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竺盟竺二王一一」
以下は、平成21年度(平成21年 4月~平成22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

4月9日 (木)

4月30日 (木)

5月9日(土)

5月15日 (金)

5月28日 (木)

6月19日 (金)

7月30日 (木)

7月30日 (木)

~8 月 10 日 (月)

8月20日 (木)

8月28日 (金)

9月 3日 (木)

9月15日 (火)

9月24日 (木)

10月30日 (金)

11月17日 (火)

11月17日 (火)

11月17日 (火)

~21 日(土)

11月18日 (水)
~19 日 (木)

12月3日 (木)

12月11日 (金)

1月16日 (土)

~ 2 月 2 日 (火)

2月5日 (金)

2月5日 (金)

2月10日 (水)

2月10日(水)

2月25日 (木)

3月31日 (水)

全史料協ホームページ上でドイツ ・ケルン市歴史文書館の崩落事故と援助の呼びか

けを行う 。

第 l回調査・研究委員会(埼玉県立文書館)

第 l回広報・広聴委員会(京都大学総合博物館)

第 l回大会・研修委員会(広島県立文書館)

第 1回役員会 (京都府立総合資料館)

第2回大会 ・研修委員会(広島県立文書館)

会報85号の刊行

全史料協ホームページ上でEASTICA総会 (2009年 9月、中国山東省)の派遣者を公

募(応募者無し)

第 2回調査研究委員会(埼玉県立文書館)

第 2回広報 ・広聴委員会(埼玉県立文書館)

第 3回大会 ・研修委員会 (福島県文化センター)

調査 ・研究委員会 「地方自治体の重要な公文書等の取 り扱いに関するアンケート」

を全国の1，851自治体に実施する。

第2回役員会 (福島県文化センター)

会報86号の刊行

第 3回調査 -研究委員会 (福島県文化センター)

第4回大会・研修委員会(福島県文化センター)

ICA/SPA運営委員会・ ICA円卓会議 (CITRA)(マルタ)に佐々木和子理事を派遣

第35回福島大会(福島県文化センター)

全史料協ホームページ上にアーカイブズ実務情報リンクパンクを掲載する。

第 3回広報 ・広聴委員会(徳島県立文書館)

ホームページ上でICA主要ポスト選挙の候補者を公募(応募者無し)

第4回調査 ・研究委員会(埼玉会館)

調査・研究委員会 「公文書管理法に関するセミナー」を開催する。(埼玉会館)

第 5回大会-研修委員会 (広島県立文書館)

会報87号の刊行

第 3回役員会(東京都公文書館)

会誌『記録と史料第20号』の刊行

2 関東部会事業報告

(1) 総会

第26回 平成21年 7月17日(金) 東京都港区港勤労福祉会館

( 2 ) 役員会

第 l回 平成21年 7月17日 (金) 東京都港区港勤労福祉会館

( 3 ) 運営委員会

第 l回 平成21年 5月19日(火) 長野県立歴史館

第 2回 平成21年10月29日 (木) 埼玉県立文書館
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第 3回 平成22年3月11日 (木) 埼玉県戸田市郷土博物館

( 4 ) 会報『アーキピスト』の編集・発行

第72号(平成21年9月発行)・第73号 (平成22年3月発行)

( 5 ) 月例研究会

回 数

第251回

第252回

第253回

第254回

第255回

開催日

平成21年
7月17日 (金)

8月7日 (金)

9月17日(木)

12月12日 (土)

平成22年
2月26日(金)

( 6)ホームページの運営

テーマ・講師(所属)・会場

。 「行政文書管理と記録保存」

講師益田宏明氏 (1行政文書管理J編集者)

場 所 港 区立港勤労者福祉会館

テーマ 資料保存機関との連携

o 1図書館における地域資料の活用、長野県の事例」

講師 児玉卓文氏(長野県立歴史館文献資料課)

。「地域資料の保存と利用をめぐる図書館 ・文書館の取り組み」

講師蛭田庚一氏 (小平市史編さん室)

場所松本大学

テーマ 史料整理の現状と課題

一誰にでもできる史料整理 ・保存の方法を提唱する一

長谷川伸氏 (関東部会運営委員 ・新潟市歴史博物館)

o INPOによる史料整理・保存活動の可能性について」

西村慎太郎氏 (日本学術振興会特別研究員・代表理事)

o 1自治体史編纂後の地域史料の保存・ 活用と人材育成j

島津良子氏 (全史料協近畿部会役員 ・奈良女子大非常勤講師)

o 1大学における地域史料を担う人材教育の現在」

根岸茂夫氏(園皐院大挙教授)

0千葉県文書館展示観覧

解説 尾崎晃氏 (千葉県文書館)

O総合討論

司会新井浩文氏 (埼玉県立文書館)

パネラー 西村氏 ・島津氏 ・根岸氏・長谷川氏

場所千葉県文書館

0全史料協全国大会の参加報告

尾崎晃氏 (千葉県文書館)

富田任氏 (茨城県立歴史館)

0戸田市郷土博物館のアーカイ ブズ機能について

佐藤勝巳氏 (戸田市郷土博物館)

0戸田市郷土博物館見学

場所戸田市郷土博物館

テーマ 市町村公文書館の運営をめぐって

ーその現状と課題

。施設見学

解説富田健司氏

。報告と討議

「行財政改革と公文書館一寒川文書館の事例一」

高木秀彰氏 (寒川文書館)

細井守氏 (藤沢市教育委員会)

場所芳賀町総合育報館

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/zennsikan.html 
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( 7 )会員数(平成22年 9月 1日現在)

機関会員 57 個人会員 137 計194

3 近畿部会事業報告

(1)総会

第17回 平成21年 5月21日(木) 奈良県立図書情報館

( 2 )例会

回数 開催日 テーマ・講師(所属)・会場

テーマ 全史料協近畿部会の活動成果と今後の展開

近畿部会例会100回を振り返ってー

o I日本のアーカイブズ50年一山口県文書館から公文書管理法まで 」

平成21年
講師安藤正人氏 (学習院大学教授)

第101回 o I全史料協の歩みと、枚方市の資料保存と活用」
5月21日 (木)

報告者和田義久氏(枚方市教育委員会)

コメント 阿部安成氏(滋賀大学教授)

島津良子氏(奈良女子大学)

場所奈良県立図書情報館

o I地域史料の保存と活用を考える

一新史料協編『古文書保存整理の手引きJの紹介と解説

第102回 7月7日(火) 講師 長谷川伸氏 (新潟市歴史博物館)

場所京都府立総合資料館

近世古文書研究会と共催

o I公文書管理法が成立した今、何をなすべきか け

第103回 9月20日(日)
講師植草泰彦氏(内閣府大臣官房公文書管理課)

場所大阪市立中央青年センター

公文書研究会と共催

平成22年
o I行政文書を文化財として取り扱う 」

第104回
2月2日 (火)

講師 地主智彦氏(文化庁文化財部美術学芸課)

場所京都府立総合資料館

0文書館普及事業を考える 一徳島県立文書館の展示を素材にして-J
第105回 3月12日(金) 講師 馬部隆弘氏(枚方市立中央図書館)

場所枚方市立中央図書館

( 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

No.41 (平成21年11月)、NO.42(平成22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

No.88 (平成21年 4月)、 N口89(平成21年 6月)、 No.90(平成21年10月)、 NO.91(平成21年12月)、

NO.92 (平成22年 2月)

( 4 ) 役員会

平成21年 4月21日(火) 奈良県立図書情報館

( 5 ) 運営委員会

第49回 平成21年 4月15日 (水) 奈良県立図書情報館

第50回 平成21年10月 9日 (金) 奈良県立図書情報館

第51回 平成22年 3月5日(金) 奈良県立図書情報館



104記録と史料 No.21(2011. 3 ) 

( 6 ) テーマ研究会

(ア)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)・会場

01地域史料の保存と活用を考える一新史料協編『古文書保存整理

第89回
平成21年 の手引き』の紹介と解説一

7月7日(火) 講師 長谷川伸氏(新潟市歴史博物館)

場所京都府立総合資料館

o I条例制定以後の奈良市立史料保存館の活動と問題点

一奈良市における地域史料の現状と課題一」

第90回 10月3日(土) 講師 山上豊氏 (奈良市立史料保存館)

場所奈良県女性センター

施設見学奈良市立史料保存館

平成22年
0財団法人柳沢文庫の活動と課題

第91回
3月20日(土)

講師藤本仁文氏(財団法人柳沢文庫)

場所奈良県婦人会館

(イ)公文書研究会

( 7) 広報特別事業 公開シンポジウムの開催

開催日 テーマ・講師(所属)・会場

テーマ 市民社会の財産と しての公文書 ・地域史料を考える

01時を貫く記録の保存一 日本の公文書館と公文書管理法制-J
講師 高山正也氏 (国立公文書館長)

0対談「近畿の資料保存と活用を考える」

平成21年
高山正也氏

7月26日 (日)
井口和起氏(京都府立総合資料館長)

0報告 「全史料協近畿部会の歩みj

烏野茂治氏 (近江八幡市)

Oデイスカッション

進行藤吉圭三氏 (高野山大学准教授)

福島幸宏氏 (京都府立総合資料館)

( 8 ) 会員数(平成22年 9月1日現在)

機関会員 23機関 個人会員 74名 計97 (通信会員13名)




