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令和２年度認証アーキビスト名簿の公表にあたって（コメント） 

 

令和３年１月８日 

国立公文書館長 加藤丈夫 

 

本日、認証アーキビストの名簿を公表することができました。これは、数多くの関係

者による長年のご尽力の賜物であり、心よりお礼申し上げます。 

我が国ではそもそもアーキビストという言葉やその仕事内容はほとんど知られてお

らず、必要とされる知識や能力についても認められてきませんでした。そのことが、ア

ーキビストの採用・配置、あるいは専門性に相応しい処遇などに結びつかない状況を

生んできました。 

国立公文書館では、こうした問題の解決に向けて平成２６年度から『アーキビスト

の職務基準書』の検討を開始しました。職務基準書を平成３０年１２月に確定し、アー

キビストの職務内容とその遂行要件の明確化を図り、人材育成の基礎資料としての

活用を促すとともに、次の展開として、こうした教育を受け一定の実務経験を積んだ

人たちを、アーキビストとして公的に認証する仕組みをスタートしました。 

近年、公文書管理の在り方が大きな問題となっており、認証アーキビストは、この

ような問題に対応していくことが求められています。今後、認証アーキビストの配置が

積極的に進められることを期待するとともに、裾野を拡げていくための准アーキビスト

の検討を含め、これからも国立公文書館の最重要事業として専門家の育成に取り組

んでいきたいと考えています。 

資料１－１ 



令和２年度認証アーキビストの審査を終えて 

 

令和３年１月８日 

アーキビスト認証委員会委員長 高埜利彦 

 

アーキビスト認証委員会の委員長として、コメントを発表します。 

我が国のアーカイブズ関係者が長年取り組んできた専門職問題に対するひと

つの成果として、今回のアーキビスト認証が位置づけられると考えます。 

 今回、当初の想定数を大きく上回る 248 人の方から申請をいただきました。

これは、私たちが考えていた以上に、公文書館やそこで業務に携わっている

方々から、こうした仕組みが求められていたことを、改めて認識する機会とな

りました。 

国際公文書館会議（ICA）の会長であったジャン・ピエール・ワロー（カナダ

国立公文書館館長）は、「アーキビストのいない文書館は、あたかも医者不在の

病院のようなもの」と述べています。今回の認証アーキビストも、例えるならば、

大都市で医学界をリードする国立の総合病院の医師から、人口の少ない地域で

地道に患者の治療にあたる診療所の医師まで、様々であったといえます。現場ご

とに求められる役割は、異なるかもしれませんが、将来に向けて記録を残してい

くという責務は変わりません。それぞれの場で努力を続けて欲しいと思います。 

 もう一つ特筆すべき点として、認証者のうち女性の割合が４割にのぼったこ

とが挙げられます。世界的にもアーキビストは女性の比率が高く、今後も女性

の活躍できる職業だと思います。 

 昨今のアーカイブズの分野は、世界的にみても電子化やビックデータの保存

活用など、新たな課題に直面しています。認証された皆さまには、今後、アー

キビストとして更に研鑽を積んでいただき、我が国の公文書等の管理の進展に

寄与してくださることを願っております。 
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認証アーキビスト名簿 

令和３年１月８日 
独立行政法人国立公文書館 

 
認証年度 認証番号 氏名 所属名 現住所 

     
令和２年度 JCA2020001 相澤 輝昭 防衛大学校 神奈川県 
令和２年度 JCA2020002 青木 弥保 安曇野市文書館 長野県 
令和２年度 JCA2020003 青木 祐一 秩父宮記念スポーツ博物館 東京都 
令和２年度 JCA2020004 秋山 淳子 東京大学文書館 北海道 
令和２年度 JCA2020005 淺井 良亮 国立公文書館アジア歴史資料センター 東京都 
令和２年度 JCA2020006 淺野 真知 

  

令和２年度 JCA2020007 熱田 見子 外務省外交史料館 東京都 
令和２年度 JCA2020008 荒井 信司 栄町役場 千葉県 
令和２年度 JCA2020009 新井 浩文 埼玉県立歴史と民俗の博物館 埼玉県 
令和２年度 JCA2020010 荒木 清二 広島県立文書館 広島県 
令和２年度 JCA2020011 安藤 福平 － 広島県 
令和２年度 JCA2020012 飯島 渉 千葉県文書館 千葉県 
令和２年度 JCA2020013 池本 美緒 鳥取県立公文書館 鳥取県 
令和２年度 JCA2020014 石崎 康子 横浜市歴史博物館 神奈川県 
令和２年度 JCA2020015 石田 雅春 広島大学文書館／75 年史編纂室 広島県 
令和２年度 JCA2020016 石原 香絵 NPO 法人映画保存協会 東京都 
令和２年度 JCA2020017 櫟原 直樹 東京都公文書館 神奈川県 
令和２年度 JCA2020018 伊藤 公一 

  

令和２年度 JCA2020019 猪原 千恵 岡山空襲展示室 岡山県 
令和２年度 JCA2020020 岩橋 幹弘 みずほデリバリーサービス株式会社 東京都 
令和２年度 JCA2020021 上田 由美 横浜開港資料館 東京都 
令和２年度 JCA2020022 上田 良知 神奈川県立公文書館 神奈川県 
令和２年度 JCA2020023 元 ナミ 京都大学大学文書館 京都府 
令和２年度 JCA2020024 薄井 達雄 － 神奈川県 
令和２年度 JCA2020025 榎本 博 春日部市教育委員会 埼玉県 
令和２年度 JCA2020026 榎本 洋介 札幌市公文書館 北海道 
令和２年度 JCA2020027 大木 悠佑 国立公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020028 大澤 武彦 国立公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020029 太田 宗志 龍谷大学矯正・保護総合センター 京都府 
令和２年度 JCA2020030 太田 由紀 国立公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020031 大塚 活美 京都府立京都学・歴彩館 滋賀県 
令和２年度 JCA2020032 大塚 哲平 秋田市総務部文書法制課 秋田県 
令和２年度 JCA2020033 大月 英雄 滋賀県立公文書館 滋賀県 
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令和２年度 JCA2020034 大野 綾佳 国立公文書館 千葉県 
令和２年度 JCA2020035 大野 太幹 外務省外交史料館 東京都 
令和２年度 JCA2020036 大橋 毅顕 埼玉県教育局市町村支援部文化資源課 東京都 
令和２年度 JCA2020037 岡﨑 彩香 江東区区政資料室 東京都 
令和２年度 JCA2020038 岡西 涼 国立公文書館 神奈川県 
令和２年度 JCA2020039 岡野 伸治 公益財団法人海外日系人協会 神奈川県 
令和２年度 JCA2020040 岡本 詩子 国立公文書館 千葉県 
令和２年度 JCA2020041 荻野 寛美 福岡共同公文書館 福岡県 
令和２年度 JCA2020042 尾崎 泰弘 飯能市立博物館 埼玉県 
令和２年度 JCA2020043 小根山 美鈴 学習院アーカイブズ 千葉県 
令和２年度 JCA2020044 小野 百合子 沖縄県公文書館 沖縄県 
令和２年度 JCA2020045 筧 雅貴 国立公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020046 風間 吉之 国立公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020047 柏原 洋太 千葉県文書館 千葉県 
令和２年度 JCA2020048 加藤 諭 東北大学学術資源研究公開センター史料

館 
宮城県 

令和２年度 JCA2020049 金澤 花陽乃 飯能市立博物館 東京都 
令和２年度 JCA2020050 金澤 裕之 防衛大学校 神奈川県 
令和２年度 JCA2020051 鏑木 あづさ 埼玉県立近代美術館 東京都 
令和２年度 JCA2020052 神谷 大介 横浜開港資料館 神奈川県 
令和２年度 JCA2020053 川島 淳 金武町教育委員会 沖縄県 
令和２年度 JCA2020054 河島 裕子 尼崎市立歴史博物館（あまがさきアーカイ

ブズ） 
兵庫県 

令和２年度 JCA2020055 菅 真城 大阪大学アーカイブズ 大阪府 
令和２年度 JCA2020056 菅野 直樹 防衛省防衛研究所戦史研究センター史料

室 
東京都 

令和２年度 JCA2020057 喜多 惠 福岡県立大学付属図書館 福岡県 
令和２年度 JCA2020058 北浦 康孝 広島大学文書館 広島県 
令和２年度 JCA2020059 木本 洋祐 神奈川県立公文書館 神奈川県 
令和２年度 JCA2020060 金原 祐樹 徳島県立文書館 徳島県 
令和２年度 JCA2020061 工藤 航平 東京都公文書館 埼玉県 
令和２年度 JCA2020062 毛塚 万里 記録資料研究所／宗教法人志度寺 千葉県 
令和２年度 JCA2020063 煙山 英俊 秋田県公文書館 秋田県 
令和２年度 JCA2020064 小池 真理子 四日市市役所 三重県 
令和２年度 JCA2020065 河野 未央 尼崎市立歴史博物館（あまがさきアーカイ

ブズ） 
兵庫県 

令和２年度 JCA2020066 小髙 哲茂 南牧村立南牧中学校 群馬県 
令和２年度 JCA2020067 小林 紀子 横浜市歴史博物館 東京都 
令和２年度 JCA2020068 小宮山 敏和 国立公文書館 埼玉県 
令和２年度 JCA2020069 小宮山 道夫 広島大学 広島県 
令和２年度 JCA2020070 小森 浩一 京都府立京都学・歴彩館 京都府 
令和２年度 JCA2020071 近藤 萌美 岡山県立記録資料館 岡山県 



令和２年度 JCA2020072 齋藤 歩 京都大学総合博物館 京都府 
令和２年度 JCA2020073 齊藤 郁子 沖縄県公文書館 沖縄県 
令和２年度 JCA2020074 齋藤 達志 防衛省防衛研究所戦史研究センター史料

室 
東京都 

令和２年度 JCA2020075 齋藤 洋子 外務省外交史料館 神奈川県 
令和２年度 JCA2020076 齋藤 柳子 記録の森研究所 東京都 
令和２年度 JCA2020077 酒井 麻子 藤沢市文書館 神奈川県 
令和２年度 JCA2020078 坂江 愛 尼崎市立歴史博物館（あまがさきアーカイ

ブズ） 
大阪府 

令和２年度 JCA2020079 佐久間 健 外務省外交史料館 東京都 
令和２年度 JCA2020080 佐藤 明俊 奈良県立図書情報館 奈良県 
令和２年度 JCA2020081 佐藤 佳子 東京都公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020082 佐藤 崇範 琉球大学島嶼地域科学研究所 沖縄県 
令和２年度 JCA2020083 佐藤 真名 札幌市公文書館 北海道 
令和２年度 JCA2020084 澤内 一晃 藤沢市文書館 神奈川県 
令和２年度 JCA2020085 重久 幸子 福岡市総合図書館 福岡県 
令和２年度 JCA2020086 柴田 知彰 秋田県公文書館 秋田県 
令和２年度 JCA2020087 嶋田 典人 香川県立文書館 香川県 
令和２年度 JCA2020088 島津 千登世 日本開発構想研究所 神奈川県 
令和２年度 JCA2020089 清水 邦俊 秩父宮記念スポーツ博物館 東京都 
令和２年度 JCA2020090 清水 史彦 沖縄県公文書館 沖縄県 
令和２年度 JCA2020091 下向井 祐子 広島県立文書館 広島県 
令和２年度 JCA2020092 謝 政徳 大阪府公文書館 大阪府 
令和２年度 JCA2020093 白川 栄美 東北大学学術資源研究公開センター史料

館 
大阪府 

令和２年度 JCA2020094 白波瀬 千文 税務大学校税務情報センター租税史料室 東京都 
令和２年度 JCA2020095 菅原 然子 自由学園資料室 東京都 
令和２年度 JCA2020096 杉浦 秀典 賀川豊彦記念松沢資料館 東京都 
令和２年度 JCA2020097 杉原 悠三 滋賀県立公文書館 京都府 
令和２年度 JCA2020098 杉山 一雄 岡山県立記録資料館 岡山県 
令和２年度 JCA2020099 鈴木 文   
令和２年度 JCA2020100 鈴木 隆春 国立公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020101 首藤 ゆきえ 井原市教育委員会 広島県 
令和２年度 JCA2020102 関口 真規子 埼玉県立文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020103 髙野 弘之 武蔵野市立武蔵野ふるさと歴史館 埼玉県 
令和２年度 JCA2020104 髙村 恵美 常陸大宮市文書館 茨城県 
令和２年度 JCA2020105 田中 やよい 島根大学附属図書館 島根県 
令和２年度 JCA2020106 谷口 英理 国立新美術館 東京都 
令和２年度 JCA2020107 辻川 敦 尼崎市立歴史博物館（あまがさきアーカイ

ブズ） 
兵庫県 

令和２年度 JCA2020108 土屋 雅人 千葉市立郷土博物館 千葉県 
令和２年度 JCA2020109 筒井 弥生 筑波大学アーカイブズ 東京都 



令和２年度 JCA2020110 寺澤 正直 国立公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020111 傳田 伊史 長野県長野東高等学校 長野県 
令和２年度 JCA2020112 徳野 隆 徳島県立文書館 徳島県 
令和２年度 JCA2020113 栃木 智子 国立公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020114 富田 任 茨城県立歴史館 茨城県 
令和２年度 JCA2020115 豊川 公裕 千葉県文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020116 長井 勉 株式会社横浜マイクロシステム 神奈川県 
令和２年度 JCA2020117 永江 由紀子 国立公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020118 長坂 良宏 国立公文書館 埼玉県 
令和２年度 JCA2020119 中島 康比古 国立公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020120 中武 香奈美 横浜開港資料館 神奈川県 
令和２年度 JCA2020121 長野 栄俊 福井県文書館 福井県 
令和２年度 JCA2020122 中村 崇高 株式会社出版文化社 東京都 
令和２年度 JCA2020123 仲本 和彦 沖縄県公文書館 沖縄県 
令和２年度 JCA2020124 新見 克彦 国立公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020125 西 光三 板橋区公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020126 西木 浩一 東京都公文書館 神奈川県 
令和２年度 JCA2020127 西向 宏介 広島県立文書館 広島県 
令和２年度 JCA2020128 西村 晃 広島県立文書館 広島県 
令和２年度 JCA2020129 西村 健 横浜都市発展記念館 東京都 
令和２年度 JCA2020130 西村 陽子 栃木県立文書館 栃木県 
令和２年度 JCA2020131 西村 芳将 鳥取県地域づくり推進部文化財局文化財

課 
鳥取県 

令和２年度 JCA2020132 西山 直志 国立公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020133 野邑 理栄子 神戸大学大学文書史料室 大阪府 
令和２年度 JCA2020134 橋本 久美子 東京藝術大学音楽学部大学史史料室 東京都 
令和２年度 JCA2020135 橋本 竜輝 天草市役所河浦支所まちづくり推進課 熊本県 
令和２年度 JCA2020136 蓮沼 素子 大仙市アーカイブズ 秋田県 
令和２年度 JCA2020137 長谷川 伸 新潟市文化スポーツ部歴史文化課 新潟県 
令和２年度 JCA2020138 長谷川 清一 春日部市教育委員会 埼玉県 
令和２年度 JCA2020139 羽田 博昭 横浜市史資料室 神奈川県 
令和２年度 JCA2020140 畠山 聡 板橋区公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020141 馬場 宏恵 東京都公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020142 濱田 耕平 外務省外交史料館 東京都 
令和２年度 JCA2020143 林 美帆 西淀川・公害と環境資料館 大阪府 
令和２年度 JCA2020144 日向 玲理 青山学院大学 東京都 
令和２年度 JCA2020145 平野 はな子 国立公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020146 蛭間 健悟 熊谷市教育委員会 埼玉県 
令和２年度 JCA2020147 福武 亨 愛知医科大学 愛知県 
令和２年度 JCA2020148 堀内 謙一 久喜市役所 埼玉県 



令和２年度 JCA2020149 藤谷 彰 三重県環境生活部文化振興課 三重県 
令和２年度 JCA2020150 本田 雄二 新潟県立文書館 新潟県 
令和２年度 JCA2020151 前田 能成 岡山県立倉敷商業高等学校 岡山県 
令和２年度 JCA2020152 巻島 千明 久喜市公文書館 埼玉県 
令和２年度 JCA2020153 松浦 晶子 国立公文書館アジア歴史資料センター 東京都 
令和２年度 JCA2020154 松崎 裕子 株式会社アーカイブズ工房 東京都 
令和２年度 JCA2020155 松島 耕二 長野市公文書館 長野県 
令和２年度 JCA2020156 松田 綱児 総務省関東管区行政評価局 東京都 
令和２年度 JCA2020157 松村 光希子 学習院大学大学院人文科学研究科アーカイ

ブズ学専攻 
千葉県 

令和２年度 JCA2020158 松山 龍彦 国際基督教大学図書館 東京都 
令和２年度 JCA2020159 三浦 寿代 尼崎市立歴史博物館（あまがさきアーカイ

ブズ） 
兵庫県 

令和２年度 JCA2020160 三島 貴雄 京都国立博物館 京都府 
令和２年度 JCA2020161 水沢 光 国立公文書館アジア歴史資料センター 東京都 
令和２年度 JCA2020162 水野 京子 国立公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020163 溝邊 いずみ 真田宝物館 長野県 
令和２年度 JCA2020164 宮田 克成 三豊市文書館 香川県 
令和２年度 JCA2020165 三輪 紫都香 理化学研究所広報室 埼玉県 
令和２年度 JCA2020166 村石 正行 長野県立歴史館 長野県 
令和２年度 JCA2020167 村上 淳子 国立公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020168 村上 大輔 株式会社ワンビシアーカイブズ 神奈川県 
令和２年度 JCA2020169 村上 由佳 国立公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020170 本村 慈 国立公文書館 神奈川県 
令和２年度 JCA2020171 森下 徹 和泉市教育委員会 大阪府 
令和２年度 JCA2020172 柳下 宙子 JICA 横浜海外移住資料館 東京都 
令和２年度 JCA2020173 柳沢 芙美子 福井県文書館 福井県 
令和２年度 JCA2020174 山縣 大樹 国立公文書館 神奈川県 
令和２年度 JCA2020175 山形 佳恵 名古屋市市政資料館 愛知県 
令和２年度 JCA2020176 山﨑 一郎 山口県文書館 山口県 
令和２年度 JCA2020177 山田 正 北海道立文書館 北海道 
令和２年度 JCA2020178 山田 之恵 藤沢市文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020179 山中 さゆり 真田宝物館 長野県 
令和２年度 JCA2020180 山永 尚美 学習院大学大学院人文科学研究科アーカイ

ブズ学専攻 
東京都 

令和２年度 JCA2020181 山本 琢 京都府立京都学・歴彩館 京都府 
令和２年度 JCA2020182 山本 太郎 倉敷市総務課歴史資料整備室 兵庫県 
令和２年度 JCA2020183 八日市谷 哲生 国立公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020184 吉田 千絵 北海道立文書館 北海道 
令和２年度 JCA2020185 吉田 敏也 国立公文書館 千葉県 
令和２年度 JCA2020186 吉田 律人 横浜開港資料館 神奈川県 



令和２年度 JCA2020187 吉嶺 昭 沖縄県公文書館 沖縄県 
令和２年度 JCA2020188 依田 健 国立公文書館 東京都 
令和２年度 JCA2020189 若林 正博 京都府立京都学・歴彩館 京都府 
令和２年度 JCA2020190 渡辺 悦子 文部科学省国際統括官付 東京都 

 
【留意事項】 

「氏名」は申請書記載のもの。 
「所属名」、「現住所」は本人の申出による登録料納付時のもの。 
令和２年度認証の有効期間は、令和３年１月１日から令和７年 12 月 31 日まで。 
「所属名」が「－」の場合は所属先なし。空白の場合は非公表。 

 
【問い合わせ先】 
東京都千代田区北の丸公園 3 番 2 号 

独立行政法人国立公文書館 
統括公文書専門官室 アーキビスト認証担当 

電話  03-6689-1829（担当直通）
FAX  03-3212-8809 
Email ninsho@archives.go.jp 



令和２年度アーキビスト認証の結果（概要） 

 

○全体                                  

  申請者数 ２４８名  

  認証者数 １９０名 （男性１１５名、女性７５名） 

  認証率  ７６．６％ 

   

○所属別  

  公文書館  １１０名 

  その他    ７７名 

  非公表     ３名 

   （公文書館の内訳） 

国立公文書館、国立大学文書館など ４３名 

地方自治体立公文書館  ６７名 

 

○世代別 ※申請時（R2.9.30 時点）の年齢 

20 代 ２名  30 代 25 名  

40 代 80 名  50 代 56 名  

60 代 23 名  70 代 ４名  

 

平均年齢 48.8      

年齢幅  29～72 

 

資料３ 



アーキビスト認証について 

 

国立公文書館では、公文書等の管理に関する専門職員に係る強化方策として、国民共有の知的

資源である公文書等の適正な管理を支え、かつ永続的な保存と利用を確かなものとする専門職を

確立するとともに、その信頼性及び専門性を確保するため、「アーキビスト認証の実施につい

て」（令和２年３月 24日、国立公文書館長決定）に基づき、令和２年度からアーキビストの認証

を開始することになりました。 

 

○認証アーキビストとは 

  アーキビスト（Archivist）とは、公文書館をはじめとするアーカイブズ（Archives）におい

て働く専門職員を言います。 

アーキビストは、組織において日々作成される膨大な記録の中から、世代を超えて永続的な価

値を有する記録を評価選別し、将来にわたっての利用を保証するという極めて重要な役割を担い

ます。アーキビストが存在しない組織では、その時々の担当者の考えや不十分な管理体制によっ

て、本来は残されるべき記録が廃棄されるなど、後世に伝えられるべき重要な記録、さらにその

記録をもとに記されるはずの歴史が喪われてしまう恐れがあります。 

  このような重要な役割を担うアーキビストには、高い倫理観とともに、評価選別や保存、さら

には時の経過を考慮した記録の利用に関する専門的知識や技能、様々な課題を解決していくため

の高い調査研究能力、豊富な実務経験が求められます。 

（参考）「アーキビストの認証について」http://www.archives.go.jp/ninsho/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認証アーキビスト 公文書等の管理を支えるスペシャリスト（国立公文書館ニュース Vol.22） 

 

参考 



○アーキビスト認証の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○これまでの取組 

平成26年  アーキビストの養成に係る検討に着手 

平成29年 

 

平成30年 

５月～ 

 

12 月 

アーキビストの職務基準に関する検討会議（計５回）開催 

（～平成 30 年 12 月） 

アーキビストの職務基準書の確定 

平成31年 

令和元年 

３月～ 

11 月 

アーキビスト認証準備委員会（計５回）開催（～令和２年３月） 

「アーキビスト認証に関する基本的考え方」取りまとめ 

令和２年 ６月８日 アーキビスト認証委員会（第１回）開催 

 ７月～８月 全国の公文書館等において申請に係る説明会を実施（全国 19 か所） 

 ９月１日 令和２年度認証アーキビスト申請の受付開始（９月 30日まで） 

 10 月～12月 アーキビスト認証委員会での審査 

 12 月４日 アーキビスト認証委員会から国立公文書館長へ審査結果の報告 

 12 月 15 日 申請者に対する合否結果の通知 

令和３年 １月１日 認証 

 １月８日 認証アーキビスト名簿の公表 




