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講　　義 1 2 3 4
時　　間 9:30         　    11:00 11:15          　   12:45 13:45       　　    15:15 15:30 17:30

　開講式(10:00) 日本の公文書館 公文書館における情報化 公文書館を取り巻く状況

9/4 　　・館長挨拶 　 　首席公文書専門官  　新村明久

(月) 　　・写真撮影 国立公文書館特別参与 東京大学史料編纂所 16:30～　常設展・企画展見学　

　　・事務連絡等 　　　大濱徹也 　特任教授　石川徹也 17:00～　国立公文書館における利用の

     　取組　　　利用係

記録管理とアーカイブズ 公文書館における実務と 公文書館における実務と

5 課題Ⅰ（事例報告） 課題Ⅱ(グループ討論・発表・質疑応答)

(火) 国立公文書館理事 　・山崎一郎(山口県文書館) 　・山崎一郎(山口県文書館) ・公文書専門官  米川恒夫

　　　高山正也 　・吉嶺昭(沖縄県公文書館) 　・吉嶺昭(沖縄県公文書館) ・公文書専門官　梅原康嗣

・公文書専門官　小原由美子

つくば分館　　 国立公文書館への公文書等 　　移動　16:00

6 の移管

(水) 　　つくば分館へ移動　　　　 　   公文書専門官　 梅原康嗣 公文書専門官  米川恒夫

　　　　施設見学 つくば分館の業務

      （分館見学）

電子文書の保存・管理 情報公開と文書管理 諸外国における公文書の ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞｼｽﾃﾑ紹介

7 管理・保存 ・ｱｼﾞｱ歴史資料ｾﾝﾀｰ紹介

(木) ニッセイエブロ総合研究所長 　総務省行政管理局

　　　　　　　村岡正司 　　　　　　　　 　谷渕見介 　　　公文書専門官　小原由美子

記録保存(整理と共に行う 国立公文書館における 著作権制度の概要 　　閉講式

8 予防的保存手当て） 保存の取組み

(金) (有)資料保存器材 横浜国立大学大学院助教授

　　　　　　　木部　徹 　　　　　保存係・修復係 　　　　　　　　　大和　淳　

　　　

　　平成１８年度 公文書館等職員研修会日程

国立公文書館における公文書の
公開
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公文書館等名 所属部局課係名
【　国　】 ( 6機関 10名 ）

1 宮内庁 書陵部図書課長補佐
2 総務省 行政管理局企画調整課行政手続・制度調査室
3 外務省 大臣官房総務課外交記録審査室外務事務官
4 外務省 大臣官房総務課外交記録審査室課長補佐
5 外務省 大臣官房総務課移管文書班外務事務官
6 外務省 大臣官房総務課情報公開室外務事務官
7 外務省 外交史料館閲覧室外務事務官
8 税務大学校 研究部（租税史料室）研究調査員
9 衆議院事務局 庶務部文書課係員
10 国立国会図書館 総務部総務課文書係

【 都道府県 】 （19機関19名 ）
11 北海道立文書館 主任
12 宮城県公文書館 主査
13 秋田県公文書館 専門員
14 茨城県立歴史館 行政資料室長
15 群馬県立文書館 指導主事
16 埼玉県立文書館 担当課長
17 千葉県文書館 行政文書資料課主査
18 東京都 日比谷高等学校百周年記念資料館資料館運営委員
19 神奈川県立公文書館 副主幹
20 富山県公文書館 資料課主任
21 福井県文書館 主任
22 長野県立歴史館 学芸部文献史料チーム
23 大阪府公文書館 主査
24 奈良県立図書情報館 調整員
25 和歌山県立文書館 文書課主任
26 福岡県 総務部行政経営企画課事務主査
27 佐賀県 経営支援本部総務法制課主査
28 大分県公文書館 事務補佐
29 沖縄県公文書館 (財)沖縄県文化振興会公文書管理部公文書専門員

【 政令指定都市 】 （ 3機関 4名）
30 川崎市公文書館 事務吏員
31 福岡市総合図書館 文学・文書課事務吏員
32 福岡市総合図書館 文学･文書課行政資料調査員
33 北九州市立文書館 総務市民局文書館係員

【 市区町村 】 （ 8機関 8名 ）
34 八潮市立資料館 教育委員会教育総務部文化財保護課係長
35 板橋区公文書館 管理係長
36 戸田市郷土博物館 学芸員
37 習志野市 総務部法務課主任主事
38 呉市 総務部市史文書課主事
39 長野市 総務部庶務課公文書館準備担当
40 府中市 教育委員会生涯学習部生涯学習課文化財担当郷土資料担当主査

41 柏市 総務部行政課庶務担当
【 独立行政法人等 】 （ 7機関 9名 ）

42 製品評価技術基盤機構 企画管理部総務課主査
43 日本銀行金融研究所アーカイアーキビスト
44 一橋大学 学術・図書部学術情報課
45 一橋大学 経済研究所附属社会科学統計情報センター
46 京都大学 文書館助手
47 東京大学 史料編纂所史料係
48 東京大学 医学図書館主査
49 北海道大学 大学文書館専門職員
50 国立西洋美術館 学芸課情報資料室

【 国立公文書館 】  ( 1機関 5名 ）
51 国立公文書館 業務課
52 国立公文書館 業務課
53 国立公文書館 業務課
54 国立公文書館 統括公文書専門官室
55 国立公文書館 統括公文書専門官室

合　　計 （ 44機関 55名 ）　

平成１8年度公文書館等職員研修会受講者
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