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例　言　

 

１．本書「韮
にらやまじょうあと

山城跡 百年の計 ―きわめる・つたえる・いかす 郷土の誇り―」は、伊豆の国市歴史文化

基本構想の基本的な考え方を踏まえ、既存の発掘調査結果の整理・とりまとめを行い、測量調査

及び縄張調査の成果を加え、課題整理を行った上で、今後必要とされる、各種調査事業、保存・

管理事業、活用・整備事業、その他の事業の方向性を示すものである。

２．本書の策定は、平成 23 年度から 24 年度にかけて、伊豆の国市が主体となり、伊豆の国市史跡等

整備調査委員会・韮山城跡整備部会の指導のもと、静岡県教育委員会文化財保護課の助言を得て、

伊豆の国市観光・文化部文化振興課が事務局となり実施した。

　　体制は以下の通りである。

　　　　伊豆の国市史跡等整備調査委員会　韮山城跡整備部会　　部会長　　齋藤慎一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専門委員　家永遵嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中井　均

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹井英文

　　　　指導機関　静岡県教育委員会文化財保護課　　　　　　　　　　　　河合　修

　　　　編　集　　伊豆の国市観光 ･ 文化部文化振興課　　

　　　　事務局　　伊豆の国市観光 ･ 文化部文化振興課　　　　　

３．本書の内容については、韮山城跡整備部会において検討し、事務局がこれをとりまとめた。

４．本書の内容に関わる基礎調査、関連業務の一部は、株式会社フジヤマに委託した。測量図・縄張図

については、株式会社フジヤマに委託して作成した測量成果と伊豆の国市 Web ＧＩＳ Ver.1.6.0.0

をもとに作成した。

５．本書の執筆分担は以下の通りである。

　  第２章 －１　池谷初恵

　　　　   －２　池谷初恵

                 －４　齋藤慎一

                 －５　中井　均　

                 －６　齋藤慎一　中井　均

　　上記以外については、伊豆の国市史跡等整備調査委員会 ･ 韮山城跡整備部会 ･ 静岡県教育委員会文

化財保護課の指導 ･ 助言のもと、事務局が執筆・編集した。

６．本書に関わる資料は、伊豆の国市観光・文化部文化振興課が保管している。

７．本書の作成にあたり、下記の機関、方々のご教示を得た。記してお礼申し上げる次第である。

　　　伊豆の国歴史ガイドの会　江川家　金谷の里夢クラブ　公益財団法人江川文庫　

公益財団法人毛利報公会毛利博物館　静岡県歴史文化情報センター　

ＮＰＯ法人韮山城を復元する会　山口県公文書館

　　　石橋　修　宇田徳孝　宇野眞敏　宇野眞好　土屋健次　萩原貞夫　中島郁夫　橋本敬之　

　　花村征雄　藤井孝俊　望月保宏　山下捷雄　渡辺忠良

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略　五十音順）
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