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平成 27年度 第１回伊賀市史編さん委員会会議録 

 

日 時：平成 27年 8月 28日（金）14:30～16:00 

場 所：伊賀市役所 青山支所３階第２会議室 

出席者：辻上浩司（会長）、野口俊史（副会長）、藤井委員（兼監修者）、中森委員、西委員、西田 

委員、和田委員、廣澤委員、田中委員、上田委員、川崎委員 

     澤田総務部長、百田総務課長、笠井係長、山本主任 

     伊賀市歴史研究会職員山中千尋、栗生春実 

欠席者： 藤田委員、澤村委員 

事 項：１．あいさつ 

     ２．報告事項 

 （１）編集委員会及び部会の活動等について 

 （2）書籍の販売状況 

 ３．協議事項 

 （１）第２巻 通史編 近世 について 

 （2）第７巻 年表・索引 について 

     ４．その他  

  

１．あいさつ 

・総務課長司会進行 

・水口委員のご逝去について報告 

・会長あいさつ 

・出席委員数の確認を行い、伊賀市史編さん条例により議長を会長の辻上副市長にお願いし、議 

事を進行する。 

 

２．報告事項 

（１）編集委員会及び部会の活動等について （資料１） 

・事務局から前回の会議（平成２７年２月２３日）以降の編集委員会及び各部会の活動と今後の活

動予定について、下記の通り報告した。 

（事務局説明） 

①編集委員会 

５月１７日に本年度第１回目の編集委員会を開催し、前回の編さん委員会での会議結果を報告

した。また、第２巻 通史編 近世と第７巻 年表・索引の編さん状況について確認、検討をいただい

た。７月１２日および８月２３日の編集委員会では、第２巻の進捗状況と、第７巻において掲載すべき

項目について議論をいただいた。次回は１１月２１日に開催する予定である。 

②部会 

通史編の刊行を控えている近世史部会を中心に開催した。４月以降、寺社分野など執筆分野

別に部会を開催し、原稿の提出状況や監修者・編集委員との協議を重ねてきた。５月３１日に開催

の古代・中世史部会については、第７巻にかかる作業手順について古代・中世史担当の編集委員

と協議を行ったものである。 
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③資料調査 

編集・編さん作業に関連し、原本確認や掲載予定の写真を撮影に関西大学図書館等へ出向い

た。また、昨年度は学校の統廃合が進められていく中で、学校から古写真や書類についての相談

があり、適宜、写真撮影などの調査を実施した。 

（監修者説明） 

今年度に第２巻 通史編 近世を刊行できるように近世史部会の方々も詰めた活動をしてくださ

っているが、まだ原稿が提出されていない部分がある。また、原稿が提出されていても、内容を検

討し、整理や付加していくような作業が必要となっている。現状では、その作業を地道に積み重ね

ていく以外にはないという思いで作業を行っている。 

 

（２）書籍の販売状況 （資料 2） 

・昨年１２月に刊行した第３巻 通史編 近現代をはじめ、既刊書籍の販売状況について報告した。 

（事務局説明） 

第３巻の予約申込は合計３１３冊で、前回（第５巻）と比較して１０数冊の増加、ほぼ横ばい状況に 

なっている。内訳は、市民の方の予約が６４冊で２０％程度、書店委託分が１３０冊で４２％程度を占

めており、これまでと同じような状況が続いている。変化があったのは市外の方のパーセンテージが

増え、職員の購入が減ったことである。 

これらの予約に加え、第３巻および他巻の一般販売を含めた昨年度の売上冊数が３２４冊、他の

巻を刊行した年に比べてやや少ない状況になっているが、第３巻の販売開始が３月であったため、

売上の一部が本年度に入ってくると思われる。また、ここにきて上野市史を含め旧自治体史の売

上の減少が顕著になってきている。 

 

〈報告事項についての意見や質問〉 

 

（委員）甲賀市史が道の駅において販売を実施している。それが良いかどうか分からないが、島ヶ

原温泉やぶっちゃの湯、或いは道の駅あやまなどでの販売も可能ではないか。 

（会長）道の駅は市内に二つあるが、地域をピーアールするようなコーナー等があれば、併せて置

いておくことも有益ではないか。販売場所の検討をお願いしたい。 

 

３．協議事項 

（１）第２巻 通史編 近世 について（資料 3）  

（事務局説明） 

４月１９日に開催した近世史部会において原稿の提出状況を確認したところ、その時点での提出

率は４５％（項目数）で半数に達していない状況であった。部会では、未提出者がどのようにすれば

提出していただけるかを相談し、その内容を踏まえて未提出者に対し、催促や事情の聞き取りを実

施した。その結果、執筆時間が取れない方には途中で執筆を断念していただき、残りの部分は別

の執筆者に振り替えるような対応を行い、現在の提出率は頁数で８６％、項目数で８３％という状況

になっている。 

提出された原稿は、部会長と事務局で順次、内容検討を進め、内容の過不足、或いは表現の

良し悪しを検討している。この検討については、２割ほどが終了していないので早急に進めていき
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たい。項のタイトルについては、少し変更があるとは思うが、全体構成については、これ以上大きく

変わることはない。全体をご覧いただき、お気付きの点などご意見を頂戴したい。 

 

〈協議事項についての意見や質問〉 

 

（会長）作業も進んでいるようだが、提出率が８６．９２％（頁数）ということで、今年度で終わるかどう

か微妙な状況にあると思うが。 

（事務局）年度当初から原稿の提出状況をにらみながら、印刷製本のタイミングを検討してきた。

例年、年度末に原稿を取りまとめ、年度初めに入札・契約、１年をかけて校正作業、年度末に

は刊行するというスケジュールで進めてきたが、ある程度の原稿がそろって入稿できる状態で

ないと手続きも進められない。ようやく原稿の提出率が８割を越えてきたところで、９月以降、契

約・入稿の作業を進めていきたい。ただし、年度当初に入札・契約をして、その春に刊行とい

うこれまでのスケジュールを考えると、年度内の刊行は厳しい状況と言わざるを得ない。つい

ては、今年度の刊行としているところを来年度上半期の段階で刊行したいと考えており、その

ことについて委員の皆さまのご了解、ご理解を頂きたい。 

（会長）現段階でそれで良いとは言えないが、結果としてそうならざるを得ないというところで、委員

の皆さまにはご理解を頂けたらと思う。第３巻の発刊に際しては、年度内と言ったのならば、民

間だったら遅延は許されないという厳しい意見を頂いた記憶がある。努力はすべきだが、現実

的にそのような状況というところか。実際の契約は当初から来年度ということか、今年度中に完

結しないので来年度にわたって事業を執行できるような状況で契約をするのか。 

（事務局）契約は出来るだけ早く行いたいが、１２月議会での予算の繰り越し措置などを検討しなが

ら来年度の完成を目指すということにさせていただきたい。 

（会長）あくまでも年度内にやるという姿勢を示した上で、もしも延びてしまったら手続きをしていくと

いう説明か、そのような理解でよいか。項目の整理は以前から進めているので、現段階におい

て変えていくことには難しさもある。あとは執筆者と部会で詰めていただきたい。 

 

（２）第７巻 年表・索引 について（資料４～６）  

（事務局説明） 

①書籍の仕様について 

前回の編さん委員会で年表の体裁（縦書き・横書き）について議論をいただいたが、決定に至ら

ず、今一度、編集委員会で検討をいただいた。その結果、索引が横書きであること、縦書きよりも

横書きの方が字数がたくさん入ること、最近は横書きの方が馴染みやすいということなどから、横書

きで進めることで議論をまとめていただいた。なお、今回の資料については、暫定的にサンプルとし

て３５行横書きでお示しさせていただいている。 

書籍のボリュームについては、これまでの資料編・通史編は 1,000 頁を目安に作ってきたが、年

表・索引をどれぐらいにするのか検討を進めたところ、近代の新しい時代、いわゆる昭和の大合併

後になると、情報量も増え、媒体も増えるので、１年１．５頁ぐらい、直近の１０年はやはり細かく後世に

最近のことを伝えるため２頁ぐらい、逆に昭和３０年以前は情報量の問題もあり、１年０．７頁ぐらいで

案分し、明治から平成の年数を掛け合わせていくと、近現代の部分で１３５頁ぐらいになる。それ以

前の時代は各自治体史の時代別頁数を調べてみたところ、近現代、明治以降が５５％、江戸時代、
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近世が２５％、中世は１２．６％、原始・古代が７．１％であった。これを近現代が１３５頁である伊賀市

史で割ると、古代が１７頁、中世が３１頁、近世が６２頁、合計２４５頁という目安になる。他の自治体

史で年表と索引が一緒に載せられている書籍の年表と索引の割合は１：１、或いは６：４、７：３とさま

ざな割合であるが、仮に年表が６割、索引が４割で計算すると、全体が４００頁ぐらい、年表・索引が

半々だと５００頁ぐらいになる。今までの上製本・函入りという形で書店に並べようと思うと、３００頁は

最低欲しいというお話も窺ったので、４００、５００頁であれば同じように並べても遜色ないと考えいる。

結論としては、５００頁を目途とするような年表・索引にしたいと考えている。 

なお、今後の検討課題として印刷部数の問題がある。刊行後の販売数は巻によって差があるが、

以前の編さん委員会では長い目で考えた時に同じ部数で刷っておいた方が良いのではないかとの

意見も頂戴し、通史編・資料編は１，２００部で通してきた。年表・索引についても同じ部数にするの

か、或いは他市の事例、販売状況を想定して減らす方向で考えるべきか。印刷経費や在庫管理

の問題もあるので、出来れば少ない部数にしたいと考えている。 

 

②掲載内容について 

 【古代・中世史】 

第４巻掲載の綱文を基礎データとし、そこから選択をしていく。さらに第４巻掲載の木簡や棟札、

第１巻の仏像・化石・考古学の話、そういったものも適宜、反映していきながらデータを作った上で、

編集委員に絞っていただくような方法で進めていきたい。課題は、地質の時代や考古学の縄文時

代、或いは〇〇天皇の時代など、西暦の表記と他の表記が交じりあうことにあったが、編集委員か

ら適宜、整理をしながら掲載していくように指導を受けた。また、一つの出来事、事件が長期間に渡

っている事柄については、画期や区切りで掲載し、全部を掲載するのは止めるといった意見も頂戴

した。 

 【近現代史】 

第３巻をベースにして年表の項目を抽出する作業を進めてきた。抽出にあたっては、事務局で

暫定的な基準を設け、明治・大正、昭和１２，１３年頃まで作業を終了し、それに加えて戦後の経済

成長を遂げた昭和４５年あたりの作業を済ませている。 

近現代は、昭和の大合併以前と以後、戦前・戦後では自治体数も異なり、史料の数、情報量も

変わる。そういったことから編集上の基準も異なったものになる。昭和３０年以降は出来るだけ掲載

項目を多めに設定したいと考えている。昭和３０年以前の郵便局・産業組合の設立に関しては、伊

賀地域で初のもの、それから旧市町村レベルの主要なもののみ。昭和３０年以前の建設事業に関

しては、実現したもののみ。昭和３０年以後では、工場建設・大規模開発事業については、非常に

大きな影響を与えている場合もあるので計画のみの段階でも掲載する。現在、操業している大規

模工場についても掲載する。地方選挙については、昭和３０年以前は自治体数が多くて大変なの

で掲載しないが、旧自治体レベルの市町村長名は掲載する。個別の施設・建物の建設などは、そ

の事業着手、完成、完成時期については完成式・落成式という日付の分かっているものについて

掲載する。施設の建設で似たようなものがある場合、学校などは伊賀地域で最初のものだけにする。

全国的に行われている国勢調査、米の生産調整といったものは掲載しない。以下、個別にとりだし

たらきりがないもの、学校・町内に関すること、個人の事績、災害、文化財指定、道路、橋等につい

ても市域で初、珍しいもののみにする。 

こういった基準に沿って第３巻を中心に、第３巻の付図も含めて基礎データの項目としたい。その



 5 

 

他、旧自治体史の巻末年表、広報、市政要覧・町村政要覧等を主な参考資料として適宜、各小

中学校・高校も含めた周年記念の記念集等を参考にしたいと考えている。他に新聞記事も利用し

ていきたい。掲載年は、出来るだけ最近の事柄まで取り上げたいという考えから刊行予定年度の１

年前、本年の１２月までの項目を拾いたい。 

 

〈協議事項についての意見や質問〉 

 

（会長）全体のバランス、頁数について近隣自治体の例をみながら提案があった。頁数については、

最低でも４００頁、出来たら５００頁ということであった。一定の基準、目途を付けていかないと、

史料が多すぎてきりがないというのは目に見えている。だいたいの基準も示していただいたが

如何か。 

（事務局）基準はあくまで目安である。何もないと選べないので基準を作ったが、これに当てはまる

かどうかは個々の事例を見ていかないと、迷うことの方が多いと思う。地域バランスもあるので

色々なことを勘案し、一律、基準に沿って線引きをするようなことはせずに選びたい。 

（会長）明確な基準というよりニュアンスであるということか。 

（監修者）年表については、各部会が担当して作ることはない。通史編と資料編が基礎になるという

ことで、むしろ事務局で基本的なものを作成してもらう。古代・中世、近現代、近世はまだこれ

からだが、その事務局を担当した人がまず作る。だいたいこの目安で作って、担当が疑問に

思うところは各部会の責任者に相談し、それでも結論が出ない場合は編集委員会で調整を

する。こようにして形が徐々についてきたところで編さん委員会にお諮りしたい。 

資料として既に明治期のものが提示されているが、明治はこのぐらいになるか。しかし、昭和

３０年以降、或いは平成になってからは年表が１年１頁ではとても足らないであろう。ただし、本

来は年表というように表なので、２頁も３頁も１年で続くというのは違和感がある。膨らんでも２頁

ぐらいで収めたい。実際には事の重みが色々あるので、あるものは載せ、あるものは基準内で

あっても落とすということが出てくる。編さん委員会に出来るだけ早めに提示するように努力し、

意見をいただいて、是非入れて欲しい、或いはこれは要らないという意見をいただく時間をと

る手順で進めたい。 

（会長）実際の作業を見ていないので分からないというのが正直なところか。こういった形で作業を

進めていかれるが、意見も無いようなので、この項については閉めておきたい。 

 

４．その他 

（１）資料の保存と公開・活用について 

（会長）９月議会で現在の庁舎をどうするのかということが大きなテーマとなっている。そもそも残す

か残さないか。市長は選挙公約で残すということで当選されているが、残す価値と建物として

耐えられるかという議論がある。建物として耐えられるかということについては、専門家の方々

で協議をしていただき、必要な修繕・補強をしっかりすれば十分に耐えられるとの回答をいた

だいており、新築に比べてはるかに安価に改修できるということであった。しかし、議会は新し

い方が良いという感じで意見も多々出ている。公共施設はお金もかかる訳なので、出来るだけ

必要なものに絞りながら、使えるものは使っていくという方向で考えている。 

その関係で、従来から編さん委員会で議論されている収蔵品について、この青山庁舎も耐
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震性が無く、必要なものを新たに再編・整理しようという大きな方向性が出ている。具体的な

議論はこれからだが、現在、間借りしている市史編さんの収蔵物をどこに安心して預けるのか

ということを議論しないといけない。 

（監修者）監修者を引き受けた直後ぐらいに収蔵資料についてお願いをした。それは、市史編さん

事業で集めた資料を将来に向けて、或いは公開利用するという場合もあるが、市そのものが

毎年作っている公文書を将来どうされるのかということも一緒に考えていただきたい。県レベル

になると公文書館を単独で作ることも比較的容易になっているが、市町村で作るとなると、な

かなか難しい。ただし、今まで無いかというと、市町村でも公文書館を持っているところはある。

将来にわたって一番足下の行政資料をどのように残していくかを収蔵庫の問題と一緒に考え

ておきたい。 

（会長）そういったご意見も過去には出ていた。利活用の面では、歴史民俗資料館的なもの、場合

によっては図書館、市長は美術博物館的なものと言っているが、複合的なものの方が少ない

経費で効果の高いものができる。 

（委員）公文書なり資料を保存していくというのは、一定の目安として年を切って、〇〇年にはその

計画を出すというような必要がある。この位置付けをしっかりしていくべき。伊賀市史が終わっ

ても、編さん係は続けていくのかということもある。建物だけの問題ではない。財政面など色々

あると思うが、個人的には永年で続けていくべきだと思う。 

（会長）編さん作業も進捗が見えてきた中で資料をどのようにするのか、組織面での検討もやってい

かなくてはいけないと内部では言っている。ちょうど建物が期限という話で、むしろ建物そのも

のを５年間を目途に計画を作っていこうと検討を進めているので切り離せない。そういう意味で

は待ったなしに議論だけは進めるべきで、行き先があってこそ次のステップに進める。 

（委員）最初の時から資料をどにように整理していくか、どこへ持っていくかというのは非常に大きな

問題になっていた。空き校舎を利用したらどうかという意見もあった。今、旧庁舎を使って図書

館をという話がある。議会が随分、反対しているようなことを新聞では見せてもらうが、あの辺り

にしっかりとした図書館を作って、その端、または旧庁舎内にしっかりとした資料館を作ってい

ただいた方が、図書館へ行った際にでも公開しているものを見せていただける。 

（監修者）今、空いた校舎というのはどの自治体でもたくさんある。しかし、そもそも収蔵するために

作った建物ではないので止めた方が良い。公文書館というのは利用度が図書館等に比べて

絶対的に少ない。しかし、どこにあるべきかということを考えると、私は役所の近くにある方が良

いと思う。公文書館を作ると、利用者の半分は行政の人である。伊賀市では公文書館法に準

じた条例等はないと思うが、基本的には３０年で全て本庁から離すというのが原則で、文書館

に移して一定のものを永年保存していくというスタイルを作り上げなければならない。そういう時

に一番使われるのは役所だと思っているので、遠方へ持っていけばほったらかしになる。 

（委員）現庁舎地に計画されていた新庁舎の図面には資料室があったと思う。その計画図面では

資料室の面積が狭すぎた。新しく作るのならば、かなり広めにとっておかないといけない。 

（委員）場所ももちろんだが、人材の面でもこれまで事務局の方々を中心に、委員の先生方との人

脈を作ってこられている。研究的な側面の財産も継承していただけけるようなものが必要であ

る。結果的に場所がということで、核になるような場所、資料館であったりになるのかもしれない

が、是非とも専門にこれまで仕事をしてこられた事務局の方を中心に地域の方々に地域のこ

とを知ってもらう機会ができたらと思う。 
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（会長）刊行されると、やれやれという気持ちも正直あるかと思うが、地元のことを学んで深めていく

というのは大きな財産である。 

（委員）先ずは市内の方と思うが、観光でも特に注目されている部分があるので、市史も注目され、

近世編でも上野天神や忍者などは最近よく話題になっている事柄である。観光の側面でもこ

れまで使われてきた資料を活用していただけたらと思う。 

（委員）大山田では今の保育園のところに行政書類がいっぱい保管されているらしい。それを今度

また公文書館なりにした時に整理できるのかどうか不安である。それを、旧町村の貴重な資料

が散逸していかないように系統立った整理の仕方、広い場所、そういう各町村の歴史を残して

いけるような規模、仕組みを作っていただきたい。 

（会長）どれだけ残っているのか把握が必要であろう。 

（監修者）１年に作り出される現在の行政文書をそのまま残すと、国の場合は２年ぐらいで国立公文

書館がいっぱいになる。文書を整理する人間をアーキビストといい、大学院を作って育てる教

育システムもでき、アーカイブ学会も出来ている。私も京大の大学文書館に関わり、１０年以上

館長もやったが、その中で分かったことは、要するに残すのは意思決定したものを確認して残

す、何かを決めた、それをどう決めたかというものが分かるようなものは残す。それ以上残すと

いうことは不可能で、それだけに特化すると行政文書の５％ぐらいになる。しかし、実際に選別

する作業をやってみると、とても５％まで削ることは出来ず、１割、場合によっては２割ぐらいは残

さざるを得ない。それで当面はやってみて、もう一度次の段階で踏み込んで選別していく作業

をする。それを徐々にやってもらうのが良いと思う。 

（委員）行政文書を編さん係へ引継ぐ際には、決裁をとってそこで取捨選択するシステムをしっかり

としないといけない。仕組みだけでなく、それを守らないといけない。この認識を行政マン全員

が持ってないといけない。ところが、そもそも縦割り的な行政で、横の連携が取れない。文書

を通じて仕組みをしっかり作って、守っていく。これは総務部長の仕事だと思う。いくら建物の

議論をしても無駄に終わってしまう。いっぱい倉庫を建て、その空き部屋に突っ込んでる。仕

事が終わったら終わりということでどんどん処分されていく。大事なものが捨てられていく一方で、

市史編さん係が一生懸命探している。その繰り返しである。 

（事務局）事務局で計画を立て、毎回詰めていけばこういう形にはならないが、編さんとの両立とい

うのは正直しんどい。ただし、先般も課長から本格的に資料の行く末について考えないといけ

ないという指示も頂戴した。議論が幾つかあるが、その一つが行政資料で、市史編さん係にも

あるが、本庁の永年資料もある。或いは図書館の貴重書庫に明治期の議会録があったり、そ

れをどこが主体的に将来的に管理するかという問題がある。それから公文書館、廃棄簿冊を

誰がセレクトして、歴史資料として位置付けるという法的な区分、条例なりでこれは行政資料、

いわゆる情報公開条例の対象とは別の資料という位置付けをする。それからさらに建物の問

題と幾つか議論を経ないといけない。編さん作業自体も先が見えてくるので、庁内で少なくと

もそういった分散して保管されているものから議論を進めていくようにという指示を課長からい

ただいた。行政簿冊は、システム上は廃棄簿冊は毎年、総務課文書法制係で対応している

が、それを周知徹底すべきとの意見だったと思うので、今後の課題としたい。 

（委員）庁舎問題でも建物の問題が議論になる。新しい庁舎が出来るということは、そこでどういう活

用をしていくかということが大事である。条例か規則を作って、決裁をしっかりとって、これは残

すという仕組みを作る。建物の議論よりも出来ることからやってもらいたい。 
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（事務局）意見は本当に重く受け止めている。内部でもどうしていったら良いかと考え、旧自治体の

永年保存文書もばらばらで保管しているので、いずれまとめさせていただきたいと思っている。

活用の部分、組織についても今後どういった組織でいくのが良いのか内部で考えているが、ま

だ発表できる状況ではないので、十分に検討していきたい。 

（監修者）文書を作った人が捨てるというのは難しい。逆に、作った人は不都合なものは皆捨ててし

まう。それをやらないためには全ての文書は作ったところで捨ててはいけない。文書館に全部

を移管するというのが基本である。選別は文書館の人がする。ただし、これは理想的パターン

で、実際には出来きない。しかし、基本的な考え方はそのようにして、行政の各部局でファイル

の目録を作り、このファイルは基本的には部局で捨てるというような基準を作りながらやらない

といけない。１年分を文書館に運びこまれても実際には機能しない。基本的には作った人が良

くても悪くても、それが一つの歴史という結果なので残すべきだが、内部ではなかなか出来な

い。一端、文書館に移してそこで判断して残す。そのかわり直ぐに公開することは基本的には

ない。３０年とか５０年の公開までの時間、幅は持たせなければならない。現在の国の公文書

館法というのは、そういうところがいい加減になっており、本格的にやろうと思うとお金がかかり

すぎるのであろう。日本の国立公文書館にいる職員の数が１００人を越えるか越えないか、アメ

リカは２，０００人もいる。国の大きさが違うので半分でも良いと思うが、これは努力の問題でもあ

る。伊賀市は先進的な像を示していただければと思う。 

（委員）５，６年前に支所で物を借りた。今年、同じ物を借りようと思ったら、それはもうどこの所在か

分からないとなる。支所の統廃合、課の編成も含めた問題である。組織も当事者がいる時は

考える。これは残しておけよとなる。ところが、その人がいなくなり、組織が変わっていくと無くな

っていく。そのあたりを引き継いでいくような組織が大事である。 

（委員）例えば本庁から見た場合、あれは旧町村の資料で、伊賀市の資料ではない。各支所が管

理している。本庁から見たら支所の永年書庫がどこにあって、どういうものが入っているか知ら

ない。探せとなったら支所に聞き、支所で探してくる。その次に、支所でもその町村出身で、何

かそれに関わった人なら、自分の書類が可愛いから一生懸命見る。ところが、上野から来て

いる、阿山から来ている支所の人はそのような認識もないので、本庁と同じである。どうやって

整理をしていったら良いかは確かに難しい。やりたくない、関わりたくない、そういう気持ちもあ

るだろうと思うが、仕組みを作って整理していかないと残っていかない。 

（委員）部屋を移しただけでばらばらになる。それが２，３回続くと繋がりも出てこない。 

（委員）コンピュータは人的なところの手立てにはならないか。時間的なもの、手続きの問題はある

が、圧縮もできる。資料は資料として残し、それがどこに保管されているのか、どういう手続きで

閲覧できるかといった索引的なものはコンピュータが得意じゃないか。 

（会長）いかにアーカイブできるかということか。 

（監修者）情報公開法等のために行政は必ずファイルのリストを作っている。それを文書館に移管

する時にリストをそのまま移管することになる。細かな内容は無理だが、基本的なところは住民

の皆さんが利用されていることと思う。 

（会長）問題は情報公開条例がどの時点からスタートしているか。県では昭和からたが、市町村だと

平成、合併前にバタバタとやっていた市町村もあったと記憶している。それ以前はリストすらな

いのではないか。そういった部分も含めて検討していかなければならない。 

（委員）私も行政にいたが、庁舎が変わるごとに担当者も変わっていく、運ぶのも大変なので半分ぐ
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らいは捨ててきた。しかし、それが欲しくなる時がある。今度、新庁舎に変わられる時、上野市

の書類をどのように残していくか、一箇所に集めて変わらないのが一番有効だが、変わられる

時のこと考えて整理し、分かるように残してほしい。 

（副会長）図書館も蔵書がパンクしており、廃校舎を利用して収納している。一旦、そうして置いて

しまうと整理にかからない。取り敢えず収納できたということで整理が出来ない。色々と寄贈い

ただく分もあり、前のものが整理できていないので、一旦置いておくと、また整理が出来ないと

いう繰り返しになってくる。文書関係も各支所に散らばっているということになると、考えていか

ないといけない。やはり専任の人、これをするのが仕事という人を付ければ、系統的にも取り組

んでいけるかと思う。学校統合も進み、閉校した学校が昔のいわゆる沿革的な資料を一体ど

こでみてくれるのとか教育委員会に聞く。取り敢えず教育委員会で預かることになるか、或い

は新しい学校へ行くことになるが、新しい学校もそのような資料は置かないので、大概は捨て

てしまうことになる。 

（会長）待ったなしの状況に入りつつある。編さん作業も大変だが並行して議論を進めていきたい。 


