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全史料協この一年

本号では、全史料協役員会、各委員会、関東部会及び近畿部会の、平成16年度における主な活

動成果を報告します。

( 1 )役員会・各委員会活動報告
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専門職問題委員会(1) (学習院大学)

大会企画委員会(1) (東京都公文書館)

研修・研究委員会(1) (広島県立文書館)

役員会(1) (ホテルグランドヒル市ヶ谷)

資料保存委員会(1) (松本市文書館)

大会企画委員会(2) (東京都公文書館)

総務委員会(1) (東京都公文書館)

専門職問題委員会(2) (学習院大学史料館)

会報第69号発行

資料保存セミナー (関東部会と合同開催) (松本市文書館)

資料保存委員会(2) (松本市文書館)

大会企画委員会 (3) (山口県総合保健会館)

役員会(2) (北海道庁旧庁舎)

大会企画委員会 (4) (山口県総合保健会館)

研修・研究委員会(2) (山 口県総合保健会館)

第30回全国大会[研修会 ・総会] (山口県総合保健会館)

第30回全国大会[大会テ「マ研究会] (山口県総合保健会館)

研修・研究委員会 (3) (山口県総合保健会館)

第30回全国大会[視察](山口県文書館)

資料保存委員会 (3) (宮城県公文書館)

専門職問題委員会(3) (学習院大学)

総務委員会(2) (埼玉県立文書館)

編集 ・出版委員会(1) (千葉県文書館)

研修 ・研究委員会(4) (日本郵船歴史資料館)

全史料協 ・企業史料協第12回合同研究会 (日本郵船歴史資料館)

会報第70号発行

大会企画委員会 (5) (東京都公文書館)

役員会(3) (奈良文化会館)

編集 ・出版委員会 (2) (東京都公文書館)

総務委員会 (3) (東京都公文書館)

資料保存セミナー (近畿部と会合同開催)(西宮市民会館)

専門職問題委員会 (4) (学習院大学)

資料保存委員会 (4) (松本市文書館)

編集 ・出版委員会 (3) (東京都公文書館)

会報第71号発行

会報第72号発行
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(2 )関東部会事業報告

1 総会(第21回)

平成16年 5月20日(木)

2 役員会

第 1回 平成16年 5月20日(木)

第 2回 平成16年10月 7日(木)

3 運営委員会

第 1回 平成16年 4月16日(金)

第 2回 平成16年 7月23日(金)

第 3回 平成16年11月25日(木)

第4回 平成17年 3月 1日(火)

4 会報『アーキビスト』の編集・発行

第61号(平成16年 7月31日発行)

第62号(平成16年12月31日発行)

第63号(平成17年 3月31日発行)

5 月例研究会

回数 月日 報告者等

217 4/16 印刷博物館

山崎美和・寺本美奈子

218 5/20 田村達也・清水太郎・

岡田昭二・長谷川伸・

荒井信司

219 6/25 虞池千九郎記念館

千葉県文書館(千葉県千葉市)

千葉県文書館(千葉県千葉市)

埼玉県立文書館(埼玉県さいたま市)

印刷博物館(東京都文京区)

東京都公文書館(東京都港区)

東京都公文書館(東京都港区)

埼玉県立文書館(矯玉県さいたま市)

テーマ等・会場

「印刷博物館の活動概要について」

於 印刷博物館(東京都文京区) 25名

関東部会20周年記念

「市町村合併と公文書保存シンポジウム」

於 千葉県文書館(千葉県千葉市) 86名

「庚池千九郎記念館所蔵の遺品 保存と整理

井出元ほか 一」他

於 庚池千九郎記念館(千葉県柏市) 17名

220 7/23 慶慮義塾大学教授 「内閣府における公文書アーカイヴズ問題の

(公文書等の適切な管 取り組みについて」

理、保存及び利用に関す 於慶慮義塾大学(東京都港区) 64名

る懇談会座長)高山正也

(研修・研究委員会と共催)

221 8/ 7 細井守・辻川 敦・ テーマ「資料保存の現在」

田玉徳明 於松本市文書館(長野県松本市) 20名

(資料保存委員会と共催)

222 9/14 佼成文書館長 「立正佼成会附属佼成文書館の概要」

斎藤光央 於 立正佼成会附属佼成文書館(東京都杉並

区) 16名

223 11/25 倉田綾子・坂口貴弘 ・ 「全史料協山口大会 (30周年記念大会)

所理喜夫 報告会」

於東京都公文書館(東京都港区)20名
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回数 月日 報告者等 テーマ等 ・会場

224 12/14 埼玉県立文書館 「文書館における学校との連携について」

回矢員司 於 埼玉県立文書館(埼玉県さいたま市) 29名

225 1/20 渋沢史料館 「実業史研究情報センターの活動について」

小出いずみ 於渋沢史料館(東京都北区) 29名

226 2/18 防衛庁防衛研究所 「防衛アーカイブズの活動について」

上岡克彦ほか 於 防衛庁防衛研究所(東京都目黒区) 30名

227 3/11 山本幸俊 ・田玉徳明 「再論全史料協大会の30周年J

於東京都公文書館(東京都港区) 18名

6 ホームページの運営

全史料協関東部会ホームページについて、随時データ更新等を行った。

http://www.edu.gunma-u.ac.jp/-shozawa/zensikan.htm1 

なお、新潟中越地震に際して、現地支援のための特別ページを開設した。

7 会員数(平成17年 3月31日現在)

機関会員 58 個人会員 137 準会員 7 計 202 

(3 )近畿部会事業報告

1 総会

平成16年 5月21日(金) 大阪府立女性総合センター

平成15年度事業 ・決算 ・監査報告、平成16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 月日 テーマ ・報告者(所属)・会場

72 5/21 「行政が記録を残す 行政運営と住民の観点から 」

早川和宏(高岡法科大学助教授)

大阪府立女性総合センター(第28回公文書研究会合同企画)

73 7/ 1 「アーカイブズと現代社会 アーカイブズをとりまく現状と今後の展開

」

大友一雄(人間文化研究機構国文学研究資料館教授)

大阪市立男女共同参画センター中央館

(第71回近世古文書研究会合同企画)

74 10/13 「国立公文書館における行政文書の保存一『公文書等の適正な管理、保

存及び利用に関する懇談会』報告をうけて 」

大野冨仁夫(国立公文書館公文書専門官)

大阪市立男女共同参画センター西部館(第四回公文書研究会合同企画)

75 11/12 「国立国会図書館関西館の機能と業務一関西館の見学を中心としながら

村上隆雄(国立国会図書館関西館資料部長)

国立国会図書館関西館
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回数 月日 テーマ・報告者 (所属)・会場

76 2/18 I記す ・残す・繋ぐ一阪神淡路大震災と自治体 j 

① 「兵庫県の震災関連文書等保存事業について」

森本由貴子 (兵庫県企画管理部管理局文書課)

② 「震災資料と現代史編さん」

豊田美香 (西宮市総務局情報公開室)

@ i新潟歴史資料救済ネットワークの取り組み」

花岡公貴 (上越市史市編さん室)

西宮市民会館(アミティーホーノレ)大会議室 (全史料協資料保存委員

会との共催)

3 会報等の発行

( 1) iNetworkJの発行

No.30 (第71・72・73回例会報告、 第12回総会報告)平成16年 9月

No.31 (第74・75・76回例会報告の報告 ・参加記等を記載)平成17年 3月

( 2) iMonthly NewsJの発行

例会案内及び前回例会の速報等を掲載

4 役員会

第16回平成16年4月27日(火) 大阪府公文書館

議題 1 平成16年度運営委員の承認について

2 平成15年度事業 ・決算報告について

3 平成15年度監査報告について

4 平成16年度事業 ・予算(案)について

5 その他

第17回平成16年 9月2日(木) 大阪府公文書館

5 運営委員会

議題 1 役員の追加選任について

2 役員の任期満了に伴う会長 ・事務局等の交代について

3 その他

第38回平成16年4月20日(火) 大阪府公文書館

議題 1 平成16年度例会企画について

2 平成16年度運営委員体制について

第39回 平成17年 3月17日(木) 大阪府公文書館

議題 1 平成17年度例会企画について

2 平成17年度運営委員体制について



全史料協この一年 129 

6 テーマ研究会

( 1 )近世古文書研究会

回数 月日 テーマ ・報告者(所属)・会場

71 7/ 1 「アーカイブズと現代社会ーアーカイブズをとりまく現状と今後の展開

大友一雄(人間文化研究機構国文学研究資料館教授)

大阪市立男女共同参画センター

(第73回近畿部会例会合同企画)

72 10/16 「大量文書の整理と公開 員塚市における古文書調査・公開と目録刊行

曽我友良(貝塚市教育委員会社会教育課嘱託員)

奈良県婦人会館

73 12/11 「デジタル技術による図像資料の活用一高野山古地図を事例に 」

藤吉圭二(高野山大学)

奈良県女性センター

74 3/12 r 1 T市史編さんのようす一亀山市史編さんの現場から一J

谷口 昭(亀山市史編さん委員長 ・名城大学法学部教授)

小林秀樹(向上事務局 ・亀山市歴史博物館学芸員)

奈良県婦人会館

( 2)公文書研究会

回数 月 日 テーマ ・報告者(所属)・会場

28 5/21 「行政が記録を残す 行政運営と住民の観点、から-J

早川和宏 (高岡法科大学助教授)

大阪府立女性総合センター

(第72回近畿部会例会合同企画)

29 10/13 「国立公文書館における行政文書の保存 『公文書等の適切な管理、保

存及び利用に関する懇談会』報告を うけて一」

大野冨仁夫(国立公文書館公文書専門官)

大阪市立男女共同参画センター西部館

(第74回近畿部会例会合同企画)


