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1 ふちゅ～るＮｏ，１

2 ふちゅ～るＮｏ，３

3 ふちゅ～るＮｏ，４

4 ふちゅ～るＮｏ，５

5 ふちゅ～るＮｏ，７

6 ふちゅ～るＮｏ，８

7 ふちゅ～るＮｏ，９

500円

平成3年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
静岡市教育
本書では、駿府城内遺跡、駿府城跡三ノ丸（第10次・11次・第12次）、駿府城
委員会 ×
跡二ノ丸（東御門）、有東遺跡（第10次・第11次・第12次）、史跡片山廃寺
1993年
跡、愛宕山城跡、猿郷1号墳、堀ノ内Ｂ遺跡、豊田遺跡の調査内容の他、史
跡賤機山古墳の保存整備の概要を掲載しています。また、発掘出土資料と
して有東遺跡、駿府城内遺跡出土の有鉤銅釧を紹介しています。

500円

平成5年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
本書では、上土遺跡（第2次・第3次）、登呂遺跡、有東遺跡（第13次）、史跡
片山廃寺跡、南沼上古墳群、平城遺跡・平城古墳群（第5次）、駿府城跡二
ノ丸の調査内容の他、平成5年の史跡賤機山古墳の保存整備の概要を掲
載しています。

500円

平成6年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
静岡市教育
本書では、駿府城跡（本丸・二ノ丸）、鷹ノ道遺跡（第3次・第4次）、小黒遺跡
委員会 〇
（第2次）、史跡片山廃寺跡、登呂遺跡、長沼遺跡の調査内容の他、史跡賤
1996年
機山古墳の保存整備の概要を掲載しています。また、発掘調査出土資料と
して、賤機山古墳出土大刀円頭の銀象嵌文様、小黒遺跡（第2次）の掘立柱
建物跡を紹介しています。

500円

平成7年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
静岡市教育
本書では、有東遺跡（第14次～第15次）、泉ヶ谷遺跡、史跡片山廃寺跡、駿 委員会
○
府城跡本丸・二ノ丸、曲金北遺跡、豊田遺跡（第6次）、八幡五丁目遺跡、登 1997年
呂遺跡、ケイセイ遺跡、八津口遺跡、田成ヶ谷古墳群の調査内容の他、平
成7年度の史跡賎機山古墳の保存整備事業の概要を掲載しています。

500円

平成9年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
本書では、田成ヶ谷古墳群、曲金北遺跡（第4次、第5次）、登呂遺跡（遺跡 静岡市教育
再整備・高松中）、駿府城跡（本丸・二ノ丸）、有東遺跡（第18次）、徳願寺山 委員会
○
1号墳、片山廃寺跡（第36次）、堀ノ内Ａ遺跡等の発掘調査、試掘確認調査 1999年
の概要、新発見・範囲変更の遺跡、史跡保存整備事業として史跡片山廃寺
跡の環境整備、出土資料の整理・保管として、分室の整理作業概要、細谷
古墳出土の大刀について掲載しています。

500円

平成10年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
静岡市教育
本書では、駿府城跡（本丸・二ノ丸）、鷹ノ道遺跡（第6次）、ケイセイ遺跡（第
委員会
○
3次）、曲金北遺跡（第6次）、史跡片山廃寺跡、建穂寺跡、駿府城跡三ノ丸
2000年
遺跡・駿府城内遺跡、お茶壺屋敷跡（第1次）、泉ヶ谷遺（第2次）等の発掘調
査、試掘確認調査の概要、有形・無形・民俗文化財の他、文化財の広報活
動について掲載しています。

500円

平成11年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
静岡市教育
本書では、埋蔵文化財発掘調査一覧や、史跡片山廃寺跡、お茶壺屋敷跡、
委員会
○
特別史跡登呂遺跡、有東遺跡（第19次）、小瀬戸遺跡、豊田遺跡、堀ノ内A
2001年
遺跡等の発掘調査、試掘確認調査の概要を掲載しています。また、史跡等
保存整備事業として、史跡片山廃寺跡保存整備計画や、宇津ノ谷峠の整備
事業についても掲載しています。

静岡市教育
委員会 〇
1995年

8 ふちゅ～るＮｏ，１０

9 ふちゅ～るＮｏ，１２

10 ふちゅ～るＮｏ，１３

11 ふちゅ～るＮｏ，１４

12 ふちゅ～るＮｏ，１５

13 ふちゅ～るＮｏ，１６

14 ふちゅ～るＮｏ，１７

15 ふちゅ～るＮｏ，１８

500円

平成12年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
静岡市教育
本書では、小瀬戸城跡、長沼遺跡（第2次）、鷹ノ道遺跡（第7次・第8次）、駿
委員会
○
府城跡・駿府城内遺跡、特別史跡 登呂遺跡、史跡片山廃寺跡、池田山古
2002年
墳群・五輪平遺跡、宮川遺跡、お茶壺屋敷跡、堀ノ内Ａ遺跡の調査内容の
他、静清平野出土銅釧等の資料紹介や、史跡等保存整備事業として東海
道宇津ノ谷峠の整備について掲載しています。

500円

平成14年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したものです
が、平成15年4月清水市と合併したことを踏まえ、旧清水市教育委員会が実
静岡市教育
施した主要な埋蔵文化財発掘調査についても概要を収録しています。本書
委員会
○
では、小瀬戸遺跡、史跡片山廃寺跡、駿府城内遺跡、特別史跡登呂遺跡、
2004年
ケイセイ遺跡、お茶壺屋敷跡、曲金北遺跡、小島陣屋跡、神明山4号墳、東
海道宇津ノ谷峠の地蔵堂の調査内容の他、有形・無形・民俗文化財の調査
事業、文化財の広報活動について掲載しています。

500円

平成15年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
静岡市教育
本書では、登呂遺跡、汐入遺跡、石川Ⅱ遺跡、鷹ノ道遺跡（第10次・第11
委員会
〇
次）、曲金北遺跡（第７次）、殿沢７号墳、西の原６号墳（第３次）、秋葉山古
2005年
墳、駿府城内遺跡、第2東名関連発掘調査、お茶壺屋敷跡（第５次）、小島
陣屋跡（第４次）の調査内容の他、史跡等保存整備事業や、有形・無形・民
俗文化財として静岡市内仏像彫刻調査事業等について掲載しています。

500円

平成16度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定文
化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したものです。
本書では鷹ノ道遺跡（第11次）、特別史跡登呂遺跡（第24次）、神明遺跡、曲
金北遺跡（第８次）、ケイセイ遺跡（第５次）、八幡五丁目遺跡（第３次）、殿沢 静岡市教育
古墳群、駿府城跡（教育会館・私学会館）、長沼遺跡隣接地、駿府城跡三の 委員会
〇
丸（雙葉学園地点）、駿府城跡・駿府城内遺跡、第2東名関連、小島陣屋跡 2006年
（第５次）等の発掘調査、試掘確認調査の概要の他、範囲変更した遺跡の
紹介、静岡市内古文書調査事業を含む有形・無形・民俗文化財について掲
載しています。

500円

平成17年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を掲載したもので
す。
静岡市教育
本書では、駿府城内遺跡（城内小）、登呂遺跡（第26次）、上嶺遺跡（第12
委員会
〇
次）、曲金北遺跡（第10次）、鷹ノ道遺跡（第12次）、ケイセイ遺跡（第7次）、
2007年
長沼遺跡（第3次）、小瀬戸遺跡、駿府城跡（本丸・二の丸）、小島陣屋跡（第
6次）の調査内容の他、静岡市政令指定都市移行記念事業を含む有形・無
形・民俗文化財について掲載しています。

500円

平成18年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を掲載したもので
す。
静岡市教育
本書では、今泉Ｉ遺跡、豊田遺跡、特別史跡登呂遺跡、曲金北遺跡（第11
委員会
○
次）、長沼遺跡（第3次）、ケイセイ遺跡（第7次）、堤下1号窯跡、史跡片山廃
2008年
寺跡（第47次）、駿府城跡（本丸・二ノ丸）等の発掘調査、試掘確認調査の概
要の他、有形・無形・民俗文化財の調査事業、文化財の広報活動について
掲載しています。

500円

平成19年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
本書では、能島遺跡、特別史跡登呂遺跡、豊田遺跡、曲金北遺跡（第13
静岡市教育
次）、馬走横穴・馬走古墳、秋葉山古窯跡群堤下2・3号窯跡、駿府城内遺
委員会
○
跡、駿府城跡・駿府城内遺跡の内容の他、平成19年度登呂遺跡再整備工 2008年
事の概要、史跡片山廃寺跡の整備事業、駿府城二ノ丸坤櫓石垣復元工
事、牛王堂山3号墳出土三角縁神獣鏡の保存修理の調査内容を掲載してい
ます。

500円

平成20年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
本書では、五輪平遺跡、特別史跡登呂遺跡、宮川遺跡、八津口遺跡、ケイ 静岡市教育
セイ遺跡（第8次・第9次）、宮道遺跡、史跡片山廃寺跡、駿府城跡、試掘・確 委員会
○
認調査の調査内容の他、史跡等の整備として特別史跡登呂遺跡再整備事 2009年
業の概要、史跡小島陣屋保存管理計画策定事業、県指定史跡三池平古墳
保存整備事業、資料紹介としてケイセイ遺跡第7・8次調査出土の文字資
料、丸子城跡の測量調査の概要を掲載しています。

16 ふちゅ～るＮｏ，１９

17 ふちゅ～るＮｏ，２０

18 ふちゅ～るＮｏ，２１

19 ふちゅ～るＮｏ，２２

20 ふちゅ～るＮｏ，２３

21 ふちゅ～るＮｏ，２４

22 ふちゅ～るＮｏ，２５

500円

平成21年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
静岡市教育
本書では、登呂遺跡、長沼遺跡、曲金北遺跡・隣接地、飯田遺跡、鷹ノ道遺
委員会
○
跡、小鹿山神古墳、尾羽西山遺跡、一丁田遺跡、片山廃寺・尾羽廃寺とそ
2010年
の瓦の供給地についての調査内容の他、平成21年度に新指定文化財と
なった国指定史跡東海道宇津ノ谷峠越、旧エンバーソン住宅、建穂寺観音
堂の彫刻の紹介について掲載しています。

500円

平成22年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
本書では、宮川遺跡、一丁田遺跡、小鹿山神古墳、宮川5号墳、平城18号 静岡市教育
墳、ケイセイ遺跡（第10次）調査内容の他、小黒遺跡出土の大型壺について 委員会
○
の資料紹介、史跡整備として平成22年度登呂遺跡再整備工事の概要、平 2011年
成22年度に新指定文化財となった国宝久能山東照宮本殿、石の間、拝殿、
木造阿弥陀如来立像、絹本著色亀年禅愉像の紹介について掲載していま
す。

500円

平成23年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
静岡市教育
本書では、大谷・小鹿地区の試掘調査、豊田遺跡、長沼遺跡、一丁田遺跡 委員会
〇
（1区・5区）、駿府城内遺跡（追手町地点）、史跡片山廃寺跡の調査内容の 2012年
他、史跡の整備として、特別史跡登呂遺跡整備事業、新指定文化財等につ
いて掲載しています

500円

平成24年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
静岡市教育
本書では、鷹ノ道遺跡（第14次）、有東遺跡（第23次・24次）、一丁田遺跡（4・ 委員会
×
6・7・8・9区）、曲金北遺跡（第15・16・17次）、ケイセイ遺跡（第11次）、大谷小 2013年
鹿地区試掘調査、横山城跡の調査内容の他、新指定文化財について掲載
しています。

500円

平成25年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
本書では、鷹ノ道遺跡（第15次）、長沼遺跡（第6次）、一丁田遺跡（10区・12 静岡市教育
区）、能島遺跡（第3次）の調査内容の他、出土品（川原平古墳群出土遺物、 委員会
○
猿郷古墳群出土遺物）の寄贈、新指定・登録文化財（室ヶ谷古墳群出土遺 2014年
物一括、木造千手観音菩薩立像）、世界文化遺産（「富士山」構成資産「三
保松原」）、無形民俗文化財（「静岡県中部地方の神楽」、「由比北田の天王
船流し」）について掲載しています。

500円

平成26年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
本書では、長沼遺跡（第６次）、一丁田遺跡（11区）、小里前遺跡・庵原館
静岡市教育
跡、曲金北遺跡（第18次・第19次）、午王堂山Ⅱ遺跡（第３次）、異龍坪遺
委員会
○
跡、阿僧遺跡、午王山３号墳、大谷・小鹿地区、史跡片山廃寺跡（第53次） 2015年
等の発掘調査、試掘確認調査の概要の他、平成26年度に登録・新指定文
化財となった神明山１号墳・４号墳、阿弥陀如来像立像、観音菩薩・勢至菩
薩立像、釈迦如来坐像について掲載しています。

500円

平成27年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
本書では、駿府城跡三ノ丸（水落交差点地点）、異龍坪遺跡（第2次）、吉川
静岡市教育
Ⅱ遺跡（第1次）、有東遺跡（第25次）、小里前遺跡・庵原館跡（第2次）、村下
委員会
○
遺跡（第1次）、小池遺跡（第2次）、有東遺跡（第26次）、大谷・小鹿地区、三
2016年
保震洋艇格納庫（掩体壕）等の発掘調査、試掘確認調査の概要の他、平成
27年度の新指定文化財の紹介（駿府革職人関係文書、金剛石目塗、小長
谷家住宅店蔵奥蔵他２点）、静岡市古文書調査事業を含む有形・無形民俗
文化財の調査内容を掲載しています。

23 ふちゅ～るＮｏ，２６

24 ふちゅ～るＮｏ，２７

25 ふちゅ～るＮｏ，２８

26 ふちゅ～るＮｏ，２９

27 ふちゅ～るＮｏ，３０

500円

平成28年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
本書では、駿府城跡天守台、一丁田遺跡（第13次）、町屋遺跡（第1次）、登
静岡市教育
呂遺跡（第33次・第34次）、ケイセイ遺跡（第12次）、史跡小島陣屋跡、史跡
委員会
○
片山廃寺跡（第55次）、有東遺跡（第27次）の発掘調査、試掘確認調査の概
2017年
要の他、平成28年度の新指定文化財の紹介（臨済寺本堂障壁画、天王山
遺跡出土遺物一括）、静岡市古文書調査事業を含む有形・無形民俗文化財
の調査内容、平成28年度に実施した文化財の広報・普及・啓発事業を掲載
しています。

500円

平成29年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
本書では、駿府城跡天守台、有東遺跡（第28次）、史跡小島陣屋跡、史跡片 静岡市教育
山廃寺跡（第56次）、小里前遺跡（第３次・第４次）、町屋遺跡（第２次）、建穂 委員会
○
寺跡の発掘調査、試掘確認調査の概要の他、平成29年度の新指定文化財 2018年
の紹介（次郎長生家（旧高木家住宅）、清見寺朝鮮通信使詩書）、静岡市古
文書調査事業を含む有形・無形民俗文化財の調査内容、平成29年度に実
施した文化財の広報・普及・啓発事業を掲載しています。

500円

平成30年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
本書では、駿府城跡・駿府城内遺跡（天守台発掘調査）、一丁田遺跡（第14 静岡市教育
次）、有東遺跡（第31次）、尾羽廃寺跡、曲金北遺跡、史跡小島陣屋跡、建 委員会
○
穂寺跡の発掘調査、試掘確認調査の概要の他、平成30年度の新指定文化 2019年
財の紹介（木像金剛力士像（霊山寺）、木像徳川家康坐像（東雲神社））、静
岡市古文書調査事業を含む有形・無形民俗文化財の調査内容、平成30年
度に実施した文化財の広報・普及・啓発事業を掲載しています。

500円

令和元年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
本書では、駿府城跡（三の丸）・駿府城内遺跡、駿府城跡（天守台）・駿府城
静岡市教育
内遺跡、小里前遺跡・庵原館跡（第５次）、村下遺跡（第２次）、尾羽廃寺跡、
委員会
○
恩田原遺跡、有東遺跡（第32次・第33次・第34次）、建穂寺跡、片山廃寺跡
2020年
（第58次）の発掘調査、試掘確認調査の概要の他、平成30年度の新指定文
化財の紹介（旧岩邊家住宅）、静岡市古文書調査事業を含む有形・無形民
俗文化財の調査内容、令和元年度に実施した文化財の広報・普及・啓発事
業を掲載しています。

500円

令和２年度に静岡市教育委員会が実施した、埋蔵文化財発掘調査や指定
文化財の保存・管理事業など、文化財保存事業の概要を収録したもので
す。
本書では、駿府城内遺跡、原添Ⅴ遺跡、片山遺跡、池田丸山古墳、史跡小 静岡市教育
島陣屋跡、片山廃寺跡（第59次・第60次）、建穂寺跡の発掘調査、試掘確認 委員会
○
調査の概要の他、令和２年度の新指定文化財の紹介（有東木白髭神社の 2021年
大スギ群）、静岡市古文書調査事業を含む有形・無形民俗文化財の調査内
容、令和元年度に実施した文化財の広報・普及・啓発事業を掲載していま
す。

