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全史料協この一年

以下は、平成19年度(平成19年4月~平成20年3月)における全史料協役員会・各委員会、関東

部会、近畿部会の主な活動成果を取りまとめたものである。

1役員会・各委員会

( 1 )活動報告

5月15日(火) 第 1回総務委員会(京都府立総合資料館)

5月18日(金) 第 l回役員会(京都府立植物園会館)

5月22日(火) 第 l回大会企画委員会(長野県立歴史館)

5月28日(月) 第 l回専門職問題委員会(学習院大学)

5月30日(水) 第 1回研修・研究委員会(東京都港区)

6月15日(金) 第 l回編集・出版委員会(寒川文書館)

6月18日(月) 第 1回資料保存委員会(香川県高松市)

資料保存研修会(香川県高松市)

6月26日(火) 第2回大会企画委員会(長野県立歴史館)

7月23日(月) 第2回専門職問題委員会(学習院大学)

8月31日(金) 会報第79号発行

9月3日(月) 第2回総務委員会(広島県立文書館)

9月12日(水) 第3回大会企画委員会(茨城県立歴史館他)

第2回資料保存委員会(横浜市教育会館)

9月19日(水) 第2回役員会(東京都立貿易センター)

9月20日(木) 第2回編集・出版委員会(埼玉県立文書館)

11月19日(月) 第4回大会企画委員会(茨城県立県民文化センター)

第2回研修・研究委員会(茨城県水戸市)

11月20日 (火) 第34回茨城大会(~22 日)

第34回茨城大会総会(茨城県立県民文化センター)

11月21日(水) 第3回研修・研究委員会(茨城県水戸市)

11月30日(金) 第3回専門職問題委員会(学習院大学)

会報第80号発行

12月20日(木) 第3回編集 ・出版委員会(埼玉県立文書館)

1月29日(火) 第2回資料保存委員会(東京学芸大学)

資料保存研究セミナー(東京学芸大学)

2月7日(木) 第 5回大会企画委員会(長野県立歴史館)

2月8日(金) 第3回総務委員会(広島県立文書館)

2月20日(水) 第3回役員会(奈良ロイヤルホテル)

2月29日(金) 会報第81号発行

3月4日(火) 第4回専門職問題委員会(学習院大学)

3月31日(月) 会誌「記録と史料J第18号発行
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( 2 )会員数(平成20年3月31日現在)

機関会員 162 個人会員 288 準会員 15 計465

2 関東部会

(1)総会

第24回 平成19年 5月23日 (水) 於:表参道 ・新潟館ネスパス

( 2 )役員会

第 l回 平成19年 4月25日(水) 於:東京都公文書館

( 3 )運営委員会

第 l回 平成19年 5月23日(水) 於:表参道・新潟ネスパス

第 2回 平成19年11月10日(土) 於:埼玉県立文書館

第 3回 平成20年 2月22日(金) 於:東京都公文書館

( 4 )会報 『アーキピスト 』の編集・発行

第68号(平成19年10月発行) ・第69号(平成20年 3月発行)

( 5 )定例研究会

回数 開催日 テーマ・講師(所属)

平成19年
o I地域社会と文書館 徳島からの発信一」

第242回 立石 恵嗣氏(徳島県立文書館)
5月23日(水)

於:表参道・新潟館 ネスパス 32名

o Iアーカイブズと専門職 過去 ・現在・未来」

山田 哲好氏(国文学研究資料館)

o I史料をみる眼」

原 由美子氏 (埼玉県立文書館)

第243回 7月14日 (土) o I全史料協関東部会の夜明け」

水口 政次氏(前東京都公文書館)

o I日本実業史博物館準備室アーカイブズの紹介」

青木 睦氏(国文学研究資料館)

於:国文学研究資料館 33名

o I国立ハンセン病資料館をめぐる現況」

第244回 9月15日 (土) 高野 弘之氏(国立ハンセン病資料館)

於:国立ハンセン病資料館 11名

o I行政文書から歴史資料へ -4代目栃木県庁建設関係

第245回
平成20年 文書の収集 ・保存・活用を中心に-J
2月8日(金) 上野修一氏(栃木県立文書館)

於:栃木県昭和館 21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
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http://www.edu.gunma-u.ac.jpr shozawa/zensikan.html 

(7)会員数(平成20年3月31日現在)

機関会員 57 個人会員 133 準会員 6 計196

3近畿部会

( 1 )総会 第15回平成19年5月30日(水) 於:兵庫県民会館

( 2 )例会

回数 開催日 テーマ・講師(所属)

o I近現代行政文書の保存と活用について

第89回
平成19年 一埼玉県立文書館の事例から一 」

5月30日(水) 原 由美子氏(埼玉県立文書館)

於:兵庫県民会館 38名

o I資料を残すための戦略 “組織業務継続のための重要

第90回 7月5日(木)
な記録(パイタル・レコード)"という考え方一」

石井幸雄氏(富士ゼロックス(株)) 

於:大阪大学中ノ島センター 22名

「自治体と大学の連携 一自治体史編纂事業をとおして J 
o I合同調査と地域史研究j

森下徹氏(和泉市教育委員会文化財振興課)

第91回 9月14日(金)
o I地域連携事業と自治体史編纂」

坂江 渉氏(神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター)

村井 良介氏(神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター)

於:和泉市コミュニテイセンター 27名

(近世古文書研究会と共催)

o I自治体史編纂における保存・利用・公開事業

第92回 10月25日(木)
~ITを活用した亀山市史を編さんしています~J

小林秀樹氏(亀山市歴史博物館)

於:京都市男女共同参画センターウイングス京都 23名

o I地域資料と教育現場との連携のあり方についてj

第93回 12月13日(木) 福島 克彦氏(大山崎町歴史資料館)

於:京都府立総合資料館 19名

「電子政府における意思決定と記録管理

一日豪比較を手がかりに-J
o Iヴィクトリア州公文書館における記録管理についてj

第94回
平成20年 藤吉圭二氏 (高野山大学)

2月22日(金) o I日本の自治体における意思決定と記録管理についてJ
水垣源太郎氏(奈良女子大学)

於:京大会館 17名

(公文書研究会と共催)
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( 3 )会報等の発行

ア INetworkJ (総会の概要、各例会の報告・参加記等を記載)の発行

No37 (平成19年 9月) . No38 (平成20年 3月)

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

No76 (平成19年 5月) . No77 (平成19年 6月) . No78 (平成19年 8月)

No79 (平成19年 9月) . No80 (平成19年11月) . No81 (平成20年 1月)

( 4 )他国体等への後援

駐大阪・神戸アメリカ総領事館関西アメリカンセンター主催の講演会

「米国国立公文書館の情報公開への取り組み」

平成19年 8月28日 (火) 於:大阪市

( 5 )役員会

平成19年 4月27日 (金) 於:兵庫県民会館

議題 l 平成18年度事業・決算・監査報告

2 平成19年度運営委員の承認

3 第 8期(平成19・20年度)役員案

4 平成19年度事業計画案・予算案の審議

( 6 )運営委員会

第44回 平成19年 4月13日(金) 於:兵庫県民会館

議題平成19年度事業計画 ・運営委員会の体制の審議

第45回 平成20年 2月5日 (火) 於:大阪市公文書館

議題平成20年度事業計画 ・運営委員会の体制の審議

( 7 )テーマ研究会

ア近世古文書研究会

回数 開催日 テーマ・講師(所属)

0資料保存機関における指定管理者制度の導入と現状

第83回
平成19年 ーモノを守り伝えるためのハコ ・ヒト・理念

8月4日 (土) 高木 叙子氏(滋賀県立安土城考古博物館)

於:奈良県女性センター 20名

「自治体と大学の連携 自治体史編纂事業をとおして 」

o I合同調査と地域史研究」

森下 徹氏(和泉市教育委員会文化財振興課)

第84回 9月14日 (金)
o I地域連携事業と自治体史編纂」

坂江 渉氏(神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター)

村井 良介氏(神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター)

於:和泉市コミュニティセンター 27名

(近畿部会例会と共催)

o I行政所蔵写真の保存とその活用について

第85回 10月20日 (土)
一尼崎の事例から一 」

西村 豪氏 (尼崎市立地域研究史料館)

於:奈良県女性センター 20名
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回数 開催日 テーマ・講師(所属)

平成20年
o I古写真は「第 3の資料jになりうるか 2J 

第86回
3月15日(土)

村上忠喜氏(京都市文化財保護課)

於 :奈良県婦人会館 16名

イ公文書研究会

回数 開催日 テーマ・講師(所属)

平成19年
0市史編さん後の資料の保存と公開

第36回
12月1日(土)

上甲 典子氏 (亀岡市文化資料館)

於:亀岡市文化資料館 9名

「電子政府における意思決定と記録管理

一日豪比較を手がかりに一」

o Iヴィクトリア州公文書館における記録管理について」

第37回
平成20年 藤吉圭二氏(高野山大学)

2月22日(金) o I日本の自治体における意思決定と記録管理についてj

水垣源太郎氏(奈良女子大学)

於:京大会館 17名

(近畿部会例会と共催)

( 8 )会員数(平成20年3月31日現在)

機関会員31機関 個人会員74名 計105名(通信会員10名)




