
施設の特徴
歴史的資料の閲覧利用 講座・講演会等の開催

　収集した歴史的公文書や古文書は、一般に 　古文書の読み方を学ぶ古文書入門講座、福井県

公開しており、調査研究活動などに利用する の県史講座、講演会などを開催しています。

ことができます。

県

企画展示・収蔵資料展示 学校教育との連携

　家族で楽しみながら県の歴史を学べる企画 　文書館と連携して学校の授業や学習活動が展開

展示や月替わりで様々な収蔵資料を紹介す できるよう、支援を行っています。

る展示を行っています。 ・県立高校出張授業     ・インターンシップ受入

・中学生の「郷土新聞」作成支援

利用状況等 利用者負担(利用料金)等

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

利用者数（人） 5,417 7,242 9,703 9,880 11,046

閲覧申込点数（点） 4,227 7,045 13,819 7,595 8,073 白黒 10円

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ閲覧件数 737,160 733,759 810,067 1,147,307 1,086,863 カラー 80円

文書館ホームページ

http://www.archives.pref.fukui.jp/

平成１９年度の特色について

事業実績

○平成１９年７月に企画展「ふくいで学ぶ―地域の手習いと教科書」を開催しました。江戸
時代の初級の教科書である「往来物」のなかで、県内で編集・出版されたものや使われて
いたもの、県下の寺子屋の手習いの手本などを展示しました。
  ・開催期間  平成１９年７月２７日～９月２６日

○企画展示にあわせて、展示資料の紹介をする、資料紹介講座や、子どもたちが展示資
料をパズルやクイズ形式で楽しむことのできる、「めざせ文書王」などの企画を開催しまし
た。

○月替わりで収蔵資料を紹介する展示を行いました。福井藩士の住宅地図や江戸時代か
ら大正期にかけての暦など、様々な資料を原本で展示しました。

○県の広報写真フィルムから、ちょっと昔の福井県と題して、昭和３０年代から４０年代の福
井市や、あわら市、坂井市の様子をパネルや原本で展示しました。

○古文書入門講座の受講希望が多かったため、開催回数を増やしたほか、高浜町でも出
前古文書入門講座を開催しました。
  ・文書館　平成１９年５・６月（３日間）、１１・１２月（２日間）  計１６３人受講
  ・高浜町（出前） 平成１９年１２月（２日間）  　　　　計２９人受講

　平成１５年２月の開館以来、利用者数は毎年増加しており、平成１９年度は前年度１１．８％増の１
１，０４６人の利用があり、年間利用者数が１万人を超えました。
　ホームページでは所蔵資料の検索や歴史情報の収集ができ、平成１９年度は前年度より５．３％減
りましたが、約１０９万件余のアクセスがありました。
　平成１６年度後半から１７年度にかけて特定の利用者による集中的な閲覧利用があったため、閲覧
申込点数、利用料収入とも一時的に増加しましたが、１９年度は平年並みの水準に戻りました。

利用状況
の推移

県に関する歴史的な資料として貴重な公文書、古文書等の収集、保存、調査、研究等
を行い、広く一般に公開して閲覧利用に供し、県民の歴史探求、生涯学習を支援する
ことにより、学術の振興および文化の向上を図る。

設置の目的

職 　員　 数

概　　　　 要
（構造、面積、主な機能）

鉄筋コンクリート造 地上２階、延床面積３，１１９㎡
収蔵冊数 歴史的公文書３万３千冊、古文書複製本３万１千冊、行政資料１万８千冊

職員６人　非常勤嘱託６人　アルバイト２人　計１４人

福井県文書館(1/2)

福井市下馬町５１－１１

文書館

所　 在 　地

設置年月日

施設の種類

平成１５年２月１日

施設管理主体

6,600円
(全日の場合)

研修室

複写手数料

施設使用料

施設利用者等の推移
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文書館県史講座

7月展示 「福井藩家中絵図」山内秋郎家文書
(1858年)

    飯田忠光家文書



行政コスト計算書（平成１9年度） （単位　千円） バランスシート（平成２０年３月３１日現在） （単位　千円）

総額 構成比 前年比

人件費 75,696 51.8% 105.7% 前年比 前年比

退職給与引当金繰入 ▲ 72 0.0% -
有形固定
資      産

579,966 98.0% 固定負債 1,027,041 92.9%

計 75,624 51.8% 105.1% うち建物 555,781 97.9% うち起債残高 979,383 92.6%

物件費 42,062 28.8% 94.7% うち退職手当引当金 47,658 99.9%

維持補修費 1,038 0.7% 83.8%

減価償却費 13,559 9.3% 100.6% 投 資 等 0 - 流動負債 79,243 100.0%

計 56,659 38.8% 95.8% 流動資産 0 - 正味資産 △ 526,318 88.7%

公債費（利子） 13,401 9.2% 93.3% 計 579,966 98.0% 計 579,966 98.0%

その他 406 0.3% -

計 13,807 9.5% 89.7% 主な指標 （単位：％、円/人）

合　　　計 146,090 100.0% 99.7% Ｈ19 Ｈ18 前年比

収入 利用料等収入 459 0.3% 117.4% 711 723 98.4%

その他収入 1,339 0.9% 117.5% 1,260 1,352 93.2%

一般財源 144,292 98.8% 99.5% △ 90.7 △100.2 90.6%

今後の事業方
針、取組み内容

その他

　近隣県の文書館と比べても、本県文書館の利用者は多く、利用者は毎年増加してい
ますが、今後も以下の取組みにより、さらに利用者の増加を図ります。

・企画展示や収蔵資料展示で新出資料を含む収蔵資料の紹介を行い、館の歴史的資
料をＰＲします。
・学校教育との連携を進め、中高生の授業などでの資料活用を図ります。
・県民ニーズに応じた講演会や講座を開催し、多くの県民の方に資料に触れる機会を
提供するなど、県民の生涯学習活動を支援します。
・ホームページで講座の内容や刊行物などを公開し、福井県の歴史を学習できる環境
整備に努めます。

　歴史的公文書や古文書という特殊な資料を保存し、閲覧利用するという施設の性質
上、利用者の範囲が古文書の研究者、歴史愛好者などにある程度限定されています。
県の歴史に関する多くの貴重な資料の利用を県民にも広げていけるよう、歴史的文書
への関心の喚起や新出資料の情報提供などが必要です。

　福井県の貴重な歴史的公文書、古文書、行政刊行物などの資料の収集、整理、保存
および調査研究を行っています。
　【収蔵冊数の増加　歴史的公文書 約1,500冊、古文書 約2,000冊、行政刊行物 約
1,000冊】

  収集した資料は、県民の調査研究活動や生涯学習を支援するため、広く一般に公開
しています。
　
　古文書入門講座や県の歴史についての講座・講演会、企画展示、収蔵資料展示など
を開催し、県の歴史や歴史的資料の重要性について情報提供を行っています。

県民1人あたり有形固定資産額

物にかかる
コスト

　文書館の主要事業である歴史的公文書、古文書の収集、整理、調査、研究は業務が
特殊なため、委託が困難であり、そのほとんどを職員が直接対応しています。（文書の
調査・研究を専門に行う職員３人、非常勤嘱託６人）
　こうした事業については、人件費以外の費用はあまりかからないので、結果として事
業費に占める人件費の割合が相対的に高くなっています。

　また、本県文書館は、図書館との併設で利用しやすい環境にあること、展示等による
施設のＰＲに努めていることから、他県施設と比較しても利用者が多い状況にありま
す。

福井県文書館(2/2)

人にかかる
コスト

貸方借方

資　産 負　債

県民１人あたり将来負担額

世代間負担率

バランスシート、
行政コスト計算
書の特色

施設の目的上、
管理運営上、
主要な事業

今後の課題県民１人あたりのコスト負担の状況（円）
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