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平成 28年度 第２回伊賀市史編さん委員会会議録 

 

日 時：平成 29年２月１日（水）14:00～15:30 

場 所：伊賀市役所 青山支所３階第２会議室 

出席者：大森秀俊（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、和田委員、藤田委員、田中委員、澤村委員 

    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： 野口俊史（副会長） 

事 項：１．あいさつ 

２．報告事項（資料１～４） 

 （１）事業経過及び編さん作業の進捗状況 

 （２）書籍の販売状況について 

３．協議事項（資料５～８） 

 （１）第７巻 年表・索引の編さんについて 

４．その他（資料９・10） 

（１）市史編さん資料の今後の取り扱いについて 

  

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大森副市長にお願 

いし、議事を進行する。 

 

２．報告事項 

（１）事業経過及び編さん作業の進捗状況 

 ・事務局から前回の会議（７月 13日）以降の編集委員会等の活動、資料調査、第２巻 通

史編 近世及び第７巻 年表・索引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） 

 ①編集委員会等の活動 

12月 12日に編集委員会を開催し、第２巻 通史編 近世の刊行の報告、第７巻 年表・

索引の進捗状況について検討をいただいた。部会については、１月から古代・中世、

近世、近現代の各時代の編集委員と個別協議を実施している。 

 ②資料調査 

   市が購入した古文書、或いは、市に寄贈依頼のあった古文書等について、資料調査

を実施した。 

 ③第２巻 通史編 近世の編さん状況 

前回の会議の後、校正を重ね、予定通り４回分の校正を実施した。９月２日に校了

し、９月 30日に業者から完成品を納品いただいた。なお、『伊賀市史』はパソコン等

でも閲覧いただいけるようにＣＤ－ＲＯＭを付けているが、そのＣＤ－ＲＯＭに一部
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不具合が見つかった。不具合の内容は、写真の入っているページが、検索機能に引っ

かかってこないというものである。普通にＣＤ－ＲＯＭで閲覧いただく分には支障は

無い。資料提供者、学校、各図書館等に配布した分については、今後、差し替え版を

どういった形で配布するか、検討を進めている。 

 ④第７巻 年表・索引の編さん状況 

年表は、それぞれの資料編・通史編のデータ、旧自治体史の年表、様々な資料等を

確認しながら、事務局でふるいにかけ、その上で編集委員に見ていただく形で進めて

いる。３月の頭には入稿したい。索引は、伊賀市に関する地名、関わった人、或いは

伊賀へ来られた方、歴史上著名な出来事・人物をピックアップし、事務局の中で複数

人の目で、ふるいにかけて用語を選んでいる。先ずは、伊賀の地名、伊賀に関わる人

を優先し、それらを選んだ後、歴史的な一般用語を選んでいく作業になっている。編

さん事業の経緯と経過については未着手だが、年度別に事業の経過を纏めているもの

があるので、そいうったものを抜粋する形で作成したい。これについては 30ページ程

度と考えている。市史編さんだよりは、広聴情報課からデータを入手し、所定の書式

に流し込んだ形になっている。今後は、校正作業を行った上で入稿できると考えてい

る。その他、写真については掲載しない。見返しは、従来どおり何らかの図を選ぶ予

定でいる。ページ割りは、年表 250ページ、索引 150ページ、事業経過 30ページ、別

編の編さんだより 70ページ、合計 500ページぐらいと考えている。 

 

〈報告事項についての意見や質問〉 

 

（委員）市史編さんだよりを別編にするというのは、どういう意味か。 

（事務局）クロス貼りの装丁である『伊賀市史』とは別に、レザックか何かで表紙を付け

て、一緒の函に収める予定である。 

（委員）資料２について、昭和 30年までに「昭和」、昭和 30年から平成 16年までに、ま

た「昭和」と書いてある。これはどういう意味か。 

（事務局）30 年には昭和の大合併がある。また、戦後 10 年くらいまでは、戦前の流れの

中できている部分があるが、30年以降になると、高度経済成長とともに施設が建設さ

れるなど、社会の動きが変わってくるので線を引いた。あくまでも目安、これぐらい

の分量でという意味である。昭和 30年から平成 16年の部分に「昭和」とあるのは、

誤植である。 

 

（２）書籍の販売状況について 

・昨年９月に刊行した第２巻 通史編 近世を中心に、書籍の販売状況について報告した。 

（事務局説明） 

９月１日号の「広報いが市」での刊行案内を皮切りに、予約を開始した 10月からは市 

のホームページ開設、記者発表（10 月 13 日）等を実施した。また、今回からは新たに

伊賀市のフェイスブックでの案内も行った。 

11月末の予約締め切りまでに、市民の方から 52冊、職員 43冊、市外の方から 71冊、

販売業務の委託先である書店 167冊、合計 333冊の予約をいただいた。この予約数は、
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前回刊行の３巻、前々回刊行の５巻よりも多く、特に書店での予約数は、過去最多と

なっている。今年に入っても、予約以外で購入される方がおり、販売数自体は、もう

少し伸びると考えている。 

 

〈報告事項についての意見や質問〉 

 

（会長）予約申込数の 333という数字は、いつ現在の数字か。 

（事務局）予約の受付を終了した 11月末の数字になっている。 

（会長）販売数は、これより伸びているということで、その数は分からないか。 

（事務局）販売の委託をしている書店の売り上げ分が、上半期・下半期という形で締めて

いるので、その部分が把握できていない。 

（会長）書店の売り上げが、年２回の集約ということで、間に合わなかったようである。

６巻の中で、ベスト３に入る予約数ということである。 

 

３．協議事項 

（１）第７巻 年表・索引の編さんについて 

（事務局説明） 

印刷業者との契約に向け、仕様を資料５に示している。印刷部数は、本編より少なめ 

の 1,000 部、来年度の 10 月末納品としている。ページ数は、年表・索引、事業経過で

430ページ、別冊の市史編さんだよりを 70ページぐらいで予定している。市史編さんだ

よりは、資料３の一覧のとおり、2006年の６月１日号から、来年度の９月１日号までを

入れ、編さんだよりとして完結したものを一冊に纏め、広く親しめるような形の読み物

にしたいと考えている。 

年表は、西暦・和暦、月日をゴチックで強調して事項が入る。罫線は、このような形 

で入れる。書体は明朝体、文字の大きさは、本文よりも小さめの９ポイントにさせてい

ただこうと思っている。索引は、１ページに二段入るような体裁で、それぞれ 50音順に

用語を並べる。資料編の用語は採用せず、第１巻から３巻まで、この③は３巻を示して

いる。索引も文字の大きさは９ポイントで考えている。市史編さんだよりは、実際の広

報では縦書きだが、第７巻全体が横書きの本になるため、横書きの様式に流し込み、写

真等は適宜レイアウトをした形で、横書きのものにさせていただきたい。これは 9.5ポ

イントという文字の大きさで考えている。市史編さん事業の経緯と経過も、これと同じ

ような書式で作成したい。 

販売価格については、『伊賀市史』は定価 5,000円、予約期間中に申し込んでいただ 

いた方は 4,000円という形で進めてきた。最初に刊行した第４巻の価格設定の際に、高

くても売れない。さりとて、安くしたら売れるものでもないという議論で、5,000 円ぐ

らいが妥当ではないか、という意見を頂戴し、5,000 円に設定した。以降、若干のペー

ジ幅の変動、印刷価格も変わっているが、5,000 円、予約 4,000 円で踏襲したらどうか

という意見をいただき、踏襲してきた。今回は、ページ数も半分ぐらいになる。別編が

付いているため体裁は変わるが、価格を幾らに設定させていただくかという協議である。

編集委員会では、2,500 円ぐらい、予約 2,000 円でいかがか、というような意見も頂戴
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している。 

 

〈協議事項についての意見や質問〉 

 

（委員）第１・２・３巻は何部を印刷したのか。 

（事務局）1,200部を印刷した。 

（会長）印刷部数を減らし、ページ数も従前より半分程度になっている。 

（委員）第１・２・３巻は 300部ぐらいしか出てない。年表になると、もっと出ないと思

う。読めるということで、別冊を上手く宣伝してもらってはどうか。単に年表だと、

必要がないという人も多い。 

（事務局）年表・索引は、なかなか手にとっていただく機会がない。読み物を付けると、

お得感もあるので、そういったものをセットにして売る提案をさせていただいた。 

（会長）売り方の工夫をしていけということだと思う。検討させていただきたい。 

（委員）体裁は決まっていたのか。9.5ポイントの 32字の何行という部分である。 

（会長）体裁は資料６・７・８のようになるということで、これが見本ということである。 

（委員）全巻セット売りとか、そういったことは考えてないのか。例えば、全巻で 50,000

円としたら、40,000円ぐらいで売るとか。 

（事務局）前々回にも意見を頂戴したように記憶している。セット売りは検討すべきと思

っているが、価格設定は、予約の方が 4,000円で買い上げいただいているため、予約

よりちょっと高い、定価よりは安い価格に設定しないと、後から買った方が安いとい

うようなことにならないようにしないといけない。 

（委員）在庫整理するわけではないが、買いやすい値段で、色々な方に『伊賀市史』を持

ってもらった方が良いのではないか。例えば、伊賀に昔からある会社・企業などへ売

り込みに行く。 

（事務局）在庫については、第１巻が残り 110冊を切っている。第４巻は 150冊を切って

いるぐらいだと思う。この場で、セット販売をすべきだと決めていただければ、全部

を売り切ってしまう訳にもいかないので、保存分を残し、あと何部をセット売りにす

るという形も意見をいただければと思う。 

（委員）乱売するのではなく、例えば 20セット、或いは 50セットしか売りませんよ、と

いうぐらいの形にする。在庫を積んでおいても倉庫も必要であろう。 

（監修者）寄贈部数を皆さまに紹介された方が良い。300部、400部を販売部数だと、1,200

部刷ると、600部とか 700部が残っていることになる。 

（事務局）執筆者や資料提供者、図書館、地区センターなどに 400部は寄贈している。1,200

部を刷って 400 部を寄贈し、残り 800 部前後の中で、300 部ないし 400 部が売れてい

く形になる。その残りが在庫になる。 

（委員）セット販売も宜しいかと思う。編さん事業が終わった段階で、市民に対し、広報

等で各巻の販売可能な在庫数を示すことが大事だと思う。価格の問題は、予約特価

4,000 円があるので、セットにして安くするかどうかは微妙だと思う。私の意見とし

ては、定価と同じ金額で整理したらどうかと思う。先ずは期限を切って、そういう方

向にしたらどうか。 
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（会長）残部も 100部しかないということで、事務局の方で考えさせていただきたい。第

７巻に話を戻し、体裁・販売金額などの議論いただいた。年表は売れないという指摘

のようだが、予約特価 2,000円ぐらいで買えるといったら、面白いから買ってみよう

かという人もいるのではないか。 

（委員）保存分として何冊を残すのか。 

（事務局）最低でも 50冊ぐらいは残しておいた方が良いと思っている。 

（監修者）次に伊賀市史編さん事業をするのは、恐らく、早くて 50年ぐらい先だと思う。

その時に、ある程度の本は欲しい。新しく編さんに関わる人、事務局等には本が無い

と大変困る。そういう事も含め、永久保存は 10冊以下でも良いが、現実的に使われる

だろうという本が 50冊ぐらいあれば良い。 

（事務局）第１巻などは、毎年 20冊ぐらい売れている。在庫は 100冊で、セット販売を幾

つにするかも含め、検討させていただき、セット販売をするなら、数量を提示させて

いただきたい。 

（会長）書店の意向も聞きながら、検討させていただきたい。金額は、これで宜しいか。

通例の半分ぐらいと、分かり易い考え方である。体裁等についても宜しいか。この件

については、只今の、皆さま方の意見等も踏まえ、決めさせていただきたい。 

 

４．その他 

（１）市史編さん資料の今後の取り扱いについて 

（事務局説明） 

これまでに各支所の資料数の把握に努めてきたが、今回、それらの資料を目録化、整 

理するため、各支所を回り、状況を確認した。実際に確認すると、合併後のもの、いわ

ゆる公文書でないものなど様々なものが含まれている。他にも、支所の書庫以外の倉庫

に、帳票など色々なものがある支所がある。もう一度、整理をしないといけないことが

分かってきた。保管状況も、合併前、合併後、或いは永久保存と書かれているような簿

冊もあれば、ゲートボール場工事の簿冊まで色々なものが混じっていることが判明した。

今後は、そういった仕分けの作業から始めていくことになる。 

保管容量については、市史編さん資料の書庫、支所の保管面積を算出すると、結構な

面積が必要になる。全部が全部、必要な簿冊とも限らないが、保管面積について確認を

したというところが一つである。 

それから、各地の公文書館と名の付く施設がどうなのかということで、昨年の 11月末、

国立公文書館にリンクされている市区町村の公文書館にアンケートを実施した。それが

資料の「公文書館等の施設へのアンケート調査結果概要」である。これ見ると、都道府

県には公文書館が大体あり、政令市で半分ちょっと、市区町村だとかなり少ないように

見えるが、実際は、編さん後の資料、或いは明治頃の行政資料を博物館や資料館で保管

している自治体が結構ある。 

アンケート項目の主だったものとしては、設置の契機を尋ねている。多くは編さん事

業が終わって、資料をどうするかと課題になって設置した。或いは、公文書管理法の施

行にともなって作ることを考えた。或いは、情報公開制度の中で、公文書を管理しなけ

ればならないということで作った。そういった契機であると回答している。 
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所蔵する資料は、私どもが取り扱っているものとほぼ同じである。施設の名称、設立

年代については、70年代から公文書館と銘打ったところもあるが、やはり 2000年以降、

急激に増えている。特に 10年代になってくると、非常に多い傾向にある。これは、合併

によって、合併後の公文書をどうするのかという議論の中で、増えてきているのが一つ

の要因と思われる。 

施設は、26施設のうち多くは改築で、庁舎や学校を改築する中で、保存管理している。

新築では、複合施設の場合、大きなビルの中の１階が公文書館、或いは歴史資料館・博

物館施設のようなところに複合的な形で入れられている場合もある。 

収蔵資料点数は、３万から４万点以上のところが並んでいるので、伊賀市の点数３万 

５千点ぐらいだと、そういった保管施設があっても良いと言える。 

これらのアンケート結果を、資料の保存管理を考える中で、検討材料として活用した

い。なお、資料の保管問題の他に、資料の閲覧も結構、年間に申請が上がってくる。こ

ういった対応も今後、何らかの形で引き継いでいかなければならない。 

また、現在、市で進めている第二次再生計画に、資料の保存整備について文言を入れ

たと、前回の会議で申し上げたが、更に修正を重ね、そういった施設の設置も検討する

という形の文言まで入れさせていただいた。 

 

〈その他についての意見や質問〉 

 

（委員）問題は、今後どうしていくかということである。これまでの議事録を全部読んで

みると、８回も議論している。多くは編さん委員が意見を言っている。会長、事務局

がどう言っているかというと、はっきりしない。全く方向が出ていない。伊賀市は６

市町村が合併し、旧の市町村は無くなった。まさに伊賀市史は生き証人だと思う。伊

賀市が続いていく上で、大切な伊賀市史編さん事業だと思う。 

そこで、会長に質問させてもらうが、書籍を刊行した後、編さん事業、編さん室は

どうするのか。刊行して本が出来ました。もう終わりということで、職員を無くす。

文化財課かどこかへ引き継ぐ、それでは駄目だと思う。そこを先ず押さえていただき

たい。考え方を出していただきたい。会議録を見ていると、本当に色々な意見が出て

いる。しかし、当時の会長は何も言っていない。これからの検討、それは課題にさせ

ていただいて、という答弁をされている。年に２回の委員会で、残りの会議の回数も

少ない。 

（会長）事務局が申し上げたように、新しい総合計画を作っている。４ヵ年の計画で、2017

年から 2020年までの市長の任期に合わせ、その中で何をやろうかという議論を積み重

ねている。その中の「歴史・文化遺産」という項目で、編さん過程で収集した歴史資

料、それから市内各施設に残る合併前の公文書等を整備し、将来にわたって活用でき

るようにするために公文書館等を整備するなど、保存管理体制の整備に務めますとい

うふうに明確に書いてある。これから議会の議論を踏まえた上で、どうなるかという

話だが、事務局では真摯に捉まえ、真面目にこの壮大な事業を、次に引き続ぐように

考えている。 

（委員）基本的な考え方については、抽象的だが第一次総合計画にも出ていた。 
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（会長）今度は具体的に公文書館という名前も入れさせてもらっている。伊賀市の新庁舎

も建設工事にかかる。予定では、31年の１月に新しい庁舎に入ることになる。そうす

ると、この庁舎を含め施設が余ってくる。そういう施設を利用し、例えば、公文書館

みたいなものが出来ないかというようなイメージでいる。今の施設の中には、十分に

耐震性のある施設もある。これから先進地の調査もさせてもらいたいと思っているが、

事務局で調査した限りでは、全国で 26しかない。そのほとんどは県なり、政令市なり

の事業である。伊賀市レベルで、なかなか公文書まで回っていかないというのが事実

である。その中で、どういうふうな事を勉強すれば、伊賀市に新しい公文書館ができ

るのか、検討したいと思っている。良い事例があれば、ご指導いただきたい。 

（監修者）施設は何とかいくという方向だと思うが、人員も付けてください。 

（会長）保存管理体制というふうに言っているので、その中に含め、そういった体制を採

るべきだろうと思っている。 

（委員）伊賀市史は大人を対象にした編さんだが、朝日町では、子どもを対象に町史を作

り変えている。歴史の継承は、子どもたちにこそ受け継がなければということで、そ

れを実践していた。市史を資料にして、学び合う会も市内では行われている。そうい

った学ぶ機会も、更に設けていただく方向性を作っていただきたい。 

（会長）小・中学校でも、伊賀市の郷土史教育をやろうと、新しい教材も作っている。教

育委員会で検討していただけると思う。 

（委員）資料のアンケート結果は、ハード面についてだが、ソフト面、人の面も参考にし

てもらいたい。それとともに、支所の資料等を整理する職員が必要になる。その辺り

も考えていただけると有り難い。 

（会長）公文書館という名前が付いた時には、ソフト的な部分も、当然、配置された上で

の公文書館だと思う。それでヒットしたのが 26件しかなかった。それ以外の施設もあ

ると思う。全部の状況を検討、調査させていただきたいと思っている。当然、ハード

だけでは出来ないので、ソフトも付いての話にしてくれというような要望だったと思

う。検討をさせていただきたい。 

（委員）歴史資料の数は調べていただいたが、地域史の古い貴重品のようなものを今後ど

う扱っていかれるのか。公文書館のようなものが、何らかの形で整備されるという印

象を持たせていただいたが、古い貴重品の場合、空調整備、温湿度管理をしっかりし

ていただくのに相当な予算、準備をしていただかないと、今後に繋げていくこと、活

用・保存していくことも出来ない。博物館等の施設を持っている組織ならば良いが、

伊賀市の場合、そのような施設は無く、他に行き場があるのか。そのような資料が、

リノベーションした施設に入っていけるのか。それとも、他の施設で管理していける

可能性があるのか。 

（会長）博物館法に基づく博物館ではないが、芭蕉翁記念館という施設があり、芭蕉の書

籍・書画・貴重品を収蔵している。同施設は面積が小さいため、現在の市役所南庁舎

をリノベーションし、そこへ新しい図書館を入れ、その空いた図書館をリノベーショ

ンした上で、芭蕉翁記念館を持って来ようとしている。これで面積は５倍以上になる。

そこで、どれだけのスペースが空くかということにもかかると思うが、一定の、例え

ば、本当に貴重な重文級のものを置ける可能性はある。それ以外の資料は当然、この
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公文書館を検討する中で、もちろん空調も整備した上で、作る必要がある。 

（事務局）今回はハードの部分について、データを提示させていただいた。実際のアンケ

ートには、改修した施設、空調の有無、配置職員の人数、改築費、活動内容など非常

に細かな部分まで尋ねている。ソフトな部分では、アンケートを依頼した 26市区町村、

政令市を除き、人口１万人規模のところもあれば、人口 30万人規模のところもあり、

ばらつきは非常に大きいが、少なくとも２、３名の専門職員を配置している。また、

公文書館を作った後は、資料の閲覧対応、公文書館だよりの発行、或いは市民講座の

開催、資料の展示などの活動を継続的にされている。 

（会長）公文書館法なる法律がある。公文書館と名の付く限りは、公文書館法に基づく機

能を設置したところだと思う。その辺りがどれだけハードルが高いか分からない。そ

れを調査し、本当に公文書館を名乗れるのか。芭蕉翁記念館も博物館法に基づく博物

館ではない。博物館法に基づく博物館は非常にレベル、グレードが高いので、なかな

か難しいという話も聞いている。本当に公文書館になるかどうか、要検討だと思う。 

（監修者）博物館法は、博物館を地方公共団体等が設置するための規定だが、公文書館法

は、地方の公文書館についての規定ではない。そのため、地方では、独自にきちっと

した条例を作れば良いと思う。問題は、誰が使うかという点で、ここでの議論は、ど

うしても歴史、古文書、市史編さん過程で集めた資料に目がいくが、公文書館は、役

所で作った文書をどのように、どれだけ残すかということを考える場所だという性格

を押さえておかないといけない。古文書等については、選別して捨てることはほとん

ど無いと思うが、現在の自治体で作られる資料を全部残すというのは、不可能なこと

である。どこの公文書館も 15％から 20％ぐらいを残しているのが現状のようである。

残すのは基本的に意思決定や、事柄を決めた資料で、アーカイブスというか、公文書

管理についての研究も随分進んできているので、考えられたら良い。 

（委員）上野公園の駐車場辺りのロータリーに「歴史と文化が薫る伊賀市」という看板が

ある。歴史・文化はあるが、全然匂ってこない。歴史と文化を食いものにしている伊

賀市という感じがする。伊賀市史としても、もっと薫らせて欲しい。 

（会長）各委員のご意見については、検討すべきことばかりだと思う。今後も歴史と文化

遺産が豊富な伊賀市にさせていただきたいと思うので、指導を賜りますようお願い申

し上げたい。 

（委員）我々の委嘱期間はいつまでになるのか。 

（事務局）昨年度に任期２年ということで、お願いをさせていただいた。次の任期は、30

年の２月になる。それまでに第７巻を刊行したい。その後については、どういった形

で会議を運営させていただくか、庁内で協議をする。 

（会長）任期については、条例で２年と決まっている。少なくても 30年２月までが任期の

ようで、それまでは宜しくお願い申し上げたい。 

 

〔次回の日程について〕 

 ・次回の開催時期（７月頃）について周知した。 

 


