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平成 24 年度 第１回伊賀市史編さん委員会会議概要 

 

日 時：平成 24 年７月９日（月）14:00～15:50 

会 場：伊賀市役所青山支所３階第２会議室 

出席者：角田副市長(会長)、味岡教育長(副会長)、藤井委員(兼監修者)、岡本委員、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、西口委員 

   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 

伊賀市研究会職員山中千尋 

欠席者：田中委員 

事 項：１．あいさつ 

    ２．報告事項 

     (１)市史編さん委員の委嘱について         

     (２)事業経過及び編さん作業の進捗状況について          

    ３．協議事項 

     (１)第５巻 資料編 近世について                 

     ４．その他 

 

１．あいさつ 

・会長あいさつ 

・総務課長司会進行 

・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角田副市長にお願い

し、議事を進行する。 

・事務局人事異動について報告する。 

 

２．報告事項 

【(１)市史編さん委員の委嘱について】 

・平成 24 年２月 29 日の任期満了に伴い、３月１日付けで新たに委嘱した市史編さん委員

（学識経験者：和田忠臣委員・公募委員：山下典子委員、西口和成委員）を紹介した。

また、再任した市史編さん委員へ改めてお願い申し上げ、新委員へ紹介した。 

 

【(２)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２月 10 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 
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４月 30日に第１回目の編集委員会を開催し、前回の編さん委員会の会議結果を報告し、

各部会の進捗状況について検討した。また、７月７日には第２回の編集委員会を開催し、

進捗状況に加え、『第５巻 資料編 近世』にかかる問題について検討した。 

②近世史部会 

近世史部会は、第５巻の編集・校正作業を進めている。現在、３校の校正原稿を印刷

業者に戻しており、約１週間後に４回目の校正ゲラが届く予定。４校校正では、監修者・

編集委員に通覧していただく予定。 

これまで刊行した『伊賀市史』の工程では、４月末から５月にかけて原稿を入稿し、

５回の校正を経て２月末に校了、年度末に刊行してきた。今回の第５巻は、23 年の６月

末に入稿した。入稿前には原稿の状態を確認したが、体制の変更等もあり改めて校正作

業を進めたところ、修正箇所が多数あることが判明した。また、掲載資料については、

可能な限り市域全般にわたるよう配慮したつもりですが、精査をすると差し替えの必要

が生じたりしてきた。そうした結果、これまでの校正に比べて事務局作業が時間を要す

る工程となった。刊行が遅れ大変申し訳ないが、現状では３校を終えた状況となってい

る。事務局体制については、以前にも指摘があったとおり少人数ながらも、懸命に作業

を進めている。予定の校正作業を終えて、９月末ごろには納品できるよう進めて行きた

いと考えている。  

なお、資料１では、資料調査の状況については、執筆者の依頼による原本確認、巻頭

写真撮影を適宜行った。 

④近現代史部会 

現在、第５巻の編集作業に追われており、近現代史に関する業務ができていない。昨

年度の３月に部会を開催して以降、４月 28 日に本年度１回目の部会を開催した。次回は

７月 22 日に予定している。この間、執筆者が個別に来庁され、資料の閲覧や現地確認を

していただいている。 

前回まで未定で課題となっていた林業に関する執筆者、それから戦後の教育について

ご協力いただける方を確保することができた。また、在日外国人の問題についても執筆

者の紹介により、新たな執筆者を確保することができた。 

全体の目次案のうち、戦後の箇所は未決定の部分が多いが、産業に関連して市域に立

地する企業や林業の関係者に連絡を取っている。 

その他、第３巻に必要と思われる写真や資料を入手するため、産業会館から駅前の写

真を撮影したり、長田・木興地区を中心に実施されている遊水地事業の関係の資料を収

集している。 

〈報告事項についての意見や質問〉 

（会長：質問）産業会館の写真は取りましたか。取り壊しが決まったので、もうすぐ取り

壊す。 

（事務局）ホールも含めて撮影しました。良い写真があればご提供を願います。 
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（会長：質問）遊水地の事業のことも調べているようだが、遊水地事業はダムと絡むが。 

（事務局）現在進行形の事業のため、さまざまな問題もあろうかと思う。事実を淡々と述

べる方向で考えている。 

（委員：質問）資料４の目次案に「川崎克」が取り上げられているが、何故川崎さんだけ

が取り上げられているのか。 

（事務局）この時代に活躍された政治家の一例として挙げてある。彼だけ取り上げるとい

うことではない。目次案は今後も検討していく過程で随時変更していく。意見があれ

ばお願いしたい。 

（委員：質問）川崎克さんの他にも政治家はおられる。一人だけ名前が挙がっているのは

どうか。 

（会長：意見）目次の中に固有名詞があるのは、良くないかも知れない。検討して下さい。 

（副会長：質問）教育が登場しますが、『三重県教育史』はありますか。 

（事務局）あります。 

（副会長：意見）各学校には『沿革史』があり、細かなことが書いてあるので、必要であ

れば求めて下さい。 

（会長：質問）章の構成として、第１章から各時代に分けてありますか。 

（事務局）基本的には時代順になっているが、項目によっては当該時代に合わないものが

ある。大正時代の動向が主となる内容については大正時代で叙述し、その前後の時代

の内容も大正時代の項目で書き込むことはありえる。 

（会長：質問）対象となる年代はいつまでですか。 

（事務局）昭和 50 年代までです。 

（会長：意見）前回も言ったが、伊賀市誕生は触れて下さい。 

（事務局）「終章」というのがございますので、そちらで触れることになると思います。 

 

３．協議事項 

【（１）第５巻 資料編 近世 について】 

・事務局からの提案・説明の前に、協議内容に関連して、『第５巻 資料編 近世』の執筆

委員に会議への参加について了承を得る。 

（事務局説明） 

・『伊賀市史』の編さんに当たっては、伊賀市として取り組みを進めている人権問題につい

て、この編さん事業でどのように反映できるのか、という観点から歴史的側面から取り

組みを考えることとし、これまで例えば『第６巻 資料編 近現代』で、部落改善事業や

在日コリアンに関する資料を取り上げきた。 

その経緯の延長で『第５巻 資料編 近世』では「被差別民の役割とくらし」として掲

載していくことで、執筆者が史料を選定され、さまざまな配慮や全体の位置づけ、分量

も検討され当時の被差別民の役割やくらしについて、伊賀市の歴史の一部として進めて
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きた。これについては、原稿の入稿前に当時の人権政策部へ合議をして編集委員会にお

いても確認して進めてきた。 

・編さん委員会では、『第６巻 資料編 近現代』の刊行前に個別の史料の問題について検討

いただいたことがあった。この『第５巻 資料編 近世』についても個別の史料の問題に

ついて、さまざまな差別や問題が残るなかで、史料中に具体的地名が出てくることに対

し、悪意ある第三者に提供してしまうことになるのではないか、との指摘もあったので、

今一度ご確認いただきたい。 

・編さん委員会でもかつて話題に上がったが、運動団体との協議も進めてきた。部落解放

同盟伊賀市協議会（以下、伊賀市協議会）と協議をしたところ、同和地区については、

指定地区として広く知られていることや運動してきた経緯から、地名を出すことについ

て特別問題ない。しかし、この中に登場する夙については、地区指定を受けていないこ

とや今なお差別が残ること、地域の実情を考えるとこうした項目を挙げるのはいかがか、

という意見が出された。また、市域外の地名については、伊賀市協議会で回答できるも

のではないので、ここでは結論は出せない。掲載の是非については検討した方がよいの

ではないか、という意見が出された。 

史料の具体的なことについては、執筆者から詳しく説明があるかと思うが、資料５の

２頁と 23 頁には列記された村名が登場する。また、資料５の 31 頁以降が「夙村」とい

う項目、資料５の 33 頁以降が「番非人・説教者」という項目で、いわゆる穢多身分以外

のさまざまな立場・身分の人々も取り上げていくという観点で史料を選定された。現状

ではこの内容で進めているが、伊賀市協議会と協議したところ指定地区については問題

ないが、市域外の地名掲載及び夙の取り扱いについてはいかがか、という指摘があった。 

・この経緯を踏まえ編集委員会で協議し意見をいただいた。その結果、資料５の２頁につ

いては史料の重要性を認識しつつも、今後編さんする『通史編 近世』で叙述し紹介す

る方がより分かりやすいであろう、ということで、通史編で使用することを前提に削除

することになった。また、資料５の 23 頁は地域と寺院の関わりを示す史料だが、地名が

列記されている該当箇所は中略としても全体に影響を及ぼす内容ではないので、中略と

して処理することになった。 

さらに、夙村については、執筆者が掲載史料を２点選定されたが、32 頁の史料 107 は

地域の実情を配慮し、本文中の村名を「地名」として伏字としたが、第５巻全体として

伏字にしなければならない史料を掲載することは望ましくないので、この史料について

は削除する。しかし、この史料の内容を用いて『通史編 近世』で夙について叙述する。

また、夙村の項目については、31 頁の史料 106 は残し、「四 夙村」と 33 頁以降の「五 

番非人と説教者」の項目を合体させて「四 夙・番非人・説教者」という項目にしては

どうか、との意見をいただいた。 

巻頭写真の一つに「伊州御要害惣絵図」の中から「穢多村」周辺を切り取って掲載し

た。伊賀市協議会との協議では、被差別地区の絵図の掲載については中央本部が見解を
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示しているのでその見解を参考にしてはどうか、との提言があり、中央本部の見解を確 

認したところ、かつては出さない方向であったが、近年は、解説を加えるなどの配慮を

行い、誤解の無いように出していこう、しかしそれについては地域の実情を勘案して地

域と協議して取り組むように、とのことでした。 

この点ついて編集委員会で協議したところ、この場所に近世の「穢多村」があったが、

今は無いこと、伊賀地域で穢多村と表記されるのはここだけであり、近世において行政

的にきちんと位置づけられていたことを示しており、そのことは本文の内容を関連付け

ている。そうした意図で掲載した、ということです。 

付図は、資料７に「伊賀国絵図」、「城下町絵図」を挙げた。「伊賀国絵図」については、

他にもう 1 点候補があったが、元禄 13 年(1700)という年代がはっきりしていることと、

この絵図が島ヶ原国境争論の契機になったことから、この絵図の方が重要ということと

なり選定した。しかし、先の夙の指摘があるなかで、この絵図にも夙が登場する。これ

も含めてご議論いただきたい。 

編集委員会では、国境争論の問題も含めて、この時期の伊賀国の様子をよく示してい

るので採用した、という見解である。なお、地図の解説には、法量・年代・所蔵の記載

とともに「絵図中には、当時のさまざまな身分・階層を示す表記が見られるが、歴史を

正しく認識いただくため、そのまま掲載した」という断り書きを入れている。この意味

は、これは差別に用いるものではない、という意思を表示すること、また修正等を入れ

ることがかえって差別につながるのではないか、というのが編集委員会の指摘で、この

断り書きをもって、ありのままを出してはどうか、とのご意見であった。 

本文の取り上げ方、巻頭写真の内容、付図の取り上げ方、加えて伊賀市史において取

り組むということは自明のこととして進めてきたが、今後のことも含めて意見をいただ

きたい。 

 

（執筆者）間もなく『第５巻 資料編 近世』が刊行される。いよいよ完成に近づいたとい

う時に、こうした問題が取り上げられるのは不本意である。『上野市史』編さん事業の

際に、故人ではあるが、当時解放同盟の市内地区の支部長をされていた方から、『上野

市史』で是非、同和問題・同和地区を取り上げて欲しい、という要望があり、それを

受けてやります、ということが前提であったはず。私は、運動団体のさまざまな交渉

も聞いているが、運動の趣旨を尊重して、ということが言われるが、尊重してこの問

題に取り組んでくれると思っていた。ところが、 近になって市の複数の幹部から掲

載することは反対である、のような意見が出てきた。私としては了解しかねる問題で

す。 

34、5 年前に大阪の解放研究所の研究員会議で、中央委員から地名も身分呼称も積極

的に出していこう、積極的にこの問題を問いかけるような運動の展開をしないといけ

ない、という議論をした。     
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それから、30 何年経ているから、そうしたことは一定程度理解されていると思って

いた。ところが今頃になって伊賀市は地名を出すことがいかがか、と言われるという

ことは、まず 30 年前の議論をしないと出せないのか、と私は解釈した。苦情を申し上

げたい。 

旧『上野市史』には同和地区は全く出てこない、それから、『永保記事略』『庁事類

編』（上野市古文献刊行会刊行）でも穢多・非人の穢多は伏字にしている。この問題は、

臭いものに蓋をしたような感じになっていて、ここで地名を伏字にすると、やはり臭

いものに蓋になってしまう。同和地区は臭いものか、という話になる。私は伊賀市の

一角にそうしたところがある。そこから皆スタートしてもらうとありがたい、そうし

た思いで私は担当した。よくインターネットでの書き込みがあって、同和地区に対し

て云々とあるが、それは基本的な姿勢と関係なく、行政がどのように対処するかとい

う問題であってここで地名を挙げるとか挙げないといった問題とは関係ない。そのよ

うに私は認識している。 

そのことを踏まえて、ここでももう一度確認いただいて、本当の意味で同和地区を

市民の一人として認めていくならば、これも取り上げていってもらいたい。こうして

もらいたい、という意見を出していただきたい。 

それから夙村についてだが、同和地区は運動があるが夙村は運動がない。他の番非

人・説教者についても同じだが、運動のない所については、住民に対するアピールの

仕方を考えないといけない。ところが、さまざまな地区に行くと差別されている人も

自分達には関係ないと勘違いしている。実際は差別されているにも関わらず、同和問

題は関係ないという意識を持っている人がいるのも事実、そうした矛盾をきちんとし

ていくためにも掲載は必要である。しかし、番非人・説教者に関する史料は地名があ

る史料を掲載していない。変なかたちで取り上げ方をされたくないので、地名の載っ

ている史料は挙げていない。 

   付図の問題も協議した。夙村が国絵図に見られることについて、それを身分と捉え

るのか、村名を捉えるのか、によって捉え方が違うが、村名として捉えられなくもな

いので、そのまま出そう。私はここで夙村を完全に消すことはやめて欲しい。なぜな

ら何十年か昔、先輩たちが同和地区について触れないでおこう、として蓋をしたこと

を、私は何十年残るかわからない『伊賀市史』で蓋をしてしまったら同じことになっ

てしまう。だから、いまの何処に当たるかということは別問題として、一応歴史の中

に登場させたいから１点は残す。ただ、村名が出る２点目の史料は通史編で扱うとい

うことで処理する。 

   城下町絵図については、非人町がいくつか出てくる。ここがそうであるということ

を表す言葉があるが、一部ではその言葉がまだ生きている。ここでは、ここがそうで

ある、と書いてないもので、史料を見ないと分からないように配慮してある。 

中途半端にすると差別をばらまく原因になると困るので、取り上げないほうが良い。
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取り上げるならきちんと取り上げていきたい。ここでもう一度確認いただきたい。 

〈報告事項についての意見や質問〉 

（委員：意見）執筆者の説明を聞いてすっきりした。私たちは、以前からここはそうであ

るなら、そういう史料をきちんとこの機会に伝えて、そこから発展させて物事を考え

ていく、というのが大切で、それを隠すことによってかえって状況を悪くする。いら

ざる混乱をもたらす事になると思っていたので、議論がされているのであれば、私は

大賛成で、特に史料ということですので、説明の内容でやっていけば良いと思う。 

それから、（差別）書き込みとかについても、執筆者の説明のとおり、その結果どの

ように対応するか、というのは行政内、社会全般の私たちの問題であって、ここの問

題ではない、ということだ。私は説明のとおりの見識が確認されていた、ということ

を改めて伺い、すっきりした。 

（会長：質問）夙村の取り扱いについては、通史編の中できちんと取り上げるのか？ 

（執筆者）（資料５の 32 頁）史料 107 では村名が浮いてしまう。実は、第４巻で夙村はい

くつか出ている。この位置づけについては、第５巻の解説で少し触れた。ただ、研究

が進んでおらず、詳しく分っていない。同和地区についてはずいぶんと分ってきたの

ですが、夙村については詳しく分かっていない。 

（会長：質問）資料５の（夙村の項の）31～32 頁の記述はどうするのか。 

（執筆者）資料５の 32 頁は残す。これは菊岡如幻が大阪の陣の時に夙村の者が藤堂藩に造

反しようとしたことが書いてある。しかし、これはあまり具体的な史料ではない。菊

岡如幻が聞いた話か、自分で作り上げた話か分からない、はっきりしない部分がある。 

（夙村への）差別の問題として取り上げることができるのは、資料５の 31～32 頁２

点である。２点目がその中心で、具体的にどのような差別を受けていたか書いてある。

夙村の出身と知れたら解雇を言い渡されたり、雇用してもらえないことを書いてある

良い史料である。解放同盟がよく使う「ふるさと」という詩と似ていて、自由に本当

のふるさとの名前を正々堂々と言いたいということを書いてある詩とそっくりで、非

常に良い史料ということで載せたい。これは、地元の人の一部の了解をもらった。そ

の後、伊賀市協議会と協議し、反対している人が多いからどうだろう、載せる必要も

無いのでは、として受けとめた。しかし、それ以前に地区を代表する人かどうか分か

らないが、話はしてある。そこでは、歴史上出てくる問題だから仕方が無い、という

ことになった。しかし、今の地名とつながるような記載の仕方はしないとの約束が前

提で掲載した。 

（会長：意見）事務局が説明した伊賀市協議会との調整で、地名の列記や地図について、

伊賀市協議会の代表者と協議したが、それだけでは不十分ということで、伊賀市協議

会の役員と協議して、先ほどのような結論だった。 

執筆者や、先の委員さんの指摘も正しいと思うが、以前からこの委員会で言ってい

たのは、基本的な方針としてこのことについて市史の中で触れていくというのは良い
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が、発行した時にこの本が、不特定多数、事務局の言葉を借りれば、悪意ある第三者

の手に入る可能性もあること、そのことについて若干配慮すべきではないか、という

のが当初からあったので、どうすべきか、ということである。 

（委員：意見）30 年以上前から（地名などを積極的に出すとした）そうした方針があって、

それが、明らかに社会全体の問題であれば、我々は、市史を世に出すのは、それなり

の覚悟をして出すということが必要ということになる。それは市行政、勿論私たち全

体で対応すべき問題であり、そのことのために怖じる必要は何もない。むしろ一丸と

なって取り組むことが、本当の解決ではないか。 

（会長：意見）それを是正するような運動は行政も一生懸命やっている。ただ、悪用する

人は絶対名乗ってこない、その人に対してきちんと是正するような議論はできない。 

（委員：意見）勿論 1対１で対応する問題ではない。 

（委員：意見）本は刊行したらずっと残る。（この議論をしている）私たちは大人で、運動

団体の人たちも大人として現在生きている。小学生・保育園の子供たちにとってはど

のようにするのが一番いいのだろうか。 

（会長：意見）本当に地域の人の話しを聞くと、子供も大人もすごく苦労されている。そ

のことによって。だから、そのこと自身が子供たちのためになるかどうかは、私はす

ごく問題だと思う。 

（委員：意見）歴史の基本ですが、史料として『茅栗草子』を挙げるのはどうか。初歩的

な意見だが、事実かどうか分らないものを史料として挙げるのはどうか。 

（執筆者）解説で、菊岡如幻はこう書いている、と書いた。事実であったかどうかは書い

ていない。 

（委員：意見）歴史史料として事実かどうかは別として、そうした言説が囁かれ、それを

菊岡如幻という当時を生きた人間が記録しているということの事実が大事で、本当で

あるかかどうか別として、そうした流言飛語が飛ぶという状況であったという時代の

記録、ということではないか。 

（副会長）『茅栗草子』というのは、昔の話を集めたというか、面白おかしく書いたもので、

こうした歴史的な史料とは別である。面白い伝説的な話が多い。それが『茅栗草子』

というもので、それが史料となりうるのか、というのが私も気になる。 

（委員：意見）それが事実かどうか、という問題で史料になるかどうか、ということにつ

いて、伝説・神話というのは、真実であるかどうかということではなくて、それが囁

かれてきた、伝えられてきた背景は何かということを手がかりに研究していくことで

ある。もし（史料としての是非に）懸念があれば、その史料に「これは、歴史的な事

実ではありませんが、こうした伝説が伝えられています」という注釈を付けることが

必要かも知れない。 

（委員：意見）執筆者の説明で、夙村に関する史料がほとんどない、という状況で、（『茅

栗草子』に書かれるような）そういうことがある、ということが重要なことではない
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か。それは、史料として（掲載しても）あってもしかるべきかな、或いは研究課題と

しての提起としていいのでは、と私は思う。それは学問の世界のことなので、学者の

方が処理される問題かと思う。 

（事務局）伝え漏らしていないのではないか、思うので、確認の意味も含めて申し上げま

すが、伊賀市協議会との協議の中で、夙村が論点の一つになり、指摘があったが、夙

村を知っている者もいれば知らない者もいる。現実的には知らない者が多いだろう、

しかし、「被差別民の役割とくらし」のなかで項目として「四 夙村」として挙げると、

これは何だろうということになる。史料中で地名が伏せてあると、ここは何処のこと

だろう、ということになる。いわゆる同和地区についても伏せたところでその地名を

暴こうとする者が出てくる、ということと同じで、挙げてしまうと、伏せた地名を暴

こうとする者がでてくるのではないか、という危惧を指摘された。伊賀市協議会の方

は、我々は良いけれど、差別を受けていることを隠そうとして、地区指定を受けてい

ない所については、隠そうとしていることを暴かれることに繋がるようなことを挙げ

るのが良いのだろうか、という指摘があったことを、改めて確認の意味も含めてお伝

えする。 

（委員：質問）付図を見たらすぐ分かる。そのことについて、地区の人の了解は？ 

（執筆者）それを言い出したら、地図は一切出せないことになる。それは、問題点をきち

んと伝えていくかどうか、が問題であって地名を挙げることが問題ではない、という

ことを理解して欲しい。 

（委員：意見）史料があるかどうかわからないので、無責任な発言になるが、夙村に関す

る史料は、差別の話だけではなくて、地域のことについて語り継がれている話がある。

お姫さんの話とか。 

（執筆者）話としては残っているけど、元の史料がない。 

（委員：質問）夙村に関する史料としてはこれだけしかないということだが、通史編の方

では、この「被差別民の役割とくらし」に沿うような内容で書いてくれているのか。 

（監修者）通史編で叙述する時に、村名を書こうということではなくて、近世の人々の差

別された有り様と、それを克服しようとした人々が居た、そうした運動があったとい

うこと、伊賀市域全体にもあった、というような叙述をしたいと思っている。夙村に

該当する地名を出して叙述をしようというものではない。 

（委員：意見）夙村と言われる地域に住んでいた人々の役割と暮らしを分かるようにしな

いと変な話ばかりになってしまう。この史料だけでは分からない。そのあたりを通史

編で書いていただくことが大事。 

それから、以前にも発言したが、タイトルが「被差別民の役割とくらし」となって

いるが、「被差別民」と書くことが妥当か。項になると「穢多」「穢多身分と寺院」に

なっている。当時、穢多身分とかがあって、それに応じた役割があって、結果的に明

治以降、平民とか新平民とになって差別される対象になってきた。この時点では被差
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別民という言い方はあったのか。 

（執筆者）差別は前提としてあり、言葉もある。例えば穢れた村「穢村」、寺は「穢寺」と

して登場する。そうした言葉がある。同和地区に限らずたくさんの差別と裏腹に人間

が生活している、ということを理解してもらうことが大切で、これは差別された人を

暴いていくとか、陳列することが目的ではないことを理解して欲しい。同和地区は、

これまで広報などでも書かれてきたので皆知っている。しかしそれ以外の所は、地元

では差別はあるけれど、他の人は知らないという所がある。そうしたことも紹介して

いかないとこの問題は理解されない。という視点で取り上げた。 

   個別の史料を見て、「五 番非人と説教者」に関する史料は地名が載っているという

理由で掲載しなかったが、地名が登場する史料は何十とある。 

（委員：意見）「被差別民」という言い方がね。「差別された人々」ではいけないのか。 

（執筆者）指摘の意味は分かるが、ここでは、本意ではないが差別されたということをア

ピールしないといけない人たちを被差別民とした。「身分」と「階級」という言葉があ

って、身分、いわゆる生まれながらにしてそうした枠の中に入れられてしまった人た

ちを被差別民という捉え方でやっていることを理解して欲しい。 

（副会長）『茅栗草子』にこだわるが、これは多分に文学的な文章で、創作が入っている。

例えば今、歴史小説が歴史の真実かというと違う。この場合、読むとかなり歴史的事

実が書かれているが、あくまでも『茅栗草子』は草子であって、近世の歴史の史料と

して使えるのかどうか、という点について教えて欲しい。 

（監修者）編集委員会でこの問題について議論した。結論は先ほど事務局から報告があっ

たが、例えば資料５の２頁の史料番号 90 の史料は村名が見られるが、おそらく一般の

人がこの部分だけを見ても、この村々が被差別の村か、というと分からない。この帳

面は大変珍しい帳面で、寛永 19 年(1642)頃に領主が差別した村々に対して減免措置を

取っている史料である。ほとんど今までない史料なので、歴史史料としては大変重要

だと思う。しかし、村名だけが対応して、そうしたことだけに使われるのは、考慮す

べきである。また、この史料の表記だけでは分かりづらい。さらに、運動団体との協

議結果から、伊賀市域は良いけれど市域外は関知しないとの指摘もあった。市域外の

部分を割愛すると史料全体が分からなくなるため、通史編で叙述することとし、掲載

史料から削除することになった。 

   資料５の 23 頁は、文政３年(1820)の史料ですが、地名が列記された部分は、（文政

３年より）後に記述された部分である。その部分を省略しても全体に影響ないことか

ら、中略することとした。 

 夙村については、その表記と資料５の 32 頁の史料の扱いだが、32 頁の史料は大変重

要な史料だと思う。執筆者が選定後、採用できるなら採用したいと考えて了解したが、

地名部分が伏字として「地名」になっている。私たちは、歴史的事実は正確に伝える

ことで、それを考えてもらう、というようにした方がいいと考えており、そうした立



 11

場から、伏字とするのは良くないと考えており、すべてを掲載するか掲載しないか、

のどちらかにすべきということになり、結果として削除することになった。夙村の人々

は、自分たちが差別されていることをしっかり認識していて、それで村名を何とか変

えて欲しいという事実は大変重要なので、その事実はぜひ通史編で書く、先ほどの執

筆者の回答のとおり叙述する。 

そうすると、夙村の史料が（当初掲載予定の２点から）１点になる。ただ、夙の存

在をメッセージとしてどこかで出しておく必要があるのではないか。指摘とおりこの

史料が元和元年（1615）の事実かどうかは分からない。しかし、綱文に書いてあるよ

うに天和２年（1682）正月に菊岡という人物が（元和元年から）100 年近く経た段階で、

夙をこのような形で捉えていたという史料の一つとして挙げておく。先の意見もあっ

たが、当時そのように捉えられていたこと、歴史的事実そのものではなく、伝説とし

てその段階で存在していた、という意味での史料として十分意味があるだろうとのこ

とで、この史料は残すこととした。 

一方で「夙村」として項目に出ることの運動団体からの指摘ついて、しかも（２点

の掲載史料うち１点を削除して）1点の史料しか残らないので、「四 夙村」と「五 番

非人と説教者」をまとめ、穢多身分とは違う江戸時代のさまざまな差別のあり様を示

す史料として、残してはどうか、という結論になっている。そうしたことで、今日こ

の場には望みましたので、考えていただきたい。 

（委員：意見）史料の地名については、いろいろ意見があると思うが、地名は伏せても伏

せなくても残る時は残るし、消えるときは消える。今まで伏せてきたけどずっと残っ

て知られている、ということなので、史料としては載せれば良いかと思う。『茅栗草子』

は、背景は十分理解できるが史料集であるので、史料として掲載するのはいかがか。 

（執筆者）村としての、差別に関係ない史料はたくさんある。しかしこのテーマに沿った

史料としては少ない。夙村を中世から現代まで続く問題として定義すると、何かを残

していきたい。『茅栗草子』は作り物かも知れないけど、創作であろうがなかろうが、

菊岡如幻が思っていたことは、歴史的事実かどうか調べられないが、こういう見方で

夙村の人を見ていたのは事実ではないか。私は被差別民としてではなくて、違う意味

でこのように書いた可能性があるのではないか、と思う。 

（副会長）『茅栗草子』には、日の丸長者の話がある。田植えをしていて、日が沈みそうだ

が終わらないので、長者が扇で仰いだら日が再び昇ってきた、といった（伝説の）話

の一つ。だから（掲載することは）いいのかな、と思う。 

（委員：意見）繰り返し申し上げるが、監修者の回答のとおり、その時点での生きた人の

考え方、ものの捉え方を表しているという意味では、やはり重要であることは間違い

ない。物語の中に含まれているからそれが事実かどうかという問題とはまた違う。 

（執筆者）解説では、「～と著した」と表記しました。  

（会長）「～と著した」と書いただけで、委員さんの指摘のように読み手が受け取れるかど
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うか。その書き方を少し工夫する必要があるのではないか。 

（委員：意見）この史料をどのように正確に表現するか、という話ではなく感情的な話だ

が、人権同和教育の一旦を担わせていただいているものとして、差別の現実、差別の

事実・実態に学び、そこからそれはおかしいぞ、という。正しいことを認識していく、

そこから差別をなくしていくことが大切ではないか。 

一方で、この取り組みに対して市長とも十分に話し合いを進めていること、執筆者

の意向もあるだろうから、提案のあった事務局案が一番妥当な線ではないか。 

（委員：意見）資料編という書籍を出すのに、そこに掲載した史料に疑義が入るものはい

かがかと思う。物を作る時は、思いも大切だが疑義が出るものはどうか。 

（委員：意見）それについては、先ほどから皆さんで縷々言っているように、扱い方、紹

介の方法をきちんとしよう、ということなので心配には及ばない。史料として載せる

べきものは載せる。 

（会長）基本的に 初の委員会から言っているように、こうした事実についてはきちんと

伝えていこう。ということですから。 

（委員：質問）綱文の書き方はこれでいいのか。 

（執筆者）一応考えた。凝縮した内容なので言葉足らずになるかも知れない。一応２行以

内になっているので、凝縮し過ぎて分からないことがあるかも知れない。 

（会長）考えて下さい。考えていただいた上のことかも知れないが、今の皆さんの意見で

は、加筆する必要がある。 

（執筆者）文章が分からないとか、この表現は変えた方が良い、というのがあれば教えて

いただきたい。 

（会長）それでは、この件については監修者からの話のとおり、地名が出てくるものにつ

いてはこのまま掲載する。夙村と市域外の地名について、市域外の地名については基

本的には削除する。それから、夙村の取り扱いについては、資料編に載せるとしても、

若干注釈を考える。さらに通史編で解説を加えた上で、きちんとした記述をする。 

付図については、ぼかしなどそうしたものは入れずにそのまま使用する。こういう

結論でよろしいか。 

（異議なし） 

（事務局）事項書の協議事項では、『第５巻 資料編 近世』としか挙げていないが、編さん

委員会では、これまで刊行前に刊行書籍の頒布価格について検討、議論いただいてき

た。 初に刊行した第４巻の刊行の際に頒布価格について議論いただいたのが始まり

で、それ以降は体裁・ページ数が概ね同じであれば、同価格で良いのではないかとい

う意見をいただいて価格を設定してきた。 

今回も既刊書籍と体裁・頁数はほとんど同じなので、これまでどおり定価 5,000 円

とする。また、毎回発売開始に先立ち予約期間を設け、その間に集中的に注文いただ

いている経緯もあるので、これまでどおり予約販売をすることとし、予約者について



 13

は２割引きの 4,000 円といたしたい。 

（会長）今の説明、考え方でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

（委員：質問）毎回 5,000 円か(予約特価)4,000 円になっているが、実際の価格はどれくら

いか。人件費も含めて。 

（会長）本の印刷費は安くなってきている。ただ、編さん費そのものの費用を全部賄うだ

けの販売はできていない。 

（監修者）自治体史というのは、印刷代を部数で割った数字を頒布価格にすることを目安

にしているようだ。調査費用や行政的な費用は含まない。理由は、調査は本を作るだ

けでなくて将来に向けて史料を残さないといけないし、史料をきちんと調査すること

が市史編さん事業の大きな目的としているためである。この本だけでいえば 1,000 頁

の本が 5,000 円というのは安いです。 

（事務局） 初に出した第４巻の印刷費から比べると入札する度に印刷価格は下がってい

る。 

（委員：意見）市民の方から、4,000 円、5,000 円は、本屋さんで見ると高い感じがする。

実際どの程度かかっているのか、と尋ねられた。 

（会長）全部の費用を入れると２、３万円になる。学術書は１、２万円が普通です。（市史

は）そうしたものと同じと思っている。市の事業なのでこの価格で販売させていただ

いている。 

 

４．その他 

・次回の開催時期について周知（来年１月か２月）した。 

 

 


