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平成 24年度 第２回伊賀市史編さん委員会会議概要 

 

日  時：平成２５年１月２８日（月）１３:３０～１５:２０ 

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）、藤井委員（兼監修者）、中森委員、西委員、西田委員、藤田委員、廣 

澤委員、澤村委員、水口委員、和田委員、山下委員 

     橋本総務部長、澤田総務部次長兼総務課長、笠井係長、山本主任 

     伊賀市歴史研究会職員山中千尋 

欠席者：野口教育長（副会長） 

事  項：１．あいさつ 

      ２．報告事項 

      （１）事業経過及び編さん作業の進捗状況について 

      （２）書籍販売状況・普及啓発活動について 

      ３．協議事項 

      （１）第３巻 通史編 近現代 について 

      ４．その他  

  

１．あいさつ 

・総務課長司会進行 

・新会長就任のあいさつ 

・新副会長就任と欠席の報告 

・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）事業経過及び編さん作業の進捗状況について】 （資料１～４） 

・事務局から前回の会議（平成２４年７月９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、下記のとおり報告した。 

（事務局説明） 

① 編集委員会 

編集委員会は、１１月２８日に本年度第３回目の会議を開催し、９月末に刊行した第５巻 資料

編 近世の販売予約状況等の報告と、各部会の進捗状況について検討した。また、辞任の申し

出があった近世史担当の亀岡編集委員について、その辞任を了承し、もう１名の近世史担当で

る東谷編集委員を中心に部会を再構成する方向で了解を得た。次回の編集委員会は２月２２

日を予定している。 

② 近世史部会 

   ９月末に第５巻を刊行することができた。６月頃に入稿し、前回の編さん委員会以降、３回目の 

校正、４回目の校正、最終チェックを実施し、編集委員や監修の藤井委員にも原稿をご確認い 

ただき、ご指導をいただいた。第５巻を刊行して以降は、１月１４日に部会を開催し、東谷編集委 

員を中心に活動いただくことの確認と、通史編に向けての目次検討作業を始めた。次回の部会 
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は３月下旬を予定している。なお、第５巻では、１４名の執筆者で部会を進めたが、通史編に向け 

て各執筆者の負担を減らすため、更に執筆者を増やす方向で検討している。 

③ 近現代史部会 

近現代史部会は，前回の編さん委員会以降，７月２２日に今年度第２回、９月４日に第３回、１１ 

月１８日に第４回の部会を開催し、１月３０日には第５回の部会を予定している。また、執筆者個別

の資料調査による現地確認・資料閲覧も実施しているが、遅れ気味の感は否定できない。 

目次案については、１１月２４日と１２月２３日に担当者分会を開催し、３章以降に多く残っていた 

未確定部分について確認作業を進めた。また、第３巻で対象とする時代については、前回報告

の昭和５０年代を変更し、平成１０年頃までを対象とすることとした。なお、５・６章の戦後の初等教

育と文化・芸術の項目については、現段階で執筆者を絞りきれていない。地元関係者に情報を

ご提供いただき、事務局で取りまとめる方向で進んでいる。戦後初等教育分野については、部

会とは別に、戦後学校教育分会を開催し、内容の整理に努めている。現時点でも、小見出し欄

の空白が目立ち、検討の必要な部分がある。章題・項題・節題についても課題が残っている。 

資料１の３番目にある資料調査については、遅れていた産業関係を重点的に進めた。そろそ   

 ろ区切りをつける時期になっているが、明日も聞き取り調査を予定しているような状況で、全体的

に遅れている感がある。 

 

〈報告事項についての意見や質問〉 

 

（質問）第３巻の執筆者一覧を確認したが、地元で非常に詳しく、知識があって、書ける人がいるの

にどうして執筆者に入らないのか。 

（回答）聞き取りをさせていただいたり、市民の方からのお問い合わせに対してご協力をいただいて

いる。除外しているわけではなく、色んな形でご参加いただき、ご協力いただくのが一番よいと

思っている。 

（質問）目次に関連して、旱害・水害については入っているか。 

（回答）５章の６節に昭和２８年災害がある。また、２章の１節５項の日露戦争後の地方改良運動と模

範村のところで旱害・水害がある。目次では二つの時代にしか入っていないが、農業分野な

どで触れていただくように進めている。 

（意見）旱害の方は、『東北伊賀五ヶ町村旱害史』もあるので参考にしてください。 

（質問）執筆の基本方針は確認され、共通認識の上で書かれているか。特に通史編は、興味の持

たれるところだと思うので、史実に忠実なのは当然で、その史実から学んで生きていくための

貴重な資料になると思う。 

（回答）前回の第５巻の時にも議論いただいて問題になったと思う。いわゆる部落史の問題があり、

近世においては色々な立場の方を紹介すると申し上げた。それは、近現代の通史についても

同じことで、部会でも話はさせていただいている。項目の中で、部落改善事業や在日の方の

問題を取り上げ、叙述いただくことになる。 

（質問）目次案には就学前教育があるが、就学前保育も入ってくると思う。目次に出てきていない

部分が気になる。 

（回答）就学前教育（幼稚園）については、小見出しができていない部分になる。保育所は社会福

祉の分野で触れていただくことを確認している。取り上げなければならない項目が非常に多い
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ので、どこまで細かく触れられるか難しいが、取り上げないわけにはいかないので、触れていこ

うと思う。 

（質問）祭りについて、項目には上野天神祭と書いてあるが、伊賀市一帯で天神祭だけを取り上げ

るよりは、旧来の町村にも文化があり、歴史があるので、伊賀町には伊賀町、例えば大山田だ

ったら祇園祭もあるので、その辺も書いていただけるのか。 

（回答）部会において、都市と農村の循環を取り上げる中で、祭りは大事であるとの話があった。部

会にも伝えて検討していただく。幾つかの祭りの取材、聞き取りもさせていただいている。 

（意見）伊賀には上野天神祭だけしかないわけではないのでお願いしたい。 

（意見）福祉の状況が変わってきている。特別養護老人ホーム、ケアーハウスなどの福祉施設が

出てきている。それをどのように表していくか。また、民俗については、通史の中へ入れていか

ないのか。 

（回答）民俗の領域に含まれるようなものは入らないと思っている。 

（質問）祭りもそうだが、多くの年中行事もあるが。 

（回答）執筆者が、暮らしの中で、民俗的事象をどのように取り上げていただくか検討していない。

近世の通史編になると、神社や寺院の話が出てくるので、講の資料などを使い、各所にある

祭りを江戸時代にスポットを当てて描くことはあると思う。その後となると、全般的な議論はして

いない。最終的には、近世の方にお願いすることになるかもしれない。 

（意見）伊賀組紐は、明治３５年頃に出てくるが、江戸時代からあるという説もある。江戸時代より前

だと武具などしかなかったが、明治３５年頃から帯締に変わってくる。伊賀組紐がいつ頃から始

まったかということを中心にまとめた資料に『伊賀組紐七十年史』がある。必要なら提供する。

組紐は近世から出てくるかもしれないが、通常、使っているのは明治３５年ぐらいである。伊賀

組紐・京組紐・江戸組紐という仕切りの中で、伊賀組紐を書くという書き方をしていただけると

よい。 

（意見）書き切れない部分は、今までの市町村史を参照いただく形がよい。ただし、その場合は、少

しは触れてもらうということになる。   

（会長）掲載項目については、どこまで入れるか難しさはあるが、今日いただいた意見を反映できる

よう検討いただきたい。 

 

【（２）書籍販売状況・普及啓発活動について】 （資料５・６） 

・９月末に刊行した『第５巻 資料編 近世』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） 

本年度の旧自治体史を含む書籍の販売状況は、第５巻の予約１６０冊、通常販売１２冊を含め、

現段階で合計２８０冊の販売となっている。最終的には、資料編の近現代を刊行した一昨年度の

数値をやや上回るあたりで販売数は落ち着くものと思われる。 

第５巻については、書店受付け分も含め、予約数の合計が２９９冊で、既に刊行済みの第４巻と

第６巻の各資料編と比較しても平均的な数字となっている。また、第５巻の刊行に併せ、第５巻で所

蔵資料を掲載した文化財施設の入交家住宅でも書籍販売を開始している。 

普及啓発活動については、ケーブルテレビと提携して何か番組をという提案を受け、山下委員と 

ともに昨年度末より「伊賀の歴史探訪」という番組をさせていただいている。また、三重大学と商工 

会議所と市が連携で市民講座を開いており、１１月２４日に話をさせていただいた。 
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<報告事項についての意見や質問> 

 

《普及啓発活動について》 

（意見）道の駅との提携はされていないのか。まだなら書籍を置いてもらえるか聞いてみるので考え

ていただきたい。地域を見にこられた方が立ち寄る可能性は十分にある。 

（質問）三重大学伊賀連携フィールド市民講座とあるが、このような講座がいつ行われているのか

分からない。 

（回答）三重大学と商工会議所と市が、ハイトピアに大学連携フィールドという一部屋を作り、そこを

中心に市民講座をしている。三重大学の先生とお付き合いがあったので、何かお話をというこ

とでさせていただいた。私どもが主催ではないので、ピーアール等をどのようにしているのかは

分からない。チラシ等を配布していたとは聞いている。 

（質問）「伊賀の歴史探訪」を見過ごした時には、どこかで見せていただくことはできるか。 

（回答：委員）昨日の夜から小天狗清蔵を放送し、繰り返し何十回も放送している。毎日 30 分見て

いただくと映るようになっている。ビデオで見ていただくようなことはできないか。 

（質問）自身で見るというよりも、グループ等で見るようなことはできないか。 

（回答：委員）勉強会のような形ならば可能かもしれない。個人で見過ごしたから見せてくださいとい

うのは無理である。 

（質問）グループで勉強会をということならば、ビデオを貸していただくことも可能ということか。 

（回答：委員）お申し込みをいただく形になる。 

（質問）販売をしているということではないのですか。 

（回答：委員）そういうことではない。繰り返し放送しているので、録画予約もしていただけると思う。 

（会長）せっかくの市史編さん事業なので、ピーアールして関心を持ってもらうことが大切である。来

月下旬の伊賀学検定などにも関心の高い方がおられるであろう。色んな形でピーアールでき

ればよいと思う。 

（意見）検定委員をしているが、今回初めてふるさと会館いがで行う。市職員も是非受けていただき

たい。 

（質問）伊賀連携フィールド市民講座というフィールドワークのようなものは、啓発として非常に興味

を持たれる方も多いと思う。どのようなことをなされたのか。 

（回答）フィールドワークということではなく、連携フィールドということで、三重大学が伊賀にフィールド

を置いて、市・地域と提携して忍者・忍術学講座を企画されたと聞いている。市史の中では、

忍者・忍術というのは歴史とマッチするものではない。できるとしたら、伊賀衆が戦国時代に城

に忍びこむ資料が出てくるので、そのような資料を使って、史実をお話させていただくことであ

ったので、そのような話をさせていただいた。 

 

《資料の保管について》 

（質問）市史ができた後の資料の公開が課題となる。多くのバリアがあって難しい中で、一部だけ持

ち出し、入交家住宅などへ置くことは可能なのか。 

（会長）貴重な資料だと保管等の課題もあるかと思う。 

（質問）従来から課題となっているように沢山の資料があるので、資料館のようなものを造るのが一
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番よいと思う。前教育長は、空き教室がいっぱいあるので、箱物は造らなくてもよいとおっしゃっ

ていた。近現代が終わる頃からそのような方向性を検討していくことも必要と思うが。 

（回答）資料館のような所で、伊賀市の所蔵資料を展示してご覧いただくことと、もう一つは、問い合

わせに資料を公開する手続きを整理することが大事だと考えている。委員がおっしゃっていた

だいた展示施設で公開するというのも一つであり、同時に紹介・お問い合わせ・閲覧申請に対

し、手続きを定めて公開できる体制にすることも大事で、それらも含めて以前から課題になっ

ている資料館をどうするのかという議論になると思う。 

ご指摘のとおり、編さん事業も半分を越えてきた中で、資料の公開・保存も含め、集めた資

料について、編さんが終わるとどこにいったか分からない、無くなることがないように、どのように

管理して、どのように公開するかについて、ご意見・お知恵をいただいて進めていきたい。 

（質問）それに関連して、私の所蔵する資料も多く見ていただいたが、こちらで翻刻・作成したもの

が残っている。それらをどのように保管されていくのか。 

（回答）収集資料は、編さんに必要なので資料をご提供くださいという形でお願いし、見せていただ

き、写真を撮るなどしてデーターやフィルムで保管している。その中で、必要と思われるものを

翻刻している。写真になっているものについては、市の所蔵資料ではないので、所蔵者の了

解がないと見せられませんということで、原本所蔵者が見せてもよいといっていることが書面で

確認できた場合に閲覧をいただいている。これらは調査資料として整理・保管・管理してい

る。 

委員がおっしゃたタイプで打ったものについては、議論が進んでいない。それぞれ作業した

パソコンには翻刻したデーターが入っており、原稿を入稿する時には、電子データーで入稿し

ているので、そのデーターも持っているが、それをどのようにしていくかは、議論が進んでいな

い。 

（質問）最終的にはどのようになされるか。 

（回答）この場で議論していただくことになるかと思う。 

（意見）新しく市長・教育長が替わられ、是非、古文書館のようなものが必要だと思う。潰れた新市

役所の設計では、資料室・書庫が非常に少ないという指摘もあった。行政的には３年から５年

で廃棄してよいことになっているが、歴史的には重要なものが多くある。古文書館という名前は

どのようなものでもよいので、しっかりと念頭において欲しい。 

（意見）ご意見をいただいていた岡本委員が市長になられて、非常にご理解があられると思う。一

つのチャンスだと思う。行政に行かれると、このことばかりではなく、色々なことを考えなければ

ならないが、ご理解はあられると思う。 

（監修者）公文書管理法という法律が国の方で決まっており、国の資料は一応、保全される体制が

できた。情報公開法と個人情報保護法は、大体どの地方公共団体でも条例が作られ、それに

準拠する形で運営されていると思うが、まだ、公文書管理法については、それに準拠した条例

を作っているわけではないので、これは進めていただきたい。 

県レベルだと、全国で２０数県に文書館ができ、行政文書もそこに収められるような体制がで

きているが、市町村レベルではなかなか進んでいない。今後は進められていくと思うが、行政

文書は、保存期間が１年、５年、或いは３０年となっていて、国の法律は３０年で廃棄するとして

いた規定を無くし、その代わりに歴史的公文書という性格を持ったものは、公文書館等に移管

をして、そこからは捨てない、基本的に残していくという体制が徐々に作られている。それぞれ
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の地方公共団体も、それに準拠したような形で進んでいくと思うので、伊賀市でもお考えいた

だいたらよいと思う。 

これは市史編さんだけの問題ではないのだが、市史編さんの立場からいうと、個人宅、地区

から集めたものを今後どのように保全するか、公開する場合は、どのようなルールで公開するの

か、少し丁寧に作り上げていく必要がある。編さんもようやく半ばを超えたところなので、次の巻

の近現代が出たあたりから議論をさせていただけるとありがたい。 

（質問）資料館の話は３年ほど前から出ていて、なかなか棟が上がらない。市史編さんだけでは難

しいと思う。前教育長のように空き施設を使うのも一つであるが、市全体の問題として行ってい

かないと棟が上がらない。この問題は総合計画の中に位置づけられているか。 

（回答）検討しますという形で挙がっている。 

（意見）この場で議論していても難しいのではないか。市の中での議論をどのような形で進めていく

かということを副市長にお願いしたい。当面の間は空き施設もあるので、そこでやろうと、その

ためにはどのような体制を作っていくかということも含め、構造的スケジュールがないといけな

い。ここにいる委員は、既にその必要性を重々わかっている。政治的なことも含め、棟が上が

るようにお願いしたい。 

（意見）保管場所を確保したのでは将来、散逸してしまう。伊賀町の場合、伊賀町史を総務で行っ

てもらい、場所は確保されたが、それは物置であって、何かあった時には出してしまう。○○室

なり、○○館なり銘打ってやらないといけない。空き部屋の利用はよいと思うが、こちらへ固め

ておいてというのでは、１０年、２０年が経った時には片付けてしまえということになる。 

通史は５０年後にはまた変わるかもしれないが、資料は変わらない。通史より資料そのものが

大事なので、是非そのような施設を作って欲しい。 

（意見）収集した資料の目録を早く作って、それだけでも公開できないか。公開することにより閲覧と

いう話にも繋がるが、その辺のところを追い詰めていかないと動かない。整理してから、考えて

からといっていたのでは進まない。提供することにより、次の道が開けてくる。 

（質問）だんじり会館の前にある歴史民俗資料館は活用できないか。 

（回答）ここにある資料を一時的に展示するという意味では２階は利用できると思う。ただ、保管場

所ということになると、３階は資料で一杯になっている。 

（意見）今、市役所での保管場所というと倉庫みたいなもの。耐震性は分からない、防火にも悪いし

保存にはならない倉庫に、宮本竹逕さんの書などが全部保管されている。そのようなことでよ

いのか。このような資料は絶対に燃えてはいけないので、燃えないような整備をきっちりしてい

かないといけない。最近、火事も多いので、あっという間に無くなってしまう。恐らく、こちらの資

料も、きちんと管理できるような所へ保管しておかないと、天神さんの火事もそうだが、一度、

水が掛かってしまうと、半分焦げてしまうと駄目だという話をしなければならない。一緒に考え、

今の体制の中で市役所を建て替える、このまま行くという中で、やっていかなければならないこ

とを早い目にしてもらいたい。 

（監修者）市史編さんだけではできないとおっしゃっていただいたとおり、むしろ行政が公文書をどう

するのかという方針のもと、公文書館の議論は、そこから始まるべきである。自分たちが作り出

したものをどう利用するのかという別のグループの問題である。 

多くの県は、県史編さん事業を行い、事業が終わった段階でその県史で集めた資料が散

逸してしまう。戦前に作った県史も自治体史も、その時に集めた資料がほとんど残っていない。
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編さん者が手元に持っていたものが無くなって散逸した。現在は、個人が持つことが無くなり、

必ず県・自治体が保管する方法になっているが、今度は、部署が無くなり、時間が経つと誰も

見られない、誰も何が入っているのか分からなくなる。これは市史の立場からいうと、見られるよ

うな体制、保管できるような体制を作っていただきたいと市へお願いすることはできると思うが、

文書館を造るということであれば、行政が、自分たちが今作り出した資料をどのようにして利

用・保管していくかという方向性を早急に考えていただく必要があると思う。それが、こちらの市

史のような動きと上手くタイアップできれば、ひとつの後ろから押すことにもなる。 

    私も京都大学で百年史を作り、百年史が終わる２年位前に情報公開法という法律ができた。

その情報公開法に対応するため、大学の行政文書をどう保管していくかを二つの委員会にタ

イアップしてもらい、大学文書館を作り、私もそこの館長を暫くの間務めていた。そのような形

で行っていくのがよい。 

しかし、場所は膨大に必要となる。京大会館という建物を一括して貰い、それを収蔵庫に変

え、防火・湿気対策をすると６億円ぐらいかかった。それは土地・建物が元々あって、中を直す

だけ。新たにとなると、少なくとも 10数億円はかかると思う。地方の財政状況の中で、それだけ

のお金をすぐにといってもなかなか難しいと思うので、やり方は色々と考える必要がある。この

問題についていえば、市史編さんだけの問題ではなくて、市が全体としてどうされるのか、こう

いう契機だから是非やっていただきたいと思う。 

（質問）県史は『県史』を作るだけではなく、資料目録を配ってくれる。市史編さんでは、このような

目録を我々に配ってくれないのか。印刷物として多くの人に配っていれば、後の時代になって

も残る。伊賀市史全６巻も財政難の折、緊縮してやっと６巻ができる。そういうことからいえば、

目録集を作れというのは無理かもしれないが、その位のお金は確保するように努力していただ

き、このような資料があるということを、広く地域の人に知っていただいておくと、重要な資料が

散逸することも無くなるのではないか。そういう目録集を印刷して配ることも考えていただいたら

どうか。 

（会長：質問）目録集という話が出たが、そのデーターベースのようなものは作っているか。 

（回答）行政資料は簿冊単位の目録になり、個人所蔵資料で江戸時代のものは基本的に一点目

録になる。パソコンで入力して、紙焼きをして、編さん事業の中でどういった資料があるのか探

す場合に使用している。何を見せていいか、いけないか。何を根拠として見せていいか、いけ

ないかというところが情報公開とリンクする話になる。 

数年前にその条例の整備について話をさせていただいたことがあったが、その作業も兼ね

合わせていかないと、目録だけ出して、閲覧申請で見せる。個人情報は見せないということだ

けで走ってしまうといけない。法的なものも整備しないといけないと思っているので、目録の印

刷も含めて検討させていただきたい。 

（意見）委員にだけでも配布してください。名張市史を行った時に資料の目録を出しました。あの程

度でよいと思う。あまり深く、重たくしたら進まない。 

（質問）文書管理について、旧市町村では、それぞれの行政が簿冊目録・文書目録を作ったが、

伊賀市になって、その目録とは連動させていないようであるが。旧町村が行ったものがそのま

ま眠ってしまっている。今のものに繋がっていかないと散逸してしまう。調べていただいて、管

理できていくような仕組みを作っていただきたい。別のように避けられる状況は、ちゃんとしてい

ますといえば言葉で美しいが、これも市史編さんと関連して整理いただきたい。 
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（回答）おっしゃっていただいたとおり、永年保存、１０年・5年・３年とあり、永年については決まった場

所に保管させていただいている。   

（質問）文書の目録と簿冊の目録は全部が出ていますか。伊賀市になってから、旧市町村の目録

が切れていると思うが。 

（回答）確認させていただく。 

（意見）確認してください。永年書庫に永年書類が入っている。 それは分かるが、進んでいるとこ

ろは文書１枚まで目録がある。そうでないところは簿冊目録があるはず。資料保存と同じ話だ

と思うので、どのようになっているか見ていただきたい。恐らく、本庁で管理しているのではなく、

いまだに支所単位で管理しているのではないか。 

（会長）合併してから市の組織に変遷があり、特に支所の組織が極端に小さくなってしまった結果、

従来、市町村が持っていた文書がどのように引き継がれているかという問題で、私もそのような

課題があると聞いている。確認して、きちんと引き継いでいけるようにしたい。 

ご意見のあった公文書館なり、貴重な資料を収蔵・展示できるようなところについては、岡

本市長も従来から強い思いを持っている。直ぐにというわけにはいかないかもしれないが、緊

急性のある課題については早急な議論を進めているため、少し落ち着いてからになるかもし

れないが、恐らく何らかの議論が起きてくるのではないかと思う。 

     私自身、１０年ほど前に市町村合併の仕事をしていた。その時にも公文書をしっかりと各市

町村で散逸しないように保管して欲しいと歴史の団体から要請もいただき、各市町村に通知

をさせていただいたことがある。１０数年前には県で文化関係の仕事もしており、その時の議論

でやっと県立博物館を作り、今、最終段階に入っている。県財政も非常に厳しいが、整備を進

めている。これからどのような議論になるか分からないが、必要なもについては検討していく。 

（質問）第５巻を頂いたが、添付しているＣＤを見ると、かなりガードがきつい。印刷ができない。他

のところに添付しようとしてもできない。非常に利用が制限される。現在の流行はあのようなも

のか。 

（回答）焼き増しして流布するのもどうだろうという議論があり、ご指摘の内容はよく分かるが、あのよ

うな形のガードをさせていただいている。 

（監修者）利用したいという気持ちはあると思うが、提供してくださっている人達がデジタル化しては

許可しないというのがある。市史の世界で権利関係、差別の問題も含めて、こういう形では出

してもらってもよいという了解の下での出版物だということで利用してください。しかし、それ以外

の利用が自由にできるような形、あるいは加工されて利用されるようなものは許可しませんとい

うのが出てくる。この編さん事業のように、色々な立場の方から利用させていただく場合は、一

番厳しいところで合わさざるを得ない。 

そもそも、ＣＤを作ることにも抵抗があり、止めろというところもある。確かに、あれば便利なの

で、ずっと付けることになっているが、これはいいけど、これは駄目だというのが沢山ある。１個１

個に別々にガードをかけるというのは不可能に近く、今のところ、伊賀市史はけっこう進んでい

る方だと思う。 

    私は福井県史にも関わったが、通史編はホームページで全部を見ることができ、検索もでき

るようになっているが、資料編については、そういった問題もあって止めている。権利関係が、

なかなか整理できないので、そういう形で止めている。おっしゃるような要求は、今後、考えて

いけばよいと思う。 
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（会長）諸条件から難しい状況であるが、どこまで可能か検討課題とさせていただきたい。 

 

３．協議事項 

【（１）第３巻 通史編 近現代 について】  

・事務局からの提案・説明の前に、西口委員が 7月３１日付けで、岡本委員が１１月１５日付けで 

委員を辞任されたことを報告した。 

（事務局説明） 

先ほど第３巻の進捗状況について話をさせていただいた。９月に刊行した第５巻と作業を並行し

ながら、第３巻の作業を進めてきたが、限られた時間と人員の中で、先に出すべき本の作業が優

先され、後手後手に作業を進めてきたところがある。 

第３巻を出すにあたっては、来年度を予定しているところだが、今年度末までに原稿を揃え、来

年度早々に印刷製本の契約をし、１年間をかけて編集・校正、原稿の中身を検討いただき、現地

の写真を入れたり、図表を作って入れたりということをさせていただく中で、現実的に来年度３月末

というのは厳しいという感じを持っている。 

第５巻を刊行する際に、原稿の工程から判断して、予算の繰り越し措置をさせていただきたいと

申し上げた。第３巻について、来年どうなるか分からない状況で、もう一度、繰り越しも視野に入れ

たが、毎回、繰り越しという形で行うのもどうかというところで、来年度に印刷製本の契約はするが、

支払いは２６年度のある時期という債務負担を設定して、刊行できる時期に幅をもたせる形にして

は、と予算編成の折に事務局で相談した。 

債務負担にすると、２５年度中に支払いができず、２６年度になるので、本は２６年度にしかできな

い。刊行計画では２５年度になっているので、繰り越し措置か債務負担のどちらにした方がいいのか

迷いました。予算編成の時に会長不在であったため、副会長と相談し、自治体史の編さんについ

ては、性急にして間違いがあってもいけないので、時間を掛けて万全を期すには、リスクの少ない

債務負担を選択するのがいいのではないかというお返事を頂戴したので、手続きとしては債務負

担で進めている。 

２６年度のどの時期に刊行できるかは、これからの原稿の出具合にもよるので、今の段階でいつと

申し上げられないが、２６年度の遅くない中で刊行していく形でご理解をいただきたい。 

 

（会長）２６年度としても、できるだけ早い時期にと考えている。しっかりとした内容を検討いただき刊  

   行できればと考えているが、よろしいか。 

 

〈異議なし、協議事項について意見〉 

 

（意見）先ほど延長を認めたが、私は民間の人間なので、常に目標を決めて仕事を進めていく。延

びたとしても、何年何月頃には出しますと次の委員会では言ってもらいたい。そういう感覚でお

願いしたい。 

（回答）今、ご執筆をいただき、３月末で原稿を切ってお願いしているところだが、何を取り上げなけ

ればならないかという検討を進めていく中で、後から執筆をお願いした方もみえるため、資料

の閲覧を終わっていない方もいる。そうはいっても３月末で切って、一度締めて、次の会議の
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頃には原稿の出具合も見えてくるので、その段階でいつ頃という工程をご報告できると思う。 

（意見）いつ出すというゴールを言っていただいたらと思う。 

 

４．その他 

・次回の開催時期について周知（７月頃）した。 

       


