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１　組織及び役職員名簿（平成２０年３月３１日現在）
（１）組　織

（２）役　員

　理　事　長　奥村　將治　向日市教育委員会教育長

　副理事長　木下　幸男　向日市文化財調査事務所長（平成１９年４月１日就任）

　常務理事　國下多美樹　（財）向日市埋蔵文化財センター事務局長

　理　　事　小林　喜和　元向日市文化財調査事務所長

　理　　事　中谷　雅治　（財）京都府埋蔵文化財調査研究センター理事

　理　　事　和田　晴吾　立命館大学教授

　理　　事　山岸　常人　京都大学大学院准教授（平成１９年５月２１日就任）

　理　　事　吉川　真司　京都大学大学院准教授（平成１９年５月２１日就任）

　理　　事　矢崎久美子　向日市教育委員会教育次長

　監　　事　川勝　宣郎　元京都銀行経営相談所所長・元（株）写真化学監査役

　監　　事　岡�　雄至　向日市総務部長

（３）職　員

　事務局長　國下多美樹　　　　　　　　　　調査係　係　長　松崎　俊郎

　総務係　　係　長　國下多美樹（兼任）　 　　　　　主　任　中塚　良※

　　　　　　主　事　高林　美香　　　　　　　　　　主　任　梅本　康広

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主　任　中島　信親

※文化財保護の普及啓発に必要な知識及び技能の習得を図るため、向日市文化資料館へ派

遣。派遣期間：平成１９年９月１日～平成２０年８月３１日。

２　事業の概要
（１）理事会の審議事項

�４月１日（日）　議案第１号　役員の辞任と選任について（可決）

議案第２号　副理事長の選任について（可決）

�５月２１日（月）　議案第３号　平成１８年度事業報告及び収支決算について（承認）

議案第４号　役員の選任について（可決）
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�　平成１９（２００７）年度の組織及び事業概要



�１２月１９日（水）　議案第５号　平成１９年度補正予算（第１号）（可決）

議案第６号　職員給与規程の一部改正について（可決）

�３月２７日（木）　議案第７号　平成１９年度財産の管理運用について（可決）

議案第８号　平成１９年度補正予算（第２号）（可決）

議案第９号　平成２０年度事業計画及び収支予算について（可決）

議案第１０号　育児休業規程の一部改正について（可決）

議案第１１号　役員の選任について（可決）

（２）調査事業

�　発掘・立会調査事業

　発掘調査は１４件（原因者負担６件，３０８４．７８�、国庫補助対象７件，６３１�、市費対象１件，

１０�、計３７２５．７８�）、立会調査は１４０件（原因者負担６件、市費対象１３４件）実施した。

�　整理報告事業

　調査後の遺物・資料の整理報告の成果を以下にまとめた。調査報告書（Ｂ５版）は各３００冊、

年報（Ｂ５版）は５００冊刊行した。

○『（財）向日市埋蔵文化財センター年報　都城』№１９

○『向日市埋蔵文化財調査報告書』第７５集（長岡宮「翔鸞楼」・修理式遺跡）

○『向日市埋蔵文化財調査報告書』第７７集（長岡京跡　左京二条三坊・三条二坊）

○『向日市埋蔵文化財調査報告書』第７８集（長岡京跡・笹屋遺跡）

�　調査指導

　○元稲荷古墳第４次・南条古墳群第４次

　　都出比呂志氏（元大阪大学）、和田晴吾氏（立命館大学）

�　現地説明会等

　○現地説明会

　・元稲荷古墳第４次 平成２０年２月１６日（土）参加者約１００名

　○現地説明会・史跡見学会（同日開催） 平成２０年２月２３日（土）参加者約７０名

　・長岡京跡左京第５２４次現地説明会（二条条間南小路・東三坊坊間西小路、鶏冠井遺跡）

　・長岡京跡左京第５２５次現地説明会（一条大路・東二坊坊間東小路交差点、鶏冠井遺跡、石田遺跡）

　・長岡京跡見学会（朝堂院跡、大極殿・閤門・宝幢跡、内裏跡、春宮坊跡、二条二坊十町離宮跡）

　○地元説明会

　・長岡京跡左京第５２１次（左京四条一坊十三・十四町） 平成１９年９月９日（日）参加者約５０名

　・南条古墳群第４次（南条３号墳） 平成２０年２月４日（月）参加者約３５名

　○報道提供

　・元稲荷古墳第４次 平成２０年２月１５日（金） 
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（３）普及啓発事業

�　市民考古学講座・講演会

　向日市教育委員会の委託を受け、市民考古学講座（講座１０回、見学会２回）を開催した。

　○「ようこそポータブルミニミュージアムヘ」講座と野外観察会。

　　　平成１９年５月２０日（日）　 於：向日市文化資料館　参加者２３名

　○「持ち運べる遺跡の景色をつくろう」遺跡模型つくりをした。

　　　平成１９年５月２７日（日）　 於：向日市文化資料館　参加者３１名

　○「焼き物をつくる、観察する」立命館大学木立雅朗氏の指導で、土笛つくりをした。

　　　平成１９年６月２４日（日）　 於：立命館大学　参加者３３名

　○「墨書人面土器をつくろう」長岡京時代の祭祀具、墨書人面土器を粘土で製作した。

　　　平成１９年７月２２日（日）　 於：向日市文化資料館　参加者３２名

　○「墨書人面土器の製作技術」墨書人面土器の製作技術を受講者の発表形式で学んだ。

　　　平成１９年８月２６日（日）　 於：向日市図書館講座室　参加者２１名

　○「埴輪の製作技術」物集女車塚古墳出土の埴輪を中心に製作技術を学んだ。

　　　平成１９年９月３０日（日）　 於：向日市文化資料館　参加者２７名

　○「埴輪をつくろう」粘土で人物埴輪を製作した。

　　　平成１９年１０月２８日（日）　 於：向日市文化資料館　参加者１６名

　○「木簡を観察しよう」長岡京木簡を観察し、製作技術や文字の意味を学んだ。

　　　平成１９年１１月２５日（日）　 於：向日市文化資料館　参加者２１名

　○「木簡をつくろう」板材から木簡を製作した。

　　　平成１９年１２月１６日（日）　 於：向日市文化資料館　参加者１５名

　○「瓦をつくる、観察する」　 山本清一氏の指導で、古代の瓦製作技術を学んだ。

　　　平成２０年１月２７日（日）　 於：山本瓦工業株式会社（奈良県平群町）　 参加者２２名

　○「お金のつくりかた」長岡京出土の銭貨を観察し、鋳造技術を学んだ。

　　　平成２０年２月２４日（日）　 於：向日市文化資料館　参加者１５名

　○「和同開珎をつくろう」石膏で和同開珎の製作実習をした。

　　　平成２０年３月２３日（日）　 於：向日市文化資料館　参加者１５名

�　展示会等

　○向日市文化資料館展示

　・前年度より継続～　　　　４月２７日（金）市民考古学講座展「流通と考古学」

　・平成１９年４月２８日（土）～６月１５日（金）市民考古学講座展「ポータブルミニミュージア

ムの世界へようこそ」

　・平成１９年６月１５日（金）～８月９日（水）「宝菩提院廃寺の 仏」

　・平成１９年７月１２日（火）～８月３０日（木）市民考古学講座展「墨書人面土器の世界」

　・平成１９年８月３１日（金）～９月３０日（金）市民考古学講座展「墨書人面土器をつくろう」

　・平成１９年９月３０日（金）～１１月２２日（木）「物集女車塚古墳出土埴輪の系譜」
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　・平成１９年１１月２３日（金）～１１月２７日（火）市民考古学講座展「埴輪をつくろう」

　・平成１９年１１月２８日（水）～継続中　　　　市民考古学講座展「木簡をつくろう」

　○サテイミニミュージアム展示

　向日町サティの協力を得て、同店舗２階の展示コーナーで下記の展示を行った。

　・前年度より継続　　　　～４月２７日（金）市民考古学講座展「住まいと考古学」

　・平成１９年５月１３日（日）～６月２６日（火）「ポータブルミニミュージアム長岡宮跡第４５７

次出土形象埴輪」

　・平成１９年９月１３日（木）～１１月３１日（金）市民考古学講座展「墨書人面土器の世界」

　・平成１９年５月１２日（土）～継続中　　　　市民考古学講座展「北苑の軒瓦」

　・平成１９年５月１日（火）～６月２６日（火）市民考古学講座展「木簡をつくろう」

　・平成１９年５月１３日（日）～６月２５日（月）ポータブルミニミュージアム「古代中国文字学

の自然・台地を描こう」

　・平成１９年６月２６日（火）～継続中　　　　市民考古学講座展「ポータブルミニミュージア

ムの世界へようこそ」

　○キリン物流（株）事務所エントランスホール

　キリン物流（株）の協力を得て、左京第４７３次出土長岡京期遺物を常設展示している。

　○ホームページの運営

　○リーフレット『永都』ｖｏｌ．８（Ａ４判、２０００部）

�　体験学習・博物館実習等の受け入れ・講師の派遣

　○職場体験学習

　・京都市立大原野中学校　　　　　　平成１９年７月２日（月）～７月６日（金）　 ５名

　・向日市立西ノ岡中学校　　　　　　平成１９年１１月５日（月）～１１月９日（金）　 ５名

　・向日市立寺戸中学校　　　　　　　平成１９年１１月５日（月）～１１月９日（金）　 ４名

　・向日市立勝山中学校　　　　　　　平成１９年１１月１２日（月）～１１月１６日（金）　 ５名

　○博物館実習

　・京都外国語大学　　　　　　　　　平成１９年７月２３日（月）～７月２７日（金）　 ４名

　・光華女子大学　　　　　　　　　　平成１９年７月３０日（月）～８月３日（金）　 ３名

　○学校への講師の派遣等

　・勝山中学校選択社会科講座　前期１２回　平成１９年５月１日（火）～１０月２日（火）

　　　　　　　　　　　　　　　後期１７回　平成１９年１０月１６日（火）～２月２６日（火）

　・京都府立向陽高校　　　　　平成１９年７月１３日（金）　 第２学年３クラス（延１２２名）

　○講演会等への講師の派遣

　・人間文化研究機構　国立歴史民俗博物館　展示プロジェクト委員会委員

　　平成１９年度企画展示『長岡京遷都―桓武と激動の時代―』通年 主　　任　中島　信親

　・向日市生涯学習推進サークル『まなぼうや』

　　歴史教室「わたしたちの向日市～足元に残る歴史から」
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　　平成１９年５月１８日（金）ほか年６回　向日市中央公民館 事務局長　國下多美樹

　・早稲田大学教育・総合科学学術院　教育学研究科　野外調査・資料調査支援

　　平成１９年７月１８日（水）　 向日市内ほか 主　　任　中塚　良　

　・大山崎町教育委員会　ふるさと案内人養成講座「長岡京　最新の発掘成果から」

　　平成１９年８月７日（火）　 長岡京市立中央公民館 事務局長　國下多美樹

　・山口大学人文学部　東アジア諸国における都城及び都城制の比較を通じてみた日本古代

　　宮都の通時的研究 主　　任　中島　信親

第１回共同研究会　平成１９年９月８日（土）～９月９日（日）難波宮跡・奈良県立橿原考古学研究所

第２回日本古代都城遺跡の踏査　平成１９年１１月２３日（金）～１１月２４日（土）恭仁宮跡・甲賀宮跡

第３回共同研究会　平成２０年１月５日（土）～１月６日（日）　 山口大学人文学部

海外調査　　　　　平成２０年３月１日（土）～３月９日（日）　 中国西安市

　・三重大学文学部　ＧＩＳを用いた東アジア都市・王城遺跡形成史の比較研究第１回会議

　　平成１９年９月２２日（土）～９月２４日（月）　情報科学芸術大学院大学  主　　任　中島　信親

　・国立歴史民俗博物館　第６２回歴博フォーラム「激動の長岡京時代」

　　平成１９年１１月１７日（土）～１１月１８日（日）東商ホール（千代田区） 主　　任　中島　信親

　・長岡京市ふるさとガイドの会　観光・史跡ガイド養成講座「再発見・長岡京市歴史講座」

　　歴史講演会『長岡宮翔鸞楼の発掘』

　　平成２０年１月１３日（日）　 長岡京市立中央公民館 調査係長　松崎　俊郎

　・難波宮址を守る会　講演会「大阪と古代史を考えるつどい」

　　平成２０年２月２日（土）　 アピオ大阪（大阪市中央区） 事務局長　國下多美樹

　・向日地区社会福祉協議会　福祉講座「向日町界隈の歴史」

　　平成２０年３月２日（日）　 向日コミュニティセンター 事務局長　國下多美樹

　

�　他機関と共催して行った事業

　○京都渡来文化ネットワーク会議「京都三都物語・長岡京」史跡スタンプラリー・講演会

　　平成１９年１０月１４日（日）　 長岡京市中央公民館

　○乙訓文化財事務連絡協議会　スライド会「スライドでみるおとくにの発掘」

　　平成２０年３月２日（日）　 於：大山崎ふるさとセンター

　　報告「長岡京左京域の調査」 調査係長　松崎　俊郎

�　遺物・資料の貸出・掲載許可等

　○長岡京左京三条三坊一町出土木簡物忌札写真

　　学校法人河合塾　映像授業「河合サテライト講座」教材　（有）プロダクション１２

　○宝菩提院廃寺湯屋遺構写真・復原図画像データ

　　『歴博』１４２号「考古学からみた古代・中世の浴室の変遷」梅本康広　国立歴史民俗博物館

　○長岡宮北辺官衙出土「陰陽寮」・「青郷中男作物」木簡（複製）、トイレジオラマ及び

　　長岡宮関連写真資料２９点
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　　企画展示『長岡宮遷都―桓武と激動の時代―』国立歴史民俗博物館

　○立会調査第０６０２６次調査　土壙ＳＫ２６０１写真資料

　　「第２３回小さな展覧会―平成１８年度京都府内遺跡発掘調査成果速報―」

　　（財）京都府埋蔵文化財調査研究センター

　○『再現　長岡京』挿図「新都の玄関口となった山崎津と山崎橋」

　　国立歴史民俗博物館企画展示『長岡京遷都―桓武と激動の時代―』

　　「バーチャル長岡京」ＣＧアニメーション　立命館大学

　○宝菩提院廃寺湯屋跡全景写真

　　分冊百科『週刊　日本の仏像』第３１号　（株）講談社・（有）エディット・サポ

　○鎌田元一「新任国司への給粮と養老八年格」（『年報　都城』１０）

　　『律令国家史の研究』鎌田元一　（株）塙書房

　○長岡宮跡第２３１次調査柱転用礎板出土状況写真他４点

　　博物館学関連授業における教材・展示資料　三重大学人文学部

（４）その他

�　職員研修等

　○平成１９年度全国埋蔵文化財法人連絡協議会研修会

　　「新公益法人への移行実務等」「佐渡の金銀山」

　　平成１９年１０月１８日（木）・１９日（金）　 於：両津やまきホテル（新潟県佐渡市）

 事務局長　國下多美樹

　○全国埋蔵文化財法人連絡協議会第１３回近畿ブロック埋文研修会

　　「交流・流通・交通の考古学」

　　平成１９年１０月１２日（金）　 於：コラボ滋賀２１（大津市） 調査係　３名　　　　

　　報告「都城造営に伴う軒瓦の移動について―長岡京を中心として―」（主任　中島　信親）

�　受贈図書　１，６８６冊（蔵書数２８，２７９冊）

　　１，５８８冊（蔵書数２９，９４９冊）

 

― ６ ―



３　決算報告
 

― ７ ―



　平成１９（２００７）年度は、１４件（長岡宮内５件、京内６件、京外３件）の調査を実施した。そ

の総面積は３７２５．７８�であった。主な調査成果として、宮北辺官衙の現業的官司関連の遺構と

遺物の確認（宮第４５８・４５９次）、左京域では四条一坊十三・十四町における多数の建物の検出

（左京第５２１次）と、新たな条坊関連遺構の確認（左京第５２２・５２４・５２５次）が挙げられる。京

外では、元稲荷古墳の東くびれ部を確認したほか、南条３号墳の墳裾を推定する資料を得た。

 

― ８ ―

�　調査した遺跡の概要

平成１９（２００７）年度発掘調査地位置図（１：３００００）



― ９ ―

平成１９（２００７）年度発掘調査地一覧表



（１）長岡宮跡第４５８調査（７ＡＮＢＮＩ－９地区）  寺  戸 
てら ど

 町 
ちょう

 西  垣  内 
にし かき うち

～長岡宮北辺官衙（北部）～

　調査地は標高約３０．０�の段丘・下位面に位置する。長岡宮の官衙復原では北辺官衙（北部）

の西部に位置する。また宝菩提院廃寺の推定寺域東隣接地に位置する。調査では、基本層序第

３層上面から第４層中位にかけて任意の水平面を設定し遺構検出を行った。その結果、近現代

の溝２条（溝ＳＤ４５８０１・０２）と長岡京期の掘立柱建物１棟（掘立柱建物ＳＢ４５８０３）・凹み１

基（凹みＳＸ４５８０５）、長岡京期以前の溝１条（溝ＳＤ４５８０４）を確認した。凹みＳＸ４５８０５は平

面不整形の凹みである。北・東・南は調査区外に広がる。調査区東端付近で、幅１．０�前後の

南北方向の溝状に落ち込む部分（溝状部）を確認した。遺物は長岡京期～中世の土師器、須恵

器、瓦器が多量に出土した。上位では平安時代～中世の土師器・瓦器が、溝状部では長岡京期

の土器類がまとまって出土した。掘立柱建物ＳＢ４５８０３は東西１間以上、南北５間以上の南北

棟である。柱間寸法は８尺（約２．４�）、ピットは略円形～隅丸方形の平面形で、規模は一辺０．５

～０．７�である。ピットから長岡京期の土器類小片が出土した。

　今回の調査成果は、�北辺官衙（北部）西辺部における土地利用状況の一端を確認したこと、

�凹みＳＸ４５８０５溝状部から一括性の高い状況で長岡京期の土器類が出土したことの２点であ

る。 （中島信親）

　文献：『向日市埋蔵文化財調査報告書－第７９集－（２００８）』

 

― １０ ―

凹みＳＸ４５８０５溝状部（東から）



― １１ ―

調査地平面図（１：２００）



（２）長岡宮跡第４５９調査（７ＡＮＢＮＩ－１０地区）  寺  戸 
てら ど

 町 
ちょう

 西  垣  内 
にし かき うち

～長岡宮北辺官衙（北部）～

　調査地は標高約２８．８�の段丘・下位面に位置する。長岡宮の官衙復原では北辺官衙（北部）

の西部に、また宝菩提院廃寺の推定寺域に近接する地点に位置する。同一敷地内で行った長岡

宮跡第４５８次調査では、長岡京期の溝状の凹み、掘立柱建物を確認し、凹みから土師器・須恵

器などがまとまって出土した。この成果を受け、長岡京期遺構の東への広がりを確認するた

め、敷地東側で本調査を行った。

　調査では、東西１０�、南北４�の調査区を設定した。基本層序第２層（黄褐色系砂）上面か

ら中位にかけての任意の水平面において、中世以降の凹み１基（凹みＳＸ４５９０１）、ピット１６基

を確認した。ピットは規模、方向がそろわず、建物

等を構成する様子は確認できなかった。また、いず

れも出土遺物が少なく、正確な時期は不明である。

その後、第２層および扇状地性堆積物である第３層

（暗灰黄褐色砂）を掘削し遺構と遺物の確認に努め

たが、調査の主目的であった、長岡京期および宝菩

提院廃寺に関連する古代の遺構を確認することはで

きなかった。 （中島信親）

 

― １２ ―

調査地平面図（１：１００）

調査地全景（東から）



（３）長岡宮跡第４６１次調査（７ＡＮＢＭＣ－８地区）  寺  戸 
てら ど

 町 
ちょう

 南 
みなみ

 垣  内 
かき うち

～長岡宮北辺官衙（北部）、 西垣内 遺跡～
にしかきうち

　調査地は標高１７．３�前後の緩扇状地に位置する。長岡宮では北辺官衙（北部）の西半部に相

当する。長岡京以外では中世の西垣内遺跡の範囲内である。本調査の目的は、長岡京期の遺構

の確認、西垣内遺跡に関連する縄文～中世の遺構・遺物の検出の３点である。

　調査地は大まかに北側の平坦面と南側の薮地に分けることができ、北側の平坦面と南側の薮

地は約１．０�前後の比高差をもっている。調査は南側で実施した。調査の結果、現代の野壺３

基、近世以降の溝状の落ち込み４条、土壙４基、井戸１基、中世と考えられる瓦器を含む柱穴

を４７基、南北方向の溝１条、土壙２基を検出した。柱穴相互の関係は不明で建物に復原できる

ものはない。柱穴には底面に石を据えたものも見ら

れる。南北溝ＳＤ４６１０４はトレンチのほぼ中央に位

置する。幅１．０�前後の大型の溝であるが調査地外

に延びており、全容は不明である。砂礫層に掘り込

まれており、用排水路とは考えにくいので、地割り

に関係するものであろうか。出土遺物には、長岡京

期の土器類、中世の瓦器、土師器、近世の陶磁器、

銭貨がある。 （松崎俊郎）

 

― １３ ―

調査地平面図（１：２００）

中・近世の遺構全景（東から）



（４）長岡宮跡第４６０次調査（７ＡＮＢＤＣ－５地区）  寺  戸 
てら ど

 町 
ちょう

 殿 
でん

 長 
ちょう

～長岡宮北辺官衙（北部）、 殿 
でん

 長 遺跡～
ちょう

　調査地は標高約２０�前後の段丘・下位面に位置する。長岡京の復原では宮城の北辺官衙北部

に相当する。また、弥生～古墳時代の集落跡が確認されている殿長遺跡の南東部にあたる。

　調査では、耕作土直下において６箇所の粘土採掘坑を確認したが、それらの箇所以外では中

世包含層以下段丘層まで層厚約１�の堆積土が良好に遺存しており、中世・長岡京期の遺物包

含層、長岡京期以前の溝、柱穴、土壙、地層変位と、これに伴う凹地、段丘面からは約２．５万

年をさらに遡る最終氷期の「クリオタベーション」（凍結撹乱作用）を検出することができた。

　今回検出した遺構には遺物がほとんど含まれていなかったため、それらの構築時期を特定す

ることは困難であるが、溝ＳＤ４６０００１の最上層で長岡京期の須恵器杯Ｂが１点出土しているこ

とから、この遺構に関しては最終埋没が長岡京期である可能性が高いものと思われる。

　下層では 姶  良  丹沢 火山灰層を検出したが、この面は平坦ではなく、至る所にドーム状の小さ
あい ら たんざわ

な起伏がみられ、さらには亀の甲状の亀裂が無数に生じていた。このような地層の変形は、約

２．５万年前という最終氷期の地球環境のなかで、土壌の凍結と融解によって撹乱作用を受けて

膨張と収縮が起きた結果できたものと考えられる。今回検出した段丘面上の変形はクリオタベ

ーションの典型と見られる。氷河期最期の地球の情景を垣間見ることができる極めて貴重な

「自然遺産」と考えられる。 （梅本康広）

 

― １４ ―

調査地全景（南から）



― １５ ―

調査地平面図（１：２００）



（５）長岡宮跡第４６２次調査（７ＡＮＣＫＭ－９地区）  向日 
む こ う

 町 
ちょう

 北山 
きたやま

　　　 元  稲荷 古墳第４次調査（４ＰＭＣＫＭ－３地区）
もと い な り

～西一坊大路、長岡宮西方官衙、 元  稲荷 古墳後方部、北山遺跡～
もと い な り

　調査地は標高約５５～６５�の段丘・上位面に位置する。元稲荷古墳の後方部東端と長岡宮西方

官衙・西一坊大路、弥生時代中～後期の集落跡である北山遺跡の北部に位置する。調査は第３

次調査の成果を受け、くびれ部東側に１箇所（４－１Ｔｒ）、後方部東側に２箇所（４－２・３Ｔｒ）の

トレンチを設定した。その結果、すべてのトレンチで墳丘第一段斜面の葺石および基底石、基

底平坦面で礫敷を確認した。４－１Ｔｒでは、推定墳裾ラインから墳丘の外側約１～２�の範囲

に、葺石と一連の工程で設置された礫敷を大変良好な状態で確認した。礫敷は平面ではかみ合

うように密集して配置され、断面では充填土である黒色粘質土の上面から層中にかけて数層礫

を積み重ねて構築されていた。厚く構築された礫敷を基底としたためか、明瞭な基底石が確認

できなかった。葺石の遺存範囲は墳裾から約１�であったが、前方部南斜面と後方部東斜面の

接合線付近のみ約２�まで帯状に残る様子を確認した。この部分は傾斜が緩やかで、後方部墳

頂へ続く「墓道」のような印象を受ける。くびれ部の礫敷は他と比較して大変堅固に構築され

ており、この付近に祭祀空間や葬送儀礼の場など重要な施設が存在したと推定できる。出土遺

物には壺形埴輪の口縁部・底部片のほか、弥生土器、歴史時代須恵器などがある。 （中島信親）

　文献：『向日市埋蔵文化財調査報告書－第７９集－（２００８）』

 

― １６ ―

第４－１トレンチ全景（北から）



― １７ ―

第３・４トレンチ配置図（１：８００）



（６）長岡京跡左京第５２１次調査（７ＡＮＦＯＲ－１０地区）  上  植  野 
かみ うえ の

 町 
ちょう

 落堀 
おちぼり

～左京四条一坊十三・十四町、東一坊大路、四条条間南小路、 鴨田 遺跡、
かもんでん

 中  福  知 遺跡～
なか ふく ち

　調査地は標高１７．３�前後の緩扇状地に位置する。長岡京では左京四条一坊十三・十四町、東

一坊大路、四条条間南小路に相当する。また、弥生時代から古墳時代の集落である鴨田遺跡、

長岡京廃都直後から営まれた中福知遺跡の範囲内である。

　調査の結果、弥生時代の土壙、長岡京期の掘立柱建物や柱穴・柵、条坊側溝、平安時代の土

壙、中世の溝群、曲物井戸や柱穴群、近世の溝群等のほか、東流していた旧小畑川の南岸を検

出した。弥生時代や長岡京期の遺構は南岸以南に限られる。中福知遺跡に関係する溝はほぼ全

域で検出されているが、柱穴群は北西部で井戸を伴って検出されておりこの付近が居住域と考

えられる。長岡京の様相を見ると、検出された掘立柱建物の柱間が２．３～２．４�と、規模や宅地

内の位置関係からみて中心的な建物とは考えにくい。また、空閑地が広がっていることから

も、宅地内で事務を行ったり、物品を管理するような空間と考えられる。十三町は二ないし四

町規模の宅地と推定されており、その北東部の宅地利用を明らかにすることができた。小畑川

旧流路南岸と長岡京期の遺構との関係は不明であるが、掘立柱建物が川岸に近いことから、長

岡京期の川岸はより北であったと思われる。出土遺物には、縄文土器、弥生土器、長岡京期の

瓦 類、土師器・須恵器・木製品、平安時代の土師器、黒色土器、須恵器、中世の瓦器、銭貨、

近世の陶磁器などがある。 （松崎俊郎）

 

― １８ ―

長岡京期の柱穴群や溝（東から）



― １９ ―

調
査
地
周
辺
の
様
子
（
１：
２０
００
）



（７）長岡京跡左京第５２２次調査（７ＡＮＦＯＲ－１１地区）  上  植  野 
かみ うえ の

 町 
ちょう

 落堀 
おちぼり

～東一坊大路、 鴨田 
かもんでん

遺跡、 中  福  知 遺跡～
なか ふく ち

　調査地は標高約１７�前後の旧小畑川氾濫原に位置する。長岡京の条坊では、東一坊大路に相

当する。同路の東側溝通過位置に６�四方の調査区を設定して調査を実施した。当該箇所は、

左京第２５８次調査で確認された東一坊大路東側溝の延長位置で、同遺構の確認が調査の目的の

ひとつとされた。その結果、第２５８次検出位置（Ｙ＝－２６３１２．２５０）とほぼ同じ位置で、東一坊

大路東側溝ＳＤ５２２０１を確認することができた。

　下層遺構については、古墳時代前期と後期の遺構を確認した。後期の溝ＳＤ５２２０６は左京第

２４０次で確認された溝ＳＤ２４０３２の延長上にあり、同一の遺構と思われる。前期では、落ち込み

ＳＸ５２２０３の一部を捉えることができた。遺構の形

状や規模を明らかにすることはできなかったが、そ

の肩部付近から上半側が完存する二重口縁壺など一

括廃棄性の高い土器群が出土するなど興味深い成果

を得た。古墳時代前期の鴨田遺跡の集落跡にかかわ

る遺構、遺物とみられる。この遺構の性格について

は、土器類の器種構成などが判明した後、検討をお

こないたい。 （梅本康広）

 

― ２０ ―

調査地平面図（１：１２５）

調査地全景（北から）



（８）長岡京跡左京第５２４調査（７ＡＮＥＩＳ－５地区）  鶏  冠  井 
か い で

 町 
ちょう

 石橋 
いしばし

～左京二条三坊六町、二条条間南小路、東三坊坊間西小路、 鶏  冠  井 遺跡～
か い で

　調査地は標高１４．１�前後の氾濫原に位置する。長岡京の条坊復原では二条条間南小路、東三

坊坊間西小路および左京二条三坊六町南西部、また、鶏冠井遺跡東部に相当する。本調査の目

的は、遺跡の深度を明らかにすること、二条条間南小路、東三坊坊間西小路の位置と規模およ

び構造を明らかにすること、鶏冠井遺跡に関連する縄文～中世の遺構・遺物の検出の３点であ

る。調査の結果、現代の素掘り溝１条、竹暗渠溝３条、長岡京期の溝６条を検出した。長岡京

期の溝は、推定位置で確認した二条条間南小路南北両側溝（北側溝ＳＤ０５、南側溝ＳＤ０４、溝

心々間９．３�）と東三坊坊間西小路東西両側溝（西側溝ＳＤ０８、東側溝ＳＤ０９、側溝心々間９．６

�）、六町域で確認した二条三坊六町南辺・西辺の

区画に関わる町内溝（ＳＤ０３・１０）である。溝ＳＤ

０３は二条条間南小路北側溝ＳＤ０５の北３．０�で検出

した。両溝間で築地が想定できる。溝ＳＤ１０は東三

坊坊間西小路東側溝ＳＤ０９の東１．６～１．８�で検出し

た。出土遺物には、長岡京期の土器類、木製品、銭

貨、獣歯のほか、縄文、弥生時代の遺物がある。

 （國下多美樹）

 

― ２１ ―

調査地平面図（１：２５０）

第１･２トレンチ全景（左：東から、右：南から）



（９）長岡京跡左京第５２５次調査（７ＡＮＥＪＳ－１９地区）  鶏  冠  井 
か い で

 町 
ちょう

 十 
じゅっ

 相 
そう

～左京二条二坊十六町、一条大路、東二坊坊間東小路、 鶏  冠  井 遺跡、 石  田 遺跡～
か い で いし だ

　調査地は標高約１５�付近の旧桂川氾濫原に位置する。長岡京の条坊では、一条大路と東二坊

坊間東小路の交差点に相当する。また、縄文時代晩期から弥生時代前期の鶏冠井遺跡と、縄文

時代後・晩期の石田遺跡が重複する。今回は上記の交差点位置に調査区を設定し、調査を実施

した。

　調査の結果、一条大路南側溝ＳＤ５２５００１と東二坊坊間東小路の両側溝（西側溝ＳＤ５２５００２・

東側溝５２５００３）が交差して検出された。一条大路の南側溝を渡るには橋などの施設が不可欠で

はあるが、木材が使用された形跡は窺えなかった。しかし、やや西側溝に寄った位置で、南側

溝の内部に０．５�大の巨石（置石ＳＸ５２５００５）が飛石のように３石置かれ、根固めとして中小

の礫も周囲に施されていた状況を確認しており、これが橋の基礎構造であったと考えることも

可能である。調査地付近の条坊道路は平安時代前期には埋没し、以降は耕作地となり、現在に

至るまで変わらぬ土地利用の推移があったと推測される。

　縄文時代では晩期の土器を多数含む平面略円形の土壙２基（ＳＫ５２５００６・５２５００７）が検出さ

れた。このうち土壙ＳＫ５２５００６からは鉢１点が完形で出土した。規模や形状から竪穴住居跡と

思われ、この周辺に居住域が形成されていた可能性は高い。鶏冠井・石田遺跡の縄文集落を検

討する上できわめて貴重な資料になるものと思われる。 （梅本康広）

 

― ２２ ―

調査地全景（東から）



― ２３ ―

調査地周辺地形図・遺構配置図（１：２０００）



（１０）長岡京跡右京第９２２次調査（７ＡＮＢＫＪ－４地区）  寺  戸 
てら ど

 町 
ちょう

 古 
こ

 城 
じょう

～右京一条二坊一町～

　調査地は標高約４７．０�前後の段丘・中位面に位置する。長岡京の条坊復原では、右京一条二

坊一町の南西部にあたる。また、「はり湖池」の南岸に位置し、池を挟んで西１５０�の丘陵に、

古墳時代前期の前方後円墳である 五  塚  原 古墳がある。また、古墳の西から南に刻まれた開析谷
い つか はら

では、右京第６８９・６９３次調査において長岡京期の祭祀遺構が確認されている。

　調査地は、造成前は竹薮として利用されていたため土層の遺存状況が悪く、藪土直下で段丘

層である第２層：黄褐色系粘質土を確認した。検出遺構は、第２層上面で確認した溝１条（溝

ＳＤ９２２０１）である。規模は、幅６�以上、深さ１．０～１．５�と大形の溝である。断面形は二段

落ち状で、上段が緩やかに落ち込んだ後、中央部が０．５�前後の幅でさらに凹む状況を確認し

た。埋土は、上層：段丘層系の青灰色粘質土・黄褐色粘質土と黄褐色砂が入り混じる層、下

層：赤褐色土の２層に区分できる。出土遺物には、須恵器・甕の小片と、磨滅が著しい平・丸

瓦が極少量あるのみで、時期などは不明である。

　五塚原古墳は、応仁の乱において野田泰忠ら 西岡 被官人が陣取った「寺戸山」（「野田泰忠軍
にしのおか

忠状」）に推定されており、溝ＳＤ９２２０１の性格について、これに関連する竪堀等の軍事施設の

可能性を考えた。しかし、谷に対して斜交する点、当該期の遺物が全く出土しなかった点など

から、積極的に評価する成果を得ることができなかった。 （中島信親）

 

― ２４ ―

溝ＳＤ９２２０１（北西から）



― ２５ ―

調
査
地
平
面
図
（
１：
２０
０
）



（１１）長岡京跡右京第９２３次調査（７ＡＮＢＮＩ－１１地区）  寺  戸 
てら ど

 町 
ちょう

 西垣内 
にしかきうち

～右京北一条二坊一町、 宝  菩  提  院  廃  寺 ～
ほう ぼ だい いん はい じ

　調査地は標高４０�の段丘・中位面に位置する。長岡京の条坊復原では右京北一条二坊一町南

東部、また宝菩提院廃寺の寺域西端付近に推定される。周辺では古代～中世の宝菩提院に関わ

る遺構・遺物が多く確認されており、本調査地が、特に古代では 大 
たい

 衆 
しゅう

 院 の一画であることから、
いん

関連施設の検出が期待された。これら既往の成果を受け、長岡京跡および宝菩提院廃寺の性

格、範囲等の把握を主目的に調査を実施した。調査の結果、地表下０．３�の段丘層上面で、近世

の溝５条、凹み１基、ピット２基、古代の柱列１条、ピット１基を検出した。近世の溝は、北

接地で検出された近世溝（右京第８８５次調査）の南延長部と推定される。古代の柱列ＳＸ９２３０７

は、近世溝ＳＤ９２３０３底面で検出した隅丸方形の柱

穴列（Ｐ１・４）である。柱穴の規模から建物にな

る可能性が強い。厳密な時期を確定できないが、柱

筋が正方位である点から長岡京期前後とみておきた

い。また、宝菩提院廃寺瓦窯と同型式の平・丸瓦ほ

か、古墳時代～江戸時代の遺物が出土した。

 （國下多美樹）

　文献：『向日市埋蔵文化財調査報告書－第７９集－（２００８）』

 

― ２６ ―

調査地平・断面図（１：３００、１：１００）

調査地全景（東から）



（１２）中海道遺跡第６７次調査（３ＮＮＡＮＫ－６７地区）  物  集  女 
も ず め

 町 
ちょう

 中海道 
なかかいどう

～ 中海道 遺跡（西部）～
なかかいどう

　調査地は標高約３５．７～３６．４�の扇状地に位置する。縄文～中世の集落跡である中海道遺跡の

西部に位置する。周辺では５次にわたる調査が行われ、弥生～近世の遺構、遺物が確認されて

いる。これをふまえ、調査では調査地北東部に一辺３�強の正方形の調査区を設定した。調査

地はごく最近道路面より約０．７�盛土されており、掘削深度が深くなることが予想された。最

終的に約３�まで掘削し、扇状地性堆積層である第７・８層を確認した。遺構面は第５層上面

および第７層上面で確認した。検出遺構は、第５層上面で確認した溝１条（ＳＤ６７０２）、第７

層上面で確認した凹み１基（ＳＸ６７０１）である。溝ＳＤ６７０２は南北方向の溝で、規模は幅１．１

～１．７�、深さ０．４�、埋土は褐色系砂礫である。遺

物は確認できなかった。また凹みＳＸ６７０１は不整形

の凹みで、規模は幅０．２�、深さ０．１�前後である。

埋土は黒褐色混じり暗褐色礫で、弥生土器と思われ

る小片が出土した。制約された状況下で溝・凹みな

どの遺構を検出したが、狭小な面積での調査のた

め、遺構の年代や性格を確認することはできなかっ

た。 （中島信親）

 

― ２７ ―

調査地平面図（１：１００）

調査地全景（北から）



（１３）南条古墳群第４次調査（４ＰＮＡＮＪ－４地区）  物  集  女 
も ず め

 町 
ちょう

 南 
なん

 条 
じょう

　　　南条遺跡第５次調査（６ＮＪＡＮＪ－５地区）
～南条３号墳、南条遺跡（北西部）～

　調査地は標高３４．０～４０．０�の扇状地に位置する。南条古墳群では３号墳に相当する。南条３

号墳は、通称「二校前古墳」と呼ばれる円墳で、市史編さんの一環として測量調査が実施され

た。それによれば、墳形は直径２３．５�、高さ３．５�の円墳で段築は顕著ではない。葺石と埴輪を

備えている。墳頂部は直径は９．０�の平坦面となる。主体部は竪穴式石室、あるいは木棺直葬

と考えられる。測量作業中に採集された遺物の示す特徴は、この古墳が古墳時代中期中葉（五

世紀前・中葉）になることを示していた。

　今回は、墳丘の規模を確認するために東側の平坦面から斜面にかけて２箇所にトレンチを設

けて調査を実施した。その結果、墳丘部で葺石を確認することができたが、後世の撹乱等によ

り基底石やテラスは確認することが出来なかった。墳丘は黒色系土と赤茶色系土の２種の土を

０．３�前後の厚みで交互に積み重ねている。確認した墳丘盛土下面の標高は３７．１�である。こ

の基底部から墳丘を復原すると直径約２５�、高さ５．０�となる。丘陵側にあたる西側斜面や墳

頂部の様子が不明であるために規模は不確定である。出土遺物には埴輪、古墳時代の須恵器、

古代の土師器、瓦片がある。前回の測量調査以降の経年変化によって墳丘本来の形状を失いつ

つある。規模の確定と地形の保全が望まれるところである。 （松崎俊郎）

 

― ２８ ―

調査地全景（東から）



― ２９ ―

南
条
３
号
墳
地
形
測
量
図
（
１：
４０
０
）



（１４）南条遺跡第４次調査（６ＮＪＡＮＪ－４地区）  物  集  女 
も ず め

 町 
ちょう

 南 
なん

 条 
じょう

～南条遺跡（北西部）～

　調査地は向日丘陵東側斜面裾付近の段丘中位面に位置する。標高は約３２�付近である。今回

の調査は、弥生時代後期と奈良時代の集落、および南条古墳群に関わる遺構の確認がおもな目

的となった。当該箇所は南条遺跡第１次調査地点の北西約７０�に位置する。第１次調査では奈

良時代の遺物が確認されていたことから、その時期の遺構が周辺に展開している可能性が想起

された。

　調査の結果、奈良時代頃の須恵器を含む土壙を確認することができ、これに小柱穴６基（Ｓ

Ｐ０４０８～１３）が伴う可能性が考えられた。調査面積は狭小であったが、奈良時代頃の遺構がは

じめて確認された。土壙については、規模と形状か

ら柱掘り方とする見方も可能である。しかし、柱痕

が判然とせず、他に同様な遺構が確認されなかった

ことから、その可能性を指摘するにとどめておく。

南条遺跡の広がりやその性格については判然としな

い点が多く、その究明に向けて継続的な調査の実施

が期待される。 （梅本康広）

　文献：『向日市埋蔵文化財調査報告書－第７９集－（２００８）』

 

― ３０ ―

調査地周辺地形図（１：１０００）

調査地全景（南から）

調査地平面図（１：１００）



（１５）立会調査

　平成１９（２００７）年度は、１４０件の立会調査を実施した。前年度と比較して９４件減少した。主

な成果として、朝堂院西第四堂の史跡整備に伴う工事立会の調査概要を記す。

 

― ３１ ―

平成１９（２００７）年度工事立会一覧表



― ３２ ―



― ３３ ―



― ３４ ―



― ３５ ―



― ３６ ―



　向日市立会第０７００４次（７ＡＮＥＨＪ地区）  鶏  冠  井 
か い で

 町 
ちょう

 秡 
はらい

 所 
じょ

　～朝堂院東第一堂～

　調査地は標高３１�付近の段丘中位面に位置する。長岡京の復原では、朝堂院東第一堂の北西

部に相当する。本調査は、平成１８年１１月に保存目的の範囲内容確認調査（宮第４５４次）を実施

した開発対象地での、個人住宅建設に伴う立会調査である。地盤改良工事と併行しての調査と

なったため、主に土層断面の観察記録を行った。調査の結果、東壁の北半で宮第６次調査にお

けるトレンチの掘り方の下位より、地覆石抜き取り溝ＳＤ４５４０１が確認された。宮第４５４次調査

地点の検出位置と一致する。幅０．８�以上、深さ約０．２�、断面は皿形を呈する。埋土は橙色粘

質シルトである。遺物は確認されなかった。この北側では、南北３．５�の範囲で礫敷に伴う構

築土としてにぶい黄灰色粘質シルトが厚さ０．１５～

０．２５�で遺存していた。平瓦や凝灰岩の小片が多く

含まれていた。宮第４５４次調査では礫敷の厚みを確

認するまでには至らなかったが、今回それを確認す

ることができた。また、整地土は段丘面が高い南側

に分布し、一段低い地覆石抜き取り溝の北側には確

認されないことがわかり、基壇の周縁は段丘面が低

い可能性が考えられる。 （梅本康広）

 

― ３７ ―

調査地平・断面図（１：６００、１：２００）

調査地全景（北西から）



１　役職員名簿（平成１０年４月１日～平成２０年３月３１日）
（１）役　員

〔理　事　長〕

奥村　將治（向日市教育委員会教育長） 平成８年１０月８日～平成１２年３月３１日

小林　喜和（向日市教育委員会企画主幹） 平成１２年４月１日～平成１６年３月３１日

奥村　將治（向日市教育委員会教育長） 平成１６年４月１日～在任中

〔副理事長〕

脇田　元應（前向日市教育委員長） 平成８年４月１日～平成１４年３月３１日

齋藤　和也（向日市文化財調査事務所長） 平成１７年１２月１日～平成１９年３月３１日

木下　幸男（向日市文化財調査事務所長） 平成１９年４月１日～在任中

〔常務理事〕

元部　　満（向日市文化財調査事務所長） 平成５年７月１日～平成１１年６月３０日

咲本　　陽（向日市文化財調査事務所長） 平成１１年７月１日～平成１３年６月３０日

藤井　晴夫（向日市文化財調査事務所長） 平成１３年７月１日～平成１５年６月３０日

國下多美樹（（財）向日市埋蔵文化財センター事務局長） 平成１５年７月１日～在任中

〔理　　事〕

草木俊次郎（前向日市教育委員） 平成９年４月１日～平成１２年３月３１日

小林　英三（前向日市農業委員会会長） 昭和６３年４月１日～平成１６年３月３１日

鎌田　元一（京都大学教授） 昭和６３年４月１日～平成１９年２月２日

高野　昌司（向日市文化財保護審議会委員） 平成６年４月１日～平成１７年９月３０日

和田　晴吾（立命館大学教授） 昭和６３年４月１日～在任中

中谷　雅治（（財）京都府埋蔵文化財調査研究ｾﾝﾀｰ理事）平成１４年１０月１日～平成２０年３月３１日

小林　喜和（向日市教育委員会教育次長） 平成１１年７月１日～平成１２年３月３１日

　　　　　（前向日市文化財調査事務所長） 平成１６年４月１日～在任中

山岸　常人（京都大学大学院准教授） 平成１９年５月２１日～在任中

吉川　真司（京都大学大学院准教授） 平成１９年５月２１日～在任中

澤　　信一（向日市企画財政部長） 平成９年４月１日～平成１４年９月３０日

林田　　寛（向日市教育委員会教育次長） 平成９年４月１日～平成１１年６月３０日

山本　榮二（向日市教育委員会教育次長） 平成１２年４月１日～平成１４年９月３０日

山田　昌憲（向日市教育委員会教育次長） 平成１４年１０月１日～平成１５年６月３０日

辻　　正春（向日市教育委員会教育次長） 平成１５年７月１日～平成１６年６月３０日

西　　博三（向日市教育委員会教育次長） 平成１６年７月１日～平成１７年３月３１日

矢崎久美子（向日市教育委員会教育次長） 平成１７年４月１日～平成２０年３月３１日

― ３８ ―

�　向日市埋蔵文化財センター１０年のあゆみ



〔監　　事〕

岡�　　正（向日市収入役） 平成３年７月１日～平成１１年６月３０日

山口　勝之（向日市収入役） 平成１１年７月１日～平成１４年９月３０日

杉本　　博（向日市財政課長） 平成３年７月１日～平成１４年９月３０日

澤　　信一（向日市企画財政部長） 平成１４年１０月１日～平成１５年６月３０日

杉本　　博（向日市企画財政部長） 平成１５年７月１日～平成１６年６月３０日

岡�　雄至（向日市総務部長） 平成１６年７月１日～平成２０年３月３１日

長谷川恒雄（元京都銀行支店長） 平成１４年１０月１日～平成１６年３月３１日

川勝　宣郎（元京都銀行経営相談所所長・ 平成１６年４月１日～在任中

　　　　　　　　　元（株）写真化学監査役）

（２）職　員

〔事務局長〕

元部　　満　　平成５年７月１日～平成１１年６月３０日

咲本　　陽　　平成１１年７月１日～平成１３年６月３０日

藤井　晴夫　　平成１３年７月１日～平成１５年６月３０日

國下多美樹　　平成１５年７月１日～在職

〔次長〕

國下多美樹　　平成１０年４月１日～平成１５年６月３０日

〔総務係〕

係　長　國下多美樹　平成１０年４月１日～在職（兼任）

主　事　木尾　裕美　平成２年４月１日～平成１２年３月３１日（平成５年４月１日職員採用）

主　事　高林　美香　平成９年４月１日～在職

　　　　　　　　　　（平成１２年１０月１日職員採用、平成１３年４月１日より現職）

〔調査係〕

係　長　國下多美樹　平成７年４月１日～平成１６年３月３１日（兼任）

係　長　松崎　俊郎　昭和６３年４月１日～在職（平成１６年４月１日より現職）

主　任　中塚　　良　昭和６３年４月１日～在職

　　　　　　　　　　（平成２年４月１日職員採用、平成１８年４月１日より現職）

　　　　　　　　　　（平成１９年９月１日～平成２０年８月３１日、向日市文化資料館派遣）

主　任　梅本　康広　平成６年４月１日～在職（平成１８年４月１日より現職）

主　任　中島　信親　平成６年４月１日～在職（平成１８年４月１日より現職）

嘱　託　山口　　均　平成９年４月１日～平成１８年３月３１日

 

― ３９ ―



２　事業の概要
（１）発掘・立会調査事業

�事業費の推移 

― ４０ ―



�発掘調査面積と調査件数の推移 

― ４１ ―



�　整理報告事業（※執筆者所属は当時）

平成１０（１９９８）年度

向日市埋蔵文化財調査報告書第４７集

　　　　　　　（３３８頁、図版１２６頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第４９集　編集

　長岡京跡ほか（１６８頁、図版６４頁）

　寺戸大塚古墳（１９８頁、図版３２頁）

　付論　奥田　尚（八尾市立曙川小学校）

　　　　「寺戸大塚古墳前方部竪穴式石郭の

　　　　　　　　使用石材とその採取推定地」

　　　　　　　　　　　　　　（１２１－１２３頁）

　　　　奥田　尚（八尾市立曙川小学校）「寺戸大塚古墳前方部竪穴式石郭の棺床粘土の砂礫と

 その採取推定地」（１２５頁）

　　　　奥田　尚（八尾市立曙川小学校）「寺戸大塚古墳出土埴輪の砂礫とその採取推定地」（１２７－１２９頁）

　　　　中川正人（滋賀県文化財保護協会）「寺戸大塚古墳出土漆製品の材質と技法」（１３１－１３４頁）

　　　　佐々木憲一（国際日本文化研究センター）「寺戸大塚古墳の墳丘形態の意義」（１３５－１３７頁）

　　　　藤井康隆（立命館大学大学院）「向日丘陵前期古墳群の竪穴式石槨について」（１３９－１５５頁）

　　　　廣瀬　覚（立命館大学大学院）「寺戸大塚古墳出土の埴輪をめぐって」（１５７－１７０頁）

　　　　中塚　良「寺戸大塚古墳・前方部竪穴式石槨の構築プロセスの分析」（１７１－１８８頁）

　　　　梅本康広「寺戸大塚古墳前方部竪穴式石郭の構造」（１８９－１９８頁）

（財）向日市埋蔵文化財センター年報　都城№１０・付載　設立１０周年記念論文集・長岡京条坊復原図

　付載　梅本　康広「御塔道古墳の埴輪とその意義

 ～向日丘陵古墳群とその周辺古墳の基礎研究～（２）」（３９－７２頁）

　　　　中塚　　良「横穴式石室解体調査法の展開と活用―物集女車塚古墳を例に―」（７３－１００頁）

　　　　國下多美樹「都城と塵芥～塵芥にみる古代都市の論理～」（１０１－１２２頁）

　　　　中島　信親「長岡京出土瓦集成―型式と分布から―」（１２３－１４６頁）

　　　　山口　　均「律令祭祀のなかの木製祭祀具～陽物形木製品を中心として～」（１４７－１６４頁）

　　　　山中　　章「斎宮の交通体系～方形地割交差点の優先関係～」（１６５－１８６頁）

　　　　松崎　俊郎「向日市　中福知遺跡について」（１８７－２００頁）

　　　　吉川　真司「長岡宮時代の朝庭儀礼―宝幢遺構からの考察―」（２０１－２１８頁）

　　　　高野　昌司「即位の大礼と宝幢」（２１９－２３０頁）

　　　　鎌田　元一「新任国司への給粮と養老八年格」（２３１－２４２頁）

　　　　清水　みき「律令政府と告知札」（２４３－２７０頁）

　　　　足利　健亮「歴史地理学からみた廃都と建都」（講演録）（２７１－２９６頁）

 

― ４２ ―



平成１１（１９９９）年度

向日市埋蔵文化財調査報告書第５０集　長岡京跡ほか（１１４頁、図版４８頁）

　　　　　　　　　　　　　　　　　寺戸大塚古墳（１９２頁、図版２４頁）編集

　付論　廣瀬　覚（立命館大学大学院）「寺戸大塚古墳における埴輪生産組織復原に向けての予察」

 （１１９－１４４頁）

　　　　伝田郁夫（明治大学大学院）「寺戸大塚古墳埴輪小考」（１４５－１５０頁）

　　　　中塚　良「寺戸大塚古墳・外部施設構築プロセスの分析」（１５１－１８０頁）

　　　　國下多美樹「集落からみた寺戸大塚古墳」（１８１－１９１頁）

（財）向日市埋蔵文化財センター年報　都城№１１　

　　研究報告　國下多美樹「長岡京研究１００年～長岡京遺跡学の提唱～」（４９－９０頁）

平成１２（２０００）年度

向日市埋蔵文化財調査報告書第５１集（第１分冊）長岡京跡ほか（１１１頁、図版４８頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第５１集（第２分冊）芝ヶ本遺跡（１０４頁、図版４０頁）

　付論　宮本真二（滋賀県立琵琶湖博物館）・國下多美樹・中塚良

 「長岡京域における古墳時代の古環境と遺跡立地」（１４頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第５２集　長岡京跡ほか（２１３頁、図版６４頁）編集

（財）向日市埋蔵文化財センター年報　都城№１２

　　研究報告　佐藤泰弘（甲南大学）「桓武朝の復古と革新」（６３－７４頁）

　　　　　　　山口均「出土琴にみる地域的諸相」（７５－９３頁）

平成１３（２００１）年度

向日市埋蔵文化財調査報告書第４８集　宝菩提院廃寺瓦窯跡（１０８頁、図版２４頁）

　付論　古閑　正浩（大山崎町教育委員会）「桂川右岸域における飛鳥・白鳳時代の須恵器編年」

 （８５－９８頁）

　　　　新倉　香（帝塚山大学）「宝菩提院廃寺の造瓦技術の系譜について」（９９－１０８頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第５３集　長岡京跡二条大路ほか（２６８頁、図版９４頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第５４集　長岡京跡ほか（１７８頁、図版５６頁）編集

向日市埋蔵文化財調査報告書第５５集　長岡京跡左京北一条三坊二町（２７３頁、図版４８頁）

　付論　國下多美樹「東院西外郭出土土器の様式的特徴について」（２１７－２２６頁）

　　　　中島　信親「東院出土の「寺院系」長岡宮式軒瓦」（２２７－２３７頁）

　　　　（株）古環境研究所・梅本康広・中塚良

　　　　　　　　　「長岡京跡左京第４３５次調査地・「東院」における自然科学分析」（２３９－２６８頁）

（財）向日市埋蔵文化財センター年報　都城№１３

　　研究報告　松崎俊郎「都城出土の古代銭貨（２）」（６５－７４頁）

寺戸大塚古墳の研究Ⅰ（向日丘陵古墳群調査研究報告）第１分冊　第６次調査報告編（２４３頁、図版２０頁）

第２分冊　前方部副葬品研究編（１４５頁､図版３６頁）

― ４３ ―



　第１分冊付論

　　　　奥田　尚（八尾市立曙川小学校）「寺戸大塚古墳前方部竪穴式石槨の使用石材とその採取推定地」

 （１２１－１２３頁）

　　　　奥田　尚（八尾市立曙川小学校）「寺戸大塚古墳前方部の葺石の石種」（１２５－１２７頁）

　　　　奥田　尚（八尾市立曙川小学校）「寺戸大塚古墳前方部竪穴式石槨の棺床粘土の砂礫と

 その採取推定地」（１２７頁）

　　　　奥田　尚（八尾市立曙川小学校）「寺戸大塚古墳出土埴輪の砂礫とその採取推定地」（１２９－１３１頁）

　　　　中川正人（滋賀県文化財保護協会）「寺戸大塚古墳出土漆製品の材質と技法」（１３３－１３６頁）

　　　　佐々木憲一（国際日本文化研究センター）「寺戸大塚古墳の墳丘形態の意義」（１３７－１３９頁）

　　　　藤井康隆（立命館大学大学院）「向日丘陵前期古墳群の竪穴式石槨について」（１４１－１５７頁）

　　　　廣瀬　覚（立命館大学大学院）「寺戸大塚古墳出土の埴輪をめぐって」（１５９－１７２頁）

　　　　中塚　良「寺戸大塚古墳・前方部竪穴式石槨の構築プロセスの分析」（１７３－１９０頁）

　　　　梅本康広「寺戸大塚古墳前方部竪穴式石槨の構造」（１９１－２００頁）

　　　　河野一隆（（財）京都府埋蔵文化財調査研究センター）「前方後円墳の空間分析」（２０１－２１６頁）

　　　　辰巳和弘（同志社大学歴史資料館）「円筒埴輪の線刻絵画考」（２１７－２４１頁）

平成１４（２００２）年度

向日市埋蔵文化財調査報告書第５６集　長岡京跡左京二条二坊十町（１４６頁、図版４４頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第５７集　長岡京跡・久々相遺跡（２３０頁、図版３２頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第５８集（第１分冊）長岡京跡（２１６頁、図版２８頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第５８集（第２分冊）長岡京跡・笹屋遺跡（１６０頁、図版４３頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第５８集（第３分冊）中海道遺跡（５０頁、図版１４頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第５９集　長岡京跡ほか（１９０頁、図版５６頁）編集

長岡京北一条三坊二町　向日市埋蔵文化財調査報告書　第５５集　改訂版（２７３頁、図版５６頁）

（財）向日市埋蔵文化財センター年報　都城№１４　

　　研究報告　國下多美樹・中塚良「長岡宮の地形と造営～丘と水の都～」（５３－８８頁）

　　　　　　　　　　　　　　　　付図『長岡宮域地形図・遺構分布図（１�２５００）』

平成１５（２００３）年度

向日市埋蔵文化財調査報告書第６０集　久々相遺跡・中海道遺跡（３１０頁、図版９６頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第６１集　長岡京跡・物集女車塚周辺遺跡（２９０頁、図版８８頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第６３集（１５８頁、図版４４頁）編集

向日市埋蔵文化財調査報告書第６２集（第１分冊）長岡京跡ほか（２１９頁、図版８０頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第６２集（第２分冊）長岡宮春宮坊跡（１１２頁、図版２０頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第６２集（第３分冊）久々相遺跡（３６頁、図版８頁）

長岡京跡発掘調査研究所調査報告書　長岡宮跡（１５８頁、図版６３頁）

長岡京跡発掘調査研究所調査報告書　長岡京跡・東土川西遺跡・修理式遺跡（２７０頁、図版８８頁）

― ４４ ―



（財）向日市埋蔵文化財センター年報　都城№１５

　　研究報告　梅本康広「妙見山古墳の行方～向日丘陵古墳群とその周辺古墳の基礎研究～（３）」（６９－９１頁）

平成１６（２００４）年度

向日市埋蔵文化財調査報告書第６４集（第１分冊）長岡京跡ほか（３０２頁、図版５８頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第６４集（第２分冊）宝菩提院廃寺湯屋跡（１９８頁、図版３２頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第６５集（第１分冊）長岡京跡ほか（１４４頁、図版３６頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第６５集（第２分冊）長岡京跡左京二条条間大路・東二坊大路（２４４頁、図版５２頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第６６集　長岡宮「北苑」・宝幢遺構（２８２頁、図版９０頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第６７集　長岡京跡・中海道遺跡（７５頁、図版３０頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第６８集　長岡京跡ほか（２５０頁、図版４８頁）編集

（財）向日市埋蔵文化財センター年報　都城№１６　

　　研究報告　中島信親「長岡京古瓦聚成（補遺編）前編」（５７－８４頁）

平成１７（２００５）年度

向日市埋蔵文化財調査報告書第７０集（第１分冊）長岡宮「東面北門」・宝菩提院廃寺（１３７頁、図版３２頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第７０集（第２分冊）久々相遺跡・修理式遺跡・南条遺跡（１７４頁、図版３３頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第７１集　長岡京跡・修理式遺跡・中海道遺跡（１９８頁、図版４８頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第７２集　長岡京跡ほか（１４３頁、図版３９頁）編集

向日市埋蔵文化財調査報告書第７３集　長岡京跡左京二条二坊十四町・鶏冠井遺跡（２５頁、図版８頁）

（財）向日市埋蔵文化財センター年報　都城№１７　

　　研究報告　中島信親「長岡京古瓦聚成（補遺編）後編」（５５－７４頁）

平成１８（２００６）年度

向日市埋蔵文化財調査報告書第７４集　長岡宮跡第二次内裏「東宮」西外郭・長岡京跡左京三条条間北小路

 （２３８頁、図版６９頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第７６集　長岡宮跡ほか（１９０頁、図版３９頁）編集

（財）向日市埋蔵文化財センター年報　都城№１８

　　研究報告　松崎俊郎「都城出土の古代銭貨（２）」（４５－５６頁）

平成１９（２００７）年度

向日市埋蔵文化財調査報告書第７５集　長岡宮「翔鸞楼」・修理式遺跡（２２８頁、図版７７頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第７７集　長岡京跡左京二条三坊・三条二坊（２１０頁、図版３７頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第７８集　長岡京跡・笹屋遺跡（１０４頁、図版３２頁）

向日市埋蔵文化財調査報告書第７９集　長岡京跡ほか（１０９頁、図版３７頁）編集

（財）向日市埋蔵文化財センター年報　都城№１９　

　　研究報告　國下多美樹「長岡京条坊遺構一覧」（５３－６８頁） 
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（２）普及啓発事業

�現地説明会・展示会等

平成１０（１９９８）年度

６月１５日（月） 現地説明会 物集女城跡第５次（物集女町中条）

９月５日（土） 現地説明会 寺戸大塚古墳第６次（寺戸町芝山）

１１月７日（土） 設立１０周年記念特別展「桓武天皇の考古学」～１２月６日（日）　 向日市文化資料館

１１月８日（日） 設立１０周年記念特別講演会「桓武朝の色彩～黒・白・緑の器～」

  　　　　　　山中章氏（三重大学）　 向日市文化資料館

１１月１５日（日） 設立１０周年記念特別講演会「桓武朝の復古と革新」

  　　　　　　佐藤泰弘氏（甲南大学）　 向日市文化資料館

３月７日（日） スライド会　 「スライドでみる乙訓の発掘」（共催）

  主催：乙訓文化財事務連絡協議会　大山崎町中央公民館

３月２７日（土） 現地説明会 長岡宮跡第３７３次　長岡宮宮城東面北第一門（森本町下森本）

平成１１（１９９９）年度

５月２３日（日） 現地説明会 長岡京跡左京第４２１次　東三坊坊間西小路・東二坊大路（森本町佃）

６月９日（水） 現地説明会 長岡京跡右京第６３７次　右京二条二坊九町（寺戸町大牧）

７月９日（金） 報道提供 長岡京跡左京第４２８次（物忌木簡）

  左京三条三坊一・二町、鶏冠井清水遺跡（鶏冠井町清水）

９月４日（土） 現地説明会 寺戸大塚古墳第７次（寺戸町芝山）

９月１０日（金） 報道提供 寺戸大塚古墳第６次　埴輪棺線刻人面画（寺戸町芝山）

９月１１日（日） 速報展‘９９ ～１０月９日（日）　 向日市文化資料館

９月１１日（日） 講演会 「向日丘陵の古墳と鏡」

  森下章司氏（京都大学）　 向日市文化資料館

９月１８日（日） 講演会 「都城にとって門とは何か」

  岩永省三氏（奈良国立文化財研究所）　 向日市文化資料館

９月２４日（金） 報道提供 長岡京跡左京第４３１次　東土川西遺跡出土木製品（森本町佃）

１２月４日（土） 現地説明会 長岡京跡左京第４３７次

  左京三条二坊三・六町、東二坊坊間西小路（上植野町五ノ坪）

１月２９日（土） 現地説明会 長岡京跡左京第４３３次　左京三条二坊十三・十四町、三条三坊三・四町、

  東二坊大路、三条条間南小路、鶏冠井清水遺跡（上植野町尻引）

２月５日（土） 現地説明会 長岡京跡左京第４３５・４３６次　左京北一条三坊二町・三町（森本町戌亥）

３月５日（日） スライド会 「スライドでみる乙訓の発掘」（共催）

  主催：乙訓文化財事務連絡協議会　長岡京市立産業文化会館

３月２６日（日） 現地説明会 長岡宮跡第３８４次～長岡宮大極殿閤門～（鶏冠井町秡所）
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平成１２（２０００）年度

６月１０日（土） 長岡京東院木簡速報展　～６月２９日（木）　 向日市文化資料館

８月２５日（金） 報道提供 長岡宮跡第３３１次　長岡宮第二次内裏西外郭（鶏冠井町秡所）

１０月６日（金） 報道提供 長岡宮跡第３９０・３９２次　長岡宮北辺官衙（南部）、

  宮内北一条大路・宮内朱雀大路、殿長遺跡（寺戸町殿長）

１１月１１日（土） 速報展２０００―２０世紀の考古学―　～１２月３日（日）　 向日市文化資料館

１１月２５日（土） 講演会 「長岡宮内裏と東院跡」

  橋本義則氏（山口大学）　 向日市文化資料館

１１月２６日（日） 講演会 「物忌札と穢札―古代の禁忌と立札―」

  西山良平氏（京都大学）　 向日市文化資料館

１２月８日（金） 現地説明会 物集女城跡第６次　物集女城跡南土塁（物集女町中条）

１２月１２日（水） 地元説明会 長岡宮跡第３９９次

  朝堂院北西官衙、近世「向日町」遺跡（鶏冠井町楓畑）

１月１８日（木） 地元説明会 長岡宮跡第４０２次　朝堂院南方官衙（上植野町南開）

２月１７日（土） 地元説明会 長岡京跡右京第６８９次　右京一条二坊七町（寺戸町古城）

３月４日（日） スライド会 「スライドでみる乙訓の発掘」（共催）

  主催：乙訓文化財事務連絡協議会　向日市文化資料館

３月１８日（日） 現地説明会 長岡京跡右京第６９３次　右京一条二坊七町（寺戸町古城）

３月１８日（日） 地元説明会 修理式遺跡第６次　修理式遺跡南部（寺戸町修理式）

平成１３（２００１）年度

７月１５日（日） 現地説明会 長岡京跡左京第４６３・４６４次　

  北京極大路・北一条二坊四町、野田遺跡（森本町野田）

８月２日（木） 地元説明会 南条遺跡第３次　南条遺跡南東部（物集女町南条）

９月２９日（土） 速報展 ‘０１長岡京の国家祭祀～寺戸町・古城から～　

  ～１０月２８日（日）　 向日市文化資料館

９月３０日（日） 体験教室 土馬づくり体験教室　向日市文化資料館

１０月１４日（日） 講演会 「古代の都城とマツリ」

  上村和直氏（（財）京都市埋蔵文化財研究所）　 向日市文化資料館

１２月１日（金） 現地説明会 長岡宮跡第４０９次　長岡宮朝堂院南門・西第四堂（鶏冠井町山畑）

２月２５日（月） 現地説明会 久々相遺跡第７次　久々相遺跡西縁、長岡宮「北苑」、

  乙訓郡十一条十里二十八坪（寺戸町山縄手）

２月２８日（木） 現地説明会 物集女車塚周辺第８次　物集女車塚周辺遺跡北東部（物集女町豆尾）

３月３日（日） スライド会 「スライドでみる乙訓の発掘」（共催）

  主催：乙訓文化財事務連絡協議会　大山崎町ふるさとセンター

３月１９日（火） 現地説明会 物集女城跡第７次　

  物集女城西外郭、中海道遺跡中央部（物集女町中条） 
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平成１４（２００２）年度

６月１３日（日） 現地見学会 久々相遺跡第８次　久々相遺跡南端、長岡京「北苑」、

  乙訓郡十一条十里三十三坪（寺戸町久々相）

７月１７日（水） 現地見学会 長岡京跡左京第４７４次　

  左京三条二坊四町、三条大路、乙訓郡八条十里三十三坪（上植野町後藤）

８月２９日（木） 現地見学会 長岡宮跡第４１６次　長岡宮朝堂院北方官衙、森本遺跡（寺戸町東野辺）

９月１３日（土） 現地見学会 物集女城跡第８次　物集女城西外郭、中海道遺跡東部（物集女町中条）

１０月１２日（水） 現地説明会 長岡京跡左京第４７３次（第１回）東二坊大路・二条条間大路交差点、

  左京二条二坊十五町・二条三坊二町、鶏冠井遺跡（鶏冠井町馬司）

１１月３日（日） 現地見学会 物集女城跡第９次　物集女城西外郭、中海道遺跡東部（物集女町中条）

１２月１４日（土） 現地説明会 長岡京跡左京第４７３次（第２回）

２月２２日（土） 現地説明会 長岡京跡右京第７５５・７６２次　

  右京北一条二坊一町、西一坊大路、宝菩提院廃寺（寺戸町西垣内）

２月２７日（木） 現地説明会 長岡宮跡第４２１次　長岡宮北辺官衙北部（寺戸町古城）

３月２日（日） スライド会 「スライドでみる乙訓の発掘」（共催）

  主催：乙訓文化財事務連絡協議会　長岡京市立産業文化会館

平成１５（２００３）年度

５月９日（金） 現地見学会 長岡宮跡第４２２次　朝堂院南方官衙（上植野町山ノ下）

７月１０日（土） 現地説明会 久々相遺跡第１０次

  久々相遺跡南端部、長岡京「北苑」、東一坊大路東側溝（寺戸町久々相）

７月１２日（土） 現地説明会 長岡宮跡第４２３次　朝堂院北方官衙・森本遺跡（寺戸町東野辺）

８月３１日（日） 現地説明会 修理式遺跡第７・８次　修理式遺跡南部（寺戸町修理式）

１１月２５日（土） 報道提供 長岡京跡左京第４８６次　

  左京二条二坊十町・十一町、鶏冠井遺跡（鶏冠井町七反田）

１月２４日（土） 速報展示 ～２月２９日（日）長岡京跡左京第４８６次出土　折敷　向日市文化資料館

２月１４日（土） 現地説明会 長岡宮跡第４３０次　長岡宮宝幢跡（鶏冠井町秡所）　

３月７日（日） スライド会 「スライドでみる乙訓の発掘」（共催）

  主催：乙訓文化財事務連絡協議会　向日市文化資料館

平成１６（２００４）年度

６月２４日（木） 地元説明会 長岡宮跡第４３１次　北方官衙北部（寺戸町梅ノ木）

９月２５日（土） 地元説明会 長岡宮跡第４３３次　朝堂院北西官衙（向日町北山）

７月１日（木） 現地見学会 長岡京跡左京第４９１次

  左京二条二坊八町、二条条間大路（鶏冠井町八ノ坪）
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７月１０日（土） 現地見学会 長岡京跡左京第４９１次

  左京二条二坊八町、二条条間大路（鶏冠井町八ノ坪）

７月１日（木） 報道提供 長岡京跡左京第４９２次出土　「長岡」銘墨書土器　

  左京一条三坊二町（森本町佃）

２月２０日（日） 埋蔵文化財セミナー（共催）　 長岡京発掘五十年記念事業　京都三都物語

  「恭仁・長岡・平安京」―長岡京発掘五十年を機に三都の姿を復元する―

  主催：乙訓文化財事務連絡協議会・（財）京都府埋蔵文化財調査研究センター

  長岡京市中央公民館

３月２１日（月） 現地説明会 長岡宮跡第４３７次　朝堂院南面回廊、乙訓郡衙跡（鶏冠井町山畑）

平成１７（２００５）年度

８月９日（火） 現地見学会 長岡宮跡第４４１次　北辺官衙跡（寺戸町初田）

９月１６日（金） 現地見学会 長岡宮跡第４４１次　北辺官衙跡（寺戸町初田）

１０月３０日（日） 現地説明会 長岡宮跡第４４３～４４５次　翔鸞楼跡（上植野町南開）

３月５日（日） スライド会 「スライドでみる乙訓の発掘」（共催）

  主催：乙訓文化財事務連絡協議会　長岡京市立産業文化会館

３月１２日（日） 現地説明会 長岡宮跡第４５０次　内裏正殿跡（鶏冠井町東井戸）

平成１８（２００６）年度

５月２８日（日） 現地見学会 野田遺跡第９次（森本町野田）

５月３０日（火） 現地見学会 野田遺跡第９次（森本町野田）

７月２８日（日） 現地見学会 長岡宮跡第４５２次　朝堂院（鶏冠井町秡所）

２月１７日（土） 現地説明会 元稲荷古墳第３次（向日町北山）

２月２５日（日） スライド会 「スライドでみる乙訓の発掘」（共催）

  主催：乙訓文化財事務連絡協議会　向日市民会館

３月１１日（日） 地元説明会 長岡京跡左京第５２０次　左京二条二坊十町（鶏冠井町八ノ坪）

平成１９（２００７）年度

９月９日（日） 地元説明会 長岡京跡左京第５２１次　左京四条一坊十三・十四町（上植野町落堀）

１０月１４日（日） 講演会ほか 京都三都物語「長岡京」（共催）

  主催：京都渡来文化ネットワーク会議　長岡京市中央公民館

２月４日（月） 地元説明会 南条古墳群第４次　南条３号墳（物集女町南条）

２月１６日（土） 現地説明会 元稲荷古墳第４次（向日町北山）

２月２３日（土） 現地説明会 長岡京跡左京第５２４次　

  二条条間南小路・東三坊坊間西小路、鶏冠井遺跡（鶏冠井町石橋）

２月２３日（土） 現地説明会 長岡京跡左京第５２５次　一条大路・東二坊坊間東小路交差点、

  鶏冠井遺跡、石田遺跡（鶏冠井町十相）

― ４９ ―



２月２３日（土） 史跡めぐり 朝堂院跡、大極殿・閤門・宝幢跡、内裏跡、春宮坊、二条二坊十町離宮跡

３月２日（日） スライド会 「スライドでみる乙訓の発掘」（共催）

  主催：乙訓文化財事務連絡協議会　大山崎ふるさとセンター

�継続事業

○展示

　発掘調査成果の速報展示のほか、普及事業の成果を随時公表している。

・向日市文化資料館

・サテイミニミュージアム

　向日町サティの協力により、平成１０年度、同店舗２階売場飲食コーナーに設置された。

・キリン物流（株）事務所エントランスホール

キリン物流株式会社の協力により、同事務所建設時の発掘調査（左京第４７３次）で出土した長岡京期遺

物を平成１５年度から常設展示している。

○リーフレットの刊行

　平成１１年度　『永都』ｖｏｌ．１（Ａ４判）　 　　　平成１６年度　『永都』ｖｏｌ．６（Ａ４判）

　平成１２年度　『永都』ｖｏｌ．２（Ａ４判）　 　　　平成１７年度　『翔鸞楼』（Ａ４判、受託事業）

　平成１３年度　『永都』ｖｏｌ．３（Ａ４判）　 　　　平成１８年度　『永都』ｖｏｌ．７（Ａ４判）

　平成１４年度　『永都』ｖｏｌ．４（Ａ４判）　 　　　平成１９年度　『永都』ｖｏｌ．８（Ａ４判）

　平成１５年度　『永都』ｖｏｌ．５（Ａ４判）

　

○ホームページ

平成１６年度に開設。現地説明会等の情報を発信する他、事業報告、運営状況を公開している。

�市民考古学講座の受託

向日市の委託を受け、平成１６年度より市民考古学講座を開講している。

平成１６年度「わが町の遺跡」（講座１２回、講演会１回）

　　　　　　講演　１０月１０日（日）「長岡京時代の人口」鎌田元一氏（京都大学教授・理事）

平成１７年度「体感　わが町の遺跡」（講座１２回、講演会１回）

　　　　　　講演　２月２６日（日）「年輪年代学と歴史学」光谷拓実氏（奈良文化財研究所）

平成１８年度「くらしと考古学」（講座１２回、講演会２回）

　　　　　　講演　１０月１日（日）「日本人と風呂」大場修氏（京都府立大学）

　　　　　　　　　３月１８日（日）「トイレと人間」山崎達雄氏（日本下水文化研究会）

平成１９年度「ものづくり」（講座・見学会１２回、うち、外部講師２回）

　　　　　　外部講師　６月２４日（日）　 木立雅朗氏（立命館大学）

　　　　　　　　　　　１月２７日（日）　 山本清一氏（山本瓦工業株式会社）

― ５０ ―
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表表紙　写真上段右：長岡京跡左京四条一坊十三町の堀立柱建物（北から） 

　　　　　　　　（上植野町落堀、左京第５２１次） 

　　　　　　上段左：長岡京跡左京二条二坊九町の一条大路南側溝（西から） 

　　　　　　　　（鶏冠井町十相、長岡京跡左京第５２５次） 

　　　　　　下段右：元稲荷古墳東側くびれ部の葺石（東から） 

　　　　　　　　（向日町北山、元稲荷古墳第４次） 

　　　　　　下段左：南条３号墳墳丘東側の葺石（南東から） 

　　　　　　　　（物集女町南条、南条古墳群第４次） 

裏表紙　写真：長岡宮北辺官衙（北部）出土土器 

　　　　　　　　（寺戸町西垣内、長岡宮跡第４５８次） 




