
 

１）事業報告 

 

１ 理事会評議員会開催状況 

会議名称 開催日 場  所 議  案 

第 1回理事会 令和元年 6月 6日 
京都市考古資料館

会議室 

１ 平成３０年度事業報告について 

２ 平成３０年度決算報告について 

３ 理事の任期満了に伴う選任（候補者の推薦）につ

いて 

４ 評議員会の招集について 

第１回評議員会 令和元年 6月 24日 
職員会館かもがわ

会議室 

１ 平成３０年度事業報告について 

２ 平成３０年度決算報告について 

３ 理事の任期満了に伴う選任について 

第２回理事会 令和元年 7月 3日 
みなし理事会（提

案書による議決） 

１ 理事長の選定について 

２ 専務理事の選定 

第３回理事会 令和 2年 3月 16日 
京都市考古資料館

会議室 

１ 令和２年度事業計画（案）について 

２ 令和２年度予算（案）について 

 

２ 調査状況報告 

区     分 件数 

①発掘調査（発掘・確認・試掘・整理等） 

②名勝庭園等の考古学的調査 

③調査支援（発掘・整理等） 

④その他（測量・保存処理・写真撮影等） 

26 

10 

12 

10 

計 58 

 

３ 京都市受託業務 

（1）出土遺物の保管管理及び出土遺物の整理事業 

（2）埋蔵文化財出土遺物指定準備事業 

（3）埋蔵文化財普及啓発事業 

（4）史跡・名勝・天然記念物・建造物の巡回管理及び各地元保存団体と連携した定期的整備（24カ所） 

（5）京都市歴史資料館の運営補助 

（6）京都市考古資料館指定管理の受託（平成 31～令和 4年度） 

 

４ 報告書の刊行 

・発掘調査報告 『周山廃寺』（2018-6） 

・発掘調査報告 『平安京右京六条一坊十一・十四町跡』（2018-9） 

・発掘調査報告 『植物園北遺跡』（2018-11） 

・発掘調査報告 『平安京右京七条一坊十二町跡』（2018-12） 

・発掘調査報告 『平安京右京一条二坊十六町跡』（2019-1） 



 

・発掘調査報告 『平安京右京二条二坊十二町跡・西ノ京遺跡』（2019-2） 

・発掘調査報告 『平安京左京一条四坊十五町跡・公家町遺跡』（2019-3） 

・発掘調査報告 『平安京左京五条二坊八町跡・妙満寺の構え跡』（2019-4） 

・発掘調査報告 『平安京右京四条三坊三町跡』（2019-5） 

・発掘調査報告 『平安京右京三条三坊十四町跡』（2019-6） 

・発掘調査報告 『平安京左京四条四坊一町跡・烏丸御池遺跡』（2019-7） 

・発掘調査報告 『平安京右京六条三坊四町跡』（2019-8） 

・発掘調査報告 『伏見城跡』（2019-9） 

 

５ 講演会・イベントの開催 

テーマ 開催日 参加者 

中京区制 90 周年記念事業「子ども歴史・文化体験」（中京区役所委

託事業）（1-23） 

令和元年 7月 26日 17組 

36名 

下京区 140周年記念事業「集まれ，下京歴史キッズ!～平安京史跡巡

りと勾玉づくり体験」（下京区役所委託事業）（1-24） 
令和元年 7月 31日 17組 

53名 

左京区誕生 90周年記念「左京区民親子ふれあいセミナー～子ども発

掘調査体験！」（左京区役所委託事業）（1-53） 

令和元年 11月 2日 30組 

59名 

伏見連続講座「醍醐 子ども歴史・文化探検隊～醍醐寺の見学と醍

醐寺で出土した瓦の拓本体験」（伏見区役所委託事業）（1-44） 
令和元年 11月 4日 10組 

23名 

文化財講演会「近世京都の芸能と暮らし－京都市指定文化財「御土

居跡（西九条周辺）出土品」をめぐって－」 

報告「御土居跡（西九条周辺）出土品について」 

内田好昭（(公財)京都市埋蔵文化財研究所） 

講演「御土居跡出土の人形と近世京都の芸能」 

山路興造（元京都市歴史資料館長） 

講演「御土居跡出土の木簡と近世京都の人々の暮らし」 

野地秀俊（京都市歴史資料館） 

対談 山路興造，野地秀俊(司会：内田好昭)（京都アスニーホール） 

令和元年 11月 16日 150名 

 

６ 現地説明会・現地公開の開催（一般市民向け）ほか 

遺跡等 開催日 参加者 

平安京左京四条四坊一町跡・烏丸御池遺跡（H31-12） 令和元年 5月 25日 約 90 名 

平安京右京二条二坊十二町跡・西ノ京遺跡（H31-18） 令和元年 5月 29日 約 50 名 

平安京跡右京三条三坊十四町跡（H31-30） 令和元年 8月 5 日 約 20 名 

平安京右京九条二坊四町跡・九条大路跡・唐橋遺跡（H31-9） 令和元年 9月 12日 (広報発表) 

平安京右京九条二坊四町跡・九条大路跡・唐橋遺跡（H31-9） 令和元年 9月 14日 約 1,000 名 

白河街区跡・吉田上大路町遺跡（H31-47） 令和元年 10 月 26日 約 25 名 

道仙窯（H31-55） 令和元年 12 月 6日 (広報発表) 

 

７ 「リーフレット京都」（No.363～374）の発行 

・№363 発掘ニュース 125 発掘成果をふりかえって 2018 



 

・№364 発掘ニュース 126 周山廃寺の発掘調査－京北唯一の古代寺院－ 

・№365 都市・農村 11 
合同企画展「龍大生が語る 京都の町と祈り」を通して（1） 

－平安京東市と七条町の移り変わり－ 

・№366 都市・農村 12 
合同企画展「龍大生が語る 京都の町と祈り」を通して（2） 

－醍醐寺町石－ 

・№367 発掘ニュース 127 淀城二ノ丸の石垣 

・№368 生産・技術 13 青いガラス玉の煌めき 

・№369 発掘ニュース 128 弥生時代の大藪遺跡－集落の中の特別な空間－土器 

・№370 土器・瓦 38 装飾付須恵器－日ノ岡堤谷須恵器窯跡－ 

・№371 生活・文化 16 御土居跡出土の木製人形－多様なかたち－ 

・№372 土器・瓦 39 二彩陶器の多口瓶－謎多き多彩釉陶器－ 

・№373 考古アラカルト 84 考古資料館に行ってみよう３ 東寺の瓦は語る 

・№374 考古アラカルト 85 周山城跡－明智光秀が築いた山城－ 

 

８ 全国埋蔵文化財法人連絡協議会（全埋協）への参加 

（1）令和元年度第１回全埋協 近畿ブロック主担者会議 令和元年 5月 24日 

（2）第 40回全埋協総会 令和元年 6月 13日～14日 

（3）令和元年度第１回全埋協 近畿地区コンピュータ等研究委員会 令和元年 10月 3日 

（4）令和元年度全埋協 埋蔵文化財研修会 令和元年 12月月 12日～13日 

（5）第 33回全埋協近畿ブロック事務担当者会議  令和元年 12月 5日 

（6）全埋協研修会 令和元年 12月 12日～13日 

（7）令和元年度第２回全埋協 近畿ブロック主担者会議 令和 2年 2月 7日 

（8）令和元年度全埋協近畿ブロック会議  令和 2年 2月 21日 

（9）令和元年度第２回全埋協 近畿地区コンピュータ等研究委員会 文書による意見交換 

        

９ その他研究会等への派遣 

（1）長岡京連絡協議会                                           平成 31年４月～令和 2年３月 

（毎月第４水曜日開催） 

（2）「関西考古学の日 2019記念講演会               令和元年 10月 13日 

 

10 講師等の派遣 

20件 

 

11 出前授業等 

22件 参加者 1,761名 

 

12 インターネットによる情報発信・開示 

（1）ホームページ 

令和元年度アクセス件数 57,287件（トップページ） 

(参考) 平成 30年度アクセス件数  50,762件 



 

（2）フェイスブック 

フォロワー 1,267人 


