
第 53 回 野田市史編さん委員会 

会 議 次 第 

 
     日  時：平成 30年 5 月 23日(水)午前 10 時 30分から 

     会  場：野田市役所  保健センター３階  大会議室 

 

 

１ 委員長(市長)挨拶 

２ 委嘱書の交付 

３ 議  題 

１ 副委員長の選出について 

 

２ 平成 29年 5月から平成 30年 4月までの活動状況について 

 

３ 平成 30年度市史編さん事業計画及び予算について 
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１ 副委員長の選出について 

 

 

２ 平成 29年５月から平成 30年４月までの活動状況について 

（１）市史編さん事業実績 

【平成 29 年】 

５月１日     ・木間ケ瀬古谷高一家文書調査 

８日    ・古代中世部会資料収集(國學院大學) 

９日    ・第 52 回野田市史編さん委員会(平成 28年 12 月から平成 29 年 

４月までの活動状況について、平成 29 年度市史編さん事業計画 

及び予算について) 

12日      ・近現代部会資料個別調査 

 12・15 日 ・古代中世部会資料収集(國學院大學) 

15日    ・近現代部会国立国会図書館資料調査 

17日     ・民俗写真撮影(中下町～柏寺の社寺) 

18日   ・第 68 回考古部会会議（通史編について） 

19日     ・民俗写真撮影 

22日    ・近現代部会国立国会図書館資料調査 

23日   ・古代中世部会国立国会図書館資料調査(城館跡） 

26日   ・近世部会埼玉県立文書館資料収集(事務局) 

27日   ・古代中世部会東京都立中央図書館資料収集(城館跡） 

30日   ・古代中世部会国立国会図書館資料調査(城館跡） 

・近世部会埼玉県立文書館資料収集(事務局) 

６月２日     ・千葉県史料保存活用連絡協議会総会・講演会出席（事務局） 

４日     ・第 157 回古代中世部会会議(通史編進捗状況について) 

  ６日   ・近現代部会資料個別調査 

10日      ・古代中世部会東京都立中央図書館資料収集(城館跡） 

15日   ・古代中世部会国立国会図書館資料調査(城館跡） 

16日     ・考古部会野田市郷土博物館資料調査 

19日    ・古代中世部会資料収集(國學院大學) 

        ・近現代部会国立国会図書館資料調査 

21日    ・近現代部会国立国会図書館資料調査 

24日      ・古代中世部会東京都立中央図書館資料収集(城館跡） 

26日    ・古代中世部会資料収集(國學院大學) 

・近現代部会国立国会図書館資料調査 

       ・民俗写真撮影(二川・古布内) 

７月１日    ・近現代部会国立国会図書館資料調査 

３日     ・古代中世部会資料収集(國學院大學) 
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６日    ・近現代部会千葉県文書館資料収集（事務局） 

８日   ・古代中世部会東京都立中央図書館資料収集(城館跡） 

10日     ・古代中世部会資料収集(國學院大學) 

10・11日  ・地域経済部会資料調査（東京成徳大学） 

11日   ・古代中世部会城館跡調査(関宿、木間ケ瀬、東金野井) 

15日   ・古代中世部会東京都立中央図書館資料収集(城館跡） 

21日   ・考古部会通史編資料調査(さしま郷土館ミューズ) 

22・24日 ・近現代部会国立国会図書館資料調査 

24日   ・第 97 回近世部会会議(資料収集状況について) 

24～26日 ・古代中世部会資料収集(國學院大學) 

26・27日 ・地域経済部会資料調査（東京成徳大学） 

28日   ・古代中世部会国立国会図書館資料調査(城館跡） 

８月４日   ・古代中世部会事務局打合せ（資料調査等について） 

          ・近現代部会国立国会図書館資料調査 

７日   ・自然部会長事務局打合せ（原稿執筆について、調査研究員の 

  委嘱について） 

14日    ・近現代部会国立国会図書館資料調査 

18日   ・近現代部会資料個別調査 

20日    ・古代中世部会東京都立中央図書館資料収集(城館跡） 

21日   ・第 98 回近世部会会議（資料編近世２について） 

・近世部会資料調査及び借用（幸手市郷土資料館) 

・近現代部会国立国会図書館資料調査 

23日    ・近現代部会長事務局打合せ(進捗状況について) 

25日   ・通史編編さん作業打合せ(高萩市) 

26日   ・古代中世部会国立国会図書館資料調査(城館跡） 

30日    ・古代中世部会長通史編打合せ(事務局) 

              ・近現代部会資料個別調査 

９月１日     ・木野崎小山勇家御札類収集 

３日    ・第 69回考古部会会議・第 158回古代中世部会合同部会会議(通 

 史編について、進捗状況の確認) 

４日    ・近現代部会国立国会図書館資料調査 

            ・木野崎小山勇家御札類収集 

７日    ・木野崎小山家調査 

８日    ・自然部会長事務局打合せ（調査研究員委嘱、今後の方向性に 

 ついて） 

９日    ・古代中世部会国立国会図書館資料調査(城館跡） 

11日     ・木野崎小山勇家御札類収集 

13日    ・近現代部会国立国会図書館資料調査 

19日    ・古代中世部会国立国会図書館資料調査(城館跡） 

20日   ・近現代部会資料個別調査 
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22日   ・国立歴史民俗博物館三上喜孝先生赤外写真撮影依頼 

24日    ・古代中世部会東京都立中央図書館資料収集(城館跡） 

30日    ・野田市民俗調査報告書第 10号刊行 

10月３日     ・地域経済部会東京成徳大学所蔵資料調査（醤油醸造関連） 

４日     ・近世部会資料返却（幸手市郷土資料館) 

５日      ・近現代部会国立国会図書館資料調査 

６日    ・古代中世部会資料収集(國學院大學) 

８日    ・古代中世部会東京都立中央図書館資料収集(城館跡） 

12日      ・近現代部会国立国会図書館資料調査 

13・16日 ・古代中世部会資料収集(國學院大學) 

17日    ・近現代部会資料編打合せ(事務局) 

18日    ・近現代部会個別調査（筆耕資料選定） 

19日      ・古代中世部会・近世部会笠間稲荷神社所蔵資料調査（関宿城関 

連史料） 

30日     ・古代中世部会資料収集(國學院大學) 

11月２・４日 ・近現代部会国立国会図書館料収集 

13日      ・第 99回近世部会会議(各担当分野の活動状況報告及び今後の活 

動について、資料編近世２について) 

14日    ・近世部会資料編関係調査(関宿城博物館) 

21日    ・関宿藩士関係視察一行（堺市海岸寺）情報交換 

22日    ・旧市史刊行物についての打合せ(興風図書館) 

24日    ・古代中世部会事務局打合せ（資料調査等について） 

25日    ・古代中世部会国立国会図書館資料調査 

27日    ・近現代部会資料個別調査 

12月２日    ・近現代部会国立国会図書館料収集 

３日    ・民俗芸能大会事務局写真撮影(野田市文化会館） 

６日   ・近現代部会資料選定 

７日   ・今上八幡神社万治四年力石の保存状況確認 

14日    ・自然部会東京都立中央図書館資料収集 

17日    ・古代中世部会東京都立中央図書館資料収集 

20日    ・近世部会市史研究個別資料選定 

21日    ・古代中世部会国立国会図書館資料収集 

25日    ・近現代部会国立国会図書館料収集 

27日    ・近現代部会資料個別調査(資料確定) 

【平成 30 年】 

１月 12 日     ・自然部会通史編執筆打合せ 

15日    ・市史講演会事前打合せ 

20・27日 ・近現代部会国立国会図書館資料調査 

31日   ・近現代部会資料個別調査 

２月１日     ・近現代部会資料個別調査 
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２日   ・近現代部会国立国会図書館資料調査 

       ・自然部会東京都立中央図書館資料調査及び収集（通史編） 

３日    ・古代中世部会国立国会図書館資料調査（市史講演会資料収集） 

４日    ・第 70 回考古部会会議（通史編Ⅰの刊行について、その他） 

６・13日  ・近現代部会資料編執筆打合せ 

14日    ・古代中世部会相模原市立橋本図書館資料調査（市史講演会資料 

収集） 

15日    ・野田旧奥富薬局写真撮影・簡易実測調査実施（事務局） 

17日   ・第 26 回市史講演会・野田市史集中講座「関宿をめぐる関東戦 

国史」開催 

   ・近現代部会国立国会図書館資料調査 

21日    ・考古部会通史編資料調査(さしま郷土館ミューズ) 

   ・近現代部会資料個別調査 

23日   ・自然部会東京都立中央図書館資料調査及び収集（通史編） 

３月３日   ・考古部会明治大学博物館資料収集（通史編） 

７日    ・近現代部会資料個別調査 

９・10・16日 ・考古部会明治大学博物館資料収集（通史編） 

17日   ・考古部会國學院大學図書館資料収集（通史編） 

  ・古代中世部会東京都立中央図書館資料収集（城館跡） 

20日    ・近現代部会資料編打合せ 

21日   ・考古部会國學院大學図書館資料収集（通史編） 

24日   ・考古部会國學院大學図書館資料収集（通史編）  

       ・第 131 回近現代部会会議（各担当分野の進捗状況、資料編 

２の刊行について） 

・近現代部会資料個別調査 

26日    ・考古部会國學院大學図書館資料収集（通史編） 

27日   ・古代中世部会東京都立中央図書館資料収集（城館跡） 

28・29日 ・近現代部会国立国会図書館資料調査 

30日   ・野田市史研究（第 28 号）刊行 

４月１日   ・佐藤 裕教育長に市史編さん委員を委嘱 

２日   ・新任職員研修協力（事務局） 

11日   ・近現代部会国立国会図書館資料調査 

12日   ・古代中世部会国立国会図書館資料収集（城館跡） 

18日   ・近現代部会資料編編さん作業 

22日   ・古代中世部会東京都立中央図書館資料収集（城館跡） 

25日   ・近現代部会国立国会図書館資料調査 

27日   ・近現代部会資料編編さん作業 

29日   ・古代中世部会東京都立中央図書館資料収集（城館跡） 
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(２)各専門部会別の活動状況 

【考   古】 ［下津谷達男委員］ 

第 68回考古部会会議 平成 29 年５月 18日 

 

第 69回考古(古代中世)合同部会会議 

 平成 29 年９月３日 

第 70回考古部会会議 平成 30 年２月４日 

個別調査 

  野田市郷土博物館資料調査 平成 29 年６月 16日 

 市外調査 

  資料調査 

   さしま郷土館ミューズ   平成 29年７月 21日、平成 30年２月 21 日 

   明治大学博物館     平成 30年３月３日、９日、10日、16日 

   國學院大學図書館    平成 30年３月 17日、21 日、24日、26 日 

◯『通史編Ⅰ』編さんのため、原稿執筆を各委員が実施 

 

【古代・中世】 ［川戸彰委員］ 

第 157回古代中世部会会議 平成 29 年６月４日 

第 158回古代中世(考古)合同部会会議 

 平成 29 年９月３日 

個別調査 

  関宿、木間ケ瀬、東金野井城館跡踏査 

               平成 29年７月 11日 

 市外調査 

  国立国会図書館      平成 29 年５月 23 日、30 日、６月 15 日、７月 28

日、８月 26日、９月９日、19日、11月 25日、平

成 30年２月３日、４月 12 日 

  國學院大學        平成 29年５月８日、12日、15日、６月 19 日、26

日、７月３日、10 日、24日、25 日、26 日、10月

６日、13 日、16日、30日 

  東京都立中央図書館    平成 29 年５月 27 日、６月 10 日、24 日、７月８

日、15日、８月 20 日、９月 24日、10 月８日、12

月 17日、３月 17日、27日、４月 22日、29日 

  笠間稲荷神社       平成 29年 10 月 19日 

  相模原市立橋本図書館   平成 30年２月 14日 

事務局打合せ         平成 29 年８月４日、30 日、10 月 24 日、11 月 24

日 

第 26回市史講演会・野田市史集中講座「関宿をめぐる関東戦国史」 

◯『通史編Ⅰ』編さんのため、原稿執筆を各委員が実施 
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【近   世】 ［吉田ゆり子委員］ 

第 97回近世部会会議      平成 29年７月 24日 

第 98回近世部会会議      平成 29年８月 21日 

第 99回近世部会会議      平成 29年 11 月 13日 

個別調査 

  資料収集・調査作業    平成 29年 12 月 20日 

  関宿城博物館       平成 29年 11 月 14日 

 市外調査  

  埼玉県立文書館（事務局） 平成 29年５月 26日、30 日 

幸手市郷土資料館     平成 29年８月 21 日 

笠間稲荷神社       平成 29年 10月 19日 

○『笠間稲荷神社』所蔵の「牧野家文書」のうち、関宿城に関する古絵図、文書を

調査、関宿城の絵図面は調査例が少ない古絵図 

○『資料編 近世２』の編さん・刊行準備 

○ 資料編掲載のための資料収集、掲載候補の選定及び筆耕を継続実施 

 

【近 現 代】 ［上山和雄委員］ 

第 131回近現代部会会議    平成 30年 3月 24日 

個別調査 

  資料選定・整理作業 平成 29 年５月 12 日、６月６日、８月 18 日、30

日、９月 20日、10 月 18日、11月 27日、12月６

日、27 日、平成 30 年１月 31 日、２月１日、21

日、３月７日、24日 

 市外調査 

  国立国会図書館      平成 29 年 5 月 15 日、22 日、６月 19 日、21 日、

26日、７月１日、22 日、24日、８月４日、14日、

21日、９月４日、13 日、10 月５日、12日、11月

２日、４日、12月２日、25 日、平成 30 年１月 20

日、27 日、２月２日、17 日、３月 28 日、29 日、

４月 11 日、25 日 

事務局打合せ         平成 29年８月 23日、10 月 17日 

執筆打合せ          平成 30年２月６日、13日 

○ 『資料編 近現代２』編集・刊行のための資料収集、掲載候補の選定及び解説執

筆を実施 

 

【地 域 経 済】 ［吉田ゆり子委員・上山和雄委員］ 

個別調査 

 市外調査 

  東京成徳大学       平成 29 年７月 10 日、11 日、26 日、27 日、10 月

３日 
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○別編『醬油編１』編さんのため、資料調査及び収集を実施 

○茂木房五郎関係文書（東京成徳大学所蔵）を調査し、成果の一部を『野田市史研 

究』第 28号に紹介 

 

【民   俗】 ［小川浩委員］ 

個別調査 

  木野崎小山家調査    平成 29 年９月１日、４日、７日、11日、22日 

○「民俗調査報告書１０ 二川・関宿の民俗」刊行 

○別編『民俗編』編さん準備のための調整 

○木野崎小山家の母屋解体に伴い、御札類を収集、分析を国立歴史民俗博物館に依

頼し、棟札から文政９年（1826）の建築と判明 

 

【自   然】 ［杉原重夫委員］ 

個別調査 

 市外調査 

  東京都立中央図書館    平成 29年 12 月 14日、平成 30年２月２日、23日 

部会長事務局打合せ      平成 29年８月７日、９月８日 

執筆打合せ          平成 30年１月 12日 

○『通史編Ⅰ』編さんのため、資料収集・原稿執筆作業を実施 

○『野田市史研究』第 28 号に初めて種子植物に関する論文として、「野田市で増加

傾向にある植物」を収録 
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３ 平成 30年度市史編さん事業計画及び予算について 

（１）平成 30年度市史編さん関係予算の説明（別紙参照） 

 

（２）平成 30年度の各部会別事業計画(案)について 

【考   古】 

○ 古代･中世部会、自然部会との合同協議を行い、『通史編１』の原稿執筆及び刊行準

備 

 

【古代・中世】 

○ 考古部会、自然部会との合同協議を行い、『通史編１』の原稿執筆及び刊行準備 

○ 資料編未掲載史料についての補充調査の実施（寺社・城郭跡 他） 

 

【近世及び地域経済】 

○ 『資料編 近世２』の全体構成・執筆分担の協議 

○ 史料解読筆写の推進 

 

【近 現 代】 

○ 『資料編 近現代２』の編集・刊行 

○ 史料解読筆写の推進 

○ 平成 30年４月廃棄の行政資料(歴史的公文書)の収集整理 

 ５月 14日廃棄資料収集を実施 

 

【民   俗】 

○ 別編『民俗編』の全体構成・執筆分担の協議 

 

【自   然】 

○ 考古部会、古代･中世部会との合同協議を行い、『通史編Ⅰ』の原稿執筆及び刊行準

備 

○ 別編『自然編』の全体構成と編さん体制の検討 

○ 自然関係資料の収集 

 

（３）その他の事業(案)について 

① 『野田市史研究』(第 29号)の刊行 

 史料紹介 

 ｢野田市史 資料編｣近世 1 に収録できなかった関宿藩に係る史料の紹介を

検討中。 

 

 ≪未定≫ 

 （調整中） 
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② 第 27回 市史講演会の開催について 

 近年の講演内容 

年 度 内     容 担当部会 

平成 25年度 

野田市史集中講座 

屋根裏からのメッセージ 

‐お札を集めた先人たち‐ 

民俗部会 

平成 26年度 

野田市史集中講座 

江戸時代の関宿藩 

～関宿城下と久世家の家臣～ 

近世部会 

平成 27年度 
野田市史集中講座 

鈴木貫太郎・タカと大正・昭和 
近現代部会 

平成 28年度 
野田市史集中講座 

野田と醬油 
地域経済部会 

平成 29年度 
野田市史集中講座  

関宿をめぐる関東戦国史 
古代中世部会 

 

 第 27回市史講演会の開催  平成 31年２月開催を予定 

 野田市史集中講座（調整中） 



別　紙

歳入　　雑入：刊行物売払収入 １６０千円

歳出　　市史編さん費 １１，１７２千円

＜単位：千円＞ 予　算　額 左の内訳 左の内訳
◎市史編さん費 11,172

11,172
5,192

104
3,600
1,488

1,075
1,030

45
60

50
10

632
19

605
8

787
177
610

3,128
145
10

2,973

30
5

10
15

8
8

　　　　　市史編さん委員会委員報酬

 　　平成３０年度　野田市一般会計歳入歳出予算

（前年度：　　　１７５千円　　比較：　　　▲１５千円）

（前年度：１５，８２５千円　　比較：▲４，６５３千円）

　　○市史編さん費
　　　・報酬

　　　　　調査旅費

　　　　　市史編さん委員会専門委員報酬
　　　　　市史編さん委員会調査協力員報酬
　　　・賃金
　　　　　臨時雇
　　　　　作業員賃金
　　　・報償費
　　　　　講師謝礼
　　　　　原稿謝礼
　　　・旅費
　　　　　普通旅費
　　　　　費用弁償

　　　　　筆耕翻訳料
　　　・委託料
　　　　　調査委託料

　　　・使用料及び賃借料

　　　・需用費
　　　　　消耗品費
　　　　　印刷製本費
　　　・役務費
　　　　　通信運搬費
　　　　　手数料

　　　　　撮影委託料

　　　　　千葉県史料保存活用連絡協議会負担金

　　　　　有料道路通行料
　　　　　複写機使用料
　　　　　著作権使用料
　　　・備品購入費
　　　　　図書
　　　・負担金補助及び交付金


