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第3９回全史料協
全国(東京)大会

【研修会F】

　 文書館専門職
（アーキビスト）

講師：辻川　敦
（尼崎市立　　　　　

地域研究史料館長）

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

はじめに

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

本研修のテーマ、ねらい
専門職歴についての自己紹介

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

１文書館専門職の制度・理論・現状

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

(１)日本の現状

公文書館法第4条2付則２

「専門職員を置かないこと
　ができる」

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

１文書館専門職の制度・理論・現状

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

(１)日本の現状
専門職の不在、あいまいな
位置付けと人材不足、異動、
非常勤という実態…

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

１文書館専門職の制度・理論・現状
　(１)日本の現状

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）
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１文書館専門職の制度・理論・現状
　(１)日本の現状

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）
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地域研究史料館長）

第3９回全史料協
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１文書館専門職の制度・理論・現状

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

(2)世界の動向
欧米の多くは大学院レベル
の独立学校
（『アーカイブズの科学』安藤正人
　「世界のアーキビスト教育」）

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

１文書館専門職の制度・理論・現状

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

(2)世界の動向
アーキビスト協会の認証す
る専門教育課程、ゆるやか
な実質的専門職制度
（森本祥子2008）

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

１文書館専門職の制度・理論・現状

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

(３)関係機関・団体等の意見・要望・動向

〔全史料協〕
　大学院教育と資格制度、現職者研修
〔国〕
　国立公文書館による現職者研修
〔日本アーカイブズ学会〕
当面学会独自の資格制度

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

１文書館専門職の制度・理論・現状

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

(4)求められる専門性の内容

『アーカイブズ事典』
　高橋実「文書館専門職」

〇文書館専門職の仕事
　1 過去の記録遺産を守る
　2 記録遺産を現代に活用する
　3 現代の記録を明日に伝える
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１文書館専門職の制度・理論・現状

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

(4)求められる専門性の内容

〇具体的には
　①収集・移管・引継ぎ
　②評価・選別
　③整理・分析・検索手段作成
　④保存・提供
　⑤業務に必要な文書館学等の研究

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

１文書館専門職の制度・理論・現状

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

(4)求められる専門性の内容

〇具体的には
New! ⑥現用・半現用文書管理関与

　　（レコード・マネージメント）
New!!⑦電子記録等情報管理・活用

　→情報専門職（分化）の必要性

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

２ 現在、国内で実施されている養成カリ
キュラム

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

(１)学習院大学アーカイブズ学専攻
　 －大学院カリキュラムの実例として－

(２)国立公文書館「アーカイブズ研修」

(３)国文学研究資料館
　 「アーカイブズ・カレッジ」

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

２ 現在、国内で実施されている養成カリ
キュラム
(４)検証・評価と提言

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

森本祥子「日本における養成課程と
　　　　　資格制度の提案」
（日本アーカイブズ学会『アーカイ
　ブズ学研究』No.9、2008.11）
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２ 現在、国内で実施されている養成カリ
キュラム
(４)検証・評価と提言

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

〇アーキビストに求められる資質・能力
1 資料保存への高い意識と倫理観
2 技術・理論の統合イメージ
3 幅広い知識　歴史学、古文書学、組織論、
行政学、法律学等々

4 高度な判断力、組織マネジメント力
5 継続して学び続ける意欲

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

２ 現在、国内で実施されている養成カリ
キュラム
(４)検証・評価と提言

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

〇海外のアーキビスト養成
－アメリカ・アーキビスト協会の考え方－

　教育＝基本理念の理解、知識を現場に適用
できる知的枠組みを育む

　研修＝技術や実践的知識の修得、特定分野
の専門力
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第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

○養成課程で学ぶべき内容案

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

図書館情報学・博物館学・情報学
歴史学　法学・政治学

関連分野

マネジメント
管理論（評価選別、編成記述、提供、保存）
実習

実務･実践

アーカイブズの発展（理論・制度）の理解
アーカイブズの諸原則・定義の理解
ライフサイクル全体の理解
資料研究（多様な資料についての理解）
専門職倫理

基礎理論

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容
　 から見た専門性
　 －市立文書館・地域文書館

　　 としての尼崎の事例から－

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性

　(１)組織体制（総務局に属する）

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

　館長1　　 　係長　　　　 古文書・近現代文書担当（ビラ等兼務）
（正規職員、（館長事　　 　　再任用1、非常勤嘱託員2
　課長級）　　務取扱）　    歴史的公文書担当（地図・写真等兼務）
　　　　　　　　　　　　 　　非常勤嘱託員2、短期臨時職員
　　　　　　　　　　　 　　図書担当
                                 　   　 非常勤嘱託員1
　　　　　　　　　　　　　 システム・Web担当
　　　　　　　　　　　　　 　非常勤嘱託員1
                　　　　            庶務・経理
　　　　　　　　　　　 　　　臨時職員1

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性

　(２)業務内容

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

①史料の調査・収集
②史料の整理・目録化
③史料の保存・公開

④編集事務
⑤講座・ボランティア
⑥Webサイト・情報発信

⑦事業の管理運営

事業本来の役割に
根ざす中心業務

派生・付随する業務

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性

　(２)業務内容

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

①史料の調査・収集
②史料の整理・目録化
③史料の保存・公開

④編集事務
⑤講座・ボランティア
⑥Webサイト・情報発信

⑦事業の管理運営

事業本来の役割に
根ざす中心業務

派生・付随する業務

種　　類 内　　容 収蔵点数 うち整理公開点数

(1) 古文書・近現代文書
　　類

村方・町方文書、藩関
係、社会・労働等

1,976件　128,511点 1,390件　87,428点

(2) ビラ･ポスター類 各種団体、営業関係等 30,287点 （仮整理）30,287点

(3) 公文書・資料
 　 公文書
 　 行政資料

歴史的公文書
印刷物等

17,792冊
未算出

（仮整理）17,792冊

(4) 文献類
地域史誌、団体史、
刊本史料、目録等

56,044冊 37,302冊

(5) 紀要・雑誌 自治体・大学等発行 2,535種　45,753冊 2,535種　45,753冊

(6) 新聞 （マイクロフィルム）

(7) 地図類 地形図・市街地図等 2,944点 2,944点

(8) 絵はがき 2,834点 2,834点

306冊
12,837点
12,200点
6,350本

850件

306冊
（仮整理）12,837点

整理中
6,300本

（仮整理）850件

(10) 複製史料 史料コピー・CH製本等 3,200冊 整理中

(11) 音響・映像資料
　　 その他

1,200点
未算出

323点
電子資料　93点

地域研究史料館収蔵史料（平成25年3月末現在）

(9) 写真・フィルム類
　  市広報課移管写真　スクラップブック
　　 　　　　　　　　 ネガ・ポジフィルム
　　 　　　　　　　　 マウントフィルム
　  マイクロフィルム
　　その他の写真・フィルム類
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全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性

　 歴史的公文書の場合

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）
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第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性

　 歴史的公文書の場合

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

番号 所管局 所管課 文書名称 作成年度
保

存
引継年度

20120009 秘書室 秘書課 表彰関係書(市長賞) 2006/H18 5 37 2008/H20

20120001 企画財政局 都市魅力創造発信課 国際交流関係書（ドイツ） 2001/H13 10 307 2003/H15

20120002 企画財政局 都市魅力創造発信課 国際交流関係書（中国） 2001/H13 10 308 2003/H15

20120003 企画財政局 都市魅力創造発信課 国際交流関係書（その他）No.1（4/1～5/9） 2001/H13 10 309 2003/H15

20120004 企画財政局 都市魅力創造発信課 国際交流関係書（その他）No.2（5/9～6/11） 2001/H13 10 310 2003/H15

20120005 企画財政局 都市魅力創造発信課 国際交流関係書（その他）No.3（6/12～） 2001/H13 10 311 2003/H15

20120006 企画財政局 都市魅力創造発信課 国際交流関係書（その他）No.4 2001/H13 10 312 2003/H15

20120007 企画財政局 都市魅力創造発信課 国際交流関係書（その他）No.5 2001/H13 10 313 2003/H15

20120008 企画財政局 都市魅力創造発信課 国際交流関係書（その他）No.6（12月～） 2001/H13 10 314 2003/H15

20120010 企画財政局 企画管理課 庶務関係書（全庁的改革改善運動） 2008/H20 3 21 2010/H22

20120011 企画財政局 企画管理課 総務課長会関係書 No.1（第1回～11回） 2008/H20 3 26 2010/H22

20120012 企画財政局 企画管理課 総務課長会関係書 No.2（第12回～22回） 2008/H20 3 27 2010/H22

20120013 企画財政局 都市魅力創造発信課 文化推進事業関係書（歴史街道推進協議会） 2008/H20 3 524 2010/H22

20120014 企画財政局 都市魅力創造発信課
文化推進事業関係書（阪神広域行政主管者

会）
2008/H20 3 525 2010/H22

20120015 企画財政局 都市魅力創造発信課
文化推進事業関係書（摂津圏文化行政連絡協

議会）
2008/H20 3 526 2010/H22

20120016 企画財政局 都市魅力創造発信課
文化推進事業関係書（県民文化普及事業（旧

ふれあいの祭典））
2008/H20 3 529 2010/H22

20120017 総務局
情報政策課（文書・公

開担当）
公文書公開等調査関係書 2001/H13 10 299 2007/H19

20120018 総務局
情報政策課（文書・公

開担当）
公文書公開等審査委員会関係書 No.1 2001/H13 10 303 9 2007/H19

20120021 総務局
情報政策課（文書・公
開担当）

公文書公開等請求関係書 2008/H20 3 235 2010/H22

引継番号

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性

　 歴史的公文書の場合

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）
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　 歴史的公文書の場合

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

文書群 請求番号 箱番 複写 修繕 件名目録 作成年 簿冊名 作成 作成課

尼崎町役場 23 尼崎町3 1901/M34 町会提出原案書 【尼崎町役場】

尼崎町役場 24 尼崎町3 1905/M38 町会議事議決録綴 【尼崎町役場】

尼崎町役場 25 尼崎町3 ○
1892/M25-
1907/M40 教育関係書 【尼崎町役場】

園田村役場 47 園田村4
1905/M38-
1939/S14 園田村農会予算決算資料 【園田村役場】

園田村役場 48 園田村4 1930/S5 園田村財産表・事務報告書 【園田村役場】

園田村役場 49 園田村4 ○
1899/M32-
1932/S7 園田村歳入歳出予算表決算表 【園田村役場】

市役所 128 市役所14
1956/S31-
1957/S32 卸売業務関係書 【市】市場 業務係

市役所 129 市役所14 1957/S32 卸売業務関係書 【市】市場 業務係

市役所 130 市役所14
1957/S32-
1961/S36 工場誘致に関する綴

【市】民生経済
局 商工課

簿冊番号 作成者 宛先 原表題 件名表題 和暦 年 月日 個人情報

999910085

庁達二六号　臨時賞

与支給ニ関スル件

年末賞与の一部を繰上げ

臨時賞与支給につき伺い 昭和 17 06/01

999910085
尼秘第二三四号臨時
賞与支給ニ関スル件

市吏員・職員・学校図書

館・幼稚園職員に対し臨
時賞与支給につき伺い 昭和 17 06/01

999910085 臨時賞与支給ノ件伺
市職員へ臨時賞与支給に
つき伺い 昭和 17 06/08

臨時賞与支給内申
書

999910085
選挙課長
篠田隆義

助役　猪
俣喜藤

臨時賞与支給ニ関ス
ル件内申

職員臨時賞与支給額につ
き報告 昭和 17 06/05

職員氏名・賞与額
一覧

999910085 振興課長 秘書課長 臨時賞与支給調書
職員臨時賞与額につき報
告 昭和 17 06/04

職員氏名・賞与額
一覧
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３ 業務の実例、職務内容から見た専門性

　 歴史的公文書の場合

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）
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３ 業務の実例、職務内容から見た専門性

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

通常のシステムでは収集できない文書・資
料・情報へのアプローチという課題

○イレギュラー文書（ex.阪神・淡路大震災）

→所管課との対話というアプローチ

○年限廃棄されない文書、資料ファイル

○最重要の行政情報は文書化されるのか？

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性

　 歴史的公文書の場合

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

評価・選別理論への知識・理解
目録規則（国際標準）
行政組織・事業・背景となる地域史の
知識・理解
個人情報と歴史情報　史料保存・保存科学
課題の発見と折衝・コミュニケーション

各史料に即して、
同様の知識・技術・
能力が必要
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第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性

　 史料の受け入れ＝日常業務の一例として

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性
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講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性

　 史料の受け入れ＝日常業務の一例として

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性

　 閲覧・公開業務

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

平成24年度相談利用件数
1,582件（1,833人）
〔内訳〕来館 1,016件（1,216人）
　　　　電話 358件（ 376人）

　Mail･FAX･来信 180件（ 208人）
　　　　その他　　　　 28件（ 33人）

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性

　 閲覧・公開業務

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性

　 閲覧・公開業務

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

相談利用人数の変化
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第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性

　 閲覧・公開業務

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

〔レファレンス能力〕
　史料及び歴史、尼崎地域史と地域の
　現状、市の施策等に関する幅広い知
　識とコミュニケーション能力

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性

　 史料の公開、情報発信

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性

　 史料の公開、情報発信

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性

　 史料の公開、情報発信

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性

　 史料の公開、情報発信

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

〔Web、デジタルへの対応〕
　○データベース・Webサイト・デジ

　　タルコンテンツ設計・構築・管理
　○画像処理等各種ソフトウェア
　○多様な情報メディアの知識・理解

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性
　 講座・ボランティア…インターフェース

　　＝「協働」　 　　　

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）
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第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性
　 講座・ボランティア…インターフェース

　　＝「協働」　 　　　

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性
　 講座・ボランティア…インターフェース

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

〔史料整理ボランティアの場合〕
　○プロジェクト企画・実施能力
　○史料整理・保存の専門知識、管理
　　指導能力
　○ネットワーキング、コミュニケー
　　ション能力

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

〔全体に通して必要とされる専門性〕
　〇記録史料学・管理論等の最新理論
　　に関する幅広く正確な知識・理解
　　と実践能力
　〇歴史、社会、組織等に関する幅広
　　い理解＝当該地域(尼崎)に即して

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た専門性

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

〔全体に通して必要とされる専門性〕
　〇コミュニケーション・ネットワー
　　キング能力
　〇データベース等ソフトウェア技能、
　　デジタル・Web管理能力

第3９回全史料協
全国(東京)大会【研修会F】

３ 業務の実例、職務内容から見た適性!!

講師：辻川敦（尼崎市立　
地域研究史料館長）

　ユーザーサイドに立てる人材が求め
られることを、特に強調したい。
　ユーザーの気持ちとニーズがわかる
こと＝ユーザー・リサーチャーである
ことが望ましい。
　その一方で自らの調査テーマ・関心
に対しての自己抑制、謙虚さ。

第3９回全史料協
全国(東京)大会

【研修会F】
　文書館専門職（アーキビスト）
　講師：辻川敦（尼崎市立地域研究史料館長）

おわり


