感じ、
「研
究とは何か？」を知るため、公的研究機関での
お申込みにご活用ください。

info@japan-a-academy.jp
【FAX】 01655-4-2596

研究補助作業員を経験。JA での広報業務や一
般企業の営業職などを経て、研究と一般社会と
の橋渡しができればと、現在は、北海道大学で
産学連携の仕事に従事し、日々研究成果の活用
方法を模索する。

※ご参加される項目に○印を付けてください。

日本自治 ACADEMY セミナー申込
団体名
氏

名

E-Mail

所
役

属
職

電話番号
ＦＡＸ

セミナー参加

（資料代 500 円）

懇親会参加

（会費 3,000 円）

