松江市史編纂日誌
松江市史編纂における主な活動状況【平成 25 年度】（後期：10 月 1 日から）
平成 25 年
期  日

内    容

備          考

10月4日 松江市史編纂委員会

〔議題〕①事業報告について
    ②松江市史編集状況について
    ③事業計画について

10月4日 松江市史部会長会議

〔議題〕①執筆終了後の部会運営・経費の支出について
    ②松江市史講座の調整について など

10月5日 松江城関連調査

松江歴史館所蔵資料 ( 和田委員 )

10月5日 石造物調査

中世石造物所在確認（東出雲町）

10月11日 自然環境部会

〔議題〕通史編の原稿の検討

10月13日 絵図・地図部会

〔議題〕史料編の全体校正の確認

10月19日 松江市史講座

〔第 1 部〕出雲国府の実像 ( 佐藤信委員 ( 原始古代史部会 ))
〔第 2 部〕外海漁業と八束郡の漁業組合 ( 伊藤康宏委員 ( 近現代史部会 ))

10月19日 近現代史部会

〔議題〕史料編・通史編の検討

10月19,20日 近世史部会
10月20日 古代専門部会
10月28,29日 近現代史料調査

など
など

など

〔議題〕史料編Ⅲ・Ⅳの検討、通史編の検討
〔議題〕通史編の原稿の検討

など

など

川辺地区文書調査

10月29～31日 松江城下町出土陶磁器編年にかかる指導会
11月1日 近世・近現代史料調査
11月4日 民俗部会
11月5,11,12日 近現代史料調査
11月6,7日 近世史料調査
11月9,10日 石造物調査

島根町誌編纂関係史料調査
〔議題〕別編「民俗」に向けての中間発表会
島根県立図書館所蔵史料 ( 岸本委員 )
仏谷寺（美保関町）所在石造物実測調査

11月10日 近世史小部会

御用留史料選定

11月11日 民俗（建物）調査

奥原家住宅調査

11月13,14日 近世史料調査

など

本庄公民館文書調査

福井県内・京都府内史料 ( 岸本委員 )

11月16日 松江市史講座

〔第 1 部〕戦国時代の松江地域 ( 長谷川委員 ( 中世史部会 ))
〔第 2 部〕白潟町屋の商人と町人地の変容 ( 大矢委員 ( 絵図・地図部会 ))

11月24日 考古専門部会

〔議題〕通史編の原稿の検討

など

11月25～29日 三谷権大夫家文書整理
12月1日 松江市史部会長会議

〔議題〕①『松江市史』本文中の数字表記について
    ②松江市史出版計画の一部見直しについて

12月1日 自然環境部会

〔議題〕通史編の原稿の検討

12月7日 松江市史講座

〔第 1 部〕出雲地方の地震 ( 西田良平先生 )
〔第 2 部〕松江市近郊の民具 ( 浅沼委員 ( 民俗部会 ))

12月9,10,16,17日 近現代史料調査
12月18日

など

など

本庄公民館文書調査

松江城部会
〔議題〕文献検討会
文献・歴史地理・建築グループ会

12月21,22日 中世史部会

〔議題〕史料編Ⅱの校正、通史編の全体構成の検討

など

平成 26 年
期  日

内    容

備          考

1月11日 考古専門部会

〔議題〕通史編の原稿の検討

など

1月13日 古代専門部会

〔議題〕通史編の原稿の検討

など

1月19日 松江市史講座

〔第 1 部〕出雲の人制・部民制 ( 平石委員 ( 原始古代史部会 ))
〔第 2 部〕科学が明かす松江平野の歴史 ( 渡邉委員 ( 松江城部会 ))

1月23,24,30,31日 近現代史料調査

本庄公民館文書調査
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期  日

内    容

1月22日 近世史料調査

備          考
御用留からの史料選定 ( 東谷委員 )

1月31日 松江城部会城郭史グループ会 西尾部会長と先山委員・松尾委員との協議
2月1日 松江城部会土木史グループ会 〔議題〕次回の松江城部会に向けた協議
2月3,4日 松江城関連調査
2月6日 自然環境部会
2月7日 考古専門部会

地盤遺産シンポジウム参加 ( 河原委員 )
〔議題〕通史編の原稿の検討

など

通史編の原稿読合せ

2月7～9日 松江城出土遺物検討会
2月8日 松江城部会

〔議題〕①各グループ・編纂室の調査状況等の報告
    ②別編の執筆項目と執筆スケジュールの再検討

2月8日 松江市史講座

〔第 1 部〕古代出雲の交通 ( 勝部委員 ( 原始古代史部会 ))
〔第 2 部〕松江城下『おぼえ日記』にみる町人の「家」と男・女・子ども
     ( 沢山委員 ( 近世史部会 ))

2月9日 近世史料調査
2月17～19日 近世史料調査
2月18日 古代専門部会

など

島根県立図書館所蔵史料 ( 沢山委員 )
御用留からの史料選定 ( 東谷委員 )
通史編の原稿読合せ

2月20日『松江市史』発行（第 5 弾）「史料編 11 絵図・地図」
2月20,21日 近現代史料調査

本庄公民館文書調査

2月21,22日 松江城関連調査

静岡県磐田市中世府中調査 ( 西尾委員 )

2月27日
近世史料調査
～3月3日

島根県立図書館所蔵史料ほか ( 常松委員 )

3月8日 松江市史講座

〔第 1 部〕
「武者の世」のはじまりと出雲国 ( 西田委員 ( 中世史部会 ))
〔第 2 部〕近現代の松江市の人口の推移とその特徴 ( 廣嶋清志先生 )

3月9日 松江市史部会長会議

〔議題〕①松江市の組織機構の変更、市史編纂体制の変更について
    ②松江市史編纂状況、各部会からの状況報告
    ③来年度予算について
    ④通史編等編集に伴う文章表記、節・項表記等の検討
    ⑤松江市史編集委員会の議題、日程調整について など

3月9日 自然環境部会

〔議題〕通史編の原稿の検討、史料編の検討

3月10日 古代専門部会
3月14,15日 松江城関連調査
3月15～17日 松江城関連調査
3月19日

など

通史編の原稿読合せ
中世府中調査〔鳥取県鳥取市・兵庫県豊岡市〕( 西尾委員 )
武家屋敷及び近代建築物調査〔宮城県奥州市ほか〕( 足立委員 )

松江城部会
〔議題〕文献検討会
文献・歴史地理・建築グループ会

3月20日『松江市歴史叢書 7』「松江市史研究 5 号」発行
3月20日『松江市内寺社史料調査目録』発行
3月21日 松江城調査報告会
3月21,22日 古代専門部会
3月21,22日 近世史部会
3月21～23日 松江城関連調査
3月24,25日 松江城関連調査
3月26日 近現代史部会

通史編執筆作業 ( 佐藤信委員 )
〔議題〕史料編Ⅲ・Ⅳの検討、通史編の検討

など

城下町松江の水運・物流に関する調査〔新潟県出雲崎町ほか〕( 大矢委員 )
松江城関連文献史料調査〔国立公文書・防衛省防衛研究所〕
〔議題〕史料編・通史編の検討

など

3月28日『松江市史』発行（第 6 弾）「史料編 4 中世Ⅱ」

松江市史編纂における主な活動状況【平成 26 年度】（前期：9 月 30 日まで）
平成 26 年
期  日

内    容

備          考

4月1日 市史編纂コラム(ホームページ)掲載 〔タイトル〕再考・まぼろしの松江城博覧会
（第 32 回）
4月18日 松江城伝来資料検討会
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期  日

内    容

4月19日 松江市史講座

備          考
〔第 1 部〕
出雲地域における産物の特徴について ( 鳥谷委員 ( 近世史部会 ))
〔第 2 部〕近世城下町の変遷と松江城下町 ( 松尾委員 ( 松江城部会 ))

4月24日 尾道市視察対応
4月26日 中世史関連調査

和泉府中 ( 西尾委員 )

4月26日 近世史小部会

郡村関係史料選定

5月5日 松江城関連調査
5月10日 松江市史講座

5月11,12日 中世史部会

亀嵩城 ( 西尾委員・岡崎委員 )
〔第 1 部〕知行国制度と出雲 ( 西田委員 ( 中世史部会 ))
〔第 2 部〕松江城下町の空間設計と武家地・町人地の空間について
     ( 安高委員 ( 絵図・地図部会 ))
〔議題〕通史編の内容検討

など

5月15日 市史編纂コラム(ホームページ)掲載 〔タイトル〕松江藩御台所を取材した明治の新聞記事
（第 33 回）
5月16日 松江城下町遺跡検討会
5月31日,6月1日 近世史部会

〔議題〕史料編Ⅲ・Ⅳの検討、通史編の検討

など

6月1日 松江市史編集委員会

〔議題〕①編纂体制、出版計画
    ②平成 25 年度事業報告、平成 26 年度事業計画
    ③各部会の報告
    ④通史編（中世史）についての検討
    ⑤松江市史編纂基本計画の実施状況と今後の課題

6月1日 中世史部会

〔議題〕通史編の執筆構成・内容の検討

6月1日 近現代史部会

〔議題〕史料編・通史編の検討

6月2日 自然環境部会

〔議題〕通史編の原稿調整

6月2日 松江城関連調査

など

など

など

松江城伝来資料調査（松江城天守、松江歴史館）

6月10日 市史編纂コラム(ホームページ)掲載 〔タイトル〕国内最古の警察署建築（初代松江警察署）発見のとき
（第 34 回）
6月16日 松江城関連調査
6月25日 古代史部会
6月23日 近現代史料調査
6月21日 松江市史講座
6月21,22日 石造物調査

松江歴史館 ( 和田委員 )
〔議題〕通史編の編集検討

など

玉湯町・宍道町
〔第 1 部〕
「模範村」とその時代 ( 竹永委員 ( 近現代史部会 ))
〔第 2 部〕石が語る出雲国 ( 澤田委員 ( 自然環境部会 ))
清水寺（安来市）

7月3日 市史編纂コラム(ホームページ)掲載 〔タイトル〕堀尾氏と三つの姓
（第 35 回）
7月4,5日 中世史関連調査
7月5日 民俗部会
7月5～7日 近世史料調査
7月9日 松江市史部会長会議

7月12,13日 近世史料調査

出雲府中 ( 西尾委員 )
〔議題〕別編「民俗」の内容検討

など

( 東谷委員・鳥谷委員・多久田委員 )
〔議題〕①各部会からの報告
    ②来年度の市史講座 講座の枠組みについて
    ③松江市史編纂委員会の議題について
    ④来年度事業の見込みについて
    ⑤市史編集委員会での提言を受けた史料集発刊について
( 東谷委員 )

7月14日 松江城部会文献・歴史地理・〔議題〕文献検討会
建築グループ会
7月16日 松江城部会城郭史グループ会 〔議題〕別編「松江城」の検討
7月19日 松江市史講座

〔第 1 部〕朝山日乗 ( 原委員 ( 中世史部会 ))
〔第 2 部〕お墓にみる縄文時代から弥生時代への移行
     ( 山田委員 ( 考古専門部会 ))

7月20日 考古専門部会

〔議題〕通史編の原稿の検討

7月28,29日 近世史料調査
7月29～31日 石造物調査

など

廻船関係：福山市・広島市 ( 大矢委員 )
市内を中心とする中世石造物（狭川氏・西尾委員・岡崎委員）
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など

期

日

内

容

備

考

16発行 「松江城再発見」
8月1日『松江市ふるさと文庫』
8月4日 近現代史料調査

山陰合同銀行史料

8月4日 松江城関連調査

松江城伝来資料調査

8月5日 近現代史料調査

忌部公民館史料

8月16日 松江城部会土木史グループ会 〔議題〕別編「松江城」の検討
8月18～22日 三谷権大夫家文書整理
8月20～22日 近世史料調査

( 東谷委員・常松委員 )

8月21日 近世史部会郡村関係小部会 〔議題〕史料編「近世Ⅳ」へ掲載する郡村関係史料の選定
( 小林委員・東谷委員・常松委員・多久田委員 )
8月21日 市史編纂コラム(ホームページ)掲載 〔タイトル〕松江城下での不思議な話
（第 36 回）
8月21日 史料調査

諸喰神社史料

8月23日 松江市史講座

城下町形成期の景観復元
（基調報告、パネルディスカッション ( 松江城部会 )）

8月24日 松江城部会
8月25日 松江城関連調査
9月4,5日 三谷権大夫家文書整理
9月11,12日 近現代史料調査

〔議題〕別編「松江城」の検討
松江城関連瓦調査
青木先生による史料管理方法の指導

山陰合同銀行史料

9月19日 市史編纂コラム(ホームページ)掲載 〔タイトル〕
（第 37 回）
松江藩凶年時にみる藩の通達そして捨子・身元不明者・乞食の実相
9月20日 松江市史講座

〔第 1 部〕中世出雲における政治拠点の変遷 ( 川岡委員 ( 中世史部会 ))
〔第 2 部〕9 世紀の災害と対外意識と出雲・山陰 ( 大日方委員 ( 古代専門部会 ))

9月21日 中世史部会

〔議題〕通史編の内容調整

9月24,25日 近現代史料調査
9月27,28日 古代専門部会

など

朝酌公民館史料
〔議題〕通史編の編集検討
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など

区分

割

（編集委員）
編集委員会

会議
部会長
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（専門委員）
専門部会

執筆者

１．市史編纂事業の事務的統括
２．編集委員等専門研究者の支援
３．市史、付帯出版物等の編集作業・出版
（市民の代弁者としてのチェック機能も）
４．文化運動の推進（講座やシンポジウムなど）

【原始古代史】

【中世史】

・堀田浩之
・足立正智

・伊藤昭弘
・宇野田尚哉
・沢山美果子
・多久田友秀
・佐々木倫朗
・西島太郎
・常松隆嗣
・石田俊

○大日方克己
○佐藤信
・平石充
・野々村安浩
・森田喜久男

編集委員、専門委員、＋α

・安髙尚毅

・阿部志朗

・内田融

・山上雅弘

・中上明

・品川知彦

・山﨑亮

・喜多村理子

・山﨑節枝

・藤原宏夫

・足立正智

・中村幹雄

◎喜多村正

【民俗】

・喜多村正

・喜多村正

・喜多村正

○副委員長

← ( 地元有識者 )

○和田嘉宥

・渡邉正巳

○河原荘一郎

《土木史Ｇ》

・渡辺理絵

・浅沼政誌

・酒井董美

or ＧＬ

○編集委員

◎部会長

○副委員長

◎委員長

← ( 専門家 )

◎委員長

平成 26 年 9 月 1 日 時点

《文献・歴史地理・建築Ｇ》・永井猛

・岡崎雄二郎

・堀田浩之

・先山徹

・乗岡実

・平石充

・乾隆明

・渡辺理絵

・松尾信裕

○中井均

《城郭史Ｇ》

《古代専門部会》

○鬼嶋淳

・上杉和央

・高安克己

・川村博忠

【松江城】
◎西尾克己

・澤田順弘

○渡辺浩一

○三宅正浩

○能川泰治

○居石正和

○伊藤康宏

【絵図・地図】
◎大矢幸雄

・山田康弘

○東谷智

○鳥谷智文

○岸本覚

【近現代史】
◎竹永三男

・西尾克己

・西尾克己

・仁田玲江

・松本岩雄

・原慶三

【近世史】
◎小林准士

・大矢幸雄

・大矢幸雄

・大矢幸雄

・蔦谷典子

・浜田周作

○長谷川博史

○川岡勉

○西田友広

◎井上寛司

○小林准士

・竹永三男

・鬼嶋淳

・三宅正浩
・渡辺浩一

・能川泰治

・居石正和

・伊藤康宏

・竹永三男

・竹永三男

・安部己図枝

名

・東谷智

・鳥谷智文

・岸本覚

○小林准士

・小林准士

・引野道生

員

・田坂郁夫

○西尾克己
・丹羽野裕

・越川敏樹
・杦村喜則

《考古専門部会》

◎勝部昭

◎井上寛司

・長谷川博史
・西田友広

・佐藤信
・西尾克己

・勝部昭

◎井上寛司
・川岡勉

・勝部昭
・大日方克己

・佐藤仁志

◎高安克己

【自然環境】

・高安克己

・高安克己

○井上寛司

・勝部昭

・高安克己

・乾隆明

← ( 文化財保護審議会会長 )

・安部登

・
（同上）

◎藤岡大拙

委

〔松江市〕市長：松浦正敬、副市長：能海広明、副市長：吉山治 〔松江市教育委員会〕教育長：清水伸夫
〔歴史まちづくり部〕部長：安田憲司
〔まちづくり文化財課〕課長：永島真吾
（史料編纂室）室長：稲田信、主任：木下誠、主任：西村裕美
主任編纂官：内田文恵、専門調査員：北村久美子、専門調査員：石塚晶子、専門調査員：和田美幸、専門調査員：福井将介、専門調査員：沼本龍

・部会で議論した内容に基づく執筆
※市史各巻の執筆を行うため、 部会の専門委員と部
分執筆を行う執筆者で構成する。

※市史各巻の編集を中心となって行うため、
担当専門分野の専門研究者で構成する。

・必要な史料（資料）の調査・整理

・市史各巻の内容を検討

※各部会の部会長で構成する。

・編纂事業の具体的な内容の企画・立案

※市史全体の編集を中心となって行うため、
各分野の専門研究者で構成する。

・必要な史料（資料）の調査・整理及び総括

・市史全体の編集

※住民、行政、専門家が一体となり市史を作り上げる
ため、地元有識者、専門研究者で構成する。

・市史編纂の成果を市民に還元していく事項の協議

・市史編纂全般に関わる基本的事項の協議

役

松江市史編纂体制図

（編纂委員）
編纂委員会

事務局体制

