
平成31年度 事業報告

令和２年度
第 11 回 定時会員総会の開催　事業報告など

　例年5月に開催している定時会員総会ですが、令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、6月23日(火)
に京都市文化財建造物保存技術研修センターにて行いました。41期事業報告、収支決算などについて慎重に審議され、
原案通り議決、承認されました。

1文化財屋根葺士養成研修事業
　（国庫補助事業）

　1）第23期生 養成研修 開始（後期）
人　　数●４名
期　　間●令和元年５月７日（火）〜９月18日（水）
研修区分●講義120時間　実習656時間
講義場所●京都研修センター（京都市東山区）
実習場所●宮城方面他

2檜皮採取者（原皮師）養成研修事業
　（国庫補助事業）

　1）第18期生 初級養成研修 修了式
人　　数●４名
日　　時●平成31年４月17日（水）10：30〜11：45
会　　場●京都研修センター（京都市東山区）

　2）第19期生 初級養成研修 開講式
人　　数●４名
日　　時●平成31年４月17日（水）10：30〜11：45
会　　場●京都研修センター（京都市東山区）

　3）第19期生 初級養成研修 開始
人　　数●４名
期　　間●令和元年８月20日（火）〜令和２年２月

７日（金）
研修区分●講義32時間　実習832時間（内査定会16

時間）
講義場所●京都研修センター（京都市東山区）
実習場所●国有林／［近畿中国森林管理局管内］那

岐山（岡山）
市有林／［秩父市］旧大滝村栃本（埼玉）、

［河内長野市］千石谷文化財の
森（大阪）

民有林／日向大神宮（京都）
演習林／九州大学農学部附属（福岡）

　4）中級研修生（原皮師）研修開始
人　　数●27名
期　　間●令和元年８月26日（月）〜令和２年２月

15日（金）
研修区分●実習1064時間（内査定会16時間）
実習場所●国有林／［中部森林管理局管内］ 賤母（長

野）
［近畿中国森林管理局管内］宮
島（広島）、三上山・別所（滋賀）、
地獄谷（奈良）、城山（山口）

　5）採取全体会議
参 加 者●28名（指導員１名、原皮師23名、会長、

担当理事２名、事務局１名）
期　　日●令和元年５月24日（金）
会　　場●京都研修センター（京都市東山区）
内　　容●事業方式、指導要項

　6）査定会ランク付協議会
参 加 者●５名（指導員１名、担当理事２名、事務

局２名）
期　　日●令和２年３月12日（木）
会　　場●京都研修センター（京都市東山区）
内　　容●査定ランク付け

　7）檜山の調査及び打合せ
❶調査場所●河内長野市有林（大阪府）

調 査 員●３名（指導員１名、担当理事１名、事
務局１名）

期　　日●令和元年５月23日

❷調査場所●三上山国有林（滋賀県近江八幡市）
調 査 員●７名（指導員１名、担当理事１名、リー

ダー４名、事務局１名）
期　　日●令和元年５月28日

❸調査場所●岡室民有林（三重県）
調 査 員●２名（指導員１名、担当理事１名）



期　　日●令和元年６月３日

❹調査場所●京北合併の森（京都市右京区京北周山
町）

調 査 員●５名（指導員１名、担当理事２名、リー
ダー１名、事務局１名）

期　　日●令和元年６月４日

❺調査場所●賤母国有林（長野県）
調 査 員●９名（指導員２名、担当理事２名、リー

ダー４名、事務局１名）
期　　日●令和元年６月６日

❻調査場所●城山国有林（山口県岩国市）
調 査 員●４名（指導員１名、担当理事１名、リー

ダー１名、事務局１名）
期　　日●令和元年６月25日

①打 合 せ●近畿中国森林管理局（大阪市北区）
人　　数●３名（執行理事１名、担当理事１名、

事務局１名）
期　　日●令和元年５月23日

②打 合 せ●滋賀森林管理署（滋賀県大津市）
人　　数●３名（執行理事１名、担当理事１名、

事務局１名）
期　　日●令和元年５月27日

③打 合 せ●山口森林管理事務所（山口市野田）
人　　数●３名（執行理事１名、担当理事１名、

事務局１名）
期　　日●令和元年５月24日

　8）初級・中級研修生（原皮師）採取技術査定会
参 加 者●29名（文化庁１名、正会員10名、査定

員５名、研修生11名、準会員１名、事
務局１名）

期　　日●令和元年９月26日（木）・27日（金）
会　　場●日羽八幡神社（岡山県総社市）

　9）歩道整備
参 加 者●５名（指導員１名、原皮師４名）
期　　間●令和元年９月９日（月）〜13日（金）
場　　所●賤母国有林（長野県木曽郡）

3茅葺師養成研修事業（国庫補助事業）

　1）茅葺師養成研修
人　　数●３名

期　　間●令和元年11月11日（月）〜12月４日（水）
研修区分●実習168時間（茅葺）
実習場所●諏訪神社（埼玉県秩父市）

人　　数●３名
期　　間●令和２年２月３日（月）〜14日（金）
研修区分●実習88時間（茅葺）
実習場所●美山町民間宿泊施設（京都府南丹市）

人　　数●３名
期　　間●令和２年１月20日（月）〜25日（土）
研修区分●実習48時間（茅刈）
実習場所●大室山周辺茅場（静岡県伊東市）

　2）茅葺協議会（フォーラム）
参 加 者●44名
期　　日●令和元年11月21日（木）・22日（金）
見学場所●諏訪神社（埼玉県秩父市）
会　　場●秩父地域地場産業振興センター（埼玉県

秩父市）
内　　容●建物・現場見学及び協議会

　3）茅収納庫入荷の茅調査視察（自主事業）
調査場所●大内宿（福島県南会津郡）
調 査 員●２名（担当理事２名）
期　　日●令和元年９月26日(木)・27日(金)

4屋根板製作者養成研修事業
　（国庫補助事業）

　第１回　研修開始
人　　数●４名
期　　間●令和元年11月25日(月)〜12月６日(金)
研修区分●実習96時間
実習場所●長野方面

5「主任文化財屋根葺士」検定会
　（京都市助成金）

　1）檜皮・杮屋根葺士の認定
❶第19回（檜皮・杮葺）

人　　数●１名（檜皮・杮葺士）
期　　間●令和元年10月14日（月）〜19日（土）
研修場所●山南研修センター（兵庫県丹波市）
事業内容●主任文化財屋根葺士の認定・採点（檜皮・

柿葺）
［実技］令和元年10月14日（月）〜18日（金）
１名



［講義・学科］令和元年10月19日（土）
１名

［採点］令和元年10月19日（土）
外部検定員５名

（文化財建造物技術管理者）
内部検定員８名

（担当理事１名、会長、副会長、
常務理事、理事３名、内部監事
１名）

❷採点集計
人　　数●１名（担当理事１名）
期　　日●令和元年10月26日（土）
場　　所●京都研修センター（京都市東山区）
内　　容●第19回検定会採点集計他

❸合格発表
人　　数●１名（檜皮・杮葺士）
期　　日●令和元年11月14日（木）
場　　所●山南研修センター（兵庫県丹波市）
内　　容●第19回検定会合格発表他

　2）茅葺師の認定
❶第11回（茅葺）

人　　数●１名（茅葺師）
期　　間●令和元年10月14日（月）〜19日（土）
研修場所●山南研修センター（兵庫県丹波市）
事業内容●主任文化財屋根葺士の認定・採点（茅葺）

［実技］令和元年10月14日（月）〜18日（金）
１名

［講義・学科］令和元年10月19日（土）
１名

［採点］令和元年10月19日（土）
外部検定員５名

（文化財建造物保存技術管理者）
内部検定員８名

（担当理事１名、正会員７名）

❷採点集計
人　　数●２名（担当理事２名）
期　　日●令和元年10月30日（水）
場　　所●京都研修センター（京都市東山区）
内　　容●第11回検定会採点集計他

❸合格発表
人　　数●１名（茅葺師）
期　　日●令和元年11月14日（木）
場　　所●山南研修センター（兵庫県丹波市）
内　　容●第11回検定会合格発表他

　3）主任文化財屋根葺士 認定証更新講習会
参 加 者●29名（正会員13名、名誉会員２名、準

会員14名）
日　　時●令和元年11月15日（金）10：00〜12：00
会　　場●京都研修センター（京都市東山区）
内　　容●認定証の更新講習会

6部会

　茅部会（国庫補助事業）
❶人　　数●12名

日　　時●令和元年５月15日（水）９：30〜12：00
会　　場●京都研修センター（京都市東山区）
内　　容●茅葺に関する問題点等

❷人　　数●14名
日　　時●令和２年２月20日（木）９：30〜12：00
会　　場●京都研修センター（京都市東山区）
内　　容●茅部門の今後について

7研修会

　1）指導者研修会
参 加 者●26名（正会員23名、名誉会員３名）
日　　時●令和元年５月14日（火）13：30〜16：30
会　　場●京都研修センター（京都市東山区）
内　　容●【講義】「これからの若者をどう育てるか」

〜時代の変化と共に、考え方が
どう変わってきたのか？〜

［講師］NPO法人 Imagine丹波 
和田 輝政

【意見交換会】

　2）文化財研修会
参 加 者●127名
日　　時●令和元年６月14日（金）13：00〜17：00
会　　場●清水寺（京都市東山区）
内　　容●【修理概要説明】

［説明］京都府教育庁指導部
文化財保護課 島田 豊

【事例報告】「国宝清水寺本堂保存修理工
事について」

［発表］（有）宮川屋根工業 西村 信生
【意見交換会】
【建造物、保存修理現場見学】

国宝清水寺本堂保存修理工事現場



8普及啓発事業

1）特別講座
【後援／公益財団法人 大学コンソーシアム京都】

❶第1回
参 加 者●28名
日　　時●令和元年６月22日（土）14：00〜16：00
会　　場●京都研修センター（京都市東山区）
内　　容●【講演】「人と自然のつながり」

［講師］京都大学フィールド科学教
育研究センター 吉岡 崇仁

❷第２回
参 加 者●35名
日　　時●令和元年12月７日（土）14：00〜16：00
会　　場●京都研修センター（京都市東山区）
内　　容●【講演】「京の町を灯す提灯の文化」

［講師］奥川提燈店 ８代目 奥川 忠司

2）日本の技 体験フェア（文化庁主催）
人　　数●９名（会長、副会長、担当理事２名、監

事１名、企画委員４名）
期　　間●令和元年11月８日（金）〜10日（日）
会　　場●沖縄県立武道館（沖縄県那覇市）
内　　容●模型展示、屋根葺道具、パネル展示、屋根

材拵え実演、屋根葺体験
来 場 者●3526名

3）京都女子大学 家政学部 生活造形学科「伝統
技法演習」

人　　数●５名（会長、担当理事２名、屋根葺士２名）
期　　日●令和元年11月６日（水）
会　　場●京都研修センター（京都市東山区）
内　　容●伝統的屋根葺技術の説明、檜皮材拵え実

演、屋根葺体験
引 率 者●京都女子大学 

教授 斎藤 英俊、村田 信夫
参 加 者●学生 45名

4）京都橘大学「産業文化論」
人　　数●３名（会長、常務理事、事務局１名）
期　　日●令和元年12月５日（木）
会　　場●京都橘大学（京都市山科区）
内　　容●伝統的屋根葺技術の講演
参 加 者●学生 68名

5）平成31年度 ふるさと文化財の森システム推進
事業 普及啓発事業「森が支える日本の技術
2019 公開セミナー」（文化庁と契約）

期　　日●令和元年11月１日（金）・２日（土）、16

日（土）、12月６日（金）
後　　援●京都府教育委員会、京都市教育委員会、

林野庁 近畿中国森林管理局 京都大阪森
林管理事務所、公益財団法人 大学コン
ソーシアム京都、公益財団法人 京都古文
化保存協会、公益財団法人 京都市文化観
光資源保護財団

会　　場●京都研修センター（京都市東山区）、清
水寺（京都市東山区）、日向大神宮（京都
市山科区）、鞍馬山国有林（京都市左京区）

【将来の担手養成に関するプログラム】
◦文化財講座（文化財の活用と建造物を保存する

資材・技術に関する講義）
［参加者］47名（文化財修理経験者）
［日　時］令和元年11月１日（金）10：15〜11：45
［演　題］「文化財建造物の構成資材と修理補足材に

ついて ―同種同形式の原則と実態―」
［講　師］京都府教育庁指導部 文化財保護課  

建造物担当課長　鶴岡典慶

◦保存修理現場見学
［参加者］文化財講座、文化財講演会参加者
［日　時］令和元年11月１日（金）13：00〜15：00

【資材採取方法の実演、展示、研修】
◦檜皮採取実演／日向大神宮
［参加者］108名
［日　時］令和元年11月16日（土）10：00〜15：00

◦ふるさと文化財の森を活用した資材育成・確保
の取組（パネル展示）

［日　時］令和元年11月１日（金）・２日（土） 
 ９：30〜16：00

◦資材を育む研修（ヒノキの植樹）／鞍馬山国有林
［参加者］８名
［日　時］令和元年12月６日（金）13：30〜16：00

【文化財講演会】
［参加者］24名（一般応募者）
［日　時］令和元年11月２日（土）10：30〜12：00
［演　題］「ヒト 森に会う」
［講　師］京都大学フィールド科学教育研究セン

ター 吉岡崇仁

【「未来につなぐ匠の技」 ～伝統的屋根工事技法の紹介～】
［参加者］約2000名
［期　日］令和元年11月１日（金）９：30〜２日（土）

〜15：00



【京都府名誉友好大使の活用】
［人　数］５名
［期　日］令和元年11月１日（金）・２日（土）
［協　力］京都府国際課

9文化財修理用屋根葺資材の確保事業

刈 取 量●大 内 宿 茅 場／刈取束数276段
河内長野茅場／刈取束数2180束

⓾檜皮採取契約（国有林は買受申込）

1）契 約 日●令和元年８月14日、10月３日
採取場所●［広島森林管理署］

宮島国有林（広島県廿日市市）

2）契 約 日●令和元年９月９日
採取場所●［南木曽支署］

賤母国有林（長野県木曽郡）

3）契 約 日●令和元年９月13日
採取場所●［岡山森林管理署］

那岐山国有林（岡山県津山市）

4）契 約 日●令和元年９月25日、令和２年２月12日
採取場所●日向大神宮境内林（京都市山科区）

5）契 約 日●令和元年９月30日、令和２年２月12日
採取場所●二上山蓮華院両山寺（岡山県久米郡）

6）契 約 日●令和元年９月30日、令和２年２月13日
採取場所●日羽八幡神社（岡山県総社市）

7）契 約 日●令和元年10月10日
採取場所●［滋賀森林管理署］

三上山国有林（滋賀県近江八幡市）

8）契 約 日●令和元年10月28日
採取場所●［河内長野市］

河内長野市（大阪府）

9）契 約 日●令和元年11月５日・18日、12月３日・
12日、令和２年１月８日

採取場所●［秩父市 森づくり課］
栃本市有林（埼玉県秩父市）

10）契 約 日●令和元年11月５日
採取場所●［奈良森林管理事務所］

地獄谷国有林（奈良県高畑町）

11）契 約 日●令和元年12月27日
採取場所●［滋賀森林管理署］

別所国有林（滋賀県大津市）

12）契 約 日●令和２年１月14日
採取場所●［山口森林管理事務所］

城山国有林（山口県岩国市）

13）契 約 日●令和２年１月28日
採取場所●［京都市産業観光局京北農林業振興セン

ター］
合併記念の森（京都市右京区）

14）契 約 日●令和２年２月12日
採取場所●九州大学農学部附属演習林（福岡県糟屋

郡）

15）契 約 日●令和２年２月17日
採取場所●平岡八幡宮境内林 ( 京都市右京区 )

⓫賃貸事業

　京都市文化財建造物保存技術研修センター
❶公益関係

期　　間●平成31年４月〜令和２年３月
貸 与 先●京都市、（一財）全国伝統建具技術保

存会、全国文化財壁技術保存会、古建
築技術考究会、JICA筑波センター等

❷その他
期　　間●平成31年４月〜令和２年３月
貸 与 先●京都旅企画

⓬会報等の発行

　保存会に必要な事業実施の報告等を内容とした会報
を発行。
［古文化］　第120号／令和元年７月31日発行

第121号／令和元年11月30日発行
第122号／令和２年３月31日発行

［手　練］　第 14 号／令和元年 ７月 31日掲載（HPのみ）



⓭その他法人の目的を達成するために必要な
事業

1）「伝統建築工匠の技」の保存、活用及び発展
を推進する会
2019年度定時総会

期　　日●令和元年６月20日（木）
会　　場●国立科学博物館日本館講堂２階

（東京都台東区）
議　　案●⑴保存団体会員の新規加入について

⑵2018年度事業報告、決算の承認に
ついて

⑶2019年度事業計画、予算の承認に
ついて

　2）文化財修理技術保存連盟
平成31年度（令和元年度）通常総会（第１回理事会）

日　　時●令和元年７月25日（木）13：30〜
会　　場●パレスサイドホテル（京都市上京区）
議　　題●⑴平成30年度事業報告、会計報告

⑵任期満了に伴う正副理事長の選出
⑶令和元年度事業計画について
⑷その他

　3）全国文化財保存技術連合会
平成31年度総会

日　　時●令和元年11月９日（土）17：40〜18：30
会　　場●沖縄県立武道館 研修室 

（沖縄県那覇市）
議　　題●⑴平成30年度事業報告及び収支決算

について
⑵令和２年度事業計画及び収支予算に

ついて

　4）後藤佐雅夫様へ感謝状
期　　日●平成31年４月17日（水）
会　　場●京都研修センター（京都市東山区）
内　　容●長年にわたり、研修事業等においてご

指導等いただいてきた後藤佐雅夫様へ
感謝状及び記念品の贈呈

　5）国際茅葺き会議2019日本大会
(International Thatching Society他主催)
人　　数●６名（会長、副会長、常務理事、事務

局３名）
期　　日●令和元年５月20日（月）
会　　場●清水寺(京都市東山区)
内　　容●清水寺本堂修理工事現場見学対応

　6）京大ウィークス2019
人　　数●２名（理事２名）
期　　日●令和元年10月５日（土）
会　　場●徳山試験地（山口県周南市）
内　　容●檜皮葺実演、体験台、材料整形

　7）大内宿 契約書更新会議
人　　数●４名（会長、監事、理事２名）
期　　日●令和元年12月27日（金）
会　　場●京都研修センター（京都市東山区）
内　　容●契約更新に関する内容確認
出 席 者●大内宿茅保存庫管理会２名


