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平成 28年度 第１回伊賀市史編さん委員会会議録 

 

日 時：平成 28年７月 13日（水）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：野口俊史（副会長）、藤井委員（兼監修者）、中森委員、西委員、西田委員、廣澤 

委員、川崎委員 

    前田総務課長、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：和田委員、藤田委員、田中委員、澤村委員 

事 項：１．あいさつ 

２．報告事項（資料１～４、追加資料） 

 （１）市史編さん委員の委嘱について 

 （２）編集委員会及び部会の活動等について 

 （３）第２巻 通史編 近世 の編さん状況 

３．協議事項（資料５～８） 

 （１）第２巻 通史編 近世 について 

 （２）第７巻 年表・索引 について 

４．その他 

  

１．あいさつ 

・総務課長司会進行 

・副会長あいさつ 

・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副会長の野口教育長にお願 

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 28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：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

お願いを申し上げた。 

 

（２）編集委員会及び部会の活動等について 

 ・事務局から前回の会議（２月 22日）以降の編集委員会及び部会の活動、資料調査につ

いて、下記のとおり報告した。 

（事務局説明） 

 ①編集委員会 

  ５月８日と７月３日に編集委員会を開催し、第２巻 通史編 近世 の進捗状況及び第７ 

 巻 年表・索引の仕様等について検討をいただいた。 

 ②部会の活動 

  ４月 23日に近世史部会を開催し、第２巻 通史編 近世 の巻頭写真・見返し・付表等 
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について検討をいただいた。 

 ③資料調査 

第２巻 通史編 近世 の編さん作業に関連し、掲載予定の写真撮影を実施した。また、 

個人より所蔵資料を寄贈いただいた。 

 

（３）第２巻 通史編 近世 の編さん状況 

・事務局から前回の会議（２月 22日）以降の第２巻 通史編 近世 の編さん状況につい

て、下記のとおり報告した。 

（事務局説明） 

目次の基本的な体裁については、前回と変わっていない。変更は、全体的に名前のみ 

であった人物をフルネーム表記に、７章３節２項「神を祀る宗教者」を「神を祀る人び

と」に変えた。同３項も「上野天神祭とダシの祭礼」という表現だったが、「ダンジリの

祭礼」に変えた。また、９章３節も「修陵事業と北浦定政」という表記であったが、「修

陵事業」が分かりづらいという指摘により「修復事業」に変えた。 

付表は、全部で６番まで、全体で 60ページを予定している。１番の加判奉行一覧につ

いては、伊賀城代の一覧は本文で表が入るが、加判奉行は表が大きくなるので、付表に

入れている。２番・３番は、享保 17年と明治５年の明細帳で、各村の基本的なデータ、

石高、産物などを掲載している。寺院一覧と神社一覧は、『宗国史』等の史料から、寺院

と神社の名称をあげている。寺子屋一覧は、近現代の小学校一覧ほど全体を網羅したも

のではないが、分かる範囲で一覧化している。 

今後の作業については、現在、再校の執筆者校正をお願いしているが、７月末にはす 

 べての原稿を業者へ渡し、８月上旬には３校が事務局へ届く。８月後半にもう一度、印

刷業者と遣り取りをして、最終的に４校まで行う。予定では９月２日に校了し、９月 30

日に納品をお願いしている。 

巻頭写真は全部で 15点、８ページになっている。どうしても上野地域が多くなるが、 

基本的には旧市町村、必ずすべて掲載されるように地域性を考慮した上で選ぶことを念

頭に置いた。1 点目は「藤堂高虎像」で、すべてのカラーページのトップになる。２番

目が「藤堂采女元孝室三尾墓の副葬品 櫛と鏡」で、２章の武家の女性をテーマにした部

分と関係している。３点目が伊賀者に関わるテーマから「万川集海」、４点目は「大庄屋

町井家住宅」で、現在の写真を掲載している。巻頭写真の中で、建築関係の写真はこの

１点のみである。５点目は「地域に残された古文書群」で、それぞれの地域で守り受け

継いでこられた古文書群ということで、広瀬区所蔵史料を掲載している。次が、街道・

交通に関係する写真として、下河原の勧進橋の写真を掲載している。その隣に勧進橋と

同じく青山に関係する写真「兼好法師像」を掲載している。その下に、４章の被差別民

に関わる写真で、被差別民に関わる皮革産業の具体的な製品の一つとして太鼓を掲載し

ている。次のページは、安政伊賀地震に関係する写真で、地震によって破損した城郭の

普請を幕府に申請した時の絵図になっている。その左側の上に「伊賀国産物図」を掲載

している。これは、幕府の命令によって、各藩の産物などをまとめて献上した書物にな

っている。その下が「伊賀国丸柱制」という刻印がある伊賀焼を掲載している。次のペ

ージには、観菩提寺を描いた故図を掲載している。この故図は『三国地志』の付録の図
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譜である。その下に「伊賀越敵討錦絵」ということで、元々３枚組のものを１枚ものの

絵に見えるような形で掲載をしたい。左側のページに「雨乞い願解奉納大絵馬」という

ことで、川東の春日神社所蔵の絵馬を掲載している。その下に「山畑の勝手神社神事踊

り」で、鞨鼓踊りの１コマを是非、載せたいということで掲載している。民俗関係の写

真が他になく、非常に華やかでカラーにして意味のある写真である。 

見返しは、「藤家忠勤録」から大坂の陣における武士の旗指物の絵を表表紙側にしてい 

る。本文に登場する城代藤堂采女、他に藤堂玄蕃・藤堂新七郎ら比較的、本文に何度も

出てくる人物のものをあげている。裏表紙側の見返しは「墜形八極図」を用いている。

上野城を中心に、四方を見渡して描いたような絵図から１カットを掲載している。左の

真ん中辺りに３代藩主藤堂高久の墓所「長田御山」と書かれている部分がある。 

 

〈報告事項についての意見や質問〉 

 

（委員）７章「寺社と人びとの信仰」の３節３項「ダンジリの祭礼」は、「ダンジリ」が片

仮名で表現されているが。 

（事務局）上野天神祭のダンジリ行事は、国の重要無形文化財の指定を受けているが、そ

の表記が片仮名で「ダンジリ」となっているので、その表記と合わせる形にした。史

料中には「台尻」など漢字で出てくる場合もあるので、本文に説明を入れている。 

（委員）通常は平仮名ではないか。 

（事務局）一般的には、平仮名のイメージが濃いと思うが、どこかに名称を合わせるとす

ると、指定文化財の名称に合わせておくのが穏当かと思う。 

（副会長）ダンジリは、伊賀の方言か。どこでもダンジリと言うのか。 

（監修者）割と多くある。 

（副会長）漢字は「山鉾」か。 

（事務局）「台尻」「檀尻」など、幾つか漢字の表記が史料に見られる。 

（委員）あまり片仮名は使わない。だんじり会館も片仮名になっていない。 

（事務局）民俗の表記は、割と片仮名を当てることが多い。 

（委員）巻頭にダンジリの写真はないのか。 

（事務局）白黒だが、本文で使用している。 

（委員）菅原神社にダンジリや御輿、鬼などが描かれている屏風がある。あの屏風は意外

と珍しい。 

（委員）ダンジリは色も綺麗だと思うので、カラーが良い。 

（事務局）ダンジリも候補ではあったが、ここで更にダンジリを入れると、上野地域ばか

りになってしまう。地域的バランスから、敢えて避けた。 

（委員）地域的バランスに拘り過ぎではないか。 

（事務局）拘り過ぎな感はあるが、各地域で何か、全く載っていないことがないようにし

たい。 

（委員）地域的な偏りを突っ込まれる場合もある。 

（副会長）本文の写真でカラーはあるのか。 

（事務局）本文は白黒だけになる。 
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（委員）11月に世界遺産になる予定だが、それは記述されているか。 

（事務局）未確定なので記述はしていない。 

（監修者）ダンジリそのものは、世界遺産にはならない。飛騨高山のダンジリ、京都の鉾

も民俗遺産である。世界遺産は、本来は文化遺産と自然遺産にしか使用しない。あと

は記憶遺産と言うので、「世界」は付いていない。 

（委員）本来は、ユネスコ登録ということか。 

（監修者）全部がユネスコ登録だが、文化遺産と自然遺産については、遺産条約を締結し

て登録をしているので、ある意味では１ランク重い。ただし、それで民俗遺産が随分

落とされたので、要請があって民俗・芸能、記憶遺産といったものを登録することに

なった。そういう枠組みになっている。 

（副会長）ここの段階では、ダンジリは片仮名表記で、今後こういう形で呼ばれることに

なると思う。 

（事務局）事務局からお尋ねをさせていただきたい。巻頭写真に『万川集海』を載せてい

る。この読みについて「ばんせんしゅうかい」と「まんせんしゅうかい」があるよう

に伺っているが、意見をお聞きしたい。 

（委員）研究と、標準で喋っているのでは違うようである。振り仮名を付すのか。 

（監修者）巻頭写真には振らないが、本文にも出てくる。確定しているのなら、振り仮名

を付したい。 

（事務局）評価の定まらないものは入れないと考えているが、評価は定まっているという

方もみえる。 

（委員）伊賀流忍者博物館の名誉館長に確かめてみたい。 

（監修者）『国書総目録』は、どのようになっているのか。 

（事務局）見ておりません。申し訳ございません。 

（副会長）普段は「ばん」と呼んでいるのか。 

（委員）「ばんせんしゅうかい」と教えてもらった。 

（監修者）伊賀市の図書館はどうか。図書館のカードを見ると書いてある。 

（副会長）古文献刊行会で話をしている時は、「まんせん」と言っているような気がする。 

（副会長）「伊賀国産物図」に鳥が出ている。鳥が産物、食べ物か。 

（事務局）「伊賀国産物図」は食べ物という括りではなく、植物、花の絵など様々なテーマ

で描かれている。有名なところでは、松尾芭蕉も句に詠んでいるウニ（亜炭）が描か

れている。 

 

３．協議事項 

（１）第２巻 通史編 近世について  

（事務局説明） 

第２巻 通史編 近世を刊行すると、有償で頒布をする。その価格をお決めいただきた 

い。伊賀市史は、最初の４巻を刊行した際に議論をいただき１冊 5,000円と決定した。

また、予約をとると、少しでも早く買っていただけるのではないかということで、予約

は 4,000円という形で販売を進めた。毎回、刊行前に意見を頂戴しているが、規模もよ

く似たものなので、5,000 円で通したらどうだという意見をいただいたき、毎回、同じ



 5 

 

価格で設定をしている。今回も、同じような形で定価 5,000円、予約販売 4,000円とい

う形にさせていただきたい。また、予約期間は、10月１日から２ヶ月間とし、12月１日

から発売開始とさせていただきたい。 

 

〈協議事項についての意見や質問〉 

 

（委員）全体にかかった事業額から算出するのではなく、相場が 5,000円ということか。 

（事務局）４巻の刊行の際に、印刷製本費から割った額の資料を付けたが、当時の会長よ

り、実際は印刷製本費だけではなく、調査・人件費も含め、これでは割り切れないも

のがある。そもそも商売ではないので、あまり建設的な話ではないという意見を頂戴

した。また、5,000 円を超えると売れづらい、さりとて 3,000 円にしたら売れるかと

いったらそうでもない、という議論の中で 5,000円に落ち着いたと記憶している。そ

れ以降、途中で値段を変えると、かえってややこしいといった意見も頂戴しており、

今回も同じような形でさせていただければと考えている。 

（副会長）手頃なところではないか。専門書は結構な価格がする。 

（監修者）部数にもよるが、1,000ページの本は需要がない。500ページの安い専門書で、

1,000部刷れば多い方である。それで 10,000円ぐらい。自治体から刊行されるものは、

多くのところでは印刷製本費を部数で割り、若干の調整をしている。他の経費を入れ

だすと、恐らくこの本も 20,000円ぐらいになると思う。 

（委員）全巻のセット販売も考えているのか。 

（事務局）議論いただく機会が必要と思っている。 

（委員）何か面白い策というか、例えば、何かのお祝いに贈ってもらうとか、発想の転換

で売り出すか。 

（委員）議会では 20,000円ぐらいすると、経費の説明もしているわけで、5,000円は売り

やすい金額である。 

（監修者）正確なことは分かっていません。 

（事務局）印刷製本費は 500 万を切っているので、1,200 部で割るとというぐらいの数字

だと思う。 

（委員）議員は全巻を持っているのか。 

（事務局）刊行時に現職の方に贈らせていただいている。 

（委員）途中から議員になった人は全巻を持っていないのではないか。確認をしないのか。

議員の活動にも必要だと思う。 

（監修者）確認をすると、全部くださいと言われるのではないか。 

（副会長）確かに全巻揃えて持つといいので、全巻セットで 35,000円を 30,000円という

のは一つのアイディアかもしれない。 

（委員）安売りはしてもらいたくない。 

（事務局）予約販売額を積み重ねた額より下げると、先に買った人が損をすることになる。

セット販売は一つの方法ではあるが、その問題がある。 

（副会長）はい。ご議論いただいたように定価 5,000円、予約特価 4,000円でいきたい。

あの本ならば、お買い得、安いぐらいだと思う。部数はどうか。 
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（事務局）部数は、これまでと同じ 1,200部で印刷させていただきたい。 

 

（２）第７巻 年表・索引 について 

（事務局説明） 

年表・索引のボリュームについて、ご検討いただきたい。伊賀市史は、1,000ページ 

を目途に作っているが、年表・索引はそこまで大きいものは作らない。他市の自治体史

を見ても、半分ぐらいの本になっている。他市の自治体史を参考に、編集委員会の指導

をいただきながら、ページ数を出してみた。ページ数は、明治以降が約 135ページとい

う数字を出した上で、他の自治体史で時代別の割合をみると、明治以降が５割を超える

ぐらいのページ数を占めている。江戸時代は４分の１ぐらいで、古代から中世は２割ぐ

らいである。そこで、135 ページが半分になるようなページと言うと、だいたい 250 ペ

ージぐらいの年表になるのではないかという目安を設定してみた。 

索引も他の自治体史を見ていると、年表と索引の割合が、６：４から７：３ぐらいで 

年表の方が多い。先般の編集委員会に年表 250ページ、索引 180ページという数字を提

案してみたところ、索引は 150ページもあれば充分ではないかという指導をいただいた

ので、年表と索引を合わせて 400ページぐらいの本になると思っている。 

さらに、年表・索引だけにするのかというところで、編集委員会では、編さん事業は 

何十年に１回の事業なので、次回に備え事業の概要、経緯・経過、体制、法令関係、そ

ういったものを記述して収めたらどうだという意見を頂戴した。それと、「広報いが市」

に編さんだよりを年４回ぐらい載せている。こういったものを付けてはどうかと編集委

員会に提案をさせていただいたところ、１冊の本にまとめるよりも別冊に分けて付録み

たいにしたらどうかと指導をいただいた。「広報いが市」は、18 年の６月１日から 900

字くらいのコラムで、28年度末までで 44号になる。 

なお、印刷部数は、これまで伊賀市史は 1,200部を印刷をしてきた。ただし、年表・ 

索引だけとなると、通史編などと比べ、買われる方も少ないということで、若干落とし

た 1,000部で設定している。 

 

〈協議事項についての意見や質問〉 

 

（副会長）伊賀市史編さん事業の経過を今後のために載せておくと、これについてはいか

がか。今後、編さん事業をするにあたり、経緯、条例、編さん体制というのは必要で

あろう。年月が経つと、そういうことも分からなくなってしまう。 

（監修者）近年は、割とこういうものが作られるようになった。1960年代後半に、各自治

体史を始めた時代があり、その時に一番困られたのは、戦前にも大きな自治体史を作

る波があったが、その時の資料がなかったことである。経緯や、その時に集めた史料

も散逸しているという事態で、一からやらなければならないということで、少し記録

をしておく必要があるのではないかというので、私の経験では堺市史の時に年表・索

引のところに入れさせてもらった。もう一つは、伊賀市史で集めた資料がどう残るか

という時に、経緯を書けば、最後に、資料をどこに収めると書かなければならない。

それが一種の強制になるので、是非、短くても、簡単でも載せていただくのがいいと
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思っている。 

（委員）経緯を書くことは、後々に責任を持つということになる。はい、作りましたとい

うので、経過も何もない。忘れられるようではいけないので、必要だと思う。 

（委員）発刊された際に、書いてあることが違うのではないかと感じる方もあるかと思う。

そういう市民の市史に対する反応を組み入れる場所があった方がよいのではないか。、

説も色々と解釈が変わってきた時に、当時、別の意見があったということも、どこか

へ書いておく場所があったらいいと思う。 

（副会長）この編さん委員会で、色々と意見が出たこともある。そういう議論の中で、結

果、こういう文章になっているというような、特に色々な意見が出たことについて、

コメントを入れるような場面というのは想定していないのか。 

（事務局）内容については、どういったものを盛り込んでいくのか、議論をいただく中で

反映させていかなければならないと考えている。 

（委員）事業が終わってから、どうもこれ違う、どうもおかしいという議論は出てくると

思う。その場合にどこが窓口になって答えていくかという問題はある。そういうこと

も後々、考えていかなければならない。これは、あくまで伊賀市が発刊しているわけ

なので、伊賀市のどこかの部署が行政として、請け応えをしていかなければならない

と思う。そういうことも事業と経過の中に触れていかないといけない。 

（監修者）事業の経緯と経過というのは、結果として確定しているものである。意見の出

た、市史に対する意見をどういうふうに捉えるのかというのは、ここの問題というよ

り次の体制の問題だと思う。どこの自治体史であれ、実際に色々なことを間違ってい

るとか、或いは解釈としては、こういう解釈もあり得るのではないかという議論が沢

山出てくるわけだが、それについて対応をしているところは、ほとんどないかもしれ

ない。実施しているところは、文書館をつくり、市史・県史の材料を文書館が抱えて、

或いは郷土史料館のようなものがあって、そこが多少のフォローをしている。専門の

人がいればいいが、文化財課ではフォローできない。そうなると、郷土史料館・博物

館といった施設が地域にあって、そこがその機能を果たすことになる。 

それが正しいとか、正しくないというのは、次の市史編さん事業で活かすことにな

る。或いは、執筆者も一般の方も、自分でお書きになればいい。主張してもらわない

と表には出てこない。この本の中に様々な意見があるという欄を作ると、ぐちゃぐち

ゃになる。何もかも載せるという話になっても困る。実際に執筆者の中でも意見の違

うものもある。それを全部拾い上げて何かやるということは難しい。ここでは客観的

に、その段階で決まったものを記録しておくぐらいにしてはどうか。唯一、年度別事

業概要に編さん委員会で大きく取り上げられた問題があれば、書き込んでおいてもら

う。詳細は、議事録がホームページで見られるのだから、そのようなメッセージを流

しておくぐらいにしないと、本が厚くなって、１年では出ないという話になる。来年

の９月には終わりたいと思っているので、どうか宜しくお願いしたい。 

（委員）今まで集めた資料は、どこかへまとめて積んでおくのか。例えば、新庁舎の一角

に展示をするとか、そんなことはないのか。 

（事務局）前回も随分、意見をいただいた。昨年度は、図書館や支所を含む所蔵資料の総

量調査を行い、五千何百箱という数字が出た。それを次の段階として、目録を作成し
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ていきたいと考えている。それと同時に、総合計画の中に収集資料の保存・整理・管

理を事業として落とし込んでいきたい。将来的には庁舎再編も控えているので、収集

資料が散逸することのないよう、適切に保存・管理していきたい。 

（委員）歴史民俗資料館を統一するという話を聞いている。そのような時に資料も一緒に

保管できたらいいと考えている。日常、使われない資料は、蔵のようなところへ保管

されてしまう。普段から、一つの観光になるような見せ方をするとか、そこを踏まえ

て議論をしていかないと、どっちかというと後回しにされるような感じのものだと思

う。上手く活かしていくような方法をとってもらいたい。 

（監修者）歴史民俗資料館は、合併前には各町村にあったのか。今、現状として５つある

わけか。 

（副会長）今は大山田・いがまち・阿山の３つがある。 

（委員）それを１つにするわけか。 

（副会長）公共施設の適正化ということで、それぞれ観客も少ないので、まとめていく方

向で進めている。 

（監修者）合併すると、どうしてもそういう問題が出てくる。 

（副会長）だいたい同じような資料が置かれている。 

（監修者）観覧していただくなら、上野につくった方がいいというふうになる。民俗資料

は場所をとるので、場所を広くとりたいのか、場所は構わないからどこでもつくると

されるのか。一つにした時に地域をどう表現するか、民俗資料でも各地域のものを並

べなければならないというと、一つにしても、今まで以上に場所をとられる。 

資料館・博物館は、基本的に展示して見せる場所である。それに対して、古文書・

行政文書は、地域の人が見たい、或いは研究者が見たいという時に提供しなければな

らない。展示室に並べて見せるのではなく、必要なものを見せるという施設になるの

で、機能が違う。編さん事業後の資料は、図書館へ持っていかれることが多い。ただ

し、普通の図書ではないので十進分類が出来ない。歴史資料の管理の仕方と図書の管

理の仕方は、本来は違う。その辺の運用の仕方が確立していない。結局、図書館も見

せなくなる。これしかないものを将来にどう残すか、そこに最も大きな重点を置きな

がら、組織として施設をつくるということを考えないと不味いと思う。 

行政文書は、国の国立公文書館が皇居の横にあるが、収納できなくなり、筑波に大

きな収蔵庫をつくっている。資料の出納は、公文書館に前もって申請すると、筑波か

ら持ってきてくれる。やはり２、３年に１人使うかどうかという施設を、市役所の横

につくったら、いい場所をなんでそんなものに提供していると言われる。その辺の住

み分けも必要なことかなと思う。 

（副会長）今の話からも作られていった状況を伝えておくことが必要ということで、載せ

ていくということで宜しいか。「広報いが市」の編さんだよりについてはいかがか。こ

ういうのが意外と読む。70ページ分ぐらいになるということだが、載せていく。 

（監修者）編さんだよりは、ハードカバーの本の中に入れるのか。ソフトカバーの本を函

の中に一緒に入れて、それを利用していただく方が、読み手からすると読み易いと思

う。そういう形にして宜しいか。 

（副会長）意見をいただきたいと思う。70 ページもあるので、立派な本ぐらいにはなる。
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読み易いということもあって、分けたらどうかという意見だが。 

（委員）ソフトカバーぐらいで、本の中に入れておいてもらったら、散逸もしない。 

（副会長）編さん委員会として、別冊で読み易い工夫をしてお願いをする。印刷部数 1,000

部については宜しいか。１巻は、沢山売れているが、何か理由があるのか。 

（監修者）伊賀国は、古代・中世を研究している人にとっては貴重な資料なので、全国に

売れてるいるはずである。特異な数字だと思っていただいた方がいいかもしれない。 

（副会長）同じよう形で、1,000 部でお願いしたい。ありがとうございました。先ほどの

議論に戻って、この編さん資料について、民俗資料館も検討していくということだっ

たが、まだ方向性もはっきりと決まっていない。 

（委員）大きな課題だと思う。市史編さんで検討することと、市全体で考えることは別だ

と思う。市史編さんで市史編さん事業に関わった資料を、今後どうしていくかでいく

べきだと思う。図書館とか教育委員会とか、これはプロジェクトでも組んで検討しな

いといけない。それはそれで問題提起して進めないと、堂々巡りになる。人も金もい

るので、簡単ではないのは分かっている。 

（委員）：昨年も同じような議論をさせていただいたと思っている。その返事を聞かせてい

ただけるのではないかと来ているので、宜しくお願いしたい。 

（事務局）市史編さん資料の中には、目録まで完成されているものと、目録もできていな

い部分がある。併せて、伊賀市が持っている公文書関係も残していかなければならず、

どちらも進めていかないといけない。それを一緒に保管していけるような施設を考え

ていかないといけない中で、新庁舎が完成した後に、色々な施設が空いてくる部分も

あり、一番適切な広さをもったところ、或いは保管状況の良さそうなところを勘案し

た上で総合的に考えている。 

（委員）我々は編さん委員の立場で議論をしている。公文書、図書館の資料、文化財がど

のような議論をしているのか分からない。内部的な議論なのか、外部も含めた議論に

なっているのか、議会で問題になっているのか、情報がない。市史編さん委員会だけ

熱くなっているということなのか見えない。 

（事務局）昨年、初めて図書館・支所振興課・総務課文書法制係で会合した。その中で総

量把握をすると、そして、次のステップとして資料館をつくるとなると、どれぐらい

の量があるのかという話から入らないといけない。先ほど申し上げた第２次総合計画

にも課題があると、テーブルに載せていく。テーブルに載せるには、総量把握などを

積み重ねていくしか仕方がない部分がある。市史だけで頑張っているのではなく、支

所・図書館も巻き込んでやっていかなければならない。 

（委員）説明になってない。支所の振興課を集めてということでは手緩い。意見交換会を

幾らやっても埒が明かないと思う。市史編さん資料は横へ置いておいても、公文書ど

うするのか。旧市町村の公文書を各支所が持って、青山もプレハブへ入れてある。風

も通さないで、悪くなってしまう。金の問題ではないと思う。やってみて、こういう

結論になりましたということで、市民に報告していくというのであればいい。どこで

頑張ってもらうかということを明確にしていただきたい。 

（事務局）このような議論が、一つの後押しになると思う。 

（委員）市史編さん資料は空調、耐震・耐火、散逸を防ぐことも必要で、きっちり残して
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いくような対応をして欲しい。資料をすべて一緒にしたら大変なことになる。 

（委員）公文書とは別に文化財もあって、特に貴重資料の場合は、指定物件もある。例え

ば、巻頭写真もまったく指定物件の名前が入っていない。国の文化財になっていると

入れれば、その資料が重要だという認識を持っていただけると思う。国の指定物件は、

管理できる場所も決まっているので、支所のどこかの部屋でいいということにはなら

ない。議論を立ち上げていくことが難しいのであれば、巻頭に載っているものにも配

慮をいただけたらいいかと思う。 

（事務局）巻頭は４巻を作った時に、指定名称を入れるかどうか議論になったが、紙物の

場合は、同等、それ以上であっても指定されていないものがあり、それだけで価値判

断されてしまいかねない。色々な経緯の中で指定の有無があるので、フェアーではな

いという意見があったので、伊賀市史の巻頭は基本的に指定名称を入れていない。 

ここにも指定物件はある。地元で保管しきれないので、市で預ってもらえないかと

いう形で、収蔵庫にあるものもある。ただし、空調が良いわけでなく、温度管理もで

きているわけではないので、よろしくないと考えている。この庁舎自体の再編問題も

あるので、そのタイミングで、どこかへ一括して収納するとか、何とかしていきたい。 

（副会長）文書の保管・展示も含めて、話をしていただいた。教育委員会も当然、図書館

に貴重な文書があり、文化財は文化財で色々な形で保管している。それに市史編さん

資料と、部署・部署で寄って話をしているという状況もあるので、今の意見を充分、

念頭に置いて進めていきたいと思う。はい、それでは全体を通じて何か意見があるか。 

（監修者）年表の議論はいいのか。 

（事務局）現状は２巻の編集作業に追われ、ほとんど手が付けられていない。年表の近現

代の作業は昭和 50年代まで、索引もまったくピックアップの基準を作っていない中で、

サンプルとして作業をしている。資料７が索引のサンプルになっている。段組にした

方が、紙がもったいなくないという前回の意見を反映した。３巻だけで 70ページから

80ページぐらいのボリュームになる。 

当初は、今年度に年表・索引も刊行する予定で進めてきたわけだが、正直しんどい

のが現状である。来年の上半期には刊行したい。それについても了解をいただきたい。 

（副会長）年表・索引のサンプルを見て、意見はあるか。 

（委員）索引サンプルは、ページとページの間をポツにするのか。 

（事務局）カンマにしている。 

（委員）カンマの場合は「12,390」と書いてあるように見えないか。数字と間違う。 

（事務局）体裁も決定事項ではなく、あくまでサンプルである。 

（委員）先ほど問われた『万川集海』を聞いてみた。元々は「ばんせん」らしい。最近、

「まんせん」と言うようになっている。川上先生は、場所によって使い分けているら

しい。 

（事務局）市長からは県立博物館の展示で「まんせんしゅうかい」とルビが振ってあった

ため、クレームを申し上げたという話があった。評価の定まらないものはと申し上げ

たが、評価は定まっている、基本的に「ばん」だと言われた。２巻はいいが、索引の

時に問題になってくる。２種類の読み方があるので、その２種類の位置に載せるとい

う方法もあるが、近い将来、課題になる。 
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（副会長）「ばんせん」で「まんせん」とも読むというところで、索引は両方入れておくか。 

（監修者）解決するなら、解決する努力をしたらいいと思う。県立博物館が正しいとは言

えないので、地元で「ばんせん」と読んでおられるのならば「ばんせん」とすべきで、

少し調べてみるべきか。 

 

４．その他 

・次回の開催時期（来年１月中）について周知した。 


