
「第１６回全国大学政策フォーラムｉｎのぼりべつ」開催！！ 

■第 16 回全国大学政策フォーラムｉｎのぼりべつを実施するにあたって 

 

7 月に入り，参議院議員の選挙戦が繰り広げられました。新型コロナウイルスの感染症感

染が前の週を上回る日が続き，再拡大の兆しを見せ始めています。登別市内の各種イベント

も人数を緩和する方向ではありますが，開催の見送りや縮小しての開催，直前まで判断が見

通せない状況にあります。 

 さて，このフォーラムも昨年新型コロナの影響を受け ZOOMによるリモート開催にて実

施し，今回のフォーラムは回を重ねて 16回目の実施となります。今回は， 

 「外から観た登別市の SDGs，持続可能な開発目標を創造しよう！ 」   

をテーマとし，ご提言をいただくこととしました。 

市では，「第 3期基本計画・第 3 次実施計画」と「第２期登別市まち・ひと・しごと創生

総合戦略」の各施策項目に，17 の持続可能な開発目標（SDGs）を示し，SDGs との関連性

を示して理念を共有し，さらなる取組の推進につなげようとしています。そこで皆さんには，

学生の自由な発想による持続可能な開発目標を創造し，政策提言していただくことを期待

します。 

      全国大学政策フォーラム実行委員会 実行委員長 

 中原 義勝 

 

■開催要項 

１．開催目的 

全国大学政策フォーラムは，学生にも市民にとっても，本フォーラムを有益な学びと交

流の場とし，学生は登別をフィールドにまちづくりへの取り組みを学び，市民はわがまち

が抱える問題・課題の対応について，よそ者・若者である学生の斬り口による視点・アイ

デアを題材に，解決に向けた取り組みと市民のより強固なネットワーク化への切っ掛けづ

くりを目指しています。そして，開催目的をふまえつつ，政策提言をより積極的に利活用

するべく，次の取り組みをすることにしました。 

(1) 行政における利活用について 

市長へ各政策提言内容を報告し，具現化の可否を問うと共に，提言を関係部署職員の

研修題材とする。  

(2) 議会における利活用について 

議会へ各政策提言内容を報告し，提言内容を所管する委員会，会派，議員個々の利活

用の協議題材とする。 



(3) 市民・市民団体への利活用について 

提言に関係する市民や市民団体へ各政策提言内容を報告し，協議題材とする。 

以上の取り組みによって，新たな視点による事業展開や市民のネットワークの進展を期待

するものであり，政策提言する学生の皆さま方も従前以上にアクティブな取り組みになる

ものと考えます。 

 

２．テーマ「外から観た登別市の SDGs，持続可能な開発目標を創造しよう!」 

わが国においては，少子化による人口減少は拡大の一途をたどり続け，東京への一極集中

にも歯止めがかからず，地方経済の縮小といった大きな問題に直面し，将来に渡って成長力

を確保するため，人口・経済・地域社会の問題・課題に対し一体的に取組む事が求められる

状況にあります。 

国は, 2014 年にこれらの問題・課題に取組むため「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」

並びに「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し，各自治体に「まち・ひと・しごと創

生」に関する目標や施策に関する基本的方向等を内容とする総合戦略の策定を求めました。

また同年，過去に建設された公共施設等が今後大量に更新時期を迎えることから，長期的な

視点をもって，更新・統廃合・長寿命化などを計画的に進め，財政負担の軽減・平準化を図

るとともに，最適な配置を実現するための「公共施設等総合管理計画」の策定も求めました。 

さらに，2019 年には「第 1 期まち・ひと・しごと創生総合戦略」の取組みの検証を行い，

地方創生の目指すべき将来や 2020 年度を初年度とする，今後５か年の目標や施策の方向性

を取りまとめた「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」の施策の方向性として，「稼ぐ

地域をつくるとともに，安心して働けるようにする」，「地方との繋がりを築き，地方への新

しいひとの流れをつくる」，「結婚，出産・子育ての希望をかなえる」，「ひとが集う，安心し

て暮らすことができる魅力的な地域をつくる」の 4 つの基本目標と，「多様な人材の活躍を

推進する」，「新しい時代の流れを力にする」の 2つの横断的な目標を掲げています。その具

体的な取組み目標に，「地方創生 SDGsの実現などの持続可能なまちづくり 」を掲げ，「誰

一人取り残さない社会の実現」を目指して「持続可能な開発目標」の理念を原動力とする地

方創生の推進を盛り込みました。 

これを受け本市では，2015 年に「登別市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を，さらに

翌 2016 年には，これに連なる「登別市総合計画第 3 期基本計画」を策定しました。そして，

2020 年には，加速する人口減少に抗うため，「長期的な視点に立って，切れ目なく，粘り強

く取組を続け成果に結びつけていく」ことが重要であるとして，第 1期登別市まち・ひと・

しごと創生総合戦略に掲げた 5 つの基本目標と具体施策について「継続を力」にして，引き

続き取組の継続を基本としながら，国や北海道の総合戦略を勘案して新しい視点を加えた

「第 2 期登別市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。 

この総合戦略の推進にあたっては，かけがえのない地球環境を守り，多様性と包摂性のあ

る社会の実現に向けて，SDGs の理念に留意し，具体施策ごとに SDGs のロゴを掲載してさ



らなる推進に繋げていく考えで取組んでいます。また，各公共施設の機能の重複や使われ方

などを検証して施設総量の削減を推進し，適正配置を行うなどの長期的な視点をもって「更

新・統廃合・長寿命化」を計画的に行うとともに，将来的な財政負担の軽減を図ることを目

的として 2015 年に「公共施設整備方針」を，翌年に「登別市公共施設等総合管理計画」を

策定しました。そして，本市が保有する公共建築物の現状と課題を踏まえて，施設ごとの将

来のあり方を定める目的で 2020 年に「登別市営住宅等長寿命化計画」と「登別市教育施設

長寿命化計画」，さらに，他の長寿命化計画等に登載されていない施設を対象とした「登別

市公共施設等個別施設計画」を策定しています。 

このように，国や地方自治体は，人口減少，少子高齢，退化する地方などの大きな社会

変化に加えて，SDGsを原動力とした地方創生の推進や新型コロナウイルスによる社会構

造の転換にも注視し，様々な観点からの新たな取組みが求められています。これらのこと

から，17 の目標からなる「持続可能な開発目標＝SDGs」の理念を踏まえるとともに，ポ

ストコロナの社会のあり方にも視点を向け，「人々が安心して暮らせるような，持続可能

なまちづくりと地域の活性化が実現する取組み」が大切であると考え，本市においても，

令和４年度における市政執行の基本的な考えは，2050 年までに温室効果ガスの排出を全体

としてゼロにするカーボンニュートラルや 2030 年をゴール目標とした SDGs を促進し，

持続可能なまちづくりを実現していくため，「新しい時代を見据えて，持続可能な発展に

向けたまちづくり」，「新しい時代につながる，誰もが豊かに暮らせるまちづくり」， 「新

しい時代に向けて，活気に満ちた魅力あるまちづくり」を 3 つの柱に，全力で取り組んで

いくとしています。 

そこで今年度の全国大学政策フォーラムでは，本市が抱えているコミュニティ，少子高齢

化，人口減少，健康，貧困，教育，防災，環境対策，生活環境，雇用対策，人材活用，観光，

産業対策などの様々な問題・課題を解決するため，SDGs の 17の目標と 169 のターゲット

を紐解き，SDGs の達成にどう寄与するのか，財源をどのように投入し，リノベ―ションし

ていくのか，シナジー効果などについて，学生の自由な発想による政策提言をして頂きます。

全ての人が安心して暮らせるようなまちづくりに繋がる提言を期待します。 

 

３．テーマに係る情報提供（リンク資料） 

(1) 第２期「登別市まち・ひと・しごと創生総戦略」 

（https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2017030700037/） 

(2) 登別市第３期基本計画 

（https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2016032800042/） 

(3) 第３期基本計画・第３次実施計画（令和４年度～令和７年度） 

（https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2022060100085/） 

https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2017030700037/
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2016032800042/
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2022060100085/


(4) 登別市環境基本計画 第３期（2022-2031）概要版・本編 

（https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2022031100069/） 

(5) 「公共施設整備方針」 

（https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2015090700011/） 

(6) 「登別市公共施設等総合管理計画」  

（https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2016033000045/） 

(7) 「登別市公共施設等個別施設計画」 

（https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2021021100010/） 

(8) 「各種統計資料」 

（https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2016041000013/） 

(9) 「過去数年間の人口推移」 

（https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2019050800025/） 

(10) 「市政執行方針」 

（https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2022021700064/） 

(11) 「SDGs推進モデル事業」 

（https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/sks/SDGs/102806.html） 

(12) 「SDGs推進」 

（https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2020122800058/2020.html） 

(13) 登別市議会（本会議資料 - 登別市議会ホームページ） 

（https://www.noboribetsu-shigikai.org） 

 

４．フォーラムに係る各種日程について 

(1) 全国大学政策フォーラム in のぼりべつ開催日程について 

① 日 時：１０月３０日（日）１３：００～１５：３０ 

② 会 場：日本工学院北海道専門学校 

③ 形 式：ZOOM 会議（各チームは，独自に会場設定願います。） 

④ 予定内容： 参加チームから３分／1チーム以内の提言要旨発表 

審査委員や実行委員などからの質問・感想等 

参加チーム間の質疑（進行役から指名） 

審査委員の再採点並びに引率教員からの採点による最終審査 

成績発表・講評  〈当日の詳細は，後日の案内となります！！〉 

https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2022031100069/
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2015090700011/
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2016033000045/
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2021021100010/
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2016041000013/
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2019050800025/
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2022021700064/
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/sks/SDGs/102806.html
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2020122800058/2020.html
https://www.noboribetsu-shigikai.org/%E6%9C%AC%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E8%B3%87%E6%96%99%E5%85%AC%E9%96%8B-1/


(2) 参加申込等について 

① 参加申込締切日：８月１０日（水）１７：００迄 

② 参加申込報告内容：大学名・チーム名・参加者名・引率教授名・政策提言テーマ 

③ 登録料(１チーム)：１０，０００円＋参加者数×1，０００円 

※参加申込書に記入し、メールで送付願います。 

 登録料の案内は、参加申込書受領後返信いたします。 

(3) その他の日程について 

① テーマに係る質問期間 ７月２０日（水）～７月２９日（金） 

第１６回政策フォーラムのテーマに係る質問等に対応致します。 

② 調査項目に係る質問期間 ８月１日（月）～８月１０日（水） 

政策提言に係る調査先等の案内や質問・確認事項等に対応致します。  

③ 現地調査期間 ８月２９日（月）～９月８日（木） 

・参加チームから現地調査等の希望があった場合には対応を致しますが，調査等に係る

諸経費は，参加チームの全額負担となります。 

・調査先並びに調査項目等は事前に連絡願います。 

・登別グランドホテルを特別料金で宿泊可能です。直接予約願います。（0143-84-2101） 

④ 政策提言の提出期限 ９月３０日（金）１７：００迄 

パワーポイントを使用し８分間以内に纏めた政策プレゼンテーションのデータ提出

を願います。  

⑤ 政策提言の公開 １０月４日（火）～１０月１１日（火） 

各チームから提出された政策提言を公開します。政策フォーラム時に，参加チーム間

で質疑等を行いますので，各チームは要閲覧となります。 

⑥ 政策提言の事前審査   ：１０月２０日（月） 

行政・議会・実行委員会・学識経験者などで構成される審査  

委員会による第１回審査を行います。 

 

５．審査等について（添付資料：「審査項目と評価ポイント」） 

審査ポイントと５賞についての説明資料です。 

  

＜お問合せ＞ 

 全国大学政策フォーラム実行委員会事務局（担当：千田） 

               〒059-0011 北海道登別市常盤町 2-11-2 

                E-mail ：f-chida@agate.plala.or.jp 

                     f-chida@outlook.jp 

                              携帯番号：０９０－３１１９－８３５６ 

mailto:f-chida@agate.plala.or.jp
file:///C:/Users/owner/Desktop/f-chida@outlook.jp


提言の審査項目と評価ポイント 

 

ⅰ）「今川晃記念賞」 

・今川先生のライフワークである「自治体政策への提言」の視点に立ったアカデミック

な提言を評価する。 

・今川晃賞評価方法：自チーム以外の参加チームの中から１チームを選び，集計した数

が最も多いチームを受賞とする。 

ⅱ）「全国大学政策フォーラム実行委員長賞」 

ⅲ）「登別市長賞」 

ⅳ）「登別市議会議長賞」 

ⅴ）「政策マネジメント研究所賞」 

・惜しくも受賞には至らなかったものの，特に独創性に溢れる発表を行ったチームに授

与。 

審査項目 評価ポイント 評価 倍率 

テーマに対する理解度 
テーマの趣旨や目的を正しく理解した提言

であるか 

5 
4 
3 
2 
1 

×2 

現地調査と 

分析の度合い 
充分な現状把握の上での分析であるか 

5 
4 
3 
2 
1 

×4 

発想力と創造力 
既存の枠にとらわれない斬新なアイデアと

創造力に富む提言であるか 

5 
4 
3 
2 
1 

×6 

実現性・具体性 

登別市の現状と今後の推移を踏まえ，将来

的に実現性の高い提言であるか 

またその効果の度合いは 

5 
4 
3 
2 
1 

×6 

プレゼン力・表現力 

パワーポイントはわかりやすく作成されて

いるか 

視聴者にアピール性のある発表か 

時間内に効率よく提言できているか 

5 
4 
3 
2 
1 

×2 

 ５：かなり評価できる ４：評価できる ３：趣旨を理解している 

２：やや不足の点あり  １：再考を要する 

総合点 


