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令和元年度 第１回さいたま市史編さん審議会 会議録 

１ 日時 

令和元年 7月 30 日（火）午前 10時 00 分から午前 11 時 30 分まで 

２ 会場 

アーカイブズセンター 会議室 

３ 出席者（敬称略）

【委員  ８名】 

老川 慶喜（会長）、重田 正夫、青木 義脩、栗田 尚弥、小宮山 敏和、関根 正昌、渡辺 栄

雄、太田 富康  

【事務局  ７名】 

後藤総務部長 、兼山アーカイブズセンター室長、関根参与、丸山参与、島村室長補佐、山

口主査、本山主任 

４ 欠席者 

  中野 治代、黒金 英明 

５ 内容 

⑴  開会 

⑵  総務部長あいさつ 

⑶  定足数の報告 

⑷  会議の公開等について 

⑸  報告事項 

①令和元年度さいたま市史編さん事業進捗状況について 

②さいたま市史編さん専門委員の更新について 

⑹  議題 

①第 2期さいたま市史編さん基本計画等の策定について 

②その他 

⑺  閉会 

６ 公開又は非公開の別 

  公開 

７ 傍聴人の数 

  ０人 

８ 配布資料 

次第、委員名簿、席次

資料１ 令和元年度活動状況 

資料２ さいたま市史編さん専門委員等名簿 

資料３ 第 2期さいたま市史編さん基本計画等の策定について 

参考資料 さいたま市史編さん基本計画 
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９ 議事概要 

(1) 開会 

(2)  総務部長あいさつ 

● 【司会】 続きまして、総務部長からあいさつを申し上げます。 

● 【総務部長】 （部長あいさつ） 

(3) 定足数の報告 

● 【司会】 審議会を開催するにあたり、定足数の確認を行わせていただきます。審議会条例

第６条第３項により、本審議会の定足数は過半数と定められております。本日の出席

委員は委員総数 10 名に対し、「８名」となっており定足数を満たしていることから、本

日の審議会が成立していることをご報告いたします。

(4)  会議の公表等について 

● 【司会】 次に、本会議の公開等について説明させていただきます。 

（会議の公開についての説明） 

（傍聴希望者及び報道関係者の報告） 

（会議録公表の報告） 

● 【司会】 それでは、これから先の議事進行は、老川会長にお願いいたします。 

● 【会長】 議題に入る前に、先ほど会議の公開と傍聴の許可について説明がありましたが、傍

聴希望者はおりませんが、今日の会議は公開とし、傍聴は許可ということでよろしいで

しょうか。 

● 【全委員】 異議なし 

● 【会長】 それでは本日の会議は公開とし、傍聴を許可したいと思います。 

(5) 報告事項 

 ① 令和元年度さいたま市史編さん事業進捗状況について 

● 【会長】 それでは、まず、①「令和元年度さいたま市史編さん事業進捗状況について 

」について、事務局から説明をお願いします。 

● 【事務局】 （資料１により令和元年度さいたま市史編さん事業進捗状況について 

を説明） 

● 【会長】 ありがとうございます。ご質問やご意見などございますか。   

● 【渡辺委員】 行政文書は昨年どのくらい収集したのでしょうか。 

● 【事務局】 約 3,000 件収集しまして、その中からさらに選別・整理を行い、最終的には約

2,000 件保存を行いました。 

● 【会長】 割合としてはどのくらいでしょうか。 

● 【事務局】 全体としては約150,000件の中から収集していますので、そのうちの約2,000件と
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いうことになります。 

● 【会長】 市史については順調に進んでいますか。 

● 【事務局】 植物編については、現在、原稿の内容について疑問点などの部分を事務局と先

生方とで連絡・調整をおこなっているところです。民俗編については、原稿が出来

上がっていない部分もありますので、引き続き先生方へお願いして調整を図って

いきます。 

② 平成 31 年度の予算及び事業計画等について 

● 【会長】 他にご意見等ないようでしたら、報告の②「さいたま市史編さん専門委員の更新に

ついて」について、事務局から説明をお願いします。 

● 【事務局】 （資料２により、今年度のさいたま市史編さん専門委員の更新について説明） 

● 【会長】 前回より変わられた方はいらっしゃいますか。 

●【事務局】中世部会で１名お辞めになった方がいらっしゃったのと、自然部会で 1名更
新されていない方がいらっしゃいます。

(6) 議題 

● 【会長】 それでは、本日の議題にはいりますが、「①第 2 期さいたま市史編さん基本計画等

の策定について」審議を行いたいと思います。それではまず、事務局から説明をお願いします。 

● 【事務局】 （資料３により第 2期さいたま市史編さん基本計画等の策定についてを説明）

来年度中（令和 2年度中）に次期の基本計画を策定しなければなりませ
んが、その案を作成する前に、今回は特に「７．達成目標」について皆様か

らご意見をお願いしたいと考えているところです。それに伴い、今の基本計

画の中の達成状況について報告させていただきました。それを踏まえまして、

時期の達成目標の案を示しております。

● 【会長】基本計画は 6年度で、その中に 2期分の事業計画がぶら下がっているわけですが、

（令和2年度末で）1期基本計画が終わるため、令和３年度に向けて2期目基本計画と

3 期目の事業計画を来年度つくるということになります。事務局案をたたき台にして、の

多様な角度から、広い視野をもっていろんな意見をだしていただければと思います。 

●【関根委員】 資料３別紙１ページ目の鉄道編の写真集とシンポジウムの開催について、

保留と未実施の理由をお聞かせください。

● 【事務局】 写真集につきましては、自然編や民俗編などに力を注ぎたいということ、鉄道編

の本編が刊行されていることから一旦は保留とさせていただいている状況です。

シンポジウムに関しては、市が主体となり開催するものが未実施という状況であり、

会長が所属されている他の団体様が主体となり、鉄道博物館で開催したものはご

ざいます。

●【関根委員】この二つにとても興味があり面白そうなものでありますので、ぜひ、引き

続きご検討いただければと思います。

●【会長】 シンポジウムの会場である鉄道博物館のスケジュールと事務局の状況により

事務局主催という形は難しかったのですが、私が所属する学会と鉄道博物

館のたしか共催という形で実施しました。市民の方にも盛況でした。

●【会長】第２期の計画の中では、シンポジウム・講演会は抜けていますが、可能な範囲

で実施していただき、計画の中に入れておいて頂ければと思っています。

● 【事務局】 ご意見ありがとうございます。

●【会長】他に何かございますか。

● 【小宮山委員】資料３の別紙目標の３のところですが、第１期には公文書管理条例の整備と

いう項目が入っていますが、第２期では入っていない理由を教えてください。



4 

● 【事務局】 元々、このアーカイブズセンターは設立当初は、現用文書などを所管する総務

課の課内室でありましたので、それを踏まえて公文書管理条例も一緒に考えては

どうかということで第１期の計画に入っていた状況です。現在は独立した課であり

ますので、公文書管理条例については総務課が所管しておりますので、第２期の

計画には入っておりません。

● 【太田委員】 全体的なことですが、第１期基本計画の項目のうち、その下である事業計画の

中で対応しているものが無いものも見受けられます。また、今回の計画案につい

て、「・」で示されている項目は現行でいうところの事業計画レベルの細かいものに

なっているように思われますが。この点についてご説明ください。

● 【事務局】 まず、第１期計画を実際に事業計画に落としていく段階で対応する計画ができて

いなかったなという点が反省点。次期の計画としては、具体的に事業計画を立て

やすいような内容にしたほうが良いのではということで今回のような案を示しており

ます。「・」については、現状は細かいものとなっておりますが、来年改めて案を作

る際は、整理して提示したいと考えています。 

●【会長】他に何かございますか。

●【栗田委員】先ほど少し話にも挙がりましたが、今回の計画案の目標１にあるように「さいたま市

への関心と愛着」を持っていただくには、市史を刊行するたけでなくアピールする

ことも大切だと思います。そのためには、毎年は難しいと思いますが、シンポジウ

ムや講演会などは行っていく方が良いと考えます。また、目標２の歴史資料収集

に関してですが、個人のお宅にある歴史資料について、寄託等を依頼する方が

結構いらっしゃいます。刊行物が出た際にシンポジウムや講演会でアピールする

ことで収集もできるのではないかと考えます。 

● 【事務局】ありがとうございます。 

これに関しまして、教えて頂きたいのですが、例えば、他の自治体などにおいて、

高齢者大学における生涯学習の一環として、刊行した市史の内容に関連して授

業を依頼されたりしたことはございますか。

●【栗田委員】そういった自治体もありまして、私が知っているのは子供たち向けや高齢者向け

に講演を行っているところはあります。

●【事務局】渡辺委員が加盟されているシルバー大学の校友会連合会などとも連携して講

演会等を開催することも可能でしょうか。

●【渡辺委員】可能かと思います。

●【会長】可能な方法を考えながら、共催だけでなく、市が主体的に実施していくことも

必要ですね。

●【重田委員】第１期基本計画をみますと、第１期事業計画では、歴史資料データベース

システムの構築となっていますが、第２期事業計画では研究となっています。

また、第２期の基本計画では、それに相当するのはどれでしょうか。この点

に関して何か小さくなってきているような気がしますが、もともと大きく広

げ過ぎていたのかそのあたりいかがなのでしょうか。

●【事務局】現状を言いますと、市史編さん事業に力を注がなければいけない状況であり

まして、なかなかデータベース化の方には力を注げない状況であります。今

回の計画においても、それを入れたとしてもなかなか進展しないであろうと

いうことが見込まれます。現状、実現可能な目標をということで今回の基本

計画には入っていないという状況です。

●【関根委員】さらに次の計画まで、このままフェードアウトしていくのもどうかとおも

いますので、データベースシステムなどは他の部署に移管するなどの方法も

考えてはいかがでしょうか。
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●【太田委員】市史編さんの基本方針や基本計画でいう「市史編さん」には公文書館の整

備なども入っているのでしょうか、それとも市史の編さんのみについて述べ

ているものなのでしょうか。

●【事務局】元々市史編さん基本方針にはその公文書館の整備なども含めたものとしてつ

くられています。ただ、本来は逆であると考えていまして、アーカイブズセ

ンターの運営方針などの中で、資料等を活用したうえで市史編さんを行いま

しょうというふうになっている方が良いのではないかと思っています。

●【太田委員】埼玉県立文書館においてもデータベース化するのには４０年かかりました。

閲覧体制の整備についてはデジタルとまではいかなくても、また、閲覧室が

なくても閲覧ができるような体制が整っていれば良いのではないかと思い

ます。ハード面よりも体制面を整えることが優先であるかと思います。

●【会長】他に何かございますか。

●【渡辺委員】目標２の中に、歴史資料の収集がありますが、これ現時点で年間どれくら

い収集しているのかということと、収集量を増やすために何か考えていらっ

しゃるかということをお伺いしたいです。

●【事務局】現在、こちらから市内のお宅を回って、蔵を見せてくださいというようなこ

とは行っておりませんが、市民の方から蔵を見てくださいという話があった

場合にはお伺いして調査しています。

●【渡辺委員】代替わりの際には歴史資料を廃棄物として捨ててしまったり、業者に処分

をお願いしたりする方もいるかとおもいます。例えば、その効果や可能かど

うかはわかりませんが、廃棄物業者の組合などに対し、収集の際にそういう

歴史資料があったら教えてくださいなどとお願いすることなどは行う予定

はありますか。

●【事務局】それは考えていません。

●【会長】目標の２の中で、歴史資料等の保存スペースの確保について、何か具体的な方

策などはありますか。

●【事務局】現状では、具体的な方策はありませんが、公共施設の立て直しなどの際にそ

こに組み込んでもらえないか、使用しなくなった公共施設で使えそうなもの

はないかなど、庁内の動向には注視しています。昨年度もいくつかそういっ

たものはありましたが、なかなか条件に合うものがない状況でした。

●【会長】もう一つ、現行の計画の目標２の中（２）地域、国内はもとより海外にも目を

向け、歴史資料を幅広く収集とあります。海外はともかく、国内せめて県内

について調査・史料収集できるように旅費等が確保できれば良いかなと思い

ます。

●【会長】他に何かございますか。

●【重田委員】単純な言葉の確認ですが、計画において「行政文書」について、「歴史資

料」という言葉と並列で記載されていたり、「歴史資料」の中に「行政文書」

が含まれていたりしますが、どの様に使い分けていらっしゃるのでしょうか。

●【事務局】「行政文書」につきましては、収集する前は「行政文書」であり、収集した

のちは「歴史資料」となると考えています。

●【小宮山委員】ここでいう「歴史資料」はオリジナルの資料のことでしょうか、それと

も、オリジナルの資料の写しなどもこの「歴史資料」に含まれているのでし

ょうか。

●【事務局】現状、「歴史資料」はオリジナルの資料の写しも含んでいます。
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●【会長】他に何かございますか。

●【太田委員】目標案の４の推進体制の整備において、編集体制の整備と事務局体制の整

備、つまり市史編さんに関する体制整備は書かれていますが、アーカイブズ

に関する推進体制の整備、例えばアーカイブに関する部会を作るなども考え

ていただければ良いのではないでしょうか。

●【会長】アーカイブに関する部会についてはどうお考えでしょうか。アーカイブの体制

を整えていく上では、専門家の意見を聞きながらやっていくのが良いのでは

ないかと思います。

●【事務局】どのような運営形態になるかで実現可能かどうか変わってくるかと思います。

今後検討していきたいと思います。

●【青木委員】先ほど話に出ましたが、シンポジウムや講演会を開催するなど市民に広く

市の歴史やアーカイブズセンターの活動を知っていただくことは重要だと

思います。また、アーカイブズセンターの状況やこの審議会で出た声や意見

を市の上層部にも認識して頂く必要もあると思います。アーカイブズセンタ

ーにも専門職員（学芸員やアーキビストなど）が新たに増員という形で配置

されると、資料の整理や市史編さん事業も進むと思われますので、そうした

声が届くと良いかなと思います。

●【会長】他に何かございますか。…無いようですので、今回はここまでとします。

もし、後でお気付きの点などありましたら、事務局までお願いします。

●【事務局】ありがとうございました。今回のご意見をもとに、次回の審議会にて改

めて案をお示しいたします。

● 【会長】次の議題の「②その他」について何か事務局からございますか。 

●【事務局】次回の審議会の開催予定日についてです。次回は令和２年の３月ごろに開

催したいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。以上です。

●【会長】他に何かなければこれで議題については終わりにしたいと思います。

長時間にわたり、建設的なご意見を賜りありがとうございました。 

(7) 閉会 

● 【司会】 皆様には長時間にわたり御審議いただきありがとうございました。以上をもちまして、

「令和元年度第１回さいたま市史編さん審議会」を終了させていただきます。本日は

大変ありがとうございました。 

以上 


