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全史料協この一年

以下の内容は、平成18年度(平成18年4月~平成19年3月)における役員会、各委員会、関東

部会及び近畿部会の主な活動成果である。

( 1 )役員会 ・各委員会活動報告

4月17日(月) 第1回専門職問題委員会(学習院大学)

5月10日(水) 第l回研修・研究委員会(尼崎市)

5月12日(金) 第 l回大会企画委員会(東京都公文書館)

5月23日(火) 第 l回役員会(高山市立図書館)

6月11日(日) 第 l回資料保存委員会(兵庫県民会館)

6月30日(金) 第2回大会企画委員会(東京都公文書館)

7月6日 (木) 第 l回編集・出版委員会(埼玉県立文書館)

7月14日(金) 第 l回総務委員会(愛知県公文書館)

7月31日(月) 会報第76号発行

8月 l日(火) 第2回専門職問題委員会(学習院大学)

9月1日(金) 第3回大会企画委員会(岡山市・三光荘)

第2回資料保存委員会(横浜市教育会館)

9月12日(火) 第2凪役員会(愛知県公文書館)

11月7日 (火) 第4回大会企画委員会(岡山市・ 三光荘)

第2回研修・研究委員会(岡山市)

11月8日 (水) 第32回岡山大会(~10日)

第33回岡山大会総会(岡山衛生会館)

11月9日 (木) 第3回研修・研究委員会(岡山市)

11月27日 (月) 第3回専門職問題委員会(学習院大学)

11月30日(木) 会報第77号発行

12月9日 (土) 第3回資料保存委員会(長岡市立中央図書館)

資料保存研究セミナー(長岡市立中央図書館)

12月22日(金) 第2回総務委員会(京都府立総合資料館)

1月10日 (水) 第2回編集・出版委員会(埼玉県立文書館)

1月25日 (木) 資料保存研修会(尼崎市立総合文化センター)

2月2日(金) 第4回大会企画委員会(東京都公文書館)

2月16日(金) 第4回資料保存委員会(兵庫県民会館)

2月20日(火) 第3回役員会(大阪府庁新別館)

2月26日(月) 第4回専門職問題委員会(学習院大学)

3月16日(金) 第3回総務委員会(愛知県公文書館)

3月30日(金) 会報第78号発行

会誌「記録と史料」第17号発行
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( 2 )関東部会事業報告

1 総会

第23回 平成18年5月31日(水) 於:神奈川県立公文書館

2 役員会

第 l回 平成18年4月28日(金) 於:川崎市公文書館

第2回 平成19年3月14日(水) 於:東京都公文書館

3 運営委員会

第 1回 平成18年5月31日(水) 於:神奈川県立公文書館

第2回 平成18年11月1日(水) 於:東京都公文書館

第3回 平成19年3月14日 (水) 於 :東京都公文書館

4 会報 『アーキピスト』の編集 ・発行

第66号(平成18年10月発行) ・第67号(平成19年3月発行)

5 月例研究会

回数 開催日 テーマ・講師 (所属)

平成18年
o Iジャーナリストからみた日本のアーカイブズ」

第235回
5月31日(水)

松岡資明氏 (日本経済新聞社文化部編集委員)

於:神奈川県立公文書館(総会記念講演会)

o Iしょ うけい館の資料保存活動について」

第236回 7月26日(水) 植野真澄氏 ・奥平 晋氏(しょうけい館)

於:日本教育会館 ・しょうけい館

o I長野県立歴史館の動向」

児玉卓文氏 (長野県立歴史館)

o I松本市立博物館の動向」

第237回 9月20日 (水) 窪田雅之氏(松本市立博物館)

o I長野市公文書館の準備状況についてj

鬼頭康之氏 (長野市公文書館準備室)

於 :長野県立歴史館

50名

18名

21名

o I奈良県立図書情報館における公文書館機能についてJ
第238回 10月5日(木) 大宮守友氏 (奈良県立図書情報館)

於:奈良県立図書情報館(近畿部会と共催) 43名

o I寒川文書館について」

高木秀彰氏 (寒川文書館)

第239回 12月20日 (水) o I全史料協岡山大会報告J
福嶋紀子氏 (松本市北部公民館)

於:寒川総合図書館・文書館 32名
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平成19年
o r群馬県立文書館における IPMの導入」

第240回
1月24日 (水)

赤石雅彦氏(群馬県立文書館)

於:群馬県立文書館 40名

o r閲覧室から次世代アーカイブズを考えるj

第241回 2月10日(土) 水野保氏(東京都公文書館)

於:表参道・新潟館ネスパス 40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実施

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

7 会員数(平成19年4月 1日現在)

機関会員 57 個人会員 133 準会員 6 計196名

( 3 )近畿部会事業報告

l 総 会

第14回 平成18年 6月 l日(木) 於:大阪市立総合生涯学習センター

2 例会

回数 開催日 テーマ・講師(所属)

o r天草市合併に伴う文書保存活動と「業務/文書システム

第83回
平成18年 分析表」の作成について

6月1日(木) 本多康二氏(天草市立天草アーカイブズ)

於:大阪市立総合生涯学習センター 37名

「電子化文書の長期保存」

o r電子化文書を“記録"として扱い続ける

一法的及び技術的な現状と課題J

第84回 8月26日(土)
山本隆彦氏((株)松村組)

o r文書を電子化するーラボから見た現状と課題」

松井正宏氏((株)アピックス)

於:クレオ大阪中央

(第33回公文書研究会合同企画・記録管理学会共催)36名

o r奈良県立図書情報館における公文書館機能についてj

第85回 10月5日(木) 大宮守友氏(奈良県立図書情報館)

於:奈良県立図書館情報館(関東部会共催) 44名

o r組織の廃止と文書整理一尽都府内の郡役所の場合一J

第86回 12月21日 (木)
福島幸宏氏(京都府立総合資料館)

於 :京都府立総合資料館(近世古文書研究会と共催)

24名
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回数 開催日

第87回
平成19年

l月25日 (木)

第88回 I3月9日 (金)

3 会報等の発行

テーマ・講師 (所属)

「劣化する戦後写真 地域資料としての行政所蔵写真の危

機一J
o I写真資料の保全について 一紙資料としての写真資料、

プリントを中心に J 
大林賢太郎氏 (京都造形芸術大学)

o I尼崎市立地域研究史料館における写真資料の保存 ・活用

とボランテイア」

辻川 敦氏 (尼崎市立地域研究史料館)

西村 豪氏(尼崎市立地域研究史料館)

o I戦後写真資料の劣化と保存対策 ネガフィルムのカピ

除去、保全処置を中心に一」

花島真太郎氏 (ケイジェイ イメージング(株)) 

於 :尼崎市総合文化センター (資料保存委員会と共催)

104名

「モノのライフヒストリーと文字 文字資料と文字史料に

ついて-J
o Iモノのライフヒス トリー と文字 一紀年銘民具の評価と

箱書き重ね書きの意義を中心として一」

角南聡一郎氏 ((財)元興寺文化財研究所)

o I文書函が語るものJ
坂本亮太氏 ((財)元興寺文化財研究所)

於:生駒市コ ミュニティーセンター 18名

( 1) INetworkJ (総会の概要、各例会の報告 ・参加記等を記載)の発行

No35 (平成18年11月) . No36 (平成19年3月)

( 2) IMonthly NewsJ (例会案内及び前回例会の速報等を掲載)の発行

No71 (平成18年5月) . No72 (平成18年8月) . No73 (平成18年9月) ・No74(平成18

年11月) . No75 (平成19年2月)

4 他団体等への後援

記録管理学会第37回見学会 ・アートドキュメンテーション学会第115回例会「奈良県立図書

情報館見学会」平成18年10月6日開催 於 :奈良市

5 役員会

平成18年4月26日(水) 於:きの くに志学館(和歌山県立文書館)

6 運営委員会

第42田平成18年 4月20日(木)

第43回平成19年2月7日(水)

於:和歌山県立文書館

於:京都府立総合資料館



全史料協この一年 125 

7 テーマ研究会

( 1 )近世古文書研究会 世話人:島津良子

回数 開催日 テーマ・講師(所属)

平成18年
o r史料保存期間をめぐる最近の動向について」

第79回
6月24日 (土)

藤吉圭二氏 (高野山大学助教授)

於:奈良県女性センター 14名

o r古写真は「第三の史料jになりうるか

第80回 11月25日 (土)
-京都市における古写真資料化の実践を通じて一」

村上忠喜氏 (京都市文化財保護課)

於:奈良県女性セ ンター 13名

o r組織の廃止と文書整理 京都府内の郡役所の場合」

第81回 12月21日 (木)
福島幸宏氏 (京都府立総合資料館)

於:京都府立総合資料館 24名

第86田近畿部会例会合同企画

o r自治体史の編纂と個人情報の保護 『新修泉佐野市史

第82回
平成19年 第8巻史料編近代現代』編集の事例から 一」

3月3日 (土) 森 昌俊氏 (歴史館いずみさの)

於 :奈良県婦人会館 13名

( 2 )公文書研究会 世話人:和田義久

回 数 開催日 テーマ・講師 (所属)

o r電子ネットワーク時代の文書管理

第32回
平成18年 ーオーストラリア ・ヴイクトリア州を事例として一」

7月8日 (土) 藤吉圭二氏 (高野山大学助教授)

於 :大阪市立難波市民学習センター 15名

o r電子化文書の長期保存j

山本隆彦氏 ((株)松村組 一級建築士)

第33回 8月26日 (土) 松井正宏氏 ((株)アピックス JIIMA上級文書情報管理士)

於 :クレオ大阪中央 36名

第84回近畿部会例会合同企画・記録管理学会共催

o r大阪市における現用文書の電子化について」

第34回 11月22日 (水) 川上雅司氏 (大阪市総務局行政部)

於:大阪市公文書館 19名

平成19年
o r市町村合併と公文書保存 残された課題」

第35回
2月24日 (土)

堀 純一郎氏 (田辺市立図書館)

於 :大阪市立城北市民学習センター 5名

8 会員数 (平成19年3月31日現在)

機関会員 34機関 個人会員 75名 計109名 (通信会員10名)


