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 平成 23 年度 第２回伊賀市史編さん委員会会議概要 

 

日  時：平成 24 年２月 10 日（金）13:30～15:40 

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、味岡教育長、藤井讓治委員（監修者）ほか市史編さん委員 11 名 

    伊賀市歴史研究会職員１名、事務局４名 

事 項：１．あいさつ 

    ２．報告事項 

    （１）伊賀市歴史研究会の体制について 

（２）事業経過及び編さん作業の進捗状況について        

（３）既刊書籍の販売状況について              

    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 

・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。 

 

２．報告事項 

【（１）伊賀市歴史研究会の体制について】 

伊賀市史編さん事業を進めるにあたり、伊賀市歴史研究会に委託する形式を採り、監修

者の藤井先生に代表になっていただき、編集委員・各部会委員にご尽力いただくとともに、

事務局として、伊賀市歴史研究会職員２名と臨時職員２名という体制で進めてきた。 

研究会職員の２名については、昨年度末に 23 年度の雇用契約は半期とし、その期間が満

了したため、９月末日をもって退職いただいた。しかし、編さん事業は継続するので、第

６巻 資料編 近現代に携わった山中千尋氏が近現代史担当の研究会職員として従事いただ

くことになった。また、第５巻の編さんには古文書の解読作業等が伴うため、地元で専門

的な作業に従事できる上井俊記氏に臨時職員として関わっていただくことになった。 

また、平成 25 年度には『第３巻 通史編 近現代』の刊行を予定しているが、現状の編

集委員の体制は、古代・中世３名、近世２名、近現代１名であり、近現代史担当委員の負

担が大きいこと、編さん事業における大きな課題である部落史の問題を総括するため、編

集委員会で検討いただき、上井氏に近現代史担当の編集委員として参画いただくことにな

った。 

しかし、現在の第５巻と『第２巻 通史編 近世』の編さんも視野に入れると、近世史
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担当が不在という現状が大きな課題になるため、監修者ともご相談し、体制に支障が無い

ように進めて参りたい。 

 

〈報告事項についての意見や質問〉 

（質問）研究会職員であった高橋さんについては、今どのようにされているのか。 

（回答）事務手続きの関係で連絡させていただいたが、本人のその後の状況については、

個人的なことでもあるので尋ねておりません。しかし、聞くところによると京都府内

の自治体へ、週２回ほど行かれていると聞いています。 

（意見）高橋さんは、歴史研究会の職員として上野市史時代から長らく編さんに関わって

こられた方なので色々な情報をお持ちであろうし、この編さんを進めていく上で重要

な職責を担ってこられたので、今後の市史編さん事業においても、お知恵を拝借する

ことがより良い市史を作る上では必要ではないか。 

（回答）ご指摘のとおりこれまでの経緯もあり、お尋ねしなければならないこともあるか

と思います。必要に応じて、お教えいただくことになるかと思います。 

（意見）市史編さん体制についてですが、私は青山支所に近い所に住んでいることもあり、

事務局の方と会う機会がある。係の職員二人の様子を見ていると大変忙しく、熱心に

されていることを知っているが、事務局体制として本当に二人で大丈夫か、とかねて

から思ってきた。 

今の説明では研究会の体制が変わったとのことだが、行政の専従職員が２名で大丈

夫か疑問に思う。たくさんの業務や編集委員会や各部会、執筆の先生方との調整等を

やられている。他の行政事務と違って専門職的な仕事であるということで、28 年度ま

でこれが続く。 

それから、将来を考えると収集した膨大な資料をどうするのか整理活用も考えてい

かないといけない。伊賀市史の編さん係をどうのように位置づけるのか。総合計画で

は「歴史と文化を未来につなぐ」と大きく出ているが、刊行事業は終わっても続けて

いくべきだと考えるし、６市町村が合併したわけだが、歴史的にもきちんとしていか

なければならない。 

この事業は重要な施策であって合併の時の目玉事業と考えている。しかし、将来的

にどうしていくか、当面の体制の整備は必要だが、それに加えて刊行後の将来的な考

え方も整理、見通しが必要と思う。財政的に厳しいことも知っているが、将来を見据

えた議論をして欲しい。 

（回答）編さん体制については、事務局でも十分とは思っていませんし、事務局と相談し

て、監修者の先生にご指導いただきながら進めたいと思います。 

編さん事業は 28 年まで続きますが、立派な伊賀市史を次々刊行して、それを行政職

員が生かしていくことが重要と思います。６つの市町村が合併して、自分が所属して

いたところ以外の地域の歴史を知っていくことも必要で、この市史を刊行する中で、
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職員にどのように生かすかが重要と考えている。その活用方法については、大きな命

題として先生方とも相談させていただいたいと思います。 

（意見）市町村によっては、市史編さん事業を止めたとか、教育委員会と兼務で進めてい

るところもある。しかし市史というのは、その時の職員や市民の判断ではなくて、将

来を見据えて進めるもので、特に膨大な資料をどうするか。それが生かされずに倉庫

に眠ってしまっては大変なことと思う。 

（回答）ご指摘の内容は、必ずしも刊行後にすべきことばかりでもないので、今まで発行

したものをどのように生かしていくか、ということを考えることは必要と思いますの

で、一度検討してみます。 

（回答）ご指摘のありました資料をどうするのか、という点については、現状では書籍の

刊行に重点を置いて作業を進めており、以前議題になった資料館構想の件については

進んでおりません。  

しかし、以前に市史の資料は情報公開条例の対象となる通常の行政情報と分けて公

開できるようにすべきだ、というご指摘があったので、情報公開条例を所管する秘書

広報課と協議を進めておりますが、現段階としては、運用として閲覧の手続きを経て

利用できるよう取り扱っております。 

なお、資料につきましては、歴史資料としてだけでなく今日的な問題に直結するも

のもあり、大切な財産であるという認識でおります。 

（意見）資料の取り扱いについては、この編さん委員会でご議論いただく機会を設けて、

検討し皆様のご意見を伺うようにしてください。 

 

【(２)事業経過及び編さん作業の進捗状況について】(資料１～３) 

事務局から前回の会議（平成 23 年１月 21 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。 

①編集委員会 

８月 24 日に第２回目の編集委員会を開催し、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、12 月 11 日には第３回の編集委員会を開催し、進

捗状況に加え、体制にかかる問題について検討した。 

②近世史部会 

近世史は、地方と藩政に別れて作業を進めており、地方は昨年度 12 回の部会、藩政は

５回の部会を開催した。 

部会では、資料の要約である綱文の検討と編集・校正上の課題点等の協議などを行っ

た。部会での検討により目次の表記も再検討したため、目次について一部変更した部分

がある。また、掲載資料については、可能な限り地域バランスについて配慮するよう努

めた。当初の掲載資料を確認し、地域的偏りが是正できるよう検討し、必要に応じて掲

載資料を変更した。    
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第５巻の編さん作業については、掲載資料を再確認する過程において、掲載資料の加

除、掲載箇所の再検討など執筆者と調整しなければならない事項が多数発生したこと、

これまで３月末に刊行するために５月に入稿していたが、入稿時期が６月末と遅れてい

たこと、体制変更にかかる問題で、部会の開催が滞ったことなどから、年度内の刊行は

大変厳しい状況となっている。 

ついては、第５巻の刊行を繰越措置をして来年度刊行とすることでご了解いただきた

い。刊行時期については、平成 24 年６月下旬を目標に努力いたしたいと考えている。 

④近現代史部会 

近現代史部会は、前回の編さん委員会以降、部会の開催は１回にとどまっており、資

料５の目次案も前回から若干変更を除きあまり変わっていない。事務局の動きも、現状

では第５巻の刊行に向けての校正作業が中心となっている。ただ、個々の執筆者が調査・

研究を進めているところで、特に教育分野、交通分野の執筆者は、資料収集・閲覧を積

極的に進めている。また、個別の現地調査も実施しており、10 月には、上野天神祭を見

学した。積極的に作業を進めている執筆者とそうでない執筆者がいるので、３月には部

会を開催して課題を総括し、取り組めるようにしたい。  

なお、課題としては、産業分野の中の林業について検討すべきことが多くある。その

他、目次案の項目にある内容について、情報等がございましたらよろしくお願いします。  

 

〈報告事項についての意見や質問〉 

（質問）第５巻の目次案の「第４章藩政下の村と町・第２節村社会・第２項灌漑用水と山

林」があるが、西島八兵衛は登場するのか。 

（回答）西島八兵衛は、伊賀国以外での活動が有名ですので直接関連するものはなかった

と思います。 

（質問）山畑の新田開発があったと思うが。 

（回答）山畑の新田開発については取り上げましたが、西島八兵衛は登場しなかったと思

います。 

（意見）西島八兵衛の墓所が正祟寺にあり、伊勢や四国の灌漑でも活躍している、伊賀国

内においての活躍はあまり関係しないが、全国的には有名な人物なので取り上げない

といけないのではないか。 

   それから、鍵屋の辻の仇討ちがある。仇討ちの舞台は伊賀だが物語の展開は全国的

なもので、歌舞伎や文楽をみると最後に伊賀が登場する。この歌舞伎や文楽を通して

伊賀が全国的に有名になっていく。そうしたものは触れなくていいのか。 

（回答）鍵屋の辻の仇討ちについては、以前に部会で議論になりましたが、この事件がど

こまで史実かどうかという点と、既出の資料の掲載はできるだけ除外するという方針

から資料編での掲載は見送ることになりました。しかし、通史編では取り上げる方向

で議論を進めていたと思います。 
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また、戦前の観光を考えると、上野天神祭と鍵屋の辻が当時の大きな観光の目玉で

あったことから、近現代史部会では通史編におけるこの問題の取り扱いについて議論

を進めております。 

（意見）鍵屋の辻の仇討ちは、物語として脚色されているが、伊賀で行われたことの事実

を資料編ではなくでも通史編で取り上げる必要があると思う。 

（意見）西島八兵衛は、伊賀にゆかりのある著名な人物で、伊賀人の誇りとして伊賀市史

を通じて情報発信をすることが大切と思う。荒木又右エ門についても、資料編では取

り扱いが難しいが、伊賀という地域柄、日本史に果たした伊賀の文化史を取り上げる

ことが必要ではないか。 

   また、歌舞伎や文楽などでどれだけ取り上げられているのか、リストアップする作

業も必要ではないか。浮世絵などでもたくさんある。伊賀越え仇討ちの版画を収集し

た資料集は無いと思うので、これを機に絵画や文学などあらゆる分野で整理する必要

があるのではないか。 

（回答）資料としては軍記物・伝記の類が多いので、第５巻の項目には挙げていない。し

かし、この問題は第５巻を編さんする前から議論があったので、通史編で取り上げる

ことについては改めて編集委員会で報告したい。 

（回答）近現代史では「忍者」というカテゴリーに含まれるものが、大衆化する過程とし

て漫画や小説類をリストアップしようかという話になっています。興味を持って下さ

っている執筆者が数名いるので、それに期待していただいては。 

（意見）忍者については、史実を取り上げることが重要で、伊賀越えについても同様であ

る。忍者は世界中で話題になっているが、ここでは事実を提示することが大事で、脚

色しては意味がない。 

（回答）伊賀の文化というのは、文化史的にも大きな意味があるというのはご指摘のとお

りと思う。通史編で取り上げ方を検討したい。 

また、全国的に活躍された伊賀出身の人物を取り上げる件については、取捨選択が

難しいが、市民の方々がこの地域の歴史を理解していただくために必要な情報を叙述

することが基本的な方向だと思う。また、芭蕉についても同様で、取り上げるけれど

もバランスを考慮して取り上げたい。 

   今後も編さん委員の皆様には取り上げて欲しい内容があればご意見をいただければ

幸いです。それがそのまま反映されるわけではございませんが、よろしくお願いしま

す。 

（質問）被差別部落の件です、夙村を取り上げていますが、取り上げるべきものですか。 

（回答）前回の会議において事実として取り上げるが、取り扱いについては慎重にやるべ

きである。事実の記録としても読み手は様々で、誤った方向に使われても困るので、

十分に配慮しながら記述について気をつけていこうという合意がなされたと記憶して

いる。取り上げることについては皆さんの理解を得ていると考えている。  
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（意見）「穢多」という表記をそのまま出すのか。かつて中学校の教科書には出ていたが、

賤称語ということで問題もあり、現在の教科書では記述されていないのではないか。 

（回答）教科書では今でも使っています。 

（意見）歴史の事実としてはそうだが、この表現を明確に出すということは非常に難しい

問題と思う。例えば「穢多身分」「穢多肝煎」といったことを市民の方が読まれて、差

別意識を持つ人が逆に利用する、最近インターネットでも 2600 件の差別書き込みがあ

って、地域を特定しているのが出ている。そうしたものにつながる可能性がある。十

分に議論されているかとは思うが、この部分はこのままでいいのか非常に難しい。 

（回答）基本的には、近世の社会では差別・被差別に関係する人が存在している。それは

重要な問題で、きちんと歴史的に位置づけることが必要である。リスペクトしないと

いうことで合意している。近代についてもそうした立場で取り上げる。ご指摘のよう

に直接的な表現で項目に出すことについては検討して置き換えられるものは、そうし

ても良いし、直接的に表現した方がより良いものはそのままとする。ただ、個人の人

権に及ばないように配慮することは十分に考えていきたい。それから、なぜ取り上げ

られたか、私たちがこの史料をどういう立場で取り上げ、読み手に何を理解して欲し

いか、説明できるようにしたいと思います。 

 本当に微妙な問題で、不用意に表現すると差別を助長することになりかねないし、

市当局でも問題となるので配慮は十分にしたいと思いますし、部会にも伝えたいと思

います。 

（意見）「穢多身分と寺院」という内容では、特定の寺院が問題になるかと思うが、それが

現在も存在する寺院であった場合、差別を助長することになる可能性もある。寺院の

扱い方法には課題がある。 

（回答）伊賀市史をどのような人が入手するかわからないので、誰が入手しても間違いが

起こらないように配慮していきたい。伊賀市は人権問題についてきちんと解消してい

こうという姿勢であるので、それと一貫した姿勢で望みたい。 

（質問）第４章４節のタイトルは「被差別民の役割と暮らし」となっていて「被差別民」

とあるが、最初から差別されていたわけではないのではないか。身分はあったかもし

れないが、身分に応じた役割があって、そのことが結果的に差別につながったという

のであればわかるが、初めから被差別民というわけではない。最初から決められてい

たわけではないのではないか。 

（回答）近世の初めには役割分担的な要素がありますけども、いわゆる死牛馬の処理につ

いては、中世から一定の穢れの観念があり、11 世紀頃からかなり意識が強くなって、

人々が一定の差別を受けるようになってきて、その人々が一定の権利を守るためにも

集団化していきます。11 世紀頃の代表的な集団として奈良坂非人があります。 

それが江戸時代の被差別部落に直接つながるか、というとよく分からなくて、学会

でもつながるという意見と、江戸時代に作り上げられた差別の村だといわれていると
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ころと両方ある。 

近世で差別が強く顕在化するのは、17 世紀後半の元禄期頃で、それまで村の中に枝

村として存在していたのが、地理的にも婚姻も宗門人別帳面も分けられるようになり

ます。したがって、差別は 17 世紀後半には確実に存在します。江戸時代はそれから 150

年以上続くので、差別された人々のくらし、或いは差別された様相をきちんと描かな

いと、近代における差別が分からないだろうというのが今の理解だと思います。資料

編にこうした形で掲載するのは、伊賀市史ではこの問題をきちんと考えている、とい

うメッセージとしてもご理解いただきたいと思っています。 

（意見）読み人が差別を理解したとして、差別の意識が強くなっては意味がない。 

（回答）被差別民というのは近代の用語です。江戸時代に被差別民という用語はありませ

ん。しかし、現在では同和問題を考える時、差別・非差別という言い方で穢多・非人

といった身分的に差別された人々を考えましょうということになってきている。現在

では「百姓」という言葉も使わないのと同じ意味で、穢多・非人を直接的には表現し

ない方向となっている。表現があまりにも直接的で、その言葉に差別のニュアンスが

込められた言葉ですから、こうした表現は止めておきましょうということになってき

ました。しかし、差別された人々の生き様、生活をきちんと位置づけましょうという

のが、この箇所の意図ということでご理解いただきたいと思います。 

（意見）通史編でのこの部分の取り扱いは。 

（回答）通史編の方が、具体的な位置などを叙述することができる。資料編では、ある資

料がどのような資料か、ということを表現する場ですので、そこではあまり論を展開

することにはならないと思います。 

（意見）基本的に歴史資料があって、その受け取り方は様々であると思うが、何故この項

目を設定したという意味の本意は、これからはそういうことがあってはならない、し

てはならないということを我々が再認識する。メッセージの意味もあると考えるので、

枝葉松葉にとらわれず大義を見落とさないようお願いしたい。 

（質問）『第３巻 通史編 近現代』は、目次を見ると最後の第６章は高度経済成長までで

昭和末年となっている。前の会議では平成の合併まで叙述することになっていたはず

ではないか。 

（回答）第３巻の第６章は高度経済成長までとし、平成以降については歴史として取り扱

うのは妥当ではないので、合併や特筆すべき出来事などの事実を列挙してまとめる方

向で検討しています。 

 

【（２）既刊書籍の販売について】 

昨年度末に刊行した『第１巻 通史編 古代・中世』をはじめ、既刊書籍の販売状況につ

いて報告。 

昨年３月に刊行した『第 1巻 通史編 古代・中世』の売り上げは、２月６日段階で 503
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冊、その他既刊書籍を合わせると 608 冊となっている。単年度の売り上げ冊数としては過

去最高となっている。 

販売促進に関連する講演会の開催の件については、青山公民館からの依頼により 11 月９

日に「伊賀東西南北 第 1巻の編さんを通じて」と題して古代・中世の内容を紹介した。 

文化財教室等での出張販売については、1 月 22 日に開催された府中地区住民自治協議会

主催の講演会「国庁成立前夜」にて販売を行った。実績は１巻２冊、上野市史文化財編２

冊、同考古編２冊、合計６冊の販売となっている。 

前回の会議でのご提案であるケーブルＴＶと協力して歴史探訪の番組を作成してはどう

か、との件については、ケーブルＴＶのご協力を得て月１回、８分程度の番組で進める予

定でいる。 

〈報告事項についての意見や質問〉 

（意見）先の報告では、番組は８分と言われておりましたが、こちらの都合で 13 分でお願

いしたいと考えております。 

（質問）販売分ではなくて、他所から来られて市史が見たいという時、土日でも見られる

場所があって、見られる場所としては観光協会ぐらいかしか分からないが、そうした

場所はあるのか。 

（回答）まず、図書館があります。それと観光協会がありますが、他所から来られて市史

をご覧になりたい方もそれほど多くはないでしょうから、すぐ見られる場所に置いて

ないかもしれません。それから資料館には、販売用に置かせていただてありますので、

少しなら見ていただくことができるかも知れません。お城周辺の各施設には、置かせ

ていただてあります。 

（意見）販売ではなく図書館に置いてあるように、見られる場所を多く設定した方が他所

から来た人に対して親切と思う。 

（意見）例えば崇広堂、歴史民俗資料館、入交家などに見られるように置いてはどうか。

観光客も来られる史跡なので、活用されるのではないか。 

  それから、近く完成するハイトピア伊賀の５階の生涯学習センターに置いて、でき

たらそこでも販売できる形にしてはどうか。市民も含めお客さんが来られる場所です

から、そうしたことも検討してはどうか。 

（意見）歴史好きが行くかどうか分かりませんが、「モクモク」などもいかがでしょうか。

市史だけでなく伊賀に関係する書籍も一緒に販売させてもらってはどうか。目に触れ

る機会が増えると思う。 

（回答）問題は誰が管理するかということになります。誰も居ないと所では無くなっても

いけないし、誰か居る所で管理できる所に置いて頂ければいいのですが。 

（意見）そうした意味では崇広堂、歴史民俗資料館、入交家では管理人も居るし、入交家

では展示場もある。 

（意見）４月からできるハイトピア伊賀には総合案内所ができる。観光協会の総元締めが
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できるので、そこで販売・閲覧場所の情報を渡しておいてはどうか。 

   閲覧場所としては、先ほどご意見のあった歴史民俗資料館が一番いいのでは。歴史

に関するものを展示しているしお城にも近い。総合案内所はハイトピアとお城の入口

にできるので、それを考えると販売・閲覧情報はそこに置いておいてはどうか。 

 

３．協議事項 

【（１）第５巻 資料編 近世について】 

  今年度刊行予定の『第５巻 資料編 近世』の書籍の体裁について下記の内容を説明し、

ご検討いただいた。 

１点目として、前回の編さん委員会で提示した目次案について、８月以降に部会、編

集委員会を開催する過程において、より分かりやすいタイトルとするため、必要に応じ

て章・節・項の題名を変更した。 

特にご検討いただきたいのが、第６章「地域をとりまく諸相」第２節「災害」におけ

る「安政の大地震」である。この地震の発生時期は嘉永７年であり、歴史的事実から嘉

永７年の大地震とすべきではないか、という意見が編集委員から出されている、広く知

られている「安政の大地震」と別のものと理解される可能性がある。 

２点目として、巻頭写真候補について資料７に提示したので、その内容についてご検

討いただきたい。 

３点目に、第５巻には付図として２点の絵図を付録で付ける予定でいる。一つは城下

町絵図、もう一つは国絵図を添付する。城下町絵図については、伊賀文化産業協会が最

近購入されたものを了解を得て掲載する予定でいるが、国絵図については、同じ伊賀文

化産業協会が購入された元禄 13年のものと編集委員の先生から紹介された北海道開拓記

念館が保管しているものがあります。この候補についてご検討いただきたい。 

 

〈報告事項についての意見や質問〉 

《目次案について》 

（質問）「安政の大地震」という言葉は、いつから使われだしたのか。初めから「安政の大

地震」といっていたのか、ある段階から安政の大地震といったのか、昔は単に大地震

といったのか。最近の言い方では安政の伊賀上野大地震という言葉もある。言葉には

歴史的意味もあるでしょう。伊賀の大地震の歴史の経緯がどの程度明らかになってい

るのでしょうか。 

（回答）経緯については現状ではわかりません。 

（意見）嘉永７年の大地震として、括弧で安政の大地震として、その経緯を記述し、注釈

を入れてはどうか。 

（意見）嘉永７年の大地震として括弧でいれてはどうか、と思うが、原稿を見ると括弧を

入れるとタイトルが長くなる。 
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（意見）いずれにしても、タイトルに「安政の大地震」というのは欲しいと思う。 

（意見）読めば安政の大地震が嘉永７年に発生したことが分かればよいのでは。 

（意見）「安政の大地震」と言えば、伊賀の人はこの地震を指すようですが、一般的には江

戸の地震ですよね。地震学会などでは「伊賀上野」という地名をつけている。「上野」

まで入れるかどうかは別として、伊賀で大地震があったことをメッセージとして伝え

ることができるタイトルにしてはどうか。 

（意見）安政の地震は、伊賀と江戸、東海・東南海と何回か地震がある。去年の地震と同

じように巨大地震が連続して起きた出来事。同じ年に何回か起きた一連の中にあると

いうことが重要と思う。 

（意見）どこの家でも安政の地震に関する記録がある。そうした意味で５巻で取り上げる

ことは重要。伊賀の人には「安政の地震」という言葉の方が馴染みがある。しかし、

全国的に見ると「安政の伊賀上野地震」という言葉でないと分からない。先ほどの「安

政」という時期は、一連の巨大地震という考え方にもなるかもしれない。単独の地震

ではない。 

（意見）先日、「伊賀百筆」を見ていたら、月ヶ瀬にも上野にも安政の大地震の記録がある

ことが出ていた。そこでは「安政」という言葉を使用していた。 

（意見）法華経塔には何と書いてありますか。 

（回答）嘉永７年という書き出しで始まります。 

（意見）タイトルとしては、「安政の大地震」をメインとして、伊賀上野で起こったことが

分かるような言葉を補い、それが嘉永 7 年に起きたことを注記で書いてはどうか。後

は編集委員さんにお任せしてはどうか。 

《巻頭写真について》 

（意見）安藤広重が上野を描いた絵があることをご存知か。それは小学校３年生の副読本

の「わたしたちの伊賀市」に使われている。描いた場所は、桑町橋か鍵屋の辻から見

たような風景でどちらか分からないが、広重の版画を一つ候補としては。 

（意見）広重の絵については、本物かどうか鑑定して貰わないといけない、おそらく広重

は伊賀へ来ていない。その人の絵を巻頭へ入れる値打ちはない。広重といっても２代

目、３代目がある。不用意に掲載するのは危ないと思う。広重が伊賀に来たことがは

っきりしていれば問題ないが。 

（意見）浮世絵師は、現在のようにその地を訪れて写実の絵を描いたわけではない。広重

の「伊賀上野」は何を描いたかというと、鍵屋の辻を描いている。当時有名であった

鍵屋の辻の仇討ちが伊賀と結びつき、伊賀を描くときは鍵屋の辻を描かないといけな

い。それと現実離れした立派な上野城があって、人家と橋の架かった川があるが、現

実には存在しない風景である。描いたのは安藤広重本人で、東海道五十三次を描いた

広重と同じ人物が描いたもので疑いのないものである。 

しかし、あの絵は、当時の人々の幕末の伊賀の捉え方を表す美術作品というか、ポ
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スター的なものとして捉えたらいいのではないか。 

広重が伊賀を描いた、ということはあまり知られていないし、今では見る機会のな

いものでもある。 

（意見）今回の市史には伊賀における美術史というか、現存絵画に関する内容がない。上

野市史にも無かったし伊賀市史にも無い。その分野が抜けている。どのような画人が

いて、どのような作品を描いて、彼らの美術史的な位置づけや京都との関わりなど、

独自の文化をどのように育んだのか、といった部分がない。 

（回答）色々なご意見いただけるのはありがたいのですが、基本的には資料編ですので、

史料として載せたものを説明する、或いはその資料の元の形が伝わることを意識して

構成いただいたらいいと思います。先ほどの広重の絵などは、むしろ通史編の鍵屋の

辻の箇所で使ってはいかがでしょうか。私はどちらかというと、華がなくてもいい、

少し控えめの方がいいと思います。 

（意見）「安政の大地震」の注釈は資料編としては異例だが入れる。巻頭写真については監

修者の意見にあったように、資料編であることを考慮して、今の意見については編集

委員会で通史編に入れる方向で検討してください。 

《付図について》 

（意見）絵図の件で、北海道のものは年号がないのですか。何故北海道にあるのですか。 

（回答）近世史担当の編集委員の先生のお知り合いが北海道立開拓記念館に勤務されてい

て、近くの村から持ち込まれたものと聞いています。 

明治になって藤堂藩から北海道に行かれて、その時絵図も含めて資料も持っていか

れた中の一つと聞いております。ただ、年代については確認できていないということ

と、北海道のものはサイズが小さく、描いてある情報が少ないと聞いています。 

（質問）それは複製してもよいのか。 

（回答）完成した書籍を謹呈すれば問題ないということです。記念館の方にも協力をいた

だきますが、それについても了解いただいています。 

（意見）資料編ということであれば、元禄の国境争いの契機はこの絵図の作成なので、こ

の絵図の方が良いと思う。 

（意見）元禄の絵図については、各地のものがたくさんある。伊賀国は藤堂藩が担当で幕

府に提出している。正式のものは２枚あって地元に残ったのは「控え」ということで

す。伊賀国絵図が内閣文庫に残っているかどうか分かりませんが、かなりの国絵図が

残っている。これが残りの状態がよければこれでいいと思う。三重県史に出ていたよ

うに思うので、確認してからにしてはどうか。同じものを重ねて出すことはないかと

思う。 

（意見）どれを載せるかは別として、そうしたものが北海道にあるのは面白い。長らく伊

賀に住んでいるが、誰かが北海道へ移住したという事は聞いたことがない。そうした

移民の姿からは、新しい民衆の姿が描ける。 



 12

《４．その他》 

（事務局） 

・伊賀市史編さん委員の任期が２月末のため、学識経験者については、再任にかかるお願

い。また、公募委員については、退任となるため、ご挨拶をいただく。 

・次回の編さん委員会の開催時期（７月下旬から８月上旬）を伝える。 

・会長（副市長）から審議に対するお礼を申し上げ、委員会を終了する。 


