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各部会・小部会の活動状況

企画編集部会

１ 構成員 （敬称略 R4.5.25現在）

職 名 氏 名 所属・職名 所属部会

編集長（部会長） 桑原 真人 元札幌大学学長 概説

副編集長 坂下 明彦 北海道大学名誉教授 産業・経済

専門委員 奥田 仁 北海学園大学名誉教授 産業・経済

専門委員 小内 純子 札幌学院大学法学部教授 社会･教育･文化

専門委員 谷本 晃久 北海道大学大学院文学研究院教授 概説

専門委員 平野 友彦 旭川工業高等専門学校名誉教授 概説

専門委員 山崎 幹根 北海道大学大学院公共政策学連携研究部教授 政治・行政

専門委員 横井 敏郎 北海道大学大学院教育学研究院教授 社会･教育･文化

２ 部会の開催（R2.11.1～R4.5.25）

開催年月日 主な議事内容

R３年度第1回 １ 各部会・小部会の活動状況について

R3.11.22 ２ 『北海道現代史 資料編２（産業・経済）』の刊行スケジュール等について

３ 『北海道現代史 資料編２（産業・経済）』の掲載資料・構成について

４ 『北海道現代史 資料編２（産業・経済）』の口絵について

５ その他 (1) 『北海道現代史 資料編３（社会・教育・文化）』について

(2) 解説文執筆に係る著作権について

(3) 『北海道史への扉』第３号について

R３年度第２回 １ 掲載資料情報の配置について

R4.3.2 ２ 『北海道現代史 資料編２(産業・経済)』の掲載資料・解説文について

３ 編さんスケジュールについて

R４年度第1回 １ 『北海道現代史 資料編２（産業・経済）』の掲載資料・解説文について

R4.5.9 ２ 『北海道現代史』資料編収録要領の改訂について

３ 『北海道現代史 資料編２（産業・経済）』解説執筆要領について

４ 『北海道現代史 資料編２（産業・経済）』の掲載事項について

５ 編さんスケジュールについて

資料１－１
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企画編集部会 「北海道史への扉」編集小部会

１ 構成員 （敬称略 R4.5.25現在）

職 名 氏 名 所属・職名 所属部会

小部会長／専門委員 平野 友彦 旭川工業高等専門学校名誉教授 概説

専門委員 奥田 仁 北海学園大学名誉教授 産業・経済

専門委員 小内 純子 札幌学院大学法学部教授 社会･教育･文化

２ 部会の開催 （R2.11.1～R4.5.25）

開催年月日 主な議事内容

R3年度 第1回 「北海道史への扉」第３号について

R3.8.18～8.31 ※書面により開催した
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政治・行政部会

１ 構成員 （敬称略 R4.5.25現在）

職 名 氏 名 所属・職名 担当分野

部会長／専門委員 山崎 幹根 北海道大学大学院公共政策学連携研究部教授 地方自治・地方財政

調査研究委員 前田 亮介 北海道大学大学院法学研究科准教授 政治・外交・外交

調査研究協力委員 木村 由美 北海学園大学非常勤講師 引揚者関係

調査研究委員 小川 正人 北海道博物館学芸副館長 アイヌ関係（兼）

２ 部会の開催（R2.11.1～R4.5.25）
開催年月日 主な議事内容
R2年度 第１回 （１）各委員の進捗状況報告について
R3.3.31 （２）担当分野の調整について

３ 調査先（R2.10.1～R4.5.25）
調査分野 年月日 調 査 先

R2.10.7 北海道立文書館※
R3.1.26 北海道立文書館※

戦後前半期 R3.1.18 (一財)北海道開発協会
R３.1.29～30 根室市歴史と自然の資料館・根室市図書館
R3.4.9 (一財)北海道開発協会
R3.4.12,16 (一財)北海道開発協会※
R3.7.19 札幌市中央図書館※
R3.11.12,16 北海道立図書館※
R3.12.20 札幌市中央図書館※
R3.12.16,22～23 北海道立図書館※
R4.1.11 千歳市役所
R4.1.28 北海道立図書館
R4.2.3,18,25 北海道立図書館※
R4.3.4 札幌市中央図書館※
R2.12.2 札幌市公文書館※
R2.12.15 北海道大学付属図書館※
R3.1.7～8 北海道立図書館※
R3.1.14 北海道立図書館※

戦後後半期 R３.1.15 札幌市中央図書館※
R3.2.19 北海道立文書館※
R３.2.26 北海道立文書館
R3.3.24～25 国政関係者聞き取り調査（３名）
R3.11.2 旭川市役所※
R4.1.11 千歳市役所
R4.3.29 北海道議会図書室
R4.4.7～8,28 芽室町役場
R4.4.20 旭川市役所
R4.5.6 旭川市役所、東神楽町図書館
R4.5.13,19 旭川市役所
R２.11.7 北海道立文書館・北海道立図書館
R3.1.20 苫小牧市美術博物館・苫小牧市立中央図書館

引揚者関係 R3.2.9～10 稚内市立図書館・稚内市樺太記念館
R3.3.5 苫小牧市立中央図書館
R3.3.24～25 国立公文書館
R3.10.27～29 国立公文書館
R4.4.14 防衛省防衛研究所※
R4.4.15～16 国立公文書館、国立国会図書館

※＝ 編さん室職員のみによる調査・複製



- 4 -

資料１－１

産業・経済部会

１ 構成員 （敬称略 R4.5.25現在）

職名 氏 名 所属・職名 担当分野

部会長／委員 坂下 明彦 北海道大学名誉教授 農業

専門委員 奥田 仁 北海学園大学名誉教授 地域経済･雇用

調査研究委員 青木 隆夫 夕張地域史研究資料調査室室長 石炭産業・鉱山

調査研究委員 板垣 暁 北海学園大学経済学部教授 工業･情報通信

調査研究委員 市川 大祐 北海学園大学経済学部教授 交通

調査研究委員 柿澤 宏昭 北海道大学大学院農学研究院教授 林業

調査研究委員 小坂 直人 北海学園大学名誉教授 エネルギー

調査研究委員 小田 清 北海学園大学名誉教授 地域開発

調査研究委員 韓 載香 法政大学経営学部教授 サービス産業

調査研究委員 東山 寛 北海道大学大学院農学研究院准教授 農業

調査研究委員 満薗 勇 北海道大学大学院経済学研究院准教授 商業

調査研究委員 宮澤 晴彦 元北海道大学大学院水産科学研究院教授 水産業

調査研究委員 矢部 育夫 (株)きたリンク代表取締役 建設業 R2.11.24新規委嘱

調査研究委員 小川 正人 北海道博物館学芸副館長 アイヌ関係（兼）

調査研究協力委員 大藤 寛之 地方史研究者 労働

２ 部会の開催 （R2.11.1～R4.5.25）

開催年月日 主な議事内容

R3年度第1回 （１）編さん作業スケジュールについて

R3.11.22 （２）『北海道現代史 資料編２（産業・経済）』原稿案について

ア. 集約状況

イ. 各章原稿案の検討（企画編集部会指摘事項）

（３）作業依頼

ア. 解説文の執筆

イ. 資料掲載原稿の点検・補記

（４）口絵用資料の収集・選定について

（５）その他

３ 調査先（R2.10.1～R4.5.25）

調査分野 年月日 調 査 先
R2.11.19
R2.11.25 北海道立図書館

地域経済 R2.12.18
R2.12.18 北海道立文書館
R2.12.24 北海道立図書館
R3. 2.12 北海道開発協会
R3. 4. 9

北海道開発協会※
R3. 4.16
R3. 7.21 苫小牧市立中央図書館※
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R2.12. 3～4 北大農経図書室
農 業 R3. 2. 3 北海道立図書館※

R3.10.26～27 山形県公文書センター、県史資料室※
R2.10. 5 個人宅（フルヤ製菓関係）
R2.10. 6 ミツウマゴム

工 業 R2.10.13 サッポロビール本社
R2.10.22 ミツウマゴム
R2.10.23 ショコラティエマサール
R2.10.29 ミツウマゴム※

情報通信
R2.11.20 個人宅（情報技術）
R2.11.24 北海道放送
R2.10.22 小樽商工会議所※

商 業 R3. 1.14 北海道立図書館※
R3. 1.26 北海道立図書館、北海道立文書館※
R3. 2. 3 北海道立図書館※
R2.10.12 国立公文書館

交 通 R2.12. 9 新日本海フェリー小樽
R3. 7.16 千歳市役所
R2.10.29 札幌パークホテル

サービス産業
R2.11.12 札幌パークホテル
R3. 3. 4 藤盛・ぱんちょう（帯広市）
R3. 3.17 マツオ本社（滝川市）
R3. 1.20 北海道建設業協会
R3. 1.25

建設業 R3. 1.29 伊藤組土建
R3. 2. 4
R3. 4. 9

北海道開発協会※
R3. 4.16
R2.10.27 北海道労働資料センター
R2.11. 9 札幌学院大学（炭労関係）※
R2.11.30
R2.12. 3

労 働
R2.12. 4
R2.12. 7 北海道労働資料センター
R2.12. 9～11
R2.12.14
R2.12.18
R2.12.21
R3. 1. 8 北海道労働資料センター、北海道立文書館
R3. 1.13 北海道立文書館
R3. 1.19 北海道労働資料センター
R3. 1.21 北海道立文書館

エネルギー R4. 1.19 酪農学園大学※
※＝ 編さん室職員のみによる調査・複製

４ 資料編原稿作成作業

(1) 掲載候補資料の追加・修正 R2.11.12～R2.12.28

(2) 入力原稿の内容確認及び掲載資料の絞り込み（二次選別） R3.6.30～R3.7.30

(3) 目次案の作成 R3.10.19～R3.10.29

(4) 解説文の執筆 R3.12.13～R4.1.17

(5) 部会内校閲 R4.4.8～R4.4.25

(6) 資料・解説文原稿案決定 R4.5.9（企画編集部会）
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社会・教育・文化部会

１ 構成員 （敬称略 R4.5.25現在）

職 名 氏 名 所属・職名 小部会

部会長／専門委員 横井 敏郎 北海道大学大学院教育学研究院教授 教育

専門委員 小内 純子 札幌学院大学法学部教授

調査研究委員 荒川 義人 札幌保健医療大学保健医療学部教授

調査研究委員 大下 智一 北海道立近代美術館リサーチ推進課長

調査研究委員 小内 透 札幌国際大学人文学部教授

調査研究委員 角 一典 北海道教育大学旭川校教授

調査研究委員 櫻井 義秀 北海道大学大学院文学研究院教授

調査研究委員 中澤 千磨夫 元北海道武蔵女子短期大学教授 社会・文化

調査研究委員 羽深 久夫 札幌市立大学名誉教授

調査研究委員 林 美枝子 日本医療大学総合福祉学部教授

調査研究委員 吉岡 宏高 夕張市石炭博物館館長

調査研究委員 小川 正人 北海道博物館学芸副館長

調査研究協力委員 松本 真由美 日本医療大学保健医療学部教授

調査研究協力委員 菊地 和美 藤女子大学人間生活学部教授

調査研究協力委員 秋野 禎木 元朝日新聞北海道支社記者

調査研究委員 安宅 仁人 小樽商科大学商学部教授

調査研究委員 稲井 智義 北海道教育大学旭川校准教授

調査研究委員 上原 慎一 北海道大学大学院教育学研究院教授

調査研究委員 大矢 一人 藤女子大学文学部教授

調査研究委員 川前 あゆみ 北海道教育大学釧路校教授

調査研究委員 坂本 紀子 北海道教育大学函館校教授

調査研究委員 辻 智子 北海道大学大学院教育学研究院准教授 教育

調査研究委員 辻村 貴洋 上越教育大学大学院学校教育研究科准教授

調査研究委員 二井 仁美 奈良女子大学研究院教授

調査研究委員 藤根 収 星槎道都大学社会福祉学部特任教授

調査研究委員 三上 敦史 北海道教育大学札幌校教授

調査研究委員 光本 滋 北海道大学大学院教育学研究院准教授

調査研究委員 小川 正人 北海道博物館学芸副館長

２ 部会の開催（R2.11.1～R4.5.25）

開催なし
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社会・文化小部会

１ 構成員 （敬称略 R4.5.25現在）

職 名 氏 名 所属・職名 担当分野

小部会長／専門委員 小内 純子 札幌学院大学法学部教授 農漁村の生活、ﾒﾃﾞｨｱ、

娯楽・ﾚｼﾞｬｰ・ｽﾎﾟｰﾂ

調査研究委員 荒川 義人 札幌保健医療大学保健医療学部教授 食文化

調査研究委員 大下 智一 北海道立近代美術館リサーチ推進課長 美術

調査研究委員 小内 透 札幌国際大学人文学部教授 都市の生活、災害、祭り

調査研究委員 角 一典 北海道教育大学旭川校教授
市民・環境・政治運動、

娯楽、ｽﾎﾟｰﾂ

調査研究委員 櫻井 義秀 北海道大学大学院文学研究院教授 宗教

調査研究委員 中澤 千磨夫 元北海道武蔵女子短期大学教授 文学、映画

調査研究委員 羽深 久夫 札幌市立大学名誉教授 住文化

調査研究委員 林 美枝子 日本医療大学総合福祉学部教授 ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ、保健・医療・福祉

調査研究委員 吉岡 宏高 夕張市石炭博物館館長 炭鉱の生活

調査研究委員 小川 正人 北海道博物館学芸副館長 アイヌ関係（兼）

調査研究協力委員 松本 真由美 日本医療大学保健医療学部教授 障害者運動

調査研究協力委員 菊地 和美 藤女子大学人間生活学部教授 食文化

調査研究協力委員 秋野 禎木 元朝日新聞北海道支社記者 食文化

２ 小部会の開催（R2.11.1～R4.5.25）

開催なし

３ 調査先（R3.10.1～R4.5.25）

調査分野 年月日 調 査 先

R2.10. 7 北海道立文書館※

R3. 3.12～13 置戸町立図書館・置戸町中央公民館

R3. 4. 6 北海道立文書館・北海道立図書館

R3. 4.21 北海道町内会連合会※

農村の生活・メディア R3. 5. 7 北海道公衆浴場業生活衛生同業組合

R3. 7.16 千歳市役所

R3. 7.21 北海道立文書館・北海道立図書館

R3. 8. 3 北海道立文書館※

R3. 8.18 北海道立文書館・北海道立図書館※

R3. 6. 4 （一社）北海道身体障害者福祉協会※

R3. 7.30 北海道立文書館・北海道立図書館

障害者運動 R3. 8. 3 北海道立文書館※

R3. 8.11 北海道立文書館・北海道立図書館
R3. 8.18 北海道立文書館※

R2.11. 9 札幌学院大学※

R3. 7.30 北海道立文書館・北海道立図書館

医療・福祉・ジェンダー R3. 8. 3 北海道立文書館※

R3. 8.11 北海道立文書館・北海道立図書館

R3. 8.18 北海道立文書館※

R4. 1.20 札幌市医師会
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R3. 3.10 北海道立図書館

R3. 3.16 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所・帯広百年記念館

食文化 R3. 3.17 株式会社マツオ

R3. 7.14 北海道立文書館・北海道立図書館

R3. 7.21 北海道立文書館・北海道立図書館

R3.10.19 個人宅（洋肉食関係）
R3.10.20 日本清酒（株）千歳鶴酒ミュージアム

R3.10.29 株式会社ハウス食品※

R3.11. 5 株式会社もりもと

R4. 3. 9 金大亭

R2.10.12 北海道クリスチャンセンター

宗教 R2.10.21 夕張市石炭博物館※

R2.11. 6 北海道クリスチャンセンター※

R3. 2.19 北海道神宮

美術 R3. 5.11 夕張市拠点複合施設りすた

社会運動・環境 R3. 4.23 伊達市立図書館※

映画 R3. 5.14 北の映像ミュージアム※

都市の生活 R3. 4.26 千歳市役所※

R3. 7.21 北海道立図書館

災害 R2.10. 6 公益社団法人北海道国際交流・協力総合センター

R2.10.23 上富良野町郷土館

スポーツ R4. 3. 9 北海道立図書館
終戦後の混乱 R4. 3. 9 北海道立図書館

※＝ 編さん室職員のみによる調査・複製
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教育小部会

１ 構成員 （敬称略 R4.5.25現在）

職 名 氏 名 所属・職名 担当分野

小部会長／専門委員 横井 敏郎 北海道大学大学院教育学研究院教授
教育行財政・教育計画、

教育政治・教育運動

調査研究委員 安宅 仁人 小樽商科大学商学部教授 教育問題、教育運動、高専

調査研究委員 稲井 智義 北海道教育大学旭川校准教授 就学前教育・保育、児童福祉

調査研究委員 上原 慎一 北海道大学大学院教育学研究院教授 職業教育・産業教育

調査研究委員 大矢 一人 藤女子大学文学部教授 占領下の教育改革

調査研究委員 川前 あゆみ 北海道教育大学釧路校教授 へき地教育

調査研究委員 坂本 紀子 北海道教育大学函館校教授 義務教育

調査研究委員 辻 智子 北海道大学大学院教育学研究院准教授 社会教育

調査研究委員 辻村 貴洋 上越教育大学大学院学校教育研究科准教授 教育行財政・教育計画、
教育政治・教育運動

調査研究委員 二井 仁美 奈良女子大学研究院教授 児童福祉・司法福祉

調査研究委員 藤根 収 星槎道都大学社会福祉学部特任教授 障害児教育

調査研究委員 三上 敦史 北海道教育大学札幌校教授 高等学校教育

調査研究委員 光本 滋 北海道大学大学院教育学研究院准教授 高等教育

調査研究委員 小川 正人 北海道博物館学芸副館長 アイヌ関係（兼）

２ 小部会の開催 （R2.11.1～R4.5.25）

開催年月日 主な議事内容

(1) 企画編集部会開催結果報告

R2年度 第1回 (2) 進捗状況について

R2.12.28 (3) 今後のスケジュールについて

(4) 今後の進捗状況の管理について

３ 調査先 （R2.10.1～R4.5.25）

調査分野 年月日 調 査 先

社会教育 R2.10. 2 道史編さん室（道立教育研究所旧蔵資料）

成人教育・生涯学習 R3.11. 8～10 山脈文化協会、置戸町中央公民館、北見市等

R3.11.17～19 標茶町立図書館、標茶町博物館・郷土資料館

占領下の教育改革 R3. 3.12 道立図書館

R3. 2.17 資生館小学校※

小学校・中学校 R3. 5. 1 道立図書館

高校・私立学校 R4. 1.11 学校法人北海学園

R4. 2.24 北海道立教育研究所

障がい児教育 R2.11. 4 道立文書館

R3. 3.15 北海道教育委員会

就学前教育・保育・ R3. 2.26 北海道大学子どもの園保育園※

子育て・児童福祉 R3. 3. 2 札幌市公文書館

少年司法福祉 R2.11.26 北海道共同募金※

R4. 3. 9 札幌矯正管区

教育問題・教育運動 R3. 3. 8 高教組

※＝ 編さん室職員のみによる調査・複製
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概説部会

１ 構成員 （敬称略 R4.5.25現在）

職 名 氏 名 所属・職名 小部会

部会長／委員 桑原 真人 元札幌大学学長 近現代

専門委員 平野 友彦 旭川工業高等専門学校名誉教授 近現代

専門委員 谷本 晃久 北海道大学大学院文学研究院教授 前近代

調査研究委員 川上 淳 札幌大学地域共創学群教授

調査研究委員 越田 賢一郎 札幌国際大学縄文世界遺産研究室長

調査研究委員 蓑島 栄紀 北海道大学アイヌ・先住民研究センター准教授 前近代

調査研究協力委員 中田 裕香 北海道教育庁文化財・博物館課主任

調査研究協力委員 松本 あづさ 藤女子大学文学部准教授

調査研究委員 榎本 洋介 元札幌市公文書館職員

調査研究協力委員 井上 敬介 北海道大学大学院文学研究院共同研究員

調査研究協力委員 大藤 寛之 地方史研究者 近現代

調査研究協力委員 西田 秀子 札幌女性史研究会前代表

調査研究委員 小川 正人 北海道博物館学芸副館長

２ 部会の開催（R2.11.1～R4.5.25）

なし
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概説部会 前近代小部会

１ 構成員 （敬称略 R4.5.25現在）

職 名 氏 名 所属・職名 担当分野

小部会長／専門委員 谷本 晃久 北海道大学大学院文学研究院教授 近世

調査研究委員 川上 淳 札幌大学地域共創学群教授 近世・前近世

調査研究委員 越田 賢一郎 札幌国際大学縄文世界遺産研究室長 前近世

調査研究委員 蓑島 栄紀 北海道大学アイヌ・先住民研究センター准教授 前近世

調査研究協力委員 中田 裕香 北海道教育庁文化財・博物館課主任 前近世

調査研究協力委員 松本 あづさ 藤女子大学文学部准教授 近世

２ 部会の開催（R2.11.1～R4.5.25）

開催年月日 主な議事内容

R2年度 第2回

R3.1.6
北海道史・アイヌ史の時代区分論をめぐって

３ 調査先（R2.10.1～R4.5.25）

なし

概説部会 近現代小部会

１ 構成員 （敬称略 R4.5.25現在）

職 名 氏 名 所属・職名 担当分野

小部会長／専門委員 桑原 真人 元札幌大学学長 近代

専門委員 平野 友彦 旭川工業高等専門学校名誉教授 近代

調査研究委員 榎本 洋介 元札幌市公文書館職員 近代

調査研究協力委員 井上 敬介 北海道大学大学院文学研究院助教 近代

調査研究協力委員 大藤 寛之 郷土史研究家 近代

調査研究協力委員 西田 秀子 札幌女性史研究会前代表 近代

調査研究委員 小川 正人 北海道博物館学芸副館長 アイヌ関係（兼）

２ 部会の開催（R2.11.1～R4.5.25）

開催なし

３ 調査先（R2.10.1～R4.5.25）

調査分野 年月日 調 査 先

近代 R2.11. ７ 道立図書館

R3. ７.12 道庁本庁舎


