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序

豊中市教育委員会では、平成 4年度 (1992年度)よ り7次にわたり、大阪府指

定史跡 春日大社南郷目代今西氏屋敷にかかる範囲確認調査などを実施 してきま

した。

今西氏屋敷は、垂水西牧を治めるために春日社より下向した南郷目代今西氏の

屋敷です。現存する南北一町、東西半町の主郭部分を中心に、方二町のタト堀を巡

らす壮大な荘官屋敷は、自ずから中世荘園の歴史の奥深さを物語つています。

また、今西氏に伝来する F今西奈文書』は、当市城南部一帯に広がった中世の

荘園 垂水西牧の姿を知る上で、さらには中世荘園史を研究する上で、大変貴重

な史料として早 くから知られています。

このように全国的にみても希少な荘官屋敷で行われた、7次の発掘調査では多

くの重要な成果を得ることができました。今回の報告書は、発掘調査で得られた

数多くの成果を余すところなく公開し、今後の啓発活動と研究などに役立てられ

ることを願い、刊行するものです。

また報告書では、今西氏屋敷をより深く理解していただくために、これにあわ

せて垂水西牧榎坂郷内の各遺跡で行われた調査の成果も掲載しました。

かつて、田園が広がった小曽根、浜地区一帯は、高度成長期から急激に住宅地

へ変わり、荘園の面影は失われつつあります。このような激変する環境のなかで、

今西氏屋敷は中世荘園を体感できる唯―の場として、かつての景観を保っていま

す。そうした現状をふまえ、所有者とともに関係諸機関と連携しつつ、将来にわ

たって今西氏屋敷が広く市民に親しまれる場として永く保存、活用されることを

目指していきたいと考えております。そのためにも、本書が活用され、今西氏屋

敷の歴史的重要性がより広く、深く認識されることを祈念します。

平成17年 (2005年)3月

豊中市教育委員会

教育長 浅 利 敬 一 郎



例   言

1.本書は、平成 4年度 (1992年度)よ り実施してきた大阪府指定史跡 春日夫社南郷目代 今西氏屋敷範囲

確認調査などの発掘調査報告書である。また本報告では、今西氏屋敷の歴史的重要性についてより深い理解

を得られることを目的に、垂水西牧榎坂郷西部域における中世的集落に関する付論をあわせて掲載した。な

お、今西氏屋敷は大阪府豊中市浜 1丁 目に所在する。

2.本報告に掲載した各発掘調査は、豊中市教育委員会地域教育振興課 (～平成14年 まで 社会教育課)文化

財保護係が実施し、橘田正徳が担当した。詳細は、第 I章および報告書抄録に記載した。

3,本書の作成に関する作業および執筆、編集は、橘田が行つた。また、遺物実沢1・ 遺物図面 トレースの一部

などについては、豊中市非常勤職員 長谷川幸恵 佐々木智子 花田陽子の助力を得た。

4.各調査に関する図面、写真、出土遺物等については、豊中市教育委員会郷土資料室で保管している。

5.各挿図掲載の方位は国土座標第Ⅵ系の座標北による。

6.掲載した遺物実測図の縮尺は、供膳具が 1/3、 煮炊具・貯蔵具は 1/4を原則とし、そのほか特徴を表現

しにくいもの、また微細なものについては 1/2と した。

7.報告・付論に引用した文書のうち、『今西家文書』の各文書の名称については豊中市教育委員会『春日大

社南郷目代 今西家文書』 (2004年刊行)に拠つた。ただし、特に使用頻度が高 く、名称が長い「垂水西御

牧榎坂郷文治五年御検注加納田畠取帳」については「文治五年田畠取帳」と略した。

8。 本報告および付論にかかる参考文設、史料等は巻末に記載 した。

9.付論に掲載した各調査に関する所見は、すべて橘田の判断に基づ くものであり、将来本報告書が刊行され

た場合、その担当者の所見が優先される。

10.本報告・付論で明記 した年代観は、以下に基づ く。また、近世遺物については、

大手前大学教授 川口 宏美・同非常勤講師 藤本 史子・同大学院後期博士課程 赤松 和佳より

助言を賜つた。

中世 :中 世土器研究会編『概説 中世の土器・陶磁器』1999年

中世後期～近世 :九州近世陶磁学会『九州陶磁の編年』2000年 ・小森俊寛・上村憲章「京都の都市遺跡から

出土する土器の編年的研究」『研究紀要』第 3号 財団法人 京都市埋蔵文化財研究所 1996年

なお、付論に関しては大阪大学助教授 高橋 照彦、兵庫県立歴史博物館学芸員 前田 徹からご教示を賜

った。

11。 本報告編集中に行われた第 7次調査の成果について、今西氏屋敷に関する成果を中心に掲載したが、付論

中に当調査区から検出した建物群などの成果を反映することはできなかった。

12.各調査の実施にあたっては、所有者である今西春禎氏をはじめ、関係各位より多大なご協力をいただいた。

また、各遺構に関する所見について、今西春禎氏より助言を賜つた。あわせてここに明記し、感謝いたします。
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