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平成18年度ホームページの更新履歴 

        

 ４月 ３日 ○刊行物のご紹介 

       ・有償刊行物「国立公文書館所蔵資料絵はがき」「国立公文書館有償頒布図書」

「正保城絵図」の更新 

    ４日 ○業務案内 組織図・役員（和・英） 

       ・役員（理事）の雇用形態、肩書きの更新 

       ○展示会案内 

       ・春の特別展講演会参加者募集の終了告知 

    ７日 ○公文書館ニュース及びトップページ 

       ・春の特別展を「予定告知」から「開催中」へ更新及びバナーの掲載 

   １０日 ○公文書館ニュース 新規公開文書 

       ・「新規公開文書のお知らせ」の案内文の更新 

   １４日 ○環境物品等の調達関係 

       ・平成18年度環境物品等の調達の推進を図るための方針 

   １７日 ○公文書館ニュース 

       ・「見聴草」絵図細目、朝鮮本解題の案内（3/31付け刊行物のご紹介に掲載） 

   １８日 ○展示会・刊行物 刊行物のご紹介 

       ・「アーカイブズ」23号の全文 

   １９日 ○業務案内 国立公文書館の概要 

・「業務」の追加、「沿革」の更新、写真の追加など 

○情報公開 

       ・「保有個人情報管理規程」及び「保有個人情報の開示の実施」等  

   ２７日 ○展示会案内 

       ・「特別展」案内を終了に変更 

       ○情報公開 

       ・「改正中期目標（第2期）」、「平成18年度計画」、「改正給与規程」等 

   ２８日 ○公文書館ニュース 

       ・非常勤職員募集のお知らせ 

 

 ５月 １日 ○公文書館ニュース 

       ・海外アーキビスト招へい講演会開催のご案内 

    ９日 ○リンク集 都道府県公文書館等 

       ・岐阜県歴史資料館のリンク先変更 

   １０日 ○公文書館ニュース 展示会・刊行物 展示会について 

       ・「公文書に見る日本のあゆみ」展開催中 

   １２日 ○調達情報 

       ・インターネット公告によるアジア歴史資料センターの広報 

   １５日 ○公文書館ニュース（英） 

       ・海外アーキビスト招へい講演会開催のご案内 

   １９日 ○公文書館ニュース 

       ・ＩＣＡ執行委員会の開催について 

       ・「海外アーキビスト招へい講演会開催のご案内」応募締切（和・英） 

       ・「公文書にみる日本のあゆみ」展案内ページの充実 

   ２２日 ○リンク集 都道府県公文書館等 

       ・都道府県公文書館等名称・リンク先の更新 

        （西予市城川文書館、天草市天草アーカイブズ） 

   ２３日 ○公文書館ニュース 展示会・刊行物 展示会について 

       ・「公文書にみる日本のあゆみ」展案内ページの充実（全展示品目の画像紹介） 
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       ○情報公開 

       ・国立公文書館に関する情報の掲載方法の変更 

   ３０日 ○法令・資料等 資料等 

       ・有識者会議委員名簿の更新 

 

６月 ５日 ○公文書館ニュース 

       ・非常勤職員募集のお知らせの掲載  

    ７日 ○ご利用案内 利用方法 

・貴重歴史公文書等一覧（ＰＤＦ） 

    ８日 ○公文書館ニュース 

       ・平成18年度 全国公文書館長会議報告 

   １２日 ○公文書館ニュース 

       ・「平成18年度 全国公文書館長会議報告」に館長挨拶文の追加  

   １４日 ○公文書館ニュース 

       ・「ＩＣＡ執行委員会・講演会」の開催報告 

       ・マイクロフィルム撮影期間中の所蔵資料の閲覧 

       ○調達情報 落札者等公示 

       ・国立公文書館本館の清掃業務 

       ・国立公文書館つくば分館の清掃業務 

       ・国立公文書館つくば分館電気・機械設備管理業務 

   １９日 ○公文書館ニュース 

       ・「ＩＣＡ執行委員会・講演会」の開催報告（英） 

   ２０日 ○調達情報 企画競争 

       ・「平成18年度秋の特別展用ポスター等」のデザイン 

   ２１日 ○調達情報 政府調達落札情報 

       ・アジア歴史資料センター資料提供電子計算機システム一式 

   ２８日 ○展示会・刊行物 刊行物のご案内 

       ・北の丸目次（第1号～第20号）掲載 最新号（第38号）までの全目次公開 

   ２９日 ○公文書館ニュース 

       ・内閣府懇談会、報告書を安倍官房長官に提出（中間段階における集中管理

及び電子媒体による管理・移管・保存に関する報告書） 

   ３０日 ○情報公開 

       ・報酬・給与等（ＰＤＦ）の更新 

       ・契約事務取扱細則（ＰＤＦ）の更新 

       ○リンク 都道府県公文書館等 

       ・鳥取県立公文書館のリンク先変更 

       ○調達情報 政府調達 入札公告 

       ・アジア歴史資料センター提供用電子画像等データ作成業務一式 

 

 ７月 ３日 ○ご利用案内 利用規則 

       ・利用規則改正（平成18年規程7号） 

       ○公文書館ニュース  

       ・歴史公文書探究サイト「ぶん蔵」オープン 

       ○調達情報 

       ・表示方法変更（契約事務取扱細則変更に伴うもの） 

       ・調達実績：平成17年度環境物品等の調達実績 

    ５日 ○調達情報 随意契約公示（ＷＴＯ対象外） 

       ・令温水発生器の保守 

       ・本館警備業務 

       ・電気・機械設備管理業務 
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       ・国立公文書館ＬＡＮシステム職員用個人端末機等の借入及び保守 

       ・ＬＡＮシステム等の保守及びサポート業務 

       ・分館警備業務 

       ・貸室の賃貸借 

       ・アジア歴史資料センター資料提供電子計算機システムの借入等 

       ・乗用自動車の借入 

       ・電子複写機の保守及び消耗品の供給 

       ・マイクロ写真フィルムの検査、編集及び複製物作成業務 

       ・ＬＡＮシステムのインターネット接続サービスの提供 

       ・アジア歴史資料センターのインターネット接続サービスの提供 

       ・霞が関ＷＡＮサービス 

       ・2006年ＩＣＡ執行委員会東京会合に係る支援業務 

・2006年ＩＣＡ執行委員会東京会合に係る支援業務 

・2006年ＩＣＡ執行委員会東京会合に係る支援業務 

    ７日 ○トップページ 

       ・デジタルアーカイブサービス一時停止のお知らせ（和・英） 

       ○調達情報 入札公告（ＷＴＯ対象外） 

       ・平成18年度カラーポジフィルム撮影等業務 

       ○公文書館ニュース 

       ・市町村合併時における公文書等の保存の適正化 

   １０日 ○公文書館ニュース 展示会・刊行物 展示会について 

       ・夏の企画展「さかな・魚・肴」の開催予告 

   １３日 ○リンク集 都道府県公文書館等 

       ・北海道立文書館のリンク先変更 

   １４日 ○ご利用案内 案内地図 よくある質問 

       ・案内地図：分館の説明に「付近に昼食施設ない」旨の注意書追加 

       ・よくある質問」「公文書館へはどのように行けばよいですか」に所要時間に

ついての注意書追加及び「下さい」を「ください」に変更 

   １８日 ○公文書館ニュース 

       ・つくば分館夏の企画展「将軍のアーカイブズ」 

   ２４日 ○公文書館ニュース 

       ・夏の企画展「さかな・魚・肴」の開催予告を開催中に変更 

       ・分館夏の企画展のポスターの曜日修正（ＨＰのご意見による指摘） 

   ２６日 ○情報公開 

       ・業務実績報告書(平成17年度) 

   ３１日 ○公文書館ニュース 

       ・「平成18年度公文書館保存管理講習会」の開催結果 

 

 ８月 ４日 ○調達情報 入札公告（ＷＴＯ対象） 

       ・デジタルアーカイブ・システム情報提供用電子画像等データ作成業務一式 

    ７日 ○法令・資料等 資料等 

       ・「国立公文書館有識者会議第8回」の開催結果 

   １４日 ○展示会・刊行物 刊行物のご紹介 

       ・「アーカイブズ」第24号の全文 

   １８日 ○調達情報 落札者等 

       ・平成18年度マイクロフィルム撮影等業務 

   ２１日 ○情報公開 

       ・「業務実績報告書」、「中期目標」、「中期計画」、「年度計画」、「財務諸表等」

の過去分 

   ２９日 ○調達情報 入札公告（ＷＴＯ対象外） 

       ・デジタル・ギャラリー搭載用電子画像データ作成 
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 ９月 １日 ○公文書館ニュース 

       ・業務・システム最適化「見直し方針(案)」に対する意見募集 

       ○ご利用案内 利用方法 

       ・独立行政法人国立公文書館利用規則第16条の規定による使用料の徴収 

       ○調達情報 入札公告（ＷＴＯ対象外） 

       ・平成18年度デジタルアーカイブ搭載用目録データ作成業務 

    ５日 ○情報公開 

       ・業務の実績に関する評価結果（平成17年度） 

       ○公文書館ニュース 

       ・アジア歴史資料センターのシステム更新に伴うサービス休止のお知らせ 

    ６日 ○公文書館ニュース 展示会・刊行物 展示会について 

       ・秋の特別展「明治宰相列伝」の開催予告 

   １３日 ○調達情報 随意契約公示（ＷＴＯ対象外）   

       ・国内所在の「アジア歴史資料」に関する調査研究 

       ・平成18年度秋の特別展用ポスター等の作成及び配布・提出等 

       ・平成18年度カラーポジフィルム撮影等業務 

   １５日 ○トップページ 

       ・デジタルアーカイブのサービス一時停止（9月23日）のお知らせ 

   ２１日 ○公文書館ニュース 

・「国立公文書館デジタルアーカイブに関する業務・システム見直し方針（案）」

に対する意見募集の結果 

・「アジア歴史資料センター資料提供システムに関する業務・システム見直し

方針（案）」に対する意見募集の結果 

   ２７日 ○展示会・刊行物 展示会について 

    ・「夏の企画展」終了に伴い、必要な修正（開催期間等削除） 

２８日 ○情報公開 国立公文書館に関する情報 

       ・平成17年度財務諸表等 

   ２９日 ○調達情報 企画競争公告（ＷＴＯ対象外） 

       ・「2007年国際公文書館会議東アジア地域支部（ＥＡＳＴＩＣＡ）東京総会」

開催等に係る会議運営等の企画競争 

 

１０月 ２日 ○情報公開 

       ・「独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の状況等の公表につい

て」の内容更新 

    ３日 ○公文書館ニュース 

       ・「平成18年度公文書館等職員研修会」の開催結果 

       ・秋の特別展「明治宰相列伝」の開催予告の「講演会」の募集終了に伴う内

容更新 

    ５日 ○業務案内 会議・研修会 

       ・館長会議の開催日を平成18年度実績に更新 

       ・平成18年度研修等計画を実績込みに差替え 

    ６日 ○公文書館ニュース 

       ・秋の特別展「明治宰相列伝」の「開催予告」を「開催中」に変更 

   １０日 ○公文書館ニュース 

       ・アジア歴史資料センターの新システムによるサービス開始（10月10日）の

お知らせ 

   １３日 ○リンク集 都道府県公文書館等 

       ・国の保存利用機関等（広島大学文書館）及び都道府県公文書館等（兵庫県

公館県政資料館、徳島県立文書館、大阪市公文書館、松本市文書館）のリ

ンク先変更 
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   １６日 ○公文書館ニュース 展示会について 最新の展示会 

       ・秋の特別展「明治宰相列伝」に館の所在案内図 

   １８日 ○調達情報 随意契約公示（ＷＴＯ対象外） 

       ・会計業務に関するコンサルティング業務 

       ・国立公文書館本館の清掃業務 

   ２０日 ○調達情報 入札公告（ＷＴＯ対象外） 

       ・インターネット公告によるアジア歴史資料センターの広報 

 

１１月 １日 ○公文書館ニュース 展示会・刊行物 展示会について 

       ・「戦後日本－再建・復興・独立－」展開催中 

       ○調達情報  

        落札者当公示（ＷＴＯ対象） 

       ・デジタルアーカイブ・システム情報提供用電子画像等データ作成業務一式 

       ・アジア歴史資料センター提供用電子画像等データ作成業務一式 

        落札者等公示（ＷＴＯ対象外） 

       ・平成18年度デジタルアーカイブ搭載用目録データ作成 

       ・デジタルギャラリー搭載用電子画像データ作成 

        随意契約公示（ＷＴＯ対象外） 

       ・国立公文書館本館耐震等調査 

    ２日 ○公文書館ニュース 

       ・「国立公文書館デジタルアーカイブに関する業務・システム最適化計画(案)」

に対する意見募集 

・「アジア歴史資料センター資料提供システムに関する業務・システム最適化

計画（案）」に対する意見募集 

       ○調達情報 入札公告（ＷＴＯ対象） 

       ・アジア歴史資料センター情報提供用目録作成・画像変換一式 

   １３日 ○リンク集 都道府県公文書館等 

       ・都道府県公文書館等（寒川文書館）とリンク 

   １５日 ○公文書館ニュース 

       ・「国立公文書館デジタルアーカイブに関する業務・システム最適化計画(案)」

に対する意見募集の結果及び最適化計画の決定 

・「アジア歴史資料センター資料提供システムに関する業務・システム最適化

計画（案）」に対する意見募集の結果及び最適化計画の決定 

   １６日 ○公文書館ニュース 

       ・アジア歴史資料センター開設5周年記念シンポジウム12月8日（金）開催の

ご案内 

   ２１日 ○調達情報 

        入札公告（ＷＴＯ対象外） 

       ・「国立公文書館における資料修復」ＤＶＤの制作 

       ・国立公文書館つくば分館空調用ポンプ設備の分解整備 

        企画競争公告（ＷＴＯ対象外） 

       ・国立公文書館ＨＰリニューアル（日本語版・英語版）に係る企画競争 

   ２２日 ○リンク集 国の保存利用機関等 類縁機関、大学アーカイブズ等  

       ・名称変更：租税史料館を租税情報センター租税史料室に変更 

   ２４日 ○トップページ 

       ・デジタルアーカイブのサービス一時停止（12/2～/3）のお知らせ 

   ２７日 ○調達情報 入札公告（ＷＴＯ対象外） 

       ・アジア歴史資料センター情報提供用件名等翻訳業務 

   ２８日 ○公文書館ニュース 

       ・「平成18年度公文書館専門職員養成課程」の開催結果 
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１２月 １日 ○リンク集 都道府県公文書館等 

       ・都道府県公文書館等（神奈川県立公文書館）のリンク先変更 

       ○調達情報 企画競争公告（ＷＴＯ対象外） 

       ・アジア歴史資料センターにおける情報セキュリティ監査に係る企画競争 

    ８日 ○公文書館ニュース 

       ・「第39回国際公文書館円卓会議開催について」の開催結果（和・英） 

   １１日 ○調達情報 入札公告（ＷＴＯ対象外） 

       ・デジタル・ギャラリー・ウェブサイト編集等業務 

   １８日 ○リンク集 都道府県公文書館等 

       ・都道府県公文書館等（八潮市立資料館）のリンク先変更 

   １９日 ○展示会・刊行物 刊行物のご紹介 

       ・「アーカイブズ」25号の全文 

   ２２日 ○リンク集 国の保存利用機関等 類縁機関、大学アーカイブズ等  

・滋賀大学経済学部附属資料館、奈良教育大学学術情報研究センター教育資 

料館とリンク 

   ２７日 ○公文書館ニュース 

       ・戦争裁判関係資料の公開 

 

１月 １日 ○業務案内 国立公文書館の概要、リンク 国の保存利用機関等 

       ・防衛省発足に伴う名称変更 

１２日 ○調達情報 随意契約公示（ＷＴＯ対象外） 

    ・「2007年国際公文書館会議東アジア地域支部（ＥＡＳＴＩＣＡ）東京総会」

開催等に係る会議運営等 

１６日 ○調達情報 企画競争公告（ＷＴＯ対象外） 

・「平成19年春の特別展用ポスター等」のデザイン企画競争 

２５日 ○調達情報 落札者等公示（ＷＴＯ対象外） 

    ・インターネット公告によるアジア歴史資料センターの広報 

        随意契約公示（ＷＴＯ対象外）  

・アジア歴史資料センター開設5周年記念事業に係る会場借り上げ等 

随意契約公告（ＷＴＯ対象外） 

    ・スポンサーサイト公告の掲載等 

２６日 ○トップページ 

・ デジタルアーカイブサービス一時停止のお知らせ（和・英） 

   ３０日 ○調達情報 入札公告（ＷＴＯ対象外） 

・本館１階ホール所蔵歴史公文書等展示ケースの改修及びカーテン等の

交換等業務 

 

 ２月 １日 ○公文書館ニュース 法令・資料等－資料等      

       ・「電子媒体による公文書等の適切な移管・保存・利用に向けて－調査研究報

告書－」について 

    ５日 ○展示会・刊行物 刊行物のご紹介 

・『北の丸』第39号の目次情報及び一部論文 

   ６日 ○調達情報 入札公告（ＷＴＯ対象外） 

      ・国立公文書館つくば分館空調機器自動制御装置保守点検業務 

  １３日 ○調達情報 入札公告（ＷＴＯ対象外）  

      ・アジア歴史資料センター・インターネット特別展用ＨＰの制作 

１４日 ○公文書館ニュース 

・「平成18年度 公文書館実務担当者研究会議」の開催結果 

       ・国立公文書館が実施する平成19年度研修等計画 



資－116 

   １５日 ○業務案内 会議・研修会 

       ・平成18年度研修等実績の更新  

   １６日 ○調達情報 企画競争公告（ＷＴＯ対象外） 

     ・国立公文書館ＨＰ用サブ・コンテンツの作成に係る企画競争 

２０日 ○調達情報 入札公告（ＷＴＯ対象外） 

    ・バナー広告による国立公文書館の広報 

２１日 ○公文書館ニュース 

・非常勤職員の採用 

       ○調達情報 落札者等公示（ＷＴＯ対象外） 

・国立公文書館つくば分館空調用ポンプ設備の分解整備 

・「国立公文書館における資料修復」ＤＶＤの制作 

・アジア歴史資料センター情報提供用件名等翻訳業務 

    ・デジタル・ギャラリー・ウェブサイト編集等業務 

 随意契約公示（ＷＴＯ対象外） 

・「ＣＩＯ補佐官等業務及び・業務・システム最適化計画の実施並びに情報化

関連施策の推進」に係る業務等 

       ・国立公文書館ＨＰリニューアル（日本語・英語版） 

       ・アジア歴史資料センターにおける情報セキュリティ監査 

２３日 ○調達情報 入札公告（ＷＴＯ対象外） 

・国立公文書館つくば分館防犯カメラの増設等 
       ○展示会・刊行物 刊行物のご紹介 

・『アーカイブズ』第26号の全文 

   ２６日 ○調達情報 入札公告（ＷＴＯ対象外） 

・電話機及び電話交換機の更新等 
   ２８日 ○調達情報 入札公告（ＷＴＯ対象外） 
       ・研修用会議室機材等の整備 
 
 ３月 １日 ○調達情報 落札者等公示（ＷＴＯ対象） 

       ・アジア歴史資料センター情報提供用目録作成・画像変換一式 
        ５日 ○調達情報 入札公告（WTO対象外） 
       ・国立公文書館清掃業務 
       ・国立公文書館冷温水発生機設備保守点検業務 
       ・国立公文書館つくば分館清掃業務 
       ・国立公文書館つくば分館電気・機械設備管理業務 

１３日 ○調達情報 入札公告（WTO対象外） 
       ・国立公文書館損害保険付保一式 

１６日 ○リンク集 都道府県公文書館等 

       ・都道府県公文書館等（名古屋市市政資料館）のリンク先変更 

    ○調達情報 入札公告（WTO対象外） 
    ・インターネット広告によるアジア歴史資料センターの広報 
１９日 ○公文書館ニュース 

       ・平成18年度受入新規公開文書のお知らせ 
       ・インターネットによるアジア歴史資料センター『「写真週報」にみる昭和の

世相』特別展を開催中 
   ２３日 ○アナウンス 
       ・ホームページリニューアルのアナウンス 
        及び「ホームページリニューアルのご案内」 
 
 
   合 計  １０５回  １７７件 


