
平成２２年度第１回 

八王子市市史編さん審議会 
 
               日 時：平成２２年１２月２０日（月） 
                   午後３時から 
               場 所：八王子市役所本庁舎８０２会議室 
 

【次 第】 

  １． 開会 

   ２． 諮問 

   ３． 市史編さん事業の経過と現状について（報告） 

   ４． その他 

   ５． 閉会 
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 ３．資料２ 市史編集委員会、専門部会の活動状況について 
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 八王子市市史編さん審議会 
  会長 松 尾 正 人  殿 
 
 
                    八王子市長 黒 須 隆 一 
 
 

八王子市史編さんについて（諮問） 
 
 
  八王子市史編さん事業の適正な推進を図るため、八王子市市史編さん審

議会条例第２条の規定に基づき、下記の事項について諮問します。 
 
 
 

記 
 
 
 
  １．今後の八王子市史編さん事業推進の方策について 
 
 
 
 
 



 

 資料１  

 市史編さん事業の経過について（平成 21 年以降） 

 
 平成 21 年 

  １月２６日 市史編さん審議会答申書「八王子市史編さんについて」を市長に提出 
  ２月 ４日 「新たな八王子市史編さんの基本的な考え方（市史編さん基本構想素

案）」を策定 
  ２月１９日 平成２０年度市民講座「史料からみた八王子の歴史入門」を開催（全

６回） 
  ３月 １日 基本構想素案に対する市民からの意見聴取（パブリックコメント）の

実施（～３月３０日） 
  ４月１１日 八王子市市史編集委員会を設置 
        八王子市市史編集専門部会（６部会）を設置、部会長を委嘱 
  ５月 １日 市史編集専門部会による資料調査・研究活動を開始 
 １２月 １日 「八王子市史編さんの基本的な考え方－市史編さん基本構想－」及び

「八王子市史編集方針」を決定 
 平成 22 年 

  ２月２６日 平成２１年度市民講座「近代の歴史を探る－「はたらく人」からみる」

を開催（全４回、生涯学習センターと共催、法政大学大原社会問題研

究所協力） 
  ６月１５日 『八王子市史研究』に掲載する一般投稿論文等を募集 
 １０月２９日 平成２２年度市民講座「八王子の江戸時代を探る」を開催（全４回）  
 
（今後の計画） 

 平成 23 年 

    １月  市史編さん室顧問、市史編さん協力員を設置 
    ３月  『八王子市史研究』創刊号を刊行 
 平成 24 年 

    １月  『近世資料集「村明細帳集成」』（仮称）を刊行 
        『民俗調査報告書「山間部１」』（仮称）を刊行 
    ３月  『八王子市史研究』第２号を刊行 
        『八王子市史「原始・古代資料編」』（仮称）を刊行 
        『八王子市史「近現代資料編１」』（仮称）を刊行 
 
 
 
 



３．市民協働の状況について 

（１）市内大学、諸団体等との連携 
  ア．専門部会への市内大学研究者等の参加 
  イ．法政大学多摩図書館の特別利用 
  ウ．法政大学大原社会問題研究所による市民講座開催協力 
  エ．古文書研究団体等による古文書筆耕（解読） 
  オ．八王子・日野カワセミ会との共催野鳥観察会 
  カ．八王子自然友の会による市内植物相調査 
 
（２）市史編さん協力員の設置 
  ア．市史編さん研究協力員 
    八王子を中心とした地域史研究において顕著な業績のある研究者のうちから選任

する。 
  イ．市史編さん市民協力員 
    地域史研究や地域史に関する普及活動における一定の業績があり、市史編さんに

対する強い関心や意欲のある市民のうちから選任する。 
  ウ．協力の内容 
  （ア）資料の調査・研究活動に対する協力 
  （イ）資料収集活動に対する協力 
  （ウ）市史の編集に対する協力 
  （エ）その他、市史編さん事業の推進に必要な協力 
 
（３）八王子市史研究一般投稿原稿の募集 
    投稿点数 ７名から８編の論文等の応募があった。 
    審査結果 市史編集委員会による審査の結果、２編を『八王子市史研究』創刊号

に掲載予定。 
 
 
 



　市史編さん事業の執行状況

１．各年度決算状況 単位：千円

費目 主な内容 20年度（決算） 21年度（決算） 22年度（予算）

1報酬
委員（審議会委員、編集委員会委員）報酬
嘱託員（市史編さん専門員）報酬

11,383 16,803 17,258

4共済費 嘱託員社会保険料 1,333 2,042 2,063

7賃金 臨時職員賃金 9,361 9,768 10,080

8報償費

市民講座講師謝礼
専門部会調査研究活動謝礼
古文書筆耕謝礼
『市史研究』原稿執筆謝礼

76 11,321 31,945

9旅費
委員、専門部会構成員費用弁償
一般職員旅費

115 647 1,080

11需用費
文具、調査用消耗品等購入費
『市史研究』印刷製本費

8,000 2,674 4,058

12役務費 電話使用料 182 281 542

13委託料
マイクロフィルム作成委託料
資料くん燻委託料
ボーリング及び土壌分析調査委託料

8,408 8,584 101,052

14使用料及び
賃借料

マイクロリーダープリンター賃借料
事務用コピー機使用料

158 554 1,565

15工事請負費 収蔵庫等遮光工事費等 1,575 236 0

18備品購入費 パソコン及び調査用備品購入費 418 1,316 331

19負担金補助
及び交付金

全国歴史資料保存利用機関連絡協議会会費 45 45 45

小計 41,054 54,271 170,019

※平成22年度予算中、委託料には緊急雇用臨時対策補助金充当額85,000千円を含む。

２．主な事業執行の状況

20年度 21年度 22年度（予定）

資料収集の状況　　　旧町村役場文書 約17,000点 － －

　　　　　　　　　　古文書等 － 約11,000点 約12,000点

　　　　　　　　　　図書資料等 約7,000点（寄贈） 約1,000点 約700点

マイクロフィルム作成の状況 約130,000コマ 約106,000コマ 約1,195,000コマ

市史編さん室だより「稲荷山通信」発行状況 2回 2回 3回

八王子学園都市大学いちょう塾講座提供状況 6講座 10講座 7講座

市民講座開催状況

　　平成20年度　資料からみた八王子の歴史入門（全6回）　　　　　　　　　参加者　延134人

　　平成21年度　近代の歴史を探る－「はたらく人」からみる－（全4回）　　参加者　延139人

　　平成22年度　八王子の江戸時代を探る（全4回）　　　　　　　　　　　　参加者　延229人

事業内容



 

 資料２  

 市史編集委員会、専門部会の活動状況について 

 
１．八王子市市史編集委員会 

（１）構 成（委員 10名） 
委員長  藤田  覚（東京大学名誉教授）  
副委員長 新井 勝紘（専修大学文学部教授） 
委 員  相原 悦夫（八王子市文化財保護審議会会長） 

    〃   畔上 能力（八王子自然友の会会長） 
    〃   池上 裕子（成蹊大学文学部教授） 
    〃   小川 直之（國學院大學文学部教授） 
    〃   関  和彦（共立女子第二中学校・高等学校校長） 
    〃   前田 成東（東海大学政治経済学部教授） 
    〃   松尾 正人（中央大学文学部教授） 
    〃   光石知恵子（古文書を探る会副会長） 
 
（２）活動状況 
  ア．平成 21年４月 11日（土） 平成 21年度第１回市史編集委員会 
    主な議題 市史編さん事業の現状について 
         専門部会の設置準備について 
  イ．平成 21年６月６日（土） 平成 21年度第２回市史編集委員会 
    主な議題 専門部会の活動状況について 
         市史編集方針（案）について 
  ウ．平成 21年８月２日（日） 平成 21年度第３回市史編集委員会 
    主な議題 専門部会の活動状況について 
         市史編集方針（案）について 
  エ．平成 21年９月 27日（日） 平成 21年度第４回市史編集委員会 
    主な議題 専門部会の活動状況について 
         市史編集方針（案）について 
  オ．平成 22年３月７日（日） 平成 21年度第５回市史編集委員会 
    主な議題 専門部会の活動状況について 
         平成 22年度の事業について 
         『市史研究』の刊行について 
         市民協働について 
  カ．平成 22年６月 20日（日） 平成 22年度第１回市史編集委員会 
    主な議題 専門部会の活動状況について 
         平成 22年度年間事業計画について 



         『市史研究』の刊行について 
         市史資料編の刊行準備について 
  キ．平成 22年９月８日（日） 平成 22年度第２回市史編集委員会 
    主な議題 専門部会の活動状況について 
         『八王子市史研究』創刊号について 
         資料編の刊行準備について 
         顧問及び協力員の設置について 
         平成 22年度補正予算の計上について 
 
２．八王子市市史編集専門部会 

（１）構 成                       平成 22年 12月 1日現在 

専門部会 部会長 部会委員等 

原始・古代 

関 和彦 

（共立女子第二中学

校・高等学校校長） 

池上 悟（立正大学教授） 

及川良彦（東京都埋蔵文化財センター主任調査研究員） 

黒尾和久（国立ハンセン病資料館学芸課長） 

鈴木美保（日本考古学会会員） 

深澤靖幸（府中市郷土の森博物館学芸係長） 

専門調査員：４人  

中  世 
 池上裕子 

（成蹊大学教授） 

小林一岳（明星大学教授） 

加藤 哲（東京都立東大和南高等学校教諭） 

櫻井 彦（宮内庁書陵部図書課宮内公文書館研究官） 

西岡芳文（神奈川県立金沢文庫学芸課長） 

専門調査員：６人 調査員：３人  

近  世 
 藤田 覚 

（東京大学名誉教授） 

神立孝一（創価大学教授） 

岩橋清美（東京都公文書館職員） 

白石 烈（宮内庁書陵部図書課宮内公文書館事務官） 

光石知恵子（古文書を探る会副会長） 

山崎 圭（中央大学准教授） 

専門調査員：１５人 調査員：５人  

近現代 
新井勝紘 

（専修大学教授） 

齊藤 勉（東京都立南多摩高等学校教諭） 

梅田定宏（多摩大学附属聖ヶ丘高等学校非常勤講師） 

佐藤正広（一橋大学健在研究所教授） 

前田成東（東海大学教授） 

源川真希（首都大学東京オープンユニバーシティ准教授） 

専門調査員：21 人 調査員：５人 



専門部会 部会長 部会委員等 

自  然 

畔上能力 

（八王子自然友の会会

長） 

粕谷和夫（八王子・日野カワセミ会会長） 

新井二郎（元東京都立高尾自然科学博物館学芸員） 

岡崎弘幸（中央大学附属高等学校教諭） 

奥田重俊（横浜国立大学名誉教授） 

押田佳子（日本大学助教） 

草野 保（首都大学東京助教） 

須田孫七（東京大学総合研究博物館協力研究員） 

須田真一（東京大学大学院特任研究員）  

菱山忠三郎（八王子自然友の会副会長） 

専門調査員：２７人 調査員１人  

民  俗 
 小川直之 

（國學院大學教授） 

津山正幹（八王子市文化財保護審議会委員） 

入江英弥（國學院大學兼任講師） 

小野寺節子（國學院大學兼任講師） 

加藤隆志（相模原市立博物館学芸員） 

宮本八惠子（日本民具学会会員） 

専門調査員：５人 

 
（２）平成 21年度の活動状況 

専門部会 部会会議 部会調査 個別調査・研究 延べ活動人数 

原始・古代 ７回 ２回 143回 212人 

中 世 ３回 12回 121回 193人 

近 世 ５回 ７回 209回 250人 

近現代 ７回 ― 105回 143人 

自 然 ４回 ― 76回 101人 

民 俗 ６回 ３回 49回 106人 

計 32回 24回 703回 1,005人 

 
 
 


