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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

7/2
　10:00 開講式
(会場：主婦会館クラルテ) 記録管理とアーカイブズ 日本の公文書館

公文書館を取り巻く状況
　高山和文(会場：主婦会館クラルテ)

(月)
   ・理事挨拶
　 ・写真撮影 高山正也 大濱徹也

 (終了後、国立公文書館へ移動)

   ・事務連絡等
(会場：主婦会館クラルテ) (会場：主婦会館クラルテ) 18:00～懇親会(国立公文書館4階)

3

(火)

4

(水)

(会場：主婦会館スイセン) (会場：主婦会館スイセン) (会場：主婦会館スイセン) (会場：主婦会館スイセン)

5

(木)
小原由美子
　(会場：主婦会館クラルテ)

6 閉講式

(金)

(会場：主婦会館カトレア)

※ 研修会場：主婦会館プラザエフ(ＪＲ中央線・総武線、東京メトロ丸の内線・南北線　四谷駅下車１分)

・渡邉智裕(福島県立歴史資料館)
・西村　晃(広島県立文書館)

(会場：主婦会館カトレア)

国立公文書館における保存と利用
の取組み
利用係・保存係・修復係
(会場：国立公文書館)

著作権制度の概要

齊藤　博

　(会場：主婦会館クラルテ)

国立公文書館への公文書等の移管
依田健

　(会場：主婦会館クラルテ)

公文書の受入れ、受入れた公文書
の整理・目録作成について
柳橋政夫、轟孝
(会場：主婦会館クラルテ)

公文書の評価選別
梅原康嗣

(会場：主婦会館クラルテ)

公文書館における実務と課題Ⅱ
（グループ討論・発表・質疑応答）

公文書館における実務と課題Ⅰ
（事例報告）
・渡邉智裕(福島県立歴史資料館)
・西村　晃(広島県立文書館)

(会場：主婦会館カトレア)

　　平成１９年度 公文書館等職員研修会

電子文書の保存・管理

村岡正司

諸外国における公文書の管理・保
存

記録保存（整理と共に行う予防的
保存手当て）

木部　徹
　(会場：主婦会館クラルテ)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ｱｰｶｲﾌﾞ・ｼｽﾃﾑ紹介

ｱｼﾞｱ歴史資料ｾﾝﾀｰ紹介

　(会場：主婦会館クラルテ)

国立公文書館における公文書の公
開　　　米川恒夫

公文書の管理とシステム化

五島敏芳

情報公開と文書管理

総務省行政管理局   谷渕見介

国 へ

立 移

公 動

文

書
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公文書館等名 所属部局課係名
【　国　】　 （７機関１０名）

1 宮内庁 長官官房秘書課調査企画室文書管理係
2 総務省 人事・恩給局恩給業務課恩給原書課係員
3 防衛省 防衛研究所図書館史料室公開業務担当官
4 防衛省 防衛研究所戦史部主任研究官
5 外務省 大臣官房総務課外交記録審査室
6 外務省 外交史料館外務事務官
7 外務省 外交史料館外務事務官
8 税務大学校 研究部税務情報センター研究調査員
9 国土交通省 国土地理院総務部総務課文書係文書係長
10 衆議院事務局 憲政記念館資料管理課資料第二係長

【 都道府県 】 （１９機関２３名）
11 宮城県公文書館 主事
12 福島県歴史資料館 ((財)福島県文化振興事業団）歴史資料グループ課長
13 群馬県立文書館 公文書・古文書グループ係長
14 埼玉県立文書館 司書主幹
15 埼玉県立文書館 担当課長
16 東京都公文書館 整理閲覧係主事
17 東京都公文書館 整理閲覧係主事
18 東京都公文書館 史料編さん係事務
19 新潟県立公文書館 主任文書研究員
20 富山県公文書館 資料課主任
21 福井県文書館 主事
22 長野県立歴史館 専門主事
23 静岡県 総務部企画監（文書担当）非常勤嘱託員
24 静岡県 総務部企画監（文書担当）主幹
25 三重県 生活部文化振興室県史編さんグループ主幹
26 兵庫県公館県政資料館 兵庫県企画管理部教育・情報局文書課主査
27 鳥取県立公文書館 副主幹
28 徳島県立文書館 館長
29 香川県立文書館 副主幹
30 大分県公文書館 副主幹
31 福岡県 総務部行政経営企画課事務主査
32 佐賀県 経営支援本部総務法制課文書法制担当主事
33 宮崎県 総務部総務課

【 政令指定都市 】 （７機関８名）
34 札幌市 総務局行政部文化資料室事務職員
35 さいたま市 総務局総務部市政情報課史料係主任
36 横浜市 行政運営調整局総務部法制課
37 川崎市公文書館 事務職員
38 新潟市 文化スポーツ部歴史文化課歴史資料整備室主査
39 北九州市立文書館 総務市民局文書館主査
40 福岡市総合図書館 福岡市教育委員会総合図書館文学・文書課資料係長
41 福岡市 総務企画局総務部総務課文書係長

【 市区町村 】 （１８機関１８名）
42 小山市文書館 主査
43 越谷市 総務部文書法規課情報公開センター主事
44 三芳町立歴史民俗資料館 学芸員
45 市川市 総務部総務課（市政情報センター担当）主事補
46 印西市教育委員会 生涯学習課文化班主任主事
47 板橋区公文書館 公文書専門員
48 府中市教育委員会 生涯学習部生涯学習課文化財担当主事
49 東村山市 東村山ふるさと歴史館歴史資料係再雇用職員
50 大和市 総務部総務課市史編纂担当主査
51 綾瀬市教育委員会 生涯学習課市史文化財担当主査
52 富山市 企画管理部行政管理課主幹
53 長野市 総務部庶務課公文書館準備担当嘱託職員
54 磐田市教育委員会 文化財課副主任
55 豊田市 総務部庶務課主査
56 呉市役所 総務部市史文書課主事
57 伊万里市 総務部情報広報課
58 天草市 総務部総務課天草アーカイブズ管理係参事
59 壱岐市 総務部総務課総務班主事

【 独立行政法人等 】 （１０機関１０名）
60 放射線医学総合研究所 総務部総務課文書係長
61 日本芸術文化振興会 総務部総務課
62 国立新美術館 運営管理部一般職員
63 日本スポーツ振興センター 総務部総務課主任
64 逓信総合博物館
65 東京大学 経済学部学術研究支援員
66 一橋大学 附属図書館助手
67 総合研究大学院大学 調査・監査主幹
68 京都大学 事務職員
69 JICA横浜海外移住資料館 図書資料室支所補佐及び資料整理

【 国立公文書館 】 （１機関２名）
70 国立公文書館 総務課兼業務課企画法規専門官兼業務企画専門官
71 国立公文書館 業務課保存係

（６２機関 ７１名）　

平成１9年度公文書館等職員研修会受講者
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