
2021年４月１日現在

No. タイトル 主催者 主な内容

1  2013年度自治体財政セミナー 2013年３月５日（火）  自治労北海道本部 ○　講演① 「2013年度地方財政計画と地財対策」

北海道自治労会館  当研究所 高木健二

５Ｆ　大ホール ○　講演② 「これからの地域主権」

逢坂誠二

○　報告 「道内市町村の財政状況－2011年度決算の特徴」

辻道雅宣

2  セミナー 「公契約条例－実践と理論」 2013年10月25日（金）  公益財団法人地方自治総合研究所 ○　事例報告① 「足立区における事業者団体との関係構築について」

自治労会館／東京都  全国地方自治研究センター・研究所６団体 米山泰志

６Ｆ　大ホール  当研究所 ○　事例報告② 「条例づくりの過程で何を話し合い、合意したか」

脇田洋志

○　事例報告③ 「川崎市の庁内検討と合意づくり」

勝島行正

○　事例報告④ 「条例施行後の建設現場対策」

丸田幸一

○　パネル討論 「公契約条例の制定に向けて」

勝島行正＋伊藤久雄＋上林陽治＋古川景一

3  特定秘密保護法を考える緊急シンポジウム 2013年10月28日（月）  シンポジウム実行委員会 ○　基調講演 「「特定秘密保護法」案の内容と問題点」

北海道自治労会館  　・　北海道平和運動フォーラム 結城洋一郎

３Ｆ　中ホール 　 ・　生活クラブ生活協同組合 ○　パネルディスカッション

 　・　一般社団法人北海道労働文化協会 竹信航介＋往住嘉文＋結城洋一郎＋江川靖子

 　・　当研究所

4  2014年度自治体財政セミナー 2014年２月15日（土）  自治労北海道本部 ○　講演 「2014年度地財計画と地方財政－難題山積の地方財政－」

ホテルライフォート札幌  当研究所 高木健二

○　報告 「道内市町村の財政状況－2012年度決算の特徴」

辻道雅宣

5  2015年度自治体財政セミナー 2015年２月24日（火）  自治労北海道本部 ○　講演① 「2015年度地方財政計画と地方財政－問われる一般財源確保のフレーム」

北海道自治労会館  当研究所 其田茂樹

５Ｆ　大ホール ○　報告 「道内市町村の財政状況－2013年度決算の特徴」

辻道雅宣

○　講演② 「「まち・ひと・しごと創生法」の問題点と自治労の取り組み」

中平正幸

6  「戦争法案」 阻止市民フォーラム 2015年７月23日（木）  フォーラム実行委員会 ○　講演 「講談師は平和ボケ？「戦争法案」にレッドカード！」

北海道自治労会館  　・　北海道平和運動フォーラム 三代目神田山陽

５Ｆ　大ホール 　 ・　生活クラブ生活協同組合 ○　リレートーク

 　・　一般社団法人北海道労働文化協会 小川遼 ～ 植田英隆 ～ 鈴木律子 ～ 上田文雄 ～ 結城洋一郎

 　・　当研究所

7  シンポジウム 「関係者アンケートから見る 2015年８月25日（火）  アンケート実行委員会 ○　報告① 「北海道における市町村合併の検証作業」

 　市町村合併の実相」 北海道自治労会館  　・　北海道大学公共政策大学院 庄司清彦

３Ｆ　中ホール  　・　北海学園大学 ○　報告② 「市町村合併アンケートから見えること」

 　・　ＮＨＫ北海道 佐藤克廣

 　・　当研究所 ○　パネルディスカッション 「アンケート結果をどう見るか」

小磯修二＋山崎幹根＋小林生吉＋南川健次郎＋庄司清彦＋佐藤克廣

8  2016年度自治体財政セミナー 2016年２月17日（水）  自治労北海道本部 ○　講演① 「自治体を取り巻く情勢と課題－人口減少社会を見据えて－」

北海道自治労会館  当研究所 座光寺成夫

４Ｆ　４階ホール ○　報告 「道内市町村の財政状況－2014年度決算の特徴」

辻道雅宣

○　講演② 「2016年度政府予算と地方財政計画を読む」

其田茂樹

9  なくそう！官製ワーキングプア北海道集会 2016年２月20日（土）  集会実行委員会 ○　現場からの実態報告

北海学園大学  　（当研究所を含む12団体で構成） 　 ・　 国や自治体の臨時・非常勤職員 （自治労、全労働）

７号館　２Ｆ　Ｄ20番教室 　 ・　 公共民間労働者 （札幌地域労組、自治労、建交労、全建総連）

○　パネルディスカッション・フロア発言

10  安保法制を考える市民学習会 （第１回） 2016年５月８日（日）  市民学習会実行委員会 ○　講演 「安保法制がねらうもの」

北海学園大学 　 （当研究所を含む19団体で構成） 渡辺　 治

７号館　２Ｆ　Ｄ20番教室

11  議会改革シンポジウム 2016年５月28日（土）  当研究所単独 ○　問題提起① 「なぜ議会改革に取り組んだか」

 　「ここまで到達した芽室町議会改革」 北農健保会館 広瀬重雄

３Ｆ　大会議室 ○　問題提起② 「芽室町議会は何を変えたのか」

西科　 純

○　ディスカッション 「議会改革はここまで到達した－芽室町議会改革の全貌と特色」　

広瀬重雄＋西科純＋神原勝

公益社団法人北海道地方自治研究所　シンポジウム等　（2012年度～）

開催年月日・会場



12  夕張市の財政再建を考えるシンポジウム 2016年８月29日（月）  当研究所単独 ○　講演① 「財政破綻処理再考－「処理」で問題は解決するか」

北海道自治労会館 宮﨑伸光

５Ｆ　大ホール ○　講演② 「財政再建10年の現実と再生計画の見直し」

西村宣彦

○　ディスカッション 「夕張再建10年のあゆみと新たな再生計画」　　　　　　

厚谷司＋宮﨑伸光＋西村宣彦＋佐藤克廣

13  安保法制を考える市民学習会 （第２回） 2016年９月18日（日）  市民学習会実行委員会 ○　講演 「市民の政治参加を考える

北海学園大学 　 （当研究所を含む19団体で構成） 　　　　　　　　－安保法制の廃止と立憲主義の回復運動に取り組んできて」

７号館　３Ｆ　Ｄ30番教室 廣渡清吾

14  北海道における子どもの貧困対策に関する 2016年９月26日（月）  連合北海道 ○　講演 「北海道における子どもの貧困の現状と対策について」

　　勉強会 北海道自治労会館  自治労北海道本部 相馬知人

３Ｆ　役員会議室  当研究所

15  2017年度自治体財政セミナー 2017年２月22日（水）  自治労北海道本部 ○　講演① 「2017年度政府予算と地方財政計画」

北海道自治労会館  当研究所 其田茂樹

５Ｆ　大ホール ○　報告 「市町村の財政状況一覧－財政指標の見方」

辻道雅宣

○　講演② 「地方交付税制度の問題点とあり方検証」

飛田博史

16  ３・13 旭川の経験を学び、公契約条例を 2017年３月13日（月）  集会実行委員会 ○　地元旭川（旭川ワーキングプア研究会、市議）からの報告

 　全道に広げる市民集会 北海学園大学  　（当研究所を含む10団体で構成） ○　札幌の労組 （連合北海道札幌地区連合会、札幌地区労働組合総連合）からの報告

７号館　３Ｆ　Ｄ30番教室 ○　日弁連・貧困問題対策本部の報告

17  市民シンポジウム 2017年６月２日（金）  公契約条例ワーキングチーム ○　基調講演Ⅰ 「札幌市と旭川市における公契約条例制定運動の経験から」

 　「公契約条例を社会に広げよう」 北海道自治労会館  　・　連合北海道 川村雅則

４Ｆ　４階ホール    ・　全建総連北海道 ○　基調講演Ⅱ 「多摩市公契約条例の到達点について」

   ・　北海道公務労協 古川景一

   ・　自治労北海道本部 ○　パネルディスカッション 「公契約条例で何をどう変えるのか」

   ・　当研究所 中川明雄＋小川拓也＋古川景一＋川村雅則

18  議会技術研究会サマーセミナー 2017年８月11日（金）～12日（土）  北海道自治体学会・議会技術研究会 ○　基調講演 「生きる一般質問、＜つなぎ・ひきだす＞市民参加」

   「一般質問の向上研修」 北海道自治労会館  当研究所 土山希美枝

３Ｆ　役員会議室 ○　報告① 「自治体議会の政策活動は、立法活動が必須の条件か」

渡邊三省

○　報告② 「一般質問に対する長の対応を追跡する」

澤田元気

○　報告③ 「一般質問追跡システム　議会起点の三者間討議(対話)のあり方」

西科　 純

○　報告④ 「文書質問の意義と限界-私の経験から」

石川さわ子

○　報告⑤ 「議会の政策活動と政策情報の作成・公開」

神原　 勝

19  議会技術研究フォーラム2017 2017年10月21日（土）  北海道自治体学会・議会技術研究会 ○　基調講演 「市民による『議会の発見』と『政策議会』の展望」

北海道自治労会館  当研究所 神原　 勝

３Ｆ　中ホール ○　パネルディスカッション 「市民による『議会の発見』と『政策議会』の展望」

鵜川和彦＋木須美樹＋渡邊三省＋神原　勝

○　基調報告 「議会の『常識』は真理なのか？～第２ステージで軍師に求められるもの」

清水克士

○　ワークショップ 「議員間討議の推進」

20  第２回 なくそう！官製ワーキングプア 2018年２月４日（日）  集会実行委員会 ○　本集会の基調報告

   北海道集会 北海学園大学  　（当研究所を含む11団体で構成） 川村雅則

７号館　Ｄ20番教室 ○　現場からの報告（９報告）

○　東京・大阪からの報告・連帯の挨拶

21  2018年度自治体財政セミナー 2018年２月21日（水）  自治労北海道本部 ○　講演 「人口減少時代における地域づくりと自治体行財政の課題」

北海道自治労会館  当研究所 沼尾波子

４Ｆ　４階ホール ○　講演　「2018年度政府予算と地方財政計画」

其田茂樹

○　報告 「市町村の財政状況一覧－財政指標の見方」

辻道雅宣

22  ５・18 ソウルに学ぶ！自治体改革 2018年５月18日（金）  反貧困ネット北海道 ○　本学習会の趣旨説明

  　・市民民主主義 北海学園大学  当研究所・非正規公務労働問題研究会 川村雅則

７号館１Ｆ　Ｄ101教室 ○　基調講演　「韓国の市民民主主義に学ぶ市民の政治と自治」

白石　 孝

○　会場参加者との意見交換

23  研究所設立50周年記念講演会 2018年５月31日（木） 当研究所単独 ○　講演　「国会の立法権と地方自治　憲法・地方自治法・自治基本条例」

北海道自治労会館 西尾　 勝

５Ｆ　大ホール



24  自治体議員をめざす人のための自治講座 2018年７月14日（土）  北海道自治体学会・議会技術研究会 ○　第１部　講義

 　Part2 北海道自治労会館  当研究所 　・　講義①　「議会と議員はどんな仕事をするのか」

３Ｆ　役員会議室 渡辺三省

　・　講義②　「いま議会は変わろうとしている　そのまちの二元代表制を活かすために

　　　　　　　　　議会・議員ができること」

西科　 純

　・　講義③　「市民と議会が交流しともに変わる」

蘆田千秋

○　第２部　議員と参加者との交流

　・　報告①　「恵庭市議会３会派による住民参加の試み」

柏野大介

　・　報告②　「議会が守ったまちづくりの理念」

春日隆司

　・　報告③　「女性が動けば議会は変わる？」

田辺ゆう子

　・　参加者と議員・講師との意見交換

25  2018議会研究会合同フォーラム in 北海道 2018年11月24日（土）  北海道自治体学会・議会技術研究会 ○　第１部　研究会活動報告

   「自治体規模と議会改革」 北海道自治労会館  議会事務局研究会 　・　報告①　「最近の議会事務局研究会の活動」

３Ｆ　中ホール  当研究所 駒林良則

　・　報告②　「軍師ネットワークの現在・過去・未来」

清水克士

　・　報告③　「メーリングリストを活用した事務局職員のネットワーク」

木須美樹

　・　報告④　「これまでの議会技術研究会の研究・提言とこれから」

西科　 純

○　第２部　問題提起・討論

　・　提起①　「横浜市会の改革と区づくり推進横浜市会議員会議」

花上喜代志

　・　提起②　「大規模自治体の議会改革について」

高沖秀宣

　・　提起③　「区自治機能の強化と議会・議員に期待すること」

大原義行

　・　提起④　「議会から大規模自治体の域内分権を進める

　　　　　　　　　　－地域を所管する常任委員会で政策討議と市民参加を」

神原　 勝

　・　提起⑤　「大規模自治体議会と小規模自治体議会の課題の視点」

渡辺三省

　・　ディスカッション　「自治体規模と議会改革」

26  公契約条例の制定を求める札幌市民集会 2018年12月５日（月）  札幌市公契約条例の制定を求める会 ○　基調報告　「改めて考える。今なぜ公契約条例なのか」

北海道自治労会館  当研究所・非正規公務労働問題研究会 川村雅則

４Ｆ　４階ホール ○　報告　「条例が制定された自治体の経験に学ぶ」

正木浩司

○　現場からの報告

　・　旭川ワーキングプア研究会の取り組みについて

畑地雅之

　・　札幌地区連合の取り組みについて

山口裕一

　・　札幌地区労連の取り組みについて

木村俊二

　・　日弁連・貧困問題対策本部の取り組みについて

渡辺達生

27  2019年度自治体財政セミナー 2019年２月３日（日）  自治労北海道本部 ○　講演　「2019年度政府予算と地方財政計画－地方公共サービスのゆくえ」

北海道自治労会館  当研究所 其田茂樹

４Ｆ　４階ホール ○　報告　「市町村の財政状況の一覧－「財政指標の見方」

辻道雅宣

○　講話　「道内自治体における入札・契約の現状と公契約条例への展望

　　　　　　　　　－連合北海道・公契約ＷＴの取り組みに基づいて」

正木浩司

28  議会技術研究会フォーラム2019 2019年７月27日（土）  北海道自治体学会・議会技術研究会 ○　基調提起　「議会が変わればまちが変わる」

 　「私はなぜ議員になったのか」 北海道自治労会館  当研究所 橋場利勝

３Ｆ　中ホール ○　基調報告　「私はなぜ議員になったのか」

遠藤友宇子　碧ひろみ　佐々木百合香　新岡ちかえ　沼尾 昌也

○　ディスカッション・質問



29  第３回なくそう！官製ワーキングプア 2019年８月20日（火）  集会実行委員会 ○　報告　「道内各自治体における臨時・非常勤職員制度の現状と、会計年度任用職員制度

 　北海道集会 北海学園大学  　（当研究所を含む５団体で構成） 　　　　　　　 をめぐる問題点」

７号館　Ｄ30番教室 川村雅則

○　基調報告　「首都圏の会計年度任用職員を巡る状況」

安田真幸

○　報告「帯広市における会計年度任用職員制度（案）」

小川博幸

30  市民講座　アジアから見た日本の改憲問題 2019年８月24日（土）  当研究所・憲法研究会 ○　講演　「アジアから見た日本の改憲問題」

北海道自治労会館 永山茂樹

４Ｆ　４階ホール ○　対談　　永山茂樹×清末愛砂

31  新人議員講座 2019年10月12日（土）  北海道自治体学会・議会技術研究会 ①　「財政からみた二元代表制とは何か」

 　「議員と財政～財政に強い議員になろう」 北海道自治労会館  当研究所 渡辺三省

３Ｆ　会議室 ②　「決算カードで見るまちの財政の姿」

辻道雅宣

③　「自治体財政の仕組み－予算の作り方」　

西科　 純

④　「予算・決算と議会のあり方－これまでの議会活動を振り返って」

松山哲男

⑤　「何を見れば政策がわかるのか－事業別予算・決算と事業報告書のすすめ」

神原　 勝

32  2020年度道本部自治体財政セミナー 2020年２月２日（日）  自治労北海道本部 ○　講演　「2020年度政府予算と地方財政計画」

北海道自治労会館  当研究所 其田茂樹

４Ｆ　４階ホール ○　報告　「地方財政への自治体関与の強化に向けて」

林　 鉄兵

〇　報告　「道内市町村の財政状況」

辻道雅宣

33  2020公契約条例オンライン学習交流会 2020年９月19日（土）  札幌市公契約条例の制定を求める会 ○　講演　「公契約条例制定と運用手法の特性」

オンライン開催  当研究所・非正規公務労働問題研究会 （協力） 永山利和

○　質疑・意見交換

34  第２回2020公契約条例オンライン学習交流会 2020年11月14日（土）  札幌市公契約条例の制定を求める会 ○　講演　「公契約条例と最低賃金制度改革の論点」

オンライン開催  当研究所・非正規公務労働問題研究会 （協力） 永山利和

○　質疑・意見交換

35  2021年度道本部自治体財政セミナー 2021年２月13日（土）  自治労北海道本部 ○　講演　「2021年度政府予算と地方財政計画」

オンライン開催  当研究所 其田茂樹

〇　報告　「道内市町村の財政状況」

辻道雅宣


