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平成 29年度 第１回伊賀市史編さん委員会会議録 

 

日 時：平成 29年８月 21日（月）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）、笹原秀夫（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、和田委員、藤田委員、田中委員、澤村委員 

    藤岡総務部長、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 

事 項：１．あいさつ 

２．報告事項（資料１・２） 

 （１）事業経過及び編さん作業の進捗状況 

３．協議事項（資料３～６） 

 （１）第７巻 年表・索引の編さんについて 

４．その他（資料７・８） 

  

１．あいさつ 

・総務課長司会進行 

・会長あいさつ 

・副会長就任のあいさつ 

・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（２月１日）以降の編集委員会の活動、資料調査、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編集委員会の活動 

   ６月４日と７月 29日に編集委員会を開催し、第７巻 年表・索引の凡例、人権関係

項目、見返しなどについて検討をいただいた。 

 ②資料調査 

   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７巻 年表・索引の編さん状況 

 〔年表について〕 

年表は、昨年度末から入稿を進めており、早い部分は再校を戻している。古い時代

から原稿を入れているため、現代部分は校正作業が遅れ気味になっているが、鋭意、

作業を進めていきたい。当初の仕様である 250ページを目標に作り、およそ目標ペー

ジ数になっている。250 ページのうち、明治以降が約 150 ページとなり、近現代が手

厚くなっている。 
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〔索引について〕 

索引は、通史編に掲載された用語の中で、伊賀市に関わる地名・人名・一般事項を

中心に、事務局で採用する用語を検討し、編集委員会で確認いただいた。収録する用

語数は、約 8,000 語になる。当初、150 ページぐらいと想定したページ数は、現段階

で 149ページとなっている。現在、初校が届いているところであり、鋭意、校正作業

を進めていきたい。 

 

〔編さん事業の経緯と経過について〕 

編集委員会において、次回の編さん事業に資するため、編さんの記録を作っておく

ことが必要との指導をいただいた。事業の経緯と経過、編さんの体制、条例、そうい

ったものを含め 30ページで掲載したい。原稿の進捗が遅くなっているが、内容は事務

的な話が多く、今後、２回ぐらい校正を行いたい。 

 

〔市史編さんだよりについて〕 

市史編さんだよりは別冊で予定し、お盆前に再校を戻している。基本的には市広報

のままだが、どうしても文章が不自然な部分については、一部修正を施した。本来、

市広報は縦書きだが、横書きにまとめている。別冊の色は、本編の紺色に合わせたレ

ザックの表紙にしたい。 

 

〔人権関係項目について〕 

６月の編集委員会において、これまでの『伊賀市史』各巻と同様に、団体との協議

を行うように指導をいただいた。そこで、６月 30日の部落解放同盟伊賀市協議会の会

合において、資料２のとおり人権関係に係る内容を示し、確認を依頼した。特段、意

見等を頂戴していないので、概ね現状の形で掲載したい。 

 

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） 

資料３・４・５は、現状のゲラのサンプルである。このような形でゲラが進んでい

ることを了解いただきたい。なお、第７巻を作成するにあたり、既刊本の誤りを確認

した。正誤表を入れたこともあるが、第７巻を作る中で見つけた誤りについては、正

誤を市のホームページに掲載し、随時、更新していきたい。 

資料６は、見返しの部分について検討、議論をいただきたい。資料６の最初がホー

ムページで掲載されている伊賀市略地図、市章と旧自治体の町村章である。次に、市

松模様になっているのが、伊賀市の花・木・鳥をレイアウトしたものである。次は、

古文書の写真が切り貼りしたような状態になっている。市史編さんは、このような各

時代の文書資料を使い編さんを進めてきた。伊賀市史は、様々な資料から編さんして

きたというイメージしていただくような形で、文書を切り貼りした。次も同じような

資料の写真で、切り貼りではなく、集合写真を１枚で撮ったものである。最後は、伊

賀嵐マイなど、巷で出回っている伊賀市にまつわる様々なキャラクターをデザインし
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たものである。この中から２パターンを選定したい。なお、これまでの各巻では、１

巻には平安時代のお経の写真の透かし、３巻では、長野トンネルが出来た時の新聞の

図柄、小学校の校章、或いは鳥瞰図・絵巻物を透かしたり、それぞれの時代の特徴、

時代に合わせたものをレイアウトした。今回は、全時代に渡るので難しいが、選定い

ただければと思う。 

 

〈協議事項についての意見や質問〉 

 

（会長）進捗状況については、二校と初校の部分があり、進捗に濃淡があるような気がす

るが、大丈夫か。 

（事務局）年表は、内容や日付などをしっかりと校正することが必要であるが、編さん事

業の経緯と経過については、内容も事務的な部分が多く、これまでほどの校正は必要

ないと考えている。 

（委員）資料２の人権関係項目の中で、日付のところに文字化けがあるが、何か意味があ

るのか。 

（事務局）単なる文字化けで、特段、意味があるものではない。ゲラのサンプル（資料３）

をご覧いただきたい。実際はそういった体裁になる。 

（委員）資料３の１枚目にある時代区分は、違う分類である。１万年前の部分から違うよ

うに見える。特に、縄文の草創期の右側は線が無く、線を入れてはどうか。 

（監修者）大変見づらいのは指摘のとおりである。編集委員会でも、字を大きくしたり、

小さくしたり、場所を移動したり、色々とやってみた。『伊賀市史』の中に記述が入っ

ているため、見づらいのは承知の上で入れておきたいということで、この形にさせて

いただいた。横の線も、入れたり、取ったりしている。入れると、今度は全体の統一

がとれないという問題が出たりする。 

（事務局）「１万年前～」とあるが、その下は、ゲラで隙間を空けようと思っている。今は、

地質学的には１万年前から続く完新世である。そこで１回切り、地質学的な時代区分

と、それ以降の時代区分を区分けするため、余白を入れようと思う。 

（委員）地質学的な区分は１番右へ入れたらどうか。 

（事務局）１番右へもって来ると、旧石器と地質のおさまりが悪くなる。どうしてもおさ

まりが上手くいかない。 

（委員）違う尺度を一緒に入れているので、外せないのならば、縄文の幅を３倍に取るか、

或いは縄文の幅を 1.5倍に取り、草創期・早期も 1.5倍に取れば揃う。 

（事務局）２枚目との整合性が悪くなる。 

（委員）２枚目は２枚目と考える。 

（会長）地質学的な専門用語はよく分からないが、どうも読みづらいようである。検討す

べき点があれば、検討いただきたい。 

（委員）これ見ると、旧石器が消えてしまう。旧石器から時間があって、縄文になるよう

な切れが出てくる。これ、１万 6000年前の上に１万年前はおかしい。 

（事務局）線を繋がずに、違うものであることが分かるように工夫したい。 

（委員）見る者は、そんなに苦労して見ない。ぱっと見である。 
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（事務局）地質年代と縄文以降の人々との年代とは、どうしても不整合になる。線を抜く、

或いは時代区分を左側にもってくるか、相談をさせていただきたい。 

（会長）事務局で再度、専門の先生と相談した上で、直すところがあれば直したいという

ことで宜しいか。 

（委員）３世紀の部分は、古墳がこれで終わるということか。 

（事務局）いいえ。垂仁の記紀の記述が入ってくるためである。これもおさまりが悪いた

め、３世紀の前期と書いてある部分は、上下入れ替えようと考えている。 

（委員）「１～３世紀」と書いて、「３世紀」がある。「１～２世紀」ではないのか。 

（事務局）「～」であるので、「まで」というイメージである。難しいところで、岩波の年

表を参考にしながら作ったが、岩波等の年表を見ても、おさまりが宜しくない。書物

に記されたものと、考古で分かっているものの年代間の刷り合わせに難儀している。 

（委員）作ろうと思うと非常に分かるが、世紀は綺麗に並んでいく方がよい。 

（会長）分かりにくい部分があるということか。垂仁天皇の部分は、何かバーを引いてあ

るが、これは年代が特定できないということか。 

（事務局）年代が非常に難しい。編集委員会でも、上の３世紀の東山古墳の記述と入れ替

えたらどうだという指摘をいただいている。校正の段階では、垂仁の部分は入れ替え

た形で進めている。そうすると、３世紀から古墳前期と、すっきりする形になる。例

えば、５世紀後半も取り、３世紀、４世紀、５世紀という形で綺麗に、前半・後半も

やめにして並べると、見易くなる。 

（委員）事項の方に入れてしまってはどうか。 

（監修者）年表を読まれる方は、時代から事項へと読んでいかれる。作っている側は、事

項に、それぞれの巻の叙述に従って時代を入れるので、どうしても無理がかかる。絶

対年代が分かれば良いが、絶対年代を落とせないこともある。 

（会長）古代の年表については、まだまだ精査する必要があるということか。 

（事務局）古代の最初の部分については、もう少し指導いただきたい。２ページについて

は、現状とは変わる形になり３、４、５世紀と世紀が並ぶ形になるので、今よりは少

し見易くなると考えている。 

（委員）日付の部分に線は入れられないのか。享保９年４月 10日の４月に丸が振ってある

が、何を意味するのか。 

（事務局）丸は閏月を明示している。 

（委員）どこかに注意書きがあるのか。 

（会長）凡例があるのではないか。 

（事務局）はい。凡例でおことわりしたい。事項と時代の間の線については、この場で議

論いただく中で、入れずにという形でさせていただいている。 

（委員）時代区分の進め方は、きちっとさせて欲しい。専門的に言うと出来ない、無理な

のは分かるが、見る人は専門的には見ない。違うと言われる可能性も出てくるので、

事項の記述で表現できればよい。 

（会長）年表は再校まで終わっているが、再々校も視野に入れていただきたい。年表・索

引の見開き部分について話が出ていたと思うが、どういう装丁にしようかということ

で、委員の皆さんの知恵を借りたい。今まで各６巻は、どうしていたのか。 
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（事務局）１巻は、平安時代の植木神社大般若経の写真である。６巻は、近代建築の立面

図や吉田初三郎という著名な鳥瞰図を描かれた方の作品を入れた。２巻は、藤堂藩士

の合戦に出る時の馬印、旗指物である。それから、近世の絵巻物、長田の方を描いて

いる図と、それぞれの時代に応じて選択をさせていただいた。ただし、今回は特定の

時代というわけにはいかず、時代を通したイメージ、地域を通したイメージでお願い

したい。 

（委員）実際には意味をもたさないでも良いわけで、私は伊賀市の花・木・鳥で良いと思

う。史料の写真はうるさい。キャラクターの図柄には芭蕉が無く、忍者ばかりである。 

（事務局）はいくちゃんを入れている。 

（会長）伊賀市の花・木・鳥は、キジとアカマツとササユリである。これをデザイン化し

たものである。キャラクターは、イガ☆グリオと伊賀嵐マイとた伊賀―くんとにん太

としのぶとはいくちゃん、なかなか面白い。 

（委員）今は面白いかもしれないが、歴史の中でどうかなと思う。 

（会長）100年後に見た時にどうか、という議論になるとどうか。 

（事務局）そういうキャラクターが持て囃された時代という考え方も出来るかと思う。 

（委員）年表なので、あまり意味の無い方が良い。 

（会長）これらの案に拘らず、こういう案があったらというのを仰っていただきたい。 

（委員）何も無しでも良いと思う。 

（委員）事務局に任せておけば良いのではないか。 

（事務局）さほど意味をもたせるものではないことは事実であるが、第６巻の見返しは、

市を代表する近代建築、第３巻は統廃合で今は無い小学校の校章、そういうものを記

録として残していくことを意図して載せたこともある。 

（委員）事務局で良いなと思うのはないのか。 

（事務局）時代を絞れなかったため、市章などになった。事務局でも議論になり、編集委

員会でも検討いただいたが、編さん委員の皆様に決めていただいたらどうかという意

見をいただいた。是非、この場で方向性をいただきたい。ただ、先ほど写真の話を申

し上げたが、確かにうるさいが、このような史料類を載せたこともあるので、様々な

史料から成り立っているというメッセージ的なものを入れるのも手であると思う。 

（委員）例えば壬生野村、上野町があったとか、旧地名が出ている。出来るだけ多くの村

を並べる。自分の住んでいるところがあれば嬉しいものである。 

（会長）各旧村分があるのか。 

（事務局）すべての町村があるかどうかは確認しないと分からない。昭和の合併以前につ

いては無いところもある。 

（委員）単に模様ならば、キャラクターもありかなと思うが、今までの市史の取り組みと

はそぐわないように感じる。 

（委員）今は良いと思うが、100 年後の人が見たらどのように思うか。この会議で、これ

に決定したというのは、私は嫌である。 

（委員）事務局案で、無しという案はなかったのか。 

（事務局）無しというのは想定していなかった。あることを前提に議論していた。 

（委員）伊賀市略地図と市章・旧町村章が１枚目にあるので、これが一番良いと思ってい
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るのではないか。合併したので、この旧町村章は使われていない。どこかにこのマー

クもそれぞれあったら良い。 

（会長）伊賀市略地図については、この地図入れる意味はあまり無い。特定の固有名詞し

か掲載されていない。市民病院があり、応急診療所があり、保健関係に使っているも

のだと思う。市史で使うと、抜けているものがあるというような意見もあるのではな

いか。何で抜けているのか説明のしようがない。 

（委員）桔梗屋さんの包装紙に使われている絵図がある。あのような絵柄ならば、良いの

ではないか。 

（委員）桔梗屋さんの絵かと思われる。 

（事務局）絵は出典を入れれば、誤解されることは無いと思う。旧自治体の市章について

は、３巻の本文中に市章が制定されたという記載があり、図も掲載している。 

（委員）紺色の無地で良いと思う。無地の本も多い。 

（会長）色々な議論があると思う。協議事項１の提案については、いただいた意見を基に

事務局で検討し、作業を鋭意、進めさせていただきたい。 

 

 

４．その他 

〔市史編さん資料の今後の取り扱いについて〕 

（事務局説明） 

市史編さん資料の今後の取り扱いについては、総合計画の中に施設の整備を検討す

ることを盛り込んだ上で、進めてきた。昨年度には、各地の公文書館の事例をアンケ

ート調査し、今年度は、８月 10日に公文書館（磐田市歴史文書館・松本市文書館）の

視察を実施した。視察した公文書館の概要は、資料７・８および下記の通りである。 

伊賀市が持っている旧村役場の文書は３万 5,000点、地域資料が１万 6,000点ぐら

いである。これは、目録化した数値なので、実際には、それ以上あると思われる。さ

らに、支所に残っている合併前の公文書等は、正確な数字が把握できていないが、概

略を把握した限りでは、かなりの数に上る。そういったものも含め、今後、何らかの

形で保管施設を整備していくため、先進地を視察した。 

 

【磐田市歴史文書館】 

市町村合併の際に、公文書等の散逸を防いで欲しいという地元からの要望があり、

議会でも取り上げられる中で、合併後、速やかに歴史文書館が建設された。旧竜洋町

の町役場が支所となり、そこを改築して施設としている。本市においても、こういっ

た施設の利活用を視野に入れないといけないため、視察先に選定した。 

  【松本市文書館】 

新設の文書館である。木棚が組まれ、中性紙箱が整然と置かれている。公文書につ

いても、専用の中性紙箱に入れ、自動書架で適切に管理している。こちらも当初は、

芝沢地区の支所を転用した施設であったが、平成 25年に市単費で新館を建設した。 

 

〈その他についての意見や質問〉 
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（会長）公文書館を設置している都道府県は 30、政令市では 15政令市の中で７、市は 1、

700強のうち 15である。市では１パーセントに届かないぐらい設置数は少ない。伊賀

市においては、第二次再生計画を平成 29年度から 32年度の４ヵ年で実施する中で、

公文書館等の設置について明瞭に書いているので、設置等の方向に向けて検討する、

事業を進めるということになろうかと思う。これからどういう形になるか、今後、皆

さんの意見も踏まえた上で、検討していくことになる。 

（監修者）古い建物を利用するのは一つの考え方だと思うが、耐震の問題や湿気など、公

文書館を新築する際に前提として考えられていることを古い建物で実施しようとする

と、逆に物凄いお金がかかる。新しく建てるのは大変だが、松本市の写真から分かる

ように公文書館に窓は無い。本来の地盤からかなり上げて建てれば、除湿等の対策が

それほどなくても耐えられる。近年は、なるだけ自然の状態に置いておく、その方が

ランニングコストがかからない。そういう考え方で設置することが試みられている。

一時的避難場所として古い建物、或いは体育館を使うことは良いと思うが、恒久的に

将来にわたって、それを保存していこうという立場で考えると、きちっとした施設を

建てられた方が良い。収蔵の形式や状況も、部屋が色々だと書架を入れるのも大変で

ある。古い建物でよくあることは、地下が空いているので、そこを収納に使うと湿気

が上がり、大騒動になる。むしろ保全がいかに出来るかという観点から考えていただ

いた方が良い。 

（委員）市町村合併は、どこの市町村でも行われている。その中で、伊賀市のように市史

編さん事業に取り組まれた自治体は、どのぐらいあるのか。伊賀市と一緒で、資料が

集まっていると思うので、公文書館なりを持っているところがあると思う。 

（事務局）編さん事業は、摂津市など２、３例を聞いたことがあるが、全国的には確認が

必要である。 

（会長）調べた上で、参考事例としてベンチマーキングさせていただく。 

（委員）県内ではどれぐらいあるのか。 

（事務局）県内にはない。例えば、松本市は平成９年が市制 90周年で、９年前の平成元年

から編さん事業をスタートし、その中で集めたものを適切に保存・管理するという中

で、文書館を作っている。 

（会長）磐田市はどうか。 

（事務局）編さんの時に行政文書が無かったので、同じような過ちを繰り返したくないと

いうことで、公文書の適切な保存・管理の要望が出され、合併後、速やかに残そうと

いう形になった。 

（委員）場当たり的な対応は、災害に遭ってしまう可能性を凄く上げる。窓があると、虫

も入ってくる。古い建物に入るのならば、それなりに費用のかかる問題だと思うので、

どうされるのか伺いたい。図書館の話も以前にされていた。上野図書館で貴重なもの

を入れるのと一緒に、こちらの資料も入れられないかという話だったと思う。 

（事務局）図書館にも同じような貴重資料があると申し上げた。そのような耐火書庫があ

る施設も考えながら進めていきたい。 

（委員）上野市史を編さんした際の資料も散逸したと聞いている。その後、各市町村で編

さん事業が行われ、その資料はそれなりに残っていると思う。ただ、事業が終わると、
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資料が散逸するという問題は必ず起こってくる。今までの反省の上にたって、資料を

残すという観点から、保管しておく場所が大事だと思う。本当に良い施設が建てられ

れば良いが、十分にしてもらえるようお願いしたい。 

（委員）こうして動き出したことは大変有り難い。今後の展望として、火災や盗難、紛失

の恐れもあるので、資料の電子化もまた時代の要求であると思う。それも併せて検討

し、再生計画の中に記述していただきたい。 

（会長）大事なことであり、今後の検討課題とさせていただきたい。 

 

〔次回の日程について〕 

 ・次回の開催時期（１月頃）について周知した。 


