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 平成 23 年度 第１回伊賀市史編さん委員会会議概要 

日  時：平成 23 年８月３日（水）13:30～15:10 

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９名 

     事務局４名 

実施内容：次のとおりです。 

 

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）市史編さん委員について】 

市史編さん委員の福井委員について、勤務先である伊賀文化産業協会の公益法人化に伴

い、公職又は行政の各種委員と兼務できないという理由から辞任届が提出されたので、平

成 23 年 3 月 31 日をもって編さん委員を解かせていただいた。 

なお、編さん委員の任期が平成 24 年２月末日であることから、後任は置かないこととす

ることを報告し、了解を得た。 

  

【(２)事業経過及び編さん作業の進捗状況について】(資料１～３) 

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 

 ３月４日の会議では、前回の編さん委員会の会議結果を報告し、『第１巻 通史編 古

代・中世』の印刷・製本の状況、『第５巻 資料編 近世』進捗状況や体裁について検討

した。６月４日の編集委員会では昨年度末に刊行した第１巻の予約状況や本年度刊行予

定の『第５巻 資料編 近世』の入札結果と同書籍の全体頁数や掲載史料数、体裁につ

いて検討した。 

次回は８月 28 日に編集委員会の開催を予定しており、第５巻の校正原稿を踏まえての

検討や、今後の刊行予定の書籍について検討いただく予定。 

②古代・中世史部会 

前回の編さん委員会以降、４回目、５回目の校正作業を進め、２月 28 日に校了し印刷・

製本の後、3月 30 日に納品された。古代・中世の担当編集委員は、昨年度 27 回の部会を

開催し原稿を検討いただいた。 
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③近世史部会 

近世史は、地方と藩政に別れて作業進めており、地方は昨年度 11 回の部会、藩政は４

回の部会を、本年度に入り地方３回、藩政１回開催した。 

部会では、本年度刊行予定の第５巻に掲載する史料の抽出・検討、第５巻の体裁、掲

載する史料のうち人権関係史料についての検討などを行った。 

第５巻は、全体で 10 章からなり、予定頁は現段階で 1,160 頁余り、掲載史料点数は、

557 点となっている。 

今後の部会の予定として、掲載史料の冒頭につける要約の「綱文」（こうぶん）の検討

作業や掲載史料にかかる問題点、巻頭写真等を検討いただく。 

これまでの資料編では、印刷・製本を行う前年度に概ね原稿を揃え、年度当初に印刷

業者と契約を交わし、４月末から５月上旬に入稿してきたが、第５巻は、ほとんどが翻

刻を必要とする原稿であり、古文書を活字にする際の細かな約束事を反映する作業や、

原稿を何度も確認する必要もあることから、そうした作業を経てから入稿するよう指示

があったので、６月末に入稿することを目標に作業を進め、６月 29 日に入稿した。現在

初校の一部が到着している。これまでの工程からすると遅れがあるが、年度内に刊行で

きるよう取り組みたい。 

印刷業者は、６月９日に入札が行われ、既刊の第４・第６巻を印刷した（株）ぎょう

せい が落札した。 

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回にとどまっているが、

執筆者が個別に調査・研究を進めている。７月 22 日に開催した部会では、第３巻で伊賀

の近現代を考える上で重要な事項は何か検討する議論が必要ということになり、８月末

に予定している次回の部会では、各自作業を進めながら伊賀の近現代史像についてご検

討いただく予定でいる。次回の編さん委員会では、議論の結果と目次案を報告できるの

ではないかと考えている。 

 

〈報告事項についての意見や質問〉 

（意見）これまでの編さん委員会に出席していた、歴史研究会の２名が本日出席していな

い理由はなにか。 

（回答）組織・体制の問題も含めて諸般の事情があり、今回は出席を見送らせていただい

た。もちろん本人に了解の上で見送らせていただいている。 

（意見）辞められたわけではないのですね。 

（回答）そういうわけではございません。 

（意見）今回の『第５巻 資料編 近世』の特徴や編さんに当たって意識した点があれば教

えてください。 

（回答）近世の史料については、これまで古文献刊行会から出された『宗国史』や『庁事
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類編』など個々の史料集はあるが、伊賀市の近世史全体を捉えた史料集が無かった。 

また、近世の伊賀地域の大きな特徴である「無足人制度」という、村々に居ながら

武士と同等の待遇を受けていた人々に関する史料をまとめて掲載したこと。幕府の諜

報活動などに関わった伊賀者の史料を掲載して、そのありようをまとまった形で掲載

することができたのが大きな特徴かと思う。 

   それから、村々に関する史料は、これまで史料そのものを掲載したものは少なかっ

たので、それらが大きな成果と思われる。 

（意見）第３巻の編さん状況についてはどうか。 

（回答）前回の編さん委員会以降、部会の開催数は１回で、本日と前回の会議資料では余

り変化はない。しかし、目次案が確定している分野は作業を進めている。早急に目次

案を決められるよう取り組みたい。 

（意見）『第３巻 通史編 近現代』の「現代」はどの時期までを取り上げるのか。伊賀市

誕生は入らないのか。 

（回答）部会では、高度経済成長からバブル崩壊ぐらいまでを対象とする、という議論で

あったかと思う。最近の事柄を歴史として取り上げるのは難しいので、対象時期はバ

ブル崩壊ぐらいまでだが、最終章で「伊賀市の将来」・「これからの伊賀市」とかいっ

た内容で歴史的評価は別として、合併に至る経緯など歴史的事実として叙述しなけれ

ばならないと理解いただいている。 

（意見）『第５巻 資料編 近世』の目次で「第４章 藩政下の村と町」の第４節に「被差別

民の役割と暮らし」というのがある。『第３巻 通史編 近現代』に「伊賀地域の米騒動」

といった項目がある。 

これらは被差別部落と深く関わっている。かつて、古文献刊行会が発刊する書籍に

被差別地区の地名が登場することの取り扱いについて、こうした問題については、ど

こにでも説明できるような対応をお願いしたい。 

（回答）「第４章 藩政下の村と町」の第４節「被差別民の役割と暮らし」は、江戸時代の

伊賀を理解するうえで取り組むことが必要であろう、ということが基本的にあり、そ

の中で第５巻を含めた伊賀市史の基本的なスタンスとして、部落問題の史料に関して

個人攻撃になるような、権利を侵すようなことには踏み込まないようにしよう、それ

を前提として現実に差別が存在したことや人々の生き方や暮らしの様子がわかるよう

にしていこう、という方針の下に進めている。この部分については、上井氏に担当を

お願いして、上井さんの判断を尊重して、この中には地名や個人の名前も登場するが、

伊賀市史の冒頭の凡例の部分で、人権にかかわる史料を収載したが、差別の助長につ

ながらないような利用をお願いするなどの文言を入れたいと考えている。 

何も検討・議論せずに掲載して、どのような立場で載せたのか、と問われて答えら

れないのではおかしいので、部会でも議論し、事務局も含めて何か質問があっても答

えられるようお願いしている。慎重に対応したい。また、編さん委員会におきまして
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も、差別解消への取り組みの一つとしてご理解いただきたい。 

（意見）さまざまな対応をしているようだが、この書籍の読み手、受け取る側、恣意的に

使用されないか考慮する必要がある。こちら側がいくら真剣に議論して真実を明らか

にするという姿勢で取り組んでも、使用する側が何らかの形に利用しようとする団体

もあるので、その辺りに対する心遣いも必要である。 

（意見）通史編の執筆者は、若い新進気鋭の方だと、細かなことまで書いてしまう傾向に

ならないか。年配の老練な方だと自治体史の趣旨に合わせてわかりやすく書いていた

だけるのではないか。今回の第１巻を見ていると、論文集的な印象がなくもない。 

（回答）ご指摘のとおり、論文集になってはいけない。しかし、その一方で自明のことだ

け書くのではなく、編さん事業を通じて明らかになったことも盛り込まなくてはいけ

ない。確かに、若い執筆者は自分の研究にひきつけて論を立ててしまうことが時折あ

る。ご意見をいただくなり、編集の中で原稿の確認をしっかりやりたい。 

（意見）第１巻を読んだ印象として、今までの市史では取り上げられてこなかった内容・

記述が、新しい視点で新しい史料で平易な文章で書かれていて、読み物として楽しめ

た。今度の近現代史も用語等で難しくなると思うが、第１巻に即した平明な文章でか

つ新しい知見も踏まえて欲しい。 

（回答）今後の編さんで、執筆者の方々は第１巻を読んでいただいて執筆に取り組むと思

うので、通史編を通して一貫性が図られると思う。 

（意見）第５巻の目次で登場する寺社は、観菩提寺、新大仏寺、正祟寺等の寺社があるが、

伊賀で大きな勢力になっていた天台真盛宗、真言宗豊山派が見当たらない。新大仏寺

の起源は古いが、この時代は荒廃していたように思う。それから真宗正祟寺は伊賀の

真宗寺院の中心なので、ここを明らかにすると色々なことがわかるのではないか、上

野の町中の寺院を見ると真宗寺院は町中に散在しているが、その他の宗派は寺町にま

とまって位置する。これは藤堂藩と真宗の関係が親密であって、真宗だけは町中に建

立することを許されたらしい。伊賀の真宗寺院については首藤善樹さんが書かれてい

る。それらも含めて、天台真盛宗、真言宗豊山派が漏れないようにすべきではないか。 

（回答）ここに掲げたのは、近世史料が残る寺院のなかで比較的古いもので、それを残し

ていこうという意図のもとに掲載している。ここですべてを語ろうというには無理が

ある。ご指摘は部会に伝え、良好な史料があれば掲載するという方向で考えたい。 

（意見）寺社組織と地域社会を取り上げた趣旨を今一度お教えください。 

（回答）：寺社組織と地域社会というのを取り上げたのは、それぞれの寺社に残されている

古文書の中で、近世の寺社組織とはどのようになっているのか、というのを少しでも

窺えるようにしたい。地域社会については近世は宗門改めがあり、その役割を担って

いたのが寺院であるという側面と、真宗については信仰の面で強い影響力があって、

その関わり方を汲み取りたいという側面がある。要するに寺院だけ対象とするわけで

はない。ただ、これらの史料ですべてがわかるかというとそうではなくて、限界があ
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る。 

（意見）通史の現代編になると福祉の問題があると思いますが、社会の項目に含まれるの

でしょうか。「福祉」の文言は見当たらないが。 

（回答）：『第３巻 通史編 近現代』のすべての時代を通じて福祉の項目が立つかどうか

わからないが、医療関係の項目に含めるか、別に項目を立てるか検討したい。部会の

議論でその観点が抜けるようであれば、ご意見を伝える。 

 

【（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。 

販売方法はこれまでと同様、定価 5,000 円、５月末日までの予約申し込み者は、２割引

の 4,000 円とし、予約期間内には新聞発表及びケーブルテレビでの放映、ホームページの

更新、購入履歴者へのダイレクトメール発送を実施した。 

その結果、第１巻の予約数はこれまでで最も多い第 474 冊となっている。その背景には、

継続して刊行していることから事業が広く認知されていることや執筆者が献本として購入

した冊数が 100 冊あることが挙げられる、と報告した。 

 

〈報告事項についての意見や質問〉 

（意見）職員数に対して、購入した職員の割合と、伊賀市の人口にたいして購入した市民

の割合から、購入した職員の割合が高いのはなぜか。また、周知の方法が違うのであ

れば、その方法を市民に対して援用できないか。 

（回答）職員には、業務で使用するパソコンを通じてメールが配信できるようになってお

り、全職員に刊行案内ができるようになっている。それを援用するのは難しい。 

（意見）ケーブルテレビやミニコミ誌の「ＹＯＵ」「ＹＯＵネット」もある。そうしたメデ

ィアも工夫しながら使うとよいのでは。また、１回だけでなく、何回も流せるような

工夫を。ケーブルテレビでは、項目ごとにミニシリーズのような番組を作り、実際に

現場へ出てみて面白そうな番組を作ってはどうか。 

（回答）：「ＹＯＵ」やアドバンスコープなど、さまざまなメディアに働きかけることを検

討する。 

（意見）県立図書館や三重県内の他の市立図書館に書籍は渡していますか。 

（回答）送付先は、県立図書館、国会図書館、上野図書館には２冊ずつ渡している他、県

内市立図書館などの図書館をはじめ、執筆者、資料提供者、関係機関、東海・近畿の

県立図書館に送付している。 

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、
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ご検討いただいた。 

  伊賀市史はシリーズ本であるため、第５巻の体裁は、１頁の文字数・行数・段組など

基本的な部分はこれまで刊行した第４巻・第６巻と同じ体裁となっている。ただし、時

代によって史料の状況が異なるため、第５巻は資料編全巻で共通する部分、第４巻と共

通する部分、第６巻と共通する部分があることを説明した。 

  資料編全巻で共通する部分は、章表紙と資料番号・資料名、所蔵者名の字体・文字ポ 

イント。第４巻と共通する部分は、綱文（内容の要約）を付けること。第６巻と共通す 

る部分は、節題・項題の字体・文字ポイント。 

 その他、巻頭写真として８頁、各章の冒頭には解説を付ける予定で、目次・凡例・巻 

末一覧は同じ体裁のものとする。また、付表として伊賀国内の各村々の石高一覧を付け

る予定である。 

〈報告事項についての意見や質問〉 

（意見）会議資料には巻頭写真がないが、写真はカラー・白黒のどちらか。第１巻の巻頭

写真で、公開されている史料でカラーにした方がよいものがあった。 

（回答）これまでの会議で巻頭写真も提示しているが、今回はそこまで議論が至っていな

い。巻頭写真の候補が絞れた段階でご確認いただきたいが、次回の委員会の開催と印

刷工程の兼ね合いもあるので、次回委員会までに委員の皆様に巻頭写真案を送付して

ご確認いただきご了解いただきたい。 

（意見）各史料の冒頭にある綱文の月日は、太陽暦か旧暦か。 

（回答）史料に即した月日で綱文を書いていただいているので、旧暦です。 

（意見）村高一覧について、いつの村高かわかるようにして欲しい。また、石高が小数点

第４位まであって非常に細かい。それから「蔵入」「天神社領」などの表記があるが、

その意味がよくわからない。それから、「高」と「内訳」の違いもわかりづらいので説

明を入れてください。 

（回答）石高の表記は、石・斗・升・合・勺で、「蔵入」は藩へ入る分、例えば四十九村で

は、藤堂九八郎の取り分が 52 石、山本惣兵衛の取り分が 120 石というように内訳が記

してある。現状ではわかりづらいので、掲載時には議論のうえ、いつの時期のどのよ

うな史料か、といった内容を書き添えて掲載したい。 

（回答）表の凡例の「本高」というのは幕府からもらった額面で、「高」は藤堂藩が独自に

検地した額、「内訳」は、例えば四十九村では 748 石５斗のうち藤堂九八郎の知行分が

52 石、山本惣兵衛が 120 石、喜多福源右衛門が 179 石４斗、残りの 397 石１斗が蔵入

で藤堂藩の収入になる、ということになる。この史料で村の領主がわかるという意味

では面白い史料かと思います。例えば四十九村で藤堂九八郎に関係する文書が残って

いたとすると、その理由を考える時にこの表を見るとすぐにわかる。 

（回答）近世史の部会は近々開催する予定でおり、この表についても内容等の検討をお願

いしている。 
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４．その他 

・次回の編さん委員会について 

・１月中旬にお願いしたい。日程は後日調整します。 

・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。 


