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はじめに 

 板橋区は、東京 23 区で公文書館を設置している唯一の区です。これは板橋区民のみなさ

んにとって、とても幸福なことです。なぜならみなさんは、他の公文書館を設置していな

い自治体の住民よりも、自分たちの地域のことを知る機会に恵まれているのですから。 

しかし、いかに機会に恵まれているといっても、その機会を活かす方法を知らなければ、

まさに「宝のもちぐされ」です。そこで今日はみなさんに、社会学者、専門社会調査士の

立場から、板橋区公文書館を上手に利用するための活用術についてレクチャーします。 

※社会調査士 

 社会調査士とは、社会調査の知識や技術を用いて、世論や市場動向、社会事象等をとらえることのでき

る能力を有する「調査の専門家」のことです。なかでも、大学院で所定のカリキュラムを修めることで専

門社会調査士の資格を得ることができます。詳しくは「社会調査協会」のサイト（http://jasr.or.jp/index.html）

をご覧下さい。 

 

【活用術之零】 調べ物をするときの基本を押さえる！ 

・その情報は正しい情報ですか？ 

 世の中にはたくさんの情報が溢れています。しかしその情報が

「正しい」情報であるかどうかは、簡単にはわかりません。特にイ

ンターネット上にある情報は、 

①誰が書いているか特定しづらい 

②いつ情報が更新（あるいは削除）されるかわからない 

 という問題点があります。 

 なぜならインターネットでは、ちょっとした知識と設備があれば、誰でも情報を発信し、

改変することができるからです。 

 つまりインターネット上にある情報のなかには、信頼性が低い情報もまざっているので

す。 

 

・信頼できる情報源にあたろう！ 

 だから、何かを調べて正しく理解するためには、なるべく信頼できる情報源にあたる必

要があります。では信頼できる情報源とは何か？その条件は大きく２つあります。 

 

［条件①］ 

 誰（個人・団体）が、いつ、どの媒体に、どういう目的で書いたものかがわかる。 

［条件②］ 

 記録されている情報の改変が困難である。 

 

 条件①は、要するに情報のメタデータがそろっているということ。このメタデータがわ

かることによって、その情報がどれくらい信頼できるか、どれくらいの偏りがあるのかを
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判断することができます。雑誌記事よりも研究書の方が一般的に信頼度は高いでしょうし、

原発関連の文書の作成者が電力会社であれば、原発のメリットを強調する内容に偏ってい

るであろうことが想像できます。こうやって「情報の来歴」に着目することで、その情報

の信頼度を判断することができるのです。 

 条件②を満たす情報のなかでもっとも一般的なものは、紙に印刷された情報です。特に

書籍や報告書の形で冊子になっているものは、そう簡単には改変できません。 

 

 インターネット上の情報は［条件①］については満たしているものもありますが、［条件

②］についてはむしろ反対の特徴を有しています。情報の改変が簡単にできるということ

は、新しい情報を次々と追加していくことができるという意味ではメリットといえますが、

情報の信頼性という点においては、マイナスに働くこともあるのです。 

→Wikipedia（ウィキペディア） 

 だからといって「インターネットは信用ならない」というわけではありません。インタ

ーネットは、どこにどのような情報があるのか、つまり情報の「ありか」を探すのには適

しています。 

 そうやって情報の「ありか」がわかったら、その情報の「ゲンブツ」である、紙に書か

れた文書にあたることで、情報の根拠を固めることができます。 

 そして公文書館には、情報の「ゲンブツ」がたくさん収められているのです。 

 

【活用術之壱】 ココにしかない情報を知る！ 

①過去の行政刊行物 

 各自治体では統計資料をはじめ、各課でつくっている報告書な

ど、さまざまな情報をホームページに掲載しています。でも、古

い資料はデジタル化されていないものが多いため、ホームページ

にあるのは近年の情報が中心。図書館にも行政機関が作成した報

告書が納められていますが、どんどん新しい報告書が増えていく

ので、古いものから順に処分していかざるを得ません。 

 これに対して公文書館には、行政が発行した様々な刊行物が、古いものから新しいもの

までそろっています。 

(1)『板橋区の統計』 

 昭和 44 年（1969）から毎年作成されており、板橋区のさまざまな情報が数字で表されて

います。人口も地域別、年齢別でわかりますし、区の財政（歳入・歳出）、会社・工場・商

店などの数、農地の面積、小中高校の学校数や生徒数、図書館の蔵書数、犯罪や交通事故

の発生件数、市長選や区議選の結果など、いろんな記録が残っています。しかも毎年作成

されているので、数値がどのように変化していったのかもわかります。 

 

(2)板橋区の政策に関する報告書、白書など 

 板橋区では様々な政策が実施されています。その内容や成果、あるいは区内の現状など
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についてまとめた報告書や白書なども、公文書館にはそろっています。 

・環境政策関係：『板橋区の公害』、『板橋区環境白書』、『板橋区環境教育ハンドブック』等 

・教育政策関係：『板橋区教育要覧』、『いたばし学び支援プラン』等 

 

(3)『事務実績調書』 

 板橋区役所の各部局が、一年間でどのような仕事をしてきたのかを数値で示したのが『事

務実績調書』。区民相談が何件あったか、学校の校舎の改修が何件なされたか、成人式に何

人出席したか、地域センターでどんな行事がなされたか、保育所に何人の子どもたちが預

けられたのか等々、実に様々な数値が掲載されています。いちばん古いもので昭和 27 年

（1952）のものがあり、昭和 50 年以降はすべてそろっています。 

 

 そして重要なのは、時系列で板橋区の社会状況や行政の施策を捉えられることです。古

い統計資料を現在のものと比較することで板橋区の発展のプロセスをたどってみることも

できますし、数年ごとに出される報告書を発刊された順にみていくことで、あるテーマに

関する行政の施策がどのように変化していったのかを知ることもできるのです。 

 

（例）戦後から現在までの小中学校児童生徒数（公立校）の推移 

 

・新学制がはじまった昭和 22 年ではあわせて約 23,000 人だった小中学生数は、昭和 30

年には約 55,000 人と約 2.4 倍に増えている。 

←戦後の復興期における板橋区の人口増の影響 
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・第一のピークは昭和 35 年（1960） 

1947～1949 年生まれの第一次ベビーブーマー（団塊の世代）が小中学生になったころ。 

・第二のピークは昭和 55 年（1980） 

1971～1974 年生まれの第二次ベビーブーマー（団塊ジュニア）が小学生になったころ。 

←中学生のピークは昭和 60 年（1985）であり、これは団塊ジュニアがちょうど中学生に

なった時期にあたる。 

・その後は急激に減少。平成 16 年（2004）以降は 30,000 人を少し超えるくらいで一定し

ている。これは昭和 25 年と同じ水準であり、ピーク時の半分である。 

 

②学校関係の様々な資料 

 公文書館には、区内の学校に関する資料もたくさんそろっています。小学校の副読本『わ

たしたちの板橋』は昭和 43 年（1968）からそろっていますし、小中学校の記念誌も各校の

ものが集められています。 

 

③行政機関が作成した公文書 

 行政機関（市区町村、教育委員会など）の職員が作成した文書のことを公文書といいま

す。行政機関は、何か活動を行うとき、必ず文書を作成しなければなりません（これを文

書主義といいます）。行政機関は、みなさんから預かった税金を元に活動しているので、ど

ういう理由で、どういう活動を、誰が、いつ、どこで行うのか、そして誰がその活動を許

可したのか、きちんと文書で証拠として残しておかなければならないからです。 

 ですが、そうやって作成された膨大な公文書のすべてを保管しておくことは、保管スペ

ースの問題等もあり困難です。そのため公文書には、その重要性に応じてそれぞれ保存期

間が定められています。そして保存期間を過ぎた公文書は廃棄されることになります。 

 しかし、こうした公文書のなかには、区民の文化財産として歴史的な価値を持っている

ものや、過去の資料として行政運営上必要なものもあります。そこで板橋区公文書館では、

それらの重要な公文書を選別、収集し、担当課ごとに分類して保管しているのです。 

 なお、詳しい選別基準については、『板橋区公文書館 10 年のあゆみ』42～45 ページをご

覧ください（板橋区公文書館ホームページから PDF ファイルで入手できます）。 

 

④板橋の古い写真 

 板橋区公文書館には、過去の板橋区の様子を撮影した写真がたくさん保管されています。

もっとも多いのは昭和 30 年代～50 年代の写真ですが、なかには大正・昭和初期の写真も

残っています。また、航空写真も多数あります。 

 古い写真は、当時の社会のようすが記録されている「記憶の宝庨」です。どこにどんな

お店があったのか、お店ではどんなものが売られていたのか、田んぼや畑はどれくらいあ

ったのか、などといった様々な時代の記憶が残されています。 

 なおこれらの写真は、所定の手続きを経ることで、すべて無料でつかうことができます。

閲覧室には、「鉄道・駅・道路」、「河川・風景」、「公園」、「商店街」など、写真の内容別に
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まとめたファイルがあります。ぜひ、懐かしい板橋の風景をたどってみてください。 

 

④櫻井徳太郎文庨 

 櫻井徳太郎文庨は、板橋区に長年在住し「板橋区史」の編さんを統拢、また文化財保護

審議会会長としても活躍され、日本民俗学の大家として知られた故櫻井徳太郎氏が、平成

14 年（2002）に板橋区へ寄贈された蔵書等、約 3 万 8 千点余の資料群のことです。 

 学術書、学術雑誌、古文書、和本、民俗調査の「聞き取り」内容を記したフィールドノ

ート、話者とのやり取りの内容を録音したカセットテープ（CD 化済）、写真、スクラップブ

ック、ビデオテープなど多種多様な資料が収められており、一部を除き公開されています。 

 この櫻井徳太郎文庨は、もちろん資料的価値も非常に高いのですが、1 人の優れた研究者

がどのように情報を集めていたのか（知の体系！）を知ることができるという点でも、た

いへん重要な施設です。 

 

⑤板橋区に精通したスタッフ 

 板橋区公文書館にいるスタッフのほとんどは、区役所の職員およびその OB・OG です。

長く板橋区で働いてきたスタッフの方たちの知識は、板橋について調べる上での貴重な財

産です。そして歴史学を専門に学んできたスタッフもいるので、どうやって歴史を調べれ

ばいいかも教えてくれます。古文書だって読んでくれますよ。 

 何か調べたいことがあれば、まずはスタッフの方に声をかけてください。適切な資料を

いっしょに探してくれます。 

 

【活用術之弐】 公文書館で効率的に集めることのできる情報を知る！ 

 板橋区公文書館には、実はこんな資料もそろっています。 

・過去から現在にいたるまでの住宅地図 

・『広報 いたばし』のバックナンバー（平成 18 年度以降のものは板橋区 HP でも閲覧可） 

・『板橋史談』のバックナンバー 

・板橋の近隣地域の自治体史 

・日本史を調べるための基礎となる辞典類、書籍 

  

 例えば住宅地図は、自分が住んでいるところにかつて何があったのかといったことを調

べるのに便利ですし、『広報 いたばし』のバックナンバーは、板橋区であったイベントや

板橋区によるさまざまな取り組みについての情報が満載です。 

 これらの資料ももちろん、コピーをとることができます。みなさんのニーズにあわせて

活用してみてはいかがでしょうか。 
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【活用術之参】 具体的なテーマについて調べてみる！ 

 このあと、みなさんには、板橋で長く過ごされてきた先輩方にインタビューをし、その

結果わかったことをまとめていただき、発表してもらいます。 

 インタビューをする上での注意点や効果的な方法についてはあとで紹介しますが、ここ

ではインタビューをする前にやっておくべき作業である「下調べ」を、館所蔵資料に基づ

いて行います。 

 今回はテーマが「いたばしの昭和」ですので、昭和期（1926―1989）、板橋がどのよう

な地域であったのか、その概略を見ておくことにしましょう。 

 

（１）板橋区の誕生 

・大正 12 年（1923）の関東大震災後、被害の比較的少なかった板橋地域には人が多く集ま

るようになり、人口も増えていった。 

・昭和 7 年（1932）10 月 1 日、15 の区によって構成されていた東京市は、隣接する 5 郡

82 町村を 20 の区に再編成し、東京市に併合する「市郡併合」を実施する。これによって

東京市は 35 区となり、その範囲は現在の東京 23 区に相当するエリアとなった。 

・このとき板橋区は、板橋町（47,671 人）・志村（12,914 人）・上板橋村（9,594 人）・赤

塚村（7,264 人）に加え、現在では練馬区域にある練馬町（14,300 人）・石神井村（9,802

人）・中新新井村（7,193 人）・上練馬村（6,326 人）・大泉村（5,104 人）を加えた、35 区

中最大の面積を有する区として誕生している（総人口は 120,168 人）。 

※人口は昭和 7 年末現在。 

→昭和 18 年（1943）には東京府から東京都となり、板橋区も東京都の区となった。 

・昭和 20 年（1945）4 月 13 日、大空襲により区役所、板橋駅、板橋第二国民学校などが

焼失。 

 

（２）戦後の混乱期（昭和 20 年代） 

・昭和 22 年（1947）3 月、35 区が 22 区に再編される。板橋区の区域変更はなし。 

・同年 4 月、地方自治法が公布され、板橋区をはじめとする特別区は市に準ずる地位を得

る。同じ月には区長選挙、区議会選挙も実施された。 

・同年 8月、練馬と石神井が板橋区から分離独立して練馬区が 23番目の区として誕生する。 

・昭和 25 年（1950）3 月 27 日、荒川をはさんで埼玉県戸田町（現・戸田市）の飛び地と

なっていた約 7 万坪の地域1が板橋区に編入され、舟渡三丁目となる。これによって現在の

板橋区の区域が確定した。 

※なおこれを記念して昭和 26 年にはじまったのが「いたばし花火大会」と「戸田橋花火大

会」で、荒川の両岸から同時に花火が打ち上げられる都内屈指の花火大会となっています。 

 

                                                   
1 昭和 5年に荒川直線化工事が完成したことで、もともとは荒川の北にあった地域が南になったこと

により、飛び地となっていた。 
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（３）復興期（昭和 30 年代） 

・神武景気（昭和 31 年）、岩戸景気（昭和 34 年）という 2 度の好景気をうけ、板橋区の税

収が伸びていく。特に 30 年代後半の伸びは大きく、34 年度の歳入が約 14 億 8 千万円であ

ったのに対し、35 年度は約 20 億 5 千万円、そして 40 年度は約 61 億円にまで増えている。 

⇒この税収増を受けて、板橋区では道路整備と教育施設の充実が大きく進む 

・道路整備：砂利道から舗装道路へ。街路灯の増設（S27：37 灯→S38：6000 灯） 

・教育施設の充実：木造校舎から鉄筋コンクリート造の校舎へ。 

プール施設の拡充（S33：10 校→S38：25 校） 

・人口も伸びており、昭和 30 年には約 31 万 1 千人だったのに対し、昭和 40 年には約 47

万 7 千人に急増している。 

 

（４）成長期（昭和 40 年代～） 

・昭和 40 年（1965）4 月の特別区制度改革により、これまでは東京都が管轄していた福祉

などの事務が区に降りてきたことで、児童福祉事業が盛んになる。 

 区立保育園：6 園（昭和 38 年度）→44 園（昭和 56 年度） 

 学童保育所、児童館の整備も昭和 40 年代を通して進められた。 

・昭和 41 年（1966）には都電 41 系統「巣鴨～志村橋間」が廃止となり、昭和 43 年に都

営地下鉄 6 号線「巣鴨～志村（現・高島平駅）間」が開通する。6 号線は昭和 51 年（1976）

には西高島平駅まで延び、昭和 53 年 7 月、都営地下鉄三田線に改称された。 

・人口も引き続き伸びている。特に昭和 47 年（1972）には高島平団地が完成し、約 1 万

世帯が一年をかけて次々に入居した。昭和 53 年には人口がはじめて 50 万人を超え、その

後やや人口減が続くも、昭和 58 年には再び 50 万人超えとなり、昭和 63 年には約 51 万 8

千人を数えている（なお平成 28 年 7 月 1 日現在の人口は 555,791 人）。 

・一方、一家族あたりの人数は減少を続けている。 

平均世帯人員：昭和 30 年 4.37 人→40 年 3.48 人→50 年 2.86 人→63 年 2.51 人 

※なお平成 28 年 7 月 1 日現在の平均世帯人員は 1.87 人 
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【インタビューをしてみよう】 

 ここまで「いたばしの昭和」について、大きな流れをみてきました。ではいよいよイン

タビューです。今日は「いたばしの昭和」についてよく知っている 3 名の方にきていただ

きました。みなさんはこれから、インタビューを通して、より深く「いたばしの昭和」を

描き出していただくことになります。 

 

（１）インタビューの注意点 

 インタビューといっても、ただ適当に質問をすればいいというわけではありません。イ

ンタビューをする上で、気を付けてもらいたいことがいくつかあります。 

①インタビューはコミュニケーション 

 インタビューとは、相手とのコミュニケーションです。コミュニケーションとは、お互

いを理解しあうということ。議論をして相手を言いくるめたり、警察官の尋問のように一

方的に相手から情報を引き出そうとするのは、インタビューではありません。 

 インタビューを議論や尋問にしないために重要なこと。それは「相手を否定しない」こ

とです。たとえ相手の考えや意見が自分とは違うものであったとしても、インタビューの

場では決して否定せず、いったん肯定してください。そのうえでどうしても気になること

があれば、「先ほど○○さんは■■について△△とおっしゃっていましたが、どうしてその

ように思われたのでしょうか」と、その理由を聞いてみてください。すると、なぜそのよ

うな意見になったのか、その背景が見えてきます。そうすることで、より深く相手を理解

できるようになるのです。 

 

②「知らないことを教えてもらう」という姿勢で 

 インタビューでは、相手から話を引き出さなければいけません。そのためには、「私の知

らないことを教えてください」という姿勢でインタビューを行うことが重要です。「教えて

ください」といわれれば、「教えてあげよう」という気持ちになり、話してくれやすくなり

ます。 

 

③「あなたの話に興味があります」という姿勢を態度で示す 

 インタビューに答えてくれる人たちは、「こんな話、興味をもってくれるだろうか」と常

に考えながら話をしてくれています。なぜなら初対面のあなたがどういう人なのか、よく

わからないからです。 

 だからみなさんは、「あなたの話に興味があります」という姿勢を、目に見える形で相手

に示す必要があります。具体的には、 

・あいづちをうつ 

・メモをとる 

・「そうなんですね」、「なるほど」、「おもしろいですね」などの合いの手をいれる 

・「それでどうなったんですか」など、続きを促す言葉をはさむ 

など、とにかく「興味をもっている」「関心をもっている」ことを示しましょう。 
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④わからなかったことは、もう一度きく 

 話をきいてわからなかったことがあれば、それはチャンスです。「今のところがうまく理

解できなかったのですが、もう一度はなしてもらえませんか」と、きいてみましょう。す

ると相手は「そこに関心があるんだな」と思い、より詳しく話してくれます。 

 少し高度なテクニックになりますが「今おっしゃっていたことは、こういう理解でいい

ですか」と、自分が相手の話をどのように理解したのかを示し、相手に確認してもらうと

いう手法もあります。理解があっていた場合でも、違っていた場合でも、より詳しい話を

してくれるでしょう。 

 

⑤しゃべりにくそうにしていることは、無理に話させない 

 インタビューは尋問ではありません。しゃべりにくそうにしていることについては、無

理に話させないようにしましょう。 

ただ、どうしてもそのことについての話が聞きたい場合は、少し間をおいてからもう一

度たずねてみてください。インタビューはコミュニケーションなので、インタビューを進

めていくうちに、お互いの信頼関係のようなものが生まれてくることがあります。それに

は時間が必要です。だから、少し時間をおいてから質問してみると、話してくれるように

なることもあるのです。それに、もう一度きくということは、それだけ関心をもっている

よということでもあるので、ならば話してあげようか、という気分になることもあるでし

ょう。 

 

（２）インタビューをやってみよう 

 下準備も終わり、インタビューの注意点についても学びました。さあ、あとは実践ある

のみです。おおむね、以下のような順番ですすめてください。 

 

①まず、簡単な自己紹介をしたうえで（長くなりすぎないように注意！）、自分が「いたば

しの昭和」のどういうところに関心があるのか、伝えてください（グループの場合は順番

に）。 

 

②次に、おはなしを伺います。みなさんの関心にあわせた話をしてくれるでしょう。うな

ずき、メモなどを忘れずに！ 

 

③話がひと段落したところで、いろいろ質問をしてみてください。さらに詳しい話をして

もらえるでしょう。 

 

④最後はお礼をいっておわりです。 
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（３）インタビューの成果のまとめ方 

 インタビューの成果のまとめ方には、いろいろな手法があります。物語風にまとめたり、

エッセイのように仕上げたり。 

 でも今回は、もっとも基本的な形式である「Q＆A」形式でまとめてみましょう。つまり

「あなたの問い→相手の答え」をつなげていけばいいのです。 

 ただ、この方式だと冗長になりがちです。なので、 

①なぜその質問をしたのか、その理由や動機を書く 

②相手の答えを聞いて、どのように感じたか、理解したかを書く 

 の２つを付け加えるようにしてみてください。そうするだけで流れが生まれます。 

 そして最後に「インタビューを通して自分は何を考えたか、何を感じたか」まとめてく

ださい。ここが最重要ポイントです。注意してもらいたいのは「何がわかったか」ではな

いということです。「何がわかったか」は、もちろん必要ですが、そこだけでおわったら警

察の尋問と同じ。インタビューはコミュニケーションなので、相手のはなしを聞いて自分

がどう考えたか、どう感じたか、つまり「インタビューが自分に何を不えてくれたのか」

を書くようにしましょう。インタビューに答えてくださった方も、「話してよかった」と、

きっと喜んでくれますよ。 

 

（４）おわりに 

 今回は、板橋区公文書館にある資料を用いて「いたばしの昭和」について下調べをした

うえで、実際にインタビューをするという流れで進めてきました。インタビューをするう

えで下調べが重要だということは、多くのマスコミ関係者が取材で板橋区公文書館を訪れ

ていることからも明らかです。今回の講座をとおして、みなさまが「いたばしの昭和」に

ついて、そして現在の板橋区についての理解を深める機会になっていれば、とてもうれし

く思います。 

 板橋区公文書館には、板橋区についての様々な記録が保管されています。その記録から

情報をひきだし、知識に変えていくためには、あなたの働きかけが丌可欠です。板橋区公

文書館という区民にとっての財産を「宝の持ち腐れ」にしないためにも、ぜひ積極的に公

文書館を活用してください。 

 


