平成 30 年 3 月 28 日「明治 150 年」アーカイブ連絡会議（第５回）

資料２

「明治 150 年」アーカイブ関連施策に関する府省庁間連携等の検討状況
（平成 30 年３月 28 日現在）
※青字は第４回会議以降の追加・修正点
１．府省庁間の連携
【復興庁

⇔

内閣府】

○復興庁ホームページに国立公文書館が開設する特設ページへのリンク設
置等の広報を実施
【警察庁

⇔

内閣官房】

○警察庁ホームページに「明治 150 年」ポータルサイトへのリンクを設置
【総務省

⇔

内閣府】

○総務省及び統計局ホームページに「明治 150 年」ポータルサイトへのリ
ンク設置を検討
○インターネット、ポスター、チラシ等を用いた国立公文書館との相互ＰＲ
【法務省

⇔

内閣官房】

○法務省ホームページに「明治 150 年」ポータルサイトへのリンク設置を検討
【外務省

⇔

内閣官房】

○外交史料館で開催中の明治 150 年記念展示「国書・親書にみる明治の日本外
交」につき官邸メルマガ・LINE での発信（２月に実施済）
【財務省

⇔

内閣府】

○ポスター・チラシを用いた国立公文書館特別展との相互ＰＲ（租税史料
室、造幣局及び国立印刷局）
【文部科学省

⇔

内閣府】

○大学図書館における企画展示
・国立公文書館において平成 30 年 9 月 22 日から 11 月 4 日まで開催予定
の「明治 150 年」特別展示会と連携して大学図書館が所蔵する明治期コ
レクションの企画展を開催予定
・連携内容としては、企画展の同時期開催及び企画展の広報物（ポスタ
ー、チラシ等）の共有による相互ＰＲを実施予定
【文化庁

⇔

内閣府】

○美術館や博物館等における国立公文書館特別展のチラシやポスターの設置等
【厚生労働省

⇔

内閣府】

○インターネット、ポスター、チラシ等を用いた国立公文書館との相互ＰＲ
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【経済産業省

⇔

各府省庁】

○日本文書情報マネジメント協会において、他省庁側からの具体的な連携
希望があれば、歴史的資料のデジタルアーカイブ化に関する技術的支援
等を実施
○他府省庁にて開催されるイベントにおいて、経済産業省関連の明治 150
年関連イベントのポスター・チラシ等の掲示・配布を希望
【経済産業省

⇔

内閣府】

○インターネット、ポスター、チラシ等を用いた国立公文書館特別展との
相互ＰＲ
○民間企業における取組内容の検討のため、国立公文書館所蔵の明治期の
資料について、複写又は一時的な貸与等を希望
【国土交通省

⇔

内閣府】

○明治記念大磯邸園（仮称）における明治期の立憲政治の確立等に関する
資料の展示・情報発信について、国立公文書館と連携
○必要に応じ、鉄道博物館（さいたま）及び京都鉄道博物館において、国
立公文書館特別展に対する歴史資料の貸与や、国立公文書館特別展のポ
スター掲出が可能
【防衛省

⇔

内閣官房】

○防衛研究所ホームページに「明治 150 年」ポータルサイトへのリンク設
置を検討
２．地方のアーカイブ関連施設の取組
【内閣府】
○「平成 29 年度全国公文書館長会議」
（H29.6.8）において、地方の公文書
館等に対して取組を依頼
【厚生労働省】
○佐賀市において「明治 150 年」関連施策として日本赤十字社に関する企
画展を開催することとしており、厚生労働省・日本赤十字社・佐賀市間
において各ホームページから相互リンクを張るなど連携を行う
○厚生労働省や横浜市役所、神奈川県庁にて実施する「明治 150 年」アー
カイブ関連施策の広報活動等について連携を検討
【国土交通省】
○鉄道博物館（さいたま）における特別展示の実施を検討、京都鉄道博物
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館における企画展での「鉄道遺産」の紹介（平成 29 年 10 月 14 日から平
成 30 年１月 28 日まで）
○長浜鉄道スクエアにおいて、明治期に関する写真や資料の特別展示を実
施（平成 29 年 10 月 21 日から 12 月 28 日まで）
〇北海道旅客鉄道株式会社本社１Ｆギャラリー及び北海道鉄道技術館（平
成 30 年 12 月 31 日（予定）まで実施中）
・明治期の鉄道に関する資料等の特別展示を実施
３．「明治 150 年」ポータルサイトに掲載可能な情報
【内閣府】
○国立公文書館特設ページ（予定）
○アジア歴史資料センター

インターネット特別展（予定）

○国立公文書館デジタルアーカイブ（公開中）
【金融庁】
○平成 30 年９月６日に開催するシンポジウム（明治時代の金融制度が果た
した役割）や明治期の金融制度確立等に貢献した人物を紹介する特設ペ
ージを開設予定
【消費者庁】
○明治期の企業における消費者志向の取組事例に関するデジタルアーカイブ
（今後検討）
【総務省】
○統計局ホームページ内に明治期の「すがた」をうかがい知れる資料をピ
ックアップした関連ページを開設予定
○統計資料館において、明治期を始めとする統計資料に関する展示を予定
している特別企画展に関する情報を掲載
【法務省】
○法務史料展示室・メッセージギャラリー（公開中）
・
「司法の近代化」に関する史料等を展示している法務史料展示室等に関
する情報を掲載
○旧奈良監獄の保存及び活用に係る公共施設等運営事業について（公開中）
・明治期に建てられた旧奈良監獄の写真を掲載（今後、事業の進捗に併
せて写真・図面等を追加予定）
【外務省】
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○外務省外交史料館

明治 150 年記念展示 「国書・親書にみる明治の日本

外交」
【財務省】
○造幣博物館の特別展ページ（公開中）
○国立印刷局博物館（
「お札と切手の博物館」）の特別展ページ（公開中）
○国税庁税務大学校における展示のページ（公開中）
○日本銀行貨幣博物館ページ（公開中）
○関税局・税関の明治 150 年関連事業のページ（公開中）
【文部科学省】
○国立女性教育会館による企画展「明治時代の女子教育」を開催（公開中）
○明治期の技術や文化に関する遺産に触れる機会の充実のため、大学図書
館が所蔵する明治期のコレクションを活用した企画展等を開催
○「明治 150 年」ポータルサイトへ大学図書館等の明治期関連アーカイブ
（39 件）のリンク先 URL を掲載。随時、関連するアーカイブへのリンク
先 URL を追加登録予定。また、大学図書館関連団体を通じて収集した関
連イベント情報についても随時掲載予定
【厚生労働省】
○横浜検疫所ホームページ内に検疫資料館保存等事業（仮称）関連ページ
開設を検討中
○日本赤十字社ホームページ内に関連ページ開設を検討中
○検疫記念日関連行事を活用事業の関連ページ開設を検討中
○国立感染症研究所ホームページ内に明治期の感染症対策に関するシンポ
ジウム関連ページ開設を検討中
○医薬品企業の資料館における展示等（田辺三菱製薬史料館における「明
治 150 年」関連の展示（公開中））
【農林水産省】
○国立研究開発法人水産研究・教育機構

図書資料デジタルアーカイブ（公

開中）
○農業農村整備情報総合センター「近代日本の礎」（公開中）
【経済産業省】
○「巡回特許庁」の関連イベント情報（予定）
○「Tourism Expo Japan」の関連イベント情報（予定）
○その他、経済産業省関連の明治 150 年関連のイベントの多数（民間によ
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るものを含む。）で明治 150 年ポータルサイトへのリンクが可能
【国土交通省】
○海図アーカイブ（公開中）
○京都鉄道博物館「鉄道遺産をたずねて」（平成 29 年 10 月 14 日から平成
30 年１月 28 日まで）
○長浜鉄道スクエア「今に生きる歴史的駅舎展」（平成 29 年 10 月 21 日か
ら 12 月 28 日まで）
○地図等の特別展示関係
・【「国土地理院」ＨＰ

報道発表資料一覧】(時期が決定後に明示)

・【「地図と測量の科学館」ＨＰ

イベントのご案内】(開催中に明示)

○古地図コレクション（公開中）
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