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京都は，千年の都，歴史のまちと言われています。市中には質量ともに優れた文化財が豊富

に存在していますが，地中にも長い歴史が刻み込まれています。平安京跡をはじめとして，そ

の南西部には長岡京跡の一角も含まれています。

このほか，中臣遺跡，六勝寺跡，鳥羽離宮跡，山科本願寺跡及び南殿跡等の著名な遺跡があり，

さらに近世の御土居跡や伏見城跡もあります。また，市街地の周辺部にも古代集落跡，古墳群，

寺院跡，瓦窯跡などが多数存在しています。

こうした中，本市の都市機能を維持し，市民生活を向上させるための都市開発や再開発が進

められ，市街地と遺跡が重複していることもあって，遺跡地におけるこれらの開発行為が避け

られない実情があります。

京都市埋蔵文化財研究所は，開発行為により破棄される市内埋蔵文化財の調査を行い，遺跡

の保護と研究を通じて，市民の埋蔵文化財に対する保護思想を啓発するとともに，その成果の

公開，活用を図ることを目的とし，京都市により1976年 10月に設立され，2013年 10月１日

から「公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所」として活動を行っています。

設立目的

主要事業

公益財団法人 京都市埋蔵文化財研究所

2015 年度  実績報告

■埋蔵文化財の発掘調査

■出土遺物の整理・復原・保存処理・収蔵・保管・管理・

	展示

■埋蔵文化財等の普及啓発

■史跡・名勝・天然記念物の巡回管理，地元保存団体

	と連携した定期的整備

■京都市考古資料館の管理運営（指定管理）

写真解説　「なにはつ」歌の木簡

左京四条一坊二町跡から出土した９世紀後半の

木簡。資料整理の過程で，２行にわたって仮名

で「なにはつ」の歌が記されていることが判明

した。

（2015.11.26広報発表。発掘は2014年度。）
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史跡の調査としては，鹿苑寺(金閣寺 )境内

(2)，旧二条離宮（二条城）(6)，賀茂御祖神社（下

鴨神社）境内(18)，教王護国寺（東寺）境内(27)，

嵐山(24,29)などで実施した。

賀茂御祖神社（下鴨神社）境内(18)では昨年

度に引き続き神宮寺跡を調査し，江戸時代の神

宮寺観音堂の基壇を検出した。この基壇造成土

には平安時代後期の土器が大量に含まれており，

江戸時代の観音堂は平安時代後期に造成された

基壇を利用して築造されていることが判明した。

また，鹿苑寺境内(2)では，室町時代の庭園

や建物跡や小型の瓦窯跡を検出した。瓦窯は建

物の修理用など臨時に設けられたものと考えら

れ，鹿苑寺境内では初見である。

2015 年度実績報告

Ⅰ　発掘調査事業（公益目的事業１）

１　埋蔵文化財の発掘調査

　2015年度に実施した発掘調査・考古学的調査は32件（支援業務を除く。）でした。以下，主

な調査の概要について紹介します。

平安宮跡では，内裏(9)の調査を実施し，建

物の柱跡や石組雨落溝を検出した。建物は登華

殿と弘徽殿の一部と考えられ，内裏内の建物位

置が確定できた。

平安京域では10件の調査を実施し，それぞれ

平安時代から中・近世の遺構を検出した。左京

八条四坊一町(4)では平安時代から中世の遺構

を検出し，中世の金光寺跡関連の建物や七条通

に面して町屋が建並ぶ状況を確認した。左京五

条三坊十町(5)の調査では，古墳時代と平安時

代から近世までの遺構を重層的に検出し，中世

には寺院，近世には町屋へと目まぐるしく変化

する下京域の土地利用の変遷が明らかとなった。

賀茂御祖神社（下鴨神社）境内：糺の森に残る神宮寺観音堂の跡（北東から）

（１）調査の概要（カッコ内の番号は，2015年度調査一覧表（p.6～ 7）参照）
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鹿苑寺 (金閣寺 )境内：発見された小型の瓦窯。焼成室には３条の畝が認められる。（北から）

平安宮（内裏）跡：登華殿の南西隅の状況。西側及び南側に石組雨落溝が巡っている（北から）
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六勝寺跡 (22)では，昨年度に引き続き円勝

寺と成勝寺を隔てる溝を検出し，寺域の端に雑

舎が配置されている状況を確認した。

上京遺跡(7)の調査では，中世から近世の遺

跡を重層的に検出し，室町時代の屋敷地や堀跡

を確認した。

方広寺跡(10)の調査は京都国立博物館内で

実施し，方広寺の南面回廊や雨落溝の一部を確

認した。

寺町旧域では2箇所の調査を実施した。この

うち，京都市庁舎(15)では「妙満寺」に関する

方丈の基壇，放生池，塔頭などの遺構を検出し，

江戸時代に火災で焼失するたびに復旧された様

子をうかがうことができた。一方，元春日小学

校校内(16)では，桃山時代から江戸時代前期の

寺院跡を検出し，その後，公家屋敷へ変遷する

状況が確認できた。

伏見城跡では2箇所の調査を実施し，大名屋

敷の建物跡や石垣の一部を確認した。このうち，

桃陵中学校内(1)では下層で桃陵遺跡に関連し

た弥生時代から古墳時代の方形周溝墓や竪穴住

居を検出した。

公家町遺跡では京都御所(11)と大宮御所内

(19)で調査を行い，それぞれ江戸時代から近代

にいたる御所建物の変遷を確認することができ

た。

庭園の保存管理に伴う考古学的調査は大徳寺

聚光院庭園(23)，智積院庭園(25)，三千院庭園

(30)，東本願寺の渉成園庭園(31)，岡崎別荘群

の一つ對龍山荘庭園(28)などで実施した。それ

ぞれ園地の護岸石，築山や景石などの据え付け

状況や毀損状況を明らかにし，修復工事の基礎

資料を提供することができた。

その他，京都市文化財保護課が実施した平安

宮跡，長岡京跡，伏見城跡，芝古墳など 11件

の調査を支援した。

左京八条四坊一町跡：調査区中央に見える方形に石が集積されている部分が仏堂の地業（南東から）
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寺町旧域（京都市庁舎）：妙満寺の塔頭と方丈との間に造られた放生池（南東から）

渉成園：園池に浮かぶ南大島。景石の据付状況を確かめるためにトレンチを設けて調査を行った。（西から）
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（２）2015年度調査一覧表

契約番号 遺　跡　名 略記号 調　査　住　所 内容 担当者 面積 調査期間 備考

1 H27-12
伏見城跡・桃陵
遺跡

2014FD-
AT002

京都市伏見区桃陵町 1-1（京
都市立桃陵中学校校内）

発掘
近藤 (章 )・
松吉・中谷

537 ㎡
2015.2.14 
～ 2015.6.12

前年度か
ら継続 
京都市公
共事業

2 H27-13
特別史跡・特別
名勝　鹿苑寺庭
園

2015RH-
KK012

京都市北区金閣寺町 1 発掘 東・持田 447 ㎡
2015.4.1 
～ 2015.7.21

史跡整備

3 H27-14

平安京右京四条
二坊十一町跡・
西堀川小路跡，
御土居跡

2014HK-
RZ001

京都市中京区壬生淵田町 8
他

発掘 布川・持田 567 ㎡

2015.1.21 
～ 2015.4.3 
2015.4.13 
～ 2015.4.30

前年度か
ら継続 
民間開発

4 H27-15
平安京左京八条
四坊一町跡・御
土居跡

2015HK-
CE001

京都市下京区七条通間之町
東入材木町 503 他

発掘
南・山下・
辻・竹本

2,139
㎡

2015.5.7
～ 2015.11.24

民間開発

5 H27-17
平安京左京五条
三坊十町跡・烏
丸綾小路遺跡

2015HK-
PV001

京都市下京区綾小路通烏丸
西入ル童侍者町 160・161

発掘 柏田 144 ㎡
2015.5.11
～ 2015.7.14

民間開発

6 H27-19
史跡旧二条離宮・
平安宮跡

2015HK-
JJ018

京都市中京区二条通堀川西
入二条城町 541

発掘
モンペティ・ 
関広

36.5 ㎡
2015.5.18
～ 2015.6.4

史跡整備 
京都市公
共事業

7 H27-21 上京遺跡
2015RH-
NM001

京都市上京区武者小路通
小川東入西無車小路町
599,601-1 他

発掘 中谷・布川 79.6 ㎡
2015.6.15
～ 2015.7.16

民間開発

8 H27-22
平安京右京六条
二坊一町跡

2015HK-
QW001

京都市中京区壬生東高田町
1-2

発掘 金島・関広 104 ㎡
2015.6.15
～ 2015.7.6

京都市公
共事業

9 H27-24
平安宮内裏跡，
聚楽第跡

2015HK-
AT001

京都市上京区出水通土屋町
東入東神明町 290-1,2

発掘 近藤 (奈 ) 145 ㎡
2015.6.29
～ 2015.8.14

民間開発

10 H27-27
法住寺殿跡・六
波羅政庁跡・方
広寺跡

2015RT-
AA013

京都市東山区茶屋町 527 京
都国立博物館構内

発掘 上村・山下
338.5

㎡
2015.7.10
～ 2016.3.31

国・公共
事業

11 H27-28 公家町遺跡
2015RH-
GS001

京都市上京区京都御苑 3 発掘 布川 256 ㎡
2015.7.1
～ 2015.8.28

国・公共
事業 
（民間発
注）

12 H27-29
平安京左京二条
四坊十五町跡・
東京極大路跡

2015HK-
GH002

京都市中京区御幸町通竹屋
町上る毘沙門町 549-1

発掘 持田 60 ㎡
2015.7.6
～ 2015.7.31

民間開発

13 H27-30 名勝清風荘庭園
2015KS-
ST009

京都市左京区田中関田町
2-1　京都大学関田団地

考古 
学的

田中 139 ㎡
2015.8.5
～ 2015.10.26

名勝防災
工事 
国・公共
事業

14 H27-31
平安京左京八条
四坊九町跡，御
土居跡

2015HK-
BZ002

京都市下京区郷之町他地内 発掘
金島・
近藤 (章 )

176 ㎡
2015.8.17
～ 2015.9.25

京都市公
共事業

15 H27-32
寺町旧域（妙満
寺跡）

2015KS-
CO001

京都市中京区押小路通河原
町西入榎木町

発掘
小檜山・
関広・伊藤

5,375
㎡

2015.9.7 ～

翌年度へ
継続 
京都市公
共事業

16 H27-34
寺町旧域，御土
居跡

2015KS-
MK001

京都市上京区丸太町通河原
町西入高島町 335 他

発掘

モンペティ 
李・木下・
市川　　　
　　　

1,880
㎡

2015.8.3
～ 2016.3.31

京都市公
共事業

17 H27-39
平安京左京四条
三坊四町跡・烏
丸綾小路遺跡

2015HK-
TC001

京都市下京区郭巨山町 11
他

発掘
東・中谷・
布川　　　
　

195 ㎡
2015.10.14
～ 2015.12.3

民間開発

18 H27-42
史跡賀茂御祖神
社境内

2015RH-
UU016

京都市左京区下鴨泉川町地
内

発掘
中谷　　　
　

735 ㎡
2015.9.7
～ 2015.11.12

史跡整備

19 H27-43
平安京左京一条
四坊九町跡，公
家町遺跡

2015HK-
OO002

京都市上京区京都御苑 2 発掘 持田 500 ㎡
2015.9.10
～ 2015.12.8

国・公共
事業 
（民間発
注）

20 H27-45
伏見城跡，桃山
古墳群

2015FD-
MD001

京都市伏見区桃山町島津
47-25 他

発掘 山下 168 ㎡
2015.9.28
～ 2015.10.20

民間開発
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21 H27-46
平安京左京八条
四坊八町跡・御
土居跡

2015HK-
BZ003

京都市下京区小稲荷町他地
内

発掘 近藤 (章 ) 165 ㎡
2015.10.13
～ 2015.11.25

京都市公
共事業

22 H27-48
円勝寺跡，成勝
寺跡，白河街区
跡，岡崎遺跡

2015KS-
CB002

京都市左京区岡崎円勝寺町
124　京都市美術館内

発掘
金島・
近藤 (奈 )・
伊藤・辻

1,230
㎡

2015.10.13
～ 2016.2.29

京都市公
共事業

23 H27-54
大徳寺境内・名
勝聚光院庭園

2015RH-
DK004

京都市北区紫野大徳寺町 58
考古 
学的

田中 6.35 ㎡
2015.10.20
～ 2015.10.23

名勝整備

24 H27-58 史跡・名勝嵐山
2015MK-
MM002

京都市西京区嵐山森ノ前町
27

発掘 布川 32.1 ㎡
2016.1.6
～ 2016.1.15

民間開発

25 H27-59 名勝智積院庭園
2015RT-
CH006

京都市東山区塩小路通大和
大路東入東瓦町

考古 
学的

田中 13 ㎡
2016.1.12
～ 2016.1.27

名勝整備

26 H27-60
平安京右京七条
一坊七町跡

2015HK-
SM011

京都市下京区朱雀分木町 60 発掘 東・柏田 900 ㎡
2016.2.1
～

翌年度へ
継続 
京都市公
共事業

27 H27-61
史跡教王護国寺
境内

2015HK-
TG012

京都市南区九条町 発掘 中谷 30 ㎡
2016.1.25
～ 2016.2.19

史跡整備

28 H27-65
名勝對龍山荘庭
園

2015KS-
TR001

京都市左京区南禅寺福地町
22

発掘 田中 4.7 ㎡
2016.2.1
～ 2016.2.17

名勝整備

29 H27-66 史跡・名勝嵐山
2015MK-
HR001

京都市西京区嵐山中尾下町
60,60-1

発掘 
( 試掘 )

持田 56 ㎡
2016.2.22
～ 2016.2.26

民間開発

30 H27-67

名勝三千院有清
園庭園及び聚碧
庭園，大原延暦
寺別院境内

2015KS-
SZ001

京都市左京区大原来迎院町
540

考古 
学的

近藤 (章 ) 10 ㎡
2016.2.1
～ 2016.2.12

名勝整備

31 H27-71 名勝渉成園庭園
2015HK-
WP001

京都市下京区下数珠屋町通
間之町東入東玉水町

考古 
学的

布川 27.5 ㎡
2016.2.8
～ 2016.3.2

名勝整備

32 H27-77
平安京跡・西京
極遺跡

2015HK-
QZ001

京都市右京区西院清水町
131

発掘 持田・辻 300 ㎡
2016.3.14
～ 2016.5.13

翌年度へ
継続 
民間開発

契約番号 遺跡名 略記号 調　査　住　所 内容 担当者 面積 調査期間 備考

33 H27-16 伏見城跡 14F328
京都市伏見区桃山筑前台町
27-4 他

発掘 
調査 
支援

(奥井 ) 
／木下

340 ㎡
2015.4.15
～ 2015.6.19

34 H27-23
平安宮朝堂院跡・
聚楽遺跡

14A005 京都市中京区聚楽廻東町 25
遺物 
整理 
支援

(西森 ) 
／高橋

－
2015.6.1
～ 2015.6.26

35 H27-26
尊勝寺跡・岡崎遺
跡

14R464
京都市左京区岡崎最勝寺町
6-4,6-5,6-6

発掘 
調査 
支援

(熊谷 ) 
／木下

72 ㎡
2015.6.5
～ 2015.7.17

36 H27-36
平安京跡・烏丸綾
小路遺跡

14H457
京都市中京区綾小路通烏丸
西入童侍者町 160・161

発掘 
調査 
支援

(赤松 ) 
／柏田

90 ㎡
2015.7.15
～ 2015.8.31

37 H27-40 長岡京跡・淀城跡 15NG220
京都市伏見区淀木津町他地
先

発掘 
調査 
支援

(鈴木 ) 
／尾藤

1,312
㎡

2015.8.24
～ 2015.9.24

38 H27-44
平安宮跡・鳳瑞遺
跡

15A002
京都市中京区聚楽廻西町
86-3,87

発掘 
調査 
支援

(西森 ) 
／内田

107 ㎡
2015.9.1
～ 2015.10.2

39 H27-47
平安京跡・烏丸綾
小路遺跡

14H457
京都市下京区綾小路通烏丸
西入童侍者町 160・161

遺物 
整理 
支援

(赤松 ) 
／柏田

－
2015.10.1
～ 2015.12.25

40 H27-51 芝古墳（芝 1号墳）15A003
京都市西京区大原野石見町
632-3

発掘 
調査 
支援

(熊井 ) 
／内田

115.5
㎡

2015.10.1
～ 2015.11.20

41 H27-56
平安宮跡（大極殿
院）

15A005
京都市上京区千本通丸太町
上る一筋目西入　内野公園
内

発掘 
調査 
支援

(熊谷 ) 
／高橋

50 ㎡
2015.11.24
～ 2015.12.22

42 H27-57 芝古墳（芝 1号墳）15A003
京都市西京区大原野石見町
632-3

遺物 
整理 
支援

(熊井 ) 
／高橋

－
2015.11.30
～ 2016.1.21

43 H27-68
長岡京跡・羽束師
菱川城跡

15NG465・
469

京都市伏見区羽束師菱川町
43-9・10

発掘 
調査 
支援

(黒須 ) 
／南

81 ㎡
2016.1.8
～ 2016.2.17

長岡京左
京 
第 585 次

○文化庁国庫補助支援業務（カッコ内は，京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課職員）
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契約番号 遺　跡　名 調				査				住					所 内容 担当者

1 H27-18 長岡京跡 写真撮影 村井

2 H27-20 上京遺跡
京都市上京区烏丸通鞍馬口下る東入上御霊
中町

測量 宮原

3 H27-33
佐藤政養招魂之碑，佐藤
文褒翁碑

京都市東山区渋谷通東大路東入北側 保存処理 竜子

4 H27-35 常盤井殿町遺跡
京都市上京区常盤井殿町他　同志社女子大
学構内

分析 竜子

5 H27-37 下鴨城跡 京都市左京区下鴨泉川町 測量 宮原

6 H27-38 平安京跡 京都市上京区下立売通釜座東入藪ノ内町 測量 宮原

7 H27-49 北野遺跡 京都市北区北野東紅梅町 測量 宮原

8 H27-50 女谷・荒坂横穴群 京都府八幡市美濃山御毛通 測量 宮原

9 H27-52 白河街区跡 京都市左京区東竹屋町地内 測量 宮原

10 H27-53 平安京跡 京都市右京区花園春日町 8 測量 宮原

11 H27-55 岨田遺跡 京都府綴喜郡宇治田原町禅定寺砂川地内 測量 宮原

12 H27-62 平安京跡
京都市上京区椹木町通烏丸西入養安町 242
他

測量 宮原

13 H27-63 蒲生野古墳群 京都府船井郡京丹波町 保存処理 竜子

14 H27-64 芝山遺跡 京都府城陽市富野上之芝 測量 宮原

15 H27-69 子易地区 神奈川県 保存処理 竜子

16 H27-70 東富岡・南三間遺跡 神奈川県 保存処理 竜子

17 H27-72 平安京跡 京都市中京区西ノ京永本町 23 番 測量 宮原

18 H27-74 長岡京跡 写真撮影 村井

19 H27-75 長岡京跡 写真撮影 村井

20 H27-76 長岡京跡 写真撮影 村井

21 H27-78 聖護院川原町遺跡 京都市左京区聖護院川原町 測量 宮原

（３）報告書の刊行（『京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告書』）

　　　・『平安京右京四条二坊十一町・西堀川小路跡，御土居跡』（2015-01）	 	 	 	 	
      

　　　・『伏見城跡・桃陵遺跡』（2015-02）	 	 	 	 	 	 	 	 	
  

　　　・『平安京右京六条二坊一町跡』（2015-03）	 	 	 	 	 	 	 	
   

　　　・『上京遺跡』（2015-04）		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

　　　・『平安京左京二条四坊十五町跡・東京極大路跡』（2015-05）	 	 	 	 	 	
     

　　　・『平安京左京五条三坊十町跡・烏丸綾小路遺跡』（2015-07）	 	 	 	 	 	
     

　　　・『公家町遺跡』（2015-08）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 

　　　・『伏見城跡・桃山古墳群』（2015-10）	 	 	 	 	 	 	 	 	
  

　　　・『平安京左京八条四坊九町跡・御土居跡』（2015-11）	 	 	 	 	 	 	
    

　　　・『平安京左京八条四坊八町跡・御土居跡』（2015-12）	 	 	 	 	 	 	
    

　　　・『平安京左京一条四坊九町跡・公家町遺跡』（2015-13）	 	 	 	 	 	

２　その他受託業務
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３　京都市受託業務

（１）出土遺物の保管管理

京都市が所有する出土遺物の保管，管理及び

保管施設の維持管理業務を京都市から受託し，

実施した。京都市所有出土遺物は，深草収蔵

庫，水垂収蔵庫，山陰線収蔵庫，百井収蔵庫，

水垂収蔵庫，伏見事務所収蔵庫，鳥羽事務所収

蔵庫，下鳥羽収蔵庫及び本部事務所収蔵庫に保

管，管理し，それぞれの維持管理に努めた。ま

た，2015年度に新たに出土した遺物の受入れ業

務を行った。その他，深草収蔵庫，下鳥羽収蔵

庫，水垂収蔵庫にて，市民，研究者等の資料調査・

見学45件に対応した。

（２）重要遺跡出土文化財整理

京都市が所有する出土遺物のうち，主に2000

年度以前に出土したものについては活用度に応

じたランク分けがなされていない。これらの中

から活用度が高いＡ，Ｂランク相当品を多く含

むとみられる重要遺跡や顕著な成果があった遺

跡の出土遺物について，ランク分け作業を実施

した。2015年度は深草収蔵庫，百井収蔵庫にて

1,074箱の土器・瓦類についてランク分け作業

を行い，861箱のランク分けが完了した。また，

下鳥羽収蔵庫にて105箱分の木製品・金属製品

等のランク分け作業を完了した。

なお，その成果を『平成 27年度　重要遺跡

出土文化財整理報告書』（京都市文化市民局）で

報告した。

（３）埋蔵文化財出土遺物文化財指定準備

京都市が所有する出土遺物のうち，国又は京

都市指定文化財に相当するものについて，指定

に向けた資料作成を行うものである。2015年度

は平安京左京二条二坊「冷然(泉 )院」出土品

352点を指定候補遺物として選定し，写真撮影，

実測図の作成，データベースの作成，文化的価

値の評価等を行った。

なお，その成果を『平成 27年度　京都市埋

蔵文化財出土遺物文化財指定準備業務報告書　

平安京左京二条二坊「冷然(泉 )院」出土品』（京

都市文化市民局）で報告した。

（４）埋蔵文化財に関する普及啓発事業

京都市内で行った発掘調査等で得られた成

果物を活用し，広く市民に普及啓発することを

目的に，発掘調査写真展の開催と当財団ホーム

ページの「京都市の埋蔵文化財画像データベー

ス」の管理運営を行った。発掘調査写真展は，

2016年 3月に「古典の日記念京都市平安京創生

館」（京都アスニー1階）の一画を利用して，芝

1号墳発掘調査他の写真パネル10点に加えて，

円勝寺跡・成勝寺跡出土瓦他26点を展示した。

（５）史跡名勝等維持管理

史跡・名勝・天然記念物（26カ所）を巡回管

理し，各地元保存団体と連携した定期的整備を

行った。

名勝雙ヶ岡，史跡天皇の杜古墳，史跡醍醐寺

境内（栢杜遺跡），天然記念物深泥池生物群集，

史跡御土居（7カ所），史跡方広寺石塔，史跡鳥

羽殿跡，史跡栗栖野瓦窯跡，史跡平安宮跡（内

裏跡，豊楽院跡），史跡樫原廃寺跡，史跡蛇塚古墳，

史跡西寺跡，史跡天塚古墳，史跡山科本願寺南

殿跡，京都市指定史跡上中城址，京都市指定史

跡大枝山古墳群，京都市登録史跡福西遺跡公園，

京都市登録建造物島原大門，重要文化財旧三井

家下鴨別邸，史跡岩倉具視幽棲旧宅（見学者へ

の公開業務）

（６）京都市考古資料館指定管理の受託（2015

～ 2018年度）

事業内容は，Ｐ12～ 15に記載。

名勝雙ヶ岡管理作業ランク分け作業 新たに設置した真空凍結乾燥器
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４　主な埋蔵文化財普及啓発事業

（１）講演会・イベントの開催

テーマ 開催日 参加者数

文化財で遊ぼう！親子文化財教室（上京区役所委託事業）

・文化財で遊ぼう！上京区親子文化財教室“考古学者に挑戦”

・上京deタイムスリップ～上京区の歴史について学ぶ，知る，触れる～

2015.	7.31

2015.10.18

42名

110名

京都市考古資料館開館100周年記念特別講演

「都へのあこがれ―ひろがる京文化―」　　詳細はp.14
2015.10.	4 200名

親子文化財バスツァー	古墳をめぐる旅	向日市～西京区（西京区役所委託事業） 2015.10.17 53名

伏見・お城まつり（主催：同実行委員会）

＊古代体験，伏見城発掘品展示を担当
2015.11.	1 700名

（２）現地説明会・現地公開の開催（一般市民向け）ほか
遺跡名等 開催日 参加者 担当

現地公開 伏見城跡・桃陵遺跡（27-12） 2015.	5.30 約 250名 近藤(章)・松吉・中谷

広報発表 平安京左京四条一坊二町跡（25-69）出土『な
にはつ』歌の木簡

2015.11.26 南

現地説明会 寺町旧域（27-34） 2015.11.28 約 400名 モンペティ・李・木下・
市川

現地説明会 円勝寺跡・成勝寺跡・岡崎遺跡（27-48） 2015.12.26 約 500名 金島・近藤(奈)・伊藤・
辻

現地説明会 方広寺跡（27-27） 2016.	1.23 約 400名 上村・山下

現地説明会 寺町旧域（妙満寺跡）（27-32） 2016.	2.27 約 400名 小檜山・関広・伊藤

（３）出前授業等

年間31回　参加者2,181名

○市内小・中学校他において，遺物説明，遺跡・史跡説明，歴史授業，勾玉づくり，土器づ

くり，火起こし体験，土器炊飯、竪穴式住居葺き替え等を実施。

古墳を巡る旅

向日市～西京区 伏見・お城まつり

現地説明会　寺町旧域 現地説明会　方広寺跡 広報発表　「なにはつ」歌の木簡
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（４）「リーフレット京都」（No.315～ 326）の発行

№ 発行年月 分　　類 タイトル 執筆者

№315 2015.	4 考古アラカルト64
特別展示「京都市考古資料館と建築家	本野精吾
―竣工100年を記念して―」によせて

山本

№316 2015.	4 遺跡を訪ねて15 京都市考古資料館周辺の近代建築散策 梶川

№317 2015.	6 遺跡を訪ねて16
京都市管理の史跡と名勝―古墳時代から平安時代
まで―

加納

№318 2015.	6 考古アラカルト65 史跡大枝山古墳群の整備 丸川

№319 2015.	8 都市・農村9 平安京の小径 小檜山

№320 2015.	8 考古アラカルト66 京都市内の火山灰 竜子

№321 2015.10 遺跡を訪ねて17
京都市管理の史跡と名勝2―鎌倉時代から桃山時
代まで―

加納

№322 2015.10 考古アラカルト67
特別展示「都へのあこがれ―ひろがる京文化―」
によせて　大内氏と大友氏の遺跡と史跡

山本

№323 2015.12 発掘ニュース115 元和6年上京大火―出土した茶陶― 小檜山

№324 2015.12 考古アラカルト68 京都市内の火山灰2―火山灰の利用― 竜子

№325 2016.	2 発掘ニュース116 発掘成果を振り返って2015 編集委員会

№326 2016.	2 京都の庭園1 醍醐寺三宝院庭園1―日記に記された庭― 近藤(奈)

Ⅱ　考古資料館事業（公益目的事業２）

１　展示事業

（１）特別展示

・「京都市考古資料館と建築家	本野精吾―竣工100年を記念

して―」

　（2015.2.14～ 6.21）　共催：京都工芸繊維大学

・「都へのあこがれ―ひろがる京文化―」（2015.7.11 ～

11.29）

　共催：(一財)西陣織物館　※文化庁補助事業

・「京を発掘！	出土品から見た歴史」

　（2016.1.30～ 6.19）

（２）学生との合同企画展

・「身・食・祭―古都京都の縄文ライフ―」（2015.12.16～　

　2016.1.17）※京都造形芸術大学と合同で開催

（３）速報展・企画陳列

・企画陳列「平安時代の食―食器の発達―」（2015.4.29～6.14）

・企画陳列「古田織部屋敷跡の調査―没後400年を迎えて―」

　（2015.6.18～ 8.5）　※琳派四百年記念祭協賛事業

・企画陳列「京都の戦争遺物と史料」（2015.8.8～ 9.23）

特別展示「都へのあこがれ―ひろがる

京文化―」

　出前授業

←土器炊飯

出前授業　

竪穴住居葺き替え→

合同企画展「身・食・祭―古都京都の

縄文ライフ―」

 地域の特色ある埋蔵文

化財活用事業（京都市考

古資料館建物開館 100

周年記念事業） 
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・企画陳列「出土した仁清・乾山」（2015.9.26～ 11.23）

　※琳派四百年記念祭協賛事業

・速報展「平安京左京四条一坊二町出土『なにはつ』歌の木簡」

　（2015.11.27～ 12.13）

・速報展「平安宮豊楽殿の発掘調査」（2015.12.1～ 12.13）

・企画陳列「出土した羽子板・独楽」（2016.1.19～ 1.28）

・速報展「平安京東京極大路の発掘調査」（2016.1.21～ 3.6）

・速報展「聚楽第跡の表面波探査」（2016.3.10～ 4.24）

（４）外部施設での展示

ア　市役所本庁舎

・「京焼のはじまり」（2015.4.13～ 9.30）

　※琳派四百年記念祭協賛事業

・「伏見人形」（2015.10.1～ 2016.3.31）

イ　上京区総合庁舎

・「上京区総合庁舎の発掘調査」（2015.1.20～ 11.18）

・「『上京』の形成」（2015.11.19～ 12.24）

・「応仁の乱と『上京』」（2015.12.25～ 2016.3.15）

・「『上京』の形成」（2016.3.16～）

ウ　「第13回西陣千両ヶ辻伝統文化祭」（2015.9.23）

エ　「伏見・お城まつり2015」（2015.11.1）

オ　京都市歴史資料館テーマ展「下鴨―賀茂御祖神社の神域―」（2015.12.12～ 2016.3.9）

カ　「発掘調査成果写真展2015」（京都市平安京創生館）（2016.3.19～ 5.13）

（５）考古資料の貸出し

ア　継続貸出分　36件　986点

イ　新規貸出分　23件　472点

２　教室・講座等の開催

（１）小・中学生夏期教室（2015.8.4～ 8.6　3日間）

参加者　12組 21名（小・中学生14名　保護者7名）

（２）文化財講座　受講者合計1,247名

回数 開催日 演　　題 講師 受講者

264 2015.	4.25 世界遺産を掘る6　仁和寺 モンペティ 176名

265 2015.	5.30 世界遺産を掘る7　西本願寺 近藤(章) 201名

266 2015.	6.27 世界遺産を掘る8　下鴨神社 近藤(奈) 172名

267 2015.	7.18 世界遺産を掘る9　天龍寺 内田 115名

268 2015.	9.26 邸宅から御堂へ 南 86名

269 2015.10.31 現地講座　京都御苑周辺の史跡と遺跡 前田・丸川 111名

270 2015.12.12
京を発掘！	出土品から見た歴史1
古代の絵画表現について

中谷 73名

271 2016.	1.30
京を発掘！	出土品から見た歴史2
古代京都における瓦の受容と渡来人

李 134名

272 2016.	2.27
京を発掘！	出土品から見た歴史3
平安前期の出土文字資料

竹本 88名

273 2016.	3.26
京を発掘！	出土品から見た歴史4
尊勝寺出土土製円塔

関広 91名

企画陳列「出土した仁清・乾山

市役所本庁舎での考古資料展示
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３　教育機関等からの受入れ

（１）博物館学芸員課程実習生の受入れ

　ア　秋期実習　11大学　22名

№ 大　学　名 人数 期　　　間 内　　　容

1 金沢美術工芸大学 1名

2015.9.2～ 9.12

2組 2回に分けて実施

　1回目　9.1～ 9.	5

　2回目　9.8～ 9.12

京都市考古資料館の概要紹介

遺跡・遺物の写真撮影解説

遺物登録・保管作業実習

保存処理の解説・実習

編集・印刷についての解説

ワークシート作成実習

展示解説実習

2 京都教育大学 1名

3 京都産業大学 2名

4 京都女子大学 2名

5 京都精華大学 3名

6 京都造形芸術大学 2名

7 京都橘大学 3名

8 同志社大学 3名

9 同志社女子大学 1名

10 佛教大学 1名

11 立命館大学 3名

　

　イ　通年実習　2大学　3名

№ 大　学　名 人数 期　　　間 内　　　容

1 京都産業大学 2名 2015.9.22～ 12.14

期間中に学生と日程調整を
行い実施

展示替え実習
イベント業務体験
遺物登録・保管作業実習など2 京都精華大学 1名

（２）京都市立中・総合支援学校「生き方探究・チャレンジ体験」の受入れ　3校　7名

№ 学　校　名 人数 期　　　間 内　　　容

1 北野中学校 3名 2015.	6.	2～	6.	5 施設見学・展示解説
発掘調査体験
遺物整理体験
保存処理業務体験など

2 岡崎中学校 1名 2015.11.10～ 11.13

3 加茂川中学校 3名 2015.11.10～ 11.13

（３）教育機関の学外授業等の受入れ　24団体　726名

（４）関係機関等の受入れ　44団体　2,122名

小・中学生夏期教室 文化財講座 文化財講座（現地講座）

学芸員実習 生き方探究・チャレンジ体験
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４　その他の普及啓発事業

（１）情報コーナーにおける普及啓発

（２）講演会・イベントの開催

テーマ 開催日 参加者

西陣千両ヶ辻伝統文化祭（主催：同実行委員会）　※講演会を担当 2015.	9.23 41名

特別講演「都へのあこがれ―ひろがる京文化―」　※文化庁補助事業

・「京都へ・京都から―錯雑する人と文化―」　歴史学　井上満郎氏（(公財)京都市埋

　蔵文化財研究所理事長・京都市文化保護審議会委員長）

・「中世絵画にみる都への憧れ―12世紀の平泉の洛陽霊地名所図壁画から16世紀の洛

　外名所図屏風まで―」　美術史学　泉万里氏（静岡県立美術館学芸部長・京都市文化

　財保護審議会委員）

・「伝播する京都文化―荘園領主・領国守―」　民俗学　山路興造氏（京都市文化財保護

　審議会委員）

・「戦国時代の京都の遺跡・各地の遺跡」　考古学　山本雅和氏（京都市考古資料館副館長）

2015.10.	4 200名

史跡ウォーク「平安宮跡をめぐる2015」（主催：西陣歴史の町協議会） 2015.	6.	6 43名

史跡ウォーク「牛若丸と弁慶の伝承を巡る」（主催：西陣歴史の町協議会） 2015.11.	8 100名

シンポジウム「応仁の乱―今輝け東陣を訪ねて―」（上京区役所との連携事業） 2016.	2.13 500名

（３）展示の多言語化　※文化庁補助事業

　　常設展示解説シートの多言語化

　　（日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語）

（４）博物館団体連携事業等への参加

　・「国際博物館の日」

　・「関西文化の日」

　・関西考古学の日スタンプラリー

　・京都ミュージアムロード　等

（５）解説ボランティアの育成・研修

＜参考＞2015年度入館者数一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　日・人）

月 開館日数
一　　般 団　　体 合計 一日平均

大人 小人 小計 大人 小人 小計

4 26 1,459 51 1,510 404 4 408 1,918 73.8

5 27 1,588 47 1,635 568 5 573 2,208 81.8

6 25 1,200 27 1,227 607 5 612 1,839 73.6

7 27 1,660 39 1,699 491 48 539 2,238 82.9

8 26 1.293 86 1,379 147 38 185 1,564 60.2

9 26 1,583 46 1,629 292 0 292 1,921 73.9

10 27 1,685 26 1,711 473 57 530 2,241 83.0

11 25 1,792 26 1,818 954 103 1,057 2,875 115.0

12 24 1,648 26 1,674 230 0 230 1,904 79.3

1 24 1,466 28 1,494 275 8 283 1,777 74.0

2 24 1,703 45 1,748 780 0 780 2,528 105.3

3 27 1,922 42 1,964 228 15 243 2,207 81.7

合計 308 18,999 489 19,488 5,449 283 5,732 25,220 81.9

※参考　2014年度　開館日数：306日　入館者数：25,686人（一日平均　83.9人）

特別講演「都へのあこがれ―ひ

ろがる京文化―」

史跡ウォーク「平安宮跡をめぐ

る 2015」
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TEL075-415-0521　　FAX075-431-3307
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＜交通＞京都駅より地下鉄烏丸線　今出川駅下車

　　　
　市バス 201・203・59 号　今出川大宮下車

■評議員会 ■理事会

役職名 氏名 現職名 役職名 氏名 現職名

評議員 尼﨑博正 京都造形芸術大学芸術学部教授 理事長 井上満郎 京都産業大学名誉教授

評議員 上田正昭
(公財)京都市生涯学習振興財
団理事長

専務理事 柴崎孝之
文化市民局文化芸術都市 
推進室担当部長

評議員 後藤由美子
(公財)京都古文化保存協会常
務理事・事務局長

理事 有賀美砂
京都新聞社文化報道部文化観
光担当部長・論説委員

評議員 佐々木良隆
日本放送協会京都放送局
放送部長

理事 五十川伸矢
京都橘大学現代ビジネス 
学部教授

評議員 高橋康夫 花園大学文学部教授 理事 神山俊昭
(公財)京都文化財団常務理事
京都府京都文化博物館副館長

評議員 田端泰子 京都橘大学名誉教授 理事 鋤柄俊夫 同志社大学文化情報学部教授

評議員 西川幸治 京都大学名誉教授 理事 伊達仁美
京都造形芸術大学芸術学部教
授

評議員 元木泰雄
京都大学大学院人間・環境学研
究科教授

理事 玉置泰紀
(株)KADOKAWAマガジンブランド局 
ウォーカーブランド統括事業統括部長 
兼ウォーカー総編集長

評議員 和田晴吾 立命館大学文学部名誉教授 理事 西山良平
京都大学大学院人間・環境学
研究科教授

理事 前川叔子
国際ソロプチミスト京都 
前会長

監事 土橋聡憲
文化市民局文化芸術都市 
推進室文化財担当部長

監事 廣瀬伸彦 税理士・ひろせ税理士法人代表

（理事会） （評議員会）
評議員理事長，専務理事，理事，監事

事務局

所長 
(事務取扱) 管理課長 総務係長 

(事務取扱)
担当係長
資料係長

総務業務担当　	3

調査課長 資料業務担当　	5
史跡管理担当　	2

事務局長 
(事務取扱)

次長　2 館長
(事務取扱)

調査係長
担当係長  3

調査業務担当　19

副館長 資料館業務担当	1

＜参考＞　公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所　評議員・役員名簿　（2015年 7月 1日現在）
(敬称略・五十音順)

■組織機構　（2015年 4月 1日現在）

※職員数　43名


