
                                  

 
 

 令 和 ４ 年 1 2 月 2 3 日  

独立行政法人国立公文書館  

 
 

令和４年度アーキビスト認証の実施結果について 

 

 国立公文書館では、公文書等の管理に関する専門職員に係る強化方策として、

国民共有の知的資源である公文書等の適正な管理を支え、かつ永続的な保存と

利用を確かなものとする専門職を確立するとともに、その信頼性及び専門性を

確保するため、「アーキビスト認証の実施について」（令和２年３月24日、国立公

文書館長決定）に基づき、令和２年度からアーキビストの認証を行っております。 

 

 この度、令和４年度の認証アーキビスト一覧（令和５年１月１日付け認証予定）

及び国立公文書館長コメントを、別添のとおり公表します。 

 

 

 

本件問合せ先：独立行政法人国立公文書館統括公文書専門官室 伊藤、島田 

電話：０３－４３６０－３１７４ (直通) 

F A X：０３－３２１２－８８０９ 

            Email:ninsho@archives.go.jp 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年度 
アーキビスト認証の実施結果について 

令和４年１２月２３日（金） 



 

 

 

資料１ 鎌田薫国立公文書館長コメント 

 

資料２ 令和４年度認証アーキビスト一覧 

 

資料３   令和４年度アーキビスト認証の結果（概要） 

 

【参 考】 アーキビスト認証について 

 



令和４年度アーキビスト認証の実施結果について（コメント） 

 

令和４年１２月２３日 

国立公文書館長 鎌田薫 

 

アーキビスト認証は今年で３年目を迎え、新たに令和５年１月１日付けで３４名の認

証アーキビストが誕生し、全体で２８１名となります。 

認証アーキビストの皆さんは、我が国におけるアーカイブズの発展を担う重要な存

在です。今日のアーキビストには、記録管理に係る専門職能として、デジタル技術等

も駆使しながら、記録の作成から評価選別、保存、利用、普及に至るまでの全過程を

通じて、５０年後･１００年後の行政官や市民、歴史家などにとって何が有益かという

視点を持って、適正な記録管理の実現に努めることが求められています。皆さん一人

ひとりが専門職＝プロフェッションとしての誇りをもってその仕事に取り組み、更に研

鑽を積み、広く国民及び社会に寄与していただくことを期待しています。 

また、全国の公文書館をはじめとするアーカイブズ関係機関の長の皆様におかれ

ましては、引き続き、自館の職員に対する資格取得に向けた積極的な支援、また申

請の促進に努めていただくとともに、認証アーキビストの積極的な活用にご協力いた

だきますようお願い申し上げます。 

今後も、当館では、アーキビスト認証の定着及び質の高い認証アーキビストの輩出

を目指し、内閣府、高等教育機関、アーカイブズ関係機関の協力を得つつ、活動を進

めてまいります。 

 

資料１ 



令和４年度 認証アーキビスト一覧 

令和５年１月１日付け認証予定 

認証年度 認証番号 氏名 所属名 現住所 
     

令和 4 年度 JCA2022001 池畑 木綿子 石川県立図書館 石川県 

令和 4 年度 JCA2022002 宇佐美 雅樹 福井県文書館 福井県 

令和 4 年度 JCA2022003 大門 泰子 早稲田大学歴史館 東京都 

令和 4 年度 JCA2022004 小粥 祐子 東京都公文書館 東京都 

令和 4 年度 JCA2022005 奥平 晋   

令和 4 年度 JCA2022006 小倉 久美子 追手門学院大学学院志研究室 大阪府 

令和 4 年度 JCA2022007 小野 祐平 香川県立文書館 香川県 

令和 4 年度 JCA2022008 金 耿昊 横浜市史資料室 神奈川県 

令和 4 年度 JCA2022009 小山 元孝 福知山公立大学 京都府 

令和 4 年度 JCA2022010 佐久川 志麻 北谷町公文書館 沖縄県 

令和 4 年度 JCA2022011 佐藤 正三郎 米沢市上杉博物館 山形県 

令和 4 年度 JCA2022012 篠原 佐和子 国立公文書館 東京都 

令和 4 年度 JCA2022013 関根 豊 神奈川県立公文書館 神奈川県 

令和 4 年度 JCA2022014 高井 俊哉 札幌市公文書館 北海道 

令和 4 年度 JCA2022015 髙木 翔太 高知県立高知城歴史博物館 高知県 

令和 4 年度 JCA2022016 髙森 邦男 富山県公文書館 富山県 

令和 4 年度 JCA2022017 瀧澤 明日香 東京都公文書館 東京都 

令和 4 年度 JCA2022018 武子 裕美 茨城県立歴史館 茨城県 

令和 4 年度 JCA2022019 田中 智子 早稲田大学歴史館 埼玉県 

令和 4 年度 JCA2022020 塚本 健文 ニプロ株式会社 大阪府 

令和 4 年度 JCA2022021 土屋 紳一 原子力規制委員会原子力規制庁 東京都 

令和 4 年度 JCA2022022 長佐古 美奈子 学習院大学史料館 東京都 

令和 4 年度 JCA2022023 中田 耕平 読谷村教育委員会 沖縄県 

令和 4 年度 JCA2022024 中谷 正克 株式会社 NXワンビシアーカイブズ 東京都 

令和 4 年度 JCA2022025 中西 智範 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 東京都 

令和 4 年度 JCA2022026 西村 光正 寺院情報学研究所/願王寺資料館 東京都 

令和 4 年度 JCA2022027 長谷川 貴志 国立公文書館 千葉県 

令和 4 年度 JCA2022028 平尾 直樹 寒川文書館 神奈川県 

令和 4 年度 JCA2022029 平松 晃一 株式会社神奈川新聞社 東京都 

令和 4 年度 JCA2022030 堀井 雅弘 福井県文書館 福井県 

令和 4 年度 JCA2022031 宮坂 新 館山市立博物館 千葉県 

令和 4 年度 JCA2022032 山口 俊浩 文化庁企画調整課 東京都 

令和 4 年度 JCA2022033 吉村 雄多 神奈川県立公文書館 神奈川県 

令和 4 年度 JCA2022034 渡邉 佳子 － 京都府 

 

資料２ 



【留意事項】 

「氏名」は申請書記載のもの。「所属名」、「現住所」は本人の申出によるもの。 

「所属名」が「－」は所属先なし。 

「所属名」、「現住所」が空欄の場合は非公表。 

 

【問い合わせ先】 

東京都千代田区北の丸公園 3番 2号 
独立行政法人国立公文書館 
統括公文書専門官室 アーキビスト認証担当 

電話  03-4360-3174（担当直通）
FAX   03-3212-8809 
Email ninsho@archives.go.jp 



令和４年度アーキビスト認証の結果（概要） 

 

○全体                                   

  申請者数 ５０名 （男性３４名、女性１６名） 

     （１号申請１７名、２号申請３３名） 

  認証者数 ３４名 （男性２２名、女性１２名） 

            （１号申請１２名、２号申請２２名） 

  認証率 ６８．０％  

   

○所属別  

  公文書館   １５名 

  その他    １９名 

   （公文書館の内訳） 

国立公文書館等 ２名 

地方自治体立公文書館  １３名 

 

○世代別 ※申請時（R4.9.30時点）の年齢 

20代 １名  30代 ８名  

40代 15名  50代 ５名  

60代 ４名  70代 １名  

 

平均年齢 ４６．０  

年齢幅  ２８～７３ 

 

 

１号申請：アーキビストとして必要な知識・技能等について大学院修士課程の科目修

得又は関係機関の研修修了によって体系的に修得している場合 

２号申請：体系的な教育の機会は得られていないものの、十分な実務経験と調査研究実

績をもって同等と認められる場合 

 

資料３ 



アーキビスト認証について 

 

国立公文書館では、公文書等の管理に関する専門職員に係る強化方策として、国民共有の知的

資源である公文書等の適正な管理を支え、かつ永続的な保存と利用を確かなものとする専門職を

確立するとともに、その信頼性及び専門性を確保するため、「アーキビスト認証の実施につい

て」（令和２年３月 24日、国立公文書館長決定）に基づき、令和２年度からアーキビストの認証

を開始することになりました。 

 

○認証アーキビストとは 

  アーキビスト（Archivist）とは、公文書館をはじめとするアーカイブズ（Archives）におい

て働く専門職員を言います。 

アーキビストは、組織において日々作成される膨大な記録の中から、世代を超えて永続的な価

値を有する記録を評価選別し、将来にわたっての利用を保証するという極めて重要な役割を担い

ます。アーキビストが存在しない組織では、その時々の担当者の考えや不十分な管理体制によっ

て、本来は残されるべき記録が廃棄されるなど、後世に伝えられるべき重要な記録、さらにその

記録をもとに記されるはずの歴史が喪われてしまう恐れがあります。 

  このような重要な役割を担うアーキビストには、高い倫理観とともに、評価選別や保存、さら

には時の経過を考慮した記録の利用に関する専門的知識や技能、様々な課題を解決していくため

の高い調査研究能力、豊富な実務経験が求められます。 

（参考）「認証アーキビストについて」http://www.archives.go.jp/ninsho/aboutCAJ/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認証アーキビスト 公文書等の管理を支えるスペシャリスト（国立公文書館ニュース Vol.22） 

 

参考 



○アーキビスト認証の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○これまでの取組 

平成 26年  アーキビストの養成に係る検討に着手 

平成 29年 

 

平成 30年 

５月～ 

 

12月 

アーキビストの職務基準に関する検討会議（計５回）開催 

（～平成 30年 12月） 

アーキビストの職務基準書の確定 

平成 31年 

令和元年 

３月～ 

12月 

アーキビスト認証準備委員会（計５回）開催（～令和２年３月） 

「アーキビスト認証に関する基本的考え方」取りまとめ 

令和２年 ６月８日 アーキビスト認証委員会（第１回）開催 

令和３年 １月１日 第１回認証 

令和４年 １月１日 第２回認証 

令和４年 ６月８日 令和４年度認証アーキビストの申請に係る手続きを公表 

 ６月 17 日 令和 4年度認証アーキビストの申請に係る説明用動画を公開 

 ９月１日 令和４年度認証アーキビスト申請の受付開始（９月 30日まで） 

 10月～11月 アーキビスト認証委員会での審査 

 11月 30 日 アーキビスト認証委員会から国立公文書館長へ審査結果の報告 

 12月９日 申請者に対する合否結果の通知 

令和５年 １月１日 第３回認証 
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