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Ⅰ　平成 25（2013）年度の組織及び事業概要

１　組織及び役職員名簿（平成 26年３月 31日現在）
（１）組織

（２）役員

理 事 長　杉原　和雄　　大阪国際大学国際コミュニケーション学部教授

常務理事　松崎　俊郎　　（公財）向日市埋蔵文化財センター事務局長

理　　事　國下　多美樹　龍谷大学文学部特任教授

理　　事　鈴木　久男　　京都産業大学文学部教授

理　　事　山岸　常人　　京都大学大学院工学研究科教授

理　　事　吉川　真司　　京都大学大学院文学研究科教授

理　　事　渡辺　博　　　向日市文化財調査事務所所長

監　　事　物部　年孝　　向日市総務部長

監　　事　小東　武夫　　元京都銀行

（３）評議員

井上　満郎　京都市歴史資料館館長

奥野　義正　向日市教育委員会教育長

中小路　忠也　有限会社河忠代表取締役

早川　和子　考古イラストレーター

半田　信夫　京都新聞社会福祉事業団編集委員

和田　晴吾　立命館大学文学部教授

（４）職員

事務局長　松崎俊郎� 調査係／普及係　係長　梅本康広（本冊編集担当）

総務係　係長　松崎俊郎（兼務）� 　　　　　　　　主任　中塚　良

　　　　主査　高林美香� 　　　　　　　　主任　中島信親

＜理事会＞
理事長
常務理事１名
理事　　５名

監事２名

＜評議員会＞
評議員６名

事務局長
（常務理事）

総務係長・総務係（１名）

調査係長・調査係（３名）

普及係長・普及係（調査係と兼務）
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３　事業概要
（１）埋蔵文化財調査の受託と実施

①調査件数

○国庫補助対象事業の埋蔵文化財発掘調査業務　８件　（調査面積　447.0㎡、出土遺物８箱）

○公共事業に伴う埋蔵文化財発掘調査業務　２件　（調査面積　288.6㎡、出土遺物 10 箱）

○開発等に伴う原因者負担の埋蔵文化財調査業務　４件　（調査面積　678.0㎡、出土遺物 14 箱）

○国庫補助対象事業の詳細分布調査（177 件、別紙一覧表添付）

○開発等に伴う原因者負担の詳細分布調査（16 件）

②調査指導

〇五塚原古墳第３次調査　白石太一郎（近つ飛鳥博物館長）　　都出比呂志（大阪大学名誉教授）

　　　　　　　　　　　　廣瀬和雄（国立歴史民俗博物館名誉教授）　福永伸哉（大阪大学教授）

２　理事会の審議事項
１　評議員会

①定時評議員会　平成 25 年６月 25 日（火）

議案第１号　平成 24 年度事業報告及び収支決算について　　　 承認

議案第２号　役員の選任について　　　　　　　　　　　　　　可決

②展示説明会　平成 25 年 12 月 10 日（火）

財団設立 25 周年記念展示「桓武天皇の王宮」の展示説明会を開催した。

２　理事会

①５月定例理事会　平成 25 年５月 20 日（月）

議案第１号　平成 24 年度事業報告及び収支決算について　　　　　　　 承認

議案第２号　平成 25 年度定時評議員会の招集について　　　　　　　　 可決

②臨時理事会　平成 25 年 12 月 10 日（火）

議案第５号　平成 25 年度補正予算（第２号）　　　　　　　　　　　　　可決

議案第６号　備品の購入について　　　　　　　　　　　　　　　　　　可決

同日、財団設立 25 周年記念展示「桓武天皇の王宮」の展示説明会を開催した。

③３月定例理事会　平成 26 年３月 27 日（木）

議案第７号　平成 25 年度補正予算（第３号）　　　　　　　　　　　　　可決

議案第８号　財団設立 30 周年記念事業について　　　　　　　　　　　 可決

議案第９号　平成 26 年度事業計画及び収支予算について　　　　　　　 可決

議案第 10 号　発掘作業等安全衛生規則の改正について　　　　　　 継続審議

④理事会の決議を省略し、書面により同意を得た事項

議案第３号　平成 25 年度補正予算（第１号）　　　　平成 25 年９月 27 日可決

議案第４号　職員給与規程の一部改正について　　　平成 25 年９月 27 日可決
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　　　　　　　　　　　　　寺澤知子（神戸女子大学教授）

③現地説明会等

○五塚原古墳第３次調査　　現地説明会　平成 25 年８月 24 日（土）　参加者約 250 名

� 　報�道�提�供　平成 25 年８月 22 日（木）

　説明会、報道提供ともに五塚原古墳第４次調査を実施していた立命館大学と同時に開催した。

（２）書籍の刊行

　発掘・立会調査の成果を以下にまとめた。調査報告書は各 300 冊、年報は 500 冊を刊行した。また、

書籍の判型を報告書は 100 集、年報は 25 号からA４判に変更した。

○平成 22・23 年度の開発事業に伴う原因者負担の発掘調査の報告書

『向日市埋蔵文化財調査報告書』第 95 集��長岡京跡・南条遺跡・南条古墳群

〇平成 25 年度国庫補助事業に伴う発掘調査の報告書

『向日市埋蔵文化財調査報告書』第 100 集　長岡京跡ほか

○元稲荷古墳の総括的な発掘調査の報告書

『向日市埋蔵文化財調査報告書』第 101 集　元稲荷古墳

〇『平成 24 年度財団法人向日市埋蔵文化財センター年報　都城』25

（３）普及啓発事業

①　史跡長岡宮跡（朝堂院公園）の文化財案内員配置及び維持管理業務

　５名の案内員を配置し、史跡長岡宮跡の案内のほか、朝堂院公園案内所において埋蔵文化財の広報普

及活動を行った。平成 25 年度の案内所稼働日数は 345 日、来園者数は 6016 人であった。

平成 25年度の朝堂院公園案内所来所者数

平成 25 年度

来園者数
稼動日数

午前 午後 計（うち、団体）
4月 510 名 240 名 750 名（384 名） 30 日
5 月 652 名 212 名 864 名（513 名） 31 日
6 月 293 名 212 名 505 名（364 名） 30 日
7 月 120 名 93 名 213 名（95 名） 30 日
8 月 66 名 65 名 131 名（51 名） 24 日
9 月 309 名 327 名 636 名（472 名） 30 日
10 月 232 名 318 名 550 名（350 名） 31 日
11 月 441 名 397 名 838 名（508 名） 30 日
12 月 76 名 71 名 147 名（28 名） 24 日
1 月 189 名 100 名 289 名（143 名） 26 日
2 月 487 名 183 名 670 名（87 名） 28 日
3 月 290 名 133 名 423 名（423 名） 31 日
計 3,665 名 2,351 名 6,016 名（3,418 名） 345 日

平成 22 ～ 23 年度　合計 5,527 名 4,866 名 10,393 名（5,395 名） 571 日
平成 24 年度　合計 3,871 名 1,986 名 5,857 名（2,729 名） 340 日
累　　　　　 計 13,063 名 9,203 名 22,266 名（11,542 名） 1,256 日
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②　古代衣装の制作

　長岡京時代の衣装（雑色３セット）を朝堂院公園に常備し、来園者に貸し出すほか、イベントの際に

史跡案内員等が着用し史跡解説を行った。

なお、本事業に合わせて公益財団法人向日市埋蔵文化財センターでは古代衣装（女官２着）を制作し、

雑色の衣装とともに朝堂院公園で使用している。

③　講座・講演会の開催

○市民考古学講座

　長岡宮跡を中心に調査の歴史を振り返り、既往の調査成果から新たな長岡京像を描く『長岡京を学ぶ』

を開催した。講座４回と講演会１回を実施し、講演会で外部講師を招いた他は、当財団調査担当職員が

講師を務めた。

　第１回「乙訓と長岡京の自然・歴史」� 平成 25 年７月 21 日（日）�於�向日市文化資料館�参加者 74 人

　第２回「長岡京の造営計画」� 平成 25 年８月４日（日）�於�向日市文化資料館�参加者 58 人

　第３回「長岡宮中枢部の構造」� 平成 25 年９月 22 日（日）�於�向日市文化資料館�参加者 53 人

　第４回「長岡京期の金属器製作」� 平成 25 年 10 月 13 日（日）�於�向日市文化資料館�参加者 42 人

　講演会「長岡京から平安京へ」　講師　網　伸也氏（近畿大学准教授）

� 平成 25 年 10 月 20 日（日）�於�向日市文化資料館�参加者 85 人

④　スタンプラリーの開催

スタンプラリーは、７箇所の史跡等を通して長岡宮跡発掘調査の歴史を辿る、自由参加型のウォーク

イベントである。スタンプ帳、案内地図の他、市内の史跡解説資料『大発見　向日市』（向日市教育委員会）

を配布した。なお、事業の実施に際し、ボランティア 14 名の協力を得た。

行事名　史跡めぐり『大発見�向日市～長岡宮発掘 60 年の軌跡～』

日　時　平成 26 年２月９日（日）　集合受付　10 時から、ゴール受付　15 時まで

参加者　300 名

⑤　展示の開催

○調査研究成果展

近年継続して調査を行ってきた元稲荷古墳の調査研究成果を中心に展示会を開催した。

タイトル　平成 25 年度調査研究成果展「王墓発掘」

期　　間　平成 25 年７月６日（土）～平成 25 年８月 11 日（日）

場　　所　向日市文化資料館ラウンジ

来館者数　1,706 人

○講演会

展示期間中、外部講師２名を招き、次の講演会を開催した。

「元稲荷発掘 1970 －回顧と展望－」　都出比呂志氏（大阪大学名誉教授）

「副葬品からみた元稲荷古墳」　　　阪口　英毅氏（京都大学助教）

　平成 25 年７月 13 日（日）　於�向日市文化資料館研修室　参加者 120 人

⑥　府史跡物集女車塚古墳石室一般公開
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　府史跡物集女車塚古墳石室一般公開時に解説を行った。

　平成 25 年６月４日（火）～平成 25 年６月９日（日）　参加者 867 人

⑦　情報誌の刊行

　近年の発掘調査成果、普及啓発事業を一般に広く紹介するため、次の２冊を作成した。

京都・向日市遺跡情報誌『まいぶんｆａｎ』vol. ４（Ａ３判２つ折）2000 部

京都・向日市遺跡情報誌『まいぶんｆａｎ』vol. ５（Ａ３判２つ折）2000 部

⑧　ミニ講座『まいぶんサロン』の開催

市内の歴史的建造物で開催する少人数の講座を新たに開催した。講師は各回とも当財団職員が務めた。

第１回「あなたは未来の考古学者・地理学者！

～夏休み、フィールドワークで歴史発見～」　講師　調査係主任　中塚　良

平成 25 年８月 11 日（日）13 時～ 16 時　於�中小路家住宅　参加者 21 名

第２回「寛永通宝の歴史と分類」講師　事務局長　松崎　俊郎

平成 25 年 10 月６日（日）14 時～ 16 時　於　参加者６名

第３回「重圏文軒瓦の謎を探る」講師　調査係主任　中島信親

平成 25 年 12 月 15 日（日）14 時～ 16 時　於�富永屋　参加者４名

第４回「前方後方墳の謎を探る」講師　調査係長　梅本康広

平成 26 年２月 16 日（日）14 時～ 16 時　於�中小路家住宅　参加者 26 名

⑨　発掘体験の受け入れ・市内学校への講師の派遣等

○職場体験学習

向日市立寺戸中学校　　　平成 25 年 10 月 29 日（火）～ 11 月１日（金）４日間　第２学年２名

向日市立勝山中学校　　　平成 25 年 11 月５日（火）～ 11 月８日（金）　４日間　第２学年３名

○地域の歴史学習（物集女車塚古墳石室見学、出土遺物を用いた出前授業）

　京都市立上里小学校　　　平成 25 年５月１日（水）　　　　　　　　　　　　　　第６学年 57 名

　向日市立第２向陽小学校　平成 25 年５月７日（火）　　　　　　　　　　　　　　第６学年 107 名

　向日市立第３向陽小学校　平成 25 年６月４日（火）　　　　　　　　　　　　　　第６学年 73 名

　向日市立第４向陽小学校　平成 25 年５月 20 日（月）　　　　　　　　　　　　　 第６学年 99 名

　向日市立第５向陽小学校　平成 25 年５月 15 日（水）・12 日（木）　　　　　　　　第６学年 96 名

　向日市立第６向陽小学校　平成 25 年５月 24 日（金）　　　　　　　　　　　　　 第６学年 69 名

○総合的な学習（向日市ふるさと学習）

　向日市立向陽小学校　　「長岡京に関わる遺物、遺跡について」

　　　　　　　　　　　　　平成 25 年６月 24 日（月）　　　　　　　　　　　　　 第６学年２クラス

　向日市立第２向陽小学校「物集女地域の史跡・古墳について」

　　　　　　　　　　　　　平成 25 年 10 月 29 日（火）　　　　　　　　　　　　　第６学年 106 名

　向日市立第４向陽小学校「向日市内の遺跡見学」

　　　　　　　　　　　　　平成 25 年 11 月 12 日（火）・12 月４～６日（水～金）　　第５学年 91 名
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　向日市立第５向陽小学校「地域の歴史にふれよう」

　　　　　　　　　　　　平成 25 年５月 21 日（火）・５月 22 日（水）　　　　　　 第６学年３クラス

　向日市立第５向陽小学校「ぶらり５向地域歩き」

　　　　　　　　　　　　平成 25 年６月 17 日（月）～ 19 日（水）　　　　　　　　第６学年３クラス

　向日市立寺戸中学校　　「長岡京の歴史」

　　　　　　　　　　　　平成 25 年６月 13（木）・14 日（金）　　　　　　　　　　第３学年４クラス

　向日市立寺戸中学校　　財団設立 25 周年記念展示「桓武天皇の王宮」の展示解説他

　　　　　　　　　　　　平成 25 年 11 月 29 日（金）､ 12 月４日（水）～６日（金）　第２学年 156 名

○その他学校への講師の派遣等

　向日市立第５向陽小学校　発掘現場見学・発掘体験（長岡京跡左京第 563 次調査）

　　　　　　　　　　　　平成 25 年９月 11 日（水）・12 日（木）　　　　　　　　第６学年３クラス

　京都府立桂高等学校　　　講演会「考古学へのいざない」

　　　　　　　　　　　　平成 25 年 12 月 19 日（木）　　　　　　　　第３学年　日本史選択者 56 名

⑩　他機関と共催して行った事業

　○まちづくり市民の会

　　第 12 回 7.67 星空コンサート関連事業　平成 25 年８月３日（土）

　　「7.67 ふれてみよう！わがまちの歴史」

　○ 2013 向日市まつり

　　「体験！大むかしの向日市」　平成 25 年 11 月 16 日（土）・17 日（日）

���○全国埋蔵文化財連絡協議会他　

　　関西 ･考古学の日 2013 スタンプラリー　平成 25 年９～ 11 月　 〇全国埋蔵文化財法人連絡協議会

　○第 19 回近畿ブロック埋蔵文化財研修会

　「まつりと弔い」　平成 25 年 11 月 22 日（金）大阪府立弥生文化博物館　

　研究発表「長岡京跡左京第 486 次調査出土の折敷－廃都時の祭祀－」 　　　事務局長　松崎俊郎

　〇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 26 年３月２日（日）　大山崎ふるさとセンター

報告　「上植野城の調査―土地に刻まれた戦いのかたち発見―」　主任　中塚　良

　

⑪他機関からの依頼による職員の派遣等

○向日市文化資料館

夏休み子ども歴史教室「拓本にチャレンジ！―古いお金と瓦の拓本をとろう―」講師

　平成 25 年７月 25 日（木）・26 日（金）　向日市文化資料館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局長　松崎俊郎・調査係主任　中島信親

○長岡京市ふるさとガイドの会

歴史講演会「廃都直後の長岡京」講師

　平成 25 年８月４日（日）　長岡京市中央公民館　　　　　　　　　　　　調査係主任　中島信親
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○向日市校長会

平成 25 年度調査研究成果展「王墓発掘」の展示解説

　平成 25 年８月６日（火）　向日市文化資料館� 調査係長　梅本康広　　　

○相模の古代を考える会

向日市内の遺跡案内

　平成 25 年９月 14 日（土）　向日市内の史跡等� 調査係長　梅本康広　　　

○向日市文化資料館

歴史ウォーク「“長岡の都”の史跡を訪ねて」の史跡案内

　平成 25 年 11 月７日（木）　長岡宮跡� 事務局長　松崎俊郎　　　

○乙訓の文化遺産を守る会

元稲荷古墳見学「元稲荷古墳の成果と現状」講師

　平成 25 年 12 月１日（日）　元稲荷古墳� �調査係長　梅本康広　　　

⑫　その他

○ホームページの更新（11 回）

○イオン向日町ミニミュージアム展示

○キリン物流（株）事務所エントランスホール展示

（４）財団設立 25 周年記念事業

長岡宮発掘が平成 27 年１月に 60 年を迎えることから、長岡宮跡の調査成果を総括し、その全容を示

す展示会を企画した。京都大学考古学研究室が所蔵する大極殿の初期調査の出土遺物のほか、多くの写

真資料を公開した。また、展示図録を刊行し１冊 500 円で頒布した。頒布数は 255 冊である。

　詳細については、Ⅲで報告する。

（５）その他

①資料の貸出・掲載許可等

○長岡京復元図（鳥瞰図）

公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団　平成 25 年度特別展「出土文字から探る古代の松山」

ＮＰＯ法人長岡京市ふるさとガイドの会　小学生向け条坊図パンフレット

○『向日市埋蔵文化財調査報告書』第 65 集　第２分冊「長岡京出土土器の基礎研究」

　『（財）向日市埋蔵文化財センター年報　都城』10「都城と塵芥」

　吉川弘文館　國下多美樹著『長岡京の歴史考古学研究』

○『向日市埋蔵文化財調査報告書』第 25 集巻頭カラー　長岡宮跡第 204 次調査出土緑釉香炉蓋

　長岡京市・歴史講演会「廃都直後の長岡京」のポスター・ちらし

○『向日市埋蔵文化財調査報告書』第 46 集巻頭カラー　長野岡田古墳（陶棺と副葬品）

　津山市教育委員会　平成 25 年度津山郷土資料館特別展「土の棺に眠る～美作の陶棺～」

○元稲荷古墳第９次調査　調査地全景写真・元稲荷古墳第 10 次調査　調査地全景写真
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（公財）京都府埋蔵文化財調査研究センター『第 28 回小さな展覧会―平成 24 年度京都府内遺跡発掘

調査成果速報―』展示パネル

京都府立山城郷土資料館　企画展『京都発掘だより 2012』展示パネル・展示図録等

○元稲荷古墳墳丘平面図

城陽市教育委員会　史跡芝ヶ原古墳の説明板

○元稲荷古墳墳調査前風景写真

（株）アサンテ　日本経済新聞大阪本社版夕刊広告企画「ええもん図鑑」

○五塚原古墳第３次調査　現地説明会資料及び「隆起斜道」写真

（株）ジャパン通信情報センター『文化財発掘出土情報』2014 年２～３月号

　②職員研修

〇全国埋蔵文化財連絡協議会

　第 19 回近畿ブロック埋蔵文化財研修会

　「まつりと弔い」　平成 25 年 11 月 22 日（金）大阪府立弥生文化博物館　１名参加

　③受領図書

　受贈図書 1,049 冊、蔵書総数 37,524 冊
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　１　現地説明会開催状況（五塚原古墳第３次） 　２　府史跡物集女車塚古墳石室一般公開

　５　学校への講師派遣（向陽小学校第６学年）

　３　王墓展講演会（都出比呂志氏・阪口英毅氏）

　８　スタンプラリー大発見向日市（朝堂院公園受付）

　６　土器作り体験（向日市まつり 2013）

　７　発掘体験（第５向陽小学校、左京第 563 次調査地）

　４　学校への講師派遣（寺戸中学校第３学年）
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貸 借 対 照 表

 平成 26 年３月 31 日現在　　　　　　　　　（単位：円）
勘 定 科 目 当 年 度 前 年 度 増　　減

Ⅰ．資産の部 　 　 　

  １．流動資産 　 　 　

流動資産合計 19,762,044 17,202,756 2,559,288

　２．固定資産

(1) 基本財産 10,000,000 10,000,000 0

(2) 特定資産 4,825,177 6,029,953 △ 1,204,776

(3) その他固定資産 1,975,262 1,146,746 828,516

固定資産合計 16,800,439 17,176,699 △ 376,260

資産合計 36,562,483 34,379,455 2,183,028

Ⅱ．負債の部 　 　 　

　１．流動負債 　 　 　

流動負債合計 13,974,927 11,698,123 2,276,804

負債合計 13,974,927 11,698,123 2,276,804

Ⅲ．正味財産の部

　１．指定正味財産

指定正味財産合計 10,000,000 10,000,000 0

　２．一般正味財産

一般正味財産合計 12,587,556 12,681,332 △ 93,776

正味財産合計 22,587,556 22,681,332 △ 93,776

負債及び正味財産合計 36,562,483 34,379,455 2,183,028

正味財産増減計算書

 平成 25 年４月１日から平成 26 年３月 31 日まで　　　（単位：円）
勘 定 科 目 当 年 度 前 年 度 増　　減

Ⅰ .一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(1) 経常収益

　　　　　基本財産運用益 3,000 4,010 △ 1,010

　　　　　特定資産運用益 1,209 1,084 125

　　　　　事業収益 44,718,249 45,718,874 △ 1,000,625

　　　　　受取補助金等 37,105,000 37,204,000 △ 99,000

　　　　　雑収益 72,386 57,161 △ 15,225

経常収益計 81,899,844 82,985,129 △ 1,085,285

(2) 経常費用 　 　 　

　　　　　事業費 65,228,428 64,641,511 586,917

　　　　　管理費 17,689,045 18,027,130 △ 338,085

経常費用計 82,917,473 82,668,641 248,832

　　　　　評価損益等調整前当期経常増減額 △ 1,017,629 316,488 △ 1,334,117

　　　　　評価損益等計 　 　 　

　　　　　当期経常増減額 △ 1,017,629 316,488 △ 1,334,117

２．経常外増減の部 　 　 　

(1) 経常外収益（過年度未払計上差額） 923,854 0 923,854

(2) 経常外費用（什器備品除却損） 1 0 1

　　　　　当期経常外増減額 923,853 0 923,853

　　　　　当期一般正味財産増減額 △ 93,776 316,488 △ 410,264

　　　　　一般正味財産期首残高 12,681,332 12,364,844 316,488

　　　　　一般正味財産期末残高 12,587,556 12,681,332 △ 93,776

4　決算報告
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Ⅱ．指定正味財産増減の部 　 　 　

　　　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0

　　　　　指定正味財産期首残高 10,000,000 10,000,000 0

　　　　　指定正味財産期末残高 10,000,000 10,000,000 0

Ⅲ．正味財産期末残高 22,587,556 22,681,332 △ 93,776

財　産　目　録

 平成 26 年３月 31 日現在　　　　　　　　　（単位：円）
貸借対照表科目等 金　額

(流動資産 ) 普通預金

未収金

前払金

運転資金として

事業に係る受託料の未収分

14,420,144

4,576,900

受取補助金の未収分 759,000

駐車場賃借料 平成 26 年４月分 6,000

流動資産合計 19,762,044

( 固定資産 )

基本財産

特定資産

その他固定資産

定期預金

什器備品等減価償却引当資産

財団設立記念事業引当資産

什器備品（カメラ・デジタル複合機他全 20 点）

ソフト資産（画像編集ソフト全４点）

10,000,000

3,501,177

1,324,000

1,794,428

180,834

固定資産合計 16,800,439

資産合計 36,562,483

( 流動負債 ) 未払金

預り金

13,800,474

174,453

流動負債合計 13,974,927

負債合計 13,974,927

正味財産 22,587,556
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※　：国庫補助対象事業８件、調査面積 447.0㎡、出土遺物コンテナ数８箱

無印：開発等に伴う事業件、調査面積 966.6㎡、出土遺物コンテナ数 24 箱

遺跡名 調査次数 推定地 調査地 調査期間 調査面積
（㎡）

出土
遺物 担当者

１

長岡宮跡

第 498 次 朝堂院北西官衙
近世「向日町」遺跡

鶏冠井町中ノ段
19-11 の一部、19-2

13.05.20 ～
13.05.27 30.00 １箱 中島※

２ 第 499 次 大極殿院南東隅
乙訓郡衙 鶏冠井町祓所 41-19 13.09.09 ～

13.09.30 107.00 １箱 梅本※

３ 第 500 次 北辺官衙（北部） 寺戸町二枚田 1-12 13.12.16 ～
13.12.20 20.00 １箱 中島※

４

長岡京跡

左京第 562 次 左京四条二坊十町
芝ヶ本遺跡 上植野町芝ヶ本 1 13.07.25 ～

13.09.13 344.00 11 箱 中島

５ 左京第 563 次 左京三条一坊四町
西小路遺跡中央部 上植野町北小路 4 13.08.19 ～

13.09.30 192.60 ９箱 中塚

６ 左京第 566 次 左京三条二坊九町 鶏冠井町沢ノ東 17-1 14.01.15 ～
14.02.28 130.00 ２箱 中島※

７ 左京第 567 次
左京二条三坊六町
東三坊坊間西小路
鶏冠井遺跡

鶏冠井町西金村 3-1 14.01.21 ～
14.01.28 30.00 １箱 松崎※

８ 左京第 568 次 左京五条二坊七町 
鴨田遺跡東南部

上植野町十ヶ坪 7-1
の一部

14.02.17 ～
14.03.07 35.40 １箱 中塚

９ 左京第 569 次 左京四条二坊七町 
中福知遺跡

上植野町持丸 5-5、
5-18

14.03.10 ～
14.03.31 120.00 １箱 中島

10 長岡京跡
五塚原古墳

右京第 1062 次 
第３次

右京一条二坊八町
東くびれ部 寺戸町芝山 3-1、6 13.07.01 ～

13.09.11 100.00 １箱 梅本※

11
長岡京跡

右京第 1064 次 右京一条二坊八町 
西一坊大路 寺戸町中野 15-1、2 13.07.01 ～

13.07.29 178.60  1 箱 松崎

12 右京第 1081 次 右京北一条二坊二町 寺戸町西野 8-3、8-4、
9-2、10-3

14.01.20 ～
14.01.24 30.00  1 箱 松崎※

13 北ノ口遺跡 第４次 北東部 物集女町北ノ口 60-1、
60-2

13.11.12 ～
13.11.19 25.00 ０箱 松崎※

14 修理式遺跡 第 14 次 北東部 寺戸町寺田地内 13.07.16 ～
13.08.09 96.00 １箱 松崎

Ⅲ　調査した遺跡の概要
　平成25（2013）年度は、14件（長岡宮内3件、京内9件、京外2件）の調査を実施した。その総面積は1,413.60

㎡であった。出土遺物はコンテナ 30 箱を数える。

　長岡宮跡の発掘調査は、本年 12 月に通算 500 回を達成した。今年度に実施した調査の中で主要な成

果について概略を示す。宮第 499 次調査では大極殿院南庭において、宝幢遺構以外にも儀式の際に設け

られた柱掘方が存在することを明らかにした。左京第 563 次調査からは凝灰岩製の基壇化粧石の布設痕

跡を確認することができ、三条大路を宮城南面とする王宮の復原案を補強する遺構が確認された。また、

中世城館として文献資料に登場する「秋田館（上植野城）」について、堀跡や礎石建物などを検出し、

出土した多彩な土器・陶器類とともに、はじめてその存在を捉えることができた。左京域では条坊側溝

として、東三坊坊間西小路東側溝を確認した。

　向日丘陵古墳群の保存と活用を目的とする範囲内容確認として、五塚原古墳に対する発掘調査が第 3

次調査として実施された。東くびれ部において、くびれ部の屈曲部や隆起斜道を確認し、前方部斜面に

は平坦面が確認されなかった。くびれ部の幅は 15 ｍに復原でき、鞍部の高さは裾から２ｍであること

が判明し、低くて細い前方部後半の構造を明確にした。 （梅本康広）

平成 25（2013）年度発掘調査地一覧表
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長岡宮

左京右京

P500

L567

L568

北ノ口遺跡第4次

P499

L563

五塚原古墳第3次
R1062

P498

L562

L566

L569

R1064

R1081

修理式遺跡第14次

平成 25（2013）年度発掘調査地位置図
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（１）長岡宮跡第 498 次（７ＡＮＢＮＫ－３地区）� 寺
て ら ど

戸町中
な か の だ ん

ノ段

　　　～朝堂院北西官衙、近世「向日町」遺跡～

　調査地は標高 31.1 ｍの段丘・中位面に位置する。長岡宮の官衙復原では朝堂院北西官衙の北部に、

また室町～現代の集落跡である近世「向日町」遺跡の北端に位置する。周辺では、立会調査を含め 10

次の調査が行われており、立会第 7909 次調査では古墳時代後期の中ノ段古墳の周濠を確認し、円筒埴

輪 ･ 家形埴輪が出土している。また宮第 132 次調査では長岡京期の包含層を確認した。しかし宮第 131

次調査では盛土直下で段丘層を確認し、顕著な遺構 ･ 遺物が確認できなかったように、若干の近世遺構

は確認できるが、後世の土地改変が著しく、長岡京期の遺構・遺物が確認できない地域である。以上を

ふまえ、遺構の有無を確認するため敷地中央に東西３ｍ、南北 10 ｍの調査区を設定して調査を開始した。

　調査では、アスファルト直下に第１層：灰色礫混じり土、第２層：褐色系砂礫を確認した。第１層は

造成時の盛土で、古代～近世以降の遺物が出土した。第２層は地山の段丘層である。層厚 0.7 ｍまでを

確認した。部分的に掘り下げたが、遺物は出土しなかった。第２層上面で精査を行ったが遺構を確認す

ることはできなかった。遺物は第１層から、古代の須恵器、近世以降の陶器、磁器、土師質土器、燻瓦

の小片がコンテナ１箱程度出土した。

　まとめとして、今回の調査地も周辺の状況と同じく後世の土地改変が著しく、長岡京期の遺構・遺物

を確認することができなかった。 （中島信親）

　文献：『向日市埋蔵文化財調査報告書－第 100 集－（2014）』

調査地全景（南から）
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調査地平面図（1:100）

第２層上面検出状況（南から） 作業風景（南西から）
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（２）長岡宮跡第 499 次（７ＡＮＥＨＪ－ 15 地区）� �鶏
か い

冠井
で

町 祓
はらいじょ

所     

　　　～大極殿院南庭、乙訓郡衙跡、山畑古墳群～

調査地は標高約 31 ｍの段丘中位面に位置する。当該箇所は長岡宮の復原によれば大極殿院の南東

隅、宝幢遺構のすぐ東側にあたる。大極殿院の調査は、大極殿・小安殿・回廊の確認が優先された事もあり、

前庭等の空閑地を調査の対象とする機会はほとんど得られなかった。その後、大極殿院南庭で宝幢遺構

が発見され、現在までに５基の堀方が確認されている。大極殿院の調査では、大極殿・小安殿・回廊の

確認が優先された事もあり、前庭等の空閑地を調査の対象とする機会はほとんど得られなかった。平城

宮東区・中央区大極殿院前庭の調査成果に拠れば、儀式関連遺構が密在する状況を確認しており、長岡

宮においても同様な遺構が存在する可能性が十分に見込まれた。以上のことから、今回の調査にあたっ

ては南庭における宝幢以外の儀式関連遺構ならびに大極殿院回廊の南東隅角付近での建物の存否を確認

することに主眼をおいて実施した。

　調査の結果、宝幢遺構の東端より東側約 10 ｍの位置で、平面方形を呈する柱掘方が隣接して３基南

北に並列する形で検出された。これらは南北に近接して並ぶが規模、形状、深さは異なり、同じ時期に

設けられた一連の構築物ではない可能性も想定しうる。しかし、南庭域の遺構分布が宝幢を除けば希薄

な状況であることに比して、これらはほぼ近似した箇所で柱掘方が密在する。それぞれの構築時期が異

なったとしても、同様な性格を有した構築物が継続して立てられていた可能性を考えることも可能であ

る。今後、南庭や朝堂院朝庭域での遺構確認に期待が寄せられる。 （梅本康広）

　文献：『向日市埋蔵文化財調査報告書－第 100 集－（2014）』

調査地全景－正面奥に宝幢跡、左側に閤門跡をのぞむ－（東から）
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調査地平面図（1:125）

調査地断面図（1:80）
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（３）長岡宮跡第 500 次（７ＡＮＢＮＭ地区） 寺
て ら ど

戸町二
に ま い だ

枚田

　　　～北辺官衙（北部）、宮内東一坊坊間西小路～

　調査地は標高 18.1 ～ 18.2 ｍの段丘崖に近い氾濫原に位置する。長岡宮の官衙復原では北辺官衙（北部）

の中央部に位置し、調査地の西半を宮内東一坊坊間西小路が通過する。

　周辺では、東約 30 ｍで宮第 431 次調査、南約 130 ～ 150 ｍで宮第 263・376 次調査が行われている。

宮第 431 次調査では、平安時代の石敷遺構、長岡京期の掘立柱建物・溝などが確認されている。また宮

第 263・376 次調査では、宮内東一坊坊間西小路東西両側溝をはじめ、掘立柱建物・柵・井戸・胞衣壺

を納めたと思われる土器埋納遺構などが確認され、多量の遺物が出土している。

　以上をふまえ、宮第 431 次調査で検出した遺構の延長を確認することを目的に、宮内東一坊坊間西小

路路面上に調査区を設定し調査を開始した。

　調査地は厚く盛土されており狭小な面積での調査となった。層厚 0.7 ～ 0.8 ｍの盛土直下に、第１層：

濁黒灰色土（旧耕作土）、第２層：灰褐色礫混じり粘質土（床土層）、第３層：黒褐色系礫混じり粘質土、

第４層：灰色系粘質土・砂礫、第５層：灰褐色砂礫を確認した。第３・４層上面で精査をおこなったが

遺構を確認することはできなかった。また第３層から長岡京期遺物、第４層中に倒木が集中する地点が

あり、この付近から縄文土器・サヌカイト剥片が出土した。

　まとめとして、狭小かつ路面上に調査区が位置したため、目的とする長岡京期遺構を確認することは

できなかった。しかし、長岡京期および縄文時代の遺物を確認し、一定の成果を得た。 （中島信親）

　文献：『向日市埋蔵文化財調査報告書－第 100 集－（2014）』

第４層上面検出状況（北から）
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調査地平面図（1:100）

第３ｂ層上面検出状況（南から） 第４層中の倒木（北から）
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（４）長岡京跡左京第 562 次（７ＡＮＦＳＴ－５地区）� 上
か み う え の

植野町芝
し ば が も と

ヶ本

　　　～左京四条二坊十町、芝ヶ本遺跡～

　調査地は標高約 15.0 ｍの旧小畑川の氾濫原に位置する。長岡京の条坊復原では左京四条二坊十町の

西端および東二坊坊間東小路に、また古墳時代の集落跡である芝ヶ本遺跡の西部に位置する。周辺では

左京第 145・305 次調査が行われている。同調査は芝ヶ本遺跡発見の契機となった調査で、包含層から

多量の古式土師器（布留式土器）とともに、ガラス勾玉鋳型、碧玉製石釧が出土している。以上をふま

え、道路布設位置に３箇所の調査区を設定し調査を開始した。

　調査では、中世の南北溝４条（溝ＳＤ 562102・103・201・202）、長岡京期の南北溝１条（溝ＳＤ

562101）、土器溜り１基（土器溜りＳＸ 562109）、ピット１基、古墳時代後期～長岡京期の溝１条（溝

ＳＤ 562104）、古墳時代後期の落ち込み１基（落ち込みＳＸ 562105）、溝３条（溝ＳＤ 562106 ～ 108）、ピッ

トを確認した。溝ＳＤ 562101 は第１トレンチ北部で確認した長岡京期の南北溝で、南北ともに途中で

途切れる。長岡京期の土師器、須恵器、平瓦が出土した。東二坊坊間東小路西側溝復原ラインの西３～

４ｍに位置するため十町東辺の町内溝とみられる。第１トレンチ北部で確認した不整形の落ち込みＳＸ

562105 は、３層に区分できる埋土に炭を多量に含み、古墳時代後期の土師器、須恵器が多量に出土した。

　まとめとして、遺構の分布は散漫であったが、中世、長岡京期、古墳時代後期の遺構を確認し、長岡

京期、古墳時代前期の遺物が多量に出土した。特に古墳時代後期の遺構について、これまで土壙１基・

流路跡が確認されるのみで、当該期の芝ヶ本遺跡において新しい知見を得ることができた。 （中島信親）

調査地全景（北から）
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調査地平面図（1:400）
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（５）長岡京跡左京第 563 次（７ＡＮＦＫＺ－７地区） 上
か み う え の

植野町北
き た こ う じ

小路

　　　～左京三条一坊四町、西小路遺跡～

　調査地は標高 23 ｍの低位段丘に位置する。景観を下左図で確認する。上植野主要路、中筋通は長岡

京三条大路と重なり条坊を景観に確認できる。向日社御旅所が三条朱雀交差点直近に位置する。1922 年

版地形図は調査地南東に土居痕跡をしるし一部が遺存する。北隣持泉寺『持泉庵境内絵図水帳』（天保

４年）は調査地が堀内に位置することを示す。調査目的は a）朱雀・三条大路に面する区域利用、b）中

世以降の集落・城郭利用確認の２点である。層序分布を示す（右図 a・d）。１:1953 年～今回解体集合住

宅基礎層、２: 中近世層（14 ～ 18 世紀頃）、３: 長岡京時代構成層、４: 低位段丘層である。２ｂ層が城

郭層準（15/16 世紀境）、３層上部が宮殿層位である。遺構は①郭西辺遺構群、②古代宮殿痕跡がある（図 e）。

①はまず堀・虎口・土居基底を追跡した（図 b・c）。溝 SD01b を堀本体、狭い堀 SD01a 東の暗渠 SD02a

がとりまく台場を虎口・矢倉、堀肩～暗渠 SD02b にかけて土居を想定する。堀埋立て後炉跡 SX04 が

設けられる。堀埋没前後での縄張りの踏襲性も示唆される。これまで未知の上植野城の実像・盛衰を描

写するための重要な成果を得た。②は調査区中央～東部に版築層が厚い。調査区北西、大極殿中軸東約

350 小尺位置（振補正値）で壇上積基壇の一部（二上山産凝灰岩製地覆石痕跡）を確認した。下部層序（根

止め構造）との比較から礎石建物東辺と解釈する。他に掘立柱建物柱穴を確実には１基（P5C）を検出し

た。当地は二条大路以南の宅地想定域であるが、壇上積基壇を伴う礎石建物は宮域利用の存在を示唆す

る。出土遺物は城郭存続～廃棄年代、生活史を窺う資料を多数ふくむ。土師器、須恵器、古墳時代須恵器、

瓦器、陶磁器類、石製品、古代瓦類、燻瓦類、凝灰岩片、金属製品（鉄製品）各種がある。 （中塚良）

調査地全景（東・西から）、調査過程
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調査成果図（1:150 ほか）
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（６）長岡京跡左京第 566 次（７ＡＮＥＳＨ－ 13 地区） 鶏
か い で

冠井町沢
さわのひがし

ノ東

　　　～左京三条二坊九町～

　調査地は標高 13.1 ｍの氾濫原に位置する。長岡京の条坊復原では左京三条二坊九町の西部中央にあ

たる。西隣接地の三条二坊八町は左京第 13・22・51 次調査をはじめ多くの調査が行われ、八町中央に

位置する溝ＳＤ 1301 から木簡・墨書土器など多量の遺物が出土しており、太政官の下部機関である太

政官厨家が位置したことが確認されている。また左京二条二坊・三条二坊周辺は京内離宮・官衙が集中

して配置される地域と考えられている。

　以上をふまえ、長岡京期遺構群の確認を目的に調査を開始した。

調査地の基本層序は、第１層：濁黒灰色土（耕作土）、第２層：濁黒灰色土混じり黄褐色土（床土）、

第３層：灰褐色土（近世～長岡京期遺物包含層）、第４層：黒褐～暗褐色砂混じり粘質土（中世～長岡

京期遺物包含層）、第５層：淡灰褐色粘質土である。第４層上面で溝２条（溝ＳＤ 56601・02）、第５層

上面で溝３条（溝ＳＤ 56603 ～ 05）、落ち込み１基（落ち込みＳＸ 56606）、ピットを確認した。

すべての溝から瓦器が出土しており、中世以降の所産と思われる。落ち込みＳＸ 56606 は、出土遺物

が少量かつ小片で時期を特定することが難しい。また包含層からの出土遺物には弥生土器・土師器・須

恵器・平瓦・瓦器・陶器がある。

　まとめとして、調査の目的であった長岡京期の遺構は確認できなかったが、中世の遺構を確認し、長

岡京期を中心に弥生～近世の遺物が出土した。 （中島信親）

　文献：『向日市埋蔵文化財調査報告書－第 102 集－（2015）』

第５層上面（東から）
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調査区平面図（1:100）
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（７）長岡京跡左京第 567 次（７ＡＮＥＮＲ－４地区）� 上
か み う え の

植野町西
にしかねむら

金村

～左京二条三坊六町、東三坊坊間西小路、鶏冠井遺跡～

　本調査地は標高 13.8 ｍ前後の氾濫原上に位置する。長岡京では左京二条三坊六町西辺中央部から東

三坊坊間西小路にあたる。また、縄文時代から弥生時代の集落として知られている鶏冠井遺跡の範囲内

でもある。調査地の西側（三町域）では左京第 159 次調査が実施されており条坊交差点や長岡京以前の

流路などが検出されている。六町域の南辺付近では東二坊坊間西小路の東西両側溝や二条条間南小路の

交差点などが検出されている。こうした状況を踏まえ、東三坊坊間西小路東側溝推定位置から路面にか

けてにトレンチを設定して調査を実施した。

その結果、長岡京期の条坊側溝、縄文時代晩期以降と思われる流路、縄文時代晩期の土壙などを検

出した。基本層序は、アスファルト・造成土以下、濁緑灰色土［旧水田耕作土］、灰緑色土（上面は緑

色が強い）［床土］、暗灰黒色粘土、緑灰色細～中砂となる。

今回の成果としては、①長岡京期の条坊側溝の確認、②縄文時代の土壙の検出がある。条坊側溝に

ついてはトレンチ設定位置がややずれたために西半部のみの検出となったが、周辺の成果とあわせ東三

坊坊間西小路が溝心々間距離約 9.0 ～ 9.5 ｍ前後であることを確認できた。縄文時代の土壙については、

近隣では初めての検出例で有り、縄文時代の鶏冠井遺跡の様相を知る上で欠かせない資料を得ることが

できた。 （松崎俊郎）

調査地全景（北から） 調査地平面図（1:100）
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調査地周辺地形図（1:500）
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（８）長岡京跡左京第 568 次（７ＡＮＦＴＢ－６地区）� 上
か み う え の

植野町十
と が つ ぼ

ヶ坪

　　　～ 左京五条二坊七町、鴨田遺跡南東部～

　調査地は小畑川扇状地東縁に位置する。標高約 13.5 ｍである。七町南東端、乙訓郡条里七条十一里（小

切里）十坪にあたり地名「十ヶ坪」が残る。東隣左京第 308 次では東二坊坊間小路東側溝と十町宅地建

物群の変遷、古墳時代前期鴨田遺跡の小区画水田・灌漑水路を確認した。

　今回調査は坊路西七町宅地の土地利用状況確認と、古墳時代遺構成果の検証を主眼に実施した。遺跡

層序・年代（右図 b）は１: 耕作土、２: 近世下限床土、３: 長岡京時代～中世後期盛土・遺構構成層（３a:

中世後期・15 世紀下限、3b: ９世紀代下限か壌土［５世紀後半須恵器杯類含］、3c: 長岡京時代壌土、3d:

偽礫相土［井戸 SE56802 裏込め層に混和］）、４: 推定古墳時代水田土壌層・氾濫堆積物の累重（4a: 壌土・

偽礫混相、4b ～ 4d：シルト～砂・壌土互層）である。遺構（図 a・c）は長岡京時代井戸・溝、古墳時

代中期と解釈される水田遺構を検出した。縦板横桟組井戸 SE56802 は小路西側溝西 50 尺に配置される。

断面台形掘方内に方形に木組みする。横桟は仕口形態（図 c- 右）。内法 1.02 ｍ、深度 0.7m 以深は排水

不能で未確認。井戸側周縁に堤状に土盛り、遮水するか。溝 SD56803 ～ 06・08 は閉渠で離排水機能を

もつか。盛土布設同時的に構築され、井戸掘方とも層序的に連続する。土地改良工程に施設配備が組み

込まれるか。水田畦畔状遺構 SX56807a・b は低い凸形で南北に配向する。切り取り試料を用い土壌形

態的検討・微化石分析を予定している。出土遺物（図 d）は土器類・古代瓦のほか種実（ウメ核）の各

種がある。以上、古代水辺周縁の景観・環境情報を入手しえた。 （中塚良）

調査地全景（南西から）
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調査地周辺成果図（1:60 ほか）
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（９）長岡京跡左京第 569 次（７ＡＮＦＭＲ－４地区）� 上
か み う え の

植野町持
もちまる

丸

　　　～左京四条二坊七町、中福知遺跡～

　調査地は標高約 15.5 ｍの氾濫原に位置する。長岡京の条坊復原では左京四条二坊七町の東端中央に、

また平安時代前期～鎌倉時代中期の官衙跡・集落跡である中福知遺跡の北東部にあたる。周辺では、奈

良時代の流路跡、長岡京期および平安時代前期の遺構・遺物が確認されている。これをふまえ、調査地

の北東部に調査区を設定し、当該期の遺構群の確認を目的に調査を開始した。

　調査では、第３層上面で東西方向の溝１条（溝ＳＤ 56901）、第４層中でしがらみ１基（しがらみＳ

Ｘ 56902）を確認した。第４層は層厚 1.3 ～ 1.4 ｍ、埋土は上位：灰色砂～砂礫、下位：黄褐色砂礫で、

下位を中心に大きなもので人頭大の礫を含んでいた。周辺の調査で確認された奈良時代流路の本流に近

い部分を調査したものと考えられる。しがらみＳＸ 56902 は第４層の下位で確認した。板材を杭によっ

て固定し、上流側に巨大な丸太材および小枝を配置する。当初、板材および杭の配置から溝の側板と考

えたが、溝の肩が確認できない上、調査区内で途切れたため、水流を調節するしがらみとして機能した

と判断した。出土遺物には、古墳時代の古式土師器・須恵器、奈良～長岡京期の土師器・須恵器がある。

大半は第４層から出土した。特筆すべき遺物に、奈良時代須恵器の口縁部下位に記号「○」を墨書した

墨書土器が１点ある。

　まとめとして、平安時代・長岡京期の顕著な遺構は確認できなかったが、水流を調節する施設を伴う

流路を確認し、墨書土器を含む奈良～長岡京期の遺物を入手する成果を得た。 （中島信親）

調査区西半全景（西から）
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調査地平面図（1:200）

調査地東半全景（東から） しがらみＳＸ 56902（北東から）
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（10）長岡京跡右京第 1062 次（７ＡＮＢＳＭ－３地区）� 寺
て ら ど

戸町芝
しばやま

山

　　　五塚原古墳第３次（４ＰＦＢＳＭ－３地区）
　　　～右京一条二坊八町、東くびれ部～

調査地は標高約 60 ｍの段丘高位面に位置する。当該箇所は長岡京の復原によれば右京一条二坊八町

の中央部にあたる。また、白鳳期の宝菩提院廃寺の寺域に近接する。今次調査は未確認であった東くび

れ部の位置を確認するとともに、前方部の段築の有無、後円部から前方部にかかる斜面や平坦面の構造、

葺石施工の状況、後円部前面隆起斜道の存否等、墳丘の構築、遺存状況並びに古墳の築造年代を示す遺

物を探るために調査を実施した。

　調査の結果、東くびれ部の墳裾から第二段斜面裾および隆起斜道を確認し、葺石・礫敷、墳丘盛土の

遺存状況を把握することができた。くびれ部の幅は西くびれ部の検出位置をもとに、墳丘主軸から折り

返して求めた約 17 ｍの数値よりも小さい約 15 ｍであることが判明した。その検出面の高さは東くびれ

部の方が 0.7 ｍ低いこともわかり、東側斜面長は西側よりも長い可能性が出てきた。前方部の段築につ

いては、くびれ部付近には平坦面がない可能性が高まった。前方部前半側で狭小な平坦面でさえもない

のか確認が必要である。隆起斜道については完存し、後円部第二段斜面と結合してくびれ部が形成され

る。第一段平坦面は隆起斜道に突き当たって収束する。古墳の築造時期を示す遺物は出土せず、埴輪や

土器が一定数、墳丘にならんでいた可能性は低いといえる。今後の調査で、古墳に伴う遺物を入手して、

築造年代を明確にする課題があげられる。 （梅本康広）

　文献：『向日市埋蔵文化財調査報告書－第 102 集－（2015）』

調査地全景（北東から）
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調査地平面図（1:600）
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（11）長岡京跡右京第 1064 次（７ＡＮＢＮＮ－７地区）� 寺
て ら ど

戸町中
な か の

野

　　　～右京一条二坊二町、西一坊大路～

　調査地は標高約 47.5 ｍ前後の段丘・上位面に位置する。長岡京の条坊復原では右京一条二坊二町の

東辺部から西一坊大路路面にあたる。周辺の調査では長岡京期の遺物が出土することから官衙施設の存

在が推定されている。長岡京期の遺構は、南西で実施した右京第 405 次調査で当該期の土壙が１基だけ

確認されている。

また、北東部の宮第 260 次では弥生時代の住居跡が検出され、中野遺跡発見の契機となっている。一方、

調査地周辺は、近世以降の筍栽培に伴うと思われる土地改変が広範囲で認められる箇所でもある。こう

した状況を踏まえ、道路予定位置にトレンチを設定して調査を実施した。南北方向を第１トレンチ、東

西方向を第２トレンチとした。

その結果、竹林客土の上面では、第１トレンチ北端で木の根跡状の凹みと現代の遺物を含む中央の大

きな凹み、第２トレンチで南北方向の竹林の区画溝を検出した。調査地の基本層序は、駐車場の採石、

以前の旧表土となり、旧表土以下は長岡京期の遺物を僅か包含する竹林の客土と考えられる厚い層、段

丘相当層となる。竹林客土上位では近世及びそれ以降の陶磁器、中位付近では長岡京期と思われる瓦の

小片がごく僅かに出土した。下位は遺物を包含しておらず、客土の開始時期についての情報は得られな

かった。周辺の調査成果からも当該地の長岡京期の遺構は削平を受けている可能性が高いと思われる。

長岡宮西辺の様相を探るには今後のデータの集積が欠かせないことが判明した。 （松崎俊郎）

調査地全景（南東から）
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調査地周辺地形図（1:2000）

調査地平面図（1:200）
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（12）長岡京跡右京第 1081 次（７ＡＮＢＮＯ－８地区） 寺
て ら ど

戸町西
に し の

野

　　　～右京北一条二坊二町、宝菩提院廃寺跡～

　本調査地は標高 44.5 ～ 51.6 ｍ前後の丘陵上に位置する。長岡京では右京北一条二坊二町の西辺部と

西二坊坊間東小路にあたる。また、宝菩提院廃寺の推定寺域に接する。調査地の周辺では、第 31 次調査、

右京第 572 次調査次調査が実施されている。右京第 31 次調査では近世遺物に混じって長岡京期の土器

や三彩陶器の火舎が出土している。右京第 572 次では長岡京期前後の瓦を含む東西溝が一条検出されて

いる。このような状況の中で旧建物基礎位置と推定条坊付近に東西 10 ｍ、南北３ｍの調査区を設定し、

長岡京および宝菩堤院廃寺の関連遺構の確認を目的に調査を実施した。

　その結果、近年の開発に伴う地形改変による盛土が段丘相当層上面にまで及んでいることが判明した。

調査地の基本層序は、上位から今回の解体に伴う撹乱土、旧建物建設時と思われる造成土、段丘相当層

となる。段丘相当層上位には竹林時の客土なども見られないことから旧建物建築時に大規模な地形改変

が行われたものと思われる。遺物は造成土から時期不明の土師器の小片が一点出土した。

今回の調査では、当初目的とした宝菩提院廃寺、長岡京に関係する遺構・遺物を検出することがで

きなかった。右京第 31 次調査報告では、本調査地と右京第 31 次調査地の間に位置する段差が宝菩提院

廃寺西側の寺域を示していることの妥当性が指摘されている。今回の成果では直接的にそのことを示す

資料は得られなかったが、本来は西側がもっと高かったことを示していたと考えられる。 （松崎俊郎）

　文献：『向日市埋蔵文化財調査報告書－第 102 集－（2015）』

調査区全景（西から）
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調査地周辺地形図（1:1000）
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（13）北ノ口遺跡第４次（４ＺＫＡＫＣ－４地区） 物
も ず め

集女町北
き た の く ち

ノ口

　　　～北ノ口遺跡中央部－東部～

　本調査地は標高 34.5 ｍ前後の段丘・下位面にあたる。調査地の東側は大規模な地形改変のため急斜

面地となっている。北ノ口遺跡は 1986 年に遺物が採取され、その後も埴輪や須恵器など古墳時代後期

の遺物が採取されたことから 1988 年に遺跡として周知された。周辺では南側で北ノ口遺跡第１次調査、

北西側で同第２次調査、南東で同第３次調査が実施されている。

第１次調査では遺構・遺物は検出されていない。第２次調査では弥生時代から古墳時代の東西方向の

溝一条検出している。溝の性格は集落の内外を隔てる「濠」、もしくは墳墓の周溝などと想定されている。

第３次調査では遺構は検出されていないが、縄文時代から近世にかけての遺物が出土している。

このような周辺の成果を踏まえ、第４次調査は調査対象地の北西部に東西・南北とも５ｍ、面積 25

㎡のトレンチを設定して実施した。その結果、北ノ口遺跡に関する遺構や遺物を検出することができな

かった。

　今回の調査では、北ノ口遺跡に関する遺構や遺物を検出することができなかった。第２次調査地で検

出された溝の検出高が 35.5 ｍ前後で、今回の竹林客土下面の標高が 33.8 ｍであることから、本調査地

は斜面地もしくは削平された部分にあたると思われる。関連する遺物が出土しないこと、竹林以前の表

土や遺物包含層が検出されないことを考慮れば、削平された可能性が高いと考えられる。 （松崎俊郎）

　文献：『向日市埋蔵文化財調査報告書－第 102 集－（2015）』

調査地全景（北から）
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北ノ口遺跡周辺地形図・調査地実測図（1:100 ほか）
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（14）修理式遺跡第 14 次（３ＮＳＢＴＤ－３地区） 寺
て ら ど

戸町寺
て ら だ

田

　　　～修理式遺跡北部～

　調査地は標高約 19 ｍの沖積低地に位置する。修理式遺跡北部にあたる。修理式遺跡内では過去 13 回

の調査が実施されている。隣接した調査としては修理式遺跡第７～ 12 次調査がある。南側で実施され

た第７・８次調査では弥生時代の竪穴住居址、土壙、溝、城文字痔赤ら中世の流路、長岡京期から平安

時代の溝、中世の溝や轍跡などが確認されている。北側で実施した第９～ 11 次調査では、一辺 3.0 ｍ

四方のグリッドを 30 ｍ方眼上に総計 45 箇所配置させて調査を実施し、①修理式遺跡の弥生時代～古墳

時代集落に伴う遺構としては、弥生時代後期頃の遺物包含層や水田土壌、古墳時代前期頃の水路跡２条

が確認、②長岡京の「東一坊大路」延長道路を確認、③鎌倉・室町時代～近代にかけての農耕に関わる

痕跡を確認、④縄文時代の人間活動の痕跡が確認されている。

　本調査地に隣接する第１2 次調査では、①縄文時代の流路を確認、②弥生時代後期から古墳時代前期

の方形周溝墓や水田遺構、水路、土壙を確認、③長岡京の東西道路跡が確認、④鎌倉時代から江戸時代

の耕作関連遺構が確認されている。

　このような状況を踏まえ、調査を実施した。その結果、古墳時代からそれ以降と思われる流路跡

（SD1401）をほぼトレンチ全域で検出した。北西部が高く、南東部が低くなることから北東から南西の

流路の一部に該当すると判断できる。流路は幅 9.0 ｍ以上、深さ 0.5 ｍ前後である。長岡京期から近世

の遺構は検出できなかった。 （松崎俊郎）

調査地全景（東から）
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調査地周辺調査地と検出遺構配置図（1:3000）
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平成 25（2013）年度詳細分布調査一覧表

（15）詳細分布調査
　平成 25（2013）年度は、193 件の詳細分布調査を実施した。前年度と比較して、46 件の増加である。

調査原因の内訳は、個人ないし集合住宅の小規模開発 78 件、事務所、倉庫など小規模店舗建設９件、

上下水道管布設工事９件、宅地造成工事５件、地盤改良工事１件、学校雨水貯蔵施設建設１件、公共広

報板設置工事１件である。

調査

次数
地区名 遺跡名 所在地 調査期間 工事内容 備考

13001 7ANEYT 長岡京跡 鶏冠井町山畑 12- ６ 13.4.1 ～ 5.14 個人住宅

13002 6NJANN 南条遺跡 物集女町長野１-47 13.4.12 個人住宅

13003 7ANEAC
長岡京跡、

近世向日町遺跡
鶏冠井町荒内 95-26 № 4 13.4.22 個人住宅

13004 7ANBMT 長岡京跡、 殿長遺跡
寺戸町向畑 60、 61、 62- の

一部、 63、 59 の一部
13.4.11 ～ 4.23 広告塔 土師器 ・ 須恵器

13005 7ANFKM 長岡京跡、 鴨田遺跡
上植野町鴨田 6-37、 7-19、

8-60
13.4.18 個人住宅

13006 7ANEAC 長岡京跡 鶏冠井町荒内 95-27 № 5 13.4.26 個人住宅

13007 7ASBSY 笹屋遺跡 寺戸町笹屋 34-7 13.4.25 ～ 5.2 集合住宅 土師器、 須恵器

13008 7ANBKT 長岡京跡 寺戸町岸ノ下 25-32 13.4.24 個人住宅

13009 7ANFGB 長岡京跡、 中福知遺跡
自） 上植野町地田 7-1 

至） 上植野町五の坪 1
13.4.28 ～ 5.2

ガス低圧管新設及

び引込管新設

13010 7ANBNM 長岡京跡、 渋川遺跡
寺戸町渋川 22-2 及び

寺戸町二枚田 12-5
13.4.30 ～ 6.3 ガス低圧管入替

13011 6NJANN 南条遺跡 物集女町長野 1-42 13.5.2 個人住宅 須恵器

13012 7ANBDC 長岡京跡
寺戸町殿長 21 の一部

（5 号地）
13.5.1 個人住宅　

13013 7ANBDC 長岡京跡
寺戸町殿長 21 の一部

（2 号地）
13.5.1 個人住宅

13014 3NNADE 中海道遺跡 物集女町堂ノ前４ 13.5.7 個人住宅 須恵器、 磁器

13015 7ASBSY 笹屋遺跡 寺戸町笹屋 33-8 13.5.13 個人住宅

13016 2NKBNS 渋川遺跡 寺戸町西田中瀬 2-10 13.5.13 集合住宅

13017 7ASBSY 笹屋遺跡 寺戸町笹屋 20-8 13.4.26 ～ 5.15 宅地造成

弥生後期末 ・ 古

代土器類、 古代

瓦類、 打製石器

13018 7ANDTK 長岡京跡 森本町上森本 3-23 13.5.16 個人住宅

土師質土器、 磁

器、 施釉陶器、

瓦類

13019 2NKBHS 渋川遺跡 寺戸町東田中瀬 14-9 13.5.15 個人住宅 施釉陶器

13020 7ANDID 長岡京跡、 石田遺跡 森本町石田 26-10、 26-11 13.5.18 ～ 5.23 個人住宅 燻瓦

13021 7ANEAC 長岡京跡 鶏冠井町荒内 35-17 13.5.20 個人住宅

13022 7ANDTR 長岡京跡 森本町天神森 18 13.5.20 個人住宅

13023 7ANBDC 長岡京跡
寺戸町殿長 21 の一部

（1 号地）
13.5.22、 5.23 個人住宅

土師器・須恵器・

瓦類

13024 7ANBDC 長岡京跡
寺戸町殿長 21 の一部

（7 号地）
13.5.23 個人住宅

13025 7ANFMR 長岡京跡、 中福知遺跡 上植野町持丸 2-21 13.5.30 個人住宅

13026 7ASBMT 笹屋遺跡 寺戸町向畑 1-98 13.6.1 個人住宅

13027 ADC 丸塚山古墳周辺 物集女町出口 10-2 13.5.31 ～ 6.3 個人住宅

13028 7ANBNB 長岡京跡 寺戸町西野辺 20-1 13.6.6 個人住宅 磁器、 銭貨
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13029 7ANFKI 長岡京跡、 中福知遺跡 上植野町北淀井 5-24 13.6.15 個人住宅

13030 7ANEYT 長岡京跡 鶏冠井町山畑 2-5 13.6.7 個人住宅
磁器、 施釉陶器、

燻瓦類

13031 7ANEYT 長岡京跡 鶏冠井町山畑 2-72 13.6.7 個人住宅
磁器、 施釉陶器、

燻瓦類

13032 7ANFOC 長岡京跡 上植野町御塔道 7-30 13.6.24、 6.25 個人住宅

13033 7ANDSB 長岡京跡 森本町四ノ坪 13.6.11 個人住宅

13034 7ANBHG 長岡京跡 寺戸町東野辺 53-8 13.6.8、 6.24 個人住宅

13035 6NJANN 南条遺跡 物集女町長野１-51 13.6.7 個人住宅

13036 7ANCMM 長岡京跡 向日町南山１－１ 13.6.7 個人住宅

13037 3NSBSB 修理式遺跡 寺戸町三ノ坪 13.6.11 個人住宅

13038 6NJANN 南条遺跡、 南条古墳群 物集女町長野 1-32 13.6.14 個人住宅
土師器もしくは土

師質土器

13039 7ANEKT
長岡京跡、

内裏下層遺跡
鶏冠井町北井戸 44 13.6.17 個人住宅

13040 7ANFKH 長岡京跡 上植野町上川原 7-18、 8-1 13.6.24 ～ 6.28
ガス低圧管及び引

込管新設

13041 7ANFKR 長岡京跡

上植野町吉備寺 1-1、

2-8･2-9･ 下川原 18,18-1 の

一部、 18-6、 18-7,20

13.6.27 ～ 6.29 店舗基礎 軟質燻瓦

13042 7ANFTN 長岡京跡 上植野町泰田 11-16 13.6.24 ～ 7.2 ガス低圧管新設 須恵器

13043 7ANFKK 長岡京跡 上植野町切ノ口 3-14_ № 5 13.6.24 個人住宅

13044 7ANEHC 長岡京跡 鶏冠井町堀ノ内 54-29 13.6.27 個人住宅

13045 7ANFMZ 長岡京跡 上植野町南小路 39 の一部 13.6.29 個人住宅

13046 7ANEAC 長岡京跡 鶏冠井町荒内 95-24 №１ 13.7.1 個人住宅

13047 7ANFOR 長岡京跡、 鴨田遺跡 上植野町落堀 14-6 13.7.1 集合住宅

13048 7ANFOT 長岡京跡 上植野町大田 3-7 13.7.3 ～ 7.5
ガス低圧管 ・ 引込

管新設

13049 7ANFMM 長岡京跡
上植野町円山 4 の一部、

5-1 の一部
13.7.5 集合住宅基礎 瓦

13050 7ANFSC 長岡京跡、 鴨田遺跡 上植野町庄ノ内地内他 13.7.2 ～ 8.1 配水支管布設替 土師器、 須恵器

13051 7ANFKK 長岡京跡 上植野町切ノ口 3-13 № 4 13.7.10 個人住宅

13052 7ANFMK 長岡京跡 上植野町南開 54-7 13.7.22 個人住宅

13053 7ASBMT 笹屋遺跡 寺戸町向畑 20-65 13.7.16 個人住宅 須恵器、 瓦器

13054 7ANFKZ 長岡京跡、 西小路遺跡 上植野町北小路 42-4 13.7.22 個人住宅

13055 7ANBKD 長岡京跡、 笹屋遺跡 寺戸町小佃地内 13.7.22
ガス低圧管新設、

引き込み管新設

13056 7ANESH 長岡京跡 鶏冠井町沢ノ東 8-14 13.7.20 個人住宅

13057 2NKBHS 渋川遺跡 東田中瀬 14-8 13.7.23 個人住宅

13058 7ANFOT 長岡京跡 上植野町大田地内 13.7.23 ～ 7.29 配水支管布設

13059 7ASBMT 笹屋遺跡 寺戸町向畑 1-59 13.7.26 個人住宅 須恵器片

13060 7ANESN 長岡京跡、 沢ノ西遺跡 鶏冠井町沢ノ西 2-37 13.8.7 ～ 8.9 個人住宅

13061 6NJANN 南条遺跡 物集女町長野 1-46 13.7.25 個人住宅

13062 6NJANN 南条遺跡 物集女町長野 1-30 13.7.25 個人住宅

13063 7ANEJK 長岡京跡、 鶏冠井遺跡 上植野町上古 23 13.7.22 ～ 8.2 下水道切替

13064 7ANBOK 長岡京跡 寺戸町大牧 4-3 の一部 13.8.3 個人住宅

13065 7ANEIN 長岡京跡、 沢ノ西遺跡 鶏冠井町稲葉 5-1,5-2 13.8.22 個人住宅 磁器染付椀

13066 7ANFOR 長岡京跡、 鴨田遺跡 上植野町落堀 10-22、 13-4 13.8.1 個人住宅

13067 6NJANJ 南条遺跡 物集女町南条 60-23 13.8.5 個人住宅 土師器

13068 7ANDST 長岡京跡、 森本遺跡 森本町下森本 40-18 ・ 19 13.8.1 個人住宅

13069 7ANESN 長岡京跡、 沢ノ西遺跡 鶏冠井町沢ノ西地内 13.8.5 ～ 8.14
補助配水支管布設

替
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13070 7ANFKZ 長岡京跡、 西小路遺跡 上植野町北小路 41 13.8.2 ・ 8.7 建物解体

13071 7ANCKM 長岡京跡 向日町北山 18-10 13.8.6 個人住宅

13072 7ANFKE 長岡京跡 上植野町車返 ・ 西大田地内 13.8.17　
ガス低圧管入替及

び引込管新設

13073 6NJANJ 南条遺跡、 南条古墳群 物集女町南条 70 13.8.19 ～ 20
ガス低圧管入替及

び引込管新設
土師質土器

13074 7ANDKI 長岡京跡 森本町春日井 26 13.8.22 個人住宅
土師質土器、 施

釉陶器

13075 7ANBHG 長岡京跡 寺戸町東野辺 53-6、 53-7 13.8.23 個人住宅 弥生土器か

13076 7ANBNO 長岡京跡 寺戸町西野 33-24 13.8.27 個人住宅

13077 7ANFKK 長岡京跡 上植野町切ノ口 20-34 13.8.28 個人住宅

13078 7ANFKK 長岡京跡 上植野町切ノ口 20-35 13.8.28 個人住宅

13079 6NJANN 南条遺跡 物集女町長野 1-12、 1-16 13.8.29 個人住宅

13080 7ANBKT 長岡京跡 寺戸町岸ノ下 8-21 13.8.29 個人住宅
施釉陶器、

磁器、 燻瓦

13081 7AKBYT 長岡京跡 寺戸町山縄手 19-28 13.9.5 個人住宅

13082 7ANFNC 長岡京跡 上植野町中福知 2-71 13.9.4 個人住宅

13083 7ANBNN 長岡京跡 寺戸町中野 8-15 13.9.6 個人住宅

13084 7ANCKM 長岡京跡 向日町北山 18-19 13.9.9 個人住宅

13085 7ANEYT 長岡京跡 鶏冠井町山畑 12-9 13.9.4 個人住宅

13086 7ANBKT 長岡京跡 森本町上森本 16-10 13.9.9 個人住宅 桟瓦、 陶器

13087 7ANFNC 長岡京跡 上植野町中福知 11-20 13.9.7 個人住宅

13088 7ANFKK 長岡京跡 上植野町切ノ口 5-1 13.9.12 広告板

13089 7ANDST 長岡京跡
森本町下森本 30

（第 3 向陽小学校内）
13.9.6 学校耐震補強

13090 7ANDST 長岡京跡 森本町下森本 47-171 13.9.9、 9.10 個人住宅

13091 2NKBNS 渋川遺跡 寺戸町西田中瀬 2-45、 2-46 13.9.10 個人住宅 磁器染付

13092 3NNAKC 中海道遺跡 物集女町切ノ口６ 13.9.11、 9.18 個人住宅

13093 7ANDST 長岡京跡 森本町下森本 43-37 13.9.17、 9.18 個人住宅

13094 6NJANN 南条遺跡、 南条古墳群 物集女町長野 1-50 13.9.20 個人住宅

13095 6NJANN 南条遺跡、 南条古墳群 物集女町長野 1-33 13.9.21 個人住宅

13096 7ANFOT 長岡京跡、 中福知遺跡 上植野町大田 2-25 13.9.25 ～ 9.30 個人住宅

13097 7ANEMR 長岡京跡、 鶏冠井遺跡 鶏冠井町南金村 11-4 地内 13.10.15 ～ 10.21
下水道施設 ・ 上水

道引込工

13098 7ANFOT 長岡京跡、 中福知遺跡 上植野町大田 2-21 13.9.26、 9.27 個人住宅

13099 7ANFOT 長岡京跡、 中福知遺跡 上植野町大田 2-22 13.9.26、 9.27 個人住宅

13100 7ANFOT 長岡京跡、 中福知遺跡 上植野町大田 2-23 13.9.26、 9.27 個人住宅

13101 7ANFOT 長岡京跡、 中福知遺跡 上植野町大田 2-24 13.9.26 ～ 9.30 個人住宅

13102 7ANFOT 長岡京跡、 中福知遺跡 上植野町大田 2-26 13.9.27 個人住宅

13103 7ANFKM 長岡京跡、 鴨田遺跡 上植野町鴨田 5-12 ・ 6-10 13.10.15 ～ 10.22 個人住宅 土師器、 須恵器

13104 7ANBHG 長岡京跡 寺戸町東野辺 20-1 13.10.3 ・ 4 ・ 18 集合住宅

13105 7ANFKW 長岡京跡、 鴨田遺跡 上植野町桑原 6-5、 7-7 13.10.8 ～ 11.5 個人住宅

13106 7ANEAC 長岡京跡 鶏冠井町荒内 95-25 13.10.11 個人住宅 平瓦片

13107 7ANFKK 長岡京跡 上植野町切ノ口 3-12　No.3 13.10.10　 個人住宅

13108 7ANDST 長岡京跡 森本町下森本 47-148 13.10.15 個人住宅

13109 7ANFGN 長岡京跡 上植野町御妙林 7-3、 6-3 13.10.18 個人住宅

13110 7ANENR 長岡京跡、 鶏冠井遺跡 鶏冠井町西金村 4-3、 3-4 13.10.21 ～ 10.22 工場

13111 7ANDTR 長岡京跡 森本町天神森 6-15 13.10.21 個人住宅

13112 7AKBUU 久々相遺跡 寺戸町瓜生 22-4、 29、 30 13.10.25 個人住宅
施釉陶器、

磁器、 土製品
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13113 7ANBNM 長岡京跡、 森本遺跡 寺戸町二枚田地内 13.10.22 ～ 12.10 補助配水管布設替

13114 7ANFUT 長岡京跡 上植野町馬立 16-2 13.10.29 個人住宅

13115 7ANBKS 長岡京跡、 渋川遺跡 寺戸町山縄手 10-34 13.11.06 個人住宅 土師器

13116 6NJANN 南条遺跡 物集女町長野 1-34 13.11.12 個人住宅

13117
7AKBUU 

7AKBSS
久々相遺跡

寺戸町瓜生 16-21 及び

寺戸町修理式 30-1
13.11.05 ガス低圧管新設

13118 7ANFKK 長岡京跡 上植野町切ノ口 3-11 № 2 13.11.5 個人住宅

13119 7ANBNN 長岡京跡、 中野遺跡 寺戸町中野 8-13 13.11.18 個人住宅

13120 7ANBDC 長岡京跡 寺戸町殿長 21-7 13.11.22 個人住宅

13121 7ANBKT 長岡京跡 寺戸町岸ノ下 22-5 継続中 個人住宅

13122 7ANBKT 森本遺跡、 長岡京跡 寺戸町岸ノ下 22-5 13.11.11 個人住宅

13123 2NKBHS 渋川遺跡 寺戸町東田中瀬 14-11 13.11.22 個人住宅 軟質燻瓦

13124 7ANBHD 長岡京跡、 笹屋遺跡 寺戸町初田地内
13.11.21 ～ 12.5

（夜間）
上水道敷設

13125 7ANFJK 長岡京跡 上植野町浄徳 1 の一部 13.11.22 ～ 11.25 個人住宅
陶磁器、 瓦 （近

世以降）

13126 2NKBHS 渋川遺跡 寺戸町東田中瀬 13 の一部 13.11.22 店舗 須恵器

13127 7ANBSM 長岡京跡 寺戸町芝山 3-26 13.11.28 個人住宅

13128 7ANFKZ 長岡京跡 上植野町北小路地内 13.12.2 ～ 14.2.13 道路建設
古代瓦、 土師器、

須恵器、 陶器

13129 7ANEHB 長岡京跡 鶏冠井町八ノ坪 10-110 13.11.29 個人住宅

13130 7ANFKI 長岡京跡、 中福知遺跡 上植野町北淀井 5-6 13.12.5 個人住宅

13131 7ANFNC 長岡京跡、 中福知遺跡 上植野町中福知 2-70 13.12.5 個人住宅

13132 6NJANN 南条遺跡 物集女町長野 1-35 13.12.6 個人住宅

13133 7ANFMZ 長岡京跡、 西小路遺跡 上植野町南小路 87-2 13.12.12、 12.13 個人住宅

13134 7ANFTN 長岡京跡
上植野町泰田 14-12

（7 号地）
13.12.13 個人住宅

13135 7ANFTN 長岡京跡
上植野町泰田 14-12

（8 号地）
13.12.14、 14.3.20 個人住宅

13136 7ANFTN 長岡京跡
上植野町泰田 14-11、16-8（6

号地）
13.12.17 個人住宅

13137 7ANFTN 長岡京跡
上植野町泰田 14-10、16-1（5

号地）
13.12.16 個人住宅

13138 7ANEDN 長岡京跡 鶏冠井町大極殿 13.12.11 遊具撤去

13139 2NKBHS 渋川遺跡 寺戸町東田中瀬 11-4 13.12.17 歯科診療所

13140 7ANBNN 長岡京跡、 中野遺跡 寺戸町中野地内他 13.12.16 ～ 17 配水管布設

13141 7ANDHC 長岡京跡
森本町東ノ口 6-1、 7-1、

8-1
13.12.19 ～ 14.1.17 駐車場 土師器

13142 3NNAKN 中海道遺跡 物集女町クズ子 20 13.12.26 広告塔新築

13143 7ANBNN 長岡京跡 寺戸町中野地内 13.12.18 ～ 14.1.10
ガス低圧管新設及

び引込管新設

13144 7ANFKK 長岡京跡 上植野町切ノ口 3-10 № 10 13.12.20 個人住宅

13145 7ANFNE 長岡京跡 上植野町野添 10-67 13.12.28 個人住宅

13146 7ANDST 長岡京跡 森本町下森本 15-9 13.12.26 個人住宅

13147 7ANBUU 長岡京跡、 久々相遺跡 寺戸町瓜生 22-2 14.1.14、 1.15 個人住宅

13148 7ANBKT 長岡京跡、 森本遺跡 寺戸町岸ﾉ下 25-124 14.1.17、 1.18 個人住宅

13149 7ANBKT 長岡京跡、 森本遺跡 寺戸町岸ノ下 20-40、 20-41 14.1.10 個人住宅

13150 7ANBDC 長岡京跡 寺戸町殿長 21-8（6 号地） 14.1.15 個人住宅

13151 7ANBNK 長岡京跡 寺戸町中ノ段 16-13 14.1.16、 1.17 個人住宅

13152 7ANEIN 長岡京跡 鶏冠井町稲葉 23-1 14.1.17 個人住宅

13153 7ANFOT 長岡京跡 上植野町大田 2-18 14.1.17 分譲住宅
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13154 7ANFOT 長岡京跡 上植野町大田 2-19 14.1.17 分譲住宅

13155 7ANFOT 長岡京跡 上植野町大田 2-20 14.1.17 分譲住宅

13156 2NKBHS 渋川遺跡 寺戸町東田中瀬 14-13 14.1.17 個人住宅

13157 7ANEAC 長岡京跡 鶏冠井町荒内 35-15 13.5.15 宅地造成

13158 7ANBNM 長岡京跡 寺戸町二枚田 1-12 14.1.23 ～ 1.27 集合住宅

13159 7ANFTN 長岡京跡 上植野町泰田 14-6 1 号地 14.1.22 個人住宅

13160 7ANFTN 長岡京跡 上植野町泰田 14-6 2 号地 14.1.22 個人住宅

13161 7ANEJS 長岡京跡、 石田遺跡 鶏冠井町十相地内 14.1.14 ～ 3.10
災害用

マンホールトイレ

13162 7ANBKD 長岡京跡、 笹屋遺跡
寺戸町小佃 12-2 ・

寺戸町向畑 52-8
14.1.27 ～ 1.31 ガス中低圧管移設

13163 7ANFKD 長岡京跡 上植野町北ノ田地内他 14.1.23 ～ 1.29 配水枝管布設替

13164 ７ANFOT 長岡京跡、 中福知遺跡 上植野町大田 14-18 14.1.30 個人住宅

13165 ７ANFSR 長岡京跡 上植野町下川原 1-31 14.1.29 個人住宅

13166 7ANEJS 長岡京跡 鶏冠井町十相 10-47 14.1.30 個人住宅

13167 7ANFTB 長岡京跡 上植野町十ケ坪 9-50 14.1.30 個人住宅

13168 7ANBTM 長岡京跡、 南垣内遺跡 寺戸町辰巳 10-9、 9-17 14.2.3 個人住宅

13169 7ANFST 長岡京跡、 芝ヶ本遺跡 上植野町芝ヶ本地内 14.2.3 ～ 2.5 配水支管布設

13170 7ANBUU 長岡京跡、 久々相遺跡 寺戸町瓜生 27-40 14.02.17 個人住宅

13171 7ANFOT 長岡京跡 上植野町大田 2-1 14.2.6 分譲住宅

13172 7ANFOT 長岡京跡 上植野町大田 2-1 14.2.6 分譲住宅

13173 7ANBHN 長岡京跡、 森本遺跡 寺戸町東ノ段 30 14.2.20 コンクリート柱

13174 7ANFST 長岡京跡 上植野町芝ヶ本 1 14.2.12 ～ 02.22 ガス低圧管新設

13175 7ANBNM 長岡京跡 寺戸町二枚田 4-84 14.2.17 個人住宅

13176 3NNANK 中海道遺跡 物集女町中海道 8 14.2.26 建築広告物

13177 7ANEAC 長岡京跡
自） 鶏冠井町荒内 97-6　

至） 鶏冠井町大極殿 63-7
14.2.22 ガス低圧管移設

13178 6NJANJ 南条遺跡 物集女町南条 60-66 ・ 67 14.2.17 個人住宅

13179 7ANEKI 長岡京跡、 御屋敷遺跡 鶏冠井町北井戸 16 14.02.25 個人住宅

13180 6NJANJ 物集女車塚周辺遺跡 物集女町南条 2-3、 3-3 14.3.4、 3.7 個人住宅

13181 7ANFTN 長岡京跡 上植野町泰田 14-8（3 号地） 14.3.7 個人住宅

13182 7ANFTN 長岡京跡 上植野町泰田 14-9（4 号地） 14.3.6 個人住宅

13183 7ANBKT 長岡京跡、 森本遺跡 寺戸町岸ノ下 20-25 14.3.22　 個人住宅

13184 7ANDMD 長岡京跡、 森本遺跡 森本町前田 17-1 14.3.15 個人住宅

13185 7ANESN 長岡京跡 鶏冠井町沢ノ西 2-11 14.3.15 ～ 3.19 個人住宅

13186 7ANESN 長岡京跡 鶏冠井町沢ノ西 19-19 14.3.21 ～ 3.24 個人住宅

13187 7ANDYR 長岡京跡 森本町藪路 42、 43 14.3.24
ガス低圧管新設及

び引込管新設
軟質燻瓦破片

13188 3NNADE 中海道遺跡 物集女町堂ノ前 3 ・ 4 14.3.25 ～ 3.28
ガス低圧管新設及

び引込管新設
須恵器

13189 7AMBHT
南条遺跡、

物集女車塚周辺遺跡
寺戸町八反田 36-6 14.3.27 ～継続中

個人住宅兼工場又

は店舗

13190 6NJANN 南条遺跡 物集女町長野 1-24（8 号地） 14.3.27 個人住宅

13191 7ANBNN 長岡京跡 寺戸町中野 15-16（11 号地） 14.3.28 個人住宅

13192 7ANBNN 長岡京跡 寺戸町中野 15-17（12 号地） 14.3.28 個人住宅

13193 7AKBUU 久々相遺跡 寺戸町瓜生 22 14.3.31
ガス低圧管新設及

び引込管新設
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Ⅲ　設立記念事業の概要

１　事業計画
（１）趣旨
　向日市の風土を育んだ歴史遺産、長岡京跡。その中心部である長岡宮跡は全域が市内にひろがり、ま
さに向日市を代表する遺跡である。近年の発掘調査によって、とくに長岡宮中枢部は通説に再考を迫る
大きな発見が続いている。
　そこで、センター設立 25 周年の記念事業として、桓武天皇の王宮を考える上で最も重要な大極殿・
朝堂院地区に焦点をあてて、約 60 年に及ぶ調査研究を総括し、その成果を広く一般に公開し、長岡京
への理解を深める機会とする。
　

（２）計画内容
　①平成 24（2014）年度
　・長岡宮発掘の初期調査に関わる調査図面、写真、日誌等記録類、出土遺物の所在・内容確認
　・調査担当者から情報収集
　・京都大学所蔵資料の調査、情報収集
　・調査関係機関への協力要請、関係者から調査指導
　・資料の借用、展示依頼
　・初期調査資料の検討
　・復原図の作成
　②平成 25（2013）年度
　・展示会の実施　向日市文化資料館ラウンジ
　・講演会の開催
　・展示図録の作成

２　実施状況
（１）初期調査資料の捜索
　①樋口隆康氏所蔵資料
　　平成 24 年 4 月１日、城陽市私邸
　②京都大学考古学研究室
　ａ）長岡宮跡調査図面記録
　　平成 24 年 4 月 25 日、旧陳列館作業室
　ｂ）長岡宮跡出土遺物
　　平成 24 年６月７・11･13・14・19・20 日、京都大学総合博物館収蔵庫
　③京都大学建築史学講座山岸常人研究室
　　平成 24 年３月 15 日
　④中山修一記念館
　　平成 24 年 12 月 20 日
　⑤京都府立山城郷土資料館
　ａ）轍跡模型の現状確認
　ｂ）京都府教育委員会所蔵の長岡京関係写真の確認
　　平成 25 年 10 月２日
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（２）関係機関との調整
　①京都大学考古学研究室
　　・所蔵資料の取り扱い協議、借用・展示条件等の助言・協力、展示会の共催依頼
　②京都府立山城郷土資料館
　　・展示、掲載に関わる協力依頼

（３）京都大学考古学研究室所蔵資料の借用
　ａ）長岡宮跡調査図面記録
　　　図面記録全点の台帳作成
　　　平成 24 年 4 月 25 日～平成 25 年 12 月 26 日
　ｂ）資料の借用延長
　　　図面記録の詳細な分析と検討を継続するため、下記の期間、借用の延長を行った。
　　　平成 25 年 12 月 26 日～平成 27 年３月 31 日予定
　ｃ）長岡宮跡出土遺物
　　　展示会に出展予定遺物の実測、写真撮影
　　　平成 25 年３月 21 日～平成 25 年 12 月 26 日

（４）借用資料のデジタル化
　京都大学考古学研究室が所蔵する大型デジタルスキャンの機材を使用して、借用の図面につい　　
　て補助員１名を付けてデジタル化を行った。
　　　平成 26 年３月 17・19・20・24・28 日

（５）検討会の実施
　第１回「長岡宮跡の調査研究をめぐる検討課題」：平成 25 年３月 12 日 13:30 ～ 17:00
　　　　〔調査指導〕杉原和雄氏、山岸常人氏、上原真人氏、吉川真司氏、國下多美樹氏
　　　　〔参加者〕渡辺博氏、松崎俊郎、梅本康広、中島信親
　第２回「長岡宮出土軒瓦の再検討」：平成 25 年５月 29 日 13:30 ～ 17:00
　　　　〔調査指導〕上原真人氏、國下多美樹氏、網伸也氏　
　　　　〔参加者〕佐藤隆氏、古閑正浩氏、渡辺博氏、松崎俊郎、梅本康広、中島信親
　第３回「長岡宮跡の初期の調査について」：平成 25 年６月 12 日
　　　　〔調査指導〕西川幸治氏

（６）ＣＧの作成
　「バーチャル長岡京３Ｄマップ」の作成実績がある、立命館大学文学部河角龍典氏に協力いただき、
長岡宮大極殿院・朝堂院三次元ＣＧ画像の作成を依頼した。河角氏が監修にあたり、今村聡氏によって
作製されたＣＧ画像を展示に使用した。

（７）展示・講演会
　展示テーマ：「桓武天皇の王宮 - 長岡宮の実像 -」
　会　　　期：平成 25 年 11 月１日（金）～ 12 月 15 日（日）－開催実数 36 日－
　観覧者総数：1840 人
　共　　　催：京都大学考古学研究室、向日市教育委員会
　展 示 資 料：総数 150 点



― 49 ―

　　⑴京都大学考古学研究室蔵－大極殿ほか初期調査出土資料 30 点
　　⑵向日市教育委員会蔵－内裏、朝堂院、官衙、寺院、古墳ほか
　　　京都府教育委員会、市教委調査資料 20 点、センター調査資料 100 点（昭和 63 年度以降）
　記念講演会：会場 - 文化資料館 2 階研修室、（定員 80 名）
　第 1 回：11 月 10 日（日）、参加人数 68 名
　　　　「長岡宮跡の調査・夜明けのころ」西川幸治氏（京都大学名誉教授）
　　　第 2 回：11 月 24 日（日）、参加人数 110 名
　　　　「桓武天皇とその時代」吉川真司氏（京都大学文学研究科教授）
　　　第 3 回：12 月 8 日（日）、参加人数 70 名
　　　　「都城の瓦生産と展開」上原真人氏（京都大学文学研究科教授）

（８）展示図録の作成・販売
　仕様　内容：『桓武天皇の王宮』Ａ４判カラー刷り、48 頁中綴じ
　印刷　部数：500 冊
　増刷　部数：200 冊（関係者及び関係機関へ寄贈予定）
　

（９）宣伝・広報
　①向日市広報：平成 25 年 10 月１日号
　②ポスター：Ｂ２判、200 枚
　③ちらし：Ａ４判、3000 枚、両面カラー
　④情報誌『まいぶん fan』：Ａ３判二つ折り、両面カラー
　⑤報道提供：京都新聞（平成 25 年 11 月５日朝刊乙訓版）
　⑥情報紙『ミニミニおとくに』11 月号
　⑦ホームページ

（10）協力者・協力機関（既出の調査指導、検討会参加者、講演依頼者を除く）
　京都大学考古学研究室：吉井秀夫氏、阪口英毅氏
　初期調査関係者：樋口隆康氏、坂井さおり氏
　大阪歴史博物館：積山洋氏、伊藤純氏
　山城郷土資料館：田中淳一郎、森島康雄氏
　長岡京市教育委員会：百瀬ちどり
　延暦寺

３　成果
（１）長岡京初期調査について
　・初期調査の原資料について、所在と内容のほぼ全容を確認した
　・図面、遺物台帳を作成した
　・図面記録類のデジタルデータを作成した
　・京都大学所蔵資料の取り扱い方法について確認調整を行った
　・初期調査の成果について、図面・写真をもとに担当者から事実関係の確認ができた
　・西川幸治氏により長岡宮調査の回顧と展望について、所見をいただいた（図録掲載）
　・初期調査の主要な基本情報について、原資料から明確に把握することができた
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　・展示会を通じて、長岡宮発掘 60 年のあゆみを整理し、成果の集約と課題の確認ができた

（２）長岡宮の調査研究課題
　・初期調査の報告書刊行
　・国土座標を用いた遺構図の調整－大極殿・小安殿等初期調査の図面資料との整合性の調整
　・初期調査地点の再発掘－大極殿南北両端、小安殿西端、会昌門（北東基壇地覆石）、大極殿
　　院東回廊、朝堂院東第二堂、朝堂院西築地と門、内裏正殿西庇等
　・大極殿と回廊を結ぶ渡廊の存否　
　・大極殿院南庭及び朝堂院朝庭の儀式関連遺構の存否
　・朝堂院西方での儀式・饗宴施設の存否
　・内裏の内部構造の把握
　・宮城南北両面及び西面大垣の確認
　・朱雀門等、宮城門の確認
　・朝堂院南面区画の空間構成と性格の把握
　・朝集堂院の存否
　・宮城四至の確定
　・太政官をはじめ二官八省等、宮内官衙の特定
　・宮内道路の確認
　・長岡宮造営過程の復原
　・長岡宮平面構造と全体計画の復原
　・長岡宮式軒丸瓦の成立時期
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　１　樋口隆康氏現地確認 　２　西川幸治氏講演風景

　５　上原真人氏講演風景

　３　遺物調査風景（京都大学総合博物館）

　８　遺物展示状況

　６　吉川真司氏講演風景

　７　展示会の設営状況（向日市文化資料館ラウンジ）

　４　遺物検討会風景（向日市文化財調査事務所）
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『桓武天皇の王宮ー長岡宮の実像ー』展示目録

テーマ 展示資料 点数 調査地 所蔵
Ⅰ王宮へのいざない 鬼瓦 1 朝堂院南方採集資料 京都大学

重圏文軒丸瓦 1 大極殿 京都大学
重圏文軒丸瓦 1 小安殿 京都大学

Ⅱ桓武天皇とその時代 桓武天皇肖像 1 延暦寺写真画像提供
Ⅲ王宮成立以前 大極殿古墳円筒埴輪 1 向日市教委

大極殿古墳笠形埴輪 1 向日市教委
大極殿古墳盾形埴輪 5 向日市教委
小安殿下層円筒埴輪 1 京都大学
小安殿下層須恵器𤭯 1 京都大学
山畑7号墳須恵器一括 9 向日市教委
宝菩提院廃寺瓦窯軒丸瓦 5 向日市教委
宝菩提院廃寺瓦窯軒平瓦 2 向日市教委
宝菩提院廃寺瓦窯蓮華文鬼瓦 6 向日市教委

Ⅳ宮城の構造と特質 三都の軒瓦
 難波宮式重圏文6016型式軒丸瓦 1 宮第39次 向日市教委
 難波宮式重画文6572型式Ａ種軒平瓦 1 宮第84次 向日市教委
 難波宮式蓮華文6303型式軒丸瓦 1 宮第209次 向日市教委
 難波宮式唐草文6664型式Ｂ種軒平瓦 1 宮第11次 京都大学
 平城宮式蓮華文6282型式Ｇ種軒丸瓦 1 宮第17次 京都大学
 平城宮式唐草文6721型式Ｃ種軒平瓦 1 宮第17次 京都大学
 平城宮式重圏文7012型式軒丸瓦 1 宮第29次 向日市教委
 平城宮式重画文6572型式Ａ種軒平瓦 1 宮第18次 向日市教委
 長岡宮式蓮華文7133型式Ｆ種軒丸瓦 1 宮第16次 京都大学
 長岡宮式唐草文7757型式Ｂ種軒平瓦 1 宮第17次 京都大学
 長岡宮式か、重画文軒平瓦 1 宮第291次 向日市教委
鬼瓦集合
　難波宮式重圏文鬼瓦 1 宮第334次 向日市教委
　難波宮式重圏文鬼瓦 1 宮第11次 京都大学
　南都七大寺式鬼瓦 1 宮第17次 京都大学
　南都七大寺式鬼瓦 1 中海道遺跡第22次 向日市教委
　南都七大寺式鬼瓦 1 左京第298次 向日市教委
　南都七大寺式鬼瓦 1 左京第300次 向日市教委
　南都七大寺式鬼瓦 1 宮第86次 向日市教委
　南都七大寺式鬼瓦 1 宮第110次 向日市教委
　南都七大寺式鬼瓦 1 宮第326次 向日市教委
　南都七大寺式鬼瓦 1 宮第334次 向日市教委
小安殿出土軒丸瓦
　難波宮式重圏文軒丸瓦6017型式　 1 宮第７次 京都大学
　難波宮式重圏文軒丸瓦6022（7014）型式 1 宮第７次 京都大学
　難波宮式重圏文軒丸瓦6015型式Ａ種 1 宮第７次 京都大学
　難波宮式重圏文軒丸瓦6020型式 1 宮第７次 京都大学
　難波宮式重圏文軒丸瓦6020型式 1 宮第７次 京都大学
小安殿出土軒平瓦
　難波宮式重画文軒平瓦6572型式 1 宮第７次 京都大学
昭慶門・回廊出土鴟尾
　鴟尾 1 宮第３次 京都大学
東第四堂出土重圏文軒丸瓦
　難波宮式重圏文軒丸瓦6014型式 1 宮第12次 京都大学
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　難波宮式重圏文軒丸瓦6020型式 1 宮第12次 京都大学
東第四堂出土重画文軒平瓦
　難波宮式重画文軒平瓦6574型式 1 宮第12次 京都大学
　難波宮式重画文軒平瓦6572型式 1 宮第12次 京都大学
西第二堂出土軒丸瓦
　難波宮式重圏文軒丸瓦6020型式 1 宮第11次 京都大学
　難波宮式重圏文軒丸瓦6015型式Ａ種 1 宮第11次 京都大学
西第二堂出土軒平瓦
　難波宮式重画文軒平瓦6574型式Ｂ種 1 宮第11次 京都大学
　難波宮式重画文軒平瓦6572型式Ａ種 1 宮第11次 京都大学
西第四堂出土軒平瓦
　平城宮式6732型式Ｑ種 1 宮第116次 向日市教委
「西宮」出土軒丸瓦
　難波宮式6015型式Ａ種 1 宮第65次 向日市教委
　平城宮式6133型式Ｋａ種 1 宮第84次 向日市教委
「西宮」出土軒平瓦
　難波宮式6572型式BorG種 1 宮第193次 向日市教委
　平城宮式6663型式Ｅ種 1 宮第84次 向日市教委
内裏正殿出土軒丸瓦 3 宮第450次 向日市教委
内郭築地回廊出土軒丸瓦
　平城宮式軒丸瓦6133型式Db種 1 宮第17次 京都大学
　長岡宮式軒丸瓦7133型式Eb種 1 宮第17次 京都大学
内郭築地回廊出土軒平瓦
　平城宮式軒平瓦6726型式Ｅ種 1 宮第139次 向日市教委
　長岡宮式軒平瓦7785型式 1 宮第17次 京都大学
墨書土器「主工署」 1 宮第329次 向日市教委
墨書土器「勅厨」 1 宮第329次 向日市教委
黒色土器三連杯 1 宮第329次 向日市教委
琥珀 3 宮第329次 向日市教委

3 宮第341次 向日市教委
鼈甲 14 宮第341次 向日市教委
緑釉陶器・杯Ｂ蓋 1 宮第329次 向日市教委

2 宮第357次 向日市教委
緑釉陶器・杯Ｂ 2 宮第357次 向日市教委
緑釉陶器・火舎 1 宮第329次 向日市教委

3 宮第341次 向日市教委
緑釉陶器・羽釜 1 宮第341次 向日市教委

1 宮第357次 向日市教委
二彩陶器・小壺 1 宮第341次 向日市教委
ミニチュア土器 5 宮第329次 向日市教委
小札 30 宮第472次 向日市教委
凝灰岩 8 宮第326次 向日市教委
長岡宮式7171型式軒丸瓦 1 右京第755次 向日市教委

Ⅴ王宮廃絶後 須恵器瓶子 1 宮第７次 京都大学
西寺同笵軒平瓦 1 宮第275次 向日市教委
西寺同笵軒平瓦 1 宮第110次 向日市教委
西寺同笵軒平瓦 1 宮第436次 向日市教委

Ⅵ王宮の三次元復原 後期難波宮大極殿ＣＧ復原 1 大阪歴史博物館提供

長岡宮大極殿院・朝堂院ＣＧ復原 4 河角龍典氏監修、
今村聡氏作成

Ⅶ王宮の全容解明に向けて 長岡京鳥かん図 1 センター作成
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