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全 史 料協この一年

(注)本号には、全史料協、全史料協関東部会、全史料協近畿部会の平成14年度及び15年度の

主な活動報告を掲載しました。

く平成14年度〉 議場)

4月22日 専門職問題委員会(1 ) (学習院大学 16日 第28回全国大会(富山国際会議場)

史料館) ~ 18 日

5月 1日 大会企画委員会(1 ) (埼玉県立文書 17日 研修・研究委員会(3 ) (富山国際

館) 会議場)

16日 研修 ・研究委員会(1 ) (品川区立品 17日 編集・出版委員会(4)(富山国際

川歴史館) 会議場)

17日 役員会(1 ) (東京都公文書館) 11月20日 資料保存委員会(3)(松本市文書

19日 資料保存委員会(1 ) (松本市文書館) 館)

24日 編集 ・出版委員会(1 ) (埼玉県立文 12月 6日 大会企画委員会(6 ) (埼玉県立文

書館) 書館)

6月 5日 大会企画委員会(2) (埼玉県立文書 20日 編集・出版委員会(5) (駿河台大

館) 学)

14日 総務委員会(1 ) (神奈川県立公文書 平成15年

古宮) 1月30日 資料保存研修会(人と防災未来セ

26日 編集・出版委員会(2)(東京都公文 ンター)

書館) 2月24日 専門職問題委員会(4)(学習院大

7月 1日 専門職問題委員会(2 ) (学習院大学 学史料館)

史料館) 28日 役員会(3 ) (東京都公文書館)

4日 大会企画委員会(3 ) (富山国際会議 3月 7日 総務委員会(3) (神奈川県立公文

場) 書館)

8月 7日 編集・出版委員会(3)(東京都公文 9日 資料保存委員会(4)(国際資料研

書館) 究所)

24日 資料保存研究報告会(松本市文書館) 14日 大会企画委員会(7)(埼玉県立文

25日 資料保存委員会(2) (松本市文書館) 書館)

9月6日 役員会(2 ) (愛知県公文書館) 27日 研修・研究委員会(4)(国文学研

17日 大会企画委員会(4)(矯玉県立文書 究資料館史料館)

館) 27日 第 1回全史料協・企業史料協 ・大

9月27日 総務委員会(2 ) (神奈川県立公文書 学史資料協合同研究会

館) (国文学研究資料館史料館)

9月30日 専門職問題委員会(3 ) (学習院大学 く平成15年度〉

史料館) 5月22日 役員会(1 ) (北海道赤れんが庁舎)

10月15日 大会企画委員会(5) (富山国際会議 26日 資料保存委員会(1 ) (松本市文書

場) 館)

15日 研修・研究委員会(2 ) (富山国際会 29日 大会企画委員会(1 ) (東京都公文
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書館) 20日 平成15年度臨時役員会(仙台国際

6月 3日 専門職問題委員会(1 ) (学習院大学 センター)

史料館) 平成16年

5日 研修・研究委員会(1 ) (神田もん じよ 1月22日 総務委員会(3 ) (神奈川県立公文

箱資料保存情報室) 書館)

7月 3日 専門職問題委員会(2) (学習院大学 23日 研修・研究委員会(4)(千葉県文

史料館) 書館)

4日 総務委員会(1) (東京都公文書館) 23日 第2回全史料協・ 企業史料協・大

9日 「歴史資料として重要な公文書等の 学史資料協合同研究会 (千葉県文

適切な保存・利用等のための研究 書館)

会j 座長に要望書提出(iアーキビ 30日 全史料協の要望書 (i21世紀日本

スト養成制度の検討について(要 のアーカイ ブズに関する要望につ

望)J ) (専門職問題委員会) いてJ) を内閣官房長官及び 「公

24日 大会企画委員会(2 ) (東京都公文書 文書等の適切な管理、保存及び利

館) 用に関する懇談会J座長あてに提

8月 1日 全史料協「市町村合併時における公 出(会長及び総務委員会委員長)

文書の保存を求める声明J(会長が 2月 4日 編集・出版委員会(3 ) (千葉県文

総務省及び国立公文書館へ持参、ま 書館)

た、都道府県 ・市町村 ・報道機関等 13日 役員会(3 ) (京都府立総合資料館)

へ送付) 27日 大会企画委員会(5 ) (東京都公文

29日 資料保存委員会(2) (松本市文書館) 書館)

30日 資料保存研修会(松本市文書館) 3月4日 総務委員会(4)(群馬県立文書館)

9月 4日 編集・出版委員会(1 ) (千葉県文書 6日 専門職問題委員会(4)(学習院大

館) 学史料館)

18日 大会企画委員会(3 ) (仙台国際セン 6日 資料保存委員会(3 ) (大阪大学)

ター)

26日 役員会 (2) (全国町村会館)

10月17日 総務委員会 (2) (埼玉県立文書館)

29日 編集・出版委員会(2) (東京都公文

書館)

31日 資料保存研究セ ミナー (国文学研究

資料館史料館)

11月4日 専門職問題委員会(3 ) (学習院大学

史料館)

18日 大会企画委員会(4)(仙台国際セン

ター)

18日 研修 ・研究委員会(2 ) (仙台国際セ

ンター)

11月19日 第29回全国大会(仙台国際センター)

~21 日

19日 研修 ・研究委員会(3 ) (仙台エクセ

ルホテル東急)
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全史料協関東部会事業報告

平成14年度(平成14年 4月~平成15年 3月)

1 総 会(第四回)

平成14年 5月21日(火) 於;千葉県文書館

→平成13年度事業・決算報告、役員等改選、平成14年度事業案、予算案の提案を承認

2 役員会

平成14年 5月21日(火) 於:千葉県文書館

3 運営委員会

第 1回 平成14年 4月23日(火) 於:表参道新潟館ネスパス

第 2回平成14年 6月26日(水) 於:表参道新潟館ネスパス

第 3回平成14年 9月10日(火) 於:千葉県文書館

第4回 平成15年 2月17日(月) 於:学習院大学史料館

第 5回 平成15年 3月18日(火) 於:附 TS.スピロン神田もんじょ館

4 会報の刊行

平成14年 7月31日 会報 「アーキピストJ第55号刊行

平成14年12月15日 会報 「アーキビストj 第56号刊行

平成15年 3月31日 会報 「アーキピスト」第57号刊行

5 平成14年度月例研究会(10月は休会)

回 月日(曜) 報告者(所属) テーマ ・会場

195 4/23 (火) 外務省外交史料館職員 「外交史料館における史料の保存管理について及

び同館施設視察J
(於:外務省外交史料館)

196 5/21(火) 御厨貴(政策研究大学院 「オーラノレ ・ヒスト リーJ
大学教授) (於:千葉県文書館)

197 6/26 (水) 中井万知子(国立国会図 「インターネッ ト上の情報資源の収集保存

書館) 国立国会図書館の電子図書館計画一j

(於:表参道新潟館ネスパス)

198 7/19 (金) 東京電力闘電気の史料館・ 「電気の史料館及び同文書館視察研修J (記録管

文書館職員 理学会と共催)

(於:東京電力側電気の史料館・文書館)

199 8/24 (土) 福島紀子(松本市文書館) 「市町村合併にともなう公文書保存アンケー トの

中間報告」 (全史料協資料保存委員会と共催)

(於:松本市文書館)
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回 月日(曜) 報告者(所属) テーマ・会場

200 9/10(火) 中村頼道(企業史料協議 月例研究会第200回記念

会副会長)・前島正裕(国 「地域史料としての企業・団体史料、科学技術資料

立科学博物館) ・新井浩 の保存一都道府県立アーカイブズへの期待一J

文〈座談会進行〉 (崎玉 (於:千葉県文書館)

県立文書館)

201 11/13(水) 藤塚明(新潟市歴史文化 「新潟市、黒埼町の合併と文書の扱いについて及び

課) -豊川公裕 (展示解 千葉県文書館企画展『昭和の市町村大合併と千

説) (千葉県文書館) 葉県』展示解説j

(於千葉県文書館)

202 12/17 (火) 下何漫宏i椅(防衛庁防衛 「防衛庁研究所所蔵戦史史料のアーカイブとして

研究所) の扱いについて及び同研究所施設視察J
(於-防衛庁防衛研究所)

203 1/23 (木) 陳岡信夫・石原一員IJ (神 「神奈川県立公文書館の事業概要及び公文書の評

奈川県立公文書館) 価・選別について」

(於:神奈川県立公文書館)

204 2/17 (月) 冨善一敏(東京大学経済 「文書館学一般教育の試み一吉備国際大学での実
学部図書館文書室・吉備国 践報告一J
際大学非常勤講師) (於:学習院大学史料館)

205 3/7(金) 荒井敏行(国立市公民館・ 「市町村立図書館の資料保存J

日図協資料保存委員長) (於国立市公民館)

平成15年度(平成15年 4月~平成16年 3月)

1 総会(第20回)

平成15年6月13日(金) 於:千葉県文書館

→平成14年度事業 ・決算報告、役員等改選、平成15年度事業案、予算案の提案を承認

2 役員会

平成15年 6月13日(金) 於千葉県文書館

3 運営委員会

第 1回平成15年 5月13日(火) 於独立行政法人国立公文書館

第 2回平成15年 7月18日(金 ) 於 さいたま市うらわ市民会館

第 3回平成15年 9月29日(月) 於 埼玉県立文書館

第4田平成15年12月19日(金)於東京都公文書館

第 5回平成16年 2月27日(金 ) 於東京都公文書館

4 会報の刊行

平成15年 7月31日 会報「アーキビス ト」 第四号刊行

平成16年 1月31日 会報「アーキビスト」第59号刊行

平成16年 3月31日 会報 「アーキビスト」第60号刊行
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5 平成15年度月例研究会 (11月は休会)

回 月日(曜) 報告者(所属) テーマ・会場

206 4/24 (木) 安驚信人(国立歴史民俗 「国立歴史民俗博物館収蔵施設視察研修J
博物館管理部資料課整理 (於:国立歴史民俗博物館)

係長) -高橋覚(同前整

理係長)

207 5/13 (火) 独立行政法人国立公文書 「国立公文書館アジア歴史資料センターについて

館及び同アジア歴史資料 及び国立公文書館本館内施設視察」

センター職員 (於:国立公文書館)

208 6/13 (金) 早川和宏(両同法科大学 「情報公開と公文書館 歴史家の施設から住民の

法学部助教授) 施設へ j 

(於:千葉県文書館)

209 7/18 (金) 伊藤然(草加市総務部庶 「歴史的公文書の非公開をめぐって」

務課) (施:さいたま市うらわ市民会館)

210 8/30(土) 小川千代子・吉住健(資料 「歴史資料として何を保存していくのかJ
保存委員会) (於:松本市文書館)

211 9/20(士) 特種製紙総合技術研究所 「機関会員報告 特種製紙株式会社PAMについて

PAM職員 (日図協資料保存委員会と共催)J 
(於:特種製紙側)

212 10/10(金) 島村芳宏(さいたま市) 「市町村合併と史料保存J (埼史協と共催)

-小松芳郎(松本市文書 (於:さいたま文学館)

館)

213 12/19 (金) 大会企画委員・上岡克彦 「全史料協全国大会(宮城大会)報告会I

(防衛研究所)他 (於:東京都公文書館)

214 1/27 (金) 丸山高弘 (NPO法人地域 「地域資料デジタルアーカイブ化と市民運動J
資料デジタル化研究会) (於-埼玉会館)

215 2/18 (水) 高木秀彰(寒川町企画課 「寒川町における文書館構想について」

町史編さん担当) (於:寒川町南部文化福祉会館)

216 3/11 (木) 高野荘平(ホクギン経済 「北越銀行資料室における資料保存の取り組みに

研究所) ついてJ
(於:北越銀行資料室)

6 特別事業

全史料協関東部会20周年記念事業準備委員会

第 1回 平成16年 1月27日(火) 於:埼玉県立文書館
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ぷ 全史料協近畿部会事業報告

平成14年度(平成14年 4月~平成15年 3月)

( 1 )総会

平成14年5月24日(金) 於 大阪市公文書館

平成13年度事業報告・決算・監査報告、平成14年度事業計画案・予算案等を審議・承認

( 2) 例会

回数 年 月 日 テーマ・報告者(所属)・会場

第62回 14.5.24 「日本のアーカイブズj

現在間われるべき課題をめぐり一

大演徹也(国立公文書館)

大阪市公文書館

第63回 14.7.23 京都造形芸術大学における歴史遺産保存修復者育成の教育ビジョ

ンとカリキュラムからみた現状と課題

尾立 和良IJ(京都造形芸術大学歴史遺産学科 ・歴史遺産研究セ

ンター)

京都造形芸術大学

第64回 14. 10. 10 京都府行政文書の重要文化財指定について

渡辺佳子(京都府立総合資料館)

見学展覧会/書庫

京都府立総合資料館

第65回 14. 12.6 大阪歴史博物館における歴史資料の保存と活用

近世資料の保存と活用

近現代資料の保存と活用

八木 滋 (大阪歴史博物館)

船越幹央(大阪歴史博物館)

見学.大阪歴史博物館収蔵庫

大阪歴史博物館

第66回 15. 3. 7 大学文書館の設立経過と現状

西山 伸(京都大学大学文書館)

岸本佳典(京都大学総務部総務課)

京都大学大学文書館

( 3)近畿部会10周年記念セミナー

『市町村合併に伴う行政文書のゆくえ』

記

日 時 :平成15年 1月23日(木) 午後 1時~午後 5時

・場所 .大阪市立中央図書館大会議室

-内容:

町村合併による旧村行政文書のゆくえ

21世紀の地域創造と天草アーカイブズ

島田 竜雄(元箕面市職員)

平田 豊弘(本渡市立アーカイブズ)
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市町村合併と公文書保存

コメンテーター

パネルテやイ スカ ッショ ン

(4)テーマ研究会

①近世古文書研究会

回数 年月 日

第61回 14.5. 18 

第62回 14.7.20 

第63回 14. 10. 10 

第64回 14. 12.6 

第65回 14. 12. 14 

第66回 15.3. 15 

②公文書研究会

回数 年月 日

第21回 14.4. 13 

安藤福平 (広島県立文書館 )

小松芳郎(松本市文書館)

松本 吉之助(記録・史料管理研究所)

テーマ・報告者(所属)・ 会場

歴史学と博物館のありかたを考える会の活動と古文書の展示につ

いて

山中 吾朗(歴博会代表・岸和田市立郷土資料館)

奈良県女性センター

岡山藩政史料データベース目録について

吉光 紀行 (山口大学附属図書館)

近世文書の組織化と史料記述標準化問題について

一池田家文庫岡山藩政史料DB化の視点から一

中野美智子 (就実女子大学)

奈良市ならまちセンター

京都府行政文書の重要文化財指定について

第64回近畿部会例会・ 第23回公文書研究会との合同企画

京都府立総合資料館

大阪歴史博物館における歴史資料の保存と活用

近畿部会第65回例会との合同企画

大阪歴史博物館

市民による町並み模型の制作

-歴史資料の活用と新たな記録づく り一

永弁 三千代 (町並み模型プロジェク トメンバ一代表)

玉城玲子 (向日市文化資料館資料係)

向日市文化資料館

歴史資料としての経典とその調査法

一奈良県下の大般若経の調査を通して一

稲城信子 ((財)元興寺文化財研究所)

奈良県女性センター

テーマ ・報告者(所属)・ 会場

電子自治体と文書管理システム

ブロードバン ド・インターネ ットが拓 く新しい生活e-Japan戦略

に基づく電子行政について

電子自治体の実現に向けて一ITが拓く新たなネ ット社会 と富士

通の取 り組み

唄 弘幸(富士通側西日本営業本部e-Japanビジネス推進室)

(デモンス トレーショ ン)

ilPKnowledgeJシリーズの中の文書管理システムについて

丸田 祥子 (富士通附西 日本営業本部関西支庖ソリューショ

ンサービス部)

net-alley (富士通関西システムラボラ トリ)I 
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回数 年 月 日 テーマ ・報告者(所属)・会場

第22回 14.6.14 自治体史編さん後の史料保存状況をめぐる問題点

小松 芳郎(資料保存委員会・松本市文書館)

自治体史編さん後の史料の保存状況をめぐる問題点
一近畿を中心としてー
福島 紀子(資料保存委員会事務局・松本市文書館)

大阪市公文書館

第23回 14. 10. 10 京都府行政文書の重要文化財指定について

第64回近畿部会例会との合同企画
京都府立総合資料館

( 5) 会報 (NETWORK)等の発行

• fNetworkJ No. 24 (平成14年 9月)No.25 (平成14年10月)No.26 (平成15年 3月)

総会の概要、各例会の報告・参加記等を掲載

• fMonthlyNewsJの発行。例会案内及び前回例会の速報等を掲載

( 6 )役員会の開催

第14回平成14年 4月23日(火) 大阪市公文書館

議題 1 平成14年度運営委員の承認について

2 平成13年度事業・決算・監査報告について

3 平成14年度事業・予算案について

(7)運営委員会の開催

第25回 平成14年 4月11日(木) 大阪市公文書館

議題 1 平成14年度運営委員会の体制について

2 平成14年度事業計画について

3 その他

第26回平成14年 6月26日(水) 大阪市公文書館

議題 1 全史料協近畿部会10周年記念事業について

2 その他

第27回 平成14年7月23日(火) 京都府立総合資料館

議題 1 全史料協近畿部会10周年記念事業について

2 その他

第28回平成14年 9月 3日(火) 大阪市公文書館

議題 1 全史料協近畿部会10周年記念事業について

2 その他

第29回 平成14年10月10日(木) 京都府立総合資料館

議題 1 全史料協近畿部会10周年記念事業について

2 その他

第30回 平成14年12月 6日(金) 大阪市公文書館

議題 1 全史料協近畿部会10周年記念事業について

2 その他
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第31回平成15年 1月23日(木) 大阪市公文書館

議題 1 全史料協近畿部会10周年記念事業について

2 その他

第32回 平成15年 2月17日(月) 大阪市公文書館

議題 1 平成15年度運営委員会の体制について

2 平成15年度事業計画について

3 その他

第33回 平成15年3月7日(金) 京都府立総合資料館

議題 1 平成15年度運営委員会の体制について

2 平成15年度事業計画について

3 その他

平成15年度(平成15年 4月~平成16年 3月)

( 1 )総会(第11回)

平成15年 5月23日(金) 於:大阪府立女性総合センター(ドーンセンター) (大阪市中央区)

平成14年度事業報告、決算報告及び監査報告並びに平成15年度役員・運営委員改選案、事業

計画案及び予算案を審議・承認

(2)例会

回数 年月 日 テーマ・報告者(所属)・会場

第67回 15. 5. 23 「国の移管基準(ガイドライン)J 
岡田進二 (国立公文書館)

大阪府立女性総合センター

第68回 15.7. 10 自治体史編さん事業の収集資料，その後の保存活用
長浜市史編さん資料の収集と活用について

西川 丈雄(長浜市史編さん室長)
今津町史編さん終了後の事業展開について

門野 晃子(今津町教育委員会生涯学習課郷土資料係)
見学 :曳山博物館

第68回近世古文書研究会合同企画
曳山博物館(滋賀県長浜市)

第69回 15.9.26 福井県文書館の設立経緯と設備・収蔵資料について
見学:文書館・収蔵庫

福井県文書館

第70回 15.11. 28 大正天皇に献上された『懐徳堂紀年』
大阪大学附属図書館における貴重資料の保存と活用について

湯浅邦弘(大阪大学教授)
竹田健二 (島根大学助教授)
Fァ* 稔夫(大阪大学附属図書館情報サービス課長)

大阪大学附属図書館

第71回 16.3.9 自治体の現用文書管理のあり方から記録保存まで

一近畿圏自治体アンケート結果と北関東の状況一

益田 宏明(r行政文書管理j編集者)

第27回公文書研究会合同企画

京都府立総合資料館



全史料協この一年 115

(3) テーマ研究会

①近世古文書研究会

回数 年 月 日 テーマ ・報告者(所属)・会場

第67回 15.6. 14 紙資料の修復について

木村道弘(附タツヤ)

第24回公文書研究会合同企画

側タツヤ

第68回 15.7. 10 自治体史編さん事業の収集資料，その後の保存活用

長浜市史編さん資料の収集と活用について

西川 丈雄(長浜市史編さん室長)

今津町史編さん終了後の事業展開について

門野 晃子(今津町教育委員会生涯学習課郷土資料係)

見学曳山博物館

第68回近畿部会例会合同企画

曳山博物館(滋賀県長浜市)

第69回 15. 12. 13 デジタル印刷時代の史料翻刻

組版の現場から見た自治体史刊行の諸問題一

安国陽子(河北印刷附)

奈良県女性センター

第70回 16. 2. 7 史料調査法を教えてみて

吉備国際大学・文化財修復国際協力学科での事例一

富善 一敏(吉備国際大学非常勤講師)

奈良県女性センター

②公文書研究会

回数 年 月 日 テーマ・報告者(所属)・会場

第24回 15.6. 14 紙資料の修復について

木村道弘(附タツヤ)

第67回近世古文書研究会合同企画

開タツヤ

第25回 15.9. 6 近畿における現用文書の管理、非現用文書の選別・保存に関する

アンケートについて

大阪市西区民センター

第26回 16.2. 14 近畿圏自治体文書管理・選別 ・保存アンケートに関する中閉まと

め報告

平塚詩穂(箕面市総務部情報文書課)

大阪市城北市民学習センター

第27回 16.3.9 自治体の現用文書管理のあり方から記録保存まで

一近畿圏自治体アンケー 卜結果と北関東の状況

益田 宏明(i行政文書管理」編集者)

第71回近畿部会例会合同企画

京都府立総合資料館

(4)会報 (NETWORK)等の発行

・iNetworkJNo. 27 (平成15年 7月)No.28 (平成15年10月)No. 29 (平成16年 2月)

総会の概要、各例会の報告 ・参加記等を掲載

・iMonthlyNewsJの発行。例会案内及び前回例会の速報等を掲載
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( 5 )役員会の開催

第15回 平成15年4月23日(木) 大阪府公文書館

議題 1 平成15年度運営委員の承認について

2 平成14年度事業・決算・監査報告について

3 平成15年度事業・予算案について

( 6 )運営委員会の開催

第34回 平成15年 4月10日(木) 大阪市公文書館

議題 1 平成15年度運営委員会の体制について

2 平成15年度事業計画について

第35回 平成15年 6月17日(火) 大阪府公文書館

議題 1 Network特集号について

2 その他

第36回 平成16年 3月 9日(火) 京都府立総合資料館

議題 1 平成16年度事業計画について

2 その他

第37回 平成16年 3月24日(水) 大阪府公文書館

議題 1 平成16年度事業計画について

2 その他




