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平成 26年度 第１回伊賀市史編さん委員会会議概要 

 

日 時：平成 26年 8月 8日（金）14:00～16:00 

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）、澤村委員、中森委員、西 

委員、西田委員、和田委員、廣澤委員、水口委員、上田委員、川崎委員 

     澤田総務部長、稲森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、栗生春実 

欠席者：田中委員、藤田委員 

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 

・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）市史編さん委員の委嘱について】  

・平成２６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（公募委 

員：上田操委員、川崎志乃委員）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を

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１～７） 

・事務局から前回の会議（平成２６年２月１３日）以降の編集委員会およ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、前回の会議以降に３回開催した。１回目（３月３日）は、前回の編さん委員会に

おける指摘事項の報告と編さん作業の進捗状況について検討した。また、掲載予定の人権問

題にかかわる内容について表記などの確認を実施した。２回目（５月１２日）および３回目（７月２７

日）は、進捗状況とともに第３巻 通史編 近現代の目次の精査や巻頭写真・見返しなどの検討

を実施した。 
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②近現代史部会 

３月 21日と 7月 13日に部会を開催し、進捗状況や編集・校正作業などの確認、原稿の内容

や掲載順序、章・節・項・小見出しのタイトルの変更について検討した。また、巻頭写真や見返し

にかかる提案も行なった。現在の編集作業としては、原稿の提出が遅かった部分もあって、未入

稿から三校ゲラまでが混在している状況になっている。課題となっていたページ数については漸

く削減できたが、内容確認作業については地域の情報を書き足すことや引用資料の読み違い

などの確認に手間が掛かっており、計画どおりに進んでいない。今後、全ての原稿がゲラになっ

た段階で、表記の統一や年号の確認、出典、本文注記、図表・写真の確認などの作業が残さ

れている。 

なお、巻頭写真については資料３・４に掲載候補、見返しについては資料５・６に仮レイアウトし

たものを準備した。巻頭写真は、時代の流れが読み取れるものを地域バランスや時代の偏りな

どに注意して選び、巻頭の頭にくる写真には近代という新しい時代の象徴である鉄道に関するも

のを選定した。見返しは、市域のどなたにも関わりがある小学校の校章、伊賀で初めてのトンネ

ルとなった長野トンネルの竣工記念式典の新聞記事を採用した。 

 

③近世史部会 

３月２日と５月１１日に部会を開催し、目次案の検討とともに執筆者による中間報告を実施した。

また、５月の部会では年間スケジュールの確認とともに第２巻 通史編 近世の原稿提出期限を

平成２７年１月１２日とすることで確認をした。次回の部会は、８月１６日から１９日にかけて中間報告

を中心とした部会を開催する予定である。資料調査については、初めて資料を拝見するところ

に加え、常光寺や西条区・大谷区などでは改めて資料の撮影を実施している。資料７の目次案

については章の順序の変更や統合などを行なっている。まだ不十分な部分もあるので中間報告

などを通して具体的なものにしていきたい。 

 

〈報告事項についての質問〉 

（質問）近現代については色々なテーマがあり、収拾がつかないほどの資料がある。そのような中

で『伊賀市史』を作るにあたっての思い、こだわりみたいなものがあれば聞きたい。 

（回答）どなたでもご存知のような大きな出来事を叙述するのは当然のことであるが、それ以外の細

かな出来事もなるべく叙述していく。広い市域の多岐にわたる分野の中から、なるべく沢山の

方々、出来事というのを掬い上げていくというのがこだわりといえばこだわりになる。執筆者は各

自の専門の中で特定の事象で深く掘り下げて叙述いただくことが多くなる。それよりも市史とし

て、広く色々な出来事を一行でも盛り込み、或いは書き足す。そのような中で時間を取ってい

るところがある。 

（会長：質問）事務局の説明では、各分野のご専門の方に執筆を依頼すると、強いこだわりであると

か、分量の多さなど色々な問題がある。それに対して広く市民の方に歴史を知っていただくと

いう観点から編集をやっているため編集作業に苦慮しているということかと思う。全体のページ

数のボリュームもあると思うが。 

（回答）前回の編さん委員会の時点では約 1,150ページであったが、執筆者に無理をお願いして削

減をさせていただいている。 

（会長：質問）ページ数の上限、目標みたいな数値があったように思うが。 
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（回答）伊賀市史編さん要綱では１，０００ページぐらいを目途とすることになっている。ただし、近現

代は、担当の編集委員から沢山の事実がある広い伊賀市の近現代を一冊にまとめるというの

はとても難しいという言葉を頂戴しているようなこともあって、少し多い 1,100ページで印刷業者

と契約している。1,100 ページには目次から各種最後の巻末一覧まで含まれているため、本文

は 1,050 ページぐらいに押さえないといけない。ただし、印刷業者も 1,100ページの５％前後は

許容範囲ということなので、最大で 1,155 ページまでで収まるようにと考えている。そのため執

筆者にも無理をお願いして相談をしながら削減をしてきたところである。 

（会長：質問）目標とする数値に近いところまで削減していただいた。資料３・４の巻頭写真候補に

ついて、№１の写真は伊賀鉄道となっているが、当時の鉄道名は何であったか。 

（回答）伊賀鉄道株式会社になる。 

（会長：質問）前身は近畿日本鉄道伊賀線だったが、この大正１１年も伊賀鉄道だったのか。 

（回答）最初は伊賀鉄道だった。その後、伊賀軌道、伊賀電気軌道など度々、名称を変更している。

写真は当時の伊賀鉄道開通記念の絵葉書から採用している。 

（質問）資料４の写真が２点ばかり抜けているが。 

（回答）写真データがあるが、会議に間に合わなかった。抜けている№１４「参宮急行の建設工事」

は、昭和５年の参宮開通前の工事写真である。立体交差のガードの建設風景で、そこで当時

の消防組が記念撮影をしている。迫力のある写真なので掲載候補とした。 

もう一つ抜けている№２９「名阪国道の開通」は、昭和４０年の開通式におけるテープカットを

する際の準備段階の写真である。テープがしっかり写真に写っており、守田インターあたりの

写真とともに組写真にしたい。 

（質問）名阪国道もそうであるが、大正池というのもある。これらに場所を入れることは出来ないか。 

（会長：意見）どこにあるか分からない。 

（回答）分かりました。 

（質問）資料５見返しの小学校校章は五十音順に並んでいるが、地域別に出来ないか。 

（回答）伊賀市学校教育ネットワークのホームページが五十音順になっていたため、取り敢えず五

十音順にしている。以前は地域毎に順番が決められていたと思う。 

（意見）学校の先生の世界でこだわりがあるかもしれないので聞いた方がよい。 

（回答）最初は地区別に並べたが、市外の方からすると何の順番か分からない。説明を入れて、わ

ざわざ断るのもどうかと考え、五十音順にした。地元の方が見た時にも五十音順なら探してい

ただき易いかなと思う。これは確定ではないので、この場でご意見を頂戴して反映をさせてい

ただきたい。 

（質問）色々と考え方はあると思うが、伊賀市は既に一体化されているので単純に五十音順で良い

と思う。資料２目次案に戻り、鉄道関係で近鉄と伊賀鉄道は確認できるが、ＪＲ関西線は登場

するか。 

（回答）２章５節「関西鉄道建設と上野町」から始めることになる。 

（意見）以前は「関西鉄道」と書いた瓦があった。 

（質問）資料４の巻頭写真はカラー写真を予定されているのか。大正や明治年間の写真は白黒で

撮影されているものを載せることになる。カラーで刷られる予定でも、実際は昭和の後半ぐらい

からが見た目にカラーということか。 

（回答）ご指摘のとおりである。№２「避水移居実況図」、№４「伊賀国新町村一覧図」といったものは、
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当時のものを今撮影しているのでカラーになる。しかし、当時の写真そのものを掲載するもの

については白黒になる。近現代の資料編では学校をカラーで掲載した。鉄道や学校など近

代を皆さんにイメージしていただける写真が良いのではないかという方針で、カラーで刷れる

にもかかわらず白黒写真を採用している。 

（質問）目次案の５章６節に「二八災害と旱害対策」という節題があるが、「二八災害」という名称を

使用するのか。世間でそのように言われているのか。 

（回答）８月と９月の災害を合わせていわゆる「二八災害」としている。今でいう「二八災害」という形

になるが、節題・項題で不適切な部分があれば、鍵括弧を付けるなどの工夫が必要になる。

本文では必ず二八災害の説明は行う。 

（意見）定義のようなものが書いてあったように思う。 

（意見）災害が起こった時には言わない。後に言うようになった。 

（意見）島ヶ原や西山地区に甚大な被害があった。島ヶ原の人達が見た時にというのが気になる。 

（意見）最も被害が大きかったの京都府井手町である。 

（意見）「二八」という言葉そのものが通称であって、本当は「二八年災害」であったのではないか。 

（意見）「にっぱち」と言わず「にはち」と言った。「二八年災害」と言った方が分かる。 

（意見）先ほど言われたように後から付けた名称で、どこかに名称をそのように定義すると書いてあ

ったように思う。 

（監修者：意見）三重県全体の災害史を確認し、そこでの表現を確認する。「にっぱち」と呼ぶか「に

はち」と呼ぶか、当時の人は割りと「にじゅうはち」とは言わず、「にっぱち」と言われるようなことも

あるので、何が正しいのか確認していただいたらどうか。場合によってはルビをふることも検討

すべきであるが、必ずルビが違うという人が出てくるであろう。 

（意見）当時は「二八災害」とは言っていない。 

（意見）東日本大震災などでも発生した時点では言わない。後から「東日本大震災」にするというこ

になった。 

（意見）新聞記事か何かあったように思う。井手町でどのような言い方をしているのかというのも考え

る必要がある。 

（回答）資料編に掲載した災害復旧の陳情書では、台風１３号の被害と「東近畿大水害」というタイト

ルがあったかと思う。 

（監修者：質問）私は福井県出身だが、昭和３８年に豪雪が起きた際の通称は「三八豪雪」、５６年

の豪雪も「五六豪雪」という。国が決めたとか、県が決めたといよりも通称で落ち着いた言葉に

なっている。「二八災害」も通称として皆さんに違和感があるのならば変えた方が良いと思うの

で、調べて落ち着くところにしたらどうか。 

（意見）違和感はない。 

（事務局：質問）「にっぱち」災害と言われる方が周りにおられるか。 

（意見）私は「にはち」と思っていた。 

（監修者：意見）「にはち」を基本に考えてみればどうか。 

（意見）「にはち」ではなく「にーはち」だと思う。 

（意見）今は皆さんが「にはち」や「にっぱち」で分かるが、将来に『伊賀市史』を読むのは今の子供

たちである。何のことか分からなくならないように「昭和２８年」と書いておいた方が将来的には

良いと思う。 



 5 

 

（意見）小学校の子供らに「２８年災害」と書いたら分かるか。 

（意見）昭和３７年生まれの私には分からない。 

（意見）私自身は長い間伊賀に住んでいなかったので分からない。 

（意見）実感ではなく、「２８年」と書いておけば何の２８年か分かるか。 

（監修者：意見）問題になるのは「昭和２８年」と書かないと意味が分からないかどうかである。そうす

ると、記載は西暦の年度を入れる以外にないということになり、これは落ち着きが悪い。ここは

一つの歴史用語だと理解していただき、無理に何かを付けて説明をしようとするのではなく、

あくまで章・節・項の象徴的な題として了解いただけたらどうかと思う。年表には何月何日の災

害と記述すると思うが、本文でも説明されるわけなので、本文を読んでいただくということで、読

み方については確認していただきたい。 

（会長：意見）どの視点から定義をするかによって随分違う。災害史や記録からとなると必ず地名を

入れないと分からない。しかし、地元ではエリアが分かっていて、いつ起きたのかが大事にな

る。島ヶ原の村史等でも当然、記載はされているかとは思うが、地域性をより出していく方が良

いかと思うので確認してください。 

（質問）記載は漢数字になるのか。 

（回答）縦書きになるため漢数字を使用する。 

（会長：意見）巻頭写真については、そもそもどんな写真があるのか分かっていたら言える部分もあ

るが。私が見た時に思ったのは伊賀鉄道も良いが、関西鉄道はないのかなと思った。しかし、

その写真があるかどうかというのも課題になるかと思う。 

（意見）巻頭写真が多い。 

（回答）仕様書を作成する際に部会等にお諮りをしたところ、近現代は写真そのものが記録として

資料になるので、なるべく多く掲載したいというご提案があった。 

（質問）資料５見返しのキャプションは西暦で、巻頭写真の部分は和暦になっているが。 

（回答「明治初期」とか「昭和初期」といったキャプションがある。それだけを和暦で残すことはでき

ないので、取り敢えず全て和暦にしている。その点についてもご意見を頂戴したい。 

（会長：意見）どちらがより歴史を感じ易いのかだと思う。明治・大正・昭和という近代化に向けての

各時期にこんな出来事があったという印象を皆さんが持たれるのであれば、和暦も一つの表

記方法かと思う。№３１「青山高原の風力発電施設」だけは年代が入っていない。風車は、最

初は４基だったが、今はどんどん増えている。 

（質問）伊賀市と関係があるのは４基か。 

（会長：回答）最初は旧久居市のあたりに４基だったが、現在、４０基を造っているので最終は９１基

になる。今は６０基ぐらい。「青山高原ウインドファーム」という株式会社に伊賀市が出資してい

る。嘗ては旧大山田村が出資しており、最初に造った４基も青山高原ウインドファームの所有

なので伊賀市と関わりがある。 

（質問）№３０「ゆめが丘の街びらき」の「街びらき」という言葉はどうか。「開発」の写真に見えるが。 

（回答）この写真は暫定的なもので、タイトルに沿う形で街びらきを表すような写真に変更する可能

性がある。 

（質問）№２５「世界こども博覧会」の写真はもっと良い写真がないのか。 

（回答）白鳳公園の敷地の中に大きなパビリオンを作っていることが分かる写真を選定した。子供

が沢山写っている写真は本文で採り上げている。 
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（意見）何が写っているのか分からない。当時、私は幼稚園児で、ボートで堀の中へ飛び込むような

ものとか、テレビも初めて見た。そのようなことがリアルに分かる写真があった方が良いのでは

ないか。 

（質問）テレビの話が出たが、テレビの開通は叙述されるのか。 

（回答）世界こども博覧会が試験放送であったと聞いている。 

（意見）霊山に最初にテレビが来て、テレビを見るために霊山へ上がったらしい。電波という近代化

は大事なことだと思う。 

（会長：意見）資料５の見返しに校章を載せるという案が出ている。私は面白いという印象を持った

が。小学校というのは明治の行政村単位であり、現在では住民自治協議会の単位とほぼ重な

る。歴史が将来に結びつくという点でも非常に大事だと思う。校章の並びをどのような順番にす

るのか意見が分かれていたが、地元の方が見るにあたって何が分かり易いかという観点も含

めてご意見をいただきたい。 

（意見）現在の資料の並びで良いと思う。 

（意見）当時の大山田の小学校については、校章がありそうで残っていない。広く呼びかけたら良い

が、印刷物や写真はなかなか無い。校旗を写真などで撮ってあったとしても、それはトレース

できない。 

（質問）校章はいつ頃までに収集する必要があるか。 

（回答）今回の協議事項とも関連するが、８月いっぱいだと思う。 

（副会長：意見）上野西・上野東というのは合併後の名前である。１９５５年段階ではただの西・東で

ある。そうなると順番も変わってくる。 

（意見）大山田東小学校の出身者としては、東小学校とすると勘違いしてしまうかもしれない。 

（回答）キャプションに 1955年と入っているので大丈夫かと思う。 

（会長：意見）何が分かり易いかということ。五十音順が探し易いという意見もある。 

（回答）大山田については、昭和３９年に大山田西・東小学校という形で合併をした。しかし、もう少

し前の段階の布引・阿波・山田小学校の方が良いだろうというところで、暫定的に 19５５年、昭

和３０年とさせていただいた。19５５年というのは、あくまでも目安で昭和３９年以前というのが正

直なところである。 

（会長：意見）特に異論が無ければ原案通りでいかせていただこうと思う。五十音というのは敢えて

入れなくてもいいか。どういう順番なのかを考えさせるよりも、最初から書いておいた方が丁寧

だと思う。 

（監修者：意見）極端に言うと、本編は縦組みなので本来は一番端から五十音順に縦にならないと

いけない。ただ、見返しはもう少し薄く、シャープにこの模様が出るわけではない。飾りとして入

れるので、あまり厳密に何年のものでという資料として使おうというのではなく、地域の方にとっ

て地域全体を網羅してますというメッセージ程度だと思う。私は縦でも横でも良いが、「阿保」

「阿波」といった地名を入れる以上は、他地域の人、若い人たちにとって分かり易いように五十

音順にしておいた方が良いかと思う。 

（会長：意見）あまり厳正でなくても良いということで皆さんよろしいか。資料６については、伊賀で最

初のトンネルだということで、これも大事かと思う。 

（質問）キャプションに「長野（平松隧道）」とあるが、これは「平松（長野）」ではないか。引用資料の

中では「伊賀平松隧道」となっている。キャプションは説明の意味あいが強い。 
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（回答）一般的に「長野トンネル」と呼ばれているということもある。 

（意見）一般的な呼び名からすると、「平松隧道（長野トンネル）」と書いてもらった方が良いのでは

ないか。 

（回答）当時の名称が本当に「平松隧道」であれば良いが、資料とした新聞が勝手に「平松隧道」と

言っていたりする場合がある。しかし、実際に資料とする新聞には「平松隧道」と書いてあるの

で悩ましい。この新聞記事には津側の美里の方からのイラストもある。恐らく「伊賀・平松・隧道

ノ図」ということではないか。長野トンネル、長野隧道というのはトンネルの名称だが、このイラス

トのタイトルとして「伊賀平松・隧道ノ図」というふうに解釈すれば、このタイトルは「長野隧道開

通式の様子」で良いかと思う。 

（意見）そうならばキャプションの「（平松）」は取った方が良い。 

（回答）編集委員会では、新聞記事のタイトルが「平松隧道」となっているので説明が必要であると

いう意見を頂戴している。 

（意見）そうすると、「伊賀平松隧道」は「長野隧道」と言ったと解釈してしまう。 

（回答）先ほど委員から見返しは柄的な部分があるとの意見を頂戴した。ここでも「伊賀平松隧道ノ

図」というのは消してしまい、キャプションだけ入れておくなどの工夫をしたい。 

（監修者：回答）編集委員会で問題になったのは、この図の手前側が伊賀で間違いないかというこ

とである。トンネルは前後があって、当時の人は何隧道と言う時も行き先に向かって名前を付

ける。反対から見ると、行き先は伊賀になる。伊勢の人から見れば、伊賀へ行くための隧道な

ので、そこに伊賀が付くのは良いが、逆に伊賀の人が伊勢の方へ抜ける時には「伊賀隧道」と

言っても何のことか分からない。例えば、伊勢行きの隧道なら「伊勢隧道」になる。江戸時代の

ルールは山のルールがそうで、道のルールも「京道」と書いてあったら京都へ行く道になる。京

都の側から見れば「北国街道」などという名前になる。隧道も同じような構造があるので、これ

は恐らく正式名称が何かあるはずだが。今もこの隧道は残っているのか。 

（意見）残っている。 

（意見）『伊勢新聞』は、読者を意識して津あたりをメインに考えると思うが。 

（監修者：質問）「長野隧道」という名前は正式名称か。 

（意見）今は「長野トンネル」と言っている。 

（監修者：意見）キャプションに「長野隧道」と書いた時に、資料中の「伊賀平松隧道ノ図」を残すと、

なぜ異なるのかという疑問が出るので、資料中の記載「伊賀平松隧道ノ図」を取るなどの処置

をしなければならない。 

（質問）長野トンネルの入り口に表示板があった。表示板は何と書いてあるのか。 

（意見）「長野隧道」だと思う。 

（意見）二、三年前に教員の退職互助会会報を作成する際に写真を撮りに行かれ、その時の話を

書いたものがあると思う。 

（質問）見返しに用いる資料は伊賀側からで間違いないか。 

（回答）そう思う。確認する。 

（意見）大山田支所に似たような図がある。 

（回答）大山田の村勢要覧に初代トンネルとしてその絵がある。下に現地撮影してくださった二代目

の写真を重ねて掲載している。その絵も巻頭写真の候補として以前に挙げたことがある。 

（意見）茶店は大山田側で間違いない。 
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（会長：意見）取りあえず正式名称を確認し、その後に掲載方法を検討していただいきたい。近世

の関係で藤井委員の方で何か補足はあるか。 

（監修者：意見）近世史部会から原稿をできるだけ確実に獲得するため、８月の１６・１７・１８・１９日に

中間報告をする。私も１日か２日でも出てこようかと思う。少しづつ形を見えるようにして、議論

を通じてまとめていこうと考えておられるので、何とか順調に進めばと期待している。 

  

３．協議事項 

【（１）第３巻 通史編 近現代 について】  

〔刊行日程について〕 

（事務局説明）第３巻の刊行時期について、原稿をなかなか頂戴できない方がおられたり、校正作

業で地域の情報が正確か、或いは地域の情報がきちっと盛り込まれているか等々を確認して

いく中で非常に時間が掛かっている。先ほど委員からご指摘のあったテレビの話など、実際こ

原稿を確認し、市民の目線に立った時に、いつからテレビが入ってきたとか、電話はいつから

かと思った時に、そのような記述がないので事務局で書き足す。そのような作業をする中で非

常に工程が押してきている。 

前回、前々回と近現代が遅れ気味で申し訳ございませんと再三にわたってお詫びを申し上

げてきたところだが、当初の印刷業者との契約である９月末刊行は厳しい工程になってきてい

る。ついては、遅延についてご了解をいただき、１１月末、或いは遅くとも年内までには納品をす

るような形で進めていきたい。 

（会長）既に８月であるが、資料を見ていると未入稿のところが２箇所ある。延ばさざるを得ないのか

と思う。１１月末ぐらいに延ばしたいという提案についてはよろしいか。 

 

〈協議事項についての意見や質問なし〉 

 

〔販売価格について〕 

（事務局説明）毎回、本が刊行されると、それを販売するにあたっての販売価格を皆さまにご相談

をさせていただいている。前回のご提案の中では、市史は幾らというイメージからすると、通し

た価格の方が良いのではないかとい意見も頂戴しているため、今回についても前回同様5,000

円とさせていただきたい。また、予約の方は二割引の４，０００円で販売をさせていただいてき

たが、その方法についても前回同様に実施したい。 

 

〈協議事項についての意見や質問〉 

（質問）消費税はないのか。 

（回答）官公庁の刊行物については非課税という形になっていたと思う。 

（質問）書店扱いも非課税で良いのか。 

（回答）書店との契約の中で販売の手数料等を一部変更するという形で４月に対応をさせていただ

いた。市民の方々が書店に買われるのも、役所で買われるのも販売価格は一緒になる。 

 

４．その他 

  ・次回の開催時期（１月～２月）について周知した。 


