
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

＜刊行一覧＞ 

１巻  織田 vs 毛利 ―鳥取をめぐる攻防― 

 ２巻  鳥取県の無らい県運動 ―ハンセン病の近代史―  

３巻  明治時代の消費生活 ―郡是・村是資料にみる鳥取の家計と食―  

４巻  尼子氏と戦国時代の鳥取 

 ５巻  江戸時代の鳥取と朝鮮 

 ６巻  子どもと地域社会 ―鳥取の民俗再発見―  

 ７巻  満蒙開拓と鳥取県 ―大陸への遥かなる夢―  

  ８巻  古代因幡の豪族と采女 

  ９巻  里海と弓浜半島の暮らし ―中海における肥料藻と採集用具― 

 10 巻  鳥取藩の参勤交代 

 11 巻  褒められた人びと ―表彰・栄典からみた鳥取― 

 12 巻  古代中世の因伯の交通 

 13 巻  鳥取県の妖怪 ―お化けの視点再考－ 

 14 巻  武家の女性・村の女性 

 15 巻  鳥取県への学童集団疎開 

 16 巻  鳥取県教育会と教師 ―学び続ける明治期の教師たち― 

 17 巻  鳥取の村に生きる ―過疎化の中の知恵と誇り― 

 18 巻  大庄屋と地域社会 ―八橋郡箆津村河本家文書が語るもの― 

 19 巻  森と生きた人々 ―鳥取県の遺跡から― 

 20 巻  因府歴年大雑集を読む  

 21 巻  白鳳・天平文化の華 ―因幡・伯耆の古代寺院  

22 巻 因幡の麒麟獅子舞 ※令和３年４月１９日刊行 

 

  

 

 

Vol.13（令和 3 年５月発行） 

皆さんは、公文書館が発刊している「鳥取県史

ブックレット」はご存じですか？ 

 

「鳥取県史ブックレット」は、平成１８～３１

年度に行われた「新鳥取県史編さん事業」の調査

研究の成果をふまえ、鳥取県の特色ある歴史や民

俗をテーマごとに県民に分かりやすく紹介するこ

とを目的に作成された小冊子です。 

 

現在、２２巻まで刊行しており、県内各書店の

ほか、公文書館、県民参画協働課、各総合事務所

県民福祉局、博物館などの窓口で、1冊５００円

で頒布しています。（窓口で購入できない方に

は、とっとり電子申請サービス（クレジット払

い）による配送頒布も可能です。） 

 



 

１位   

２位    

３位  

４位   

５位   

 

＜１位の概要＞ 

頒布ランキング１位の第１巻の概要を紹介します。 

鳥取県史ブックレット第1巻 

『織田vs毛利 ―鳥取をめぐる攻防―』 

いわゆる「秀吉の鳥取城攻め」は、戦国時代の鳥取におけ

る最大の戦いとしてよく知られていますが、秀吉軍による

「兵糧攻め」のみに重点が置かれ、この戦争の全体像は明ら

かでありませんでした。 

 このブックレットは、同時代の確実な史料にもとづいて、

山陰地方全体さらに日本海を含めた広い範囲を視野に、新た

な視点で織田・毛利戦争の全体像に迫ったものです。 
 
＜鳥取城攻防戦「天下分け目の戦い」だった＞ 
・鳥取城をめぐる織田と毛利の戦いは、当時「日本二つ之御

弓矢境」（「二つ」＝織田と毛利、「弓矢」＝戦い）と書かれ

ており、その後の日本の行方を左右する重要な戦いとし

て、全国的に注目されていた。 
・戦国時代の鳥取城は「日本を代表する名山」であり、簡単

に攻め落とせる城ではなかった。 
そのため織田信長は因幡周辺の毛利方の武将を味方につ

けたり、因幡国内の交通路を封鎖するなど、鳥取城への兵

糧補給ルートを断ち切って兵糧攻めを行った。 
・陸路の補給路を断たれた毛利軍は、船を使って海から鳥取

城を救援しようとしたが、織田水軍に敗れてしまい、その

結果、鳥取城は落城した。 

                                                           子孫の三遊亭圓楽（５代目）さんもモデルの１人？？ 

 
  「鳥取県史ブックレット」には、あまり知られていない興味深い鳥取の歴史が数多く盛り込まれ

ています。 
新型コロナウイルス感染症の影響で遠出が困難な今こそ、「鳥取県史ブックレット」を読んでふる

さと鳥取の歴史を学んでみるのはいかがでしょうか。 
なお、「鳥取県史ブックレット」は今後も継続して刊行する予定です。どうぞご期待下さい。 

１巻  織田 vs 毛利―鳥取をめぐる攻防― 

４巻 尼子氏と戦国時代の鳥取 

10 巻 鳥取藩の参勤交代 

２巻 鳥取県の無らい県運動―ハンセン病の近代史― 

７巻 満蒙開拓と鳥取県―大陸への遥かなる夢― 

［吉川 経家公銅像］ 



 
 

県職員が作成した公文書は、「鳥取県公文書等の管理に関する条例」第２条第１項第３号に規定する歴

史公文書等の定義に基づき、各実施機関の保存期間が満了した簿冊及び議会文書を評価選別して公文書館

へ引き継いでいます。 

歴史公文書のライフサイクルは、各担当者（皆さん）が簿冊を作成するときから始まります。文書管理システ

ムで簿冊登録するときは、評価選別基準を参考に引継対象の文書（簿冊）かどうか適切に判断して登録してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価選別基準＞ 

分類 
条例の

区分 
説明 文書の例示 

１ 行政制度の

新設、変更、廃止

等に関する文書 

ア 地方自治、情報公開、税財政、学校教育、警察、

消防等県民生活に関わる制度又は人事評価等

県の内部における制度の新設、運用、変更又

は廃止に関する文書 

○○制度創設（改正、変更、

廃止）関係資料、○○制度

運用関係例規 

２ 条例、規則

等の制定改廃に

関する文書 

ア・イ 条例、規則、告示及び訓令の立案及び審査の

過程、制定若しくは改廃の決定又は解釈基準

の策定に関する文書（県民生活に大きな影響

を与えた要綱、要領等の制定又は改廃に関す

るものを含む。） 

○○条例制定関係資料、法

令審査会資料、他県・他機

関との協定に関する資料 

３ 長期計画の

策定等に関する

文書 

ア １ 複数年にわたる計画の立案、策定又は改

廃及びその経緯に関する文書 

２ 計画の実施のための事前調査、基本方針、

効果測定に関する文書（行政刊行物としてま

とめられるものを除く。） 

３ 計画に対してパブリックコメント、出前

説明会、モニター、世論調査、相談等により県

民から提出される意見に関する文書 

○○ビジョン、基本計画、

基本方針、推進指針、推進

計画、行動計画、プログラ

ム、アクションプログラ

ム、マスタープラン、プラ

ン（とりネット「鳥取県の

計画」に掲載されている計

画） 

４ 許可、認可、

承認等に関する

文書 

イ 県民生活に影響を及ぼす権利義務に係る許

可、認可、承認等に関する文書（登録、届出、

変更の許可又は認可のうち事業内容に変更の

ないもの又は仮設物の設置に係るもの等軽易

なものに関するものを除く。） 

法人設立認可、協同組合設

立認可、開発行為許可、公

有水面の埋め立て、各種免

許、許認可等の審査基準、

定款の認可 

５ 行政組織の

改正及び職員の

人事に関する文

書 

ア 機構改革、組織改正、職員の定数、職制、事務

分掌、人事評価、分限処分、給与制度又は研修

基本計画に関する文書 

任用関係例規、職員任免関

係資料、職員懲戒処分関係

資料、保健所の診療廃止

届、指定医療機関廃止届、

権限移譲（国→県、県→市

町村）、指定管理者審査要

項、指定管理者との契約 

条例第2条第1項第３号 

ア 実施機関の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関する重要な

情報が記録された文書 

イ 県民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書 

ウ 県民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録された文書 

エ 県の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された文書 

オ アからエまでに掲げるもののほか、歴史資料として重要な情報が記録された文書 



６ 栄典及び表

彰に関する文書 

ウ １ 勲位、勲章、褒章等栄典に関する文書 

２ 大臣表彰、知事表彰等のうち県民生活に

顕著な功績又は効果をもたらしたと認められ

るものに関する文書 

表彰要項の制定、候補者の

推薦、内申、表彰者の決定 

７ 予算、決算

その他財務に関

する文書 

ア 予算要求資料、決算書、財政状況に関する文

書（財政所管課（市町村分の地方交付税に関

するものにあっては市町村財政の所管課）が

所管するものに限る。） 

予算要求資料、決算書、交

付税、起債計画 

８  重要な行

事、事件、災害等

に関する文書 

ウ、エ 県内で起きた重要な出来事又は県外で起きた

県に関わりのある重要な出来事に関する文書 

全国的規模の行事・大会、

外国との友好提携・交流○

周年記念事業、行幸啓、激

甚災害、災害救助法適用の

災害、『県政の動き』（旧

『鳥取県政この一年』）に

掲載されている出来事 

９ 請願、陳情、

要望等に関する

文書 

イ １ 県民、市町村又は各種団体から提出され

る請願、陳情又は要望及びそれらの対応に関

する文書 

２ 国の施策等に対する県の提案、要望等を

集計し整理した文書 

県への請願書・陳情書・要

望書、国への提案書・要望

書 

10 県の重要な

調査及び統計に

関する文書 

ウ、エ 県が実施する重要な調査又は統計の実施方

針、調査項目の策定過程及び調査結果に関す

る文書（調査結果が行政刊行物としてまとめ

られるものを除く。）  

〇〇実態調査、統計法に基

づく統計調査 

11 県の重要な

試験及び研究に

関する文書 

ア、エ 県が実施する重要な試験又は研究の実施の経

緯、実施方針及び成果に関する文書（成果が

行政刊行物としてまとめられるものを除く。） 

試験場等の試験研究報告、

学術の成果  

12  訴訟、不服

申立てその他の

争訟に関する文

書 

イ 訴訟、土地収用裁決、不服申立て等に関する

文書（軽易なものを除く。） 

訴状、判決書、裁定書、和

解文書、審査請求書、異議

申立書、弁明書 

13 県議会、各種

委員会、審議会

等重要な会議に

関する文書 

ア １ 県議会の議案、議決結果その他県議会に関

する文書（運営方法の決定等軽易な内容のもの

を除く。）２ 法律又は条例の定めるところにより

設置された委員会、審議会等に関する文書（運

営方法の決定、入賞作品の選考等軽易な内容

のものを除く。）３ 要綱、要領等により設置され

た委員会、プロジェクトチーム等（県の主要施策

の実施に係る基本方針を決定するものに限る。）

に関する文書（運営方法の決定等軽易な内容の

ものを除く。）４ 全国知事会、中国地方知事会、

首長懇談会等に関する文書（運営方法の決定

等軽易な内容のものを除く。） 

議事録、議決結果、委員任

免関係資料、審議会への諮

問書・答申書・報告書、会議

資料（あり方検討会、プロジ

ェクトチーム、ワーキンググ

ループ、意見交換会、協議

会、懇話会） 

14 行政区画の

変更又は廃置分

合に関する文書 

ア 行政区画の変更又は市町村の廃置分合に関す

る文書 

市町村合併に係る協議、手

続き 



15 監査、検査等

に関する文書 

ア １ 県が実施する法令等に基づく医療機関、公

益法人、組合等に対する監査、検査又は指導に

関する文書のうち重大な指摘に関するもの 

２ 国が実施する会計検査に関する文書のうち

重大な指摘に関するもの  

３ 監査委員が実施する定期監査等の各種監査

に関する文書（監査委員事務局が所管するもの

に限る。） 

○○監査調書、○○農協

指導検査書、○○福祉施設

指導監査 

16 幹部職員の

事務引継に関す

る文書 

ア 幹部職員の事務の引継に関する文書 部局長以上の事務引継書 

17 公共施設の

建築等のハード

事業の実施に関

する文書 

ア 基本構想、調査設計、計画、実施に関する調

査、許可、認可、住民説明会等の事業の経緯に

関する文書（新築、新設、大規模な増改築等に

係るものに限る。） 

基本構想、計画、実施計

画、設計工事関係、計画等

の策定過程、事業実施のた

めの各種許認可手続 

18 各種施策又

はシステムの構

築等のソフト事業

の実施に関する

文書 

ア 各種施策又は行政運営上のシステムの構築等

のソフト事業の立案、決定、実施又は改廃及び

その経緯に関する文書のうち重要なもの 

基本構想、計画、開催要

領、検討会議、運営要綱、

実績報告書 

19 県内の史跡、

文化財等に関す

る文書 

ア、エ １ 国又は県の指定に係る文化財、史跡、名勝

又は天然記念物に関する文書 

２ 埋蔵文化財に関する文書 

３ 国又は県の指定に係る文化財の管理、遺跡

の発掘調査等に係る国庫補助に関する文書 

４ 文化財の保存、修理等に係る県費補助に関

する文書 

指定申請書、指定通知・解

除、指定物件の内容説明や

写真、現状変更申請書、発

掘届、遺跡台帳、地図、土

地買い上げ 

20 公有財産の

取得、管理及び

処分に関する文

書 

ア 財産の取得、用途廃止、処分等県有財産又は

県が管理する国有財産の内容の変更に関する

文書 

県有財産譲渡・取得報告、

用途変更廃止、国有財産処

分関係、道路・河川・海岸等

の移管・廃止、特許権（知的

財産権）   

21 選挙に関す

る文書 

ア、エ １ 県内で行われた衆議院議員若しくは参議院

議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは

長の選挙に関する文書 

２ 鳥取県海区漁業調整委員会の委員の選挙

に関する文書 

３ 県内で行われた最高裁判所裁判官の国民審

査に関する文書 

４ 県議会の解散又は知事若しくは県議会の議

員の解職等に係る直接請求に関する文書 

５ 県内で行われた憲法改正に係る国民投票又

は県の施策に係る県民投票に関する文書 

選挙結果、選挙報告 

22 長期にわたり

常用利用されて

いた文書 

ア、イ、 

ウ、エ 

30 年以上にわたり常用利用されていた文書 褒賞台帳、公有財産台帳、

宗教法人台帳  

23 歴史的価値

が高い文書 

オ 昭和 28 年度以前に作成取得された文書（軽易

なものを除く。） 

  

24 その他将来

高い歴史的価値

を有すると見込ま

れる文書 

ア、イ、 

ウ、エ 

政治、社会、文化又は世相を反映した文書で、

歴史的観点から将来の県民に伝えることが有意

義であると認められるもの 

  

 


