
平成28年度 事業報告

平成 29 年度
第 8 回 定時会員総会の開催　事業報告など

　5月16日（火）に京都市文化財建造物保存技術研修センターに於いて、第8回定時会員総会を開催いたしました。38
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21期生 養成研修 修了式
人　　数●4名
日　　時●平成28年4月13日（水）10：30〜11：45
会　　場●京都研修センター（京都市東山区）

　2）第22期生 養成研修 開講式
人　　数●4名
期　　間●平成28年4月13日（水）10：30〜11：45
会　　場●京都研修センター（京都市東山区）

　3）第22期生 養成研修 開始（前期）
人　　数●4名
期　　間●平成28年５月11日（水）〜10月18日（火）
研修場所●京都研修センター、奈良方面他
研修区分●講義144時間、実習864時間

2檜皮採取者（原皮師）養成研修事業
　（国庫補助事業）

　1）第16期生 初級養成研修 修了式
人　　数●3名
日　　時●平成28年4月13日（水）10：30〜11：45
会　　場●京都研修センター（京都市東山区）

　2）中級研修生（原皮師）研修開始
人　　数●27名
期　　間●平成28年8月22日（月）〜平成29年2月

17日（金）
研修場所●国有林／［中部森林管理局管内］賎母・蘭

（木曽）［近畿中国森林管理局管
内］ 臥牛山・黒木・那岐山（岡
山）、坂ノ谷（兵庫）、高野山・
権現山（和歌山）、笹ヶ丸（広
島）、城山（山口）

市有林／［河内長野市］千石谷文化財の森

（大阪）
民有林／岡室進（三重）、落合幾三（埼玉）

楊谷寺（京都）、湯原山八幡宮（山
口）、湖南市（滋賀）

演習林／九州大学農学部附属（福岡）、京
都大学フィールド科学教育研究
センター里域ステーション 徳
山試験地（山口）

研修区分●実習2016時間（内査定会24時間）

　3）採取指導者会議
参 加 者●20名（指導員1名、原皮師14名、会長、

担当理事3名、事務局1名）
期　　日●平成28年5月25日（水）
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

　4）査定会ランク付協議会
参 加 者●5名（指導員1名、担当理事3名、事務局

1名）
期　　日●平成29年3月6日（月）
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

　5）檜山の調査及び打合せ
❶調査場所●賤母国有林（長野県木曽郡）
調 査 員●4名（指導員1名、担当理事2名、事務

局1名）
期　　日●平成28年5月24日

❷調査場所●河内長野市有林千石谷ゾーン（大阪府
河内長野市）

調 査 員●3名（指導員1名、担当理事1名、事務
局1名）

期　　日●平成28年6月1日

❸調査場所●高野山国有林（和歌山県伊都郡）
調 査 員●2名（指導員1名、担当理事1名）
期　　日●平成28年6月7日



❹調査場所●城山国有林（山口県岩国市）
調 査 員●6名（指導員１名、原皮師2名、担当

理事2名、事務局1名）
期　　日●平成28年6月8日

❺調査場所●笹ヶ丸国有林（広島県安佐北区）
調 査 員●4名（指導員1名、原皮師1名、担当理

事1名、事務局1名）
期　　日●平成28年6月9日

❻調査場所●那岐山・黒木国有林（岡山県勝田郡）
調 査 員●4名（指導員1名、原皮師2名、担当理

事1名）
期　　日●平成28年6月21日

❼調査場所●坂ノ谷国有林（兵庫県宍粟市）
調 査 員●5名（指導員１名、原皮師１名、担当

理事２名、事務局１名）
期　　日●平成28年6月23日

❽調査場所●河内長野市有林（大阪府河内長野市）
調 査 員●1名（指導員1名）
期　　日●平成28年8月22日

①打合場所●近畿中国森林管理局（大阪市北区）
人　　数●4名（担当理事3名、事務局1名）
期　　日●平成28年6月3日

②打合場所●和歌山森林管理署（和歌山県田辺市）
人　　数●2名（担当理事2名）
期　　日●平成28年6月6日

③打合場所●岡山森林管理署（岡山県津山市）
人　　数●2名（担当理事２名）
期　　日●平成28年6月20日

④打合場所●京都研修センター（京都市東山区）
人　　数●3名（担当理事2名、事務局1名）
期　　日●平成28年8月24日

⑤打合場所●岡室民有林（三重県熊野市）
人　　数●5名（指導員1名、原皮師4名）
期　　日●平成28年9月20日

⑥打合場所●京都研修センター（京都市東山区）
人　　数●4名（担当理事3名、事務局1名）
期　　日●平成29年1月10日

⑦打合場所●京都研修センター（京都市東山区）
人　　数●3名（担当理事2名、事務局1名）

期　　日●平成29年1月26日

⑧打合場所●南木曽支署（長野県木曽郡）
人　　数●3名（担当理事2名、事務局1名）
期　　日●平成29年3月8日

❶挨 拶 地●権現山国有林（和歌山県新宮市）
人　　数●1名（指導員1名）
期　　日●平成28年12月5日

❷挨 拶 地●楊谷寺（京都府長岡京市）
人　　数●1名（担当理事1名）
期　　日●平成29年1月10日

1見学会会場●和歌山県森林管理署（和歌山県伊都郡）
人　　数●1名（担当理事1名）
期　　日●平成28年9月5日

2見学会会場●森林計画検討委員及び森林管理局関係
（長野県木曽郡）

人　　数●1名（指導員1名）
期　　日●平成28年10月12日

3見学会会場●南木曽小学校（長野県木曽郡）
人　　数●１名（指導員１名）
期　　日●平成28年10月13日

4見学会会場●京都大学・周南市連携講座（山口県周
南市）［京都大学・周南市主催］

人　　数●1名（原皮師1名）
期　　日●平成28年10月15日

5見学会会場●長野県林業大学校（長野県木曽郡）
人　　数●1名（指導員１名）
期　　日●平成28年10月28日

　6）中級研修生（原皮師）採取技術査定会
参 加 者●30名（研修生10名、査定員10名、正会

員9名、事務局1名）
期　　間●平成28年10月3日（月）〜5日（水）
会　　場●賤母国有林（長野県木曽郡）

　7）歩道整備
参 加 者●4名（指導員1名、原皮師3名）
期　　間●平成28年6月6日（月）〜10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）第３期生 茅葺師養成研修（初級）修了式
人　　数●4名
日　　時●平成28年4月13日（水）10：30〜11：45
会　　場●京都研修センター（京都市東山区） 

　2）第4期生 茅葺師養成研修（初級）開講式
人　　数●4名
日　　時●平成28年4月13日（水）10：30〜11：45
会　　場●京都研修センター（京都市東山区） 

　3）第4期生 茅葺師養成研修（初級）前期 開始
人　　数●4名
期　　間●平成28年5月11日（水）〜平成29年2月

18日（土）
研修場所●［講義］京都研修センター（京都市東山区）等

［実習］山南研修センター（兵庫県丹波市） 
　　　西の湖（滋賀県近江八幡市）

研修区分●講義80時間、実習240時間

　4）茅葺師養成研修（中級）
人　　数●2名
期　　間●平成28年6月27日（月）〜7月9日（土）
研修場所●鳥取県立むきばんだ史跡公園(鳥取県西

伯郡)
内　　容●茅葺研修
研修区分●実習108時間

　5）中級技術研修
人　　数●3名（指導員1名、研修生2名）
期　　間●平成28年11月8日（火）〜26日（土）
研修場所●山南研修センター（兵庫県丹波市）
内　　容●中級者研修

　6）指導員養成研修
人　　数●5名（指導員候補1名、研修生4名）
期　　間●平成28年12月6日（火）〜10日（土）
研修場所●山南研修センター（兵庫県丹波市）
内　　容●指導員養成研修

　7）茅葺協議会（フォーラム）
参 加 者●52名
期　　日●平成28年7月8日（金）
会　　場●鳥取県立むきばんだ史跡公園(鳥取県西

伯郡)
内　　容●建物・現場見学及び協議会

　8）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　　間●平成28年7月10日（日）・11日（月）

4「主任文化財屋根葺士」検定会

　1）檜皮・杮屋根葺士の認定（京都市助成金）
❶第16回（檜皮・杮葺）
人　　数●4名（檜皮・杮葺士）
期　　間●平成28年9月26日（月）〜10月1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（檜皮・杮葺）

❷採　点
人　　数●2名（担当理事2名）
期　　日●平成28年10月12日（水）
場　　所●京都研修センター（京都市東山区）
内　　容●第16回検定会採点

❸採　点
人　　数●1名（担当理事1名）
期　　日●平成28年10月14日（金）
場　　所●京都研修センター（京都市東山区）
内　　容●第16回検定会採点

❹合格発表
人　　数●4名（檜皮・杮葺士）
期　　日●平成28年10月28日（金）
場　　所●山南研修センター（兵庫県丹波市）
内　　容●第16回検定会合格発表他

　2）茅葺師の認定（京都市助成金）
❶第8回（茅葺）
人　　数●2名（茅葺師）
期　　間●平成28年9月26日（月）〜10日1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（茅葺）

❷採　点
人　　数●2名（担当理事2名）
期　　日●平成28年10月12日（水）
場　　所●京都研修センター（京都市東山区）
内　　容●第8回検定会採点

❸合格発表
人　　数●2名（茅葺師）
期　　日●平成28年10月28日（金）
場　　所●山南研修センター（兵庫県丹波市）
内　　容●第8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●31名（正会員12名、名誉会員5名、準会

員14名）
日　　時●平成28年12月3日（土）10：30〜12：30
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

5部会

　茅部会（国庫補助事業）
❶第1回
人　　数●11名
日　　時●平成28年4月15日（金）10：00〜14：00
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第2回
人　　数●11名
日　　時●平成28年6月14日（火）10：00〜14：00
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

6研修会

　1）第7回指導者研修会
参 加 者●21名（正会員18名、名誉会員1名、企画

委員2名）
日　　時●平成28年7月22日（金）13：30〜16：00
会　　場●京都研修センター（京都市東山区）
内　　容●【講演】「不揃いの木を組む」

［講師］ 鵤工舎　小川 三夫

　2）文化財研修会
参 加 者●85名
日　　時●平成28年9月14日（水）12：50〜16：00
会　　場●竹林寺（広島県東広島市）
内　　容●【建造物・保存修理現場見学】

［見学場所］竹林寺本堂保存修理現場
［説明］（公財）文化財建造物保存技術

協会 事業部 国宝出雲大社本
殿ほか22棟 設計監理事務所長 
副参事　岡 信治

【講話】「竹林寺の歴史について」
［講師］竹林寺 住職　佐伯 修芳

【講演】「小屋組と屋根葺」
［講師］文化庁文化財部参事官(建造物

担当)付 修理企画部門 
主任文化財調査官　豊城 浩行

7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●34名
日　　時●平成28年7月9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】「木に生きる〜現代の銘木師を目

指して〜」
［講師］株式会社 千本銘木商会 

常務取締役　中川 典子

❷第2回
参 加 者●31名
日　　時●平成28年8月27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】「イギリスの紙の歴史」

［講師］京都ノートルダム女子大学 
教授　小林 順

❸第3回
参 加 者●32名
日　　時●平成28年9月17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】「和歌で巡る京都名所観光〜「京

都百人一首歌かるた」紹介をか
ねて」

［講師］京都ノートルダム女子大学 
教授　堀 勝博

❹第４回
参 加 者●68名
日　　時●平成28年12月3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】「植治の庭〜近代京都の庭造り〜」

［講師］造園植治 
 十一代当主　小川 治兵衞

2）日本の技 体験フェア（文化庁主催）
人　　数●8名（会長、担当理事２名、監事1名、

企画委員4名）
期　　間●平成28年10月21日（金）〜23日（日）
会　　場●ヤマダグリーンドーム前橋（群馬県前橋市）
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●5480名



3）木質科学と木工芸2016 見学
人　　数●4名（会長、担当理事１名、屋根葺士２名）
期　　日●平成28年9月20日（火）
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紹介、檜皮葺実演、

屋根葺体験等
参 加 者●約10名

4）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●平成28年11月16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、 

非常勤講師　村田 信夫
参 加 者●学生 約70名

5）平成28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2016 公
開セミナー」（文化庁と契約）
期　　日●平成28年11月5日（土）・6日（日）・11

日（金）、平成29年2月18日（土）
後　　援●京都府教育委員会、京都市教育委員会、

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、安土町商工会

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）、鞍馬山国有林（京
都市左京区）、高台寺山国有林（京都市
東山区）、仁和寺 観音堂保存修理現場（京
都市右京区）、西の湖（滋賀県近江八幡
市）

【将来の担手養成に関するプログラム】
◦文化財建造物を支える資材・技術に関する講義
［参加者］42名（若手技術者、建築を専門とする学

生 他）
［日　時］平成28年11月5日（土）10：15〜11：45
［会　場］京都研修センター（京都市東山区）
［演　題］「文化財を支える森林」
［講　師］東京大学大学院 教授　山本 博一

◦保存修理現場見学
［参加者］13名（講義参加者）
［日　時］平成28年11月5日（土）・6日（日） 

13：00〜14：30

［場　所］仁和寺 観音堂保存修理現場（京都市右
京区）

【資材採取方法の実演、展示、研修】
◦檜皮採取実演
［参加者］51名（講義参加者）
［日　時］平成28年11月5日（土）・6日（日） 

13：00〜14：30
［会　場］高台寺山国有林（京都市東山区）

◦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］平成28年11月5日（土）・6日（日） 
9：30〜16：00

［会　場］京都研修センター（京都市東山区）
［パネル展示内容］

伊砂砂神社、観智院（東寺）、貴志御霊
神社、細川家（四国中央市）、北方八幡宮、
湊社（出雲大社）、出口老松神社、保存
修理現場関係者

◦資材の重要性の理解、採取方法を習得するため
の研修
①ヒノキの植樹
［参加者］8名
［日　時］平成28年11月11日（金）9：00〜13：00
［場　所］鞍馬山国有林（京都市左京区）

②葦刈研修
［参加者］13名
［日　時］平成29年2月18日（土）8：30〜12：00
［場　所］西の湖（滋賀県近江八幡市）

【文化財講演会】
［参加者］37名（一般応募者）
［日　時］平成28年11月6日（日）10：15〜11：45
［会　場］京都研修センター（京都市東山区）
［演　題］「賀茂の文化と式年遷宮を支える森」
［講　師］賀茂別雷神社（上賀茂神社） 

 宮司 田中 安比呂

【檜皮葺を支える山と人〜子供向けプログラム〜】
［参加者］3組7名（京都市内の小学生と親）
［日　時］平成28年11月6日（日）10：00〜16：00
［会　場］清水寺・高台寺山国有林･京都研修セン

ター（京都市東山区）
［講　師］公益社団法人 全国社寺等屋根工事技術

保存会 理事　栗山 弘忠、大野 浩二



【京都府名誉友好大使の活用】
［人　数］4名
［期　間］平成28年11月5日（土）・6日（日）
［協　力］京都府国際課

6）「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1500名
期　　日●平成28年11月5日（土）・6日（日）
会　　場●清水寺（京都市東山区）
内　　容●文化財を支える技術の公開（養成研修事

業の公開）
・檜皮材、杮板拵え、茅葺の実演
・檜皮葺竹釘打ち、杮葺竹釘打ち、杮板

へぎ体験等

8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81段

河内長野茅場／刈取束数 960束

9檜皮採取契約（国有林は買受申込）

　1）契 約 日●平成28年7月7日
採取場所●河内長野市有林（大阪府河内長野市）

　2）契 約 日●平成28年7月25日
採取場所●［岡山森林管理署］

黒木国有林（岡山県津山市） 
那岐山国有林（岡山県勝田郡） 
臥牛山国有林（岡山県高梁市）

　3）契 約 日●平成28年8月9日
採取場所●［広島森林管理署］

笹ヶ丸国有林（広島県広島市）

　4）契 約 日●平成28年8月16日
採取場所●［兵庫森林管理署］

坂ノ谷国有林（兵庫県宍粟市）

　5）契 約 日●平成28年9月1日
採取場所●［和歌山森林管理署］ 

高野山国有林（和歌山県伊都郡）

　6）契 約 日●平成28年9月8日
採取場所●［南木曽支署］

賤母国有林（長野県木曽郡）

　7）契 約 日●平成28年9月8日
採取場所●［南木曽支署］

蘭国有林（長野県木曽郡）

　8）契 約 日●平成28年10月6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）

　9）契 約 日●平成28年10月17日
採取場所●岡室進民有林（三重県熊野市）

10）契 約 日●平成28年11月11日
採取場所●落合幾三民有林（埼玉県秩父市）

11）契 約 日●平成28年11月22日
採取場所●［和歌山森林管理署］

権現山国有林（和歌山県新宮市）

12）契 約 日●平成28年12月22日
採取場所●九州大学農学部附属演習林（福岡県糟

屋郡）

13）契 約 日●平成29年1月6日
採取場所●京都大学フィールド科学教育研究センター

里域ステーション 徳山試験地（山口県周
南市）

14）契 約 日●平成29年1月27日
採取場所●楊谷寺境内林（京都府長岡京市）

15）契 約 日●平成29年2月28日
採取場所●湯原山八幡宮所有林（山口県岩国市）

16）契 約 日●平成29年2月28日
採取場所●湖南市民有林（滋賀県湖南市）

⓾賃貸事業

　京都市文化財建造物保存技術研修センター
❶文化財関係
期　　間●平成28年4月〜平成29年3月
貸 与 先●京都市、文化財畳保存会、社寺建造物

美術保存技術協会、全国伝統建具技術
保存会、文化財建造物勉強会

❷その他
期　　間●平成28年4月〜平成29年3月
貸 与 先●日本シャーロックホームズクラブ関西

支部、京都旅企画等



⓫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111号／平成28年 7 月31日発行

第112号／平成28年11月30日発行
第113号／平成29年 3 月31日発行

［手　練］　第 11 号／平成28年 8 月31日掲載（HPのみ）

⓬その他法人の目的を達成するために必要な
事業

　1）全国文化財保存技術連合会
平成28年度総会
日　　時●平成28年10月22日（土）18：00〜18：50
会　　場●前橋マーキュリーホテル 新館２階（鶴奥

の間）（群馬県前橋市大友町３-24-１）
議　　題●①平成27年度事業報告及び収支決算

について
②平成29年度事業計画及び収支予算

について

2）公益社団法人 国土緑化推進機構、美しい森
林づくり全国推進会議
森林環境教育（森林ESD）促進に向けた意見交換会
日　　時●平成29年1月25日（水）13：00〜17：00
場　　所●トイーゴ（長野市）
内　　容●森林環境教育（森林ESD）の促進方策

を検討するための会議

3）文化財修理技術保存連盟
研 修 会
日　　時●平成29年2月4日（土）15：00〜18：00
場　　所●リーガロイヤルホテル京都（京都市下

京区）
内　　容●講演他

4）公益社団法人 全国国宝重要文化財所有者連盟
平成28年度伝統技術保存団体連絡協議会
日　　時●平成29年3月21日（火）14：00〜17：20
会　　場●ルビノ京都堀川（京都市上京区）
内　　容●文化財の保存と修理技術の伝承


