
128 記録と史料 No20 (2010. 3 ) 

勾問リ-~ I 
以下は、平成20年度(平成20年 4月~平成21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

3月25日
~4 月 3 日

4月25日(金)

5月1日(木)

5月8日(木)

5月12日(月)

5月23日(金)

5月27日(火)

6月12日(木)

6月12日(木)

6月17日(火)

6月21日(土)

6月21日(土)

6月24日(火)

6月25日(水)

7月21日
~28 日

8月22日(金)

8月25日(月)

9月4日(木)

9月10日(水)

10月20日(月)

11月1日(土)

11月11日(火)

11月11日(火)

11月12日(水)

11月12日(水)
~ 14 日(金)

12月12日(金)

1月31日(土)

2月5日(木)

2月16日(月)

2月16日(月)

2月17日(火)

2月17日(火)

2月25日(水)

3月5日(木)

3月24日(火)

I C A/P A2008年春の運営委員会へ出席(小川千代子副会長)

第 l回編集・出版委員会(埼玉県立文書館)

第 l回専門職問題委員会(学習院大学)

第1回大会企画委員会(長野県立歴史館)

上川陽子公文書管理担当大臣宛の「文書管理法(仮称)制定に向けての要望につい
てjを内閣府へ提出。

第1回研修・研究委員会 (東京都公文書館)

第 1回総務委員会(広島県立文書館)

第 1回資料保存委員会(大阪大学附属図書館ホール)

アーカイブ基礎セミナー「ゼロからの資料保存」の開催(大阪大学附属図書館ホー

ル・資料保存委員会)

第2回大会企画委員会(長野県立歴史館)

第2回専門職問題委員会(学習院大学)

資料保存利用問題シンポジウム「公文書館法施行二十周年に考えるJ(専門職問題

委員会 ・共催)

会報82号を刊行

第 l回役員会(神奈川県立公文書館)

第16回ICAクアラルンプール大会 ・ICA/SPA総会へ出席(小川千代子副会

長 ・佐々木和子理事)

第2回編集・出版委員会(埼玉県立文書館)

第2回総務委員会(広島県立文書館)

第3回大会企画委員会(奈良ロイヤルホテル)

第2回役員会(パレス神戸)

会報83号を刊行

第3回専門職問題委員会(学習院大学)

第4回大会企画委員会(奈良ロイヤルホテル)

第2回研修・研究委員会(奈良ロイヤルホテル)

第3回研修・研究委員会(奈良ロイヤルホテル)

第34回奈良大会(奈良ロイヤルホテル・奈良県立図書情報館)

第3回編集 ・出版委員会(鳥取県立公文書館)

会報84号を刊行

第5回大会企画委員会(長野県立歴史館)

第 l回資料保存委員会(香川県社会福祉総合センター)

講演会「公文書管理・時を貫く記録の追求Jの開催(香川県社会福祉総合センター)

第3回総務委員会(広島県立文書館)

全史料協 ・企業史料協第14回合同研究会「アーキビストの教育のいま」の開催(国

文学研究資料館、研究 ・研修委員会)

第3回役員会(群馬県庁 昭和庁舎)

第4回専門職問題委員会(学習院大学)

会誌『記録と史料19号jを刊行

( 2 )会員数(平成21年 9月 1日現在)

機関会員 152 個人会員 279 準会員 17 計448
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2 関東部会

( 1 )総会

第25回 平成20年 5月22日 (木) 於 :港区立港勤労福祉会館

( 2 )役員会

第 l回平成20年 4月24日(木) 於:東京都公文書館

( 3 )運営委員会

第 l回 平成20年 5月22日(木) 於:港区立港勤労福祉会館

第 2回 平成20年 9月30日(火) 於 :群馬県立文書館

第 3回 平成21年 2月10日 (火) 於:東京都公文書館

( 4 )会報『アーキビストJの編集 ・発行

第70号 (平成20年10月発行)・第71号(平成21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

平成20年
o 1地域資料とは何か一国立国会図書館調査に基づいて一」

第246回
5月22日 (木)

根本彰氏(東京大学大学院教育学研究科)

於:港区立港勤労福祉会館 46名

o 1長野市における市史編纂から公文書館建設」

鬼頭康之氏(元長野市公文書館準備室)

第247回 8月5日 (火) o 1近代 -現代行政文書の移管収集の現状について」

坂口正彦氏 (飯田市歴史研究所)

於 :長野市公文書館 30名

o 1関東甲信越における各資料保存協議会の活動状況」

-茨城県市町村史料保存活用連絡協議会

飯島章氏 (取手市埋蔵文化財セ ンター)

-神奈川県歴史資料取扱機関連絡協議会

板本健作氏 (神奈川県立公文書館)

-群馬県市町村公文書等保存活用連絡協議会

小高哲茂氏 (群馬県立文書館)
-埼玉県地域史料保存活用連絡協議会

第248回 9月30日 (火)
板垣時夫氏 (白岡町教育委員会生涯学習課)

-千葉県史料保存活用連絡協議会

渡辺善司氏 (千葉県文書館)

-長野県史料保存活用連絡協議会

児玉卓文氏 (長野県立歴史館)

-新潟県歴史資料保存活用連絡協議会
本井H青信氏(新潟県立文書館)

o 1群馬県立文書館における古文書の装備と保存」

中島潔氏(群馬県立文書館指導主事)

於 :群馬県立文書館

01自治体資料保存と複合館論ーライブラリー、ミュージアム、アーカイブズー」

第249回 12月18日 (木) 富田健司氏 (栃木県芳賀町総合情報館)

於 :港区立港勤労福祉会館

o 1アーキピスト教育のいま ーこの l年の動きを踏まえて-J
報告 11日本のアーカイブズ制度と大学院教育」

高杢利彦氏 (学習院大学文学部長 ・史学科教授)

第250回 2月17日 (火) 報告 21日本のアーカイブズ学教育における大学共同利用機関の位置」

渡辺浩一氏 (人間文化研究機構国文学研究資料館

円イブズ研究系総合研究大学院大学文化科学研究科教授)

於 :人間文化研究機構国文学研究資料館
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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

http://www.edu.gunma-u.ac必(shozawafzennsikan.html

( 7 )会員数(平成21年 9月 1日現在)

機関会員 57 個人会員 141 準会員 3 計202

3 近畿部会

( 1 )総会

第16回 平成20年 5月23日(金) 於:兵庫県学校厚生会館

( 2 )例会

回 数 開催日 テーマ ・講師(所属)・会場

01行政文書の電子化と住民サービスの向上一佐賀市政電子化6年半

第95回 平成20年
の経験から -J

5月23日(金)
木下敏之氏(元佐賀市長・木下敏之行政経営研究所主宰)

於:兵庫県学校厚生会館 28名

o 11近江 愛知川町の歴史」編纂事業と地域遺産の活用」

第96回 8月19日(火) 橋本唯子氏(愛荘町教育委員会文化振興課愛知川町史編纂係)

於:愛荘町立愛知川公民館 24名

o 1地域資料の保存と活用 市民の取り組みと自治体・大学の役割一

島田克彦氏(尼崎市立地域研究史料館」

第97回 9月20日(土)
市i畢 哲氏(神戸大学大学院人文研究科准教授)

今井邦彦氏(朝日新聞大阪本社生活文化グループ記者)

高田知和氏(東京国際大学人聞社会学部准教授)

於:尼崎市総合文化センター 51名

o 1資料目録をどうつくるか?一岡山県立記録史料館における目録

第98回 12月20日(土)
データベースの整備について-J
横山 定氏(岡山県教育庁文化財課)

於:兵庫県学校厚生会館 25名

0文書館普及事業を考える 徳島県立文書館の展示を素材にして 」

第99回 2月6日(金) 徳野 隆氏(徳島県立文書館)

於:徳島県立文書館 11名

o 1京都府の電子文書システムについてJ
第100回 3月13日(金) 原因 智氏(京都府政策企画部業務推進課)

於:京都府総合資料館 20名

( 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

No39 (平成20年10月)、 No40(平成21年 3月)

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

No82 (平成20年4月)、 No83(平成20年7月)、 No84(平成20年8月)、 No85(平成20年10月)、

No86 (平成21年 1月)、 No87(平成21年 2月)

(4 )他団体等への後援

(ア)資料保存委員会研修会「アーカイブ基礎セミナー ゼロからの資料保存」
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主催:資料保存委員会・大阪大学文書館設置準備室

平成20年 6月12日(木) 於:大阪大学附属図書館本館

(イ)全国大学史資料協議会西日本部会2008年度第 2回研究会 「大学の貌となるアーカイブズ

を!一知と情報の府として一」

主催 :全国大学史資料協議会西日本部会

平成20年 7月22日(火) 於:桃山学院史料室 ・昭和町資料室

( 5 )役員会

平成20年4月25日(金) 於:兵庫県民会館

( 6 )運営委員会

第46回平成20年4月17日(木) 於:兵庫県民会館

第47回平成20年12月12日(金) 於:兵庫県民会館

第48回 平成21年 2月10日 (火) 於:大阪市公文書館

( 7 )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87回
平成20年

第98回例会と同じ
12月20日(土)

o I I PM (総合的有害生物管理)の取り組みと課題 一滋賀県琵琶

第88回
平成21年 i胡博物館の事例から 」

3月21日(土) 山形佳恵氏 (滋賀県立琵琶湖博物館)

於奈良県女性センター 13名

(イ)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)・会場

第38回
平成20年

第95回例会と同じ
5月23日(金)

平成20年
o I滋賀県県政史料室の概要」

第39回 森野室長 ・横沢審議員(滋賀県県政史料室)
9月9日(火)

於:滋賀県県政史料室 6名

( 8 )会員数(平成21年 9月1日現在)

機関会員 28 個人会員 73 計101




