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広報委員　昭和52年に開館され今年で40年目を迎えたそうで
すが、まずは開館までの経緯を伺います。
歴史資料館　県史編さん事業が昭和38年から48年にかけて実
施され、全22巻を刊行しました。その際、調査の中から多くの
古文書、行政資料などが確認されました。そこでこれらの貴重
な歴史資料が散逸しないように整理して利用に供する施設が必
要になったのです。まず昭和49年に総務部に史料館準備室を
設置しました。そして昭和51年、収蔵庫工事を終え、昭和52年
には本館が建設されました。開館は昭和52年７月１日です。建
物の外観は城をイメージして造られています。
広報委員　県史編さん事業の開始から施設建設の構想はあっ
たのですか。
歴史資料館　県史編さん事業を進めている中で史料館建設の
意見が出たようです。それ以前はこのような施設は県内にありま
せんでした。
広報委員　収集時にはどのくらいの資料点数がありましたか。
歴史資料館　開館時には行政資料が約１万冊、古文書が約
６万６千点でした。開館後も県庁から廃棄される公文書から重
要と考えられるものを収集し、県内外からも貴重な歴史資料が
寄贈・寄託されました。当館所蔵資料のうち代表的なものが飛
驒郡代高山陣屋文書と美濃郡代笠松陣屋文書です。前者は約
２万４千点、後者は約7,400点あります。いずれも江戸幕府の地
方支配のあり方を知ることのできる貴重なものです。これらは

最初、県庁書庫にありましたが、昭和35年に県立図書館へ移
管され、目録が作成されました。当館には開館後に移管されま
した。今では歴史資料が約43万点、その他、明治４年から平
成23年までの県行政文書が約３万冊あります（平成29年４月１
日時点）。
広報委員　貴重な歴史資料が長い間、大切に保管されていた
のですね。　
歴史資料館　たとえば高山陣屋文書の場合、元禄５年（1692）

戦国時代から歴史をアーカイブする
　　岐阜県歴史資料館
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公文書管理シリーズ 第28弾

　織田信長にゆかりのある岐阜市。信長公

が「岐阜」と命名１し今年で450年を迎えた。

これに因んださまざまなイベントが展開さ

れる賑わいのある街である。まさに「信長

で街おこし」だ。JR岐阜駅からバス・徒歩で

20分ほど、岐阜城のふもとの岐阜県歴史資

料館を訪れ、資料係の入江康太主事にお話

を伺った。

明治９年、県内に支所を置くことが許可された通知書

１　�「岐阜」命名に関しては、①信長自らが命名、②信長の命を受け政秀寺の僧
侶・沢彦宗恩が提案、③崇福寺住職・柏堂景森が進言したという諸説あり。
岐阜市信長公450プロジェクト�http://www.nobunaga450.jp/

※2017年11月取材時の情報でお届けしています。
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に飛驒国が幕府領となると、その統治の中心として高山陣屋が
置かれました。明治時代以降も高山陣屋は飛驒地域の政庁とし
て筑摩県高山出張所や岐阜県の支庁として使用され、江戸時
代から明治時代までの資料類がまとまって保存されていました。
ちなみに高山陣屋は建物が存在する唯一の天領陣屋です。郡
代文書が当館のようにまとまって残っているのは珍しく、全国各
地の学生から研究者まで幅広く利用されています。
広報委員　笠原陣屋文書とはどのような内容のものですか。
歴史資料館　美濃国の幕府領支配を担当した美濃郡代の文書
です。元禄期から明治期に至る木曽三川（揖斐川、長良川、木
曽川）の治水に関するものが中心です。美濃郡代は美濃国の治
水事業を旗本高木氏と共に統括していたため、多くの治水関係
資料が残りました。特に薩摩藩による宝暦治水に関するものが
よく残っています。
広報委員　入館してすぐに展示が目につきました。
どのような展示会をされていますか。
歴史資料館　つい先日までは、開館40周年事業と
して「岐阜の歴史を伝えるもの」をテーマに資料展
を開催していました。戦国時代から現代までの現
物資料を見ていただき、岐阜の歴史の流れを紹介
しました。こうした展示を通して当館資料に親しみ
や関心を持っていただければいいですね。
広報委員　年間の利用数はどれくらいですか。
歴史資料館　入館者は約２千名です。閲覧資料
数約1,800点、資料撮影は約1,700件です。

広報委員　明治期以降の公文書を約３万点も保存さ
れているということですが、ファイリングのルールな
どはどのように？
歴史資料館　現在、岐阜県庁では公文書を箱型
フォルダーに保管しています。また、明治期の公文
書はある時期にテーマ別に綴じられたようです。
広報委員　現用から非現用を経て、歴史公文書とな
る手順などをお聞かせ下さい。
歴史資料館　公文書管理は総務部の法務・情報公
開課が担当し、保存期間が満了した文書を対象にし
て年度末に廃棄リストを作成します。その中から当
館が選別して毎年夏に受け入れます。当館の所管も
同じ法務・情報公開課ですから、その現地機関が
当館ということになり、うまく連携がとれています。
広報委員　最初から総務部門が担当されていたの

ですか。
歴史資料館　開館後しばらくは総務部総務課でした。その後
教育委員会へ移され、平成16年に地域県民部県民政策室の所
管となりました。今は総務部の法務・情報公開課の現地機関と
なっています。
広報委員　移管された歴史文書はどのように扱われていますか。
歴史資料館　公文書は移管後、対象文書を整理し、EXCEL
形式で文書フォルダーの名前、フォルダー番号、細目録を入力し
ます。文書の作成・収受から30年経過後にホームページで目録
を公開、閲覧等利用に供しています。中には個人情報がある文
書もあるので確認し公開しています。今年は279フォルダーが歴
史的公文書として選別されました。選別された歴史的公文書は
期限満了文書の５％程度です。
広報委員　県民向けに講座などは開催していますか。

岐阜の歴史を伝える展示

整備された目録。カウンターに設置しているのでいつでも手に取って調べられる
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歴史資料館　月に２回の古文書講座があります。所蔵している
古文書を利用して開催しています。１回20名ほどが参加されま
す。古文書が読めるようになると、歴史や背景がわかってだん
だん楽しくなるようです。開館40周年を記念した歴史講座「織
田信長と美濃の武士」と「近代公文書に見る岐阜県」は11月に開
催しました。歴史講座では関連する資料の原本を見ていただき
ながら、その内容や背景を解説しました。
広報委員　貴館のホームページから「授業にも使える当館所蔵
史料」の案内を拝見しました。デジタル画像がきれいですね。
歴史資料館　画像に加えて、詳しい解説文も掲載していますの
で、授業だけでなく、多くの方 に々利用していただいています。
広報委員　県内42市町村向けに歴史資料保存協会があります
が公文書館の普及につながっていますか。
歴史資料館　この会は歴史資料、特に文書資料の調査・保存
を通じ会員相互の連絡・提携を図ることを目的としてできたもの
です。毎年夏に古文書読解講習会を会に委託し、県内６会場
でのべ1,000人以上の方に受講いただいています。また県内に
は当館の他に高山市にも公文書館があります。
広報委員　歴史資料のデジタル化や「明治150年施策」関連で
の取り組みはされていますか。
歴史資料館　閲覧申請があった資料で劣化の著しいものについ
ては、デジカメで撮影し複製物を公開しています。「明治150年」
に関しては現在検討中です。
広報委員　これからの貴館の計画は？

歴史資料館　公文書については、移管後順次目録作成がされ
るようになってきました。古文書の目録作成は60％程度ですの
で、公開の基本となる目録の作成を進めることです。限られた
人員ですので、展示の仕事も進めつつ行っていきます。
広報委員　豊富な歴史文書が保存されていますから、未公開
の歴史文書を広く県民の皆さんに公開していってください。本日
はありがとうございました。

公文書管理シリーズ　第28弾 岐阜県歴史資料館

目録を作り、公開に繋げていきます。と入江主事

岐阜県歴史資料館
http://www.pref.gifu.lg.jp/kyoiku/bunka/bunkazai/21402/
index_6459.html
〒500-8014　岐阜市夕陽ヶ丘４
開　　　館：昭和52年７月
施　　　設：�地上３階建　面積3,600㎡　建屋延床面積　1,783㎡
所�蔵�資�料：�行政資料約３万点、歴史資料約42万８千点
開�館�時�間：�午前９時～午後５時（土日曜日、祝祭日、年末年始　休）
交�通�案�内：�JR岐阜駅・名鉄岐阜駅よりバス15分・徒歩８分

文化庁は平成27年４月に岐阜市を「『信長公のおもてなし』が息づ

く戦国城下町・岐阜」として日本遺産第一号に認定した。その理由

は戦国時代、織田信長が岐阜城を拠点に天下統一をめざしたことの

他、宮殿と城や自然環境を利用してのおもてなしの空間をつくり、

訪れた外国人宣教師を魅了させ「地上の楽園」と言わせたことだとい

う。それらは今でも継承され独自の文化を醸成している。市内には

岐阜県美術館、岐阜市歴史博物館、岐阜市科学館、岐阜城資料館、

長良川うかいミュージアム、ギフチョウの命名者である名
な

和
わ

靖
やすし

が開

館した名和昆虫博物館、加藤栄三・東一記念美術館など歴史文化施

設が岐阜市内に点在し、豊かな文化財を大事に守っている。訪問し

た岐阜県歴史資料館は約43万点の貴重な歴史資料を所蔵し、取材時

の資料展では戦国から現代までの岐阜の歴史をダイナミックに俯瞰

できた。実際、所蔵レガシーが多すぎて主催者も紹介に迷うほどだ

そうだ。

今後の課題は残り40％の歴史資料の目録作りを鋭意進めることで

あると聞いた。毎年発生する非現用から歴史公文書の整備と併せて

大事な事業に時間はかかりそうだ。

さてインタビューの中で話題になったホームページの「授業にも

使える当館所蔵史料」に触れたい。信長の全国統一のエピソードとし

て紹介でき、信長の知略を読み取れる「小武弥三郎宛信長朱印状」の

デジタル画像、また廃藩置県が大名の反対もなくできたかを探るた

めの「揖斐川長良川中須川村絵図面」のデジタル画像など合計24件

を見ることができる。コメント、教科、単元名、活用の仕方が記載

され、ひと目で分かりやすい。小学校から高校まで授業の補足教材

として手軽に利用できる点では他の資料館では見られない教育アー

カイブズといえよう。デジタル化の時代、また「明治150年」を来年

に控え、斬新な企画でもある。

思い付いたことだが、開館40周年の資料展終了後は一部の展示の

現物をレプリカに替えて徒歩圏内にある集客の高い岐阜公園内の歴

史博物館で常設展示したらどうだろうか。そうすれば歴史資料館の

知名度がぐっと高まるだけでなく、公文書の大切さを知ってもらう

よい機会になるに違いない。

インタビューを終えて
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広報委員　ゆったりとしたスペースで明るい歴史館ですね。ま
ずは開館までの経緯を教えてください。
歴史館　当館は平成６年11月にオープンしました。今年で23年
目になります。昭和63年に第二次長野県総合５か年計画に「埋
蔵文化財、重要な史資料の展示、保存、研究等の機能を備え
た施設を新設」の方針が決定されました。それに沿って平成２
年には建設基本構想の骨子が決定し、平成４年９月に着工、平
成６年５月に完成しました。展示・閲覧・情報提供・教育普及
の総合情報部門、発掘調査などで出土した遺物や考古資料の
収集・整理・保存を業務とする考古資料部門、史資料の収集・
整理・保存と目録作成・調査研究などを業務とする文献資料部
門で構成されています。長野県教育委員会文化財・生涯学習課
が担当する公文書館機能を持った歴史館です。文献史料だけ
でも約32万点あります。
広報委員　文書以外の埋蔵文化財も豊富なようですね。
歴史館　長野県埋蔵文化財センターによる発掘調査で出土した
遺物が多く収蔵されています。公共事業等により発掘された出
土品は、地元自治体で保管・公開することが望ましいのですが、
大規模な広域にわたる工事に伴う発掘調査のため、大量の遺
物を保存・公開の施設がなく、県の施設が必要になったのです。
歴史館建設以前は仮設のプレハブに保存していました。
　館内には木器処理室や保存修復室などを設け、木器につい

てはPEG処理１などを行ってから整理・収納・保管しています。
また工業用Ｘ線テレビ透視装置や蛍光Ｘ線分析装置などで遺物
の分析もしています。開館以来23年経ち、３万箱の天箱（コン
テナー）で収蔵庫は遺物でいっぱいです。
広報委員　県史編さんの事業もされたと思いますが？
歴史館　史料集として「信濃史料」があります。これは昭和26
年から昭和44年にかけて編さん刊行したもので、古代から江戸
時代初期までの古文書などの資料を年代順に掲載しています。
30巻32冊、約18,000ページに及ぶ壮大な史料集です。これをう
け、長野県史の編さんが行われました。長野県史は近世から近
代までの史料・民俗・方言・考古資料・美術建築資料と原始・
古代から近代までの通史を掲載しています。当館オープンまで
は収集された歴史資料は県立図書館に保管されていました。
広報委員　そしてそれらが移管されたわけですね。
歴史館　時期的に増えてきた埋蔵文化財と県史編さん事業が一
段落した時が重なったので当館設立の構想が生まれたとも言え
るでしょう。開館後は、県民に「県のお蔵」として地域資料を預
けられることをPRし、個人の方からの寄託・寄贈も増えました。
広報委員　文献資料課の業務はそれらの保存・公開に関するこ
とですね。

県民の生涯学習を支えるアーカイブズを
　　長野県立歴史館

JIIMA広報委員会
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公文書管理シリーズ 第29弾

　長野県立歴史館は新幹線上田駅

と長野駅の中間、しなの鉄道屋代

駅から徒歩25分のところにある。

「あんずの里」と言われる千曲市

が運営する「森将軍塚古墳館」が

隣接し、一帯が科野の里歴史公園

となっている。「みて、ふれて―

信濃の風土と人びとのくらし」と

書かれた歴史館の案内書を拝見し

ながら、文献史料課の伊藤友久専

門主事にお話を伺った。

１　ポリエチレングリコール含浸法のこと。乾燥する木材への処理方法のひとつ。

※2017年12月取材時の情報で
　お届けしています。
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歴史館　対象は長野県に関係する古文書、行政文書、第二次
大戦後の現代資料、また明治期以降の県庁文書や各種歴史編
さん事業で収集された歴史資料です。ここに移管された歴史資
料は燻蒸されたのち分類整理し書庫に保存され、展示会や講
座で利用しています。長野県は戦時中の被害もなく、幕末から
昭和前期の行政文書は長野県宝に指定されています。
広報委員　現用文書から歴史公文書に至るまでの仕組みをお話
しください。
歴史館　開館前の歴史館準備室ができた時、各地の公文書館
を視察し参考にしました。今のルールは、県庁各課で発生した
公文書は文書庫で保管された後、保存年限３年以上の公文書

を対象に廃棄リストを文化財・生涯学習課がフィルター役として
点検し、その後歴史館に選別の依頼をします。歴史館では整
理・保存を終えた後、判定会議で公開・非公開を審査します。
広報委員　今後の収集活動はどのように？
歴史館　これまでは受け身的であった評価・選別業務の流れを、
これからは積極的に各課にお願いして、歴史公文書を収集しよ
うと考えています。たとえば長野県政の流れを物語る文書や県
事業の前後のことがわかる文書など必要なものを収集していき
ます。長野県では冬季五輪に関する会計帳簿資料が残されてい
ないという苦い経験があります。また千葉県文書館の事例２もあ
り、保存すべき歴史公文書や資料が廃棄されることは避けたい
と思っています。ここに移管されれば廃棄の心配はありません。
広報委員　話は変わりますが、入口で「歴史館パートナーの日」
のポスターを拝見しました。企画に協賛してくれる方がいるので
すか。
歴史館　伊那市にある電子部品製造会社のKOA３の協賛で「県
立歴史館・KOAの日」を実施します（12月16日開催）。当館笹
本館長が以前ＫＯＡで講演をしたことが縁で実現しました。入
場料を企業に負担して頂き、来場者は当日入場無料です。「田
中芳男４をめぐって―伊那谷の人のつながり―」を館長が講演し
ます。その他、参加者を対象にプラ板マスコットつくりやバック
ヤード探検も企画しています。当館では展示会の開催だけでな

２　永年保存規定を30年保存に変更した際に起こった誤廃棄。戦没者名簿など約500冊を廃棄した。要望書を提出した14団体に対して千葉県文書館長は、専門職による再
確認、歴史公文書の判断細則等の整備、第三者からの意見を聞く仕組み、職員の資質向上に取り組むと回答をした。

３　本社を長野県上伊那郡箕輪町に構える抵抗器を中心に扱っている電子部品メーカー。地球環境への調和を企業理念としており、自社のステークホルダーに地球を加えて
いる。

４　田中芳男：1836－1916　信州・飯田出身の植物学者。江戸幕府に仕え、パリ万国博覧会に出品する日本初の昆虫標本づくりに挑んだ。「博物館の父」と言われる。

長野県史38巻70冊から成る

明治期の歴史公文書、期・科目
ごとに整理されている（下）

ルールに基づいて
保管されている
行政文書（右）
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く、最近は県内各地に出前講座をするなど、積極的に活動して
います。平成28年度は県内100日間の出前講座に９千名以上の
方が参加しました。
広報委員　文化庁による平成28年度支援事業を実施されたそ
うですが、具体的にはどのような取り組みですか。
歴史館　長野県の明治初期の貴重な絵図や地図をデジタルアー
カイブする事業です。これは文化庁の「地域の核となる美術館・
歴史博物館支援事業」として交付金を頂き、デジタル化したも
のです。画像はホームページから閲覧できます。
広報委員　県内には長野市、松本市、小布施町に公文書館が
ありますが、今後県内の公文書館の普及は進みますか。
歴史館　小諸市では古文書調査室が、上田市でも文書館をつ
くるなど県内いくつかの自治体で準備が進んでいるようです。
広報委員　平成30年は明治から150年を迎えます。何か企画さ
れていますか。
歴史館　「明治150年」に相当する展示企画展として、７月に「長

野県誕生！―公文書・古文書から読みとく―」を２ヵ月近く開催
しました。国立公文書館からも重要文化財を借用し展示、江戸
から明治、長野県の成立など県政を振り返るよい機会になった
と思います。
広報委員　今後の課題は？
歴史館　デジタル化を進めたいですね。ケント紙に書かれた地
図は広げると破損しやすく、閲覧には画像化する必要がありま
す。来年度の予算化を申請しています。
広報委員　本日はありがとうございました。

公文書管理シリーズ　第29弾 長野県立歴史館

閲覧室

長野県立歴史館
http://www.npmh.net/index.php
〒387-0007　長野県千曲市大字屋代260-6（科野の里歴史公園内）
開　　　館：平成６年11月
施　　　設：�鉄筋コンクリート２階建　建築面積6,702㎡　敷地面積19,593㎡
� 展示コーナー、閲覧室、会議室、書庫
所�蔵�資�料：�展示資料約２千点、図書約12万５千点、考古資料約３万点、
� 文献史料約32万点
交�通�案�内：�しなの鉄道屋代駅・屋代高校前駅から徒歩25分、
� 高速道路バス停「上信越道�屋代」より徒歩３分

公文書館を設置しなくても関連施設に公文書館機能を作るケース

は多い。たとえば平成28年11月に取材した三重県博物館はそのひ

とつである。今回の長野県立歴史館も同じ立ち上げ方かと思ってい

たが、30年前の県総合計画方針に「重要な史資料の展示」を挙げ、

開館時には県史編さん活動で集積された歴史資料の扱い方と公文書

館機能を当初から視野に入れていた。

この館を特長づける民間企業、諸団体などとの連携について述べ

なければならない。それは絵図・地図共同研究事業として長野県測

量設計業協会とタイアップしたことや、価値ある地域歴史資料「信

濃史料」のデジタル化事業に図書館、博物館の他、信濃毎日新聞社や

地元の銀行が支援する八十二文化財団などと一緒に実行委員会を組

織したことだ。こうして古代から現代までを18年間かけて編さんし

刊行された「信濃史料」はテキスト化され、併せて古文書なども高精

細デジタル画像で閲覧できるようになった。近年財源不足に悩む自

治体は少なくないが、このように知恵を絞り、歴史資料の保存に共

感する組織と連携してプロジェクトを作れば、住民・研究者らに豊

富なレガシーを提供することができるのではないだろうか。

話は変わるが、今回の取材で上田市が生涯学習の発祥の地と聞

いた。調べてみると実は長野県は江戸時代には寺子屋の数が日本一

で、明治期には就学率が日本一だったそうだ。このことから長野県

は「教育県」と呼ばれ、大正期には上田自由大学があったという。今

では県内各地で生涯学習の精神を継承し、参加型の生涯学習活動に

努力している。歴史館主催の巡回展、講演会、出前講座の年間参加

者約３万６千名の数字はその表れであろう。

最後に新たなテーマとしての公文書の積極的な収集の取り組み

は、文化財・生涯学習課主導による現用・非現用にこだわらない選

別にある。歴史的公文書を求めて、きめ細かなフィルターで評価・

選別することは、行政プロセスの説明責任を確かなものにするだけ

でなく、文書主義に基づいた公務員の一層の規律向上につながると

期待したい。

インタビューを終えて

田中芳男を紹介する展示も
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広報委員　貴市のホームページを拝見して公文書の収集から保
存・公開まで統合的に管理されていることを知りました。まずは
センターが設置された経緯を教えてください。
豊田市　平成17年の市町村合併によって６町村（藤岡町、小原
村、下山村、足助町、旭町、稲武町）が豊田市に合併されまし
た。その後、中京大学の教授など有識者の方々から合併によっ
て旧町村公文書を廃棄することなく、保存する必要性があると
の提言がありました。そして当時新たに建設される市の東庁舎
で文書の保存と公開をすることが決まりました。
広報委員　提言を受けてどのような活動をされたのですか。
豊田市　平成19年度から廃棄となる非現用文書から、歴史的
価値のある公文書を評価・選別する作業を全庁的に開始しまし
た。また各種研修会等への参加、先進自治体への視察等によ
り歴史的価値のある公文書の保存、公開方法の研究を始めま
した。
広報委員　情報公開条例の改正もされたとか。
豊田市　平成25年４月に情報公開条例の一部を改正しました。
情報公開制度の中で歴史公文書の定義を「実施機関が廃棄の
決定をした行政文書を、別に定めるところにより、重要な歴史
資料として、市長が保有しているものをいう」と定め、公開の対
象範囲に歴史公文書を追加しました。その他文書管理規程、
個人情報保護条例も改正し、新たに歴史公文書等管理規程も

設けました。
広報委員　この新しい規程の内容は。
豊田市　選別、収集、移管、整理、保存から目録作成、開示
決定に係る協議、歴史公文書の利用などを定めています。
広報委員　最大の目的は保存・公開ですね。
豊田市　市の歴史的価値のある公文書の将来にわたる保存体
制を確立するとともに、情報公開制度に照らして公開することで
す。これによって本市行政の歩みを広く市民に知らせ、行政運
営の検証と将来の施策への参加の促進を図ることを基本方針と
しています。平成25年４月に窓口を設置し、歴史公文書の公開
事業を開始しました。
広報委員　公文書の保存年限は。
豊田市　１年、３年、５年、10年、30年の保存期間が設定さ
れています。平成16年までは永年保存という区分もありました。
広報委員　永年文書は現在どうされていますか。
豊田市　そのまま書庫に保存されています。来年度から保存年
限の設定、廃棄決定後に目録作成や評価・選別作業を進めて
いきます。
広報委員　旧６町村の公文書は合併後ここに運ばれたのですか。

情報公開制度が支える
歴史公文書の保存と公開
　　豊田市公文書管理センター

JIIMA広報委員会

委員　長
なが

井
い

　勉
つとむ

公文書管理シリーズ 第30弾

　企業城下町として名高い愛知県豊

田市は名古屋駅から約１時間、人口

約42万人の中核市である。豊田市

では公文書館法１上の館としての位

置付けはされていないが、平成25年

４月に公文書管理センターを開設し

た。総務部庶務課八木寛元担当長と

同課の内藤千枝主任主査に開設の経

緯とセンターの役割を伺った。

１　公文書館に関する必要な事項を定めた法律。昭和63年６月１日施行。館長、
専門職員の配置が定められ、公文書館設置の事項は条例で定めることになっ
ている。
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豊田市　豊橋市、岡崎市などの中核市が県内にありますが公
文書館の設置の動きは聞きません。
広報委員　センターの業務は何名体制ですか。
豊田市　文書担当が４名で文書管理、情報公開、個人情報保
護を担当し、公文書整理などの作業を臨時職員３名で行ってい
ます。
広報委員　閲覧室にリーダープリンターがありますがマイクロ
フィルム化は実施されていますか。
豊田市　継続的に撮影しています。原本の廃棄と書庫の圧縮を
目的に進めています。マイクロフィルム化後は原本を廃棄するこ
とが前提です。
広報委員　デジタル化はいかがですか。
豊田市　電子化文書の原本性確保などJIIMAから情報を得て
いますが、結局公文書の証拠性は裁判所次第となっていますの

でシンプルなJIIMA標準を定めて欲しいですね。
広報委員　次年度以降の課題は。
豊田市　先ほど話したように永年保存文書の評価・選別業務を
予定しています。この中には貴重な伊勢湾台風関連文書や写真
などあるかもしれませんね。
広報委員　本日はありがとうございました。

公文書管理シリーズ　第30弾 豊田市公文書管理センター

豊田市公文書管理センター
http://www.city.toyota.aichi.jp/index.html（豊田市）
〒471-8501　愛知県豊田市西町3丁目60
開　　　館：平成25年４月
施　　　設：�491.52㎡（事務室81.92㎡　閲覧室81.92㎡　書庫327.68㎡）
所�蔵�資�料：�公開対象歴史公文書�8,425冊、行政資料�約5,800冊
開�室�時�間：月曜日から金曜日�午前８時30分～午後５時00分
　　　　　　（土・日・祝・年末年始休）
交�通�案�内：�名古屋鉄道豊田市駅下車�徒歩10分、
　　　　　　愛知環状鉄道新豊田駅�徒歩15分

話は古くなるが、平成13年11月、全国歴史資料保存利用機関連

絡協議会（全史料協）は当時の片山虎之助総務大臣に「市町村合併時

における公文書等の保存について（要請）」を提出した。これは昭和

28年10月の町村合併促進法施行時に新市町村に引き継がれずに膨

大な公文書が廃棄されたことを二度と繰り返さないための要請であ

る。その結果、平成14年２月、総務省自治行政局市町村課長名で全

国市町村合併部長宛にその要請を周知徹底する通知を出した。その

後、国立公文書館は平成17年６月に全国の公文書館にアンケート調

査を実施した。内容は公文書館が事前に旧市町村の公文書の所在や

保存の調査をしたか、市町村に助言などを実施したかといった質問

だった。さらに同様なアンケートを１年後にも実施したが、改善の

方向に進んでいたようには見られなかった。なかには第二の廃棄を

危惧してしまう自治体や合併前に大量廃棄した事実、旧自治体支所

に放置したままであるなどの状況報告も散見されたが、それから10

年経過した今、どのような改善策がとられ、保存されているのか興

味は尽きない。

しかし、このような国からの通達、都道府県からの要請、国立公

文書館からのアンケートなどの文中に「公文書の情報公開」の文言が

見当たらない。行政活動や政策決定のプロセスを語る公文書を管理

することは、まさに行政の説明責任のためであり、情報公開と公文

書管理は車の両輪と言われる所以であるから、公開のために廃棄で

きないことは大いに訴求すべきだったろう。

これまでの取材活動において、このような合併を契機に公文書の

散逸などを危惧して、公文書館を設置またはそれらの収納場所の確

保や保存をしていた自治体は、静岡県磐田市、茨城県常陸太田市、

長野県松本市であった。今回取材した豊田市の特長は、合併した旧

６町村の公文書の整理のみならず、情報公開制度の中で、歴史公文

書の公開を主眼に公文書管理センターを庁舎内に設置したことであ

る。言い換えれば将来の視点で情報公開と良質の公文書管理を推進

している。

さて新市制への合併後、豊田市は市長の意向と有識者からの提言

を受け入れ、関係各課から構成する検討会議を立ち上げて調査にか

かったという。これは職員のファイリングの意識改革にもつながっ

たことだろう。どの自治体にも情報公開条例はあるが、その中に歴

史公文書をも対象としているケースは少ない。豊田市のような情報

公開の対象範囲の拡大が公文書管理の見直しと公文書館の設置につ

ながると期待したい。

インタビューを終えて

マイクロフィルムリーダープリンター（左・中央）で文書閲覧も

情報公開請求を待つ歴史公文書
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豊田市　旧町村各支所からセンターに現用文書を運び、平成27
年度から３年間かけて整理、廃棄決定、歴史公文書選別作業
をしてきました。１冊ずつ担当課が現物を確認して点検しました。
作業の対象となった旧町村公文書は約４万６千簿冊に上りまし
た。このような作業を体験してきましたので歴史的価値に関す
る判断力が養えました。旧町村が保有していた非現用文書は、
通常の書庫などに保存されていたものを合併直後に歴史公文書
として収集し、現在センターに保管しています。なお旧町村の資
料館などが保有していたものは、教育委員会文化財課が引き継
いでいると思われます。
　歴史公文書にはバーコードを貼付して配架しています。バー
コードには配架場所、収集年度、箱番号、フォルダ番号、件名
番号、チェックデジットを表示しています。
広報委員　早くからファイリングシステムを導入し、しっかりし
たファイリングができていたようですね。
豊田市　確かに当市では早くからファイリングシステムを導入し
ています。各課に１年任期の文書担当者・文書管理者を置き、
定期的な職員研修、ファイリング状況の点検や各課の書庫点検
などを実施しています。
広報委員　現在、歴史公文書の保存までの流れはどのように
なっていますか。
豊田市　公文書の保存期間が満了し、担当課が廃棄決定した
文書から豊田市歴史公文書選別基準に基づいて庶務課でフォル
ダタイトルを見て１次選別し、その後、文書の内容を確認し、
文化財課の協力を得て２次選別します。２次選別終了後、保存

決定した文書は収集年度、事業ごとに整理し、公文書管理セン
ターの書庫で保存管理します。
広報委員　１年間に発生する歴史公文書はどのくらいありますか。
豊田市　平成27年度で廃棄対象21,000フォルダのうち、紙文
書15,000フォルダから183フォルダ、平成28年度の場合、同じ廃
棄対象21,000フォルダのうち、紙文書4,000フォルダから178フォ
ルダが歴史公文書となりました。
広報委員　その選別方針は。
豊田市　歴史公文書は市民と行政の共通の財産として永く後世
に伝えられ、豊田の歴史形成に寄与するもので、３項目ありま
す。①市民の生活の推移が歴史的に跡づけられるもの　②行
政の推移が歴史的に跡づけられるもの　③昭和20年代以前に
作成し、または取得したものとなっています。
広報委員　文書管理システムの現状は。
豊田市　平成17年度から文書管理システムを独自に開発し運用
を開始しています。歴史公文書への移行を支援するレコードス
ケジュール機能や選別機能もあります。その他のシステムでは情
報公開用歴史公文書目録検索システム、開示請求管理システム
が稼働しています。
広報委員　現在公開している歴史公文書の数はどれくらいあり
ますか。
豊田市　約8,500冊あります。旧町村の公文書の中には明治期
以降の公文書も多くあります。
広報委員　市民の利用はいかがですか。
豊田市　利用実績はまだ数件のみです。公文書の原則的廃棄
をやめ、必要なものを後世に残すことを始めたばかりで、市民
が見たいような文書はそれほど保有してません。将来の市民が
見た時にその当時の経緯や考えがわかるような良質な文書作成、
ファイリングなどを行っていくことの方が重要だと考えています。
広報委員　愛知県内に38市町村ありますが、公文書館は他に
名古屋市だけですね。

旧町村公文書の数々

歴史公文書の公開に情報公開制度を用いています。
八木寛元担当長（右）と内藤千枝主任主査（左）

歴史公文書は
バーコードで管理
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広報委員　まずは開館までの経緯を教えてください。
板橋区公文書館　古くなりますが、昭和57年４月から企画課・
広報課により公文書館の必要性が論議され始めました。情報公
開制度の中で別に保管されていた非現用文書もその対象として
公開すべきだという話題が出ました。昭和60年に公文書公開条
例が制定されましたが、そのなかで保存期限が到来して行政利
用がなくなっても公開の必要性があることが明確化され、公文
書館の設置が区の基本計画に組み込まれました。
広報委員　公文書館設置は歴史編さん事業がきっかけとなる
ケースが多いと聞きますが。
板橋区公文書館　平成２年４月からは区史編さん事業が開始さ
れ、編さん委員会からも公文書館設置の要望がありました。そ
の後平成９年、庁内プロジェクトによって具体的な設置検討が
始まりました。平成11年３月には開設懇談会が設けられ、その
年の10月には答申が出ました。
広報委員　その答申で公文書館としての意義や必要性が明確
になりましたね。
板橋区公文書館　答申書には意義が三つ書かれています。「地
域文書館としての公文書館」、「開かれた行政運営」、そして

「板橋区21世紀の将来像　　活力ある緑と文化のまち 板橋」で
す。言い換えれば、行政運営上の裏付け基盤資料を提供し、
自己点検だけではなく外部評価を可能にし、より良い社会を板

橋区民に実現するためのものです。
広報委員　区史編さん事業はいつ終了しましたか。
板橋区公文書館　平成12年に終了しました。その年の４月に昭
和60年に施行された公文書公開条例を拡充して板橋区情報公
開条例を施行しました。
広報委員　最初からここで開館されたのですか。
板橋区公文書館　当初は区の施設の一つである区立産文ホール

（現グリーンホール）７階で開館しました。当時新たな庁舎がで
き、課の移転で空いたスペースを公文書館としました。まずは
手探り状態のなか、非現用文書を中心に収集し公開しました。
そして平成14年にここに移転しました。区立稲荷台小学校と第
三小学校が廃校となり加賀小学校に統合されましたので、第三

区民に開かれた区政運営を目指す
　　東京都板橋区公文書館

JIIMA広報委員会

委員　長
なが

井
い

　勉
つとむ

公文書管理シリーズ 第31弾

　板橋は中山道の第一宿として

栄え、明治初めには浦和県から

東京府に編入された土地であ

る。都営地下鉄三田線「板橋本

町駅」から徒歩６分、旧中山道

に向かう途中、かつて学校だっ

たと思われる建物に「板橋区公

文書館」の表示が見えた。副館

長の大迫俊一区政情報主査にお

話を伺った。

板橋区公文書館の皆様。中央が大迫副館長
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小学校の校舎の一部が公文書館となりました。
広報委員　公文書館設置が企画・広報課からの提案で実現し
た例は少ないと思いますが。
板橋区公文書館　板橋区では情報公開、区民参加、そして事
業を評価する行政経営の理念がありました。それが企画課・広
報課が先導した理由だと思われます。特に先人たちがどのよう
な意思決定をしたかを保存、確認することは大事なことです。
たとえば制度が変わる場合、その制度ができた目的は何だった
かを知る必要があり、単純に制度の廃止はできません。議会で
も議員や職員が明確な答弁をするために過去の公文書から行政
プロセスを調査します。したがって公文書館での行政利用は高
いですね。
広報委員　公文書館が開館するに伴って文書管理のルールは
変えましたか。
板橋区公文書館　当然、この館を作るときに公文書の保存年限
表を変更しました。専門職員などが総出で永年文書に新保存年
限表を当てはめ、点検しました。原則30年で公開することにし
ていますが、個人情報などは内容によって50 ～110年経ないと
公開しないものもあります。
広報委員　公文書館に移管されるまでの流れは。
板橋区公文書館　前々年度以前に発生した文書等は、半現用
文書として集中的に庁内の文書庫に保存します。そして保存年
限が到来した文書は、まず主管課の所属長が延長、移管、廃
棄のいずれかを選別します。これが第１次選別です。公文書館
では廃棄及び移管のリストを見て第２次選別をします。その結
果内容によっては主管課と協議する場合もあります。その後、

公文書館に引き継がれた原本を一点ずつ照合し、
残すべきか、否かの最終的な判断をします。これ
が第３次選別です。歴史的価値があると判断した
公文書は、目録を作成し中性紙に包み、番号を付
した専用アーカイブズボックスに収容します。必要
な公文書がどこにあるか分かるようになっています。
広報委員　収集・選別の基本的な考えは。
板橋区公文書館　板橋区の特色ある事象が明確
なもの、そして長期的、継続的に収集することで
歴史の流れがわかると判断されるもの、また逐次
作成された一件もの、ひとかたまりの文書はでき
るだけ一括収集するなど、基準に基づいて収集し
ています。
広報委員　年間どのくらい移管されますか。

板橋区公文書館　平成28年度の場合、処理された約４万件の
うち、移管登録は514文書で1.25％でした。その時の社会状況
によって発生する文書・内容の是非により変動があり、平成27
年度は6.8％の移管率でした。
広報委員　櫻井德太郎文庫というコーナーがありますが、どの
ようなものですか。
板橋区公文書館　日本民俗学者で日本宗教史研究の権威でも
ある櫻井先生は、東京教育大学の寮が板橋区にあった時から
当区にお住まいでした。のちに駒澤大学の学長も務められ、柳
田（國男）賞や南方熊楠賞を受賞しています。また、区史編さん
調査会の会長を務めていただき、平成19年に亡くなられました。
文庫には民俗・歴史関係の学術書など約４万点が架蔵され、当
館２階で閲覧できます。板橋区では平成14年から条例で「櫻井
德太郎賞」を制定し、小中学生から一般市民を対象に地域研
究の論文や作文に賞を提供しています。
広報委員　公文書の目録などの公開は。

選別された歴史公文書書庫

櫻井德太郎展示コーナー
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板橋区公文書館　ホームページで目録の一部を公開しています
が今後の課題です。　　
広報委員　区民の利用は。
板橋区公文書館　身近なこととして住んでいる土地の過去はど
うだったか、また公園ができた経緯などを知りたいという方が
います。特に昭和35年以降の住宅地図を見る方が多いです。当
館には区史編さん事業で収集した資料も保存されています。ま
たホームページに「こうぶんしょかん電子展示室」があり、ここ
では当館所蔵の資料を使って板橋区の歴史を紹介しています。
来館者は年間約1,500名です。実はツイッターでの情報発信もし
ています。フォロワーも増えてきました。
広報委員　保存資料のデジタル化の取り組みは。
板橋区公文書館　保存公文書をマイクロフィルムとDVDに記録
し保存しています。活用機器の将来を考えて記録媒体を使い分
けています。
広報委員　MLAとの連携は。
板橋区公文書館　区内11図書館に専門員を派遣したり、パネル
展示貸出を行ったり協力をしています。また、区役所内にある
情報スペースでは、年２回当館の所蔵資料を紹介しています。
広報委員　貴館の今後の課題は。
板橋区公文書館　区内には郷土資料館、図書館がいくつかあ
り、お互いに保存している領域が重なっています。公開方法も
異なりますので、今後は明確な役割分担が必要ですね。
　実は当館の保存スペースも限界にきていますので、マイクロ
フィルム化やデジタル化等によるスペースの確保も今後の課題で
す。そしてこれからは当館のPRイベントを考えていきます。たと

えば保存資料を題材に講演会を開催し、その資料が当館で閲
覧できることをお知らせすれば利用が増えるのではと考えてい
ます。またレファレンスの充実も課題です。アーキビスト、学芸
員、東京都公文書館出身の職員がいるので心強いです。
広報委員　区民により身近な公文書館になるよう期待していま
す。本日はありがとうございました。

公文書管理シリーズ　第31弾 東京都板橋区公文書館

東京都板橋区公文書館
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/000/000987.html
〒173-0001　東京都板橋区本町24-1
開　　　館：平成12年４月
施　　　設：�公文書館書庫、櫻井德太郎文庫、事務室、資料整理室、倉庫
　　　　　　�建物面積2,996.85㎡（うち公文書館は761.24㎡）
所�蔵�資�料：�移管整理済公文書約４万点、行政資料約１万２千点、
　　　　　　郷土史関係資料約５万４千点、他自治体約２千点、
　　　　　　写真・地図資料約７万９千点
開�館�時�間：午前９時～午後５時
　　　　　　休館日：日曜日、月曜日（祝日含む）年末年始他
交�通�案�内：�都営三田線・板橋本町駅から徒歩６分、
　　　　　　東武東上線・中板橋駅から徒歩18分

昭和60（1985）年、板橋区は基本計画の中で「公文書館設置」を

区民参加の推進に必要な情報提供機能の充実の一つとして掲げた。

情報提供に関するその他の施策は、「広報の充実」、「区民相談の充

実」、「ニューメディア活用の検討」、「情報公開制度の充実」、「情報

センターの設置」などであった。地域情報政策の基盤となるこれらの

諸施策は、区民の「知る権利」を守ることであり、そのためには公文

書館が「民主主義の砦」になることである。公文書館法施行はその３

年後であるから将来を見据えた区長の英断だったといえる。

話の中で公文書館設置は企画課と広報課からの提案があったと聞

いたが、この当時、情報公開の条例化に尽力した両課からの思いが

感じられる。それは情報公開条例の目的に良く見られる「保有する

情報の公開を図り、もって諸活動を住民に説明する責務を全うする

とともに、住民の理解と信頼を一層深め、住民の責任ある意思形成

を促進し、併せて住民参加と透明で公正な行政を推進に資する」とい

う内容に表わされ、行政記録が残されていなければ説明責任が果た

せないことになる。だから適切な施設があってこそ目的が達成され

る。このような両課の視野の広い発想から公文書館実現しようとす

る自治体は多くはない。公文書館の普及は身近な職員の問題意識か

ら生まれることが多い。ちなみにいくつかの地方自治体を調べて見

たら、情報公開推進事業のアセスメントに非現用文書の保存と利用

の考えを含む自治体は皆無に近いようだ。

開館以来20年近くになるそうだが、保存年限の変更などの大作業

を経験し、高い行政利用に支えられて公文書館の存在価値を高めて

いったことがインタビューから感じられた。これからは板橋区の施

設再整備と区内MLAの役割の確認など課題があるようだが、さらに

いい形で連携して欲しい。そして区民の「知の拠点」としての公文書

館をPRするためにも区民参加型のもっと親しまれそうな「いたばし

アーカイブズ」の名称変更はいかがであろうか。

インタビューを終えて

マイクロ化、DVD化された公文書書庫
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広報委員　今年で15年目を迎えると聞きました。まずは開館ま
での経緯を聞かせて下さい。　
福井県文書館　昭和60年代に一度、公文書館の建設計画が立
ち上がりました。しかし当時は箱もの行政に対する批判があっ
たようで、計画は立ち消えてしまいました。その後、県史編さ
んの事業が終了したあと、公文書の保存がクローズアップされ
ました。そこで平成８年「福井県立公文書館基本計画」が策定
され、館設立の具体的な構想が生まれたのです。当時中心部
にあった県立図書館が手狭になり移転の話が持ち上がったこと、
また本庁舎の地下３階にある文書庫も手狭になったことも理由
です。
広報委員　それで図書館と併設されたのですね。
福井県文書館　古文書などは県立歴史博物館や図書館でも保
存しているケースがあり、最初からこれらの類縁機関と文書館
との役割分担を明確にできたわけではありませんでした。それ
よりもこれまでにない新たな文書館として経験を積み、県民や
行政組織の中に理解が深まることの方が大事だと考え、お互い
の役割・任務の明確化や使命の調整は緩やかに進めていくこと
でスタートしました。
広報委員　最初「公文書館」と呼んでいたようですが、「文書
館」と呼称変更したのはなぜですか。
福井県文書館　古文書と公文書の両方を収集し、公開の対象

にすることにしたので文書館としました。
広報委員　そして平成15年に開館したわけですね。
福井県文書館　貴重書庫の管理全体は文書館が担当していま
すが、収蔵資料の管理は図書館と文書館それぞれに行ってきま
した。しかし文書館ではデジタルアーカイブで情報発信する機
能を持っていますので最近は、図書館の古文書を文書館に移管
しようとする流れが出始めました。図書館にある福井藩の藩政
資料である松平文庫は本来文書館で管理されるべきだろうとい
う意見もあります。これは寄託文書なのでさらに調整が必要で
すが、こうしたことは文書館が実績を積んできた結果かもしれ
ません。
広報委員　本庁の地下書庫にあった公文書は、開館後ここに
移管されたのですか。

30万点をWebで公開する
　　福井県文書館

JIIMA広報委員会

委員　長
なが

井
い

　勉
つとむ

公文書管理シリーズ 第32弾

　2016年幸福度ランキング１位となった福井県

は、「この国を明るく、明らかに治めていく」と

いう藩主・松平春嶽の思想が礎になっている。

松平春嶽は「明治」という元号名を選定した人

物だ。また明治政府の基本方針となった五箇

条の御誓文の草案を著した由利公正など多くの

偉人を輩出した地域でもある。

　JR福井駅から無料バスで15分、県立図書館

と併設された福井県文書館で柳沢芙美子副館

長と中村賢企画主査にお話を伺った。

古文書の複製本の数々
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福井県文書館　以前から本庁の地下書庫には現用文書が保存
されていました。昭和62年度から将来の公文書館の建設を見込
んで、文書学事課が歴史的公文書の選別を少しずつ行ってきま
した。本格的には開館後に選別し移管しています。
広報委員　どのような流れですか？
福井県文書館　各課で
はファイル基準表をもと
に簿冊ごとに管理していま
す。当館の公文書グルー
プが保存満了文書のリス
トを見て一時選別します。
その後該当する原本を当
館に持ち込んでから二次選別をします。　
広報委員　歴史的公文書としての移管の実績は。
福井県文書館　知事部局の文書の場合、平成28年度では文書
数約15,000冊から約1,400冊が歴史的公文書として収集されま
した。
広報委員　高い移管率だと思います。行政利用はいかがですか。
福井県文書館　それほど多くはないです。しかし移管後１年以
内に目録を公開することにしており公開率は97％を誇ります。古
文書は県史で収集した複製資料が多いので67％程度ですが
年々少しずつ増えています。それとは別に行政資料管理規程を
改正して、平成23年度からは行政資料の送付先に文書館長が
加わって行政資料の収集・保存が制度的に位置づけられました。
広報委員　では文書館の運営体制を教えてください。
福井県文書館　館長、常勤職員の副館長と職員４名、嘱託職
員６名の合計12名で運営しています。一般行政職、教員職もい
ます。　
広報委員　教員の方がいらっしゃるので「学校で使える資料」
のポータルサイト１があるのですね。
福井県文書館　この中にある「学校向けアーカイブズガイド」で
は、教育機関向けに地域資料の情報や画像などを提供してい
ます。これは当館開館以来から職員の学校支援の思いがあった
ので作成できました。教育機関の方にはぜひ利用してほしいで
すね。また開館以来、学校との連携にも力を入れており、出前
授業も行っています。
広報委員　小中高校生の見学も多いのでは。
福井県文書館　以前は県立図書館だけの利用でしたが最近は

必ず文書館にも寄ってくれます。一度入
館したお子さんが再度来館されることも
あります。文書館は専門的で、くずし
字の解読など、小中高生には難しい面
もあります。そこで小さな展示会ですが
オリジナルの資料を使って学生にも興
味ある面白い企画ができるよう心掛け
ています。
広報委員　福井は歴史的な題材が多い
地域ですが、これまでどのような展示をされましたか。
福井県文書館　平成27年には「時代のおとしもの落書（らくが
き・らくしょ）」をテーマにわかりやすい展示をしました。本来な
ら資料価値を下げる落書きも、それ自体が日記や私信のように
当時の人々や社会を映し出す資料になります。またその中には
明確な意図をもって書かれた「記録」があり、いわゆる落書きと
は一線を画しています。たとえば神社の解体工事から発見され
た板には疫病や大火の記録が描かれていました。その画像は当
館デジタルアーカイブで紹介しています。月替展示は年６回程度
開催しています。保存資料の紹介だけでなく当館の役割も紹介
することも大事ですね。また10年ほど前から展示会で使用した
パネルや複製シートの貸出しもしています。教育機関だけでなく
病院や福祉施設での利用も増えています。
広報委員　デジタルアーカイブといえば、数十万点を公開してい
ると聞きました。
福井県文書館　県史編さん事業を含めてこれまで地道に職員
が作業を進めてきた成果です。収蔵資料の古文書及び写真約
36,000件の画像、約38万点をWeb上に公開しています。館内の

二次選別を終えた文書は書庫へ

多くの方に利用を
していただくよう
努力しています
中村賢企画主査

web上で資料が検索できる。画像が見られるものも１　http://www.library-archives.pref.fukui.jp/?page_id=493

p27-29 公文書福井県文書館.indd   28 2018/05/15   10:22:54



月刊 IM  2018-6月号 29

閲覧室では約300万点の画像が閲覧できます。４年ほど前から
Web上に「福井県文書館・図書館・ふるさと文学館“デジタルアー
カイブ”２」を構築、資料を検索できるようにしました。
広報委員　県史編さん事業では古文書をかなり複製されたよう
ですが。
福井県文書館　県史編さんの時には原本を収集しないという原
則がありましたので、現地に出向いた際マイクロフィルムに撮影
し、複製本を作りました。
広報委員　ではデジタルアーカイブはマイクロフィルムからデジ
タル化されたものですか。
福井県文書館　原本からのデジタル化の他に、緊急雇用交付
金制度を利用して２年半かけて県史のマイクロフィルムからデジ
タル化をしました。
広報委員　これだけのデジタル画像を所蔵する公文書館はあま
り見られません。
福井県文書館　資料も画像も同じルールで管理することを早く
から意識していたので画像化が進んだのでしょう。また福井で
は重要文化財となるような公文書がないので、県の財産を複製
し活用することを心掛け
てきたからだと思います。
最近発行されたJIIMA
のガイドブック「小規模
団体での簡易版デジタル
アーカイブガイドライン３」
に書かれてある発想も参

考にしています。
広報委員　講座も充実していますね。年間どのくらいの利用者
数ですか。
福井県文書館　平成28年度は約17,000人です。当館ホームペー
ジのアクセスは150万を超えていますが、そのうち画像の閲覧は
25万以上です。おそらく世界中からアクセスされていますのでこ
の数字は実績として大事にしたいですね。　
広報委員　今年、明治150年を迎えました。これから県内各地
でイベントが実施されるのでは。
福井県文書館　やはり中核となるのは県の歴史博物館や福井市
の郷土歴史博物館なので、そちらでは企画が進んでいるようで
す。当館でも関連企画を行う予定です。
広報委員　県民により一層親しめる文書館を期待しています。
本日はありがとうございました。

公文書管理シリーズ　第32弾 福井県文書館

福井県文書館
http://www.library-archives.pref.fukui.jp/?page_id=137
〒918-8113　福井県福井市下馬町51－11
開　　　館：平成15年２月１日
施　　　設：�福井県立図書館と併設　延床面積18,436㎡（文書館3,119㎡
　　　　　　図書館15,317㎡）地上２階（図書館書庫地上５階）、地下１階
公�開�資�料：�歴史公文書約54,000冊　古文書約190,000件
　　　　　　行政刊行物約24,000件　写真約16,000点　ほか
　　　　　　（古文書は寄託資料及び画像のみの資料も含む）
開�館�時�間：午前９時～午後５時
　　　　　　（月・第４木・祝日の翌日・年末年始ほか指定日�休）
交�通�案�内：�JR福井駅からフレンドリー（無料）バス15分

平成30年３月、福井県文書館に併設されているふるさと文学館で

は「明治日本とふくいの軌跡」と「明治維新150年近代文学の夜明

け」の展示会を開催した。このように「明治150年」の今年、各地で

江戸の幕末から明治維新にかけての時代を駆け抜けた偉人たちがク

ローズアップされている。この企画、内閣府の提唱する「明治150

年」関連施策の一つであり、今後各地ではこのようなイベントが多く

見られるだろう。

話は変わるが福井県では何が「幸福度いちばん」かというと、働く

こと・教育・子育てが他県に比べて恵まれ、子育て世代が移住して

きても幸せになれるということが理由のようだ。これは県がふるさ

とを大事にしたさまざまな施策をしているからではないだろうか。

事実、ふるさと納税の発想は福井県の提唱で始まった。今では２月

７日を「ふるさとの日」（1881年福井県の誕生を記念）を制定し、ふ

るさとへの誇りと愛着を持たさせている。また将来の福井を考える

人を育てる「ふくい創生教育」の推進を掲げた「福井県教育振興基本

計画（平成27年～ 31年）」も策定している。

一例であるが、平成29年３月発行の「ふるさと福井の先人100

人」は県内中高生の教材として使われ、福井県にゆかりのある人物

について学ばせている。こうしたことは小学校の研究テーマにも取

り上げられており、たとえばある小学校では「ふるさとのよさを学

び、未来への夢を描く心豊かな子の育成」を目標としている。その

他、地域と進める体験活動やふるさとキャリア教育などのプログラ

ムが進行中である。

それらを支える歴史情報の提供や活動の場としての役割が福井県

文書館にはある。歴史的に重要な公文書や古文書、その他の記録な

どを保存・公開し、同じエリアにある県立図書館やふるさと文学館

と密接に協力しあえば、ふるさと教育に向けた取組みを補完し合え

るであろう。公文書館法では「歴史的公文書の保存と利用は地方自

治体の責務である」としているが、将来を見据えた子供たちへの教育

の取組みがないとその責務の成果も薄れる。特色ある歴史を基盤と

した「ふるさと福井」を支援して行ってほしいと思う。

インタビューを終えて

デジタル化のための撮影設備

２　http://www.archives.pref.fukui.jp/archive/search_keyword.do
３　https://www.jiima.or.jp/wp-content/uploads/2018/03/digitalachive_

guideline_shokibodantai.pdf
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広報委員　自然豊かな環境のよいところにありますね。今年、
開館17年目を迎えたとのことですが、まずは開館までの経緯を
お聞かせ下さい。
宮城県公文書館　ここは中心部から離れていますが緑に恵まれ
たところです。移転前は仙台駅からJR仙

せん

石
せき

線で一つ目の榴
つつじ

ケ
が

岡
おか

駅から徒歩圏内の場所にありました。
　開館のきっかけは、昭和63年の公文書館法の制定を契機に
公文書館設置の機運が全国的に高まるなか、当県においても
平成元年にワーキンググループを組織したのが始まりです。そ
の後平成３年には有識者を交えた懇話会が設置され、県知事
に公文書館建設の提言がなされました。その後も検討が続き、
平成13年４月に開館しました。
広報委員　開館当時は以前の県立図書館を利用したのですね。
宮城県公文書館　平成４年には宮城県総合情報センター・公文
書館建設基本構想を策定し、国際交流プラザとの併設も検討
されましたが、新図書館が建設されることになり、旧図書館を
どのようにするかという「利活用庁内ワーキンググループ」が平成
９年に設置されました。新図書館は平成10年３月に仙台市泉区
に開館しましたので検討を踏まえ、公文書館建設基本構想は断
念し平成11年１月、旧図書館に公文書館の設置を決定しました。
広報委員　宮城県は東日本大震災の影響を強く受けたと思いま
すが、どのような状況でしたか。

宮城県公文書館　書棚から本が落下し、窓ガラスは破損、壁
にヒビが入るなどの大きな被害を受けました。当然業務は停止
せざるを得ず、平成23年３月12日から平成23年５月15日まで休
館し、配架作業を行い再開しました。
広報委員　移転は震災の被害によるものだったのですか。
宮城県公文書館　そうではありません。震災以前から所蔵ス
ペースの狭隘化や財政の健全化に向けた全庁的な見直しのなか
で検討がなされ、県民の情報拠点となっている新図書館を移転
先に決定しました。平成25年４月に移転し、再開館しました。
広報委員　公文書館と図書館の運営は別 で々すか。
宮城県公文書館　図書館は教育庁、公文書館は総務部所管
です。

東日本大震災を乗り越え
関連文書保存に取り組む
　　宮城県公文書館

JIIMA広報委員会

委員　長
なが

井
い

　勉
つとむ

公文書管理シリーズ 第33弾

　宮城県公文書館は５年前、仙台

市北部、泉パークタウンにある図書

館の一角に移転した。ここは地形

を生かした自然と調和した場所に

位置する近代的な施設であり、緑

の中に銀色の宇宙船が降り立った

かのようなデザインになっている。

小幡佳彦館長にお話を伺った。

閲覧室
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広報委員　移転に際して施設は改装さ
れたのですか。
宮城県公文書館　図書館内にあった郷
土資料室と倉庫を改修し公文書館のス
ペースを作りました。移転前の文書保存
環境に比べてかなり改善されましたね。
広報委員　まさに複合施設ですね。
宮城県公文書館　図書館に来られる人
は同時に公文書館にも寄れますので、
まさにワンストップで利用できます。来
館者の中には図書館と公文書館を行き来して朝から夕方まで過
ごす人もいます。
広報委員　では文書の保存について伺います。保存年限満了
後の公文書は開館前にはどうされていましたか。
宮城県公文書館　保存年限が満了したものは原則廃棄していま
したが、歴史公文書については本庁舎の地下書庫に保存されて
いました。ただし、現在のような歴史公文書を知的財産と考え
る発想はありませんでした。歴史公文書の本格的な管理は開館
してからです。
広報委員　どのようなスケジュールで移管されますか。
宮城県公文書館　当該年度をもって保存年限が満了する文書に
ついては毎年８月に文書担当課から各所属に照会し各所属では
保存年限の延長または廃棄の方針を決定します。その後10月に
廃棄予定文書リスト（歴史公文書選定依頼も兼用）を作成し、
12月に公文書館の専門調査員が中心となってそのリスト及び現
物を調査し、「歴史的価値ある文書」の選定をします。公文書館
長はその結果を文書担当課に報告し、文書担当課は各所属と
協議のうえ、歴史公文書として保存することになります。これら

の歴史公文書は翌年６月に文書担当課が収集し、再来年１月に
公文書館に移管されることになります。
広報委員　廃棄予定のものを県民に公表・意見を求めたり、ま
た第三者機関からチェックを受けたりすることは。
宮城県公文書館　現時点では実施しておりません。パブリック
コメントを求めたり、第三者の意見を聞くことは今後の検討課題
です。
広報委員　館内の体制は。
宮城県公文書館　職員３名の他、専門調査員４名、保存事務
嘱託員１名の体制です。専門調査員４名のうち３名は大学で歴
史を専攻された方で、１名は文書内容や組織状況のわかる県職
員OBです。
広報委員　選別作業はどのようにされていますか。
宮城県公文書館　宮城県では年間約５万冊の保存年限満了予
定文書が発生します。歴史公文書を収集するには簿冊名だけで
はなく現物を見ないと判断できない文書もあり、毎年12月に数
日間かけて調査します。毎年歴史公文書として約1,000冊を選定
します。
広報委員　最長保存年限は30年ですか。
宮城県公文書館　以前は永年保存文書がありましたが、当県
に公文書館が設置されたのを契機に、文書規程を平成13年に
改正し、その際に永年保存文書の保存年限の見直しも行いまし
た。今では１年、３年、５年、10年、30年保存文書が存在し
ます。見直しには数年を要したと聞いています。
広報委員　現在の館内の保存量は。
宮城県公文書館　明治期から平成期までの公文書が約４万冊、
絵図面が約２千点、行政資料約１万点、合せて約５万２千点です。
広報委員　検索・閲覧台帳の整備はどのようになっていますか。
宮城県公文書館　作成・取得から30年以上経過したすべての
所蔵資料名と内容調査が終了した資料の調査結果のデータを
収蔵資料等検索システムに入力し、年度別及び分類別の閲覧
台帳を作成し、窓口に備え付けています。
広報委員　デジタル化の状況は。
宮城県公文書館　これまでは劣化が著しい昭和20年から25年
の公文書を中心にマイクロフィルム化をしていましたが、かなり
の長期計画になるので昨年度から絵図面に特化してデジタル化
を行っています。絵図面は50％終了しました。CD１枚に絵図
面を入れて50円で提供するサービスもしています。
広報委員　ところで絵図面はどのようなものですか。
宮城県公文書館　村絵図面は明治10年代から20年代に作成さ

図書館と併設した利点
を生かした保存と公開
を進めますと小幡館長

評価・選別を終えた公文書
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れた地租改正に必要な地図情報です。また、江戸時代の幕藩
体制の下で領主の管理下に属した山林のことを御

おんばやし

林といいます
が、その時代の仙台藩の森林を管理するために作成された絵
図面は約60点あります。その他に神社境内区画図は明治10年
代に無税地だった寺院所有地のうち、県が課税対象となる土地
を把握するために作成されたものが約70点あります。これらの
絵図面は身近な暮らしのことがわかる歴史資料です。平成29年
９月から11月にかけて県庁の県政広報展示室と東北歴史博物館
で展示したほか、県図書館でも平成29年11月から今年３月まで
展示し、約７千人を数える来場者がありました。ラジオでPRし

たことも効果的でした。実は当館は展示室がないので移動展示
が中心となっています。
広報委員　今年は明治150年を迎えました。関連する企画は。
宮城県公文書館　今年度は「士族に見る明治の宮城」と題して
展示会を考えています。
広報委員　３年後には開館20周年迎えますね。今後の取り組
みは。
宮城県公文書館　震災関連文書のうち10年保存文書は、ちょ
うど３年後に期限満了になります。震災関連文書ですから公文
書館への移管をお願いしています。各所属には、被災した文書
はそのまま公文書館に移管できないため、コピー等による代替
化をお願いしています。二つ目は震災関連文書をはじめ歴史的
公文書を将来にわたり適切に収集・保管するための書庫スペー
スの確保です。三つ目は新しいソフト技術を駆使して自前作業
でデジタル化を進めたいですね。
広報委員　本日はありがとうございました。

公文書管理シリーズ　第33弾 宮城県公文書館

宮城県公文書館
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koubun/
〒981-3205宮城県仙台市泉区紫山1-1-1
開　　　館：平成13年４月
施　　　設： 約761㎡
所 蔵 資 料： 歴史的公文書、絵図面、行政資料他　合計約52,000点
開 館 時 間：午前９時～午後５時（火～土曜日）
　　　　　　休館日：日曜日、月曜日、祝日他
交 通 案 内： 地下鉄泉中央駅からバス20～30分

公文書館と併設する宮城県図書館のことをどうしても説明せねば

ならない。130年以上もの歴史あるこの図書館の前身は宮城書籍館

である。明治14年に創設された。図書館を法的に整備する図書館令

が施行される20年ほど前のことである。宮城書籍館の開設に伴っ

て宮城師範学校から引き継いだものに「青柳文庫」がある。この所有

者、仙台藩出身の青柳文蔵は医者の家に生まれたが、儒学者に学び公

事師（揉めごとに入って解決する仲介人で弁護士のような仕事）を務

めた。文蔵は収集した蔵書約１万冊と自由に人々が閲覧できるように

と運営基金として千両を仙台藩に献上した。この公開が後に「公共図

書館の祖」と言われるゆえんである。これら貴重な文庫は一時、東北

歴史博物館に移管する話があったそうだが、今では和古書、漢籍の約

３千冊、その他に仙台藩の養賢堂の蔵書や伊達文庫などを合せて図書

館が所蔵している。手に取って自由に閲覧できるからこそ、県民の知

的財産となる。

さて話は現代に戻る。この図書館には日本を震撼させた被災県と

して「東日本大震災文庫」が平成24年に設けられた。今では図書約

４千冊、新聞・雑誌など千冊以上、この他にチラシ、広報誌なども

所蔵している。公文書館でも公文書を対象にした震災関連文書保存

の準備に取りかかっている。たとえば、震災関連簿冊は一般文書と

区別され総合文書管理システムでも入力時に簿冊の副題名に「東日

本大震災関連」と入力するルールが徹底されている。また評価・選定

基準項目にも「震災関連」があり、しっかりしたフィルターで災害時

の歴史を漏れることなく確保しているという。昭和53年の宮城沖地

震関連文書の約40点と明治29年の三陸沖地震関連文書の約10点し

か保存されていない反省

によるものだろう。

３年後には東日本大震

災の文書が非現用文書と

なるが、専門職によって

丁寧に選別され、移管後

には図書館と連携し複合

施設を生かした「総合震

災アーカイブズ」の誕生

を期待したい。

インタビューを終えて

災害補助金を求めた明治29年三陸沖地震の
公文書（左）と
昭和53年宮城沖地震被災報告書（右）

宮城郡国分荒井村全図
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宮城県公文書館

宮城県公文書館には幻に終わった野蒜築港に関す

る記録が多数所蔵されています。

野蒜築港とは明治11（1878）年、内務卿であっ

た大久保利通が太政大臣の三条実美に上申した７つ

の土木事業のひとつです。その計画は、野蒜（現在

の東松島市）に内港と外港を築き、さらに北上川か

ら野蒜にいたるまでの運河を開削するという壮大な

ものでした。

このプロジェクトに対する宮城県の期待は非常に

大きなもので、当館に所蔵されている「明治十三年

従十月至十四年　諸例規綴　野蒜築港事務係」から

は、県庁や裁判所などの主要な機関を、仙台から野

蒜に移転する計画があったことがうかがえます。残

念ながら野蒜築港の計画はさまざまな事情により頓

挫しました。しかし、当時の人々にとって、希望溢

れる魅力ある計画でした。野蒜築港については、宮

城県公文書館のホームページから「公文書館だより」

第３号、４号、５号でご覧いただけます。

■お宝文書投稿募集中！！　所蔵する貴重な文書・特長ある文書を貴館のご紹介と共に掲載します。ご連絡は編集部まで。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koubun/
〒981-3205　宮城県仙台市泉区紫山1-1-1
TEL. 022-341-3231　FAX. 022-341-3233

　宮城県公文書館は、歴史資料として重要な公文書等を保存
し、閲覧、複写その他の利用に供することを目的とした施設で、
宮城県図書館に併設されています。所蔵資料は、公文書、絵図
面、行政資料など約５万２千点です。絵図面は、宮城県の村ごと
に作成されたもので、大半は明治10年代から明治20年代に作成
されたものですが、なかには江戸時代後期（文政期）に作成され
たものもあります。昨年は「昔の絵図・地図を見てみよう！」をテー
マに企画展を開催しました。

◆ わが館の特長

◆ 所蔵品

紙文書関連 約52,000点 写真・スライド 約26,000点
マイクロフィルム 約600巻 画像データ 約92,000点

宮城県公文書館所蔵　野
の

蒜
び る

築港関係文書

わが館の
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広報委員　中に入ってみるとかつて小学校だったとは想像でき
ませんね。木をふんだんに使った建物ですが、これは改装して
このようになったのですか。
大仙市　ここは平成12年に完成した旧双葉小学校（旧寺

てら

館
だて

小
学校と旧強

こわ

首
くび

小学校が統合し創立、平成24年に閉校）でした。
内装に関しては塗装やUVカットなどで体裁を整えた程度です。
平成12年に秋田県産材を使って完成させ、12年間利用した校
舎でしたが、平成の市町村合併や少子化で学校の統合、施設
の再配置などが検討され、この地域（西仙北）では４校がその
対象になりました。双葉小学校は平成24年に閉校しましたが、
公文書館の設置場所を検討する中、他校と比べて施設が新しく
校舎や体育館の再利用もないことがわかり、ここに決定しまし
た。開館は平成29年５月です。交通の便が悪いので最寄駅へは

車での送迎サービスをしています。
広報委員　廃校になった校舎を公文書館に利用する話は時折
耳にします。たとえば茨城県常陸大宮市もそうですね。
大仙市　設置にあたっては国交省の平成28年度空き家対策総
合支援事業補助金などを利用しました。総事業費約３億５千万
円のうち50％が補助金です。常陸大宮市の事例があったので
心強かったですね。また地域住民の理解があったことも大きな
支えでした。
広報委員　実現には郷土資料整理に携わったボランティアの
方々の意見が首長に届いたと聞いていますが。
大仙市　大仙市は平成17年３月、大曲市と６町１村（神岡町、
西仙北町、中仙町、協和町、南外村、仙北町、太田町）が合併
して発足しました。公文書館設置には、旧太田町の歴史編さん
事業が大きなインパクトを与えました。というのは、旧太田町が
合併で自分たちの町がなくなるという思いから地域の歴史をまと
めておきたい気持ちが強く、住民の協力で地域の歴史資料の悉

しっ

皆
かい

調査を実施し、目録作成、資料のデジタル化が活発に行わ
れたのです。その結果、市民や職員の間に資料の保存や活用を
目的とした公文書館構想が芽生えました。大仙市の初代栗

くり

林
ばやし

次
つぐ

美
み

市長もこの考えを積極的に取り入れてくれました。しかし財源
や支援がないまま10年が過ぎました。
広報委員　その後の経緯は。

ふるさとの記憶と記録
地域のボランティアが支える 
　　大仙市アーカイブズ

JIIMA広報委員会

委員　長
なが

井
い

　勉
つとむ

公文書管理シリーズ 第34弾

　大曲と言えば夏の風物詩としての花火大会を誰もが連想する。今年は92回目を迎え、毎

年80万人の観客が雄
お

物
もの

川
がわ

の河川敷を埋め尽くす。平成17年、旧大曲市など８市町村が合併

して誕生した大仙市は東京23区よりも面積が広い。東北地方初の市町村立の公文書館、３

年前には全史料協の全国大会を開催するなど話題を提供した大仙市アーカイブズはオープ

ンから１年を経過した。細
ほそ

川
かわ

良
よし

隆
たか

館長とアーキビスト蓮
はす

沼
ぬま

素
もと

子
こ

さんにお話を伺った。

木のぬくもりが感じられる閲覧室
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大仙市　平成19年、アーカイブズ構想整備に向けて、まず総
務課で公文書の全量保存を開始しました。併せて文化財保護
課では大仙市古文書調査研究事業を立ち上げました。平成20
年から公文書館の施設の検討がスタートし、民間の空き工場、
法務局の施設、旧役場、旧小中学校などが候補にあがりました
がうまくマッチしなかったようです。平成22年度末のアーカイブ
ズ構想策定を経て、旧双葉小に決定したのは平成25年でした。
広報委員　歴史資料の整理に多くのボランティアが活躍された
と聞いていますが。
大仙市　10年間で延べ約７千人のボランティアが協力してくださ
り、約２万４千点の地域史料を整理しました。また職員が中心
となって約26万コマのデジタル化も実施しました。そのほか開
館までには本庁舎文書、旧町村文書の評価選別、永年文書の
目録化などを進めました。
広報委員　旧太田町では早くからデジタル化が進んでいたと
おっしゃっていましたね。
大仙市　当時の首長は町史編さん事業に積極的でした。当時は
「太田方式」と言われ、最先端の取り組みでデジタル化し、資料、
写真などのCDを作成しています。合併後もこの事業は引き継が
れ、当館ではブック型スキャナ２台と小型スキャナの他、大型
プリンターを配置しています。

広報委員　旧市町村の歴史公文書の移管と整理状況は。
大仙市　永年保存の文書を対象に順次ここに移管していきます。
まず旧大曲市の公文書を移管し秋には目録整備を完了する予定
です。今年の秋からは旧太田町の分を移管していきます。その
他の旧町村の分は、全体の把握はできていますが詳細な調査
と移管は今後３年かけて作業する予定です。現在、３名でこれ
らの調査・整理を精力的に実施しています。
広報委員　評価・選別の基準は。
大仙市　平成29年４月に「大仙市公文書評価選別要綱」を定め

ました。その中で①市の全域的な状況が把握できるもの、②
長期的又は継続的に地域の歴史の流れがわかるもの、③市の
特色ある事象が明確にわかるもの、④市民の権利を将来に渡っ
て保証するための証拠となるもの、⑤市の事業を跡づけ、市民
が検証する対象となるもの、⑥残存文書が少ない時期のもの、
⑦公文書館等と協議のうえ総務課長が定めた特別に評価すべ
き特記事項に関するもの、を評価選別し歴史公文書と規定して
います。
広報委員　現用文書の管理はどこの部署でされていますか。
大仙市　総務課にある文書法制班が現用文書を担当していま
す。同時に評価選別などのアーカイブズの業務にも協力いただ
いています。
広報委員　公文書管理の条例化は。
大仙市　開館前に条例化の検討はありましたが、まだ公文書
管理がきちんとできていないのに条例だけがあっても意味があ
りません。まずは実態として公文書が適正に管理できる実績を
作ってから進めたいので、将来の課題です。
広報委員　古文書の扱いはいかがですか。
大仙市　古文書は主に自治体の歴史編さんで収集した史料を
古文書ボランティアの方 と々一緒に整理し、デジタル化を進めて
きました。たとえば旧神岡町では町史編さん室で収集・整理を
行い、また旧仙北町では東北三大地主の池田家文書をボラン
ティアのみなさんが史料整理を支援しました。合併しても地元に
保存したい気持ちがありますので、現時点では移管はされていま
せんが、デジタル化できれば利用には問題ないと考えています。
広報委員　施設内の収納規模はどのくらいですか。
大仙市　A4ファイル（厚さ25㎜）約27万冊分のスペースがあり
ます。今後順次移管されますが、把握が済んでいる旧大曲市、

目録は閲覧室とWeb上に。歴史公文書・地域史料が検索できる

大書庫は圧倒的なスペース。旧市町村の公文書を順次受け入れる
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旧中仙町、旧仙北町、旧太田町及び大仙市の分で約２万冊、
古文書は約900箱を受入れる予定です。現在、明治期以来の
旧大曲市の歴史公文書が約５千冊移管されています。
広報委員　この夏休み期間中、子供向けの企画は。
大仙市　小学５年生から中学３年生向けに６日間「アーキビスト
体験ツアー」を企画・準備中です。地域資料の調べ方、保存の
仕方などを盛り込んでアーカイブズを知る機会にしたいと思って
います。子供たちは地域の歴史を伝える大事な担い手です。地
域を知るツールとしてのアーカイブズをぜひ知って欲しいですね。
広報委員　開館と同時に「アーキビスト」を採用されました。
アーキビストの役割はどのようなものだとお考えですか。
大仙市　アーキビストは第三者の立場で行政全体を見ることが
できる専門職です。各課での実際の業務には携わりませんが、
行政にとって必要なものは何か、また市民生活にとって何が重
要なのかの視点を持ち、客観的に判断できる立場にいるのが
アーキビストだと思います。行政側の意向が強くなれば市民が置
き去りされてしまうこともあります。たとえば最近クローズアップ
されている公文書問題です。職員の都合で公文書が恣意的に
隠ぺいされるようなケースでも、客観的な判断によって管理・公
開されれば、公文書が行政側の一存で廃棄されることもなく、
市民にとってはもちろん、最終的には行政自身の行為を保証す
ることになります。つまり職員が当事者として判断を誤るような
ケースが万が一起きたとしても、市の記録を公平に管理し保証

するアーキビストの視点が重要になってくるのです。
広報委員　一連の公文書問題で行政の「記録管理」の意識が
希薄に感じられますがいかがですか。
大仙市　現用文書の管理に関わらないと必要な公文書がアーカ
イブズとして残らないと思います。現用文書とアーカイブズの管
理は別物と捉えられ、またアーキビストは歴史的な資料を担当
するイメージが強い職種ですが、現用文書の中から歴史公文書
を評価することだけがアーキビストの仕事ではありません。これ
からは現用文書管理と市民の財産となるアーカイブズの管理、
この二つの視点が求められるのではないでしょうか。アーキビス
ト養成には、レコードマネジメントからアーカイブズマネジメント
まで一貫した研修や人材育成プログラムが必要ですね。
広報委員　大仙市がアーキビストに期待することは。
大仙市　総務課文書法制班はアーカイブズと同じ組織内にあり、
現用からアーカイブズ管理の範囲まで相互に協力できる体制に
なっていますので、近いうちにこの機能が発揮されることを期待
しています。まだ開館から１年しか経っていませんが、市民のみ
なさんが一日でも早く多くの歴史公文書を利用できるようにする
ことが当面の課題です。
広報委員　本日はありがとうございました。

公文書管理シリーズ　第34弾 大仙市アーカイブズ

大仙市アーカイブズ
http://www.city.daisen.akita.jp/docs/2014040200045/
〒019-2335　大仙市強首字上野台１番地２
開　　　館：平成29年５月
施　　　設： 閲覧室、展示室、研修室、CD、DVD保管庫、作業室、大書庫、貴

重書庫、特別貴重書庫ほか
所 蔵 資 料： 特定歴史公文書等　約5000冊、デジタルデータ（古文書等）　約

1000点、行政刊行物　約1100点（27万冊まで収蔵可能）
開 館 時 間：午前９時～午後５時（日・月・祝・年末年始・特別整理期間休）
交 通 案 内： JR奥羽本線「峰吉川駅」または「刈和野駅」から車で10分（事前

連絡で送迎車あり）

東北の市町村初というだけでなく学校を利用するなど、開館の10

年前から話題性に富み、地元紙以外にも数多く取り上げられた公文

書館を他には知らない。

市民待望の開館間もなく、実践的な仕事が飛び込んできた。平成29

年７月の記録的な豪雨で冠水した淀川保育園の園児記録、卒園アルバ

ム、写真などが持ち込まれたのだ。秋田魁
さきがけ

新報によると、これらの

資料は乾燥用の紙を何回も挟み替え、かびの生えた箇所をアルコー

ル消毒し乾燥させた後、泥や汚れを落とした。一部の資料はデータ化

し、保育園運営の社会福祉法人に返却したという。東日本大震災の被

災資料の復旧作業に携わったアーキビスト蓮沼素子さんとボランティ

アらの協力で、失われそうになった想い出は見事に復元された。

日頃の業務を中断して取り組んだ記録の復旧作業、大仙市アーカ

イブズは地域に素晴らしい実績を残し、地域に一層溶け込むことが

できたばかりか、東北地方に地域アーカイブズ設置の機運を醸成さ

せたと思われる。

一般的には非現用文書から歴史公文書を評価・選別することを中

心とした公文書館ではあるが、当館ではインタビューで述べられた

ように、アーキビストの意見を取り入れながら現用文書のレコード

マネジメントまでを含めたアーカイブズ像を描いている。さらに被

災文書の復旧で「想い出レスキュー」という新たな機能を装備したと

言えよう。今年の夏も大雨の猛威が西日本を襲い、かつてないほど

の大災害をもたらした。住民たちの想い出の所在が大いに気になる。

インタビューを終えて

アーキビストの重要性を説く
細川館長（右）と
蓮沼さん（左）

http://www.city.daisen.akita.jp/docs/2014040200045/
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大仙市アーカイブズ

大正12年12月に県会で仙北郡への中学校

新設が議決されました。この時期、大曲町で

は中学校設立の誘致運動を行っていました。

資料からは、この議決を受けて中学校設立期

成同盟会を結成して建設費の寄附募集を実施

するなど、町民の中学校設立を熱望する思い

が感じられます。さらに、近隣町村の賛同を

得て、各町村長名での意見書を知事へ提出

し、町村長の連名で陳情を行っていたことも

わかる貴重な一次資料となっています。

同時期には、角館町でも中学校誘致運動が

行われていました。同簿冊内には、角館町長

から大曲町長宛の文書も残されており、角館

町における中学校設立に関する動きについて

も知ることができます。

結果としては、知事の意向もあり角館町への設立が決定されますが、残されたこの１冊の簿冊が、大曲町を中心として近隣町

村が協力して中学校設立に尽力した詳細な様子を今に伝えています。

■お宝文書投稿募集中！！　所蔵する貴重な文書・特長ある文書を貴館のご紹介と共に掲載します。ご連絡は編集部まで。

http://www.city.daisen.akita.jp/docs/2014040200045/
〒019-2335　秋田県大仙市強首字上野台1-2　TEL. 0187-77-2004　FAX. 0187-77-2004

　大仙市アーカイブズは、市民の財産として重要な公文書や貴重な地域史料
を特定歴史公文書等として管理し、これらの資料を実際に利用できる施設で
す。現在は大曲市役所文書を移管・公開しており、順次、旧町村役場文書の
移管を進めていきます。また、東北三大地主である池田家に伝来する古文書
の一部をデジタルデータで公開しています。平成30年度は明治150年事業とし
て、企画展示やシンポジウム、ヘリテージ（文化的遺産）ツアーを実施します。

◆ わが館の特長

◆ 所蔵品

紙文書関連 約5,000冊 写真・スライド 約30箱 画像データ 約1,000点

大仙市アーカイブズ所蔵
中学校建設問題書類（大曲市役所文書）

わが館の

http://www.city.daisen.akita.jp/docs/2014040200045/



