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埼玉県地域史料保存活用連絡協議会 （略称「埼史協」） は、県下の市
町村史編さん担当機関の連携組織として、昭和 49 年 （1974） に「埼玉
県市町村史編さん連絡協議会」として産声をあげました。その後、平
成 3 年 （1991） に現会名に変更して以来、本年で 40 周年を迎えます。
この間、昭和 60 年（1985）に第 1 次専門研究委員会を発足して以降、
平成 9 年（1997）の第 5 次委員会まで『地域文書館の設立に向けて』と
題するブックレットシリーズを全 5 巻刊行してまいりました。お陰様
で、同シリーズは今日まで文書館を地域に設立するための手軽なバイ
ブルとして広く全国で読み継がれ、利用されています。また、平成 19
年 （2007） には第 6 次専門研究委員会を組織し、『歴史的公文書収集の
現状と評価選別』を刊行しましたが、同書も日々公文書の評価選別を
行っている現場の方々から高い評価を頂いております。
さて、平成 23 年 （2011） 3 月 11 日に起こった東日本大震災は、平成
7 年 （1995） の阪神・淡路大震災以降、これまで眠っていた地域史料に
対する危機管理意識を再び強く私たちに喚起させるのに十分過ぎる出
来事となりました。埼史協では、震災被災地における地域史料のレス
キュー活動を支援するとともに、自らの防災意識を高めるため、平成
24 年（2012）に第 7 次専門研究委員会を組織し、2 年間の課題研究を積
み重ねた結果、ここに『地域史料の防災対策』を刊行する運びとなり
ました。
折しも、埼史協が 40 周年を迎える年に、本書を頒布できますことは
誠にうれしい限りです。本書が、多くの関係者に利用されますことを
切に願うものであります。
末筆ながら、本書の刊行にあたり、ご多忙の中、アンケートなどに
ご協力を頂きました各種関係機関・団体などの皆様に厚く御礼申し上
げます。

平成 26 年 3 月 31 日
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１．本書は、埼玉県地域史料保存活用連絡協議会 （以下、「埼史協」という） が実施し
た地域史料の防災対策に関する調査報告書である。
２．調査や研究および報告書の作成は、第 7 次専門研究委員会 （以下、「専門研」とい
う） が中心となって行った。その設立経緯は次のとおりである。

平成 23 年度

第 7 次専門研究委員会検討会の設置および検討報告

平成 24～25 年度

第 7 次専門研究委員会の設置、調査や研究および報告書作成

３．本書の執筆は、次のとおりである。
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資料編

長谷川清一、福島潤子 （埼玉県立文書館）

※冊子による報告書では資料編が掲載されているが、Web 版ではデータ容量の都合上、割愛して
いる。

表紙のデザイン、図版の作成ならびに編集は長谷川清一が行った。
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申し上げる （順不同、敬称略）。
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組 織
埼玉県地域史料保存活用連絡協議会 役員（平成 24～25 年度）
顧 問

吉本 富男（埼玉県地域史料保存活用連絡協議会元会長）

会 長

宮沢

副会長

千枝 直人（さいたま市）
工藤

修 （埼玉県立文書館）
宏 （入間市博物館：平成 25 年度）

板垣 時夫（白岡市教育委員会：平成 24 年度）
理 事
足立郡 佐藤 勝巳（戸田市立郷土博物館）
入間郡 尾崎 泰弘（飯能市郷土館：平成 25 年度）
入間郡 橋本 鶴人（ふじみ野市教育委員会：平成 24 年度）
比企郡 植木

弘 （嵐山町）

秩父郡 玉川

真 （長瀞町教育委員会）

児玉郡 丸山 陽一（美里町教育委員会：平成 25 年度）
児玉郡 金子 彰男（神川町教育委員会：平成 24 年度）
大里郡 根岸 敏彦（熊谷市教育委員会）
埼玉郡 渋谷 克美（久喜市教育委員会）
葛飾郡 小沼 幸雄（杉戸町教育委員会）
幹 事

鈴木紀三雄（行田市郷土博物館）
長谷川清一（春日部市教育委員会）
兼子

監 事

原

順 （埼玉県立文書館：事務局）
太平（幸手市教育委員会：平成 25 年度）

星野 克己（川口市教育委員会：平成 25 年度）

事務局

工藤

宏 （入間市博物館：平成 24 年度）

平松

修 （伊奈町教育委員会：平成 24 年度）

新井 浩文（埼玉県立文書館）
前田 芳江（埼玉県立文書館）
関口真規子（埼玉県立文書館：平成24年度、平成26年 2 月25日～）
福島 潤子（埼玉県立文書館：平成25年 4 月 1 日～平成26年 2 月24日）
番匠 圭子（埼玉県立文書館：平成 25 年度）
高栁 和子（埼玉県立文書館：平成 24 年度）
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【座 長】

埼史協副会長：板垣 時夫
（白岡町教育委員会）

【委 員】

埼 史 協 理 事：橋本 鶴人
（ふじみ野市教育委員会）

【委 員】

埼 史 協 幹 事：鈴木紀三雄
（行田市郷土博物館）

【委 員】

埼 史 協 幹 事：長谷川清一
（春日部市教育委員会）

【委 員】

事

務

局：新井 浩文
（埼玉県立文書館）

【委 員】

事

務

局：宮澤 好春
（埼玉県立文書館）

【委 員】

事

務

局：関口 真規子
（埼玉県立文書館）
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【書 記】
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（埼玉県立文書館）

【委 員】

吉田 幸一
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