
様式第２号(第７条関係) 

会議の開催結果 

１ 会議の名称 令和元年度第 1回さいたま市史編さん審議会 

２ 会議の開催日時 
令和元年 7月 30 日（火） 

午前 10 時 00 分～11 時 30 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、栗田 尚弥委員、 

小宮山 敏和委員、重田 正夫委員、関根 正昌委員、

渡辺 栄雄委員、太田 富康委員 

他 事務局職員 

５ 欠席者名 中野 治代委員、黒金 英明委員 

６ 議題及び公開又は非公開

の別 

（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 

（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）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（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  



令和元年度 

第１回さいたま市史編さん審議会 

次 第 

日時 令和元年７月３０日（火）午前１０時から 

場所 アーカイブズセンター 会議室 

１ 開会 

２ 部長あいさつ 

３ 報告事項 

令和元年度さいたま市史編さん事業進捗状況報告について 

さいたま市史編さん専門委員等の更新について 

４ 議題 

第２期さいたま市史編さん基本計画等の策定について 

その他 

５ 閉会 

配布資料

○ 次 第

○ さいたま市史編さん審議会委員名簿

○ 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

〇 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

〇 参 考 さいたま市史編さん基本計画



氏名（敬称略） 所属・職等 役職等

1 老川 慶喜 立教大学名誉教授 会長

2 青木 義脩 さいたま市遺跡調査会理事

3 栗田 尚弥 國學院大学講師

4 小宮山 敏和 国立公文書館上席公文書専門官

5 重田 正夫 さいたま市文化財保護審議会委員 職務代理者

6 中野 治代 元さいたま市立小学校長

7 黒金 英明 さいたま商工会議所事務局長

8 関根 正昌 株式会社埼玉新聞社専務取締役

9 渡辺 栄雄 市民公募委員

10 太田 富康 埼玉県立文書館副館長

さいたま市史編さん審議会委員名簿



資料 １

１ 審議会の運営
・ 第1回 ７月30日 今年度の活動状況

市史編さん専門委員等の更新

第２期市史編さん基本計画等の策定

・ 第2回 ３月下旬（予定）

２ 専門部会の運営
・ 専門部会の体制 平成30年度に引き続き8部会を運営

【専門部会連絡調整会議】

・ 第1回 10月下旬（予定）

・ 第2回 ３月中旬（予定）

３ さいたま市史の刊行
・ さいたま市史自然編（植物） R２.３ 刊行予定

・ さいたま市史民俗編（信仰、祭り、民俗芸能） R２.３ 刊行予定

４ さいたま市アーカイブズセンター紀要の刊行

５ 歴史資料の収集、整理、保存、活用等
・ 保存期間が満了した行政文書の収集、整理

令和元年度 活動状況



令和元年７月1日現在
敬称略

部会 部会長 氏名 現在の所属・職等

審議会委員 ○ 青木
アオキ

　義
ギ

脩
シュウ

専門委員 柿沼
カキヌマ

　幹夫
ミキオ

専門委員 宮瀧
ミヤタキ

　交
コウ

二
ジ

専門委員 水村
ミズムラ

　孝行
タカユキ

専門委員 笹森
ササモリ

　紀
キミコ

巳子

専門委員 ○ 有元
アリモト

　修一
シュウイチ

専門委員 菊池
キクチ

　紳一
シンイチ

審議会委員 ○ 重田
シゲタ

　正夫
マサオ

専門委員 岩田
イワタ

　みゆき

専門委員 橋本
ハシモト

　直子
ナオコ

審議会委員 〇 老川
オイカワ

　慶喜
ヨシノブ

専門委員 高嶋
タカシマ

　修一
シュウイチ

専門委員 岡部
オカベ

　桂
ケイシ

史

審議会委員 〇 栗田
クリタ

　尚弥
ヒサヤ

専門委員 大島
オオシマ

　英夫
ヒデオ

専門委員 沖
オキ

川
カワ

　伸夫
ノブオ

専門委員 植物 〇 清水
シミズ

　誠
マコト

専門委員 昆虫 林
ハヤシ

　正美
マサミ

専門委員 地質 高原
タカハラ

　勇夫
イサオ

専門委員 気象 裏川
ウラカワ

　一雄
カズオ

専門委員 〇 飯塚
イイヅカ

　好
ミヨシ

専門委員 岡本
オカモト

　一雄
カズオ

専門委員 小野寺
オノデラ

　節子
セツコ

専門委員 板垣
イタガキ

　時夫
トキオ

審議会委員 ○ 老川
オイカワ

　慶喜
ヨシノブ

審議会委員 栗田
クリタ

　尚弥
ヒサヤ

専門委員 高嶋
タカシマ

　修一
シュウイチ

専門委員 岡部
オカベ

　桂
ケイシ

史

※　審議会委員及び専門委員の任期は、就任日から２年間です。

さいたま市史編さん専門委員　　　　　　　資料 ２

委員等区分

原始・古代

中世

近世

現代

自然

民俗

鉄道

近代

非
表
示

1/1



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 

１ 目的及び期間 

  さいたま市史編さん基本計画は、「さいたま市史編さん基本方針」に基づき、

市史編さん事業の中期計画として達成すべき目標を掲げ、取り組むべき事項

及び方法を明らかにするために策定しています。 

  現在の基本計画（第１期）については、平成 27 年度から平成 32 年度（令

和２年度）までの６年間としています。 

今回、次期の基本計画として、令和３年度から令和８年度までの６年間を計

画期間とする第２期の基本計画を策定し、達成すべき目標及び取り組み内容に

ついて明らかにしていきます。 

また、基本計画に掲げる達成目標の実現に向けて、市史編さん事業の短期計

画として事業目標を掲げ、具体的な取り組み内容を明らかにするために、併せ

て令和３年度から令和５年度までを計画期間とする、第３期さいたま市史事業

計画を策定します。 

第１期基本計画(現行) 

（ H27～R2 ） 

第２期基本計画（次期） 

（ R3～R8 ） 

第１期事業計画 

（ H27～H29 ） 

第２期事業計画 

（ H30～R2 ） 

第３期事業計画 

（ R3～R5 ） 

第４期事業計画 

（ R6～R8 ） 

２．策定スケジュール 

  令和元年７月：現計画の進捗状況等の報告及び意見聴取 

  令和２年３月：第２期基本計画（案）の提示及び意見聴取 

  令和２年７月：第２期基本計画の策定 

         ※併せて第３期事業計画（案）の提示及び意見聴取 

令和３年３月：第３期事業計画の策定 

３ 進捗状況等について 

 別紙のとおり 



資料３　別紙

さいたま市史編さん基本計画

1　基本計画策定の目的

２　基本計画の期間

３　基本計画の推進体制

４　歴史資料の取扱い

５　調査・分析

６　刊行の体系、計画、形態

８　基本計画の進捗管理

７　基本計画の達成目標（現行：第１期）

目標１　スピーディーな成果の公表

　刊行物を発刊

市民参加のシンポジウム、講演会等を実施

ＩＣＴを活用した情報発信

事業目標 事業目標

市史鉄道編の刊行（H28） H29.5 刊行 市史自然編（地学）の刊行（H30） H31.3 刊行

市史鉄道編「写真集」の刊行（H29） 保留中 市史自然編（植物）の刊行（R1） 編集・校正中

市史研究の刊行（H28～） H29.3 ｱｰｶｲﾌﾞｽﾞｾﾝﾀｰ紀要刊行 市史民俗編（信仰等）の刊行（R1） 編集・校正中

市史自然編（昆虫）の刊行（R2） 調査・執筆中

ｱｰｶｲﾌﾞｽﾞｾﾝﾀｰ紀要の刊行（H30～） H30.3・H31.3 紀要刊行

市史鉄道編の発刊等に関連し、シンポ
ジウム等を開催

未実施

ホームページを開設し、市史編さんに
関する情報を公開する。

アーカイブズセンターギャラリーを
開設（H27.9)

ホームページを開設し、市史編さんに
関する情報を公開する。

アーカイブズセンターギャラリーを
継続開設中

ＳＮＳを活用し、リアルタイムな情報発
信を行う。

アーカイブズセンターギャラリー開
設時に、併せてSNS（Facebook)を
開始

ＳＮＳを活用し、リアルタイムな情報発
信を行う。

ほぼ更新をしていない。

さいたま市史編さん基本計画の達成状況について

第１期事業計画（H27～H29） 第２期事業計画（H30～R2）

達成状況 達成状況

1 ページ



資料３　別紙

目標２ 新たな視点による編さん方式の採用

さいたま市を一つの地域として捉える視点で、学術的成果を踏まえ、歴史や特性を考察

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

市民の目線に立った調査・分析

データベースシステムによる歴史資料の管理・活用

事業目標 事業目標

市史編さん審議会の運営 設置、運営 市史編さん審議会の運営 継続運営中

市史編さん専門部会の設置・運営 ８部会設置・運営 市史編さん専門部会の運営 継続運営中

歴史資料データベースシステムの構築 未着手 歴史資料データベースシステムの研究 情報収集中

歴史資料及び行政文書の収集・整理・
保存

継続実施中

目標３ 次世代に継承していくための環境整備

公文書館機能の整備

公文書管理条例等の整備

デジタルアーカイブの整備

事業目標 事業目標

閲覧室の整備 未着手 閲覧体制の整備 検討中

所蔵する写真等をデジタル化し、ホーム
ページ上で公開

アーカイブズセンターギャラリーを
開設（H27.9)

所蔵する写真等をデジタル化し、ホーム
ページ上で公開

利用頻度の多いものをギャラリー
に追加して公開

歴史資料を扱う他の部署と連携し、
データの一元化等を検討する。

情報収集中
歴史資料を扱う他の部署と連携し、
データの一元化等を検討する。

情報収集中

達成状況 達成状況

第１期事業計画（H27～H29） 第２期事業計画（H30～R2）

達成状況 達成状況

第１期事業計画（H27～H29） 第２期事業計画（H30～R2）

2 ページ



資料３　別紙

（案）

７　基本計画の達成目標（第２期）

目標１　「さいたま市への関心と愛着」を育む市史編さん事業の推進

・　さいたま市を一つの地域とした新たな視点の市史の刊行

　新しい学術的成果の公表

　歴史的発展過程の共有によるさいたま市民のアイデンティティーの醸成

・　アーカイブズセンター紀要の刊行

目標２　歴史資料の次世代への継承と活用（公文書館機能の整備）

・　歴史資料の収集・整理・保存・活用

・　行政文書（破棄文書）の収集・整理・保存・活用

・　写真、映像資料の収集・整理・保存・活用

・　閲覧体制の整備

・　歴史資料等の保存スペースの確保

・　歴史資料のデジタル化

目標３　情報通信技術の活用による内外への情報発信

・　アーカイブズセンターギャラリーの充実

・　歴史資料のデジタルアーカイブの促進

目標４　推進体制の整備

・　編集体制の整備

・　事務局体制の整備

3 ページ



さいたま市史編さん基本計画 

平成２７年３月 

さいたま市 
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１ 基本計画策定の目的 

本市では、市の歴史的変遷の過程を記録し未来へ継承するため、「さいたま

市史」の編さんに着手することとし、平成２５年度に「さいたま市史編さん基

本方針」（以下「基本方針」という。）を策定しました。 

基本方針では、「さいたま市を一つの地域として横断的かつ総合的に捉え、

広い視野からさいたま市の歴史・文化を考えることは重要である。」として、

編さんの目的、基本姿勢、刊行の考え方、組織、歴史資料の活用など、想定し

うる事項を整理しました。 

今回策定する「さいたま市史編さん基本計画」（以下「基本計画」という。）

は、この基本方針に基づき、市史編さん事業の中期計画として達成すべき目標

を掲げ、取り組むべき事項及び方法を明らかにするものです。 

２ 基本計画の期間 

 基本方針では、市史編さん事業の事業期間を概ね２０年間とし、本市の最上

位計画である「さいたま市総合振興計画」（以下「総合振興計画」という。）と

齟齬が生じないよう留意しながら、基本計画及び事業計画を策定することとし

ています。 

今回策定する基本計画の計画期間は、総合振興計画後期基本計画に合わせて、

平成２７年度から平成３２年度までの６年間とし、その指針に沿って、達成す

べき目標を設定します。 

また、基本計画を着実に推進するため、３年間を一つのサイクルとした具体

的な事業計画を策定します。 

なお、７年目以降における目標及び取り組むべき事項については、次期基本

計画の策定において明らかにしてまいります。 



３ 基本計画の推進体制 

市史編さんの専任組織である「アーカイブズセンター」が中心となり、「さ

いたま市史編さん審議会」、「さいたま市史編さん専門部会」、「さいたま市史編

さん庁内連携会議」が互いに連携しながら、基本計画を推進します。 

 アーカイブズセンター 

   平成２６年４月１日に、市史編さんの専任組織として、総務局総務部総

務課内に「アーカイブズセンター」を設置しました。本格的な編さん作業

を開始する平成２７年度以降においては、事業推進の中枢を担う組織とし

て人員及び予算を確保し、盤石な体制を整備します。 

 さいたま市史編さん審議会 

   平成２６年４月１日に、「さいたま市史編さん審議会条例」（以下「審議

会条例」という。）に基づき、市長の諮問に応じて、市史編さんに関する必

要な事項を調査審議するため、「さいたま市史編さん審議会」（以下「審議

会」という。）を設置しました。平成２６年度は今回策定する基本計画及び

事業計画について審議し、平成２７年度以降においては、計画の進捗状況

を確認しながら、次期計画の策定、その他必要な事項について審議を行い

ます。 

 さいたま市史編さん専門部会 

平成２７年度に、審議会条例に基づき、市史編さんに関する専門の事項 

を調査研究するため、「さいたま市史編さん専門部会」（以下「専門部会」と

いう。）を設置します。専門部会では、時代、分野、テーマごとに歴史資料

の収集及び調査・研究を行い、その成果を市史等の刊行物にまとめます。 

専門部会は次の構成とし、各部会に部会長、委員、調査員を配置します。

さらに、部会間で調整すべき事項を協議するため、各部会の部会長で構成す

る「さいたま市史編さん専門部会連絡調整会議」（以下「専門部会連絡調整

会議」という。）を設置します。 

  なお、専門部会（テーマによって設置するものを除く。）は、各部会で取

り扱う市史等を刊行した後においても存続し、収集した歴史資料の整理、部

会間での調整等を行います。 



 さいたま市史編さん庁内連携会議 

   平成２６年９月８日に、市史編さんに関する必要な支援、情報共有等を

行うため、「さいたま市史編さん庁内連携会議」を設置しました。歴史・文

化資源を活用したシティセールス、デジタルアーカイブの構築など、従来

の市史編さん事業にない新たな取組みについても、検討してまいります。 



４ 歴史資料の取扱い 

基本方針では、「地域の歴史や特性に関する情報を情報通信技術（ＩＣＴ）

を活用し広く内外に発信すること」及び「編さんの過程で収集又は旧市から引

継いだ歴史資料を次世代へ継承するため、計画的な整理・保存に努め、広く市

民等の利用に供すること」を、市史編さんの基本姿勢としています。 

これを受け、アーカイブズセンターが収集、所蔵する歴史資料については、

計画的かつ適切に整理・保存しながらデータベース化を進め、インターネット

上での公開に対応したシステムを構築します。また、歴史資料に関する問い合

わせや利用申請に対応するため、アーカイブズセンター内に公文書館機能を整

備します。これにより、データベースシステムやアーカイブズセンターを通じ

て、歴史資料へのアクセスを可能とします。 

５ 調査、分析 

基本方針では、旧市における市史編さん事業が所期の目的を達成して完結し

ていることを踏まえながら、「地域の歴史や地域の特性の調査・分析にあたっ

ては、『さいたま市を一つの地域』として新たな視点で捉えること」を、市史

編さんの基本姿勢としています。 

  これを受け、調査、分析においては、過去の市史編さんで用いた歴史資料

を見直すとともに、不足している歴史資料を追加しながら、新たな視点で内

容を精査し、関連付け、分析を行います。また、新たな歴史資料の収集にあ

たっては、戦争、産業、国際交流などの観点において、歴史資料が海外に所

在する可能性もあることから、国内外を問わず幅広く調査を実施します。さ

らに、自然、民俗、戦中戦後の体験などは、地球温暖化による環境の変化や

急激な都市化、伝承者の高齢化等により、基礎資料となる事象が失われつつ

あるため、可能な限り早期に調査を実施します。 

６ 刊行の体系、計画、形態 

  基本方針では、刊行の考え方について、「編さん事業は長期にわたるため、

市民の理解を得ることが重要である。市民の関心が高い内容を含んだ市史を

刊行するとともに、調査・研究の進捗状況等も考慮し計画的に刊行する。」と

しています。 

これを受け、市史及び付帯する刊行物等の体系、計画、形態について、次の



とおり整理します。 

 刊行の体系、計画 

刊行の体系については別表を参考とし、具体的な内容や刊行時期について

専門部会設置後速やかに協議し、専門部会連絡調整会議において事業期間内

で均一に刊行が行われるよう調整しながら、年次別刊行計画を策定すること

とします。年次別刊行計画については、歴史資料の収集・整理、調査・研究

の進捗状況等を勘案しながら、次期基本計画又は次期事業計画の策定時にお

いて見直しを行います。 

なお、各時代の基本的な歴史資料については旧市で編さんした史料編等に

まとめられていることから、今回の編さんでは史料編を刊行しないこととし

ます。ただし、今後構築するデータベースシステムやアーカイブズセンター

内に整備する公文書館機能を通じて、歴史資料の情報を継続的に提供します。

また、重要な歴史資料が新たに発見された場合には、必要に応じて、史料目

録や史料集を刊行します。 

① 通史編 

    原始・古代から現代まで、『さいたま市を一つの地域』として新たな視

点で捉えた変遷を、通史編として編さんします。 

    また、一部の旧市で第二次世界大戦後以降の通史が編さんされていな

いこと、市民にとって身近で親しみやすい時代であること、昭和初期の

「大埼玉市構想」から幾度となく持ち上がった市町村合併の試みの末に

本市が誕生したことなどから、通史編として最初に刊行するのは、昭和

初期から岩槻市合併までの変遷をまとめたものとします。 

  ② 別編 

● 自然 

地質、動植物、古生物、気象、災害などについて、過去の編さんで取

り上げた事象の現状や、その後発生した事象を含め、変遷の状況を編さ

んします。 

● 民俗 

祭礼、行事、伝統芸能、人生儀礼など、地域の中で営まれてきた様々

な伝統や習慣などについて、過去の編さんで取り上げた事象の現状や、

その後発生した事象を含め、変遷の状況を編さんします。 



③ テーマ編 

本市の特徴的な事項、その時々の社会ニーズに応じた事項等をテーマ 

   に取り上げ、テーマ編として編さんします。

また、市史編さん事業の成果を早期に提供し、事業に対する市民の理 

解を得るため、全国的に高い関心が寄せられている「鉄道」をテーマに 

取り上げ、平成２８年度に第１巻を刊行することとします。なお、その 

後のテーマについては、専門部会連絡調整会議において協議し、選定し 

ていくこととします。

④ 市史資料 

● ダイジェスト版、年表、写真集等 

市史の普及を図るため、写真や図版を中心としたダイジェスト版、

年表、写真集等を刊行します。

● 史料目録等 

新たに収集した歴史資料について、必要に応じて、史料目録や史料 

集を刊行します。また、従来から刊行している新聞記事目録について、 

引き続き刊行します。

⑤ 市史研究 

本市の歴史や特性に関する研究論文、専門部会の調査報告、歴史資料 

の紹介、市史編さん事業の進捗状況等をまとめ、「市史研究」として刊行 

します。

 刊行の形態 

刊行の形態については見やすく、手に取りやすいことを念頭に、内容に応

じた適切な判型等とします。また、ＣＤ－ＲＯＭ版の作成、電子書籍版の配

信、オンデマンド出版についても検討します。 

① 通史編及び別編 

    原則としてＢ５判、必要に応じて従来の市史にみられる編・章のタイ

トルレベルで分冊し、１冊あたり２００頁から３００頁程度とします。

また、写真や図版を多く用い、オールカラーとします。 

② テーマ編 

原則としてＢ５判、１冊あたり２００頁から３００頁程度とし、写真

や図版を多く用い、オールカラーとします。また、内容に応じて、Ａ５



判、１００頁程度のブックレット形式でシリーズ化することも検討しま

す。 

③ その他の刊行物 

見やすく、手に取りやすいことを念頭に、内容に応じた適切な判型等 

とします。

７ 基本計画の達成目標 

基本方針に掲げる市史編さん事業の目的及び基本姿勢に基づき、今後６年間

のうちに達成すべき目標を掲げます。 

 刊行物を発刊 

 市民参加のシンポジウム、講演会等を実施 

 ＩＣＴを活用した情報発信 

 さいたま市を一つの地域として捉える視点で、学術的成果をふまえ、歴

史や特性を考察 

 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 

 市民の目線に立った調査・分析 

 データベースシステムによる歴史資料の管理・活用 

 公文書館機能の整備 

 公文書管理条例等の整備 

 デジタルアーカイブの構築 

目標１ スピーディーな成果の公表

目標２ 新たな視点による編さん方式の採用 

目標３ 次世代に継承していくための環境整備 



８ 基本計画の進捗管理 

３年間を一つのサイクルとした事業計画の策定作業の中で、基本計画の進捗

状況を検証します。また、審議会、専門部会連絡会議、庁内連携会議において、

定期的に進捗状況を把握し、情報を共有してまいります。 


