
様式第２号(第７条関係) 

会議の開催結果 

１ 会議の名称 令和３年度第１回さいたま市史編さん審議会 

２ 会議の開催日時 
令和３年７月 26 日（月） 

午後３時 00 分～午後４時 15 分 

３ 会議の開催場所 
さいたま市北区日進町２－１８６４－１０ 

ＪＳ日進３階 304 会議室 

４ 出席者名 

老川 慶喜会長、青木 義脩委員、秋元 千代子委員、

山﨑 憲人委員、黒金 英明委員、関根 正昌委員、

花井 紀子委員、太田 富康委員 

他 事務局職員 

５ 欠席者名 重田 正夫委員、栗田 尚弥委員 

６ 議題及び公開又は非公開

の別 

（議題） 

（１）令和２年度事業報告について 

（２）さいたま市史編さん専門員の更新について 

（３）アーカイブズ部会の設置について 

（４）監修の設置について 

（公開又は非公開の別） 

 公開 

７ 非公開の理由  

８ 傍聴者の数 ０人 

９ 審議した内容 

（１）令和２年度事業報告について 

（２）さいたま市史編さん専門員の更新について 

（３）アーカイブズ部会の設置について 

（４）監修の設置について 

（５）その他（次回の審議会開催日程について） 

10 問合せ先 

総務局総務部アーカイブズセンター 

電話番号 ０４８－８７１－５８２１ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４８－８７１－５８２９ 

11 その他  



令和３年度 第１回 さいたま市史編さん審議会 

次 第 

日時：令和３年７月２６日（月）１５：００～ 

場所：アーカイブズセンター会議室 

１ 開 会 

２ 報 告 

 令和 2年度事業報告について（資料１） 

 さいたま市史編さん専門委員の更新について（資料２） 

 アーカイブズ部会の設置について（資料３） 

 監修者の設置について（資料４） 

３ その他 

４ 閉会 



資料１ 

令和２年度事業報告について 

１ 審議会の運営 
①第１回（８月７日） 
 ・令和元年度事業報告及び令和２年度事業計画について 
 ・第２期基本計画及び第３期事業計画の策定について 
②第２回（３月２９日） 
 ・令和３年度事業計画について 
 ・第２期基本計画及び第３期事業計画の策定について 

２ 専門部会の運営 
（１）専門部会の体制 令和元年度に引き続き８部会を運営（鉄道部会は休止状態） 
（２）専門部会連絡調整会議 
  ①第１回（７月１７日） 
 ・令和元年度事業報告及び令和２年度事業計画について 

   ・各部会の活動報告について 
   ・第２期基本計画、第３期事業計画及び刊行計画について 
  ②第２回（１１月２３日） 
 ・第２期基本計画、第３期事業計画及び刊行計画について 

   ・監修者の設置について 
   ・さいたま市史通史編の体裁等について 
  ③第３回（３月１９日） 
 ・監修者の設置について 

   ・第２期基本計画、第３期事業計画及び刊行計画について 
   ・令和３年度事業計画について 
   ・来年度以降の調査・活動費について 

３ 「さいたま市史自然編 昆虫類 」の刊行
  ①体裁等 

Ａ４版３２５頁（本文）、１，０００冊作成、頒布価格２，０００円 
  ②内容 

現地調査や過去の文献調査の成果として、本市で確認・記録された昆虫類一覧を作成
したほか、写真を多く用いて昆虫類の紹介をまとめました。また、新たな取り組みとし
て、家庭や学校現場でも活用できるよう小中学生向けの昆虫類の学習方法を掲載して
おります。 



資料１ 

４ 「さいたま市アーカイブズセンター紀要第５号」の刊行 
  ①体裁等 
   Ｂ５版１４２頁（本文）、５００冊作成、頒布価格１，０００円 
  ②内容 
   寄稿（近世部会、 俗部会×２、原始・古代部会、市 博物館）

５ デジタルアーカイブズの構築 
 ＨＰ「アーカイブズセンターギャラリー」の写真資料の更新（２０点） 

６ 歴史資料の収集、整理、保存、活用 
（１）保存期間が満了した行政文書の収集、整理（６６箱 ※現在整理中） 
（２）写真資料等のデジタル化（旧市史２冊、ネガフィルム１５，０００点） 
（３）映像資料のデジタル化（ＶＨＳ２５本） 



資料２

さいたま市史編さん専門委員 （敬称略）
専門部会 氏名

原始・古代 アオキ

義
ギ

脩
シュウ

原始・古代 柿沼
カキヌマ

幹夫
ミキオ R3.6.8 R5.6.7

原始・古代 宮瀧
ミヤタキ

交
コウ

二
ジ R3.6.8 R5.6.7

原始・古代 水村
ミズムラ

孝行
タカユキ R2.4.17 R4.4.16

原始・古代 笹森
ササモリ

紀
キミコ

己子 R2.4.17 R4.4.16

中世 有元
アリモト

修一
シュウイチ R3.6.8 R5.6.7

中世 菊池
キクチ

紳一
シンイチ R1.8.7 R3.8.6

近世 重田
シゲタ

正夫
マサオ

近世 岩田
イワタ

 みゆき R3.6.8 R5.6.7

近世 橋本
ハシモト

直子
ナオコ R1.8.7 R3.8.6

近代・鉄道 老川
オイカワ

慶喜
ヨシノブ

近代・鉄道 高嶋
タカシマ

修一
シュウイチ R3.6.8 R5.6.7

近代・鉄道 岡部
オカベ

桂
ケイ

史
シ R3.6.8 R5.6.7

近代 大矢
オオヤ

由美子
ユミコ R3.6.8 R5.6.7

現代・鉄道 栗田
クリタ

尚
ヒサ

弥
ヤ

現代 大島
オオシマ

英夫
ヒデオ R3.6.8 R5.6.7

現代 沖川
オキカワ

伸夫
ノブオ R3.6.8 R5.6.7

飯塚
イイヅカ

好
ミヨシ R3.6.8 R5.6.7

岡本
オカモト

一雄
カズオ R3.6.8 R5.6.7

板垣
イタガキ

時夫
トキオ R1.8.7 R3.8.6

大島
オオシマ

純子
スミコ R1.10.18 R3.8.6

自然(植物) 清水
シミズ

誠
マコト R3.6.8 R5.6.7

自然(気象) 裏
ウラ

川
カワ

一雄
カズオ R3.6.8 R5.6.7

自然(地質） 高原
タカハラ

勇夫
イサオ R3.6.8 R5.6.7

自然(昆虫) 林
ハヤシ

正美
マサミ R1.8.7 R3.8.6

アーカイブズ 佐藤
サトウ カツミ R3.5.10 R5.5.9

任 期

審議会に準ずる

審議会に準ずる

審議会に準ずる

審議会に準ずる



資料３ 

アーカイブズ部会の設置について 

１ 背景 

 昨年度、審議会にてご承認いただいた「市史編さん基本計画」及び「市史編さん事業

計画」にて、市史編さん事業について、次のとおり位置付けを明確にしました。 

   市史編さん事業        市史刊行事業    

 アーカイブズ事業  

 基本計画では、アーカイブズ事業について、 

・所蔵している歴史資料の保存媒体、所有形態等に応じた適切な整理・保存・活用

方法を構築すること。 

・歴史行政文書の収集基準について、客観的で分かりやすい収集基準に改めること。 

・閲覧場所の確保、閲覧提供可否の判断基準づくり等を構築すること。 

 としており、これを推進するために「アーカイブズ部会」を設置することとしており

ます。 

２ アーカイブズ部会の設置 

 令和３年５月にアーカイブズ部会を設置しました。 

３ アーカイブズ部会の構成 

 部会長（専門委員）１名、調査員２名、合計３名です。 

４ これまでの活動 

・令和３年５月に会議を開催し、事務局と活動内容について共有。 

・令和３年６月に会議を開催し、所蔵資料の状況及び部会設置までの経緯等を確認。 

５ 今後の活動計画 

  ・令和３年８月に会議を開催予定。今後の活動の方向性を検討予定です。 



資料４ 

監修者の設置について 

１ 背景 

 昨年度、審議会にてご承認いただいた「市史編さん基本計画」及び「事業計画」にて、

市史刊行事業の推進体制として監修者を設置することとしております。これは、基本方

針の目的及び基本姿勢を反映するためです。具体的には、 

・市民に分かりやすくすること。 

・正確な調査・分析による論理的な叙述をすること。 

・将来にわたって本市の歴史を十分評価・検証できるようにすること。 

２ 監修者の設置 

 今年度刊行予定の「民俗編（信仰）」から、専門部会連絡調整会議にて監修を行いま

す。 

【専門部会連絡調整会議とは】 

   市史の刊行までには、各時代・分野ごとに専門部会を設置し、各専門部会が調査・

研究、執筆を行っております。現在９部会（鉄道部会は休止）あり、それぞれの部

会長が部会の活動を取りまとめております。 

   この部会長を構成員とした会議体が、専門部会連絡調整会議です。市史刊行を円

滑に推進するため、各専門部会が連携し、専門部会間で調整すべき事項を協議する

ために設置をしており、今回、監修の役割も担っていただくこととなりました。 

３ 監修 

 監修は、次のとおり実施することとしております。 

 調査・研究 ⇒  監修１  ⇒ 執筆 ⇒  監修２  ⇒ 入稿 ⇒ 校正・刊行 

 監修１：全体の構成（目次）及び執筆概要について了承します。 

 監修２：監修１で了承した構成（目次）及び執筆内容を確認します。 


