
 

審議会等の会議結果報告 

 

１．会 議 名 平成２８年度 第１回長谷川家資料調査委員会 

２．開 催 日 時 
平成２８年４月２７日（水） 

午後２時３０分から午後４時００分 

３．開 催 場 所 旧長谷川邸 大正座敷 

４．出席者氏名 別紙のとおり 

５．公開及び非公開 公開 

６．傍 聴 者 数 1名 

７．担 当 

松阪市殿町１３１５番地３ 

松阪市教育委員会文化課 

担当者 ： 寺嶋 

電 話 ０５９８－５３－４３９３ 

ＦＡＸ ０５９８－２５－０１３３ 

e-mail bun.div＠city.matsusaka.mie.jp 

 

報告事項 

（１）前回の協議内容の確認について 

（２）平成２７年度資料調査の進捗状況について 

（３）平成２８年度資料調査の日程について 

協議事項 

（１）現在の調査方法、体制について 

（２）資料の保存整理について 

議事録要約 

 別紙 
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平成２８年度 第 1回長谷川家資料調査委員会 議事録（要約） 

 

●日時：平成２８年４月２７日（水） 午後２時３０分～ 

●場所：旧長谷川邸 大正座敷 

●出席者：文化庁文化財部美術学芸課 髙梨真行調査官 

     三重県教育委員会事務局社会教育・文化財保護課 伊藤裕偉班長 

     門暉代司委員、茂木陽一委員、鈴木えりも委員、中谷真弓委員 

藤原寛専門委員 

●欠席者：高倉一紀委員、塚本明委員 

●事務局：東教育長、松名瀬局長、村林参事兼文化課長、松葉文化財担当主幹、 

新田文化財係長、寺嶋文化財係主任、中西係員、家城係員、髙橋係員 

●傍聴者：1名 

 

１．開会 

 

２．あいさつ  教育長よりあいさつ 

 

３．紹介 

 

４．委員長、副委員長選任 

事務局：昨年度より、委員長不在の状態でしたので、改めて委員長と副委員長をご選任い

ただきたいと考えています。委員長と副委員長につきましては、委員の互選により選

任していただくこととなっておりますので、どなたかご推薦等いただけないでしょう

か。 

ご意見がなければ、事務局の方から案を申し上げてよろしいでしょうか。 

委員：お願いします。 

委員：事務局一任。 

事務局：それでは、委員長を門委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

ありがとうございます。それでは門委員を委員長に選任させていただきます。ど

うぞよろしくお願いします。 

続きまして、副委員長につきまして、どなたかご推薦等いただけないでしょうか。 

委員：事務局一任。 

事務局：それでは、副委員長につきましても事務局案を申し上げます。本日ご欠席ですが

高倉委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

ありがとうございます。それでは高倉委員を副委員長に選任させていただきます。 

 



５．報告事項 

（１）前回の協議内容の確認について 

委員長：昨年の４月２２日の議事録の内容について事務局の方から簡単に説明をお願いし

ます。 

 

（事務局より資料１について説明） 

 

委員長：ご報告いただきましたように、昨年度の会議では最終年度を見据えた見通しを立

てるための議論をしていただきました。それに基づいて昨年度は順次調査を進めてま

いりましたので、それを踏まえて今回の会議では更に具体的に決めていただきたいな

と考えていますので、その経過を踏まえた上で後ほどご意見をいただきたいと思いま

す。それでは、報告事項の２番目に参りますが、平成２７年の資料調査の進捗状況に

ついて、最初は事務局の方で説明をお願いします。 

 

（事務局より資料２について説明） 

 

委員長：それぞれの班で補足するところがあればお願いします。まずは文書班の方で、何

か付け足すことはありますか。 

委員：特にありません。 

委員長：書籍班は昨年度、主に軸類を中心とし、ほぼ完了しております。後は、明治期の

俳書が残っています。屏風類も今年度やることになろうかと思います。 

生活道具班の方で補足することありますか。 

委員：当初予定通り、平成２７年度は新蔵と西蔵の調査をしました。新蔵に町家資料の他

に観光地案内やレコード盤が多数ありまして、資料点数がかなり増えました。平成２

８年度は、主屋を３つのゾーンに分けて調査をすることになり、商業スペースとなる

店のゾーン、奥座敷、次の間の私的な空間を奥のゾーン、大正座敷を中心とする大正

ゾーンとしました。まず奥のゾーンから調査を始めております。その中で現在調査終

了したのは、仏間と奥座敷ですが、その２室の調査でデータ化した件数が現在１３０

件となり、約総数２３４０件となっていますが、データ化を進めると共に件数が増え

ております。 

委員長：生活道具班の調査は大量の物が次から次へと出てくる状態ですので、そのことを

踏まえ、今年度以降の日程についても協議していただきたいと思います。では、報告

事項の３番目の本年度の資料調査の日程について、事務局の方でご説明お願いします。 

 

（事務局より資料３について説明） 

 



委員長：各班で相談して事前に日程を決めていただきました。 

 

６．協議事項 

（１）現在の調査方法、体制について 

委員長：では、最終年度の取り組みを具体的に進めていきたいと思います。協議事項の「（１）

現在の調査方法、体制について」のご意見をいただきながら、今後の調査の方法を一

度考えてみる必要があるかと思います。資料に平成２７年度の調査の進捗状況と平成

２９年度年次計画が付けてあります。 

事務局：ここに示させていただいている通りですが、資料の点数が若干増えている班もあ

り、今後のペース配分にも改善点があるかと思います。 

委員長：最終的に、平成２９年度末までには目録を仕上げることが目標です。それに向か

い平成２８年度中におおまかな調査を終える計画になっています。平成２９年度はデ

ータの確認作業、目録の刊行作業が入ると思うので、それも踏まえて本年度そして来

年度に向け、それぞれの班の進め方についてご意見をいただきたいと思います。まず、

文書班の方から今年度と来年度の具体的な方向性をお願いします。 

委員：点数と作業に必要な時間は比例しませんが、何とか来年度頭には、終わると思いま

す。が、戦後の長谷川家のプライバシーに関わるものについては、少なくともすぐに

公開できるようなものではないため、処理方法を考えていく必要があると思います。

細かく取りたいものはおおむね済んでいます。現在取り組んでいる手紙類は差出宛と、

種類は把握したいです。ハガキ類も沢山ありますが、時間があれば差出宛くらいは掌

握したいのですが、状況と残り時間と見比べて処理したいと思います。 

委員長：近代から現代につながる一枚物の書簡が大半ということです。先程、話がありま

したが、先代当主、そして現在の当主の奥さんの物は、個人情報が出てくるので調査

の対象とするのかどうか判断が難しい。亡くなられた先代の日記等も残っています。

調査するとしても目録に載せられるかどうかと言う事もありますので、線引きをする

必要があるのかと思います。 

委員：長谷川家のご意向は、どうですか。 

事務局：昭和の物は極力処分をしてください、というのが現社長の指示です。ご本人はい

なくても、２代、３代に渡ってお付き合いのあるところもあるので履歴の分かるもの

で昭和期の物は極力処分してくださいということで、かなり処分したが、まだ出てき

たようです。 

委員長：今残っているのは帳簿類で、明治の終わりから大正の初めの断片的なものです。

昭和くらいで線引きされ、寄贈前に廃棄処分してあるものがかなりあります。 

事務局：極論を言えば、戦後のものはまず１００％処分してあります。 

委員長：最近のプライベート資料で家族写真や成績表が残っていますので、その辺で一つ

の線引きは必要かなと思います。 



委員：研究資料としては、なるべく残していきたいのが率直な話です。近代の物であって

も近代企業経営史の資料にもなる。ただ一方で、既に長谷川家で処分してしまったも

のもある現状、整理するかどうか判断しかねる部分があるわけです。 

委員長：商売関係はほとんど処分されていますので、プライベートな資料のことです。 

委員：それについての長谷川家のご意向は。 

事務局：東京の方で保管していた物も、松阪へ送ってきております。元々こちらにあった

ものは今新蔵にありますが。東京の方から送ってきたものについては処分してくれ

と指示がありました。 

委員長：昭和のものは東京へ持っていかれていたようです。商売関係は、元々残っていな

い。 

委員：戦後の物についても、今公開できずとも１００年経ったら公開できるようになって

いることも考えられるので、きちんと残していきたいです。 

委員長：リストアップして、目録に載せるかの判断は、ある程度の線引きと時期を決めて

整理していきましょう。 

委員：リストアップして目録に載せてもいいか、長谷川家のご指示が必要ではないでしょ

うか。 

事務局：その辺り、ご意向の確認は恐らく難しい。寄贈したのだから松阪市に任せると。

特に要望はお持ちでないと思います。 

委員長：では、この委員会の判断に任せていただけるのでしょうか。 

事務局：はい。 

委員長：そうなると、どの辺で考えましょうか。 

委員：川喜田家の調査時に企業関係の資料もありました。特に、関東大震災までは川喜田

商店はやっていましたから、その帳簿類が残っていて撮影もしました。先々代の旅行

資料や写真も残っていました。川喜田壮太郎さんのヨーロッパ旅行時の写真残ってい

て、カード化はしてないと思うので、そのまま蔵の中に残っていると思うんですが。 

委員：歴史資料が対象ということで、大正時代から調査対象外とした思います。リスト化

した上で目録に載せるか否か判断の分かれ目だと思います。 

委員長：その辺はこの委員会で決めさせていただいてもよろしいでしょうか。 

調査官：委員会と松阪市との間で決めてもらえばいいと思います。最初に文化財として認

識するかどうかです。文化財として認識したものは残していかなければいけないとい

う認識に立ちます。 

プライベートに関するものに文化財的価値を見出すかどうかは難しいです。とに

かく量が多く、形で残っているものは限られているので、調査の残り時間でやりきれ

るかどうか。まず文化財か否か、ということ。そして、文化財として認識し目録化す

る際、その他の資料群と同じ水準で出すかどうかという問題があります。他の自治体

では、文化財として認識した場合、数と差出宛は把握し、目録の付録としたケースが



多いです。それでも一応は目録に載せているので、一定の評価をして掲載をしている

ことになります。よくよく考えていただいて、説明がつく内容であるならば、いずれ

もよろしいかと思います。もちろんプライベートですから、として一切文化財として

評価はしていないという自治体もあります。それは、最初に取り決め、最後まで一貫

として通じていればよろしいかと思います。 

委員長：現在、残る 1 万点の大半がランク４の手紙類。もうひとつ下のランク５をやるか

やらないかということも。悉皆調査が基本ですが、プライベートなものをどうするか

と言うことです。書簡の中には、かなりプライベートな内容の手紙もあります。 

委員：点数把握でいいのでは。川喜田家も最初は簿冊類もカード化し、膨大な書状があっ

たが、全部やる時間がないので点数と差出人を書状一覧として作成しました。点数把

握するにしてもリスト化しておくということは最低限必要と思います。 

委員長：保存管理のための目録ですから、出来るだけ全部カード化、データだけは作って

いくような方針で進めてきました。目録に載せるかどうかは最終的に判断するという

ことで。文書班は以上です。次に生活道具班、お願いします。 

委員：残りは表蔵、主屋となります。まず部屋ごとに目録化する資料と調査外とする資料

と仕分けしながらデータ化を進めています。資料の中で、主屋を公開する際に使う道

具類を目録に載せるか否かが課題です。主屋の調査を１２月までに終了する予定で進

めていますが、回数として残り１６回で進めていかなくてはならないので、目録化す

る資料の仕分けをしながら進めています。 

委員：先程から言われているように、これが本当に資料なのか、プライベートなのか。実

は、昭和１９年の空襲でＢ２９が飛んできて、松阪が燃えている絵があります。松阪

を知る上では、非常に大事だと思いますし、私としては、文化財的価値があると思い

ます。 

委員：これは、戦争資料としては非常に重要なものですね。 

委員：そうなんです。そして、祈祷札が沢山あり、早く処理するための方法を考えること

が今一番大きな課題です。生活道具班の場合は、件数ではなく点数となると最低 2 倍

はあると思います。 

委員長：ご当主が１６ｍｍフィルムで撮影された、戦後の様子や町の様子が分かる単なるプ

ライベートの資料とは言いにくい物もあります。調査方法や進め方も変えていただい

ていますが、見込みとしてはどうですか。 

委員：もう終わっていなければいけないのですが、作業効率を上げるために一部を２班体

制にして進めていきたいと思います。 

事務局：２班体制にして効率が上がるように、我々としても配慮したいと思います。 

改めて、資料の調査終了は平成２８年度内が目標です。平成２９年度前半は、デ

ータのチェック、ソフトの見直し等となります。その後残り半年で原稿の入稿、校正、

印刷と進めていきたいと思っていますので、今年度、調査終了の方向でなんとか進ん



でいただきたいと思います。 

委員長：まぁ、私の方からざっと申し上げますと。生活道具班に蔵を整理してもらうと、

文書と俳書を中心とした活字本が出てきて、点数が増えてきておりますが、点数とし

ては数える程ですので、何とかやっていけると思います。来年度に向けて本年度中に

大まかな調査を済ませるということで、ご尽力いただきたいと思います。 

合わせて、来年度に向けての目録の刊行、そしてデータベース化についてもご検

討いただきたい。目録に関しては、それぞれの班で形成することになると思います。

文書班は点数で３万点近くあるため、厚いもので２冊かと思います。書籍班は第１期

調査では五十音配列にされ、管理するための目録としては使いにくい物になりました

ので、２期の調査で出てきた物も含めて、保存のための目録を作っていただきます。

生活道具班の方は最終的にどういう形で考えてみえますか。 

委員：基本的には、前回作ったリストのような形の物を１冊と考えています。 

委員長：そこで、１期・２期調査合わせてかなりの件数ですので、紙ベースの目録も必要

ですが、データベース化の話も調査官からお話いただけますか。 

調査官：紙の冊子目録が何冊もできるわけですが、会議資料の場合等は、データベースの

内、掲載可能な項目を目録化して出すのが一般的です。調査でとった情報の全てを目

録化はできないと思いますが、データベースなら調査で取った項目はすべてそこで管

理できると思います。今後の活用を考えていくと、どれがどこにあるかという情報も

必要になってくると思うので、その辺を念頭に置きながら、調査、及び情報の入力さ

れていくのがよろしいかと思います。 

委員長：目録をデータとしてホームページ等で閲覧できるようなかたちは考えてみえるん

ですか。 

事務局：報告書類は公開していくこともあるが、かなりの数なので、それが一般的かどう

か。ホームページ全体のことを考える必要もあるかと思いますが、データで頒布する

必要性はあると思います。 

調査官：システムとして管理には一次、二次の記録をまとまったデータベースにした方が

いいと思います。 

委員：一般公開を前提にするならもっと利用しやすい、資料館や図書館でのホームページ

検索があった方がいいと思います。 

委員長：それも含めてまた、ご検討いただきましょう。 

後、ちょっとご相談ですが、お茶の道具の中の軸類、茶道具は生活道具班で調査

していますが、軸・屏風等の調査は書籍班でしています。目録にするにあたっては、

茶道具も含めて、生活道具に含まれるのでしょうか。 

調査官：いえ、茶道具として一体化はしていますが、分類としては茶道具の茶碗等は陶磁

になります。掛軸等は、絵画・書籍という認識になりますので、現状では文化財属性

に則した目録にするのが一般的かと思います。 



委員：では、「餅舎」の資料はどうなりますか。 

調査官：説明が付けられれば、問題はないかなと思います。 

委員長：これから目録を纏めていっていただくにあたり、二次調査でも巻頭に概要や、長

谷川家の資料の特徴を短いもので纏めていただきたいのです。書籍班の方では、江戸

の終わりから明治の俳書の特性を纏めていただくといいかなと思います。もう一つ

「餅舎」に関しては、概要を纏めていただくにあたり生活道具班と書籍班どちらでや

っていただくのか、協議していただきたい。他にも、こういうのも入れた方がいいと

思われるものがありましたら、ご指摘いただきたいと思います。 

調査官：それぞれの分野の資料の特性ですね。この家ならではの資料がどれかという資料

解題が入っていると、有り難い。ここの場合、一次、二次というかたちでやっている

ので、二次で明らかになった物があるはずですので、トピックとして巻頭に纏めた方

が評価をする際に便利じゃないかと。 

最後の年度で編集にかかる訳ですが、皆さんがそれぞれイメージしている報告書、

目録の姿には違いがあると思います。それを整理していく時間が必要となるので、調

査はまだ終わっていないと思いますが、最初のイメージを作る意味で、一度構成案を

出し、何度かプロセスを経てイメージを共有化していく必要性があるかと思います。

原稿の方の目安が分かってくるので、今年度中に関係各位に諮っていただければいい

と思います。 

委員長：あまり長文では納まりきらないと思いますので。何ページになるか分かりません

が、最終年度に向けてよろしくお願いします。 

そして、この調査中に、ある程度は資料の保存に関して、整理をお願いしたいと

思います。ただ、建物の保存修理に関しての建物調査もあり、それによりますと米蔵

が半解体修理ということになります。そうなりますと蔵にあるものを出さなければ、

ということにもなりますし、主屋の押入れの中にもかなり物が入っています。かなり

整理をしていただいているのですが、主屋も屋根の工事が入ってきますので、空けな

ければなりません。残る４つの蔵で、今ある資料を保存していきますが大蔵の１階は

公開したいという意向だそうですので、それを考えますと３つの蔵と大蔵の２階部分

で収蔵するということです。保存修理に関して事務局から簡単に今後のスケジュール

と概要の説明をお願いします。 

事務局：概要としては、米蔵は半解体修理が必要ということ、主屋も表座敷部の辺りは非

常に状態が悪いので、これもかなりの修理が必要ということに加えて、活用という面

で、近い将来、一般人が主屋内へ入るかたちの公開であるとか、大蔵１階での展示公

開を行っていく方針です。非常に限られた収蔵スペースの中でやりくりをしていかな

くてはならならず、上手く兼ね合いをしいかなければ、ということがあります。半解

修理はまだ少し先になりますが、修理計画等々の課題、それに関連して、収蔵計画を

作成していかなくてはなければなりません。そして資料化しない物の処分は進めてい



ただきたいと思います。大前提としては長谷川の中で長谷川の物を収蔵できるように、

と考えていきたいです。他所へ資料が離れていかないようにとは考えていますが、一

方で収まりきらない場合、外部の施設に収蔵というようなことも考えざるを得ない部

分も出てくると思います。ただ、そういう場合は、至近距離で更に、色んな環境に対

応できるようにしたいと考えていますが、実現可能かどうかも含めて今後のまだまだ

課題がたくさん積まれている状態です。平成２９年度内には資料の整理も、修理工事

着手に備えた整理状況で終わっていきたいと考えています。もう少し具体的に言うと、

３つの蔵と大蔵の２階に、ジャンル毎に収まっている状況を目標と考えています。 

委員長：という意向です。保存のためのご指導と合わせて最後までご指導いただきたいと

思うのでよろしくお願い致します。できれば、半年くらい後に最終的な見通しを立て

ていただき、合わせて、目録に載せていただく報告書の内容についてもご検討いただ

きたいなと思います。 

事務局：各班の進捗状況確認等も含めまして、下半期のスケジュール、目録の体裁、ある

いはデータロガーでの環境調査のデータもお見せしながら、資料の特性に応じた収蔵

場所をもう少し具体的に進めていけたらと思います。 

委員長：他にありましたら、ぜひともご意見をいただきたいと思うのですが。いかがでし

ょうか。 

県教委：最終的に、管理するために分かりやすい状態になっているかどうか、他の目で見

てもらうためにも、2回目の委員会時に一度それぞれの班で考えられている目録に載

せる表を提示されてはいかがかと。進捗状況の確認にもなるかと思います。 

委員長：他にいかがですか。次回は、目録のサンプルをそれぞれ作ってみて、それを基に

してまた検討していただきましょう。では、何かありましたら、事務局へ。次回は

半年くらい先になるかと思います。ありがとうございました。 


