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Ⅰ 概 要 
 

１ 設置 

  当館は、岡山県の記録を伝える重要な公文書（現用のものを除く。）、古文書その他の資料（以

下「記録資料」という。）を保存し、及び一般の利用に供するため、公文書館法により設置された。 
 

２ 業務内容 

① 記録資料を収集し、整理し、及び保存すること 

② 記録資料を閲覧その他の一般の利用に供すること 

③ 記録資料についての調査研究を行うこと 

④ 記録資料についての専門的な知識の普及及び啓発を行うこと 

⑤ 資料集等を編さんし、及び刊行すること 

⑥ 岡山県の歴史を編さんし、及び刊行すること 

⑦ 上記①から⑥に掲げるもののほか、記録資料館の目的を達成するために必要な業務  

 

３ 組 織 

（１）組織図 

・平成２９年１月１日現在 

 

   総務部   総務学事課   記録資料館 

       館長（１人）   参事（１人）   総括副参事（１人）  事務室（３人） 

                                    資料整理室（３人） 

                                    調査研究室（４人） 

                                    （※閲覧室職員含む） 

                ［内訳］正職員５人、非常勤職員６人、臨時的任用職員２人 

 

（２）県立記録資料館運営協議会 

当協議会は、当館の事業、運営について意見並びに提案を行う。委員５名、任期２年で委嘱し、

平成 28 年度は平成 29 年 2 月 2 日に開催した。 

委員は、次のとおりである。 
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区  分 氏  名 現     職 

学識経験者・法律学 ○中村 誠 岡山大学大学院教授 

学識経験者・歴史学 沢山美果子 岡山大学大学院客員研究員、国立民族学博物館共同研究員 

学識経験者・法曹界 奥田  哲也 弁護士 

利用者・報道関係 清水 玲子 山陽新聞社編集局文化部長 

利用者・教育関係 服部 真理 岡山県立備前緑陽高等学校教諭 

○印は委員長 

 

（３）全国歴史資料保存利用機関連絡協議会副会長事務局 

・ 国際会議・セミナー等の会員への広報 

 ・ 国際団体への負担金の送付 

・ その他国際交流関係事務 

 ・ 役員会への出席（年間３回） 

・ 第 18 回ＩＣＡ（国際アーカイブズ評議会）ソウル大会及び記念シンポジウムへの出席 

 

４ 予 算  

 平成 28 年度の予算は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

５ 施設の概要 

（１）概 要 

ａ  所 在 地 岡山県岡山市北区南方二丁目 13－1 

（旧国立岡山病院跡地） 

岡山県総合福祉・ボランテｨア・NPO 

会館（きらめきプラザ）と併設                 

ｂ 敷地面積 17,546 ㎡ 

ｃ 延床面積  1,701 ㎡ 

ｄ 整備方法  旧小児病棟(昭和 49 年築）をＰＦＩ 

手法によりリニューアル         

 

区  分 平成 28 年度当初予算（千円） 平成 27 年度当初予算（千円） 

運 営 費  ３１，２８０ ２９，４５７ 

活 動 費 ８，１３３ １０，０７３ 

PFI 事業費 ２９，６８１ ３０，１２７ 

  計 ６９，０９４ ６９，６５７ 

リニューアル前の小児病棟 
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（２）施 設 

  区分  面積(㎡） 内   容 

収蔵スペース 761 耐震・集密書庫で約 40 万点の収蔵能力 

利用サービススペース 269 ユニバーサルデザインで整備した閲覧室、展示コーナー、 

研修室 

作業スペース 131 荷解室、資料整理室、調査研究室、撮影室 

管理スペース 80 館長室、事務室、物品庫、更衣室等 

その他共有スペース 460 ユニバーサルデザインで整備したトイレ、廊下等 

当館の外観（正面） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 
※網かけ部分は、関係者のみ立入り区域 

展示コーナー 

閲覧室 

書庫③ 

１ 

階 

３ 

階 

２ 

階 
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６ 沿 革 

昭和 40 年 岡山県地方史研究連絡協議会から、県に対して文書館設立要望があがる。  

             以降、文書館構想は何度か持ち上がるが実現しなかった。  

昭和 53 年 岡山県史編纂事業を開始し、公文書や古文書の調査を行う。  

昭和 63 年６月１日 公文書館法の施行 

平成 元年  岡山県公文書館の基本構想について（諮問） 

         岡山県における公文書館の基本構想について（答申） 

平成 ２年 岡山県立図書館・公文書館建設基本計画（案）の策定 

平成 ９年 岡山県行財政改革大綱により、設置場所の変更も視野に入れ当面３年間凍結となる。 

平成 12 年 事業評価委員会の答申を受け、「新たな施設整備は白紙とし、資料の収集・整理を  

続け、既存施設の活用も検討する」こととされた。  

平成 14 年 旧国立岡山病院跡地利用として、総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館と一体的に整

備することとし、「岡山県立文書館（仮称）整備基本計画」を策定する。  

平成 17 年３月 18 日  岡山県立記録資料館条例の制定 

〃 ４月１日 岡山県立記録資料館の設置 

〃  ９月７日 岡山市南方（現在地）に開館 

平成 21 年３月 20 日  岡山県立図書館の郷土資料部門に当館コーナーを開設 

平成 27 年９月７日 開館１０周年  

 

７ 所蔵資料の概要 

  平成 29 年３月末現在、所蔵資料数は約 273,091 点であり、内訳は次のとおりである。 

（数量は概数） 

ａ 公文書    74,088 冊 

〔内訳〕 本  庁           12,030 冊 

出先機関・学校等         62,058 冊 

ｂ 古文書   155,742 点 

       〔内訳〕 購入資料（ 95 群）       17,891 点 

            寄贈資料（227 群）        56,221 点 

            移管資料（ 63 群）       35,832 点 

            寄託資料（ 25 群）       45,798 点 

ｃ 複製資料等 43,261 点 

       〔内訳〕 複製資料             20,300 冊 

            マイクロフィルム         8,696 本 

図書・逐次刊行物         13,539 冊 

             新聞切り抜き他           726 冊 

            写真           （約 876 万コマ） 
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Ⅱ 平成 28年度の業務内容 
 
１ 収集、整理及び保存 
 

(１）収 集 

① 公文書 

本庁、県民局等において、保存年限経過による廃棄公文書等を対象に選別・収集した。本庁について

は廃棄公文書リストにより、県民局等については文書廃棄時に選別・収集した。 

［平成２８年度に収集を行った部局等］ 

ａ 本庁（部・局・課所名は、文書作成時の名称） 

 ・知事直轄  （危機管理課、消防保安課） 

  ・総合政策局 （秘書課、公聴広報課、政策推進課、統計分析課） 

・総務部   （総務学事課、税務課） 

・県民生活部 （県民生活交通課、中山間・地域振興課、くらし安全安心課） 

・環境文化部 （環境企画課、環境管理課、循環型社会推進課、自然環境課） 

・保健福祉部  （保健福祉課、医療推進課、健康推進課、医薬安全課、障害福祉課、長寿社会課） 

・産業労働部  （企業誘致・投資促進課、労働雇用政策課） 

・農林水産部  （農政企画課、組合指導課、農産課、耕地課、農村振興課、林政課、治山課、水産課） 

・土木部   （監理課、道路整備課、河川課、建築指導課、住宅課） 

ｂ 県民局      （備前県民局、美作県民局） 

ｃ 地域事務所 （井笠地域事務所、高梁地域事務所、勝英地域事務所） 

ｄ 行政委員会  （議会事務局） 

ｅ  その他     （水島港湾事務所、岡山家畜保健衛生所、高梁家畜保健衛生所、岡山光量子科学研究

所） 

 

② 古文書 

平成 28年度に受入れた古文書は、次のとおりである。 

資料群名 登録番号 点数 備考 

2016年度収集諸資料 A00095 一式 購入 

私立岡山県教育会雑誌 A00096 一式  同 

岡山藩士在津家資料 A00097 一式 同 

岡山産業文化大博覧会パンフレット B00217 1 寄贈 

太田辰五郎関係資料 B00218 32  同 

岡山陸軍病院写真帖 B00219 1 同 

赤木氏伝来下道郡下倉村樋口家資料 B00220 一式 同 

岡山城下町親孝行褒賞関係資料 B00221 9 同 

江口氏収集資料 B00222 一式 同 

久米郡誕生寺耕地整理組合資料 B00223 86 同 
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資料群名 登録番号 点数 備考 

上道郡祇園村鈴木家資料 B00224 一式 寄贈 

岡山藩家老伊木家家臣小岸家資料 B00225 一式 同 

太政官日誌 B00226 1 同 

津高郡小森村黒田家資料 B00227 一式 同 

鴨井家旧蔵児島湾干拓関係資料 B00228 一式 同 

御野郡芳田村亀山家資料 B00229 一式 同 

  （注）登録番号は、資料を目録整理するために設けたもの。一式とは未整理のもの。 

 

③ 複製資料等   

 平成 28年度に作製した複製資料は、次のとおりである。 

資料名 規 格 数 量 

備前市所蔵旧役場資料 16mmマイクロフィルム 5本 

県政情報室移管資料 16mmマイクロフィルム 20本 

児島郡粒浦村小川家資料 16mmマイクロフィルム 1本 

 

(２）整理 

① 公文書 

平成 28 年度に、簿冊の目録をデータベース入力した公文書（カセットテープ・DVD 等を含む。）は

次のとおりである。内容の審査、確認を行っていないものもある。収集年度と事業完結年度は異なる。

所属課（所）名は公文書の作成時のものであり、現在の名称とは異なる場合がある。公開は完結後 30

年を経たものから。 

   所属課（所）名 収集年度 簿冊数 

本庁諸課 平成 28年度 101 

本庁年限経過 平成 28年度 224 

議会事務局 平成 28年度 15 

教育庁 平成 28年度 139 

備前県民局 平成 28年度 28 

美作県民局 平成 28年度 9 

岡山家畜保健衛生所 平成 28年度 106 

水島港湾事務所 平成 28年度 152 

井笠地域事務所 平成 28年度 29 

高梁地域事務所 平成 28年度 18 

高梁家畜保健衛生所 平成 28年度 8 

勝英地域事務所 平成 28年度 9 

岡山光量子科学研究所 平成 28年度 27 

合  計 865 

※この他、行政刊行物についてもデータベース入力をすすめている。 
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② 古文書 

平成 28年度に整理・確認し、目録をシステム入力した古文書は、次のとおりである。 

資料群名 請求番号 件 数 

岡山県内の絵葉書（追加） Ａ00073 38 

岡山県内市街地図・郡地図（追加） Ａ00075 4 

岡山県地図（追加） Ａ00076 2 

2015年度収集諸家資料 Ａ00091 

 

215 

江原氏収集新聞号外（追加） Ｂ00096 3 

松本氏寄贈資料（追加） Ｂ00117 152 

日笠俊男氏収集資料（追加） Ｂ00121 5 

賀陽郡生石村資料（追加） Ｂ00186 82 

岡山産業文化大博覧会パンフレット Ｂ00217 1 

 太田辰五郎関係資料 Ｂ00218 32 

岡山陸軍病院写真帖 Ｂ00219 1 

岡山城下町親孝行褒賞関係資料 Ｂ00221 9 

太政官日誌 Ｂ00226 1 

足守藩家老杉原（町田）家資料 Ｄ00026 1,590 

合  計 2,135 

 

 

③ 複製資料等 

平成 28年度に整理・確認し、目録をシステム入力した複製資料は、次のとおりである。 

資料群名 請求番号 件 数 

津高郡尾上村則武家資料（継続中） F00133 20 

岡山藩士奉公書（継続中） F00101 15 

公聴広報課引継広報写真(継続中) ― 113,705 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 8 - 

付： 県立記録資料館ボランティア 

  平成 28年度のボランティア活動は、次のとおりである。 

（１）ボランティア説明会 

日時 平成 28年 4月 5日、4月 6日 

説明 予定人員、参加資格、活動内容、登録、ボランティア保険への加入、無報酬などについ

て説明。 

（２）ボランティア登録者数 26名 

（３）活動日数 155日、活動延べ人数 758人 

（４）活動内容 

ａ 資料整理 

資 料 群 名 作 業 内 容 整理点数 

勝南郡池ヶ原村大岡家資料 資料カード作成（継続中）  61点 

児島郡粒浦村小川家資料 資料カード作成（継続中） 3,658点 

明治前期岡山県吏野崎家資料 資料目録確認作業（継続中） 1,473点 

岡山藩士浅田家資料 資料カード作成 1,460点 

岡山藩士奥村家資料 資料カード作成（継続中） 34点 

児島郡粒浦村小川家資料 資料撮影（継続中） 676点 

新聞切り抜き他 新聞コピー、スクラップ 17冊(3,608件) 

ｂ 書庫内清掃等  毎月２回、及び 12月特別整理期間 

ｃ 刊行物の校正 

ｄ 公文書整理作業 

ｅ  その他 

・上記活動以外にも、活動を通じて自主的に調査研究したことの報告などを行い、資料整理作

業やボランティア間の連絡調整に役立てている。 

・調査報告会 

日時  平成 29年 3月 11日（土） 

場所  当館研修室  参加者 19人 

 

（３）保存 

① 修復・デジタル化 

ａ 絵図等の修復・デジタル化 

下記の絵図等について、修復・デジタル化を行った。主な作業内容は次のとおり。 

絵図等の名称及び法量 

岡山県岡山市水害見取図 明治 26年 （385mm×538mm） 

岡山県管内雨量図１     明治 26年 （388mm×303mm） 

岡山県管内雨量図２     明治 26年 （388mm×303mm） 

・修復前撮影及び記録 

    デジタルカメラにより、処置前現状を撮影、記録 
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   ・裏打ち 

    手すき楮
こうぞ

紙を小麦でんぷん糊にて裏打 

   ・乾燥、裁断 

    裏打ち後、十分に乾燥させ、裏打ち紙を残し裁断 

   ・修復後の撮影 

    デジタルカメラによる撮影後、全体画像・分割画像を作成し複製を作製 

・中性紙保存箱への収納 

中性紙を巻き付けた紙管に資料を巻き、アーカイバルボードの中性紙保存箱に収納          

ｂ 岡山県広報誌「グラフおかやま」のデジタル化 

    当館所蔵の「グラフおかやま」（1997年 10月号～2008年３月号）のデジタル化を行った。主な

作業内容は次のとおり。 

   ・ドキュメントスキャニング（見開きＢ４程度 2,142コマ） 

   ・ＰＤＦ化 

 

② マイクロフィルムのデュープ作成 

主な作業内容は次のとおり。  

    ・ＴＡＣベースのマイクロフィルムのうち劣化が進んでいるもの 20本を選定 

・フィルムの埃、カビ等のよごれを除去してＰＥＴベースフィルムのデュープ作成 

   ・作成フィルムを通気性の高いリールに巻き、中性紙の帯で保護し、中性紙保存箱に収納  

 

③ マイクロフィルム撮影 

   主な作業内容は次のとおり。 

   ・備前市所蔵の旧役場資料について、マイクロフィルム撮影（約 5,000コマ） 

 

④ 書庫内の環境調査等 

ａ 書庫内の環境調査 

当館収蔵資料を虫菌害から守るため書庫内の環境調査を行い、保存及びくん蒸の計画を策定し

た。調査項目及び回数は、次のとおりである。 

・温湿度調査、ダスト数、浮遊菌の数（５月、８月、10月、１月の４回） 

・徘徊虫の有無及び同定、目視による調査（５月～10月に毎月 1回、計６回） 

・酸・アルカリ度検査（８月に１回） 

調査報告を受けて、重点項目を定めて書庫内清掃（月２回及び 12月特別整理期間）を行った。 

ｂ 中性紙保存箱等の整備 

温度・湿度等の変化を和らげ、収納物を長期間安定した状態で保存するため、中性紙保存箱での

整備を進めており、平成 28年度は中性紙保存箱を 120箱設置した。 
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⑤ くん蒸等の処理 

ａ 外注くん蒸 

当館で新たに収蔵した資料等について、殺虫及び殺卵を目的に、薬剤くん蒸処理を行った。 

・公文書 17.9㎥（552箱） 

・古文書  1.0㎥（ 22箱） 

ｂ 二酸化炭素処理 

当館所蔵資料について、殺虫及び殺卵を目的に、館内で計画的に二酸化炭素処理を行った。平成

28年度の実績は、133箱であった。 

ｃ 冷温処理 

当館で新たに収蔵した資料について、殺虫及び殺卵を冷凍庫 

（1600ℓ収納）で低温処理（マイナス 23℃で３週間程度）を行 

った。平成 28年度の実績は、 17箱であった。 

 

 

 

                                            

荷

解

室

の

冷

 荷解室の冷凍庫 
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２ 利 用 

平成 28年度の概況は次のとおりである。 

 

（１）利用者の状況                     人数は延べ人数 

区  分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 

開館日（日） 24 22 26 26 25 24 25 

展示コーナー観覧者（人） 112 137 243 233 207 247 271 

閲覧室利用者（人） 114 87 159 126 134 125 132 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ閲覧室利用者（人） 27 24 31 24 23 19 22 

研修室利用者（人） 156 154 201 190 104 198 181 

館外開催行事参加者（人） 121 82 53 151 0 92 0 

岡山県立図書館の 

記録資料館資料複写申請者（人） 
9 21 7 13 11 8 8 

区  分 11月 12 月 １月 ２月 ３月 合 計 

開館日（日） 24 18 22 23 26 285 日 

展示コーナー観覧者（人） 251 110 118 130 192 2251 人 

閲覧室利用者（人） 144 69 112 137 122 1461 人 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ閲覧室利用者（人） 34 16 23 27 15 285 人 

研修室利用者（人） 169 69 97 140 162 1821 人 

館外開催行事参加者（人） 92 0 83 106 121 901 人 

岡山県立図書館の 

記録資料館資料複写申請者（人） 
7 9 14 7 5 121 人 

 

（２）閲覧室における利用状況                人数は延べ人数 

区  分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 

利用申請者数（人） 50 39 48 47 50 40 40 

公文書（点） 272 0 13 74 0 5 40 

古文書（点） 134 54 47 39 177 94 81 

複製資料（冊） 186 207 205 273 468 154 219 

マイクロフィルム（本） 17 15 23 8 32 15 6 

図書・逐次刊行物（冊） 126 133 149 170 177 129 158 

区  分 11月 12月 １月 ２月 ３月 合 計 

利用申請者数（人） 37 29 36 39 47 502 人 

公文書（点） 0 11 985 0 240 1640 点 

古文書（点） 16 70 96 12 352 1172 点 

複製資料（冊） 187 114 130 296 286 2725 冊 

マイクロフィルム（本） 35 9 2 24 21 207 本 

図書・逐次刊行物（冊） 166 113 148 154 189 1812 冊 
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① 閲覧室の資料利用者内訳 人数は延べ人数  

区  分 人数 比 率 

岡山県内の利用者 425 84.7 ％ 

岡山県外の利用者 77 15.3 ％ 

  

②  県外の都道府県別の利用者人数              人数は延べ人数 

区分 都 道 府 県 名 

都道府県名 東京都 大阪府・兵庫県 埼玉県 神奈川県 京都府・広島県 千葉県・石川県 

人数（人） 15 11 7 6 各 5 各 3 

区分 都 道 府 県 名 

都道府県名 静岡県・愛知県 岐阜県・三重県・奈良県・鳥取県・島根県・山口県・福岡県 合計 

人数（人） 各 2 各 1 77 人 

 

（３）県立図書館に配置している当館資料の利用状況 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 

県立図書館に配置している当
館資料の複写（点） 

53 58 21 44 21 27 20 

  11月 12月 １月 ２月 ３月 合 計 

県立図書館に配置している当
館資料の複写（点） 

21 45 27 21 12 370 点 

 

（４）ホームページの利用状況 

平成 28年度のホームページの延べアクセス件数は、次のとおりである。 

当館ホームページ上からの質問及び問い合わせは 46件であった。 

 

  

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 

トップページ 2,794 2,794 2,875 3,154 3,158 3,600 3,368 

       

  11月 12 月 １月 ２月 ３月 合 計 

トップページ 3,088 2,665 3,303 2,299 15,036 48,134 件 

  

（５）出版・掲載等の許可 

当館所蔵資料についての出版・掲載等許可申請は 22 件、114 点であった。内訳は、行政機関（13

件、17点）、出版社（２件、２点）、その他（８件、97点）であった。主なものは次のとおりであ

る。 

申請者 目的 

岡山県教育庁文化財課 岡山県教育委員会『体感しよう！おかやまの文化財』出版のため 

岡山県教育庁教育政策課 岡山県教育委員会『教育時報』出版のため 

美作県民局津川ダム管理事務所 津川ダム管理事務所ホームページ作成のため 

岡山市 足守地区岡山歴史のまちしるべ看板作製のため 
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申請者 目的 

美作市 美作市報道委員会『広報みまさか』出版のため 

玉野市総合文化センター 常設展展示パネル作製のため 

高梁市立図書館 新図書館オープニングイベント展示パネル作製のため 

宮崎県総合博物館 ミニガイドブック「賀来飛霞のみた自然と歴史」出版のため 

山陽放送学術文化財団 山陽放送学術文化財団『岡山蘭学の群像２』出版のため 

株式会社ｺﾞｯｽﾞﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾜｰﾙﾄﾞ BS-TBS「関口宏ニッポン風土記」番組制作のため 
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３ 調査及び研究等 

（１）調査 

平成 28年 

４月２０日 県教育庁、議会事務局において、廃棄公文書の選別・収集 

４月２１日 公聴広報課において、廃棄公文書の収集 

６月２８日 備中県民局、水島港湾事務所において、廃棄公文書の選別・収集 

７月２０日 瀬戸内市立図書館において、企画展事前調査 

７月２１日 農林水産総合センターにおいて、企画展事前調査 

７月２２日 県立図書館において、企画展事前調査 

７月２５日 井笠地域事務所において、廃棄公文書の選別・収集 

７月２７日 県庁地下文書庫及び用度課分室において、保存年限経過文書の収集（本庁分） 

７月２９日 県庁地下斜路において、廃棄公文書の選別・収集 

８月 ４日 岡山家畜保健衛生所において、廃棄公文書の選別・収集 

８月 ５日 備前県民局保健福祉部において、廃棄公文書の選別・収集 

８月２２日 備前県民局において、廃棄公文書の選別・収集 

９月２６日 国文学研究資料館（東京都立川市）において、「岡山県記録資料１２」の編集に係る 

 ～２７日 資料調査 

９月２７日 当館において、備前広域農業普及指導センター及び岡山家畜保健衛生所の廃棄公文書

を収集 

９月２９日 岡山市北区伊福町個人宅において、追加寄託資料受領 

１０月 ４日 瀬戸内市旧牛窓公民館、瀬戸内市民図書館、県立図書館において、企画展事前調査 

１０月 ６日 倉敷市歴史資料整備室、三宅酒造（総社市）において、企画展事前調査及び資料借用 

１０月 ７日  高梁地域事務所、高梁家畜保健衛生所において、廃棄公文書の選別・収集 

１０月１２日 中央大学（東京都八王子市）において、企画展事前調査及び大学アーカイブズ視察 

  ～１３日  

１１月 １日 湯郷地域交流センター、赤磐市山陽郷土資料館において、企画展事前調査 

１１月 ４日 野崎家旧宅において、古文書解読講座事前調査及び資料借用 

１１月１４日 美作県民局において、廃棄公文書の選別・収集 

１１月１７日 岡山県郷土文化財団において、廃棄図書及び行政刊行物の選別・収集 

平成 29年 

１月２４日 県立勝山高等学校蒜山校地において、学校アーカイブズ調査 

２月 １日 秘書課において、廃棄公文書の収集 

２月 ２日 勝英地域事務所において、廃棄公文書の選別・収集 

２月 ８日 岡山光量子化学研究所において、廃棄公文書の選別・収集 

３月 ８日 保健福祉課において、廃棄公文書の収集 

３月２３日 総務学事課において、廃棄公文書の収集 

３月２８日 監査事務局及び備前県民局において、廃棄公文書の選別・収集 
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（２）研究 

 ① 岡山県明治前期資料 

平成 26年度からスタートした『岡山県明治前期資料』は、現在の県域が確定した明治９年（1876）

から明治立憲体制の成立する同 22年（1889）頃までの岡山県を対象に、当時の岡山県にとっての重

要資料や稀少資料、新たに発掘した資料を編纂刊行することにしている。 

   本年度は、高崎県政開始５年目からの明治 13・14年の時期を対象とした。この時期は全国的にも

自由民権運動の高揚と後退という歴史的契機をなす時期に当たり、県内でも民権勢力と高崎県政の鋭

い対立が様々な分野で展開した。全国的にも先頭を切って行われた国会開設請願運動に対し、新聞紙

条例による新聞雑誌の発行停止や集会条例による親睦会・演説会等の解散命令など、当時の厳しい政

治情勢が理解できる。一方、県区町村会の開明的な議会制度、官民挙げての勧業授産事業、公立中学

校や私学・夜学校の開校や新聞雑誌の創刊など、当時の県民と官吏の英智と努力で作り上げようとし

た新事業は、わが岡山県の精神的原点ともいうべきであろう。 

  

 ② 古文書解読同好会 

古文書解読同好会は、当館で開催している古文書解読講座の受講経験者有志等をメンバーとして、

平成 20年度に発足し、現在は３班が月１～２回当館研修室に集まって活動している。 

今年度は、当館所蔵の花房端連・義質関係資料の明治書簡を解読する書簡班（９名）、池田家文

庫の「武家聞伝記」を解読する武家班（14名）、勝山藩家老九津見家の江戸日記を解読する江戸班

（６名）の３班で活動した。 

同好会の活動成果の一部は、『岡山のアーカイブズ６ ～記録資料館活動成果資料集～』（平成

29年３月 31日発行）に収録した。 

また、平成 29年３月 11日の調査報告会で同好会有志による報告が行われた。 

  

③ 資料保存・活用研究 

『岡山県立記録資料館 紀要』第 12号において当館職員が子どもたちへのアーカイブズ教育の実

践事例を報告した。前田能成は「アーカイブズのすゝめ」と題し、岡山操山高等学校での事例を中心

に、高等学校におけるアーカイブズ教育実践を紹介している。山下香織は「和綴じ本を作ってみよ

う！」と題し、平成 28年 8月 7日（日）に小学生を対象にして当館が開催した、もんげーゼミナー

ル第 2回ワークショップ「和綴じ本をつくってみよう！」の概要を報告している。 

 

（３）会議及び研修への参加 

① 岡山県博物館協議会（２名） 

ａ 総会      

・日 程 平成 28年５月 24日       ・場 所 岡山県立美術館  

   ｂ 記念講演会   

・日 程 平成 28年５月 24日       ・場 所 岡山県立美術館 
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② 全国公文書館長会議（２名） 

ａ 「国際アーカイブズの日」記念講演会 

    ・日 程 平成 28年６月９日        ・場 所 東京都 コングレスクエア日本橋 

   ｂ 全国公文書館長会議 

    ・日 程 平成 28年６月 10日       ・場 所 東京都 コングレスクエア日本橋 

 

③ 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会近畿部会第 24回総会・第 133回例会（１名） 

    ・日 程 平成 28年６月 14日         ・場 所 京都府総合資料館 

 

④ 平成 28年度公文書館機能普及セミナーin山口（１名） 

テーマ「現在、求められる公文書管理と公文書館 ～備えるべき機能と役割～」 

・日 程 平成 28年８月 31日         ・場 所 山口県 山口県庁 1F視聴覚室 

 

⑤ 国際公文書館会議（ICA）ソウル大会（１名） 

   テーマ「アーカイブズ、調和、友情：グローバル社会における文化的感受性、正義、連携の確保」  

・日 程 平成 28年９月５～10日       ・場 所 韓国ソウル市 Coex国際会議場 

 

⑥ 国際公文書館会議（ICA）ソウル大会記念シンポジウム（１名） 

   テーマ「アーカイブズの未来を考える」  

・日 程 平成 28年９月 11日         ・場 所 東京都 一橋講堂 

 

⑦ 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会全国大会及び研修会（２名） 

   テーマ「博物館でアーカイブズ」 

 ・日 程 平成 28年 11月 10～11日    ・場 所 三重県 三重県総合博物館他 

 

⑧ 平成 28年度 岡山県文化財等救済ネットワーク研修会（３名） 

    ・日 程 平成 28年 11月 16日       ・場 所 岡山県生涯学習センター   

 

⑨ 中国・四国地区文書館等職員連絡会議（１名） 

   テーマ「わが館（機関）のオリジナル・ベスト」 

   ・日 程 平成 28年 11月 21～22日   ・場 所 広島県情報プラザ 

 

⑩ 平成 28年度「文化財 IPMコーディネータ」資格取得のための講習会（１名） 

   ・日 程 平成 28年 12月 14～16日   ・場 所 九州国立博物館  

 

⑪ 岡山県博物館協議会平成 28年度研修会（２名） 

  テーマ「震災／災害と博物館施設 生の声を聞く」 

  ・日 程 平成 29年 1月 27日       ・場 所 岡山県立美術館 
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４ 普及及び啓発 

（１）展 示 

① 企画展 ※「ひろがる酒の輪～酒とその歴史をめぐる 13機関の連携展示」に参加        に 

平成 28年 10月 25日から 11月 27日までの会期で、平成 28年度企画展 

「晴れの国おかやまの酒」を開催した。所蔵資料及び他機関等から借用した 

資料等 69点あまりを展示した。11月 29日から平成 29年 3月 12日までは、 

借用資料を返却し、同テーマで複製資料と所蔵資料を展示した。 

観覧者 818人 

－列品目録－ 

資料名  年代 数量 所蔵者等 

酒造ラベル 年未詳 52点 
当館所蔵 2015 年度収集諸資

料 

引き札（複製） 年未詳 1点 当館所蔵商家引札 

開店広告（複製） 明治 16年（1833）5月 1点 
当館所蔵津髙郡今岡村児子

家資料 

判取帳 明治 35年（1902） 1点 
当館所蔵英田郡豊田村酒造

家資料 

大福帳 明治 41年（1908） 1点 
当館所蔵英田郡豊田村酒造

家資料 

大福帳 明治 44年（1911） 1点 
当館所蔵英田郡豊田村酒造

家資料 

内閣総理大臣安倍晋三揮毫「国酒」（複製） 平成 1点 三宅酒造酒造資料館所蔵 

戦時中の盃・徳利 昭和 7点 瀬戸内市教育委員会所蔵 

飲酒運転の取締り 
昭和 41年（1966）8月 9

日 
1点 

当館所蔵公聴広報課引継写

真 

『適正飲酒をすすめるために（保健指導マニ

ュアル）』 
昭和 1点 

岡山県勝英環境保健所行政

刊行物 

『交通安全みんなの願い 飲酒運転の絶滅』 昭和 52年（1977） 1点 
岡山県県民生活部交通対策

課行政刊行物 

『岡山商売往来 吉備の魁』（複製） 明治 16年（1883）復刻版 3点 当館所蔵図書 

『商売繁昌 中備の魁』（複製） 明治 17年（1884）復刻版 2点 当館所蔵図書 

柴田錬三郎『洋酒マメ天国第 13巻』 昭和 42年（1967） 1点 吉備路文学館所蔵 

柴田錬三郎写真 昭和 1点 集英社提供 

新見庄東方地頭御方御年貢米雑穀代并色々用

途結解散用状事（複製） 
建武元年（1334） 1点 

東寺百合文書（京都府立総合

資料館蔵「東寺百合文書 WEB） 
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資料名  年代 数量 所蔵者等 

国司上御使入部之時雑事注文事（複製） 建武元年（1334） 1点 
東寺百合文書（京都府立総合

資料館蔵「東寺百合文書 WEB） 

差出申一札之事 寛政 11年(1799)7月 1点 
当館所蔵久米北条郡桑下村

甲本家資料 

有元氏饗応星祭峰ニ遊登の話 嘉永 2年(1849) 1点 当館寄託有元家資料 

小笠原流婚礼盃順書附 弘化 5年（1848） 1点 
当館所蔵勝南郡休石村福田

家資料 

婚礼簡法 天保 5年（1834） 1点 
当館所蔵川上郡中野村広兼

家資料 

願酒 嘉永 6年（1853） 1点 倉敷市所蔵 東大橋家文書 

九津見家旧記 安永 2年（1773） 1点 
当館所蔵勝山藩家老九津見

家 

備中神楽 年未詳 1点 
当館所蔵旧岡山県総合文化

センター移管写真 

酒造闕疑集 宝暦 12年（1762）写 1点 当館寄託有元家資料 

酒造鑑札 天保 13年（1842） 1点 当館寄託有元家資料 

家治改革倹減録 嘉永 4年（1851） 1点 当館寄託有元家資料 

酒造連中集会議定之事 明治初年 1点 当館寄託有元家資料 

清酒醸造御検査帳 
明治 10（1877）～14 年

（1881） 
1点 当館寄託有元家資料 

「酒造書類」及び袋内一括 明治初年 45点 当館寄託有元家資料 

日笠村農会米作試作場各種植込並経過成績記

入簿 
明治 30年（1897） 1点 

当館所蔵和気郡日笠下村草

加家資料 

郡農会照会書 明治 45年（1912） 1点 当館所蔵仙田氏収集資料 

稲作立毛品評会審査簿 明治 45年（1912）7月 1点 当館所蔵仙田氏収集資料 

日笠村農会文書綴 大正 11年（1922） 1点 当館所蔵仙田氏収集資料 

大正五年事業報告書 大正 5年（1916） 1点 岡山県立図書館所蔵 

里庄駅前にできた杜氏紹介所の記事 
昭和 5年（1930）5月 20

日 
1点 当館所蔵山陽新報複製 

岡山県地方振興局から岸本甚造への表彰状 
昭和 63 年（1988）8 月

13日 
1点 当館所蔵公文書 

雄町米元祖 岸本甚造の碑写真 平成 28年（2016）9月 1点 当館所蔵 

岡山県立農事試験場写真 大正 13年（1924） 1点 当館所蔵蓬郷巌氏収集写真 

水稲原種の母本写真 明治 43年（1910） 1点 
岡山県立図書館所蔵図書 

岡山県内務部『岡山県の米』 
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資料名  年代 数量 所蔵者等 

米共同販売写真 大正 15年（1926） 1点 

岡山県立図書館所蔵図書『皇

太子殿下行啓記念岡山県農

業写真帖』 

加賀美章氏写真 年未詳 1点 個人蔵 

加賀美章翁頌徳之碑写真 平成 28年（2016） 1点 当館所蔵 

おかやま雄町米ＧＯＧＯ運動推進事業簿冊

（複製） 
昭和 63年（1988） 1点 当館所蔵公文書 

岡山県の地酒まつり簿冊 昭和 56年（1981） 1点 当館所蔵公文書 

岡山県の地酒まつり写真 昭和 56年（1981） 1点 当館所蔵公文書 

岡山県の地酒まつりポスター 昭和 56年（1981） 1点 当館所蔵公文書 

第 10回岡山うまいもの展＆地酒まつり 昭和 59年（1984） 1点 当館所蔵公文書 

岡山うまいもの展写真 昭和 54年（1979）3月 1点 
当館所蔵公聴広報課引継写

真 

岡山県の地酒まつり写真 昭和 55年（1980）11月 2点 
当館所蔵公聴広報課引継写

真 

岡山県の地酒まつり写真 昭和 57年（1982）12月 2点 
当館所蔵公聴広報課引継写

真 

岡山県の地酒まつり写真 昭和 58年（1983）11月 1点 
当館所蔵公聴広報課引継写

真 

岡山の味まつり写真 昭和 59年（1984）11月 1点 
当館所蔵公聴広報課引継写

真 

きき酒写真 昭和 53年（1978）11月 1点 
当館所蔵公聴広報課引継写

真 

昭和１０年 岡山県重要生産物番付写真 昭和 10年（1935） 1点 当館所蔵蓬郷巌氏収集写真 

蒸米造り写真 昭和 53年（1978）11月 1点 
当館所蔵公聴広報課引継写

真 

蒸米取りだし写真 昭和 53年（1978）11月 1点 
当館所蔵公聴広報課引継写

真 

蒸米放冷・搬出写真 昭和 53年（1978）11月 1点 
当館所蔵公聴広報課引継写

真 

製麹（せいぎく）写真 昭和 53年（1978）11月 1点 
当館所蔵公聴広報課引継写

真 

製麹・麹の種付写真 昭和 53年（1978）11月 1点 
当館所蔵公聴広報課引継写

真 

製麹・麹室写真 昭和 53年（1978）11月 1点 
当館所蔵公聴広報課引継写

真 
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資料名  年代 数量 所蔵者等 

製麹（麹のさばき）写真 昭和 53年（1978）11月 1点 
当館所蔵公聴広報課引継写

真 

酒母造り（酛（もと）造り）写真 昭和 53年（1978）11月 1点 
当館所蔵公聴広報課引継写

真 

醪（もろみ）造り写真 昭和 53年（1978）11月 1点 
当館所蔵公聴広報課引継写

真 

段仕込（もろみ造り）写真 昭和 53年（1978）11月 1点 
当館所蔵公聴広報課引継写

真 

櫂棒（かいぼう）と醪写真 昭和 53年（1978）11月 1点 
当館所蔵公聴広報課引継写

真 

段仕込（もろみ造り）写真 昭和 53年（1978）11月 1点 
当館所蔵公聴広報課引継写

真 

酒蔵・醸造タンク（並行複発酵により酒がで

きる）写真 
昭和 53年（1978）11月 1点 

当館所蔵公聴広報課引継写

真 

酒蔵・貯蔵タンク写真 昭和 53年（1978）11月 1点 
当館所蔵公聴広報課引継写

真 

（担当：定兼・前田・北川・青木・上井・山下・近藤） 
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② 所蔵資料展 

当館所蔵資料を紹介する展示を、４回開催した。それぞれのテーマ、会期等は次のとおりである。

利用者の希望を受けて適宜展示物の解説を行った。 

※岡山県立図書館の当館資料コーナーにおいても、掲示板及び展示ケースで紹介している。 

 

 

 

－列品目録－ 

 

○第 66回所蔵資料展 

テーマ 「地場産業と企業誘致」 

会 期 平成 28年 3月 15日～5月 29日 

観覧者 303人 

資料名  年代 数量 所蔵者等 

岡山県産業地図（『改訂 工業基地の紹介』よ
り） 

昭和27年（1952)11

月 1日 
1点 当館所蔵行政刊行物 

藺草刈取り風景写真 

昭和 33年（1958）

7月 15日、昭和 34

年(1959)7月 23日 

3点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

花茣蓙織り写真 
昭和 34年（1959）

11月 17日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

藺草製品写真 
昭和 41年（1966）

2月 26日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

花茣蓙品評会写真 昭和 50年(1975) 1点 当館所蔵蓬郷氏収集写真 

製麺風景写真 
昭和42年(1981)10

月 26日 
3点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

製麺袋詰め写真 
昭和42年(1981)10

月 26日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

北木島採石場（花崗岩）写真 

昭和 35 年(1960)4

月 15 日、昭和 57

年（1982）8月 

2点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

麦稈真田の帽子製造写真 
昭和 42年（1966）

10月 4日 
2点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

サマーハット写真 
昭和 38 年(1963)6

月 29日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

三椏作業写真 
昭和 40 年(1965)4

月 5日 
3点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

和紙手漉き写真 年未詳 1点 当館所蔵蓬郷巌氏収集写真 
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資料名  年代 数量 所蔵者等 

和紙手漉き写真 
昭和 40 年(1965)4

月 5日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

岩下鉄工所（岡山市北区下石井）発動機写真 
昭和 28 年(1953)6

月 7日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

備中売薬袋詰め写真 昭和 31年(1956) 1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

金龍圓(解熱剤)広告 明治 14年(1881) 1点 
当館所蔵津髙郡今岡村児子家

資料 

備中売薬各種袋 年未詳 6点 
当館所蔵 2014 年度収集諸資

料 

三石耐火煉瓦工場の煙突写真 
昭和 48 年(1973）

11月 30日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

耐火煉瓦成型作業写真 年未詳 1点 当館所蔵蓬郷氏収集写真 

片上港港口写真 年未詳 1点 当館所蔵蓬郷氏収集写真 

「蝋石煉瓦」新聞記事（複製） 
明治 19年（1886）

10月 20日 
1点 当館所蔵複製資料「山陽新報」 

農用原動機分布図 
昭和 29年(1954）2

月 
1点 

当館所蔵行政刊行物『農業図

説』 

柵原鉱山全景写真 年未詳 1点 当館所蔵蓬郷氏収集写真 

片上鉄道操車場写真 年未詳 1点 当館所蔵蓬郷氏収集写真 

旧柵原町（現美咲町）航空写真 昭和 44年(1969) 1点 当館砂防課引継航空写真 

同和鉱業（株）柵原鉱業所合理化計画 昭和51年(1976)度 1点 当館所蔵公文書 

水島港湾計画平面図（複製） 
昭和 37年（1962）

4月 
1点 当館所蔵 

新三菱重工業水島製作所 オート三輪「みずし
ま号」写真 

昭和 28年（1953）

7月 1日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

浚渫船写真 
昭和 35 年(1960)8

月 20日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

2万トン級タンカー祥和丸初入港写真 
昭和 36 年(1961)3

月 17日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

祥和丸初入港歓迎式典写真 
昭和 36 年(1961)3

月 17日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

三菱石油契約調印写真 
昭和 33年（1958）

2月 14日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

22万トンタンカー十和田丸写真 
昭和 45年（1970）

12月 9日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

工業用水道写真 
昭和 46年（1971）

4月 2日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 
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資料名  年代 数量 所蔵者等 

新成羽川ダム写真 年未詳 1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

緩衝緑地と福田公園写真（『グラフおかやま 
1983年4月号』） 

昭和 58年（1983）

4月 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

吉備高原地域テクノポリス関係 昭和 58年（1983） 3冊 当館所蔵 

『改正 工業基地の紹介』 
昭和 27年（1952）

11月 1日 
1点 当館所蔵行政刊行物 

タイガー計算機（機械式計算機） 昭和 35年 1点 当館所蔵 

クレー、蝋石、石筆 平成 27年 1式 当館所蔵 

プラスチックマグネットペレット、プラスチッ
クマグネット 

平成 27年 1式 当館所蔵 

岡山県工業の移りかわり（複製） 昭和 35年（1960） 
1点 当館所蔵行政刊行物『改正 

工業基地の紹介』 

岡南工業基地写真 
昭和 33年（1958）

6月 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

岡南工業基地写真 
昭和 58年（1983）

4月 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

岡山鉄工センター建設写真 
昭和 37年（1962）

5月 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

東岡山中小企業団地写真 
昭和 38年（1963）

7月 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

岡山木工団地写真 
昭和 44年（1969）

3月 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

水島機械金属工業団地写真 
昭和 41年（1966）

１月 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

津山内陸工業団地写真 
昭和 59年（1984）

１0月 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

水島公害調査・農作物現地実証圃写真 
昭和 48年（1973）

5月 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

県内の機械化農業写真 
昭和 32年（1957）

12月 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

岡山鉄工センター・重機工場内写真 
昭和 38年（1963）

6月 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

石灰石露天掘り写真 
昭和 30年（1955）

2月 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

井原公共職業補導所写真 
昭和 33年（1958）

2月 
1点 

当館所蔵図書『広報おかやま』

昭和 33年 2月号 

工業技術センター写真 
昭和 51年（1976）

4月 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 
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資料名  年代 数量 所蔵者等 

工業技術センター・テクノサポート岡山写真 
平成 7年（1995）4

月 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

岡山紡績所 明治十七年上半季 第七回半季
実際考課状  

明治 17年（1884） 1点 当館所蔵岡山紡績所資料 

玉島紡績所設立概要書 
明治 15年（1882）

頃 
1点 当館所蔵岡山県吏野崎家資料 

花房端連宛難波二郎三郎書状（玉島紡績所、岡
山紡績所の現況を伝える） 

明治 19年（1886）

5 月 8日 
1点 

当館所蔵花房端連・義質関係

資料 

共立絹糸紡績株式会社用水設置の定約書 
明治 30年（1897）

6月 9日 
1点 

当館所蔵 2013 年度収集諸資

料 

鐘淵紡績株式会社土地払い下げ願 
大正 6年（1917）8

月 25日 
1点 

当館所蔵三蟠村外三ヶ村新水

道組合関係資料 

備前紡績株式会社敷地図（複製） 明治 1点 当館所蔵岡山藩士野崎家資料 

花畑岡山紡績所写真（複製） 
明治 16年（1883）

11月出版、復刻版 
1点 

当館所蔵図書『岡山商売往来 

吉備の魁』 

玉島紡績所写真（複製） 
明治 17年（1884）

8月出版、復刻版 
1点 

当館所蔵図書『商売繁昌 中

備の魁』 

下村紡績所写真 
昭和 43年（1968）

1月 8日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

岡山紡績所紡績機械図（複製） 明治 27年（1894） 1点 
当館所蔵鈴木家資料『小学岡

山県誌』 

紡績工場の起こり（『岡山読本 巻二』複製） 昭和 9年（1934） 1点 
当館所蔵 2015 年度収集諸資

料 

紡績工場の女工写真 
昭和 31年（1956）

5月 17日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

明治31年の会社地図（「改正岡山市明細地図附
接近郡村地図」より作成） 

明治 31年（1898） 1点 
当館所蔵岡山県内市街地図・

郡地図 

（担当：北川・青木・上井） 
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○第 65回所蔵資料展 

テーマ 「新公開資料」 

会 期  平成 28年 6月 1日～7月 24日 

観覧者 356人 

資料名  年代 数量 所蔵者等 

「燃えろ岡山」幟 昭和 60年(1985) 1点 当館所蔵公文書 

燃えろ岡山県民運動を進める会開催写真 
昭和 60 年(1985)

５月 
1点 当館所蔵『グラフ岡山』 

燃えろ岡山県民運動ふれあいパレード写真 昭和 60年(1985) 1点 当館所蔵蓬郷巌氏収集写真 

「燃えろ岡山推進大会」パンフレット、大会宣言 
昭和 60年（1985）

7月 25日 
1点 当館所蔵行政刊行物 

燃えろ岡山推進大会写真 
昭和 60年（1985）

7月 25日 
1点 当館所蔵蓬郷巌氏収集写真 

燃えろ岡山県民運動の地域における状況について 昭和 60年（1985） 1点 当館所蔵公文書 

燃えろ岡山 昭和 60年(1985) 1点 当館所蔵公文書 

燃えろ岡山県民運動実績報告綴 昭和 60年(1985) 1点 当館所蔵公文書 

燃えろ岡山県民運動 昭和 60年(1985） 1点 当館所蔵行政刊行物 

燃えろ岡山啓発グッズ（ネームプレート） 
昭和 60 年(1985)

頃 
1点 当館所蔵 

燃えろ岡山 No.1に挑戦しましょう 平成２年(1990） 1点 当館所蔵行政刊行物 

平成８年岡山 No.1物語 平成８年(1996） 1点 当館所蔵行政刊行物 

燃えろ岡山県民運動実践事例集 PART-Ⅰ 昭和 61年(1986） 1点 当館所蔵行政刊行物 

燃えろ岡山県民運動実践事例集 PART-Ⅱ 昭和 62年(1987） 1点 当館所蔵行政刊行物 

燃えろ岡山県民運動実践事例集 PART-Ⅲ 昭和 63年(1988） 1点 当館所蔵行政刊行物 

あじわいの岡山路観光キャンペーン イベント計

画書 
昭和 58年(1983) 1点 当館所蔵公文書 

あじわいの岡山路レジャーガイド 昭和 62年(1987) 1点 当館所蔵行政刊行物 

あじわいの岡山路広告塔写真 昭和 59年(1984) 1点 当館所蔵蓬郷巌氏収集写真 

マスカット栽培 100 周年記念事業綴（実施要領、

負担金、カーニバル） 
昭和 60年(1985) 1点 当館所蔵公文書 

100周年記念大会パンフレット 
昭和 61年(1986) 

2月 5日 
1点 当館所蔵公文書 
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資料名  年代 数量 所蔵者等 

100周年記念大会（資料編）パンフレット 
昭和 61年(1986) 

2月 5日 
1点 当館所蔵公文書 

「マスカット栽培 100周年」山陽新聞告知記事（複

製） 

昭和 60年(1985) 

9月 17日 
1点 当館所蔵公文書 

マスカット栽培 100周年記念大会の写真 
昭和 61年(1986) 

3月 
1点 当館所蔵『グラフ岡山』 

マスカット功労者名簿（複製） 
昭和 61年(1986) 

2月 5日 
1点 当館所蔵公文書 

温室ぶどう栽培 100年の歩み年表（複製） 
昭和 61年（1986）

2月 5日 
1点 当館所蔵公文書 

草加正悟宛豪治書状（乳牛の品評会“畜産共進会

”を伝える手紙） 

明治 39年（1906）

10月 26日 
1点 

当館所蔵和気郡日笠下村草加

家資料 

牝牛“日の出号”血統書 
明治 38年（1907）

10月 16日 
1点 

当館所蔵和気郡日笠下村草加

家資料 

畜牛健康証 
明治 36年（1905）

11月 28日 
1点 

当館所蔵和気郡日笠下村草加

家資料 

和気郡畜産講習会講習証書 
明治 42年（1909）

9月 26日 
1点 

当館所蔵和気郡日笠下村草加

家資料 

岡山県種畜場写真 明治 37年（1906） 1点 当館所蔵蓬郷巌氏収集写真 

岡山県各郡畜牛現在・県有種牛委託現在一覧（複

製） 

大正 4年（1915）

3月 31日 
1点 

当館所蔵 2015 年度収集諸資

料『岡山県有種牛写真帖』 

種牝牛「オルドオールセコンド」号写真 
大正 4年（1915）

3月 31日 
1点 

当館所蔵 2015 年度収集諸資

料『岡山県有種牛写真帖』 

津山酪農試験場写真 
昭和 35年（1960）

6月 
1点 当館所蔵公聴広報引継写真 

岡山県酪農試験場蒜山分場写真 
昭和 33年(1958) 

6月 
1点 当館所蔵公聴広報引継写真 

新しく県北に導入されたジャージー種乳牛写真 
昭和 29年(1954) 

10月 
1点 当館所蔵公聴広報引継写真 

島根種馬所佐藤彦輔宛後藤源治郎書状 
明治 40年(1907) 

10月 
1点 

当館所蔵 2003 年度収集諸資

料「種馬交尾台帳」内 

種馬交尾台帳 

明治 32年(1899) 

4月 12日～ 

明治 43(1910)年 

1点 
当館所蔵 2003 年度収集諸資

料 

繁殖牝馬輸入届 
明治 35年(1902) 

11月 11日 
1点 

当館所蔵 2003 年度収集諸資

料「種馬交尾台帳」内 
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資料名  年代 数量 所蔵者等 

牝馬血統書 
明治 44年（1911） 

2月 19日 
1点 

当館所蔵 2003 年度収集諸資

料「種馬交尾台帳」内 

岡山師範学校男子部附属国民学校児童作文保管箱 昭和 1点 当館所蔵日笠俊男氏収集資料 

疎開地での児童作文 
昭和 20年(1945) 

8月 
1点 当館所蔵日笠俊男氏収集資料 

疎開するこどもたちの写真 
昭和 20年(1945) 

6月 
1点 当館所蔵公聴広報引継写真 

進駐軍について書かれた絵作文 
昭和 21年(1946) 

1月 
1点 当館所蔵日笠俊男氏収集資料 

進駐軍司令官、コート代将とローバー代将の写真 
昭和 20年(1945) 

10月 
1点 当館所蔵蓬郷巌氏収集写真 

仮校舎前で撮影した卒業写真 
昭和 21年(1946) 

3月 25日 
1点 当館所蔵図書 

安積得也書 年未詳 1点 当館所蔵土岐氏伝存資料 

讃岐国直島領と備前国児島郡胸上村漁場相論之事

立会絵図 

元禄 2年（1689）

6月 
1点 

当館所蔵石島山国境争論関係

資料 

（担当：青木・近藤） 

 

 

 

 

 

○第 68回所蔵資料展 

テーマ 「光る汗」 

会 期  平成 28年 7月 26日～10月 23日 

観覧者 774人 

資料名  年代 数量 所蔵者等 

岡山県準備委員会『昭和 52年度 全国高校総合

体育大会準備概要 第１号』 
昭和 50年（1975） 1点 当館所蔵行政刊行物 

岡山県準備委員会『昭和 52 年度 全国高等学校

総合体育大会 岡山県準備委員会昭和 50年度総

会』 

昭和 50年（1975）

5月 21日 
1点 当館所蔵行政刊行物 

岡山県準備委員会『昭和 52年度 全国高校総合

体育大会準備概要 第 2号』 
昭和 51年（1976） 1点 当館所蔵行政刊行物 

岡山県準備委員会『昭和 52年度 全国高等学校

総合体育大会 岡山県準備委員会昭和 51年度総

会並びに岡山県実行委員会結成総会』 

昭和 51年（1976）

5月 21日 
1点 当館所蔵行政刊行物 
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資料名  年代 数量 所蔵者等 

岡山県実行委員会『昭和 52年度 全国高校総合

体育大会準備概要 第 3号』 
昭和 51年（1976） 1点 当館所蔵行政刊行物 

岡山県実行委員会『52 全国高校総体準備概要 

第４号』 
昭和 52年（1977） 1点 当館所蔵行政刊行物 

岡山県実行委員会『昭和 52年度 全国高等学校

総合体育大会 岡山県準備実行委員会昭和 52年

度総会』 

昭和 52年（1977） 

5月 17日 
1点 当館所蔵行政刊行物 

岡山県実行委員会『昭和 52年度 全国高等学校

総合体育大会 施設概要書』 
昭和 52年（1977） 1点 当館所蔵行政刊行物 

放送台本「50万人のあした －あと一年・岡山高

校総体－」（山陽放送） 

昭和 51年（1976）

8月 21日放送 
1点 

当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

放送台本「友よ！ 清く 仲よく たくましく

③ 長野から岡山へ」（ＮＨＫ） 

昭和 51年（1976）

8月 18日放送 
1点 

当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

放送台本「あと 312日！岡山インターハイ」（山

陽放送） 

昭和 51年（1976）

9月 23日放送 
1点 

当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

放送台本「さあ！インターハイ」（テレビ岡山） 
昭和 52年（1977）

3月 26日放送 
1点 

当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

放送台本「若人の祭典～高校総体へあと 100 日

～」（ＮＨＫ） 

昭和 52年（1977）

4月 21日放送 
1点 

当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

放送台本「本番への始動」（ＮＨＫ） 
昭和 52年（1977）

4月 26日放送 
1点 

当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

放送台本「あなたと 100 分！土曜いちばん第 64

回」中継「インターハイまであと 1 ヶ月」～県

営陸上競技場から生中継～（テレビ岡山） 

昭和 52年（1977）

7月 2日放送 
1点 

当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

岡山県実行委員会『総合開会式放送台本』 
昭和 52年（1977）

8月 1日 
1点 

当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

岡山県実行委員会『総合開会式運営概要』 
昭和 52年（1977）

8月 1日 
1点 

当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

総合開会式プログラム 
昭和 52年（1977）

8月 1日 
1点 

当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

岡山県実行委員会『総合開会式実施要項』 
昭和 52年（1977）

8月 1日 
1点 

当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

岡山県実行委員会『総合開会式運営要領』 
昭和 52年（1977）

8月 1日 
1点 

当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

 テレビ台本「昭和 52 年度全国高等学校総合体

育大会開会式」（テレビ岡山） 

昭和 52年（1977）

8月 1日 
1点 

当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 
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資料名  年代 数量 所蔵者等 

総合開会式入場券 
昭和 52年（1977）

8月 1日 
1点 

当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

岡山県実行委員会『昭和 52年度全国高等学校総

合体育大会反省資料』  
昭和 52年（1977） 1点 

当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

岡山県実行委員会『昭和 52年度全国高等学校総

合体育大会 報告書』  
昭和 52年（1977） 1点 

当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

岡山県実行委員会『インターハイを支えた活動』 昭和 52年（1977） 1点 
当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

開会式写真 
昭和 52年（1977）

8月 1日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

マスゲーム「瀬戸の展望」 
昭和 52年（1977）

8月 1日 
2点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

部旗集団入場 
昭和 52年（1977）

8月 1日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

皇太子（現天皇）ご一家 
昭和 52年（1977） 

8月 1日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

52全国総体開会式空撮（229％複製） 
昭和 52年（1977）

8月 1日 
1点 

当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

入賞メダル・参加章    昭和 52年（1977） ４点 
当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

デザイン募集要項 昭和 51年（1976） 1点 
当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

啓発用ワッペン 昭和 52年（1977） 1点 
当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

紙笠 昭和 52年（1977） 2点 
当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

総合開会式入場者配布用うちわ 昭和 52年（1977） 1点 
当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

高校総体ガイドブック 昭和 52年（1977） 1点 当館所蔵行政刊行物 

男子ソフトボール組み合わせ表 昭和 52年（1977） 1点 
当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

岡山県選手成績表 昭和 52年（1977） 1点 
当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

『広報つやま』（剣道） 昭和 52年（1977） 1点 
当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

『市報にいみ』（フェンシング） 昭和 52年（1977） 1点 
当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 
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資料名  年代 数量 所蔵者等 

『伸びゆく高梁』（ウエイトリフティング） 昭和 52年（1977） 1点 
当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

『広報くらしき』（軟式庭球） 昭和 52年（1977） 1点 
当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

『井原市広報』（女子ソフトボール） 昭和 52年（1977） 1点 
当館所蔵岡山市富阪氏寄贈資

料 

第 63回倉敷商業対岡山東商業定期戦（写真）  
平成 28年（2016）

5月 10日 
1点 

岡山県立岡山東商業高等学校

提供 

第 5 回 操山 朝日 大安寺 三校対校戦プログラ

ム 

昭和 44年（1969）

6月 4日 
1点 

当館所蔵 2016 年度収集諸資

料 

『第 2 回県下高等学校陸上競技対校選手権大会

プログラム』 

昭和 25年（1950）

10月１日 
1点 

当館所蔵 2015 年度収集諸資

料 

『第 1回岡山県高等学総合体育大会プログラム』 
昭和 38年（1963）

5月 25日 
1点 当館所蔵行政刊行物 

第 1回岡山県身体障害者体育大会開会式 
昭和 37年（1962）

11月 11日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

第 1回岡山県身体障害者体育大会野球競技 
昭和 37年（1962）

11月 11日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

第 1回岡山県身体障害者体育大会卓球競技 
昭和 37年（1962）

11月 11日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

『昭和 54年度 身体障害者スポーツ大会綴り』 昭和 54年（1979） 1点 当館所蔵公文書 

バレー（就実高校） 
昭和 51年（1976） 

3月 8日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

軟式庭球（岡山南高校） 
昭和 51年（1976） 

4月 10日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

女子体操（山陽女子学園） 
昭和 51年（1976） 

6月 8日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

ウエイトリフティング（倉敷商業高校） 
昭和 51年（1976） 

5月 28日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

水球（関西高校） 
昭和 51年（1976） 

7月 5日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

フェンシング（西大寺高校） 
昭和 51年（1976） 

8月 10日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

剣道（津山工業高校） 
昭和 51年（1976） 

9月 4日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

レスリング（岡山日大（倉敷）高校） 
昭和 51年（1976） 

9月 24日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 
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資料名  年代 数量 所蔵者等 

サッカー（水島工業高校） 
昭和 51年（1976） 

11月 4日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

弓道（成羽高校） 
昭和 51年（1976） 

11月 11日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

女子陸上（美作高校） 
昭和 51年（1976） 

12月 4日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

ボクシング（岡山工業高校） 
昭和 52年（1977） 

2月 22日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

ウエイトリフティング（水島工業高校 村木選

手） 

昭和 52年（1977） 

5月 14日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

男子体操（関西高校 青柳選手） 
昭和 52年（1977） 

5月 14日 
1点 当館所蔵公聴広報課引継写真 

人見絹枝駅見送り写真 大正 15年（1926） 1点 当館所蔵杉田家資料 

人見絹枝幅跳び実演写真（岡山県岡山高等女学

校において） 
昭和 3年（1928） 1点 当館所蔵杉田家資料 

岡山県岡山高等女学校生徒と記念撮影 昭和 3年（1928） 1点 当館所蔵杉田家資料 

人見絹枝運動部コーチ写真（岡山県岡山高等女

学校において） 
昭和 3年（1928） 1点 当館所蔵杉田家資料 

杉田常四郎宛人見絹枝葉書 
大正 15年（1926）

10月 10日 
1点 当館所蔵杉田家資料 

杉田常四郎宛人見絹枝葉書 
大正 15年（1926）

10月 16日 
1点 当館所蔵杉田家資料 

人見絹枝岡山高等女学校卒業アルバム 
大正 13年（1924）

3月 
1点 当館所蔵杉田家資料 

第 2 回万国女子オリンピック人見絹枝凱旋の記

事（複製） 

大正 15年（1926） 

9月 30日付 
1点 当館所蔵山陽新報複製 

第 9回国際オリンピック大会人見絹枝の記事 

（複製） 

昭和 3年（1928） 

8月 4日付 3日夕

刊 

1点 当館所蔵山陽新報複製 

体育基礎調査成績一覧表 昭和 6年（1931） 1点 
当館所蔵 2005 年度収集諸資

料 

岡山高等女学校第十六回体育会 大正 10年（1921） 2点 当館所蔵杉田家資料 

岡山県吉備商業学校第一回陸上大運動会絵葉書 大正 11年（1922） 1点 当館所蔵岡山県内の絵葉書 

スポーツテスト試案 昭和 38年（1963） 1点 
当館所蔵岡山県中学校体育連

盟関係資料 

（担当：前田・上井） 
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○第 69回所蔵資料展 

テーマ 「絵はがきにみるおかやま」 

会 期 平成 28年 3月 14日～5月 30日 

観覧者 121人（3月末現在） 

資料名  年代 数量 所蔵者等 

岡山後楽園絵葉書（中の島）（複製） 年未詳 1点 当館所蔵岡山県内の絵葉書 

西大寺観音参拝記念絵はがき 

（観音院の石門と垢離取り場）（複製） 
年未詳 1点 

当館所蔵西大寺市長家野猛之

関係資料 

宇野湾の月絵葉書（複製） 年未詳 1点 当館所蔵岡山県内の絵葉書 

鬼ヶ嶽名勝絵葉書（湯の薬師幽𧮾）（複製） 年未詳 1点 当館所蔵岡山県内の絵葉書 

備中高梁紺屋町絵葉書（複製） 年未詳 1点 当館所蔵岡山県内の絵葉書 

下津井瀬戸大橋絵葉書（複製） 年未詳 1点 当館所蔵岡山県内の絵葉書 

日本原演習場絵葉書（塩出池） 年未詳 1点 当館所蔵岡山県内の絵葉書 

文丸より中山満宛絵はがき（塩手池） 年未詳 1点 
当館所蔵上道郡大多羅村布勢

神社資料 

児島農場絵葉書（浚渫船・産米積出） 年未詳 2点 明治期教科書他収集資料 

香登の臥龍松絵葉書 年未詳 1点 当館所蔵岡山県内の絵葉書 

渋川海水浴場浦田海浜院絵葉書 年未詳 1点 当館所蔵岡山県内の絵葉書 

備中神島遊覧記念絵葉書 年未詳 1点 当館所蔵岡山県内の絵葉書 

名越孝子宛小野静女葉書（沙美海水浴場） 年未詳 1点 当館所蔵岡山県内の絵葉書 

豪渓絵葉書（複製） 年未詳 1点 当館所蔵山下氏寄贈資料 

津山名勝絵葉書（機上より津山市街を望む）（複製） 年未詳 1点 当館所蔵岡山県内の絵葉書 

津山名勝絵葉書（津山西松原通り） 年未詳 1点 当館所蔵岡山県内の絵葉書 

玉島名勝絵葉書（円通寺公園）（複製） 年未詳 1点 
当館所蔵明治期教科書他収集

資料 

片上鉄道株式会社絵葉書（複製） 年未詳 1点 
当館所蔵明治期教科書他収集

資料 

美作奥津大神宮宮原スキー場絵葉書（複製） 

（泉ヶ山を望む） 
年未詳 1点 当館所蔵岡山県内の絵葉書 

畳表江戸積開祖溝手商店絵葉書 年未詳 1点 当館所蔵岡山県内の絵葉書 

岡山県苫田郡奥津錦泉楼裏門の景絵葉書 年未詳 1点 当館所蔵岡山県内の絵葉書 

岡山天満屋本館落成絵葉書 
昭和 11年（1936） 

10月 1日 
1点 当館所蔵杉田家資料 
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  （担当：山下・上井） 

 

○ 「おかやまの今昔写真」展及び「松浦航空写真・津山朝日新聞社協力・毛利巌氏撮影」展 

公聴広報課から引き継いだ写真データを紹介する「おかやまの今昔写真」展と寄託を受けている「松

浦航空写真資料を紹介する「空から見た岡山」展を実施した。概要は次のとおりである。 

区分 展示テーマ及び展示枚数 展示期間 主な撮影対象 

第 1回 
おかやまの今昔写真～岡山県工業関係写真～ 

（16枚） 
28.3.15～5.29 

岡南工業基地、岡山鉄工センタ

ー、県工業技術センター他 

第11回 

空から見た岡山（16枚） 

「松浦航空写真・津山朝日新聞社協力・毛利巌

氏撮影」展 

28.6.1～7.24 

児島湾干拓地（岡山市南区）、

倉敷市下津井・児島地区と鷲羽

山上空他 

資料名  年代 数量 所蔵者等 

岡山駅前高塚ホテル絵葉書 年未詳 1点 
当館寄託足守藩家老杉原（町

田）家資料 

岡山後楽園絵葉書（包紙・岡山市地図） 年未詳 1点 当館所蔵岡山県内の絵葉書 

大日本勧業博覧会絵葉書（岡山駅と商品館） 昭和 3年（1928） 1点 当館所蔵2008年度収集諸資料 

大日本勧業博覧会絵葉書（岡山市西大寺町） 昭和 3年（1928） 1点 当館所蔵2008年度収集諸資料 

絵葉書帳（岡山県立戦捷紀念図書館）（複製） 年未詳 1点 
当館寄託足守藩家老杉原（町

田）家資料 

絹糸紡績株式会社岡山絹糸工場絵葉書 

（夜間実習） 
年未詳 1点 当館所蔵岡山県内の絵葉書 

京橋絵葉書 年未詳 1点 
当館所蔵津高郡今岡村児子家

資料 

岡山県物産共進会記念絵はがき（機械館） 
大正 8年（1919） 

4月 
1点 当館所蔵中内氏寄贈資料 

山陽新報（「絵葉書と学生」明治 38年 5月 5日） 
明治 38年（1905） 

5月 5日 
1点 当館所蔵山陽新報複製 

絵葉書帳 

（杉原正倫宛木下利玄絵葉書・足守尋常高等小学

校・足守公園） 

年未詳 3点 
当館寄託足守藩家老杉原（町

田）家資料 

集印帳 第二巻 

（神庭の滝・新見町本町通之景・新見富士） 
昭和 4年（1929） 1点 

当館所蔵勝山藩家老九津見家

資料 

第十七師団開庁式記念絵葉書（師団司令部） 
明治 41年（1908） 

3月 
1点 当館所蔵岡山県内の絵葉書 

陸軍大演習絵葉書 
昭和 5年（1930） 

11月 
2点 当館所蔵松本氏寄贈資料 

悲しき思ひ出（岡山市大颱風水惨禍）（複製） 
昭和 9年（1934） 

9月 
1点 

当館所蔵勝山藩家老九津見家

資料 
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区分 展示テーマ及び展示枚数 展示期間 主な撮影対象 

第 2回 
おかやまの今昔写真～絵はがきにみるおかや

ま～（13枚） 
29.3.14～5.30 

柵原鉱山全景、京橋西詰、渋川

海水浴場他 

 

（２）講 座 

① 古文書解読ワークショップ〈楽しい古文書Ａ・Ｂ〉―触れて読んで― 

くずし字の初歩的な読み方を学ぶことを目的に、当館研修室で 13時 30分から 15時 00分まで開講

した。 

開催日 題 名 講 師 受講者数 

６月２日（木） 岡山藩の知行宛行状をじかに触るなど、古文書に親しみ

ながらくずし字の基本を学ぶ 
山下 香織 

29人 

６月４日（土） 21人 

延べ受講者数 50人 

 

② 古文書解読講座〈中級コース 深める古文書〉 

   古文書に書かれた「くずし字」を読解するために必要な知識を学ぶことを目的に、７月と９月の金

曜日に 4回シリーズで 10時から 11時 30分まできらめきプラザ 705会議室で開講した。 

回 開催日 題 名 講 師 受講者数 

1 ７月 ８日 寺子屋「楽群舎」（幕末～明治初期）の資料を読む 近藤 萌美 55人 

2 ７月 22日 岡山藩主の和意谷参詣関連文書（元治２年）を読む 近藤 萌美 50人 

3 ９月 ９日 福田古新田開発争論（享保３年）を読む 北村  章  46人 

4 ９月 23日 久米北条郡桑下村の文書を読む 上井 良子 46人 

延べ受講者数 197人 

 

③ 古文書解読講座〈専修コース 極める！？〉 

   「くずし字」がある程度読める方が、さらに高度なものを読解することを目的に、１月か

ら２月の金曜日に４回シリーズで 10 時から 11 時 30 分時まで、きらめきプラザ 705 会議室で

開講した。 

回 開催日 題 名 講 師 受講者数 

1 １月 13日 慶応２年４月倉敷騒動関連資料を読む 

定兼  学  

40人 

2 １月 27日 
慶応２年４月～６月の野崎家文書「売用日記」（竜王

会館所蔵）を読む 
43人 

3 ２月 10日 
慶応２年「愚存」（森下立太郎の建白書、池田家文庫）

を読む 
40人 

4 ２月 24日 
慶応２年12月の野崎家文書「売用日記」（竜王会館所

蔵）を読む 
42人 

延べ受講者数 165人 
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④ きろくる岡山もんげーゼミナール 

   記録資料を用いて郷土岡山県について学ぶことを目的として、 

毎月１回、日曜日の 13 時 30 分から 15 時まで、当館研修室で開 

講した。 

※２回は小学生とその保護者対象 

回 開催日 テーマ 講 師 受講者数 

1 ７月１日 郷土資料の面白さを知ろう！ 
飯島 章仁氏（岡山市立中央図書

館学芸副専門監） 
44人 

2 ８月７日 和綴じ本をつくってみよう！ 山下香織 16人 

3 ９月11日 身近な街の風景を楽しもう！ 
福田 忍氏（「おかやま街歩きノ

オト」作り手） 
59人 

4 10月９日 公文書の世界を覗いてみよう！ 定兼 学 31人 

5 11月６日 昔の新聞を調べてみよう！ 
坂本 昇氏（元山陽新聞記者、美

作大学非常勤講師） 
35人 

延べ受講者数 185人 

 

⑤ 夜間講座「きろくる県史みらい塾－21世紀の江戸時代－」 

   記録資料から岡山の政治・産業・教育・文化などの歴史を学び、これ

からの岡山の発展のためのヒントを探ることを目的として、毎月１回、

金曜日の 18時 30分から 20時まで、当館研修室で開講した。講師はい

ずれも定兼 学（当館館長） 

回 開催日 テーマ 受講者数 

1 ５月 27日 岡山諸藩と自治スキル 55人 

2 ６月 24日 寺子屋と教育再生システム 48人 

3 ７月 29日 城下町形成と産業振興プラン 42人 

4 ８月 26日 物見遊山と観光振興プログラム 26人 

5 ９月 30日 孝行娘と福祉サービス 36人 

延べ受講者数 207人 

 

（３）文書保存研修会 

① 公文書の引継ぎに関する説明（新規採用職員対象） 

    公文書（記録資料）の引継ぎの重要性について説明した。 

    ・日 時 平成 28年 10月 14日(金） 9時～9時 40分 

    ・場 所 岡山県自治研修所 

    ・対象者 平成 28年度岡山県新規採用職員 

    ・内 容 県立記録資料館の業務公文書等の収集・選別基準、引継いだ公文書の利用方法 

          説明：定兼 学 

    ・参加者 約 100人 
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  ② 公文書の引継ぎに関する説明（県職員対象） 

    適切な文書管理及び記録資料の引継ぎを図ることを目的に開催した。 

    ・日 時 平成 28年７月 15日(金） 13時 30～16時 

    ・場 所 きらめきプラザ（岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館）４０１会議室 

    ・対象者 各所属の文書副管理者 

    ・内 容 県立記録資料館の公文書の引継ぎ及び保管公文書の利用方法 

          説明：上田 直道 

                  香川県立文書館と公文書管理 

          説明：嶋田 典人 氏（香川県立文書館主任専門員） 

    ・参加者 46人 

 

③ 文書保存研修会（市町村職員対象） 

公文書及び古文書等の保存の重要性についての理解を深めることを目的に開催した。 

    ・日 時  平成 29年２月３日（金） 13時 30分～15時 30分 

・場 所  県立記録資料館 研修室 

    ・対象者  県内市町村の文書管理担当課職員 

    ・内 容  県外施設及び県内施設の取組説明並びに情報交換会 

県外施設 「三豊市文書館の取組について」 

 説明：宮田 克成 氏（三豊市文書館専門員） 

県内施設 「総社市の取組について」 

 説明：小野 達司 氏（総社市総務部総務課主任） 

           情報交換会 

    ・参加者  ９市町から 10人  

 

（４）平成 28年度企画展記念講演会 

    企画展の記念行事として、次のとおり講演会を開催した。 

・日 時  平成 28年 10月 29日（土）13時 30分～15時 

    ・演 題  「日本酒の近現代史 －酒類鑑定制度の成立と成果－」 

    ・講 師  鈴木 芳行 氏（中央大学非常勤講師） 

    ・場 所  県立記録資料館 研修室 

    ・参加者  23人 

 

（５）平成 28年度企画展出張講演会 

    企画展の関連行事として、次のとおり久米南町・井原市を会場に講演会を開催した。 

    いずれも演題は「晴れの国おかやまの酒」である。 

① 瀬戸内市講演会 

    ・日時 11月５日（土）13時 30分～15時  

    ・会場 瀬戸内市民図書館 つどいのへや 

    ・講師 定兼 学 
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・参加者 25名 

 

② 美作市講演会 

    ・日時 11月 19日（土）13時 30分～15時  

    ・会場 湯郷地域交流センター 

    ・講師 定兼 学 

・参加者 14名 

 

（６）第 11回アーカイブズウイーク    

 昭和 63 年６月１日にアーカイブズ（記録資料）の保存利用に関する法律「公文書館法」が施行さ 

れたことを記念し、６月１日から７日間、中国・四国地区公文書館との連携企画として開催した。 

ａ 記念講演会 

    ・演 題  「歴史映像が教えてくれるもの ～岡山ぶらりタイムトラベル～」 

    ・講 師  小松原  貢 氏（山陽放送岡山映像ライブラリーセンター長）  

    ・日 時  ６月５日（日） 13時 30分～15時 

    ・場 所   きらめきプラザ（岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館）301会議室 

    ・参加者  53人 

ｂ 記録映像上映会 

    ・タイトル 「おかやま拝見」 

    ・日 時  １日（水）～７日（火） 9時～17時 

    ・観覧者  90人 

  ｃ  新公開資料展示  ～公文書・古文書～ 

    ・日 時  １日（水）～７日（火） 9時～17時 

       ・観覧者  90人 

    ・展示解説 65人（２日・４日・５日） 

  ｄ 古文書解読ワークショップ 「楽しい古文書」Ａ・Ｂ 

    ・内 容  初心者を対象に、古文書に書かれている「くずし字」の読み方のコツを当館職員が

伝授 

    ・日 時  ２日（木）Ａ、４日（土）Ｂ  各 13時 30分～15時 

    ・受講者  50人 

  

（７）調査報告会 

当館の資料整備及び調査研究の中間報告会として、当館職員、ボランティア、同好会、利用者が、

当館研修室を会場に次のとおり報告会を開催した。 

・日 時 平成 29年３月 11日（土） 

・報 告 ボランティア一同、古文書解読同好会一同、職員 

「日ごろの活動を通してわたくしなりに発見したこと」 

・参加者 19人 
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・報告者  ６人 

・テーマ  ○「石華」はカメノテか牡蠣かそれとも… －美作勝山藩江戸家老九津見吉左衛 

門の日記から － 

○「美作勝山藩家老の江戸日記」より 天明 2年・3年 12月の到来物について 

○旗本戸川氏の采地妹尾で用いられた楮幣について 

○大岡熊次郎頌徳碑 

○～武家聞伝記の中から～ 現代とは少し異なる江戸時代の言葉の意味 PART２ 

○ささやかな愉しみ－池田家文庫奉公書滝川久三郎をよんで－  

 

（８）特別講演会 

  当館館長が退職に際し、公文書や古文書などの様々な記録資料との出会いや、記録資料から学んだ

ことを伝える特別講演会を実施した。 

・日 時 ３月 12日（日） 13時 30分～15時 

  ・演 題 「資料に出逢って、ときめいて」  

・講 師  定兼 学 

  ・場 所  きらめきプラザ 

（岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館） 

401会議室 

   ・参加者  121人 

 

（９）刊行物 

① 『岡山県記録資料叢書』12  

・副題 岡山県明治前期資料３（十三・十四年） 

・発行 平成 29年３月 31日 

・仕様  Ａ５縦判 368頁 

・内容 岡山県史料他  明治 13・14年分  教育文化のみ明治 11～14年分 

 

② 『岡山県立記録資料館 紀要』第 12号 

・発行 平成 29年３月 31日  

   ・仕様 Ａ４縦判 72頁 

   ・目次 【調査報告】 

              「評伝 坂本金弥 ―新聞人編―」（坂本 昇） 

【講演記録】 

               「身近な街の風景を楽しもう！ 

―県立記録資料館周辺の街歩き―」（福田 忍） 

【資料紹介】 

         「岡山城下町親孝行褒賞関係資料について」（大関 真由美） 
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「岡山城下の俳人小野田馬仏について 

           ―『小山敬容日記』分析（その二）― （近藤 萌美） 

         「地域史料からみえる帝国日本―小川貴の父宛書簡より―（久野 洋） 

【実践報告】 

「高等学校のアーカイブズ教育 アーカイブズのすゝめ」（前田 能成） 

「ワークショップ 和綴じ本をつくってみよう！」（山下 香織） 

【展示評論】 

         「第六十八回所蔵資料展『光る汗！』をみて」（行吉 正一） 

【企画展関連記録】 

         「ひろがる酒の輪 ―資料保存機関の連携展示―」（飯島 章仁） 

 

③ 『岡山のアーカイブズ６ ～記録資料館活動成果資料集～』 

・発行 平成 29年３月 31日  

   ・仕様 Ａ４縦判 197頁 

・内容 １ 武家聞伝記（６） 

    ２ 美作国勝山藩家老の江戸日記（２） 

    ３ 明治の書簡（６） 

４ 横溝光暉草稿（岡山県知事時代・３） 

 

④ 『岡山県立記録資料館年報』平成 27年度 

   ・発行 平成 28年５月 24日（当館ホームページに掲載） 

   ・仕様 Ａ４縦判 56頁（ＰＤＦ形式） 

   ・内容 Ⅰ 概要 

         １ 設置  ２ 業務内容  ３ 組織  ４ 予算  ５ 施設の概要 

６ 沿革  ７ 所蔵資料の概要 

       Ⅱ 平成 27年度の業務内容 

         １ 収集、整理及び保存  ２ 利用  ３ 調査及び研究等  ４ 普及及び啓 

           発 

       Ⅲ 受贈機関・団体  資料編 

 

⑤ 『岡山県立記録資料館だより』第 12号 

・発行 平成 28年９月７日 

   ・仕様 Ａ４縦判カラー４頁 

・内容 平成 28年度企画展「晴れの国おかやまの酒」 

寄稿 平成 28年度アーカイブズウイーク記念講演会 

   「歴史映像が教えてくれるもの ～岡山ぶらりタイムトラベル～」を聞いて 

              記録資料館の活動（８） 

       所蔵資料展記録 

       記録資料館ロゴマーク・愛称の紹介 
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（10）共催・連携事業等 

   外部団体と共催・連携して実施した事業及び当館職員が外部からの依頼を受け講演を行った事業

は次のとおりである。 

① ひろがる酒の輪 ～酒とその歴史をめぐる 13機関の連携展示～ 

 ・参加機関 岡山県立記録資料館、 赤磐市山陽郷土資料館、 

 赤磐市吉井郷土資料館、 岡山映像ライブラリーセンター、 

 岡山県立図書館、岡山県立博物館、岡山空襲展示室、 

 岡山市立中央図書館、岡山大学附属図書館（中央図書館）、 

 公益財団法人吉備路文学館、瀬戸内市民図書館、 

 備前市埋蔵文化財管理センター、備前市歴史民俗資料館 

 ・座談会「ひろがる酒の輪 赤磐会場の巻」11 月 27 日（日） 13：00 ～ 16：30 

   会場：赤磐市中央公民館 視聴覚室  

 ・座談会「ひろがる酒の輪 岡山会場の巻」12 月 16 日（金） 13：00 ～ 16：30 

   会場：岡山県立記録資料館 研修室 

 

② 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会近畿部会第 133回例会（於：京都市） 

 ・日 程 平成 28年６月 14日          

 ・内 容 全史料協会員を対象に当館の取り組みを紹介した。 

      講師：定兼 学（当館館長） 

「岡山県立記録資料館開館 10周年－それでも初志は変わらず－」  

 

③ 岡山商科大学博物館実習 10 博物館資料の取り扱い（５）－古文書・典籍－ 

・日 時 平成 28年７月 １日（金） 

・内 容 施設見学、資料保存・整理の実習を当館で行った。 

        講師：上井 良子（当館古文書等専門員）・ 前田 能成（当館職員） 

 

④ 岡山市立岡山後楽館高等学校 「産業社会と人間」 

・日 時 平成 28年 10月６日（木） 

・内 容 岡山後楽館高等学校１年生を対象に岡山の選挙の歴史について講演を行った。 

        講師：定兼 学（当館館長）「で～れ～選挙の始まり 岡山の江戸・明治」 

 

⑤ 岡山県立岡山操山高等学校 「土曜活用授業」 

・日 時 平成 28年 11月 12日（土） 

・内 容 岡山操山高等学校２年生を対象にアーカイブズ入門の講座を実施した。 

        講師：前田 能成（当館職員）「アーカイブズのすゝめ」 

 

⑥ 岡山県立倉敷青陵高等学校「総合的な学習の時間」 

・日 時 平成 28年 11月 25日（金） 

・内 容 倉敷青陵高等学校２年生を対象にアーカイブズ入門の講座を実施した。 
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     講師：前田 能成（当館職員）「アーカイブズのすゝめ その１」 

 

⑦ 岡山県立倉敷青陵高等学校「総合的な学習の時間」 

・日 時 平成 29年２月 10日（金） 

・内 容 倉敷青陵高等学校２年生を対象に資料を用いたワークショップを実施した。 

     講師：前田 能成（当館職員）「アーカイブズのすゝめ その２」 

 

⑧ 井原市文化センター講座 

・日 時 平成 29年２月 11日（土） 

・内 容 和綴じ本作製のワークショップを実施した。 

     講師：山下 香織（当館司書）「和綴じ本を作ってみよう」 

 

⑨ 就実大学他オンデマンド講義 

・日 時 平成 29年２月 17日（金） 

・内 容 館の概要とアーカイブズ機関としての役割について講義を当館で行った。（録画） 

     講師：定兼 学（当館館長）「岡山県立記録資料館の役割」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（11）当館見学等 

   当館の施設見学・利用のため、来館された機関等は次のとおりである。 

・津山市史編纂室 (4/16) 

・横須賀市議会 (10/5) 

・赤磐市郷土の歴史を学ぶ会 (10/23) 

・岡山県歴史教育者協議会 (11/27) 

 

（12）記録資料館システム整備事業 

   平成 23年３月１日より運用している記録資料館システムについて、平成 29年２月末でリース契約

が終了することに伴い、本年度新たに、県民に親しみやすい公文書館システムを実現すべくシステム

を整備した。システム開発にかかる業務は次のとおりである。 
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① システム構築 平成２８年９月１日から平成２９年２月１４日 

１．基本設計 平成２８年 ９月 １日から平成２８年 ９月３０日 

２．詳細設計 平成２８年１０月 ３日から平成２８年１０月２８日 

３．開発・単体試験 平成２８年１０月３１日から平成２８年１２月１６日 

４．試験 平成２８年１２月１９日から平成２９年 ２月２４日 

   

② デザイン開発 平成２８年１０月２８日から平成２９年２月１４日 

   

③ マニュアル作成 平成２９年１月１３日から平成２９年２月３日 

 

④ 導入作業 平成２９年 １月１８日から平成２９年２月１４日 

１．サーバ 平成２９年１月１８日から平成２９年１月１９日 

２．ＦＷ（ファイアウォール） 平成２９年１月１９日 

３．システムインストール 

  データ移行 

平成２９年１月２１日から平成２９年２月１４日 

４．受入試験 平成２９年２月１５日 

５．説明会 平成２９年２月１５日 

６．システム切り替え 平成２９年２月２８日 

 

⑤ 会議実績 

１．キックオフミーティング 平成２８年８月３１日 

２．定例会 第 １回 平成２８年１０月２８日 

第 ２回 平成２８年１２月 ９日 

第 ３回 平成２９年 １月１２日 

第 ４回 平成２９年 ２月 ８日 

２．システムＷＧ 第 １回 平成２８年 ９月 ９日 

第 ２回 平成２８年 ９月２３日 

第 ３回 平成２８年 ９月３０日 

第 ４回 平成２８年１０月 ７日 

第 ５回 平成２８年１０月１４日 

第 ６回 平成２８年１０月２８日 

第 ７回 平成２８年１１月 ４日 

第 ８回 平成２８年１１月１８日 

第 ９回 平成２８年１２月 ９日 

第１０回 平成２９年 １月１２日 

３．その他打合せ ネットワーク打合せ 平成２９年１月１２日 
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⑥ 新システムの特徴 

・トップ画面に写真や絵葉書、絵図・地図などの資料をすぐに探せるインターフェースを導入 

・展示資料を検索する機能を導入。 

・パソコンだけでなくタブレット端末やスマートフォ

ンでの閲覧にも対応し、利用者の様々な利用環境に

応じて最適な画面構成を実現。 

  ・デジタルアーカイブパッケージのカスタマイズに  

よる資料管理の利便性の向上。 

  ・地方公文書館では初となる IIIF（トリプルアイエ 

フ）による画像の配信を実現。 

 

（13）新聞等への掲載 

当館の普及及び啓発事業で新聞・テレビ・ラジオ等にとりあげられた主なものは、次のとおりであ

る。※講座案内を含む 

① きろくる県史未来塾 

・ＲＳＫラジオ（6/10 ）   

・ＦＭ岡山（5/13  7/19 8/18） 

・ＮＨＫデータ放送（5/13  9/16） 

  ・山陽新聞（5/19  6/16  7/21  8/18  9/29） 

「仕事帰りに学びの場」（5/13） 

・朝日新聞（5/13  6/24  7/22） 

 ・読売新聞（6/17） 

  「岡山藩ヒントに社会保障考える」（9/30） 

 

② 第 11回アーカイブズウイーク 

・ＦＭ岡山（5/23  6/2） 

・ＮＨＫデータ放送（5/27） 

   ・山陽新聞（5/26  6/3） 

 

③ 古文書解読講座中級コース「深める古文書」・専修コース「極める！？」 

  ・ＦＭ岡山（5/25  12/5） 

・ＮＨＫデータ放送（12/2） 

・山陽新聞（6/2） 

 

④ きろくる岡山もんげーゼミナール 

・ＦＭ岡山（6/28 ） 

・ＮＨＫデータ放送（6/24  9/2  10/7） 

  ・山陽新聞（6/30  7/7  10/6  11/3） 

  ・毎日新聞（9/9） 
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⑤ 特別講演会「資料に出逢って、ときめいて」 

 ・ＲＳＫラジオ（3/1）※対談  

・ＮＨＫデータ放送（3/3） 

 ・山陽新聞（3/9） 

  ・読売新聞（3/10） 

     「記録資料館の定兼館長が講演」（3/11） 

   

⑥ 第 66回所蔵資料展「地場産業と企業誘致」 

・山陽新聞「古里の歩み筋道立て紹介」（4/21） 

 

 ⑦ 第 67回所蔵資料展「新公開資料」 

・山陽新聞「常設展から」（7/6） 

 

 ⑧ 第 68回所蔵資料展「光る汗！」 

  ・ＮＨＫテレビ（7/26） 

・テレビせとうち(7/26) 

・ＦＭ岡山（7/22） 

・山陽新聞「77年岡山大会を回顧」（7/28） 

・朝日新聞「1977年大会メダルなど展示」（7/29） 

・毎日新聞「39年前の高校総体紹介」（8/1） 

  ・読売新聞「39年前の熱気伝える」（8/3） 

    ・産経新聞「県立記録資料館で光る汗！」（8/13） 

  

⑨ 企画展「晴れの国おかやまの酒」・連携展示「広がる酒の輪」 

  ・ＲＳＫテレビ「晴れの国生き活きテレビ」（11/13） 

・ＦＭ岡山（10/20 ） 

・ＲＳＫラジオ（10/25） 

・ＮＨＫデータ放送（9/19 ） 

   ・読売新聞（10/14） 

  ・山陽新聞（10/20  11/3  11/17  12/9） 

      「酒どころ岡山発信」（10/29） 

  ・朝日新聞（10/21） 

 

⑩その他 

  ・山陽新聞 

  「国際アーカイブズ評議会に参加して」(10/21) 寄稿：定兼 学 

    「保存と活用 ともに力注ぐ」（1/1）   取材：定兼 学 
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付： 県立記録資料館広報チラシ（他ページに掲載したものを除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アーカイブズウイーク               きろくる岡山もんげーゼミナール                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古文書解読講座中級コース（深める古文書）           古文書解読講座専修コース（極める!?）  
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きろくる県史みらい塾                  調査報告会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別講演会 
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きろくる岡山もんげーゼミナール 広報誌 「広報 きろくる」 
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Ⅲ 受贈機関・団体 
 

 平成 28年度に当館に図書・刊行物を寄贈いただいた機関・団体は次のとおりである。 

 

 岡山県 （  ）内は所在行政地名                            

・アート・ブリッジおかやま連携会議事務局 ・倉敷市総務局総務部総務課歴史資料整備室 

・赤磐市教育委員会 ・金光教教学研究所 

・井原市文化財センター「古代まほろば館」 ・山陽学園 

・大國家（和気町） ・山陽新聞社会事業団 

・岡崎嘉平太記念館 ・就実大学吉備地方文化研究所 

・岡山空襲資料センター ・勝央美術文学館 

・岡山県郷土文化財団 ・高梁川流域連盟 

・岡山県博物館協議会 ・津山郷土博物館 

・岡山県文化財保護協会 ・津山市史編さん室 

・岡山県文化連盟 ・津山洋学資料館 

・岡山市教育委員会 ・特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会 

・岡山シティミュージアム ・奈義町現代美術館 

・岡山市埋蔵文化財センター ・林原美術館 

・岡山市立オリエント美術館 ・備前市教育委員会 

・おかやま人権研究センター ・備前市立備前焼ミュージアム 

・岡山大学附属図書館 ・備前市歴史民俗資料館 

・岡山大学文学部 ・福武教育文化振興財団 

・岡山地方史研究会 ・まち・アートマネジメント講座実行委員会 

・岡山歴史研究会 ・真庭市教育委員会 

・奥津歴史資料館 ・美作市報道委員会 

・鏡野町教育委員会 ・有隣会（倉敷市） 

・倉敷市教育委員会生涯学習課 ・全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 

※県機関は省略。 

 

北海道   

・札幌市公文書館 ・北海道立文書館 

  

青森県   

・青森県環境生活部県民生活文化課 ・青森県立郷土館 

 県史編さんグループ  

  

宮城県   

・東北大学史料館  
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秋田県   

・秋田県公文書館  

  

山形県   

・山形県総務部学事文書課分室県史資料室  

  

福島県   

・福島県歴史資料館  

  

茨城県   

・茨城県立歴史館 ・長久保赤水顕彰会（高萩市） 

・筑波大学大学院 人文社会科学研究科 ・常陸大宮市文書館 

 歴史・人類学専攻 中野目研究室  

  

栃木県   

・栃木県立文書館  

  

埼玉県   

・埼玉県立文書館 ・日本大学広報部大学史編纂課 

・埼玉県教育委員会 ・戸田市立郷土博物館 

  

千葉県   

・伊能忠敬記念館（香取市） ・千葉県企業土地管理局 

・千葉県文書館 ・前千葉大学文学部史学科菅原研究室 

・千葉県立関宿城博物館  

  

東京都   

・外務省外交史料館 ・衆議院憲政記念館 

・学習院大学大学院人文科学研究科 ・帝国データバンク史料館 

・宮内庁書陵部 ・東京都江戸東京博物館 

・宮内庁宮内公文書館 ・東京都公文書館 

・慶應義塾大学福澤研究センター ・東京大学史料編纂所 

・国文学研究資料館 ・徳川黎明会徳川林政史研究所 

・国立公文書館 ・八王子市市史編さん室 

・国立文化財機構 ・防衛研究所戦史研究センター 

・首都大学東京都市教養学部 ・法政大学大原社会問題研究所 

・情報保存研究会 ・明治大学平和教育登戸研究所資料館 

・「書物・出版と社会変容」研究会 ・早稲田大学文学部紙屋研究室内岡山藩研究会 
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東京都   

・全国大学史資料協議会東日本部会  

  

神奈川県   

・神奈川県立公文書館 ・寒川文書館 

・神奈川大学日本常民文化研究所 ・東海大学学園史資料センター 

・鎌倉文化研究会 ・藤沢市文書館 

・相模原市立公文書館 ・横浜市史資料室 

・全国歴史資料保存利用機関連絡協議会関東部会  

  

新潟県   

・新潟県立文書館 ・新潟市文化スポーツ部歴史文化課 

・新潟県歴史資料保存活用連絡協議会  

  

富山県   

・富山県公文書館 ・富山県歴史資料保存利用機関連絡協議会 

  

石川県   

・石川県立図書館史料編さん室 ・石川県地域史研究振興会 

  

福井県   

・福井県文書館  

  

長野県   

・長野県立歴史館 ・松本市文書館 

・中野市教育委員会  

  

愛知県   

・愛知県公文書館 ・南山アーカイブズ（南山大学） 

・名古屋市博物館  

滋賀県  

・滋賀県県政史料室  

  

三重県   

・三重県総合博物館 ・三重県環境生活部文化振興課県史編さん班 

  

京都府   

・鷹陵史学会（佛教大学） ・国際日本文化研究センター 
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京都府   

・京都大学大学文書館 ・佛教大学歴史学部 

・京都府立京都学・歴彩館  

  

大阪府   

・大阪城天守閣 ・大阪府公文書館 

・大阪大学アーカイブズ ・西淀川・公害と環境資料館 （エコミューズ） 

  

兵庫県   

・赤穂市教育委員会市史編さん室 ・兵庫県立歴史博物館 

・赤穂市立歴史博物館 ・姫路市教育委員会姫路市史編集室 

・尼崎市立地域研究史料館 ・姫路市立城郭研究室 

・甲南大学人間科学研究所 ・歴史資料ネットワーク（神戸大学） 

・神戸市立博物館  

  

奈良県   

・元興寺文化財研究所  

  

和歌山県   

・和歌山県立文書館 ・和歌山大学紀州経済史文化史研究所 

  

鳥取県   

・鳥取市歴史博物館  

  

広島県   

・呉市海事歴史科学館 ・広島市公文書館 

・広島県立文書館 ・福山市教育委員会文化課歴史資料室 

・広島大学大学院文学研究科附属内海文化研究施設 ・福山市市長公室秘書広報課市史編さん室 

・広島大学文書館 ・福山市鞆の浦歴史民俗資料館 

 

 
 

山口県   

・吉川史料館（岩国市） ・山口県総合企画部スポーツ・文化局県史編さん室 

・萩博物館 ・山口県文書館 

  

徳島県   

・徳島県立文書館  
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香川県   

・香川県立文書館 ・高松市公文書館 

・香川県立ミュージアム ・三豊市文書館 

・瀬戸内海歴史民俗資料館  

  

高知県   

・高知県立高知城歴史博物館 ・土佐山内記念財団 

  

福岡県   

・九州国立博物館 ・福岡市博物館 

・九州歴史資料館分館柳川古文書館 ・福岡市博物館市史編さん室 

・九州大学附属図書館付設記録資料館 ・「みんなでまもる文化財・みんなをまもるミュージ 

・福岡共同公文書館 アム」実行委員会（九州国立博物館） 

・福岡市総合図書館  

  

佐賀県   

・佐賀県公文書館 ・佐賀大学地域学歴史文化研究センター 

・佐賀県立名護屋城博物館 ・中津市教育委員会 

  

大分県   

・大分県公文書館 ・大分県立先哲史料館 

  

熊本県   

・天草市立天草アーカイブズ ・熊本大学文書館 

  

沖縄県   

・沖縄県公文書館  
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１ 岡山県立記録資料館条例 

２ 岡山県立記録資料館条例施行規則 

３ 岡山県における公文書等の収集選別基準 

４ 岡山県庁文書規程（抄） 

５ 岡山県教育委員会文書規程（抄） 

６ 岡山県企業局文書取扱規程（抄）  

７ 岡山県行政情報公開条例（抄） 

８ 岡山県個人情報保護条例（抄） 

９ 公文書館法 

10 公文書等の管理に関する法律（抄） 
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１ 岡山県立記録資料館条例           
 

平成 17 年３月 18 日 岡山県条例第２号 

 

（目的及び設置） 

第一条 岡山県の記録を伝える重要な公文書（現用のものを除く。）、古文書その他の資料（以下「記

録資料」という。）を保存し、及び一般の利用に供するため、公文書館法（昭和 62 年法律第 115

号）第五条第２項の規定により、岡山県立記録資料館（以下「記録資料館」という。）を岡山市に

設置する。 

（業務） 

第二条 記録資料館は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。  

   一 記録資料を収集し、整理し、及び保存すること。 

  二 記録資料を閲覧その他の一般の利用に供すること。 

   三 記録資料についての調査研究を行うこと。 

   四 記録資料についての専門的な知識の普及及び啓発を行うこと。 

  五 資料集等を編さんし、及び刊行すること。 

   六 岡山県の歴史を編さんし、及び刊行すること。                    

  七 前各号に掲げるもののほか、記録資料館の目的を達成するために必要な業務 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、個人の秘密の保持その他の合理的な理由により一般の利用に供

することが適当でない記録資料については、一般の利用に供しないものとする。 

（費用の負担等） 

第三条 記録資料の写しの交付を受ける者は、知事が定める額の当該記録資料の写しの交付に要する

費用を負担しなければならない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

（職員）                                                   

第四条 記録資料館に、館長その他必要な職員を置く。 

（規則への委任） 

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

（関係条例の一部改正） 

１ 岡山県行政情報公開条例（平成８年岡山県条例第３号）の一部を次のように改正する。 

   第２７条第２号中「美術館」の下に「、公文書館」を加える。 

   ※同条例第２７条は平成２０年の改正により、一条繰上がり、現在は第２６条となっている。 

 

２ 岡山県個人情報保護条例（平成 14 年岡山県条例第３号）の一部を次のように改正する。 

   第４７条第１項第６号中「美術館」の下に、「公文書館」を加える。 

※同条例第４７条は平成２０年の改正により、一条繰上がり、現在は第４６条となっている 
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２ 岡山県立記録資料館条例施行規則            
 

平成 17 年３月 18 日 岡山県規則第 21 号 

（平成 26 年４月１日改正） 

（趣旨） 

第一条 この規則は、岡山県立記録資料館条例（平成 17 年岡山県条例第２号。以下「条例」という。） 

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（開館時間） 

第二条 岡山県立記録資料館（以下「記録資料館」という。）の開館時間は、午前９時から午後５時

までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、館長は、必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更すること

ができる。この場合においては、あらかじめその旨を記録資料館の掲示板に公示するものとする。     

（休館日） 

第三条 記録資料館の休館日は、次のとおりとする。          

   一 月曜日 

  二 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日（その日が月曜日に当た

るときは、その翌日） 

  三 １月２日から同月４日まで及び 12 月 28 日から同月 31 日まで 

  四 特別整理期間等として館長が別に定める期間 

２ 前項の規定にかかわらず、館長は、必要があると認めるときは、休館日を臨時に変更することが

できる。この場合においては、あらかじめその旨を記録資料館の掲示板に公示するものとする。 

（記録資料の利用手続等） 

第四条 条例第一条に規定する記録資料（以下「記録資料」という。）を利用しようとする者は、あ

らかじめ記録資料利用申込書（様式第１号）を館長に提出しなければならない。 

２ 記録資料は、記録資料館内の所定の場所で利用しなければならない。ただし、館長が適当と認め

る場合は、記録資料を館外へ持ち出して利用することができる。 

３ 前項の規定により館外での利用をしようとする者は、あらかじめ館外特別貸出申請書（様式第  

２号）を館長に提出しなければならない。 

（記録資料の写しの交付に要する費用の額） 

第五条 条例第三条の知事が定める額は、別表に定めるとおりとする。 

（記録資料の写しの交付に要する費用負担の減免申請） 

第六条 条例第三条ただし書の規定により、記録資料の写しの交付に要する費用負担の減免を受けよ

うとする者は、あらかじめ記録資料の写しの交付に要する費用負担減免申請書（様式第３号）を館

長に提出しなければならない。 

（一般の利用に供しない記録資料） 

第七条 条例第二条第２項の規定により、記録資料のうち、次に掲げるものについては、一般の利用

に供しないものとする。ただし、館長が適当であると認める場合は、この限りでない。 

  一 事案の完結後 30 年を経過しない公文書（広報資料、調査統計資料、報告書その他の刊行物を

除く。） 

  二 整理及び目録の作成が終了していないもの 
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  三 劣化その他保存上の理由から一般の利用に供することが不適当なもの 

  四 寄贈又は寄託を受けた記録資料で、一般の利用に供しない旨の条件が付されているもの 

   五 一般の利用に供することにより、個人又は法人その他の団体の権利利益を害するおそれがあ

ると認められるもの 

  六 一般の利用に供することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認

められるもの 

  七 一般の利用に供することにより、国又は地方公共団体の事務事業の執行に支障を及ぼすおそ

れがあると認められるもの 

（行為の禁止） 

第八条 記録資料館においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

  一 記録資料館の施設及び設備（次条において「施設等」という。）又は記録資料を損傷し、汚

損し、又は滅失させること。 

  二 はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。 

  三 騒音又は大声を発すること等により他人に迷惑をかけること。 

  四 所定の場所以外で喫煙し、又は飲食すること。 

  五 前各号に掲げるもののほか、記録資料館の適正な利用に影響を及ぼし、公共の秩序を乱し、   

又は衛生上若しくは風紀上障害となる行為をすること。 

２ 館長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対して、記録資料館への入館を

制限し、又は記録資料館からの退館を命じることができる。 

（弁償） 

第九条 施設等又は記録資料を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、館長の指示する方法により弁償

しなければならない。ただし、その損傷等がやむを得ない理由によるものと館長が認めるときは、

この限りでない。 

（その他） 

第十条 この規則に定めるもののほか、記録資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、館長が別に

定める。 

 

別表（第五条関係）                                                             

区             分 単  位 金  額 

複写機（カラー複写機を除く。）による写しの交付 １枚  10 円 

カラー複写機による写しの交付 １枚  50 円 

マイクロリーダープリンターによる写しの交付 １枚  10 円 

電磁的記録（電子式方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作られた記

録をいう。）を光ディスク（日本工業規格Ｘ0606 及び

Ｘ6281 に適合する直径 120 ミリメートルの光ディスク

の再生装置で再生することが可能なものに限る。）に

複製したものの交付 

１枚  40 円 

備考  

  一 複写機により作成した記録資料の枚数は、用紙の両面に複写したときは、片面を一枚として

額を算定する。                                               
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  二 用紙は、原則として、日本工業規格Ａ列３番までの大きさのものを用いることとし、これを

超える大きさの規格の用紙を用いた場合は、日本工業規格Ａ列３番による用紙を用いた場合の

枚数に換算して枚数を計算するものとする。   

 

 

３ 岡山県における公文書等の収集選別基準     

 

  歴史的・学術的・行政的価値ある公文書等は、県民共有の知的資源として、永く後世に伝え

られ、県民の知る権利及び行政の説明責任さらには広く県民の地域認識の形成に寄与するもの

であるので、その選別は隔たりがなく、公正で客観的に行うこととする。  

 

歴史的・学術的・行政的価値ある公文書等の収集選別基準（平成４年３月１０日制定） 

 

 (1) 県の重要な計画に関するもの  

 (2) 県政の重要な施策及び事業に関するもの  

 (3) 各種制度の新設、変更及び改廃に関するもの  

 (4) 条例、規則、訓令等に関するもの  

 (5) 各種の褒章及び表彰に関するもの  

 (6) 県の財政状況等に関する資料のうち重要なもの  

 (7) 県の組織の変遷に関するもの  

 (8) 県の公共施設等の設置及び改廃に関するもの  

 (9) 県民（個人、団体、法人等）の意向及び動向に関する資料のうち重要なもの  

 (10)重要な調査及び統計に関するもの  

 (11)県有財産等の取得、管理及び処分に関すもの  

 (12)重要な県民の権利義務、行政処分及び訴訟に関するもの  

 (13)重要な行事、事件、災害等に関するもの  

 (14)県勢に関するものなど、将来の参考又は例証となるもの  

 (15)市町村の行政区画の変更、広域的地域整備その他市町村に係る重要な施策に関するもの  

 (16)その他歴史的、学術的に保存の価値があると認められるもの  

 

 

４ 岡山県庁文書規程（抄）                
 

昭和 38 年５月 31 日 岡山県訓令第 18 号 

庁中一般 

（目的） 

第一条 この訓令は、岡山県庁（以下「本庁」という。）における文書事務の適正かつ能率的な処理

を図るために必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 
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第一条の二 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

  一 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真（これらを撮影したマイク   

ロフィルムを含む。）並びに電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られた記録をいう。第三号及び第四号において同じ。）をい

う。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的とし

て発行されるものを除く。 

  二 文書 文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る

事案を記載したものをいう。 

  三 電子文書 電磁的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 

  四 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の 

いずれにも該当するものをいう。 

   イ 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものである 

こと。 

   ロ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものである 

こと。 

  五 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子署名

が付与され、交換される電子文書（書式情報（文書の体裁に関する情報をいう。）を含むもの

に限る。）をいう。 

（記録資料の引継ぎ） 

第四十三条 総務学事課長は、前条第三項の規定により作成した廃棄文書一覧表を岡山県立記録資料

館の館長（次項において「館長」という。）に送付しなければならない。 

２ 前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、総務学事課長は、前項の規定により送付した廃棄文

書一覧表に掲げる文書のうち、館長が記録資料として重要であると認めるものについては、岡山県

立記録資料館に引き継がなければならない。 

（その他） 

第四十六条 出先機関における文書等の取扱いについては、別に定めるもののほか、本庁の例に

よる。 

 

 

５ 岡山県教育委員会文書規程（抄）            
 

平成８年４月１日 岡山県教育委員会訓令第３号  

 

（趣 旨） 

第一条 この訓令は、岡山県教育庁（教育事務所を除く。以下「本庁」という。）における文書事務

の適正かつ効率的な処理を図るために必要な事項を定めるものとする。 

（記録資料の引継ぎ） 

第三十九条 前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項及び第二項の規定により廃棄す

ることとなる文書のうち、岡山県立記録資料館の館長が記録資料として重要であると認めるものに

ついては、岡山県立記録資料館に引き継がなければならない。 
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６ 岡山県企業局文書取扱規程（抄）           
 

昭和 30 年２月 11 日 岡山県営電気事業訓令第２号  

企業局一般  

 

(記録資料の引継ぎ) 

第四十条 総務企画課長は、前条第三項の規定により作成した廃棄文書一覧表を岡山県立記録資

料館の館長(次項において「館長」という。)に送付しなければならない。 

２ 前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、総務企画課長は、前項の規定により送付した廃

棄文書一覧表に掲げる文書のうち、館長が記録資料として重要であると認めるものについては、

岡山県立記録資料館に引き継がなければならない。 

 

 
７ 岡山県行政情報公開条例（抄）             

平成８年３月 26 日 岡山県条例第３号  

   

（適用除外） 

第二十六条 この条例の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。 

  一 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発

行されるもの 

  二 図書館、博物館、美術館、公文書館その他これらに類する施設において、県民の利用に供す

ることを目的として管理しているもの 

  三 刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）に基づく訴訟に関する書類及び押収物 

 

 

８ 岡山県個人情報保護条例（抄）             
 

平成 14 年３月 19 日 岡山県条例第３号  

    

(適用除外) 

第四十六条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。 

一 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第六項に規定する基幹統計調査及び同条第七項に

規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第十一項に規定する調査票情報をいう。次号にお

いて同じ。)に含まれる個人情報、同条第八項に規定する事業所母集団データベースに含まれる

個人情報並びに同法第二十九条第一項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情

報に含まれる個人情報 

二 統計法第二十四条第一項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に
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含まれる個人情報 

三 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発

行されるものに記載された個人情報 

四 図書館、博物館、美術館、公文書館その他これらに類する施設において、県民の利用に供す

ることを目的として管理しているものに記載された個人情報 

 

 

９ 公文書館法                      
 

昭和 62 年 12 月 15 日 法律第 115 号 

改正：平成 11 年 12 月 22 日 法律第 161 号 

 

（目的） 

第一条 この法律は、公文書等を歴史資料として保存し、利用に供することの重要性にかんがみ、公

文書館に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「公文書等」とは、国又は地方公共団体が保管する公文書その他の記録（現

用のものを除く。）をいう。 

（責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置

を講ずる責務を有する。 

（公文書館） 

第四条 公文書館は、歴史資料として重要な公文書等（国が保管していた歴史資料として重要な公文

書その他の記録を含む。次項において同じ。）を保存し、閲覧に供するとともに、これに関連する

調査研究を行うことを目的とする施設とする。 

２ 公文書館には、館長、歴史資料として重要な公文書等についての調査研究を行う専門職員その他

必要な職員を置くものとする。 

第五条 公文書館は、国立公文書館法（平成十一年法律第七十九号）の定めるもののほか、国又は地

方公共団体が設置する。 

２ 地方公共団体の設置する公文書館の当該設置に関する事項は、当該地方公共団体の条例で定めな

ければならない。 

（資金の融通等） 

第六条 国は、地方公共団体に対し、公文書館の設置に必要な資金の融通又はあっせんに努めるもの

とする。 

（技術上の指導等） 

第七条 内閣総理大臣は、地方公共団体に対し、その求めに応じて、公文書館の運営に関し、技術上

の指導又は助言を行うことができる。 
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10 公文書等の管理に関する法律（抄）                      
 

平成 21 年 7 月１日 法律第 66 号 

 

（目的） 

第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健

全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用

し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基

本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び

利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立

行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにす

ることを目的とする。 

（地方公共団体の文書管理） 

第三十四条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関

して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。  

 
 

 

 

                                                                                 



 

 

利用案内 

 

所在地  岡山県岡山市北区南方二丁目 13－１ 

連絡先  電話 086-222-7838／FAX086-222-7842 

ホームページ  http://archives.pref.okayama.jp/ 

開館日  火曜日から日曜日 

開館時間  午前９時から午後５時まで 

   休館日  月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日も） 

国民の祝・休日、年末年始、特別整理期間 

交通のご案内  JR岡山駅東口から北へ徒歩約 20分 

JR岡山駅東口からタクシーで約 5分 
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