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全史料 協乙の 1年 l 
以下は、平成24年度 (平成24年 4月~平成25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18日(金)

5月24日(木)

5月25日(金)

5月31日(木)

6月8日(金)

6月20日 (水)

7月31日(火)

8月3日(金)

8月17日 (金)

8月20日(月)

9月28日(金)

9月29日(土)

9月30日(日)

10月12日 (金)

11月7日(水)

11月7日(水)

11月8日(木)

-9日(金)

11月8日(木)

11月8日(木)

2月4日 (月)

2月8日(金)

2月14日(木)

2月15日(金)

2月21日(木)

2月22日 (金)

3月8日(金)

3月21日(木)

3月31日(日)

3月31日(日)

第 l回調査・研究委員会 (沖縄県公文書館)

東日本大震災臨時委員会第 1回被災実態調査提言ワーキンググループ会議(国文学

研究資料館)

第 1回広報 ・広聴委員会 (寒川文書館)

第 l回役員会(ホテルレイ クビュー水戸)

第 l回東日本大震災臨時委員会(長野県東京事務所)

第 l回大会・研修委員会(茨城県東京事務所)

陸前高田市公文書救出作業 (8月10日まで)

第2回広報・広聴委員会(筑波大学東京キャ ンパス)

公文書館機能普及セミナー m佐 賀 (ホテルグラ ンデはがくれ)

ICA大会・ ICAJSPA運営委員会・年次総会 (オース トラリア・ブリスベーン)に

佐々木理事を派遣(8月24日まで)

第2回大会 ・研修委員会(広島県民文化センター・ 鰻域会館 ・広島県立文書館)

東日本大震災臨時委員会第2回被災実態調査提言ワーキンググループ会議(仙台市

博物館)

会報第92号を発行

第2回調査 ・研究委員会 (沖縄県公文書館)

第3回大会 ・研修委員会 (広島県民文化センター・ 鯉城会館)

第3回調査 ・研究委員会 (広島県民文化センター)

第38回広島大会(広島県民文化センター ・鯉城会館)

第3回広報 ・広聴委員会(広島県民文化センター)

第2回東日本大震災臨時委員会(広島県民文化センター)

陸前高田市公文書救出作業 (2月5日まで)

東日本大震災臨時委員会第2回被災実態調査提言ワーキンググループ会議(板橋区公文書館)

第4回大会・ 研修委員会(茨城県立歴史館)

第3回東日本大震災臨時委員会(八雲クラブ)

第2回役員会(京都府立総合資料館)

専門職問題セミナー (岡山市ゅうあいセンター)

東日本大震災臨時委員会第 2回被災実態調査提言ワーキンググループ会議(京都府

立総合資料館)

組織問題ワーキンググループ会議(川崎市公文書館)

会報第93号を発行

会誌『記録と史料j第23号を発行

2 関東部会事業報告

( 1 )総会

第29回 平成24年 5月23日(水) 戸田市立図書館 ・郷土博物館

( 2 )役員会

平成24年 5月15日 (火) 戸田市立図書館 ・郷土博物館
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( 3 )運営委員会

第 l回 平成24年 7月17日 (火) 東京都北区立中央図書館

第 2回 平成24年12月 7日(金) 東京都公文書館

第 3回 平成25年 3月14日(木) 戸田市立図書館 ・郷土博物館

( 4 )会報『アーキピストJの編集 ・発行

第78号(平成24年10月発行)、第79号(平成25年 3月発行)

(5 )定例研究会

回数 | 開催日 | テーマ講師(所属)会場

第266回 |平成24年 10テーマ「被災資料調査のマネージメン トj

5月23日 (水) I ・講演 「東日本大震災における仙台市史編さん室の活動

~被災資料レスキューにおけるマネージメン ト ~J

菅野正道氏(仙台市博物館市史編さん室長)

-場所 戸田市立図書館・郷土博物館

-参加人数 29名

第267回 I 7月17日 (火) 1 0テーマ「地域資料保存を考える~図書館の取組み~J
-報告 1I自治体史編纂後の資料保存と地域史の再検討」

保垣孝幸氏 (北区立中央図書館地域資料専門員)

-報告2I北区立中央図書館における地域資料の保存と活用j

松元宙子氏(北区立中央図書館図書主査)

-場所東京都北区立中央図書館

-参加人数 36名

第268回 1 9月14日(金) 10テーマ「関東地域における東日本大震災の災害対応とその課題

~公文書レスキュー活動と地域資料の保全体制について~J

・報告 1I神奈川県立公文書館の陸前高田市役所公文書レスキュー活

動について」

遠藤 茂氏(神奈川県立公文書館行政資料グループワ

木本洋祐氏 (同 被災公文書レスキュー隊リーダー)

-報告 2I茨城県内における地域資料のレスキュー活動と自治体J
高村恵美氏(常陸大富市歴史民俗資料館学芸員)

-場 所 神 奈川県立公文書館

-参加人数 31名

第269回 1 12月7日(金) 10テーマ「全史料協全国大会 m広島を振り返って」

-報告 1I全史料協広島大会に参加して」

川上 努氏(静岡県経営管理部総務局文書法制課)

・報告 2I全史料協広島大会の企画にあたって」

富田 任氏(茨城県立歴史館史料学芸部行政資料課)

・報告3I既存施設の転用による公文書館の管理運営

~東京都公文書館を事例として~J
佐藤佳子氏(東京都公文書館資料編さん係)

・場所 東京都公文書館

-参加人数 37名

第265回 |平成25年 10テーマ「国立公文書館 ・アジア歴史資料センターにおけるデジタル

2月18日 (月) I アーカイブの現在と未来」

-報告 1Iアジア歴史資料センターにおけるデジタル資料公開事業に

ついて」

平野宗明氏(研究員)

-報告 2I国立公文書館デジタルアーカイブについて」

八日市谷哲生氏(電子情報第一係長)

-施設見学 国立公文書館業務紹介

-場所国立公文書館

・参加人数 40名
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( 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

h町://www.jsai-kanto・jp/ (平成24年 4月 l日から左記へ移転)

( 7)会員数(平成25年8月31日現在)

機関会員 50 個人会員 116 計166

3 近畿部会事業報告

(1)総会

第四回 平成24年 5月31日(木) 福井県文書館

( 2 )例会

回 数 開催日 テーマ・講師 (所属)・会場

第115回 平成24年 0テーマ「アカンタピリティ確保の しくみ

5月31日 (木) 一日本国憲法から見た行政アーカイブズの理念一」

講師 岡田順太氏(白鴎大学)

場所 福井県文書館

第116回 7月6日(金) 0テーマ「東日本大震災以後の社会とアーカイ ブズ」

講師福島幸宏氏(京都府立総合資料館)

場所 京都府立総合資料館会議室

第117回 9月20日 (木) 0テーマ「和歌山台風水害における地域資料救出の取り組みJ

講師 藤隆宏氏(歴史資料保存ネ ット・わかやま会員)

場所 大阪市立生涯学習センター・弁天町市民学習センター

第118回 10月16日 (火) 0テーマ 「歴史的文書を考えるj震災の記録から学ぶ

~関東大震災の救援活動から~

講師 北原糸子氏(立命館大学歴史都市防災研究センター教授)

場所滋賀県庁7階大会議室

第119回 平成25年 0テーマ「古文書調査 ・公開のあゆみと今後

1月18日(金) 一貝塚市郷土史料室開室25年一」

講師 曽我友良氏 (貝塚市教育委員会郷土資料室)

場所貝塚市立図書館2階視聴覚室

( 3 )会報等の発行

1 )会報 fNetwork.lの発行(総会 ・例会・ シンポジウムの報告および参加記等を掲載)

NO.47 平成24年10月、NO.48 平成25年 3月

2) IMonthly NewsJの発行(総会 ・例会の案内、前回例会の速報等を掲載)

NO.102平成24年5月、No.103平成24年 6月、NO.104平成24年8月、 No.105平成24年 9月

No.106平成24年11月、No.107平成24年12月

( 4)役員会

平成24年4月27日 (金) 福井県立図書館

( 5 )運営委員会

第 1回平成24年4月20日(金) 京都府立総合資料館

第2回 平成25年 3月14日 (木) 京都府立総合資料館
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( 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

第96回 平成24年 0テーマ「総合調査におけるデータ管理一宇治田原町茶史編纂事業に

12月8日(土) おける調査事例について j 

講師宍戸香美氏(奈良女子大学)

場所奈良県婦人会館

第97回 平成25年 第119回例会と同じ

1月18日(金)

第98回 3月2日(土) 0テーマ 偽文書「椿井文書」について

講師 馬部隆弘氏(長岡京市教育委員会)

場所奈良県婦人会館

イ)公文書研究会 世話人:和田義久

開催日 テーマ ・講師(所属) ・会場

平成24年 |第117回例会と同じ

9月20日 (木)

( 7 )会員数(平成25年 9月2日現在)

機関会員 20 個人会員 70 計90 (通信会員:9名)




