
記録と史料
第23号

-特集 ・自治体職員のみた資料レスキュー

特集にあたって...・ H ・.....・H ・...

編集 ・発行 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会

2013年 3月

広報・ 広聴委員会

陸前高田市における被災公文書救出の受け入れについて……………・・…...・ H ・.....・H ・..…….2

陸前高田市総 務 部 総 務 課 高 橋 良 明

東日本大震災 ・村田町における

宮城歴史資料保全ネットワークの受け入れと文化財レスキュー……...・H ・H ・H ・..………… 4

村田町教育委員会生涯学習課 石黒伸一朗

福島県国見町における被災文化財の取り組みについて…...・ H ・..…...・H ・.....・H ・..……………6

国見町教育委員会生涯学習課大栗行貴

東日本大震災に遭った鹿嶋市龍蔵院の文化財

一文化財レスキューの活動に救われて一………….........……....・H ・.........・H ・....…...・ H ・.8

鹿嶋市教青委員会教育総務課糸川 崇

佐倉市における被災資料への取り組みについて一地元歴史研究学会との協働一…...・H ・..…11

佐倉市総務部総務課市史編さん担当土佐博文

国文学研究資料館の資料レスキューに参加して...・H ・..……...・ H ・H ・H ・..…....・H ・...・H ・...・H ・..13

飯能市郷土館 金子 聡子

-研究

レファ レンスから、つなカする

一尼崎市立地域研究史料館における レファ レンス ・サービス発信の取 り組み一…・・……・16

尼崎市立地域研究史料館 久保庭萌

.アーキビス卜の眼

公文書館機能普及セミ ナー in佐賀 参加記 ...・H ・H ・H ・..……...・H ・..…...・ H ・.....・ H ・.....・H ・..30

佐賀県立図書館 串 間 聖剛

小城市立歴史資料館 佐藤紘一

史料保存ネ ットワークとしての史料協を考える一山本幸俊氏の活動と遺産に学ぶ ………34 

新潟市歴史文化課長菅川 伸

-世界の窓

第17回ICA(国際文書館評議会)世界会議ブリスベン大会 参加報告…… H ・H ・...・ H ・-…..38

神戸大学佐々木和子



ICA (国際文書館評議会)ブリスベン大会 地方文書館部会 (SLMT)参加記…...・H ・..…46

筑波大学白井哲哉

.アーカイブズ・ネットワーク...・ H ・.....・H ・.....・ H ・.....・ H ・H ・H ・.....・H ・.....・ H ・.....・ H ・H ・H ・..………51

学習院アーカイブズの設立と課題

学習院アーカイブズ桑尾光太郎

福岡共同公文書館開館の意義について

福岡共同公文書館吉田徹也

「歴史資料保全ネットワーク ・徳島jの発足に寄せて

松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館松下 師ー

ふるさと府中歴史館の概要と公文書館機能

府中市ふるさと文化財課圧司 明由

京都大学研究資源アーカイブの活動

京都大学総合博物館五島敏芳

園書評と紹介・・・・....................................................................................................・・・・65

公益財団法人渋沢栄一記念財団実業史研究情報センター編

『世界のビジネス ・アーカイブズ 企業価値の源泉』

元江東区区政資料室水口政次

奥村弘著『大震災と歴史資料保存 阪神・淡路大震災から東日本大震災へ-j

横浜国立大学多和田雅保

吉越昭久・片平博文編『京都の歴史災害』

滋賀県県政史料室栗生春実

チャールズ ・0・ロ ソッティ著

『巨大政府機関の変貌 初の民間出身長官が挑んだアメリカ税務行政改革』

高野山大学藤吉圭二

-資料ふあいる…...・H ・..…...・H ・.....・H ・.....・H ・..……...・ H ・..…...・ H ・.....・ H ・H ・H ・..…...・H ・.....・ H ・..75

「公文書館機能の自己点検・評価指標」調査結果

国会員刊行物情報・・....................................................................................................79

-全史料協この 1年...・ H ・..……...・ H ・H ・H ・.....・ H ・..…...・H ・..………………………...・H ・..…...・H ・"88

-全史料協会則、 投稿規程、 執筆要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92

.編集後記 ...・ H ・H ・H ・.....・H ・......................................................................................103



Records and Archives 
JOURNAL OF THE ./f1P/1N SOCIETY OF ARCHIVES INSTITUTIONS 

No 23 March 2013 

Special issue: 

Salvation projects seen from the point of view of disaster-affected local government staff 

Introduction ................................................. ........................ .. ..............…・・・・・・・・・・ 1 

Salvation project for disaster-affected public records in Rikuzentakata City .......………..... 2 

Y oshiaki T AKAHASHI， Rikuzentakata City 

Activities of the Miyagi Network for Preserving Historical Materials and the Rescue Pro-

grarnme for Cultural Properties in Murata Town ...… ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・・・…・・…...4 

Shinichiro ISHIGURO， Murata Town 

Salvation project for disaster-affected cultural properties in Kunimi Town ...................…..6 

Koki OOGURI， Kunimi Town 

Cultural properties of Ryuzoin: damaged by the Great East Japan Earthquak巴 andsaved by the 

Rescue Programme for Cultural Properties'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

Takashi ITOKA W A， Kashima City 

Salvation project for disaster-affected materials in Sakura City: cooperation with a local his-

torical society............…・・・・・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・…・・・・・・・… ・11

Hirofumi TOSA， Sakura City 

Joining the NIJL salvation project for disaster-aff，巴ctedmaterials ....…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・・13

Satoko KANEKO， Hanno Municipal Museum 

Article 

Linked by reference: sharing and transmission of 児島renceinformation on the Intemet by Am-

agasaki Municipal Archives ..…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・・…・・・・・・16

Moe KUBONIW A， Amagasaki Municipal Archives 

Viewpoint of archivists 

Report on Archives Function Promotion Seminar in Saga .........................................…・30

Seigo KUSHIMA， Saga Prefectural Library 

Koichi SATO， Ogishiritsu Rekishi Shiryokan 

Society of Archives Institutions as a nation-wide network for the pres巴rvationof historical 

materials: what the late Mr Yukitoshi Yamamoto aimed at.......…................・・・・・・・・・・・・・… ...34

Shin HASEGA W A， Niigata City 

International scenario 

Report on the 17th ICA Conferenc巴 inBrisbane .................................... ..........…........38 

Kazuko SASAKI， Kobe University 



Report on the SLMT of th巴 ICA Conference in Brisbane …・・…...・ H ・・・ H ・H ・・・・…・・・・・・・・・・…...46

Tetsuya SHlRAI， Univ巴rsityof Tsukuba 

Network of archives ......…・・・…・・・…・・・…・・・…・…...・H ・.....…・・…・…...・H ・・…・……・・………・・・…51

The establishment and prosp巴ctsof Gakushuin Archives 

Kotaro KUW AO， Gakushuin Archives 

Th巴 op巴ningof the Fukuoka Communal Archives: its unique approach 

Tetsuya YOSHIDA， Fukuoka Communal Archives 

The foundation of Rekishi-shiryo Hozen Network Tokushima 

Norihito MATSUSHITA， 

Matsushig巴choRekishi Minzoku Shiryokan & Ningyo Joruri Shibai Shiryokan 

The in仕oductionof the Furusato Fuchu Rekishikan and its role as the city archives 

Akiyoshi SHOJI， Furusato Fuchu Rekishikan 

The activities of th巴 R巴searchR巴sourceArchive at Kyoto University 

Haruyoshi GOTO， The Kyoto University Museum 

Book review ………...・ H ・..………………...・ H ・.....・ H ・..…...・H ・..…...・ H ・..…………………………65

Data and information .……・・・…ー・・・…・・…・・・・……・…・…・・……・・・…...・H ・・……・……ー………......75

On the results of the s巴lf-assessmentsurvey of local au白oritiesarchival programs held in 

也氏echosen prefectur，巴sduring 2009-2010. 

New publications by JSAI members………...・ H ・..…...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・.....・ H ・H ・H ・..…………79

JSAI chronicle …・・…・……・・・・・・・・・・・…・…・・・…・・・…・…・…・……・・・・・・……・…・…・…......・H ・......…・・88

JSAI's publications and procedure of contribution ......…・…ー…・………・・…..........・H ・・・・・……92

Editor's note …・…・…・…・…・・・・…・・…・・・・…・・・・……・…・…・…・…・・……・…・……・…….........…一'103


