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ごあいさつ 

新会長 横山悦生 

 

本学会はまもなく創立 45年を迎えます。私自身が
この学会に入会したのは、1990年頃だったように記
憶していますが、当時は本の世界でしか存じあげな

かった先生方とじかに接することができ、とても感

動した記憶があります。創設時には 800名近く会員
がいたと聞いておりますが、現在では 300名をきり、
このまま放置すれば学会が自然消滅して行く危惧を

いだきました。それで、迷うことなく会長に就任い

たしました。それまでに理事長を 6年間務めました
が、後半の 3年間は改革を進め、正常な運営を行う
べく、大鉈を振るってきたところです。「理事たるも

の私心を捨て学会のために尽すべし」と考え、新し

いみなさまにこの体現を強力にお願いしました。ま

た理事の任期制を導入して常に若返りしていくよう

な仕組みを創出し、理事会を常に活性化するために

努力してきました。創立からの「産業考古学会」と

いう名称を「産業遺産学会」に改名し、事務局の委

託先を変更し（これらのこと自体も大変でしたが）、

財政的には会員が二百数十名になっても長期的に維

持できる体制をつくりました。 
時代はデジタル化の大きなうねりの中にあります。

本学会の運営にも ICTを本格的に導入し、学会活動
は大きく変わりつつあります。例えば、以前は年 4、
5回の理事会をもつことが精一杯でしたが、Zoomを
活用することにより、毎月１回の定例理事会を開催

し、年 2回はできるだけ対面で理事会を行うことも
追求しているところです。近い将来 Zoomによる公
開学習会（会員であれば誰でも参加できる会）を開

催します。学会誌の充実度も大きく変えます。また、

ニューズレターに加え、新たにメルマガを発行する

ことで、本学会の取り組みをより多方面の方々にお

知りいただくことができるようになると期待してい

ます。会員の皆様とともに本学会を発展させていく

ことはもちろん、まだ本学会に入会されていない方

もぜひ本学会にご入会いただき、ともに楽しく学び

つつ、ともに歩んで行かれることを願っております。 

 

 

 

 

 
JR多度津工場見学会と実測調査 

小西伸彦 
 

香川県中部の仲多度郡多度津町は瀬戸内海に臨み、

讃岐平野の広がる南約 18kmには金刀比羅宮がある。
古代に「多度郡」の「津」、つまり港として開け、

1838（天保 9）年の「多度津湛甫
た ん ぽ

」完成以降は北前

船の寄港地、金毘羅参りの海の玄関口として栄えた。

和船が汽船に代わると、いち早く陸上交通の近代化

に着目した地元の廻船業主・景山甚右衛門らが 1889
（明治 22）年、讃岐鉄道丸亀・琴平間 15.5km、1897
（明治 30）年には丸亀・高松間 27.7kmを開業させ
た。開業は愛媛県の伊予鉄道が 7 ヶ月早かったが、
四国鉄道網の拠点となった多度津は「四国鉄道発祥

の地」といわれている。 
 讃岐鉄道多度津駅は多度津藩陣屋のあった大通り

に造られた。駅構内には機関車庫や客車庫、転車台

などが設えられ、讃岐鉄道本社は駅本屋２階に、車

両修繕場「器械場」は海側におかれた。讃岐鉄道は

1904（明治 37）年山陽鉄道に買収され、山陽鉄道
は 1906（明治 39）年に国有化され、多度津駅は 1913
（大正 2）年の予讃線観音寺駅延伸にともない現在
地に移転された。 
 一方「器械場」は、駅移転後も鷹取工場多度津派

出所、大阪鉄道局多度津工場、広島鉄道局多度津工

場、「工機部」、国鉄四国支所多度津車両工場などと

変遷しながら拡張・整備され、JR 四国多度津工場
になった。敷地内の「職場一五号」ほか 7棟は登録
有形文化財（2012 年、「国土の歴史的景観に寄与し
ているもの」として登録）であるが、設備更新のた

め 2030 年までに 7 棟すべてが解体されることにな
った。 

7 棟の記録を検討する JR 四国、香川県教育委員
会、多度津町教育委員会は、石田真弥理事（香川県

教育委員会勤務）を通じ産業遺産学会に協力を求め

た。5月 14日と 6月 7日に関係者見学会が開かれ、
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7月 10日と 11日に行われた一般見学会では市原猛
志理事や、会員の川島智生京都華頂大学教授らが解

説役を務めた。解体工事は 2021（令和 3）年 9 月、
「会食所

かいしょくじょ

一号」から始まることになり 8 月 19 日、
市原理事と小西が多度津町教育委員会教育課の白木

し ら き

亨主任主事、松下直樹主任主事とともに実測調査し

た。「会食所一号」は 1938（昭和 13）年、現在の愛
媛県西条市に「愛媛地方航空機乗員養成所」格納庫

として建てられ 1948（昭和 23）年、多度津に移築
された。8月 19日の調査では、鋼材がミリ単位で製
造されたことがわかり、八幡製鉄所のロールマーク

も見つかった。多度津町教育委員会は今後解体が予

定されている登録有形文化財すべての建物の実測調

査を行い、建物の歴史や特徴、図面等からなる報告

書を作成する計画で、産業遺産学会もその作業に協

力する。 

 

 
一般見学会の様子。写真右の「職場一五号」は讃岐

鉄道時代の 1888(明治 21)年に建てられたとされる
多度津工場でもっとも古い建物。8月 11日筆者撮影。 
 
 
【募集】2022 年度産業遺産学会推薦産業遺
産・功労者表彰 

企画担当理事 
 
2022 年度産業遺産学会推薦産業遺産と功労者表彰
の候補をつぎのとおり募集します。 
 
受付期間 
2021年 12月１日〜2022年１月 31日 
 
申請方法 
(1)学会ホームページのトップページ「TOPICS」に
ある「2022年度推薦産業遺産・功労者表彰募集」
の「申請書」をダウンロードしてください。 

(2) 必要事項を記入してください。 

(3)送り先アドレスに送信、あるいは郵送先にお送り
ください。 

 
送り先アドレス 
kikaku@sangyo-koukogaku.net 
 
郵送先 
〒104-0033 東京都中央区新川 2-22-4 
株式会社共立 気付 
産業遺産学会「推薦産業遺産・功労者表彰」係 

 
認定発表 
申請者には 2022年２月末までにおしらせします。 
 
その他 
・産業遺産学会会員はどなたでも申請いただけます。 
・申請者が複数名の場合は「申請書」の「申請者欄」

を追加してください。 
・申請までに当該遺産の管理者あるいは所有者、個

人または団体に申請の承諾を取り付けておいてく

ださい。 
・いままでに会誌『産業考古学』あるいはニューズ

レターで紹介された産業遺産および個人または団

体、または会誌 159 号もしくはニューズレター第
24号に紹介記事が掲載決定済みの産業遺産および
個人または団体を対象とします。 
・申請書は word書式でお送りください。 
・推薦産業遺産ブロンズ製銘鈑は認定後受付けます。 
・ご不明の点は送り先アドレス、あるいは学会事務

局にご照会ください。 
 
学会事務局 
株式会社共立  斎藤哲治氏、田中佑子氏 
Tel.03-3551-9891 
 
 
【保存要望書】「「多摩川スピードウェイ」観

客席の現地全面保存と治水対策との両立に向

けた工事計画見直しの要望書」を提出 
 
戦後の自動車産業の発展にも大きな役割を果たし、

日本最初の常設サーキットであった多摩川スピード

ウェイの跡地に遺る観客席は、1936（昭和 11）年
竣工時の状態が全長 350mにわたり維持されている
貴重な産業遺産です。 
今般、洪水処理能力向上を目的に全面的な取り壊

しを前提とした工事が進められようとしています。

当学会は、治水対策と観客席の保存は両立可能であ

るとの前提に立ち、8月 27日、国土交通大臣および
国土交通省水管理・国土保全局長、京浜河川事務所、

朝日新聞東京本社、毎日新聞学芸部、読売新聞東京

【保存要望書】「「多摩川スピードウェイ」観 

客席の現地全面保存と治水対策との両立に向 

けた工事計画見直しの要望書」を提出 

 

 

 

【急告】公開学習会の実施 

 

本社、日本経済新聞東京本社、共同通信社、東京新

聞社会部、神奈川新聞社に保存要望書を提出しまし

た。 

 
写真 多摩川スピードウェイ観客席とスピードウェ

イ跡地（奥に見えるのは東横線多摩川橋梁と丸子橋） 
 
 
【急告】公開学習会の実施 
 
すでにメルマガ、学会ホームページでお知らせし

ていますが、伊東孝・元会長が上梓された『「近代

化遺産」の誕生と展開－新しい文化財保護のために

－』の公開学習会を実施しています。 
全 5 回程度の予定で、第 1 回は 10 月 11 日（月）
に実施しました。第 2回目は 11 月 15 日（月）19：
30～21：00 を予定しています。参加方法は学会ホ
ームページをご覧ください。 
会員であればどなたでも参加できます。当該書籍

がお手元になくても参加可能です。積極的に参加し

ていただければ幸いです。 
 

 
写真 伊東孝『「近代化遺産」の誕生と展開』 

（岩波書店，2021年 7月刊行） 
 

【報告】2021全国大会（佐渡）研究発表会 
 
基調講演についてはすでに 10 月 16 日（土）開催
済ですが、研究発表会は 11月 27 日（土）に Zoom
により開催する予定です。 
今回は以下の 13件の発表を予定しております。ア
ジェンダについては学会ホームページなどをご覧く

ださい（研究発表会のみ参加申込を希望される方は、

11月 24日まで受け付けています）。 
 

記 
・天野武弘「旧佐渡鉱山の近代化過程における人造

石構造物の役割」 
・松浦利隆「世界遺産登録とその後－富岡製糸場と

絹産業遺産群の七年－」 
・秋葉健、Heechun Kang、宍戸麻里子「世界遺産
を巡る観光客の動向とニーズに関する考察～ウズベ

キスタンにおける旅行客動向調査を事例に～」 
・入江隆亮「神岡鉱山での電力事業の展開」 
・山田大隆「北海道土木開発史における、札幌農学

校工学科第 1期生岡崎文吉の人と技術」 
・中川洋「川崎市域における交通関連の産業遺産」 
・井畝良太「広島におけるアス煉瓦の使用実態に関

する考察－名勝平和記念公園内遺跡レストハウス地

点を事例にして－」 
・阪東峻一「戦間期のオフィスビルの部材保存－東

京中心部の事例を中心に－」 
・市原猛志、尾崎徹也「戦後の鉱滓煉瓦と鉱滓煉瓦

と混同のおそれのある煉瓦様素材に関する研究」 
・柘植芳之、大野泰伸「産業遺産の現地調査におけ

るドローンの活用について」 
・中村舞、中山俊介「産業遺産における活用と用途

転用」 
・石田正治「都市遺産公園にみる産業遺産の保存と

活用についての考察－イギリス、マンチェスターの

キャッスルフィールド都市遺産公園の事例研究－」 
・成田年秀「トヨタ産業技術記念館における煉瓦壁

の補修・保存活動と課題」 
以上 

 
【第 1 報】2022 年度第 1 回産業遺産現地調査
（広島県）のご案内                      

担当理事 市川 浩 
 

現今のコロナ禍のなか、当会でも総会や全国大会

などのオンライン化を進めておりますが、理事会で

は来年度につきましても、とりあえず総会はオンラ

インで開催する方向でおります。このため、例年総

会と同時に開催しておりました見学会を独立してお

こなうことにいたしました。また、企画の名称も、

「見学会」では旅費支給に難が生じる可能性のある
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一部の大学や諸機関の規程・慣例に配慮して、新た

に「産業遺産現地調査」と称することにしました。 
第 1 回産業遺産現地調査の主な対象となる広島県

呉市は明治以降、広島市の外港として急速に整備さ

れ、巨大な軍港と海軍工廠の建設、造船業関連をは

じめとする関連工業企業の簇生により、近代工業都

市として隆盛を極めました。下記の諸施設を巡るこ

とで、わが国近代化の歴史的特質に触れることがで

きます。また、付近には全国の筆の国内シェア 80％
を占める一大地場産業、熊野筆の産地もあります。

さらに前日には、東広島市西条の酒蔵群をめぐりた

いと思います。西条を中心とする賀茂台地は江戸後

期以降、富裕な上層農民による開墾が進み、副業と

しての酒造業が盛んに展開した土地で、多くの日本

酒メーカーの酒蔵が集中しております。今回、これ

らについても併せて現地調査を実施したいと考えて

おります。詳細につきましては、改めてお知らせい

たしますが、現在のところ、以下のような旅程を計

画しております。 
記 

日 程：2022 年 5 月 14 日（土）～15 日（日） 
第 1 日目（徒歩にて移動）：15:00、JR「西条」集合．

東広島市西条町中心部に立地する酒蔵群（賀茂鶴、

賀茂泉、亀齢、西條鶴、白牡丹、福美人）を訪問．

何軒かで映像解説、器具類の展示を調査．展示即

売を実施⇒夕刻、現地で懇親会． 
第 2 日目（貸切バス利用）：9:00、広島駅発⇒「筆

の里工房」⇒本庄水源池(外観)⇒「入船山記念館(旧
海軍鎮守府長官官舎)」⇒呉貿倉庫(外観)⇒「大和

ミュージアム」などを順次調査⇒広島駅へ帰還、

およそ 17:00 ころ解散． 

 
写真 旧呉鎮守府長官官舎 

 
※新型コロナ感染症の拡大状況により一部の旅程を

変更する可能性があります。総会、研究発表会と

併せ、ニューズレター第 24 号（2022 年 3 月刊行

予定）、ホームページおよびメルマガなどで逐次、

詳細をご案内いたします。 
 

役員構成について 
 
大島一朗氏の理事退任にともない、11 月 1 日から

つぎの役員構成とします。 
 
会 長 横山悦生 
 
理事長 小西伸彦 
 
理 事（2021 年 11 月 1 日～） 
（総務・財務）尾﨑徹也 
（企画）岡崎直司 
（組織）中山嘉彦、秋葉健、市原猛志、市川浩、 

石田真弥、尾﨑徹也、時里奉明、橋本英樹 
（編集：会誌担当）市川浩、時里奉明 
（編集：ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ担当）馬渕浩一、中山嘉彦 
（WEB・広報）橋本英樹（広報）、秋葉健（ｼｽﾃﾑ）、

石田真弥 
（国際）市原猛志、時里奉明 
（研究）時里奉明、中山嘉彦、石田真弥、市川浩、 

馬渕浩一 
 

特任理事（2021 年 11 月 1 日～） 
（企画）伊東孝 
 
監 査 後藤充伯、高木翔子     ※敬称略 
 
「産業遺産学会からのご案内」の電子メールに

よる配信を始めました 
広報担当理事 橋本英樹 

 
2021 年 9 月 2 日より、「産業遺産学会からのご案

内」として、会員の皆様への電子メールによる情報

配信を開始いたしました。 
送信専用の同報メールシステムを新たに立ち上げ、

学会事務局にメールアドレスの登録のある会員の皆

様に配信しています。 
会員の皆様の中で、電子メールによる「産業遺産

学会からのご案内」が届いていない方は、事務局に

登録のメールアドレスと実際にお使いのメールアド

レスとが異なっている可能性があります。お心当た

りのある方は、産業遺産学会ホームページのトップ

ページ（http://sangyo-koukogaku.net/）に WEB か

ら「現況届」をご提出頂くためのリンクがございま

すので、そちらから入力、送信をお願いいたします。

「現況届」にご入力頂いた電子メールアドレスは学

会事務局にて確認の上、同報メールシステムに登録

いたします。 
今後、電子メールによる情報配信を充実させてゆ

きたいと考えますので、会員の皆様のご協力をお願

いいたします。 
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2021年度理事会議事抄録 
 
8月定例理事会 
8月 2日（Zoomによるオンライン会議） 
審議事項 
・2022年度総会は Zoom開催とし、広島にて現地調
査会を実施することで合意 
・公開学習会の開催について合意 
・2021年度セルロイド産業文化基金の募集要項は引
き続き検討 
報告事項 
・2021年度全国大会（佐渡）の準備状況 
 
9月定例理事会 
9月 6日（Zoomによるオンライン会議） 
審議事項 
・第 1 回公開学習会は 10 月 11 日（月）19：30～

21：00で実施決定 
・理事の作業分担の一部見直し、企画、広報部門を

強化 
・推薦産業遺産、功労者表彰の公募要項を検討 
・セルロイド産業文化基金はWGにて再検討 
報告事項 
・2022年度産業遺産現地調査案（広島） 
・学会誌 159号「日本の鉱山遺産の現在（仮）」特
集号とする 

 
10月定例理事会 
10月 4日（Zoomによるオンライン開催） 
審議事項 
・企画、財務担当理事の異動を合意 
・産業景観 100選は今後募集しない。結果発表方法
を早急に検討する 
・2022年度推薦産業遺産、功労者の募集を決定 
・第 3回セルロイド産業文化基金の公募は再検討 
報告事項 
・2021年度全国大会 10.16講演会および 11.27研究
発表会について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新入会員紹介（敬称略、専攻・関心のある分野） 
 
◇大高厚志（日本近代の鉄道文化財、鉄道考古学） 
◇瀬川久志（生産と物流、および技術） 
◇北村 隆（近代産業遺産、街並みの景観、産業経

済） 
◇平澤宙之（歴史的建造物、保存・活用） 

※どうぞよろしくお願いします。 
 
会費納入のお願い 
 

2021年度会費 6,000円（過年度会費未納のある方
は併せ）を未納の方は、急ぎ納入をお願いします。

入金年度が不明の方は事務局へお問い合わせ下さい。 
 
郵便振替口座  ００１７０－１－４１８８８２ 
口座名義    産業遺産学会 
 
学会活動を円滑に進めるため、できるだけ早めに

納入して下さるようお願いいたします。ATMまたは
「ゆうちょダイレクト」からの振り込みをお願いし

ます。 
 
編集委員会より 
 
会誌への投稿をお考えの方は、11 月 30 日までに
下記市川浩、時里奉明両理事まで投稿希望をお伝え

の上、12 月 31 日までに原稿を両理事宛に同報でお
送り下さい。発行は 2022年 5月を予定しています。
投稿に際しては、学会ホームページをご覧ください。 
市川 浩理事：ichikawa@hiroshima-u.ac.jp 
時里奉明理事：toki1901@ybb.ne.jp 

 
ニューズレター第 24号は 2022年 3月発行予定で
す。投稿される方は、12 月 20 日（月）までに、馬
渕浩一理事宛に原稿をお送り下さい。第 24 号は掲
載予定記事が多いため、第 25 号以降に掲載される
可能性があります。あらかじめご了承ください。 
馬渕浩一理事：scolari1975@gmail.com 
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