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序

青森市は、三内丸山遺跡や小牧野遺跡、浪岡城跡、高屋敷館遺跡をはじめ、貴

重な史跡や埋蔵文化財包蔵地を数多く抱える都市であります。しかし、一方で、

豊かで住みやすい街づくりの一環として、新幹線整備工事などの大規模開発や道

路建設・上下水道工事など市民生活に直結する開発が市内各所で行われており、

多くの遺跡が破壊・消滅の危機に瀕しています。

当委員会では、これらの各種開発事業との円滑な調整を図りながら遺跡保護を

推進するために、平成 年度から市内遺跡発掘調査事業を実施しております。

本書は、平成 年度に実施した各遺跡の分布調査や試掘・確認調査の成果をま

とめたものであり、本書が本市における埋蔵文化財保護に資することができれば

幸いです。

最後になりましたが、本書の刊行にあたり文化庁記念物課・青森県教育庁文化

財保護課をはじめ、関係者の方々に深く感謝の意を表します。

平成 年 月

青森市教育委員会

教育長 角 田 詮二郎



例 言

．本書は、国と県の補助金交付を受けて、平成 年度に実施した青森市内遺跡発掘調査事業の調査報

告書であり、分布調査、試掘・確認調査等の調査成果を収録したものである。

．平成 年 月 日、旧青森市と旧浪岡町が合併により、新青森市として市制施行を開始した。平成

年度においては、文化財担当課が青森地区と浪岡地区の両方にあり、当該地区をそれぞれの課で所

管していたが、平成 年度からは、担当課が一元化され、青森市全域を所管することとなった。なお、

本文及び表中の 青森地区 、 浪岡地区 の記述については、青森地区は旧青森市、浪岡地区は旧浪

岡町の区域を示す。

．調査を実施した遺跡及び地区は下記のとおりである（平成 年 月 日現在）。

分 布 調 査 大谷地区

試掘・確認調査 佃遺跡隣接地、三本木遺跡隣接地、合子沢松森（ ）遺跡、三内丸山（ ）遺跡、

山本遺跡、山神宮遺跡、神明宮遺跡、平野遺跡、栄山（ ）遺跡、安田近野（ ）

遺跡、新城山田（ ）遺跡、新城平岡（ ）遺跡隣接地、沢田遺跡、月見野（ ）

遺跡、駒込館遺跡隣接地、野尻（ ）遺跡、野尻（ ）遺跡、近野遺跡、三内丸

山遺跡隣接地、羽黒平（ ）遺跡、羽黒平（ ）遺跡

．本書で使用した 試掘調査 とは原則的に埋蔵文化財の有無を確認するための調査（未登録地の調

査）、 確認調査 とは周知の埋蔵文化財包蔵地の内容把握や発掘調査の要否を判断するための部分的

な調査を示す。

．本書の編集は青森市教育委員会が行った。執筆分担は下記のとおりである。

第 ・ 章、第 章第 ・ ・ ・ 節 文化財主事 設楽 政健

第 章 主事 竹ケ原 亜希

第 章 文化財主事 児玉 大成

第 章第 ・ 節 文化財主事 小野 貴之

．挿図の縮尺は各図に示した。なお、写真図版の縮尺は統一を図っていない。

．図版番号および表番号は、 第 図 、 第 表 とし、順番に通し番号を付した。

．方位については地図類が真北を示し、ほかは磁北を示している。

．出土遺物及び記録図面・写真関係資料は、現在、青森市教育委員会が保管している。

．調査にあたっては、地権者の方々をはじめ、次の機関・諸氏にご指導・ご協力を賜った。深く感謝

の意を表する次第である。（敬称略・順不同）

文化庁文化財部記念物課・青森県教育庁文化財保護課・坂本 洋一・工藤 清泰
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第 章 事業実施の概要

． 調査目的

近年、市内各所において、交通網の整備や土地区画整理などの大規模開発に加え、市民生活に必要な

住宅建設や下水道整備などの小規模開発が増加しており、これに伴い破壊・消滅の危機に瀕している遺

跡も増加している。貴重な埋蔵文化財を保護し、各種開発行為との円滑な調整を図るためには、周知の

遺跡の現況・範囲・数の把握や今後開発が予想される地域における未発見の遺跡の新規登録などによ

り、市内に所在する遺跡に関する詳細な基礎資料を整備する必要がある。

以上の点を踏まえ、周知の埋蔵文化財包蔵地及び未登録地の分布調査や開発行為に先立つ試掘・確認

調査を実施するものである。なお、本事業は国・県の補助金交付を受け実施するものである。

．対象地域

分布調査

大谷地区

試掘・確認調査

佃遺跡隣接地、三本木遺跡隣接地、合子沢松森（ ）遺跡、三内丸山（ ）遺跡、山本遺跡、山神

宮遺跡、神明宮遺跡、平野遺跡、栄山（ ）遺跡、安田近野（ ）遺跡、新城山田（ ）遺跡、新城

平岡（ ）遺跡隣接地、沢田遺跡、月見野（ ）遺跡、駒込館遺跡隣接地、野尻（ ）遺跡、近野遺

跡、野尻（ ）遺跡、三内丸山遺跡隣接地、羽黒平（ ）遺跡、羽黒平（ ）遺跡

．事業実施期間 平成 年 月 日 平成 年 月 日

．調査指導機関 文化庁文化財部記念物課、青森県教育庁文化財保護課

．調査体制

調査事務局 青森市教育委員会事務局

教 育 長 角 田 詮二郎

教 育 部 長 古 山 善 猛

教 育 次 長 相 馬 政 美

参事・文化財課長事務取扱 遠 藤 正 夫

主 幹 多 田 弘 仁

主 査 工 藤 幸 子

文 化 財 主 事 小 野 貴 之（調査担当）

木 村 淳 一（ ）

児 玉 大 成（ ）

設 楽 政 健（ ）

主 事 當 麻 良 人（庶務担当）

越 谷 美由紀（ ）

田 中 浩 司（ ）

竹ヶ原 亜 希（ ）

第 章 事業実施の概要



大谷地区（分布調査）
佃遺跡隣接地（試掘調査）
三本木遺跡隣接地（試掘調査）
合子沢松森（ ）遺跡（確認調査）
三内丸山（ ）遺跡 （確認調査）
栄山（ ）遺跡（確認調査）
安田近野（ ）遺跡（確認調査）
新城山田（ ）遺跡（確認調査）

市内遺跡発掘調査報告書

第 図 平成 年度調査対象遺跡 （青森地区）

三内丸山（ ）遺跡 （確認調査）
新城平岡（ ）遺跡隣接地（試掘調査）
沢田遺跡 （確認調査）
沢田遺跡 （確認調査）
月見野（ ）遺跡（確認調査）
駒込館遺跡隣接地（試掘調査）
近野遺跡（確認調査）
三内丸山遺跡隣接地（試掘調査）
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第 章 事業照会の概要

当委員会では、土木工事などの各種開発行為に係る文化財保護法上の規制について 広報あおもり

並びに青森市ホームページ等で周知し、遺跡登録台帳・遺跡地図による埋蔵文化財包蔵地（遺跡）等の

確認に対応すると共に、文化財保護法遵守の精神に基づき、地方公共団体の義務として必要に応じた事

前調査を行なっている。

平成 年 月 日の市町村合併により、新青森市の遺跡数は旧青森市 箇所、旧浪岡町 箇所を合

わせ計 箇所となったが、平成 年度の青森県教育庁文化財保護課による遺跡の分布・確認調査及び

遺跡登録（青教文第 号、青教文第 号）等により更に増加し、平成 年 月 日現在の遺跡数は

箇所（青森地区 箇所増・ 箇所減の 箇所、浪岡地区 箇所増の 箇所）である。

埋蔵文化財包蔵地等の確認については、照会者が来課し、開発予定地について所定の書面により遺跡

確認を行うケースと、都市計画法第 条（公共施設の管理者の同意等）関連の協議、青森県景観条例、

農業振興地域除外申請等により庁内の関係課から照会を受けるケースがある。平成 年度は埋蔵文化財

の担当課が ヶ所あり（旧青森市は文化財課、旧浪岡町は浪岡教育事務所社会教育課）、文化財課には

来課 件（第 表）、庁内 件（第 表）、浪岡教育事務所社会教育課には来課 件（第 表）、計

件の照会があった。来課分について、最も照会件数が多かった地域は、青森市市街地中央部（商業地域）

（ 件）であった。その他に、三内・安田地区（ 件）、新城平岡・新城山田地区（ 件）も照会件数

が多い地域である。また、文化財保護法第 条（土木工事等のための発掘に関する届出及び指示）によ

る工事の届出及び通知は、 件 遺跡（青森地区 件 遺跡、浪岡地区 件 遺跡）である。平成 年

度からは担当課が文化財課に一元化され、 月から 月 日までに計 件（来課 件（第 表）、庁

内 件（第 表））の照会があった。来課分の内訳は青森地区 件、浪岡地区 件であり、最も照会件

数が多かった地域は、青森市市街地中央部（商業地域）（ 件）である。その他にも三内・安田地区（

件）、新城平岡・新城山田地区（ 件）、石江・新田地区（ 件）となり、各地域について、前年度比 ％

以上の増加件数を示している。特に近年は青森市市街地（商業地域）、東北新幹線沿線部、新青森駅一帯、

青森市市街地周辺部（住宅地域）の開発に係る照会件数の伸びが著しく、照会目的としては個人住宅建

設等の小規模開発が多い。

これに伴い文化財保護法第 条（土木工事等のための発掘に関する届出及び指示）による工事の届出

及び通知は、 月から 月 日までに 件 遺跡（青森地区 件 遺跡、浪岡地区 件 遺跡）となり、

届出についても照会件数同様前年度比 ％以上の伸び率を示している。

なお、第 表中の 回答 欄の ・ ・ については次のとおりである。

照会地が遺跡として登録されている。

照会地が遺跡の隣接地にあたる。

照会地が遺跡として登録されていない。

（竹ヶ原 亜希）

市内遺跡発掘調査報告書
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第 表 平成 年度民間における開発事業照会一覧 （青森地区）
番号 年 月 日 照 会 地 開 発 行 為 回 答 備 考

中佃 丁目 物件調査
合浦 丁目 物件調査
清水字浜元 不動産鑑定
安田字近野 不動産鑑定 安田近野（ ）遺跡・安田（ ）遺跡
三本木字川崎 不動産鑑定
大野字若宮 不動産鑑定
旭町 丁目 不動産鑑定
高田字朝日山 不動産鑑定 朝日山（ ）遺跡
小柳 丁目付近 物件調査 小柳遺跡
羽白字富田 不動産鑑定
佃 丁目 競売
石江字平山 不動産鑑定
新城字平岡付近 不動産鑑定
花園 丁目 物件調査
松森 丁目 物件調査
松森 丁目 物件調査
問屋町 丁目 物件調査
奥野 丁目 物件調査
はまなす 丁目 物件調査
篠田 丁目 物件調査
岡造道 丁目 物件調査
橋本 丁目 物件調査
松原 丁目 物件調査
緑 丁目 物件調査
鶴ヶ坂字山本 土木工事計画
鶴ヶ坂字山本 土木工事計画
三内字沢部 建物建築計画 三内沢部（ ）遺跡
荒川 その他の建物建築計画
虹ヶ丘 丁目 その他の建物建築計画
新城字平岡 その他の建物建築計画
野沢 その他の建物建築計画
岡町字宮本 不動産鑑定 宮本（ ）遺跡
岡町字宮本 不動産鑑定 宮本（ ）遺跡
第二問屋町 丁目付近 不動産鑑定
青葉 丁目付近 不動産鑑定
三内字丸山 不動産鑑定 三内丸山（ ）遺跡
羽白字池上 不動産鑑定
八重田 丁目 不動産鑑定
八重田 丁目 不動産鑑定
八重田 丁目 不動産鑑定
滝沢字住吉 その他の建物建築計画
里見 丁目 不動産鑑定
小柳 丁目 不動産鑑定
久須志 丁目 不動産鑑定
久須志 丁目 不動産鑑定
新田 丁目 宅地分譲
油川字柳川 不動産鑑定
野木字野尻 不動産鑑定
新町 丁目 不動産鑑定
篠田 丁目 その他の建物建築計画
八重田 丁目 物件調査
野内字鈴森 その他の建物建築計画
長島 丁目 不動産鑑定
浪打 丁目 不動産売買
新町 丁目 不動産売買
大野字若宮 その他の建物建築計画
羽白字野木和 不動産鑑定 野木和（ ）遺跡
戸山字赤坂 不動産鑑定 赤坂遺跡
石江字平山 売却のための調査 石江遺跡
橋本 丁目 不動産取引
古川 丁目 不動産鑑定
矢田字下野尻 不動産鑑定
横内字神田 社会福祉施設建築計画
幸畑字松元 不動産鑑定
石江字江渡 不動産鑑定
浜田字玉川 不動産鑑定
柳川 丁目 不動産鑑定
安田字近野 不動産鑑定
東大野 丁目 宅地分譲
勝田 丁目 土地取得のための事前調査
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番号 年 月 日 照 会 地 開 発 行 為 回 答 備 考
古川 丁目 不動産鑑定
問屋町 丁目 不動産鑑定
桜川 丁目 不動産鑑定
駒込字深沢 不動産鑑定
駒込字深沢 不動産鑑定 田茂木野遺跡
田茂木野字田茂木沢 不動産鑑定 四ッ石（ ）遺跡
田茂木野字阿部野 不動産鑑定 深沢（ ）遺跡
四ッ石字里見 不動産鑑定 深沢（ ）遺跡
八重田 丁目 不動産鑑定
滝沢字住吉 その他の建物建築計画
八重田 丁目 その他の建物建築計画
浜館字科 その他の建物建築計画
駒込字螢沢 その他の建物建築計画
野沢字沢部 その他の建物建築計画
野内字菊川 不動産鑑定
安田字近野 不動産鑑定 安田近野（ ）遺跡
大矢沢字里見 不動産鑑定
浜田字玉川 不動産鑑定
新城字福田 土木工事計画
三内字丸山 物件調査 三内丸山（ ）遺跡
築木館字岩瀬 倉庫建築計画
本町 丁目 不動産鑑定
本町 丁目 不動産鑑定
戸崎字宮井 住宅建築計画
大野字鳴滝 その他の建物建築計画
安田字近野 その他の建物建築計画
安田字近野 不動産鑑定 安田近野（ ）遺跡
羽白字沢田 その他の土木工事計画 天田内（ ）遺跡
新町 丁目 不動産鑑定
新町 丁目 不動産鑑定
花園 丁目 売却のための調査
荒川字南荒川山国有林酸ヶ湯沢 その他の建物建築計画
大別内字山吹 土地取得のための事前調査
駒込字蛍沢 その他の土木工事計画
浜田 丁目 店舗建築計画
安方 丁目 不動産鑑定
新城字山田 土木工事計画 新城山田（ ）（ ）（ ）（ ）遺跡
野沢字沢部 鉄塔建設
幸畑字阿部野 その他の建物建築計画 阿部野（ ）遺跡
石江字江渡 売却のための調査
造道 丁目 売却のための調査
戸山字荒井 売却のための調査
新田 丁目 宅地分譲
浜田字玉川 売買調査
安田字若松 その他の建物建築計画
荒川字柴田 その他の建物建築計画
本町 丁目 不動産件介
浅虫字山下 不動産件介
駒込字蛍沢 その他の建物建築計画 月見野（ ）遺跡
古川 丁目 売買調査
本町 丁目 不動産鑑定
橋本 丁目 不動産鑑定
桑原字稲葉 倉庫建築計画
三内字丸山 電柱建柱 三内丸山遺跡
柳川 丁目 不動産鑑定
安方 丁目 不動産鑑定
花園 丁目 不動産鑑定
浪館前田 丁目 不動産鑑定
幸畑字阿部野 不動産鑑定
羽白字野木和 土地取得のための事前調査 野木和（ ）遺跡
新城字山田 競売のための調査 新城山田（ ）遺跡
諏訪沢字桜川 住宅建築計画
安方 丁目 不動産鑑定
新城字平岡 宅地分譲
油川字浪岸 不動産鑑定
本町 丁目 不動産鑑定
浜田 丁目 不動産鑑定
戸山字赤坂 その他の建物建築計画
八ッ役字矢作 その他
茶屋町 競売物件調査
茶屋町 競売物件調査
浪館字平岡 物件調査 浪館（ ）遺跡
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番号 年 月 日 照 会 地 開 発 行 為 回 答 備 考
西滝 丁目 不動産鑑定
八ッ役字矢作 売買調査
羽白字野木和 不動産鑑定 野木和（ ）（ ）遺跡
幸畑字阿部野 不動産鑑定 阿部野（ ）遺跡
三内字沢部 周知の遺跡の有無
東大野 丁目 不動産鑑定
造道 丁目 宅地分譲
細越字繁 その他の土木工事計画
四ッ石字里見 その他の建物建築計画
奥内字宮田 不動産鑑定
富田 丁目 不動産鑑定
大野字山下 不動産鑑定
石江字江渡 その他の建物建築計画 石江遺跡・江渡遺跡
古川 丁目 鑑定評価
大野字若宮 不動産鑑定
金沢 丁目 不動産鑑定
勝田 丁目 不動産鑑定
浪打 丁目 不動産鑑定
新町 丁目 不動産鑑定
三本木字川崎 住宅建築計画 三本木遺跡
港町 丁目 その他の建物建築計画
横内字亀井 不動産鑑定 横内（ ）遺跡
荒川字寒水沢 その他の建物建築計画
久栗坂字浜田 その他の建物建築計画
浅虫字山下 不動産鑑定
緑 丁目 不動産鑑定
荒川字品川 その他の土木工事計画
筒井字八ッ橋 宅地分譲
合子沢字山崎 倉庫建築計画
三本木字川崎 その他の建物建築計画 三本木遺跡
駒込字螢沢 その他の建物建築計画
中央 丁目 物件調査
筒井 丁目 物件調査
浜田字玉川 物件調査
雲谷字山吹 その他の建物建築計画 雲谷山吹（ ）遺跡
三内字丸山 工場建築計画 三内丸山（ ）遺跡
小柳 丁目 不動産鑑定
荒川 その他の建物建築計画
新町 丁目 不動産鑑定
橋本 丁目 不動産鑑定
新城平岡 遺跡の有無の確認
古川 丁目 物件調査
駒込字蛍沢 その他の建物建築計画
橋本 丁目 物件調査
田屋敷字増田 物件調査
岡町字宮本 住宅建築計画
安方 丁目 不動産鑑定
安田字若松 その他の建物建築計画
安田字若松 その他の建物建築計画
安田字若松 店舗建築計画
古川 丁目 売買調査
古川 丁目 売買調査
橋本 丁目 不動産鑑定
橋本 丁目 販売のための基礎調査
茶屋町 売買調査
茶屋町 売買調査
浅虫字蛍谷 売買調査
野木字野尻 売買調査
野木字野尻 売買調査
羽白字野木和 その他の建物建築計画 野木和（ ）遺跡
浜館字間瀬 その他の建物建築計画
佃 丁目 現地調査の為
造道 丁目 不動産鑑定
東大野 丁目 不動産鑑定
浜田 丁目 不動産鑑定
小館字桜刈 倉庫建築計画
荒川字柴田 住宅建築計画
新城字平岡 不動産鑑定 新城平岡（ ）遺跡
浜館 丁目 宅地分譲
新城字山田 土地取得のための事前調査 新城山田（ ）遺跡
三内字沢部 不動産鑑定
諏訪沢字松代 不動産鑑定
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番号 年 月 日 照 会 地 開 発 行 為 回 答 備 考
本町 丁目 不動産鑑定
三内字沢部 不動産鑑定
新城字山田 不動産鑑定 新城山田（ ）遺跡
駒込字蛍沢 周知の遺跡の有無 月見野（ ）遺跡
戸山字安原 その他の建物建築計画
野木字野尻 その他の建物建築計画
古川 丁目 不動産鑑定
新町 丁目 不動産鑑定
本町 丁目 不動産鑑定
長島 丁目 不動産鑑定
中央 丁目 不動産鑑定
勝田 丁目 不動産鑑定
本泉 不動産取引の為の調査
富田 丁目 不動産取引の為の調査
幸畑 丁目 不動産鑑定 阿部野（ ）遺跡
矢田字牧原 不動産鑑定
駒込字桐ノ沢 住宅建築計画
勝田 丁目 不動産鑑定
合浦 丁目 不動産鑑定
新田 丁目 不動産鑑定
大別内字葛野 事務所建築計画 葛野（ ）遺跡
本町 丁目 不動産鑑定
新城字平岡 競売 新城平岡（ ）遺跡
浜田字玉川 不動産鑑定
古川 丁目 不動産鑑定
三好 丁目、 丁目 不動産鑑定
松原 丁目 不動産仲介
金沢 丁目 宅地分譲
第二問屋町 丁目 不動産鑑定
幸畑字阿部野 倉庫建築計画
橋本 丁目 不動産鑑定
古川 丁目 不動産鑑定
三内字丸山 不動産鑑定 三内丸山（ ）遺跡
浪岡字細田 不動産鑑定
古川 丁目 不動産鑑定
浜田字玉川 不動産鑑定
飛鳥字福浦 住宅建築計画
大野 不動産鑑定
富田 丁目 不動産鑑定
原別 丁目 不動産鑑定
戸山字赤坂 不動産鑑定 赤坂遺跡
泉野字野脇 住宅建築計画
原別 丁目 不動産鑑定
三内字沢部 住宅建築計画 三内沢部（ ）遺跡
矢作 丁目 不動産鑑定
三本木字川崎 店舗建築計画
富田 丁目 その他の建物建築計画
安方 丁目 不動産鑑定
三内字丸山 遺跡の有無 三内丸山（ ）遺跡
南佃 丁目 売買
戸山字赤坂 不動産鑑定
大矢沢字野田 不動産鑑定
青葉 丁目 不動産鑑定
堤町 丁目 不動産鑑定
橋本 丁目 不動産鑑定
松原 丁目 競売
篠田 丁目 不動産鑑定
三内字丸山 物件調査 浪館（ ）遺跡
西滝 丁目 物件調査
浜田 丁目 不動産鑑定
新城字平岡 不動産鑑定
新城字山田 不動産鑑定
久須志 丁目 不動産鑑定
富田 丁目 競売物件
篠田 丁目 競売物件
矢田前字弥生田 不動産鑑定
新田字忍 物件調査 新田（ ）遺跡 新城山田（ ）遺跡
油川字岡田 物件調査
古川 丁目 不動産鑑定
安方 丁目 事前調査
荒川字藤戸 その他の建物建築計画
浪岡字五本松 岩石採取
三内字沢部 その他の建物建築計画
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第 表 平成 年度（ 月）民間における開発事業照会一覧
番号 年 月 日 照 会 地 開 発 行 為 回 答 備 考

浪岡大字女鹿沢平野 不動産鑑定 長溜遺跡
浪岡大字徳才子字山本 その他の建物建築計画 山本遺跡
新城字平岡 不動産鑑定 新城平岡（ ）遺跡
浜田 不動産鑑定
長島 丁目 不動産鑑定
南佃 丁目 建築計画
浦町字奥野 建築計画
浜田字豊田 不動産鑑定
勝田 丁目 不動産鑑定
三内丸山 不動産鑑定 安田近野（ ）遺跡
港町 丁目 不動産鑑定
浜田字板橋 建築計画
南佃 丁目 建築計画（予定）
北金沢 丁目 不動産鑑定
佃 丁目 建設計画
佃 丁目 建設計画
安田字近野 建設計画 安田近野（ ）遺跡
安田字近野 建設計画 近野遺跡
浪岡大字浪岡字若松 土木工事計画
雲谷字山吹 建設計画（予定） 雲谷山吹（ ）遺跡
橋本 丁目 不動産鑑定
本町 丁目 不動産鑑定
第二問屋町 丁目 建設計画
新町 丁目 不動産鑑定
四ツ石字里見 不動産鑑定
合浦 丁目 不動産鑑定
茶屋町 不動産鑑定
新城字山田 建設計画 新城山田（ ）遺跡
原別 丁目 土木工事計画
上野字山辺 建設計画
三内字丸山 建設計画 三内丸山（ ）遺跡
古川 丁目 家屋調査
本町 丁目 家屋調査
八ツ役字上林 建設計画
鶴ヶ坂字山本 土木工事計画（砂利採取）
浪岡大字五本松字平野 建設計画 平野遺跡
新城字福田 その他の建物建築計画
西田沢字浜田 その他の建物建築計画
羽白字宮田 土木工事計画
浪岡大字北中野字桃里 家屋調査

番号 年 月 日 照 会 地 開 発 行 為 回 答 備 考
浜田字玉川 事前調査
安方 丁目 不動産鑑定
新町 丁目 事前調査
野内字浦島 不動産鑑定 大浦遺跡
浜田字玉川 不動産鑑定
浜田 丁目 物件調査
新田 丁目 不動産鑑定
野尻字野田 住宅建築計画
幸畑字谷脇 その他の建物建築計画
東大野 丁目 物件調査
問屋町 丁目 不動産鑑定
第二問屋町 丁目 不動産鑑定
戸山字赤坂 競売 戸山遺跡
三内字稲元 物件調査
羽白字沢田 物件調査
橋本 丁目 売買取引
三本木字川崎 その他の建物 三本木遺跡、第 章第 節参照

番号 年 月 日 照 会 地 開 発 行 為 回 答 備 考
地区内各所（約 ヶ所） 不動産鑑定 ・
青森市浪岡高屋敷字野尻 建設計画 野尻（ ）遺跡・野尻（ ）遺跡
青森市浪岡大字徳才子字山本 不動産鑑定 野尻（ ）遺跡・野尻（ ）遺跡
青森市浪岡大字大釈迦字前田 不動産鑑定 早稲田遺跡
青森市浪岡大字女鹿沢字東種本 不動産鑑定
青森市浪岡大字浪岡字岡田 その他の建物建築計画 浪岡城遺跡
青森市浪岡大字徳才子山本 その他の建物建築計画 山本遺跡
青森市浪岡大字浪岡字岡田 不動産鑑定

第 表 平成 年度民間における開発事業照会一覧 （浪岡地区）
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番号 年 月 日 照 会 地 開 発 行 為 回 答 備 考
大野字笹崎 不動産鑑定評価
三内字丸山 不動産鑑定評価
高田字朝日山 不動産鑑定評価
新城字山田 不動産鑑定評価
沖館 丁目 不動産鑑定評価
野尻字野田 不動産鑑定評価
浅虫字坂本 不動産鑑定評価
浪岡大字吉内字杉ノ沢 土木工事計画
新町 丁目 不動産鑑定評価
浪打 丁目 不動産鑑定評価
中佃 丁目 不動産鑑定評価
青柳 丁目 不動産鑑定評価
三好 丁目 不動産鑑定評価
安方 丁目 不動産鑑定評価
はまなす 丁目 不動産鑑定評価
石江高間 事前調査
大別内字葛野 その他の建物建築計画
桂木 丁目 不動産鑑定評価
奥内字平塚 不動産鑑定評価
新城字平岡 その他の建物建築計画
三内字沢部 その他の建物建築計画
小柳 丁目 建築計画 小柳遺跡
三内字丸山 建築計画 三内丸山（ ）遺跡
横内字鏡山 不動産鑑定評価 横内猿沢遺跡
新城字山田 不動産鑑定評価
桂木 丁目 その他の建物建築計画
浜田 丁目 不動産鑑定評価
浅虫字蛍谷 不動産鑑定評価
三内字丸山 土木工事計画 三内丸山（ ）遺跡
東造道 丁目 不動産鑑定評価
浜田字玉川 土木工事計画
桜川 丁目 不動産鑑定評価
馬屋尻字清水流 設計計画
東大野 丁目 宅地分譲
富田 丁目 不動産鑑定評価
幸畑字松元 不動産鑑定評価
合子沢字山崎 不動産鑑定評価 雲谷山吹（ ）遺跡
駒込字深沢 不動産鑑定評価 深沢（ ）遺跡
大野字山下 不動産鑑定評価
本町 丁目 不動産鑑定評価
四ツ石字里見 不動産鑑定評価
駒込字蛍沢 不動産鑑定評価
幸畑字阿部野 不動産鑑定評価 阿部野（ ）遺跡
堤町 丁目 不動産鑑定評価
安田字近野 その他の建物 安田近野（ ）遺跡、第 章第 節参照
浪岡大字杉沢字山元 温泉掘削 杉沢山元（ ）遺跡
岩渡字熊沢 砂利採取
浪岡字大釈迦字沢田 砂利採取
東造道 丁目 不動産鑑定評価
本町 丁目 不動産鑑定評価
浪岡大字銀字杉田 建築計画 神明宮遺跡、第 章第 節参照
細越字栄山 その他の建物 栄山（ ）遺跡、第 章第 節参照
幸畑 丁目 不動産鑑定評価
荒川字筒井 不動産鑑定評価
八重田 丁目 不動産鑑定評価
橋本 丁目 不動産鑑定評価
三内字丸山 土木工事計画 三内丸山（ ）遺跡、第 章第 節参照
平新田字池上 その他の建物
奥野 丁目 不動産鑑定評価
古川 丁目 建築計画
橋本 丁目 不動産鑑定評価
浪岡大字女鹿沢字東種本 不動産鑑定評価
浪岡大字五本松字平野 建設計画 平野遺跡
浜田字玉川 不動産鑑定評価
新田字忍 不動産鑑定評価 新田（ ）遺跡
久須志 丁目 不動産鑑定評価
中佃 丁目 不動産鑑定評価
佃 丁目 不動産鑑定評価
安方 丁目 不動産鑑定評価
佃 丁目 不動産鑑定評価
石江字高間 土木工事計画
古川 丁目 不動産鑑定評価
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番号 年 月 日 照 会 地 開 発 行 為 回 答 備 考
横内字神田 建築計画
浪岡大字徳才子字山本 土木工事計画 山本遺跡、第 章第 節参照
石江字岡部 不動産鑑定評価
大矢沢字野田 不動産鑑定評価
佃 丁目 不動産鑑定評価
石江字江渡 不動産鑑定評価
大野字前田 不動産鑑定評価
羽白字沢田 不動産鑑定評価
浪打 丁目 不動産鑑定評価
古川 丁目 不動産鑑定評価
原別字上海原 建設計画
浪岡大字大釈迦字沢田 土木工事計画
浪岡大字樽沢字村元 その他の建物建設 山上宮遺跡、第 章第 節参照
浪岡大字五本松字平野 その他の建物建設 平野遺跡、第 章第 節参照
浪岡大字吉野田字樋田 その他の建物建設
浪岡大字大釈迦字前田 その他の建物建設
浜田字玉川 建設計画
造道 丁目 物件調査 沢田遺跡、第 章第 節参照
桜川 丁目 物件調査
油川字浪返 不動産鑑定評価
花園 丁目 不動産鑑定評価
羽白字池上 不動産鑑定評価
中央 丁目 不動産鑑定評価
佃 丁目 建設計画
浪岡大字高屋敷字野尻 不動産鑑定評価 野尻（ ）遺跡
新町 丁目 不動産鑑定評価
細越字東山 不動産鑑定評価 栄山（ ）遺跡
大字幸畑字阿部野 不動産鑑定評価 阿部野（ ）遺跡
大字幸畑 丁目 不動産鑑定評価 大矢沢野田遺跡
小柳 丁目 不動産鑑定評価
松森 丁目 不動産鑑定評価
大野字山下 不動産鑑定評価
新田字忍 不動産鑑定評価 高間（ ）遺跡
浪岡大字杉沢字山元 建築計画 山元（ ）遺跡
東大野 丁目 建築計画
浅虫字蛍谷 不動産鑑定評価
松原 丁目、勝田 丁目 建築計画
浪岡大字徳才子字山本 建築計画 山本遺跡、第 章第 節参照
石江字平山 不動産鑑定評価
造道 丁目 土木工事計画 沢田遺跡
新城字平岡 不動産鑑定評価
造道 丁目 宅地分譲 沢田遺跡、第 章第 節参照
安田字近野 宅地分譲 近野遺跡
栄町 丁目 不動産鑑定評価
佃 丁目 建築計画
第二問屋町 丁目 建築計画
松原 丁目 建築計画
南佃 丁目 不動産鑑定評価
浜館 丁目 不動産鑑定評価
けやき 丁目 不動産鑑定評価
浪岡大字大釈迦字沢田 その他の建築計画
浪岡大字樽沢字村元 その他の建築計画 上野遺跡
浪岡大字徳才子字山本 不動産鑑定評価 山本遺跡
浪岡大字女鹿沢字平野 不動産鑑定評価
横内字神田 不動産鑑定評価
新田 丁目 不動産鑑定評価
中央 丁目 その他
三内字沢部 不動産鑑定評価 三内沢部（ ）遺跡
第二問屋町 丁目 その他
茶屋町 その他
鶴ヶ坂字山本 岩石採集
高田字川瀬 不動産鑑定評価
駒込字深沢 不動産鑑定評価
駒込字桐ノ沢 不動産鑑定評価
安田字近野 不動産鑑定評価
新城字平岡 不動産鑑定評価 新城平岡（ ）遺跡
浜館字見取 建築計画
駒込字月見野 建築計画 月見野（ ）遺跡、第 章第 節参照
浪打 丁目 不動産鑑定評価
新町 丁目 不動産鑑定評価
三好 丁目 不動産鑑定評価
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番号 年 月 日 照 会 地 開 発 行 為 回 答 備 考
篠田 丁目 不動産鑑定評価
古川 丁目 不動産鑑定評価
横内字神田 建築計画
佃 丁目 その他
浪岡大字長沼字北藤巻 建築計画
戸門字土筆山 建築計画
新町 丁目 不動産鑑定評価
浪打 丁目 その他
勝田 丁目 その他
橋本 丁目 その他
古川 丁目 不動産鑑定評価
青葉 丁目 不動産鑑定評価
浜田字玉川 不動産鑑定評価
松原 丁目 不動産鑑定評価
勝田 丁目 不動産鑑定評価
新城字山田 不動産鑑定評価
中央 丁目 不動産鑑定評価
浅虫字蛍谷 不動産鑑定評価
古川 丁目 不動産鑑定評価
泉野字内野 不動産鑑定評価
野木字野尻 不動産鑑定評価
荒川字筒井 不動産鑑定評価
第二問屋町 丁目 不動産鑑定評価
松原 丁目 不動産鑑定評価
勝田 丁目 不動産鑑定評価
原別 丁目 物件調査
八重田 丁目 不動産鑑定評価
浪打 丁目 物件調査
浪打 丁目 物件調査
合浦 丁目 物件調査
駒込字深沢 建築計画 梨の木平遺跡
三内字丸山 建築計画 三内丸山（ ）遺跡
三内字丸山 建築計画 三内丸山（ ）遺跡
新城字平岡 建築計画
沖館 丁目 不動産鑑定評価
堤町 丁目 不動産鑑定評価
妙見 丁目 不動産鑑定評価
千富 丁目 不動産鑑定評価
駒込字桐ノ沢 建築計画 駒込館遺跡
戸山字赤坂 不動産鑑定評価 赤坂遺跡
浜館 丁目 不動産鑑定評価
荒川字筒井 不動産鑑定評価
第二問屋町 丁目 不動産鑑定評価
緑 丁目 不動産鑑定評価
新町字菅谷 不動産鑑定評価 合子沢松森（ ）遺跡
野沢字沢部 不動産鑑定評価
浪岡大字長沼字北藤巻 建築計画
駒込字深沢 建築計画
駒込字月見野 建築計画 駒込館遺跡、第 章第 節参照
原別 丁目 建築計画
安方 丁目 不動産鑑定評価
新町 丁目 建築計画
新町 丁目 不動産鑑定評価
大沢滝沢字下川原 建築計画
浪岡大字王余魚沢字東村元 その他の建物
野木字野尻 不動産鑑定評価
千富 丁目 建築計画
大字大野字山下 建築計画
西滝 丁目 不動産鑑定評価
原別 丁目 不動産鑑定評価
自由ヶ丘 丁目 不動産鑑定評価
本町 丁目 不動産鑑定評価
安田字近野 不動産鑑定評価 近野遺跡
雲谷字山吹 不動産鑑定評価 雲谷山崎遺跡
駒込字月見野 不動産鑑定評価
松原 丁目 不動産鑑定評価
浪岡字下石川字岡田 その他の建物
内真部字岸田地内 その他の建物
旭町 丁目 不動産鑑定評価
浜田字玉川 不動産鑑定評価
田茂木野字田茂木沢 その他の建物

浪岡大字高屋敷字野尻 土木工事計画 野尻（ ）遺跡・野尻（ ）遺跡、第
章第 節参照
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番号 年 月 日 照 会 地 開 発 行 為 回 答 備 考
高田字朝日山 その他の建物
雲谷字山吹地内 その他の建物
柳川 丁目 不動産鑑定評価
横内字亀井 その他の建物 横内城跡
八ツ役字芦屋 その他の建物
宮田字玉水 不動産鑑定評価 宮田館跡
幸畑字阿部野 不動産鑑定評価 阿部野（ ）遺跡
港町 丁目 不動産鑑定評価
新城字平岡 不動産鑑定評価
石江字高間 不動産鑑定評価 高間（ ）遺跡
鶴ヶ坂字山本 土木工事計画
三内字丸山 不動産鑑定評価 沖館（ ）遺跡、三内丸山遺跡
金浜字伊吹 不動産鑑定評価
橋本 丁目 不動産鑑定評価
第二問屋町 丁目 不動産鑑定評価
松原 丁目 不動産鑑定評価
岩渡字熊沢 不動産鑑定評価
鶴ヶ坂字田川 不動産鑑定評価
花園 丁目 不動産鑑定評価
南佃 丁目 不動産鑑定評価
石江字江渡 不動産鑑定評価
長島 丁目 不動産鑑定評価
小柳 丁目 不動産鑑定評価 小柳遺跡
駒込字月見野 不動産鑑定評価 ・ 月見野（ ）遺跡
浜館字間瀬 不動産鑑定評価
合浦 丁目 不動産鑑定評価
千富町 丁目 不動産鑑定評価
南佃 丁目 不動産鑑定評価
大野字若宮 不動産鑑定評価
東大野 丁目 不動産鑑定評価
新田 丁目 不動産鑑定評価
三内字丸山 不動産鑑定評価 三内丸山（ ）遺跡
中央 丁目 不動産鑑定評価
本町 丁目 不動産鑑定評価
橋本 丁目 不動産鑑定評価
野内字菊川 不動産鑑定評価
旭町 丁目 不動産鑑定評価
旭町 丁目 不動産鑑定評価
三内字丸山 建築計画 三内丸山遺跡、第 章第 節参照
茶屋町 不動産鑑定評価
造道 丁目 不動産鑑定評価 沢田遺跡
浪岡大字浪岡字浅井 不動産鑑定評価 川原館遺跡
浪岡大字五本松字岡本 不動産鑑定評価 岡本遺跡
浪岡大字浪岡字稲村 不動産鑑定評価
浪岡大字女鹿沢字平野 不動産鑑定評価 長溜池遺跡
富田 丁目 不動産鑑定評価
橋本 丁目 不動産鑑定評価
安方 丁目 建築計画
柳川 丁目 不動産鑑定評価
浜田 丁目 建築計画
筒井字八ッ橋 不動産鑑定評価
安田字近野 相続関係 近野遺跡、第 章第 節参照
花園 丁目 不動産鑑定評価
問屋町 丁目 不動産鑑定評価
浪館前田 丁目 不動産鑑定評価
八ツ役字上林 建築計画
千富 丁目 物件調査
長島 丁目 不動産鑑定評価
野内字小笹 不動産鑑定評価
久栗坂字山辺 不動産鑑定評価
浅虫字山下 不動産鑑定評価
勝田 丁目 不動産鑑定評価
新城字平岡 不動産鑑定評価
石江字高間 不動産鑑定評価 高間（ ）遺跡
横内字八重菊 建築計画
橋本 丁目 不動産鑑定評価
浅虫字蛍谷 不動産鑑定評価
篠田 丁目 不動産鑑定評価
柳川 丁目 不動産鑑定評価
長島 丁目 不動産鑑定評価
久栗坂字山辺 不動産鑑定評価
田屋敷字益田 不動産鑑定評価
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番号 年 月 日 照 会 地 開 発 行 為 回 答 備 考
原別字遠山 不動産鑑定評価
原別字下海原 不動産鑑定評価
野内字菊川 不動産鑑定評価
野内字浦島 不動産鑑定評価
大野字片岡 不動産鑑定評価
浪館 丁目 不動産鑑定評価
古館字安田 不動産鑑定評価
浪岡大字徳才子山本 建築計画 野尻（ ）遺跡、第 章第 節参照
大野字金沢 不動産鑑定評価
妙見 丁目 不動産鑑定評価
三内字丸山 物件調査 浪館（ ）遺跡
本泉 丁目 不動産鑑定評価
岡造道 丁目 不動産鑑定評価
橋本 丁目 不動産鑑定評価
花園 丁目 不動産鑑定評価
原別 丁目 不動産鑑定評価
花園 丁目 不動産鑑定評価
合子沢字松森 不動産鑑定評価 合子沢松森（ ）遺跡
橋本 丁目 不動産鑑定評価
はまなす 丁目 不動産鑑定評価
金沢 丁目 不動産鑑定評価
三本木字川崎 建築計画 扇沢遺跡
茶屋町 不動産鑑定評価
横内字亀井 不動産鑑定評価
安田字近野 不動産鑑定評価
第二問屋町 丁目 不動産鑑定評価
栄町 丁目 不動産鑑定評価
新町 丁目 不動産鑑定評価
浪打 丁目 不動産鑑定評価
駒込字月見野 不動産鑑定評価 蛍沢遺跡
久須志 丁目、久須志 丁目 不動産鑑定評価
千刈 丁目 不動産鑑定評価
浪館前田 不動産鑑定評価
田茂木野字阿倍野 不動産鑑定評価
石江字岡部 不動産鑑定評価
大野字前田 不動産鑑定評価
奥内字宮田 不動産鑑定評価
旭町 丁目 不動産鑑定評価
里見 不動産鑑定評価
六枚橋字山越 土木工事計画・物件調査 後潟（ ）遺跡
新城字平岡 建築計画
新城字山田 不動産鑑定評価 新城山田（ ）遺跡
新城字山田 不動産鑑定評価 新城山田（ ）遺跡
三内字丸山 不動産鑑定評価 三内遺跡
三内字丸山 不動産鑑定評価
栄町 丁目 不動産鑑定評価
新城字山田 不動産鑑定評価
合子沢字山崎 不動産鑑定評価
浅虫字山下 不動産鑑定評価
港町 丁目 不動産鑑定評価
横内字前嶽国有林 その他の建物
花園 丁目 不動産鑑定評価
浜田 丁目 建築計画
橋本 丁目 不動産鑑定評価
沢山字平野 事前調査 沢山（ ）遺跡
安方 丁目 不動産鑑定評価
油川字岡田 不動産鑑定評価
浪岡大字徳才子字山本 事前調査 野尻（ ）遺跡
矢田前字本泉 不動産鑑定評価
栄町 丁目 不動産鑑定評価
石江字岡部 事前調査 岡部遺跡
野尻字野田 不動産鑑定評価
羽白字沢田 不動産鑑定評価



第 章 事業照会の概要

第 表 平成 年度庁内における開発事業照会一覧
番号 年 月 日 担 当 課 照 会 地 開 発 行 為 回 答 備 考

環境政策課 築木館字布引 岩石採取 築木館岩瀬遺跡
農業政策課 岡町字宮本 農業振興地域整備計画 宮元（ ）遺跡ほか
農業政策課 三本木字川崎 農業振興地域整備計画 扇沢遺跡
環境政策課 戸門字土筆山 岩石採取
環境政策課 岩渡字熊沢 岩石採取
農地林無課 戸門字土筆山 林地開発
環境政策課 鶴ヶ坂字山本 岩石採取
上水道整備課 横内字桜峯 配水池整備
上水道整備課 市内各地 上下水道工事
新幹線対策課 石画字江渡 道路建設ほか 高間（ ）遺跡
生活衛生課 大別内字葛野 霊園整備 葛野（ ）遺跡
道路建設課 造道 丁目 道路建設
道路建設課 荒川字成瀬 道路建設
清掃管理課 鶴ヶ坂字早稲田 施設建設
建築指導課 合子沢字松森 国土利用法関係 山口遺跡
建築指導課 駒込字深沢 土地売買届出 梨の木平牧場遺跡
環境政策課 岩渡字熊沢 岩石採取
産業政策課 浜館 丁目 温泉掘削
環境政策課 鶴ヶ坂字山本 岩石採取
農地林務課 新城字山田 林地開発許可申請 新城山田（ ）（ ）（ ）遺跡
環境政策課 滝沢字北滝沢山 岩石採取
農業政策課 馬屋尻字清水流 農業振興地域整備計画 玉水（ ）遺跡・月見野遺跡
産業政策課 羽白字富田 温泉掘削
産業政策課 東大野二丁目 温泉掘削
商工業課 安田字近野 地域総合整備資金貸付事業 近野遺跡

番号 年 月 日 担 当 課 照 会 地 開 発 行 為 回 答 備 考
農地林務課 滝沢地内 排水路施設整備 宮田山下遺跡
上下水道整備課 市内各地 上下水道工事 新田（ ）遺跡ほか
産業政策課 浪岡大字杉沢字山元 温泉掘削 杉沢山元遺跡
農業政策課 安田字稲森 農業振興地域整備計画
農業政策課 四ツ石字里見 農業振興地域整備計画
農業政策課 駒込字深沢 農業振興地域整備計画 梨の木平遺跡
農業政策課 浪岡大字銀字杉田 農業振興地域整備計画 神明宮遺跡
農業政策課 浪岡大字北中野字沢田 農業振興地域整備計画 天狗平遺跡・春日社遺跡

上下水道整備課 浪岡地区各地 上下水道整工事 羽黒平（ ）遺跡・羽黒平（ ）遺
跡、第 章第 節参照

商工業課 羽白字野木和 地域総合整備資金貸付事業 野木和（ ）遺跡ほか
上下水道整備課 桑原字稲葉ほか 上下水道整備課 桑原稲荷神社遺跡
学校給食課 三内字丸山 施設建設
観光課 雲谷字梨野木 スキーゲレンデ建設
上下水道整備課 青森地区各地 上下水道整工事 高間（ ）遺跡 高間（ ）遺跡

上下水道整備課 浪岡地区各地 上下水道整工事
女鹿沢遺跡・羽黒平（ ）遺
跡・松山寺遺跡・松元遺跡・
本郷八幡宮遺跡

上下水道整備課 青森地区各地 上下水道整工事 近野遺跡・玉水（ ）（ ）遺跡
上下水道整備課 浪岡地区各地 上下水道整工事 本郷八幡宮遺跡ほか
環境政策課 鶴ヶ坂字山本 砂利採取
上下水道整備課 新城字平岡 上下水道整工事 新田（ ）遺跡ほか
農地林務課 浪岡大字吉野田地区 道路建設 寺屋敷・中平遺跡
道路建設課 浦町字奥野 道路建設
用地課 大矢沢字里見 墓地移転 大矢沢野田遺跡
浪岡事務所都市整備課 浪岡大字女鹿沢地区 道路建設 長溜池遺跡
産業政策課 野沢字川部 温泉掘削
学務課 新城字平岡 小学校改築工事 新城平岡（ ）遺跡ほか

学務課 新城字平岡 中学校改築工事 新城平岡（ ）遺跡、第 章第
節参照

環境政策課 岩渡字熊沢 砂利採取
用地課 安田字近野 土地売買等届出 近野遺跡
環境政策課 戸門字山部 岩石採取
環境政策課 内真部字山下 砂利採取
産業政策課 新城字山田 温泉掘削 新城山田（ ）遺跡
産業政策課 新田 丁目 温泉掘削
農業政策課 浪岡地区 施設建設 野尻（ ）遺跡
農業政策課 後萢字前橋 農業振興地域整備計画
農業政策課 安田字稲森 農業振興地域整備計画
農業政策課 羽白字富田 農業振興地域整備計画
農業政策課 岡町字藤戸 農業振興地域整備計画 岡町（ ）遺跡
農業政策課 西田沢字浜田 農業振興地域整備計画

農業政策課 浪岡大字徳才子字山本、銀
字杉田 農業振興地域整備計画 山本遺跡

産業政策課 長島 丁目 温泉掘削

上下水道整備課 青森地区各地 上下水道工事
高間（ ）（ ）遺跡・新城平岡
（ ）遺跡・新田（ ）遺跡・近野
遺跡・大矢沢野田遺跡

第 表 平成 年度（ 月）庁内における開発事業照会一覧



第 章 埋蔵文化財包蔵地の登録等

青森市内における周知の埋蔵文化財包蔵地（以下、遺跡）は、平成 年 月 日時点では 遺跡（青

森地区 遺跡、浪岡地区 遺跡）が登録されていた。

その後については、新規登録が 遺跡、範囲変更が 遺跡、拡張及び統合が 遺跡、統合による抹消

（欠番）が 遺跡となり、平成 年 月 日現在で 遺跡が登録されている。平成 年分と比較する

と青森地区が 増 欠、浪岡地区が 増となっており、浪岡地区の著しい増加は県教育委員会の分布調

査の成果によるところが大きい。

平成 年中に行った新規登録や範囲変更等の遺跡の概要は、以下のとおりである。

市内遺跡発掘調査報告書

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

遺物

登録年月日

備考

三内丸山（ ）遺跡

大字三内字丸山

丘陵・畑地及び山林

縄文（中・晩）・平安

縄文土器・土師器等

平成 年 月 日（青教文第 号）

県教育委員会分布調査による。

第 図

新規登録遺跡

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

遺物

登録年月日

備考

大谷小谷遺跡

大字大谷字小谷

丘陵・山林

縄文（後・晩）・平安

縄文土器（未採集）

平成 年 月 日（青教文第 号）

当委員会分布調査による。

第 図



第 章 埋蔵文化財包蔵地の登録等

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

遺物

登録年月日

備考

片子都谷森遺跡

浪岡大字王余魚沢字片子都谷森

丘陵地・山林

縄文（中・後）

縄文土器（中・後）

平成 年 月 日（青教文第 号）

当委員会分布調査による。

第 図

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

遺物

登録年月日

備考

細野大沢（ ）遺跡

浪岡大字細野字大沢

丘陵地・果樹園、畑地、山林

縄文

縄文土器

平成 年 月 日（青教文第 号）

県教育委員会分布調査による。

第 図

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

遺物

登録年月日

備考

細野大沢（ ）遺跡

浪岡大字細野字大沢

台地・果樹園、畑地

縄文（後）、平安

縄文土器（後）、土師器

平成 年 月 日（青教文第 号）

県教育委員会分布調査による。

第 図



市内遺跡発掘調査報告書

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

遺物

登録年月日

備考

細野大沢（ ）遺跡

浪岡大字細野字大沢

台地・果樹園、畑地

縄文（後）

縄文土器（後）、剥片石器

平成 年 月 日（青教文第 号）

県教育委員会分布調査による。

第 図

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

遺物

登録年月日

備考

相沢長沢遺跡

浪岡大字相沢字長沢

河岸段丘、畑地

縄文、平安

縄文土器、土師器

平成 年 月 日（青教文第 号）

県教育委員会分布調査による。

第 図

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

遺物

登録年月日

備考

桃里（ ）遺跡

浪岡大字北中野字桃里

丘陵地・畑地

縄文（後）、平安

縄文土器（後）、土師器、陶磁器

平成 年 月 日（青教文第 号）

県教育委員会分布調査による。

第 図



第 章 埋蔵文化財包蔵地の登録等

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

遺物

登録年月日

備考

杉ノ沢（ ）遺跡

浪岡大字吉内字杉ノ沢

丘陵地・畑地

縄文（後）

縄文土器（後）

平成 年 月 日（青教文第 号）

県教育委員会分布調査による。

第 図

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

遺物

登録年月日

備考

杉ノ沢（ ）遺跡

浪岡大字吉内字杉ノ沢

丘陵地・畑地

縄文

縄文土器

平成 年 月 日（青教文第 号）

県教育委員会分布調査による。

第 図

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

遺物

登録年月日

備考

女鹿沢遺跡

浪岡大字女鹿沢字東早稲田、字稲本

平地・畑地、水田

平安

土師器、陶磁器

平成 年 月 日（青教文第 号）

県教育委員会分布調査による。

第 図



市内遺跡発掘調査報告書

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

遺物

登録年月日

備考

銀前田遺跡

浪岡大字銀字前田

平地・畑地

平安

土師器、陶磁器

平成 年 月 日（青教文第 号）

県教育委員会分布調査による。

第 図

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

遺物

登録年月日

備考

楢沢村元遺跡

浪岡大字樽沢字村元

平地・畑地、宅地

縄文、平安

縄文土器、土師器

平成 年 月 日（青教文第 号）

県教育委員会分布調査による。

第 図

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

遺物

登録年月日

備考

杉沢板橋野山遺跡

浪岡大字杉沢字板橋野山

丘陵地・果樹園、畑地

縄文（中・後）、平安

縄文土器（中・後）、土師器

平成 年 月 日（青教文第 号）

県教育委員会分布調査による。

第 図



第 章 埋蔵文化財包蔵地の登録等

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

遺物

登録年月日

備考

岡田遺跡

浪岡大字下石川字岡田

丘陵地・果樹園、畑地

平安

土師器、須恵器

平成 年 月 日（青教文第 号）

県教育委員会分布調査による。

第 図

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

遺物

登録年月日

備考

西増田遺跡

浪岡大字女鹿沢字西増田

平地・畑地、宅地

縄文、平安

縄文土器、土師器、須恵器

平成 年 月 日（青教文第 号）

県教育委員会分布調査による。

第 図

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

遺物

登録年月日

備考

大沼袋遺跡

浪岡大字下十川字大沼袋

平地・畑地、宅地

平安

土師器

平成 年 月 日（青教文第 号）

県教育委員会分布調査による。

第 図



市内遺跡発掘調査報告書

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

更新年月日

備考

三内遺跡

大字三内字丸山

原野

縄文、平安

平成 年 月 日（青教文第 号）

県教育委員会による。

第 図

．範囲変更遺跡

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

更新年月日

備考

小牧野遺跡

大字野沢字小牧野

台地・原野、畑地、山林

縄文（前・中・後・晩）、弥生、平安

平成 年 月 日（青教文第 号）

当委員会発掘調査成果による。

第 図

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

更新年月日

備考

葛野（ ）遺跡

大字大別内字葛野

丘陵地・果樹園、畑地

縄文、平安

平成 年 月 日（青教文第 号）

当委員会試掘調査成果による。

第 図



第 章 埋蔵文化財包蔵地の登録等

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

更新年月日

備考

葛野（ ）遺跡

大字大別内字葛野

丘陵地・山林

縄文、弥生、平安

平成 年 月 日（青教文第 号）

当委員会試掘調査成果による。

第 図

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

更新年月日

備考

葛野（ ）遺跡

大字大別内字葛野

丘陵地・山林

縄文、弥生、平安、中世

平成 年 月 日（青教文第 号）

当委員会試掘調査成果による。

第 図

遺跡番号

遺跡名

所在地

立地・現況

時代

更新年月日

備考

沢田遺跡

大字造道字沢田

平地・宅地

平安

平成 年 月 日（青教文第 号）

当委員会による位置・範囲錯誤の修正。

第 図
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遺跡番号

遺跡名

所在地

抹消年月日

備考

小金沢遺跡

大字馬屋尻字小金沢、大字宮田字玉水

平成 年 月 日（青教文第 号）

県教育委員会試掘調査成果による。

遺跡番号

遺跡名

所在地

抹消年月日

備考

新城山田（ ）遺跡

大字新城字山田

平成 年 月 日（青教文第 号）

当委員会試掘調査成果による。

．範囲拡張及び統合遺跡

．統合により抹消となった遺跡

遺跡番号

遺跡名

統合遺跡名

所在地

立地・現況

時代

更新年月日

備考

玉水（ ）遺跡

玉水（ ）遺跡・小金沢遺跡

大字馬屋尻字清水流・字小金沢、大字
宮田字玉水

丘陵地・水田、畑地、宅地

縄文（前 中）

平成 年 月 日（青教文第 号）

県及び当委員会試掘調査成果による。

第 図

遺跡番号

遺跡名

統合遺跡名

所在地

立地・現況

時代

更新年月日

備考

新城山田（ ）遺跡

新城山田（ ）遺跡・新城山田（ ）遺跡

大字新城字山田

平安

丘陵地・山林

平成 年 月 日（青教文第 号）

当委員会試掘調査成果による。

第 図



第 章 分布調査

第 節 大谷地区

．調査概要

調査地 青森市大字大谷字小谷 調査期間 平成 年 月 日

．調査に至る経緯

青森空港の北西側の大谷地区において、縄文土器が出土しているという情報が寄せられたため、発

見者の案内で付近の分布調査を実施した。

．調査結果

調査の結果、一帯は雑草が繁茂する草地であるが、かなり前に伐採されたと考えられる樹木が集積

されており、以前は森林であったことが推定される。遺物は表土が露出している部分より縄文土器と

土師器を数点確認した。遺物の時期は縄文時代後期・晩期・平安時代と考えられる。なお、本遺跡は

平成 年 月 日付け青教文第 号で青森県教育委員会によって 大谷小谷遺跡 として登録され

た（第 図）。

（設楽 政健）

第 章 分布調査

遺跡近景 縄文土器出土状況

写真 分布調査（大谷小谷遺跡）
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第 章 試掘・確認調査

第 節 佃遺跡隣接地

．調査概要

調 査 地 青森市中佃二丁目 開発行為 駐車場造成

調査期間 平成 年 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日、当委員会文化財課に駐車場の造成中に土器片が出土したという市民からの連絡

があり、同日中に職員が現場へ赴き、今後の対応について地権者と協議した。現場は佃遺跡（青森県

埋蔵文化財包蔵地台帳番号 ）と隣接しており、平成 年 月 日に埋蔵文化財の有無確認を

目的に試掘調査を実施した。

．調査方法

開発予定地（ ）に 箇所のトレンチを設定し（第 図）、人力による掘削後、ジョレンがけに

より遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、本計画地全体が既に削平されていることを確認した。また、調査時に遺構・遺物が検

出されなかったため、当委員会では慎重工事が望ましいと判断した。

（設楽 政健）

第 図 調査地点（佃遺跡隣接地）



第 章 試掘・確認調査

第 節 三本木遺跡隣接地

．調査概要

調 査 地 青森市大字三本木字川崎 開発行為 携帯電話アンテナ建設

調査期間 平成 年 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日、当委員会文化財課に携帯電話アンテナ建設に係る 埋蔵文化財（遺跡）等協議書

が事業者より提出された。当地は平成 年 月に当委員会が同事業を原因として試掘調査を実施した

地点から ほど離れた場所にあり、諸般の事情により建設予定地を変更したとのことであった。遺

跡地図と照合した結果、建設予定地が三本木遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号 ）と隣

接していたことから、平成 年 月 日に埋蔵文化財の有無確認を目的に試掘調査を実施した。

．調査方法

開発予定地（ ）に 箇所のトレンチを任意に設定し（第 図）、人力による掘削後、ジョレン

がけにより遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、本計画地全体が耕作により既に削平されていることを確認した。また、遺構・遺物が

検出されなかったため、当委員会では慎重工事が望ましいと判断した。

（設楽 政健）

第 図 調査地点（三本木遺跡隣接地）
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第 節 合子沢松森（ ）遺跡

．調査概要

調 査 地 青森市大字合子沢字松森 開発行為 東北新幹線建設

調査期間 平成 年 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

当委員会では、平成 、 年度に東北新幹線建設に係る合子沢松森（ ）遺跡（青森県埋蔵文化財包

蔵地台帳番号 ）の発掘調査を実施し、当初予定の現地調査を終了した。その後、平成 年

月 日、東北新幹線建設に係る埋蔵文化財調査関係打合わせにおいて鉄道建設・運輸施設整備支援機

構東北新幹線建設局より現地調査終了地点の隣接地について工事範囲を拡張する旨協議があった。遺

跡地図と照合した結果、建設予定地が合子沢松森（ ）遺跡（青森埋蔵文化財包蔵地台帳番号 ）と

重複していたことから、平成 年 月 日に発掘調査の要否を目的に試掘・確認調査を実施した。

．調査方法

開発予定地（ ）に 箇所のトレンチを設定し（第 図）、人力による掘削後、ジョレンがけに

より遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、 において近現代の盛土より縄文土器片が一点出土したが、その他に遺構・遺物は

確認されなかったため、以上の結果を踏まえ、当委員会では慎重工事が望ましいと判断し、開発者側

にその旨を回答した。

（小野 貴之）

第 図 調査地点（合子沢松森（ ）遺跡）及び出土遺物



第 章 試掘・確認調査

第 節 三内丸山（ ）遺跡

．調査概要

調 査 地 青森市大字三内字丸山 開発行為 宅地造成

調査期間 平成 年 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日、宅地分譲に伴う工事が行われている状況を当委員会文化財課が確認し、遺跡地

図と照合した結果、造成予定地が三内丸山（ ）遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号 ）と重

複していたことから、発掘調査の要否を目的に確認調査を実施した。

．調査方法

開発予定地（ ）に 箇所のトレンチを設定し（第 図）、重機による掘削後、ジョレンがけに

より遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、計画地北側においては撹乱が激しく、それ以外の部分ではプライマリーな堆積を確認

した。ただし、遺構・遺物は確認できなかったため、当委員会では慎重工事が望ましいと判断した。

（設楽 政健）

第 図 調査地点（三内丸山（ ）遺跡 ）
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第 節 山本遺跡

．調査概要

調 査 地 青森市浪岡大字徳才子字山本 開発行為 コンビニエンスストア建設

調査期間 平成 年 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日、当委員会文化財課にコンビニエンスストア建設に係る 埋蔵文化財（遺跡）等協

議書 が事業者より提出された。遺跡地図と照合した結果、建設予定地が山本遺跡（青森県埋蔵文化

財包蔵地台帳番号 ）と重複していたことから、平成 年 月 日に発掘調査の要否を目的に

確認調査を実施した。

．調査方法

開発予定地（ ）に 箇所のトレンチを設定し（第 図）、重機による掘削後、ジョレンがけ

により遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、本計画地全体に砂利・粘土が盛られており、その直下からプライマリーな堆積を呈す

る黒色土と黄褐色土を確認したが、遺構・遺物は確認できなかったため、当委員会では立会工事が望

ましいと判断した。

（設楽 政健）

第 図 調査地点（山本遺跡 ）



第 章 試掘・確認調査

第 節 山本遺跡

．調査概要

調 査 地 青森市浪岡大字徳才子字山本 開発行為 土地売買

調査期間 平成 年 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日、当委員会文化財課に土地売買に係る 埋蔵文化財（遺跡）等協議書 が事業者よ

り提出された。遺跡地図と照合した結果、対象地が山本遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号

）と重複していたことから、平成 年 月 日に発掘調査の要否を目的に確認調査を実施した。

．調査方法

開発予定地（ ）に 箇所のトレンチを設定し（第 図）、重機による掘削後、ジョレンが

けにより遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、本計画地全体が既に削平されていることを確認した。また、遺構・遺物は確認できな

かったため、当委員会では立会工事が望ましいと判断した。

（設楽 政健）

第 図 調査地点（山本遺跡 ）
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第 節 山神宮遺跡

．調査概要

調 査 地 青森市浪岡大字樽沢字村元 開発行為 携帯電話アンテナ建設

調査期間 平成 年 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日、当委員会文化財課に携帯電話アンテナ建設に係る 埋蔵文化財（遺跡）等協議書

が事業者より提出された。遺跡地図と照合した結果、建設予定地が山神宮遺跡（青森県埋蔵文化財包

蔵地台帳番号 ）と重複していたことから、平成 年 月 日に発掘調査の要否を目的に確認

調査を実施した。

．調査方法

開発予定地（ ）に 箇所のトレンチを設定し（第 図）、重機による掘削後、ジョレンがけに

より遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、本計画地全体が既に削平されていることを確認した。また、遺構・遺物は確認できな

かったため、当委員会では立会工事が望ましいと判断した。

（設楽 政健）

第 図 調査地点（山神宮遺跡）



第 章 試掘・確認調査

第 節 神明宮遺跡

．調査概要

調 査 地 青森市浪岡大字銀字杉田 開発行為 個人住宅建設

調査期間 平成 年 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日、当委員会文化財課に個人住宅建設に係る 埋蔵文化財（遺跡）等協議書 が事業

者より提出された。遺跡地図と照合した結果、建設予定地が神明宮遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台

帳番号 ）と重複していたことから、平成 年 月 日に発掘調査の要否を目的に確認調査を

実施した。

．調査方法

開発予定地（ ）に 箇所のトレンチを設定し（第 図）、重機による掘削後、ジョレンがけに

より遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、調査区内は部分的に削平されているものの、全体的に残存状態が良好で、各トレンチ

より平安時代と考えられる竪穴住居跡を 軒確認した（第 図）ため、当委員会では開発地全体の発

掘調査が必要であると判断し、開発者側にその旨を伝えた。

（設楽 政健）

第 図 調査地点（神明宮遺跡）
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第 図 遺構確認状況（神明宮遺跡）



第 章 試掘・確認調査

第 節 平野遺跡

．調査概要

調 査 地 青森市浪岡大字五本松字平野 開発行為 携帯電話アンテナ建設

調査期間 平成 年 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日、当委員会文化財課に携帯電話アンテナ建設に係る 埋蔵文化財（遺跡）等協議書

が事業者より提出された。遺跡地図と照合した結果、建設予定地が平野遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵

地台帳番号 ）と重複していたことから、平成 年 月 日に発掘調査の要否を目的に確認調

査を実施した。

．調査方法

開発予定地（ ）に、 箇所のトレンチを設定し（第 図）、重機による掘削後、ジョレンがけ

により遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、本計画地全体が既に削平されていることを確認した。また、遺構・遺物は確認できな

かったため、当委員会では立会工事が望ましいと判断した。

（設楽 政健）

第 図 調査地点（平野遺跡）
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第 節 栄山（ ）遺跡

．調査概要

調 査 地 青森市大字細越字栄山 開発行為 農機具小屋建設

調査期間 平成 年 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日、当委員会文化財課に農機具小屋建設に係る 埋蔵文化財（遺跡）等協議書 が事

業者より提出された。遺跡地図と照合した結果、建設予定地が栄山（ ）遺跡（青森県埋蔵文化財包

蔵地台帳番号 ）と重複していたことから、平成 年 月 日に発掘調査の要否を目的に確認

調査を実施した。

．調査方法

開発予定地（ ）に 箇所のトレンチを設定し（第 図）、重機による掘削後、ジョレンがけに

より遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、本計画地全体が既に削平されていることを確認した。また、遺構・遺物は確認できな

かったため、当委員会では立会工事が望ましいと判断した。

（設楽 政健）

第 図 調査地点（栄山（ ）遺跡）



第 章 試掘・確認調査

第 節 安田近野（ ）遺跡

．調査概要

調 査 地 青森市大字安田字近野 開発行為 携帯電話アンテナ建設

調査期間 平成 年 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日、当委員会文化財課に携帯電話アンテナ建設に係る 埋蔵文化財（遺跡）等協議書

が事業者より提出された。遺跡地図と照合した結果、建設予定地が安田近野（ ）遺跡（青森県埋蔵

文化財包蔵地台帳番号 ）と重複していたことから、平成 年 月 日に発掘調査の要否を目

的に確認調査を実施した。

．調査方法

開発予定地（ ）に 箇所のトレンチを設定し（第 図）、重機による掘削後、ジョレンがけに

より遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、本計画地全体が既に削平されていることを確認した。また、遺構・遺物は確認できな

かったため、当委員会では立会工事が望ましいと判断した。

（設楽 政健）

第 図 調査地点（安田近野（ ）遺跡）
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第 節 新城山田（ ）遺跡

．調査概要

調 査 地 青森市大字新城字山田 開発行為 水路改修工事

調査期間 平成 年 月 日 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日付け、青市公河第 号で青森市公園河川課より水路改修区域の試掘調査依頼書が

提出された。工事区域は新城山田（ ）遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号 ）と重複し

ており、今後の工事に伴う発掘調査の要否を目的に試掘・確認調査を実施した。

．調査方法

開発予定地内（ ）に 箇所のトレンチを設定し（第 図）、重機による掘削後、ジョレンが

けにより遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、一部のトレンチは撹乱が受けていたが、大部分のトレンチではプライマリーな堆積が

確認できた。土層の状態が良好な ・ ・ ・ では、土坑が確認され（第 図）、 からは

縄文時代の土器片が出土した（第 図）のため、当委員会では、開発予定地における部分的な発掘調

査の必要があると判断し、開発者側にその旨を伝えた。

（設楽 政健）

トレンチ番号 遺 構 遺 物 面積（ ） 備 考

土坑 基 焼成土坑

縄文土器 点（後期 点、晩期 点）

土坑 基 焼成土坑

土坑 基
土坑 基

第 表 新城山田（ ）遺跡調査区一覧



第 章 試掘・確認調査

第 図 調査地点（新城山田（ ）遺跡）
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第 図 遺構確認状況及び出土遺物（新城山田（ ）遺跡）



第 章 試掘・確認調査

第 節 三内丸山（ ）遺跡

．調査概要

調 査 地 青森市大字三内字丸山 開発行為 土地造成

調査期間 平成 年 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日、当委員会文化財課に土地造成に係る 埋蔵文化財（遺跡）等協議書 が事業者よ

り提出された。遺跡地図と照合した結果、建設予定地が三内丸山（ ）遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵

地台帳番号 ）と重複していたことから、平成 年 月 日に発掘調査の要否を目的に確認調

査を実施した。

．調査方法

開発予定地（ ）に 箇所のトレンチを設定し（第 図）、重機による掘削後、ジョレンが

けにより遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、本計画地全体が既に削平されていることを確認した。 より縄文土器 片を確認し

たが、遺構は確認できなかったため、当委員会では立会工事が望ましいと判断した。

（設楽 政健）

第 図 調査地点（三内丸山（ ）遺跡）及び出土遺物
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第 節 新城平岡（ ）遺跡隣接地

．調査概要

調 査 地 青森市大字新城字平岡 開発行為 校舎建設

調査期間 平成 年 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日、当委員会文化財課に新城中学校新校舎建設に係る 埋蔵文化財（遺跡）等協議書

が市学務課より提出された。遺跡地図と照合した結果、建設予定地が新城平岡（ ）遺跡（青森県埋蔵

文化財包蔵地台帳番号 ）と隣接していたことから、平成 年 月 日に埋蔵文化財の有無確

認を目的に試掘調査を実施した。

．調査方法

開発予定地（ ）に 箇所のトレンチを設定し（第 図）、重機による掘削後、ジョレンがけ

により遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、本計画地全体には砂利や砂が盛土されており、盛土の下位からプライマリーな堆積を

確認したが、遺構・遺物は確認できなかったため、当委員会では慎重工事が望ましいと判断した。

（設楽 政健）

第 図 調査地点（新城平岡（ ）遺跡隣接地）



第 章 試掘・確認調査

第 節 沢田遺跡

．調査概要

調 査 地 青森市造道 丁目 開発行為 土地造成

調査期間 平成 年 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日、当委員会文化財課に土地造成に係る 埋蔵文化財（遺跡）等協議書 が事業者よ

り提出された。遺跡地図と照合した結果、建設予定地が沢田遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号

）と重複していたことから、平成 年 月 日に発掘調査の要否を目的に確認調査を実施し

た。

．調査方法

開発予定地（ ）に 箇所のトレンチを設定し（第 図）、重機による掘削後、ジョレンがけ

により遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、本計画地全体には砂利や砂が盛土されており、盛土の下位から地山と考えられる砂を

確認したが、遺構・遺物は確認できなかったため、当委員会では立会工事が望ましいと判断した。

（設楽 政健）

第 図 調査地点（沢田遺跡 ）
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第 節 沢田遺跡

．調査概要

調 査 地 青森市造道 丁目 開発行為 土地造成

調査期間 平成 年 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日に県出納局より電話で青森市造道 丁目の県有地における埋蔵文化財の取り扱い

について問い合わせがあり、遺跡地図と照合した結果、沢田遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号

）に重複していることが判明した。県出納局に対しては、競売入札を行う前に県教育委員会

に試掘を依頼し、発掘調査の要否を確認した方が良いと説明した。その後、民有地となったため、県

教育委員会と協議したところ、市教育委員会で対応してほしいとのことであったので、平成 年 月

日に発掘調査の要否を目的に確認調査を実施した。

．調査方法

開発予定地（ ）に 箇所のトレンチを設定し（第 図）、重機による掘削後、ジョレンがけ

により遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、本計画地全体には砂利や砂が盛土されており、盛土の下位から地山と考えられる砂を

確認したが、遺構・遺物は確認できなかったため、当委員会では立会工事が望ましいと判断した。

（設楽 政健）

第 図 調査地点（沢田遺跡 ）



第 章 試掘・確認調査

第 節 月見野（ ）遺跡

．調査概要

調 査 地 青森市大字駒込字月見野 開発行為 倉庫建設

調査期間 平成 年 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日、当委員会文化財課に倉庫建設に係る 埋蔵文化財（遺跡）等協議書 が事業者よ

り提出された。遺跡地図と照合した結果、建設予定地が月見野（ ）遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地

台帳番号 ）と重複していたことから、平成 年 月 日に発掘調査の要否を目的に確認調査

を実施した。

．調査方法

開発予定地（ ）に 箇所のトレンチを設定し（第 図）、人力による掘削後、ジョレンがけに

より遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、本計画地全体は切土された後、シラスや砂利が盛られていたことが判明した。地山は

残存していたが遺構・遺物は確認できなかったため、当委員会では立会工事が望ましいと判断した。

（設楽 政健）

第 図 調査地点（月見野（ ）遺跡）
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第 節 駒込館遺跡隣接地

．調査概要

調 査 地 青森市大字駒込字月見野 開発行為 老人ホーム建設

調査期間 平成 年 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日、当委員会文化財課に老人ホーム建設に係る 埋蔵文化財（遺跡）等協議書 が事

業者より提出された。遺跡地図と照合した結果、建設予定地が駒込館遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地

台帳番号 ）と隣接していたことから、平成 年 月 日に埋蔵文化財の有無確認を目的に試

掘調査を実施した。

．調査方法

開発予定地（ ）に 箇所のトレンチを設定し（第 図）、重機による掘削後、ジョレンがけに

より遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、本計画地全体は削平された後、シラスや砂利が盛られていたことが判明した。地山は

残存していたが遺構・遺物は確認できなかったため、当委員会では慎重工事が望ましいと判断した。

（設楽 政健）

第 図 調査地点（駒込館遺跡隣接地）



第 章 試掘・確認調査

第 節 野尻（ ）遺跡

．調査概要

調 査 地 青森市浪岡大字高屋敷字野尻 開発行為 貸土地造成

調査期間 平成 年 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日、当委員会文化財課に貸土地造成に係る 埋蔵文化財（遺跡）等協議書 が事業者

より提出された。遺跡地図と照合した結果、建設予定地が野尻（ ）遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地

台帳番号 ）と重複していたことから、平成 年 月 日に発掘調査の要否を目的に確認調査

を実施した。

．調査方法

開発予定地（ ）に 箇所のトレンチを設定し（第 図）、重機による掘削後、ジョレンが

けにより遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、本計画地全体は削平された後、シラスや砂利が盛られていたことが判明した。地山は

残存していたが遺構・遺物は確認できなかったため、当委員会では立会工事が望ましいと判断した。

（設楽 政健）

第 図 調査地点（野尻（ ）遺跡）
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第 節 近野遺跡

．調査概要

調 査 地 青森市大字安田字近野 開発行為 相続税に係る事前調査

調査期間 平成 年 月 日 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日、当委員会文化財課に相続税に係る物納予定地について 埋蔵文化財（遺跡）等

協議書 が相続人代表である個人より提出された。遺跡地図と照合した結果、予定地が近野遺跡（青

森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号 ）と重複していたことから、発掘調査の要否を目的に確認調

査を実施した。

．調査方法

開発予定地内（ ）に任意のトレンチを 箇所設定し（第 図）、重機による掘削後、ジョレ

ンがけにより遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、予定地北西側は造成による削平を受けていたが、他の地点においてはプライマリーな

堆積が見られ、竪穴住居跡 軒、土坑 基、小ピット 基などの遺構（第 図）と縄文土器片 点、

石器 点、剥片 点の遺物（第 図）を確認したため、当委員会では、予定地について開発を行う際

には、削平を受けている一部を除いて発掘調査が必要であると判断し、開発者にその旨を伝えた。

（小野 貴之）

第 図 調査地点（近野遺跡）



第 章 試掘・確認調査

第 図 遺構確認状況（近野遺跡）
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第 図 出土遺物（近野遺跡）



第 章 試掘・確認調査

第 節 野尻（ ）遺跡

．調査概要

調 査 地 青森市浪岡大字高屋敷字野尻 開発行為 倉庫建設

調査期間 平成 年 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日、当委員会文化財課に倉庫建設予定地について 埋蔵文化財（遺跡）等協議書

が事業者より提出された。遺跡地図と照合した結果、建設予定地が野尻（ ）遺跡（青森県埋蔵文化

財包蔵地台帳番号 ）と重複していたことから、発掘調査の要否を目的に確認調査を実施した。

．調査方法

倉庫建設予定地（ ）に任意のトレンチを 箇所設定し（第 図）、重機による掘削後、ジョ

レンがけより遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、予定地全体に砂利やシラスが盛られていたが、黒色土や地山は残存しており、平安時

代と考えられる竪穴住居跡 軒、溝跡 基（第 図）を確認したため、当委員会では、開発地の部分

的な発掘調査が必要であると判断し、事業者側にその旨を伝えた。

（設楽 政健）

第 図 調査地点（野尻（ ）遺跡）
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第 図 遺構確認状況（野尻（ ）遺跡）



第 章 試掘・確認調査

第 節 三内丸山遺跡隣接地

．調査概要

調 査 地 青森市大字三内字丸山 開発行為 住宅建設

調査期間 平成 年 月 ・ 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日、当委員会文化財課に住宅建設に係る 埋蔵文化財（遺跡）等協議書 が事業者

より提出された。遺跡地図と照合した結果、建設予定地が三内丸山遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台

帳番号 ）と隣接していたことから、平成 年 月 ・ 日に埋蔵文化財の有無確認を目的と

した試掘調査を実施した。

．調査方法

開発予定地内（ ）に、 箇所のトレンチを設定し（第 図）、人力による掘削後、ジョレンが

けにより遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、調査区においては全体に砂利や黒土が盛土されており、下位には地山と考えられる砂

層を確認したが、遺構・遺物は確認できなかったため、住宅建設にあたっては慎重工事が望ましいと

考えられる。

（設楽 政健）

第 図 調査地点（三内丸山遺跡隣接地）



第 節 羽黒平（ ）（ ）遺跡

．調査概要

調 査 地 青森市浪岡大字五本松字平野 開発行為 下水道工事

調査期間 平成 年 月 日 平成 年 月 日 調査面積

．調査に至る経緯

平成 年 月 日、当委員会文化財課に青森市流域関連公共下水道事業に係る 埋蔵文化財（遺跡）

等協議書 が市下水道整備課より提出された。遺跡地図と照合した結果、予定地が羽黒平（ ）・（ ）遺

跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号 ・ ）と重複していたことから、発掘調査の要否を目

的に確認調査を実施した。

．調査方法

羽黒平（ ）遺跡が第 区工事（ ）、羽黒平（ ）遺跡が第 区工事（ ）の 区域（第 図）

に該当しており、第 工区に 箇所、第 工区に 箇所のトレンチを設定し（第 ・ 図）、重機によ

る掘削後、ジョレンがけにより遺構確認を行った。

．調査結果

調査の結果、両遺跡ともに一部のトレンチにおいてプライマリーな堆積を確認できたが、大部分で

は撹乱を受けていた。羽黒平（ ）遺跡では より近代のものと考えられる磁器が出土したが、両遺

跡共に遺構を確認できなかったため、当委員会では慎重工事が望ましいと判断した。

（設楽 政健）

第 図 調査区域（羽黒平（ ）（ ）遺跡）



第 図 調査地点及び出土遺物（羽黒平（ ）遺跡 第 工区工事）



第 図 調査地点（羽黒平（ ）遺跡 第 工区工事）



写真図版

佃遺跡隣接地 調査区近景

写真 試掘・確認調査（ ）

佃遺跡隣接地 三本木遺跡隣接地 調査前風景

三本木遺跡隣接地 三本木遺跡隣接地 三本木遺跡隣接地

三本木遺跡隣接地 合子沢松森（ ）遺跡 近景 合子沢松森（ ）遺跡

三内丸山（ ）遺跡 近景 三内丸山（ ）遺跡 調査風景 三内丸山（ ）遺跡

三内丸山（ ）遺跡 三内丸山（ ）遺跡 山本遺跡 調査風景



市内遺跡発掘調査報告書

山本遺跡

写真 試掘・確認調査（ ）

山本遺跡 山本遺跡

山本遺跡 山本遺跡 山本遺跡

山本遺跡 山本遺跡 山本遺跡 近景

山本遺跡 山本遺跡 山本遺跡

山本遺跡 山本遺跡 山本遺跡



写真図版

山本遺跡

写真 試掘・確認調査（ ）

山本遺跡 山本遺跡

山本遺跡 山神宮遺跡 近景 山神宮遺跡 調査風景

山神宮遺跡 山神宮遺跡 山神宮遺跡

山神宮遺跡 神明宮遺跡 近景 神明宮遺跡 調査風景

神明宮遺跡 神明宮遺跡 神明宮遺跡



市内遺跡発掘調査報告書

神明宮遺跡

写真 試掘・確認調査（ ）

神明宮遺跡 神明宮遺跡

平野遺跡 近景 平野遺跡 調査風景 平野遺跡

平野遺跡 平野遺跡 栄山（ ）遺跡 近景

栄山（ ）遺跡 栄山（ ）遺跡 栄山（ ）遺跡

安田近野（ ）遺跡 近景 安田近野（ ）遺跡 調査風景 安田近野（ ）遺跡



写真図版

安田近野（ ）遺跡

写真 試掘・確認調査（ ）

安田近野（ ）遺跡 新城山田（ ）遺跡 調査風景

新城山田（ ）遺跡 遺構 新城山田（ ）遺跡 遺構 新城山田（ ）遺跡 遺構

新城山田（ ）遺跡 遺構 新城山田（ ）遺跡 遺物 三内丸山（ ）遺跡 近景

三内丸山（ ）遺跡 三内丸山（ ）遺跡 三内丸山（ ）遺跡

三内丸山（ ）遺跡 遺物 新城平岡（ ）遺跡隣接地 調査風景 新城平岡（ ）遺跡隣接地



市内遺跡発掘調査報告書

新城平岡（ ）遺跡隣接地

写真 試掘・確認調査（ ）

新城平岡（ ）遺跡隣接地 新城平岡（ ）遺跡隣接地

沢田遺跡 近景 沢田遺跡 調査風景 沢田遺跡

沢田遺跡 沢田遺跡 沢田遺跡

沢田遺跡 沢田遺跡 沢田遺跡 調査区近景

沢田遺跡 沢田遺跡 沢田遺跡



写真図版

沢田遺跡

写真 試掘・確認調査（ ）

沢田遺跡 沢田遺跡

沢田遺跡 月見野（ ）遺跡 月見野（ ）遺跡

駒込館遺跡隣接地 調査風景 駒込館遺跡隣接地 駒込館遺跡隣接地

駒込館遺跡隣接地 野尻（ ）遺跡 野尻（ ）遺跡

野尻（ ）遺跡 野尻（ ）遺跡 野尻（ ）遺跡



市内遺跡発掘調査報告書

野尻（ ）遺跡

写真 試掘・確認調査（ ）

野尻（ ）遺跡 野尻（ ）遺跡

野尻（ ）遺跡 野尻（ ）遺跡 野尻（ ）遺跡

野尻（ ）遺跡 野尻（ ）遺跡 野尻（ ）遺跡

野尻（ ）遺跡 野尻（ ）遺跡 野尻（ ）遺跡

野尻（ ）遺跡 近野遺跡 近野遺跡 遺構検出状況



写真図版

近野遺跡

写真 試掘・確認調査（ ）

近野遺跡 遺構検出状況 近野遺跡

近野遺跡 近野遺跡 近野遺跡

近野遺跡 近野遺跡 近野遺跡

近野遺跡 近景 野尻（ ）遺跡 近景 野尻（ ）遺跡

野尻（ ）遺跡 野尻（ ）遺跡 野尻（ ）遺跡



市内遺跡発掘調査報告書

野尻（ ）遺跡 野尻（ ）遺跡 野尻（ ）遺跡

三内丸山遺跡隣接地 調査風景 三内丸山遺跡隣接地 三内丸山遺跡隣接地

三内丸山遺跡隣接地 三内丸山遺跡隣接地 三内丸山遺跡隣接地

三内丸山遺跡隣接地

写真 試掘・確認調査（ ）

羽黒平（ ）遺跡 羽黒平（ ）遺跡

羽黒平（ ）遺跡 羽黒平（ ）遺跡 羽黒平（ ）遺跡



写真図版

写真 試掘・確認調査（ ）

羽黒平（ ）遺跡 羽黒平（ ）遺跡 羽黒平（ ）遺跡

羽黒平（ ）遺跡 羽黒平（ ）遺跡 羽黒平（ ）遺跡

羽黒平（ ）遺跡 羽黒平（ ）遺跡 羽黒平（ ）遺跡

羽黒平（ ）遺跡 羽黒平（ ）遺跡 羽黒平（ ）遺跡

羽黒平（ ）遺跡 羽黒平（ ）遺跡 羽黒平（ ）遺跡



市内遺跡発掘調査報告書

写真 試掘・確認調査出土遺物



青森市遺跡一覧

本表は、青森県埋蔵文化財包蔵地台帳を基に作成したものである。

遺跡番号は、付図（青森市遺跡地図）の番号と合致する。

掲載した遺跡は、平成 年 月 日現在で青森地区が 遺跡

（登録数 件中、欠番 件）、浪岡地区が 遺跡の計 遺跡である。

青森市遺跡一覧



遺跡番号 名称 フリガナ 所在地 時代 種別
山野峠遺跡 サンノトウゲイセキ 大字野内字浦島、矢田字牧原 縄文（後） その他（墓地）
長森遺跡 ナガモリイセキ 大字矢田字山野井 縄文（晩） 散布地
築木館岩瀬遺跡 ツキノキダテイワセイセキ 大字築木館字岩瀬 縄文（前 晩）、平安 散布地
築木館布引遺跡 ツキノキダテヌノビキイセキ 大字築木館字布引 縄文（前 中 後） 散布地
戸山遺跡 トヤマイセキ 大字戸山字赤坂 縄文、平安 散布地
玉清水（ ）遺跡 タマシミズカッコイチイセキ 大字駒込字月見野 縄文（晩） 散布地
玉清水（ ）遺跡 タマシミズカッコニイセキ 大字駒込字月見野 不明 散布地
玉清水（ ）遺跡 タマシミズカッコサンイセキ 大字駒込字月見野 縄文（前） 散布地
月見野霊園遺跡 ツキミノレイエンイセキ 大字駒込字月見野 平安 散布地
月見野（ ）遺跡 ツキミノカッコイチイセキ 大字駒込字蛍沢 縄文 散布地
浪館（ ）遺跡 ナミダテカッコイチイセキ 大字三内字丸山 縄文（前） 散布地
浪館（ ）遺跡 ナミダテカッコニイセキ 大字浪館字平岡 縄文（中 晩） 散布地
細越遺跡 ホソゴエイセキ 大字細越字種元 縄文（晩） 集落跡
安田近野（ ）遺跡 ヤスダチカノカッコイチイセキ 大字安田字稲森（俗称、水天宮） 縄文（後） 散布地
安田（ ）遺跡 ヤスダカッコイチイセキ 大字安田字近野 縄文（前） 散布地
安田（ ）遺跡 ヤスダカッコニイセキ 大字安田字近野 縄文（前 後）、弥生、平安 散布地
欠番
三内霊園遺跡 サンナイレイエンイセキ 大字三内字沢部 縄文（前 中） 散布地
三内遺跡 サンナイイセキ 大字三内字丸山 縄文、平安 集落跡、城館跡
欠番
三内丸山遺跡 サンナイマルヤマイセキ 大字三内字丸山、安田字近野 縄文（中） 集落跡
戸崎館遺跡 トザキダテイセキ 大字桑原字山崎、大字戸崎字宮井、大字諏訪沢字山辺 城館跡
岡町（ ）遺跡 オカマチカッコイチイセキ 大字新城字天田内 縄文 散布地
天田内（ ）遺跡 アマダナイカッコイチイセキ 大字新城字天田内 縄文、平安 散布地
入内遺跡 ニュウナイイセキ 大字入内字駒田 縄文 散布地
尻八館遺跡 シリハチダテイセキ 大字後潟字後潟山、六枚橋字六枚橋山 中世 城館跡
磯部遺跡 イソベイセキ 大字四戸橋字磯部 縄文 散布地
四ッ石（ ）遺跡 ヨツイシカッコイチイセキ 大字四ッ石字里見 縄文（中 後）、平安 散布地、集落跡
大科支線口遺跡 オオシナシセングチイセキ 大字内真部字山下 縄文、平安 散布地
山城遺跡 ヤマシロイセキ 大字六枚橋字山越 縄文、平安 散布地
後潟（ ）遺跡 ウシロガタカッコイチイセキ 大字四戸橋字磯部 縄文 散布地
不浪知遺跡 ナミシラズイセキ 大字六枚橋字不浪知 平安、中世 散布地
田沢森遺跡 タザワモリイセキ 大字西田沢字山辺 縄文（後） 散布地
野木和（ ）遺跡 ノギワカッコイチイセキ 大字羽白字野木和、新城字天田内 縄文 散布地
野木和公園遺跡 ノギワコウエンイセキ 大字羽白字野木和 縄文（晩） 散布地
油川城跡 アブラカワジョウアト 大字西田沢字浜田 縄文、平安、中世 城館跡
西田沢（ ）遺跡 ニシタザワカッコイチイセキ 大字西田沢字山田 平安 集落跡
大堤遺跡 オオツツミイセキ 大字飛鳥字山田 縄文（前 後） 散布地
山辺遺跡 ヤマベイセキ 大字飛鳥字塩越、字岸田 平安 散布地
内真部（ ）遺跡 ウチマンベカッコイチイセキ 大字清水字生田 縄文（前 後）、奈良、平安 散布地
築木館遺跡 ツキノキダテイセキ 大字築木館字山の井、大字滝沢字下川原 平安 城館跡
沢山（ ）遺跡 サワヤマカッコイチイセキ 大字駒込字月見野 縄文（晩） 散布地
沢山（ ）遺跡 サワヤマカッコニイセキ 大字沢山字平野 縄文、平安、中世 散布地
沢山（ ）遺跡 サワヤマカッコサンイセキ 大字沢山字平野 平安 散布地
稲山（ ）遺跡 イナヤマカッコイチイセキ 大字諏訪沢字野田、字山辺 縄文（前 後） 集落跡
桑原（ ）遺跡 クワハラカッコイチイセキ 大字桑原字山崎 縄文 散布地
後萢遺跡 ウシロヤチイセキ 大字後萢字外山、字久堅 縄文、平安 散布地
駒込館遺跡 コマゴメダテイセキ 大字駒込字桐ノ沢 平安 城館跡
山の井遺跡 ヤマノイイセキ 大字築木館字山の井 縄文 散布地
阿部野（ ）遺跡 アベノカッコイチイセキ 大字幸畑字阿部野 縄文、奈良、平安 集落跡
沢田遺跡 サワダイセキ 大字造道字沢田 平安 集落跡
孫内遺跡 マゴナイイセキ 大字孫内字山科 縄文（後 晩） 集落跡
赤坂遺跡 アカサカイセキ 大字戸山字赤坂 平安 散布地
梨の木平遺跡 ナシノキタイイセキ 大字駒込字深沢 縄文（晩） 集落跡
熊沢遺跡 クマノサワイセキ 大字岩渡字熊沢 縄文 集落跡
石江遺跡 イシエイセキ 大字石江字平山 縄文（前） 集落跡
蛍沢遺跡 ホタルザワイセキ 大字駒込字月見野、字蛍沢 縄文（早 前 中 後）、弥生、平安 集落跡
佃遺跡 ツクダイセキ 大字松森字佃（佃 丁目） 平安 散布地
小柳遺跡 コヤナギイセキ 大字小柳字唐橋（小柳 丁目） 平安 散布地
野内遺跡 ノナイイセキ 大字野内字鈴森 散布地
露草遺跡 ツユクサイセキ 大字八重田字露草 平安 散布地
西高校遺跡 ニシコウコウイセキ 大字新城字平岡 弥生、平安 散布地
大浦遺跡 オオウライセキ 大字野内字浦島 縄文（前 中 後 晩）、弥生、平安 散布地、貝塚、その他（製塩跡）

三内沢部（ ）遺跡 サンナイサワベカッコイチイセキ 大字三内字沢部 縄文（早） 集落跡
近野遺跡 チカノイセキ 大字安田字近野、大字三内字丸山 縄文（中） 集落跡
細越館遺跡 ホソゴエダテイセキ 大字細越字栄山 平安 集落跡、城館跡
新城平岡（ ）遺跡 シンジョウヒラオカカッコイチイセキ 大字新城字平岡 縄文 城館跡
梨の木平牧場遺跡 ナシノキダイライボクジョウイセキ 大字駒込字深沢 縄文（後） 散布地
新城平岡（ ）遺跡 シンジョウヒラオカカッコニイセキ 大字新城字平岡 縄文（後）、平安 集落跡
高間（ ）遺跡 タカマカッコイチイセキ 大字石江字高間 縄文（前 中 後）、平安、近世、近代 集落跡
欠番
欠番
欠番
新城平岡（ ）遺跡 シンジョウヒラオカカッコヨンイセキ 大字新城字平岡 縄文（前 中 後）、平安、近世、近代 集落跡
高間（ ）遺跡 タカマカッコロクイセキ 大字石江字高間 縄文（中 後）、平安、近世 集落跡
岡部遺跡 オカベイセキ 大字石江字岡部 縄文 散布地

第 表 青森市遺跡一覧（青森地区）

市内遺跡発掘調査報告書



青森市遺跡一覧

遺跡番号 名称 フリガナ 所在地 時代 種別
欠番
新田（ ）遺跡 ニッタカッコイチイセキ 大字新田字忍 縄文（早 前 中 後）、平安、中世、近世、近代 散布地
新城平岡（ ）遺跡 シンジョウヒラオカカッコゴイセキ 大字新城字平岡 平安 散布地
新田（ ）遺跡 ニッタカッコニイセキ 大字新田字忍 平安 散布地
欠番
岡町（ ）遺跡 オカマチカッコニイセキ 大字新城字天田内 縄文（前 後）、平安 散布地
岡町（ ）遺跡 オカマチカッコサンイセキ 大字新城字天田内 縄文（後） 散布地
岡町（ ）遺跡 オカマチカッコヨンイセキ 大字岡町字宮本 縄文（後）、平安 散布地
岡町（ ）遺跡 オカマチカッコゴイセキ 大字羽白字野木和、字富田 縄文（前 後）、平安 散布地
岡町（ ）遺跡 オカマチカッコロクイセキ 大字羽白字野木和、字富田 縄文（前 後）、平安 散布地
岡町（ ）遺跡 オカマチカッコナナイセキ 大字羽白字野木和 縄文（前 後）、平安 散布地
岡町（ ）遺跡 オカマチカッコハチイセキ 大字羽白字野木和 縄文（後）、平安 散布地
岡町（ ）遺跡 オカマチカッコキュウイセキ 大字岡町字宮本 縄文（前 後）、平安 散布地
野木和（ ）遺跡 ノギワカッコニイセキ 大字羽白字野木和 縄文（前 後） 散布地
野木和（ ）遺跡 ノギワカッコサンイセキ 大字羽白字野木和 縄文（後）、平安 散布地
野木和（ ）遺跡 ノギワカッコヨンイセキ 大字羽白字野木和 縄文（前 後） 散布地
野木和（ ）遺跡 ノギワカッコゴイセキ 大字羽白字野木和 縄文（後 晩） 散布地
野木和（ ）遺跡 ノギワカッコロクイセキ 大字羽白字野木和 縄文（早 後） 散布地
野木和（ ）遺跡 ノギワカッコナナイセキ 大字羽白字野木和 縄文（後） 散布地
野木和（ ）遺跡 ノギワカッコハチイセキ 大字羽白字野木和 縄文（後）、平安 散布地
野木和（ ）遺跡 ノギワカッコキュウイセキ 大字羽白字野木和 縄文（前 後） 散布地
野木和（ ）遺跡 ノギワカッコジュウイセキ 大字羽白字野木和 縄文（前 後）、平安 散布地
野木和（ ）遺跡 ノギワカッコジュウイチイセキ 大字羽白字野木和 中世 城館跡
西田沢（ ）遺跡 ニシタザワカッコニイセキ 大字西田沢字山辺 縄文、平安 散布地
西田沢（ ）遺跡 ニシタザワカッコサンイセキ 大字西田沢字山辺 平安 散布地
西田沢（ ）遺跡 ニシタザワカッコヨンイセキ 大字西田沢字山辺 縄文（前 後） 散布地
西田沢（ ）遺跡 ニシタザワカッコゴイセキ 大字西田沢字山辺 縄文（後）、平安 散布地
夏井田（ ）遺跡 ナツイダカッコイチイセキ 大字西田沢字沖津、字山辺 縄文（前）、平安 散布地
夏井田（ ）遺跡 ナツイダカッコニイセキ 大字西田沢字山辺 縄文（前 後） 散布地
夏井田（ ）遺跡 ナツイダカッコサンイセキ 大字西田沢字沖津 縄文（前 後） 散布地
夏井田（ ）遺跡 ナツイダカッコヨンイセキ 大字西田沢字沖津 縄文（前 後）、平安 散布地
夏井田（ ）遺跡 ナツイダカッコゴイセキ 大字西田沢字沖津 縄文（前 後）、平安 散布地
夏井田（ ）遺跡 ナツイダカッコロクイセキ 大字西田沢字沖津 縄文 散布地
夏井田（ ）遺跡 ナツイダカッコナナイセキ 大字西田沢字沖津 縄文（後） 散布地
夏井田（ ）遺跡 ナツイダカッコハチイセキ 大字飛鳥字塩越 縄文（前）、平安 散布地
夏井田（ ）遺跡 ナツイダカッコキュウイセキ 大字飛鳥字塩越 縄文、平安 散布地
飛鳥（ ）遺跡 アスカカッコイチイセキ 大字飛鳥字塩越 縄文 散布地
飛鳥（ ）遺跡 アスカカッコニイセキ 大字飛鳥字塩越、字岸田 縄文（前 中 後）、平安 散布地
飛鳥（ ）遺跡 アスカカッコサンイセキ 大字飛鳥字塩越、字岸田 近世 散布地
飛鳥（ ）遺跡 アスカカッコヨンイセキ 大字飛鳥字山田 縄文（後）、平安 散布地
瀬戸子（ ）遺跡 セトシカッコイチイセキ 大字瀬戸子字神田、字磯田 縄文（後）、平安 散布地
瀬戸子（ ）遺跡 セトシカッコニイセキ 大字瀬戸子字神田、字磯田 縄文（後）、近世 散布地
瀬戸子（ ）遺跡 セトシカッコサンイセキ 大字瀬戸子字神田、字磯田 縄文 散布地
瀬戸子（ ）遺跡 セトシカッコヨンイセキ 大字瀬戸子字神田、字磯田 縄文（前） 散布地
瀬戸子（ ）遺跡 セトシカッコゴイセキ 大字瀬戸子字神田、字磯田 縄文（後）、平安 散布地
前田（ ）遺跡 マエダカッコイチイセキ 大字奥内字宮田 縄文 散布地
前田（ ）遺跡 マエダカッコニイセキ 大字奥内字宮田 縄文（後）、平安 散布地
前田（ ）遺跡 マエダカッコサンイセキ 大字奥内字宮田 平安 散布地
前田（ ）遺跡 マエダカッコヨンイセキ 大字奥内字宮田 縄文（後）、平安 散布地
前田（ ）遺跡 マエダカッコゴイセキ 大字奥内字宮田 平安 散布地
前田（ ）遺跡 マエダカッコロクイセキ 大字奥内字平塚 縄文（前）、平安 散布地
前田（ ）遺跡 マエダカッコナナイセキ 大字前田字中野 平安 散布地
前田蝦夷館遺跡 マエダエゾダテイセキ 大字前田字中野 平安 城館跡
内真部（ ）遺跡 ウチマンベカッコニイセキ 大字前田字湯ノ沢 縄文（前）、平安 散布地
内真部（ ）遺跡 ウチマンベカッコサンイセキ 大字清水字成見 平安 散布地
内真部（ ）遺跡 ウチマンベカッコヨンイセキ 大字清水字生田 平安 散布地
内真部（ ）遺跡 ウチマンベカッコゴイセキ 大字内真部字山下 縄文、平安 散布地
内真部（ ）遺跡 ウチマンベカッコロクイセキ 大字内真部字山下 縄文、平安 散布地
内真部（ ）遺跡 ウチマンベカッコナナイセキ 大字内真部字山下 平安 散布地
小橋（ ）遺跡 コバシカッコイチイセキ 大字左堰字大科 縄文、平安 散布地
小橋（ ）遺跡 コバシカッコニイセキ 大字左堰字大科 縄文（前）、平安 散布地
小橋（ ）遺跡 コバシカッコサンイセキ 大字左堰字大科 平安 散布地
小橋（ ）遺跡 コバシカッコヨンイセキ 大字六枚橋字山越 縄文（前）、平安 散布地
小橋（ ）遺跡 コバシカッコゴイセキ 大字小橋字福田 縄文、平安 散布地
小橋（ ）遺跡 コバシカッコロクイセキ 大字六枚橋字山越 平安 散布地
後潟（ ）遺跡 ウシロガタカッコニイセキ 大字六枚橋字六枚橋山 平安 散布地
後潟（ ）遺跡 ウシロガタカッコサンイセキ 大字六枚橋字六枚橋山 平安 散布地
後潟（ ）遺跡 ウシロガタカッコヨンイセキ 大字六枚橋字六枚橋山 縄文 散布地
後潟（ ）遺跡 ウシロガタカッコゴイセキ 大字後潟字後潟山 縄文（前） 散布地
四戸橋（ ）遺跡 シトバシカッコイチイセキ 大字後潟字後潟山 縄文（後） 散布地
四戸橋（ ）遺跡 シトバシカッコニイセキ 大字後潟字後潟山 縄文（後） 散布地
四戸橋（ ）遺跡 シトバシカッコサンイセキ 大字四戸橋字富田 縄文（前） 散布地
四戸橋（ ）遺跡 シトバシカッコヨンイセキ 大字四戸橋字磯部 縄文（前 後） 散布地
後潟（ ）遺跡 ウシロガタカッコロクイセキ 大字四戸橋字磯部 縄文（前） 散布地
後潟（ ）遺跡 ウシロガタカッコナナイセキ 大字四戸橋字富田 縄文（前 後） 散布地
後潟（ ）遺跡 ウシロガタカッコハチイセキ 大字四戸橋字磯部 縄文（前） 散布地
後潟（ ）遺跡 ウシロガタカッコキュウイセキ 大字後潟字後潟山 縄文（前 後） 散布地



市内遺跡発掘調査報告書

遺跡番号 名称 フリガナ 所在地 時代 種別
後潟（ ）遺跡 ウシロガタカッコジュウイセキ 大字後潟字後潟山 縄文（前 後） 散布地
後潟（ ）遺跡 ウシロガタカッコジュウイチイセキ 大字六枚橋字六枚橋山 平安 散布地
後潟（ ）遺跡 ウシロガタカッコジュウニイセキ 大字後潟字後潟山 縄文（前） 散布地
後潟（ ）遺跡 ウシロガタカッコジュウサンイセキ 大字六枚橋字六枚橋山 平安 散布地
内真部（ ）遺跡 ウチマンベカッコハチイセキ 大字清水字生田 縄文（後） 散布地
内真部館遺跡 ウチマッペダテイセキ 大字左堰字野田 平安 城館跡
田茂木野遺跡 タモギノイセキ 大字大矢沢字里見 縄文（晩） 集落跡
新町野遺跡 シンマチノイセキ 大字新町野字菅谷 縄文（前 後）、平安 集落跡
三内沢部（ ）遺跡 サンナイサワベカッコニイセキ 大字三内字沢部 縄文（中） 集落跡
江渡遺跡 エドイセキ 大字石江字江渡 縄文（前 中 後）、弥生（前）、平安、近代 集落跡
横内（ ）遺跡 ヨコウチカッコイチイセキ 大字合子沢字山崎 縄文（前） 集落跡
朝日山（ ）遺跡 アサヒヤマカッコイチイセキ 大字高田字朝日山 平安 集落跡
新城山田（ ）遺跡 シンジョウヤマダカッコイチイセキ 大字新城字山田 縄文（晩）、平安 散布地
新城跡 シンジョウアト 大字新城字平岡 城館跡
土筆山館遺跡 ツクシヤマダテイセキ 大字戸門字土筆山 中世 城館跡
戸門館遺跡 トカドダテイセキ 大字戸門字山部 城館跡
高田城跡 タカダジョウアト 大字高田字朝日山 城館跡
高田蝦夷館跡 タカダエゾダテアト 大字高田字日野 城館跡
小館遺跡 コダテイセキ 大字小館字桜苅 城館跡
野尻館遺跡 ノジリダテイセキ 大字野尻字野田 城館跡
横内城跡 ヨコウチジョウアト 大字横内字亀井 縄文、奈良、平安、中世 城館跡
多宇耕館遺跡 タウコウダテイセキ 大字浅虫字山下 城館跡
小牧野遺跡 コマキノイセキ 大字野沢字小牧野 縄文（前・中・後・晩）、弥生、平安 集落跡、その他（環状列石）
羽白沢田（ ）遺跡 ハジロサワダカッコイチイセキ 大字羽白字沢田 縄文、平安 散布地
羽白沢田（ ）遺跡 ハジロサワダカッコニイセキ 大字羽白字沢田 縄文 散布地
野木和（ ）遺跡 ノギワカッコジュウニイセキ 大字羽白字野木和 縄文 散布地
野木和（ ）遺跡 ノギワカッコジュウサンイセキ 大字羽白字野木和 縄文 集落跡
野木和（ ）遺跡 ノギワカッコジュウヨンイセキ 大字羽白字野木和 縄文 散布地
野木和（ ）遺跡 ノギワカッコジュウゴイセキ 大字羽白字野木和 縄文 散布地
野木和（ ）遺跡 ノギワカッコジュウロクイセキ 大字羽白字野木和 縄文 散布地
宮本（ ）遺跡 ミヤモトカッコイチイセキ 大字岡町字宮本 縄文 散布地
宮本（ ）遺跡 ミヤモトカッコニイセキ 大字岡町字宮本 縄文（前 晩） 散布地
山吹（ ）遺跡 ヤマブキカッコイチイセキ 大字大別内字山吹 縄文（中） 集落跡
山吹（ ）遺跡 ヤマブキカッコニイセキ 大字大別内字山吹 縄文 散布地
山吹（ ）遺跡 ヤマブキカッコサンイセキ 大字大別内字山吹 縄文 散布地
玉水（ ）遺跡 タマミズカッコイチイセキ 大字宮田字玉水 縄文、平安 散布地
宮田館遺跡 ミヤタダテイセキ 大字宮田字玉水 縄文、古墳、平安、中世 城館跡
牛蒡畑遺跡 ゴボウバタケイセキ 大字諏訪沢字山辺 縄文（中）、弥生、平安 散布地
月見野（ ）遺跡 ツキミノカッコニイセキ 大字駒込字蛍沢 不明 散布地
土筆山遺跡 ツクシヤマイセキ 大字戸門字土筆山 縄文 散布地
四ッ石（ ）遺跡 ヨツイシカッコニイセキ 大字四ッ石字里見 縄文（中 後） 散布地
野木和（ ）遺跡 ノギワカッコジュウナナイセキ 大字羽白字野木和 縄文 散布地
野木和（ ）遺跡 ノギワカッコジュウハチイセキ 大字羽白字野木和 縄文 散布地
朝日山（ ）遺跡 アサヒヤマカッコニイセキ 大字高田字朝日山、細越字栄山 縄文、平安 散布地、集落跡
朝日山（ ）遺跡 アサヒヤマカッコサンイセキ 大字高田字朝日山 縄文、平安 散布地、集落跡
雲谷山吹（ ）遺跡 モヤヤマブキカッコイチイセキ 大字雲谷字山吹 縄文（後） 散布地
久栗坂浜田（ ）遺跡 クグリザカハマダカッコイチイセキ 大字久栗坂字浜田 縄文（晩） 散布地
久栗坂浜田（ ）遺跡 クグリザカハマダカッコニイセキ 大字久栗坂字浜田 縄文（中） 散布地
宮田山下遺跡 ミヤタヤマシタイセキ 大字宮田字山下、大字滝沢字住吉 縄文（前） 散布地
新城山田（ ）遺跡 シンジョウヤマダカッコニイセキ 大字新城字山田 縄文 散布地
飛鳥山館跡 アスカヤマダテアト 大字飛鳥字山田 城館跡
欠番
横内（ ）遺跡 ヨコウチカッコニイセキ 大字合子沢字山崎 縄文 散布地
桜峯（ ）遺跡 サクラミネカッコイチイセキ 大字横内字桜峯 縄文（前 中 後） 散布地
桜峯（ ）遺跡 サクラミネカッコニイセキ 大字横内字桜峯、字亀井 縄文（前 中 後） 集落跡
鏡山遺跡 カガミヤマイセキ 大字横内字鏡山 縄文（前 中 後） 散布地
野木（ ）遺跡 ノギカッコイチイセキ 大字野木字山口、字野尻、大字合子沢字松森 縄文、平安 散布地、集落跡
栄山（ ）遺跡 サカエヤマカッコイチイセキ 大字細越字栄山 平安 散布地
栄山（ ）遺跡 サカエヤマカッコニイセキ 大字細越字栄山、大字高田字朝日山 縄文（前）、平安 散布地
栄山（ ）遺跡 サカエヤマカッコサンイセキ 大字細越字栄山 縄文（前 後）、弥生、平安 散布地
栄山（ ）遺跡 サカエヤマカッコヨンイセキ 大字細越字栄山 平安 集落跡
四ッ石（ ）遺跡 ヨツイシカッコサンイセキ 大字四ッ石字里見 縄文 散布地
野木沢田遺跡 ノギサワダイセキ 大字野木字沢田 平安 散布地
葛野（ ）遺跡 クズノカッコイチイセキ 大字大別内字葛野 縄文、平安 集落跡
葛野（ ）遺跡 クズノカッコニイセキ 大字大別内字葛野 縄文、弥生、平安 集落跡
阿部野（ ）遺跡 アベノカッコニイセキ 大字幸畑字阿部野 平安 散布地
阿部野（ ）遺跡 アベノカッコサンイセキ 大字幸畑字阿部野 平安 散布地
月見野（ ）遺跡 ツキミノカッコサンイセキ 大字駒込字月見野 縄（後）、平安 散布地
朝日山（ ）遺跡 アサヒヤマカッコヨンイセキ 大字高田字朝日山 平安 散布地
朝日山（ ）遺跡 アサヒヤマカッコゴイセキ 大字高田字朝日山 平安 散布地
前田（ ）遺跡 マエダカッコハチイセキ 大字奥内字宮田 縄文 散布地
湯ノ沢館遺跡 ユノサワダテイセキ 大字前田字湯ノ沢 城館跡
小橋（ ）遺跡 コバシカッコナナイセキ 大字左堰字大科 縄文 散布地
天田内（ ）遺跡 アマダナイカッコニイセキ 大字新城字天田内 縄文 散布地
天田内（ ）遺跡 アマダナイカッコサンイセキ 大字新城字天田内 縄文、平安 散布地
菖蒲沢（ ）遺跡 ショウブザワカッコイチイセキ 大字矢田字菖蒲沢、字山野井 縄文（後） 散布地
菖蒲沢（ ）遺跡 ショウブザワカッコニイセキ 大字矢田字菖蒲沢 縄文（晩） 散布地



青森市遺跡一覧

遺跡番号 名称 フリガナ 所在地 時代 種別
宮田米山遺跡 ミヤタヨネヤマイセキ 大字宮田字米山 縄文 散布地
諏訪沢山辺遺跡 スワサワヤマベイセキ 大字諏訪沢字山辺 縄文 散布地
深沢（ ）遺跡 フカザワカッコイチイセキ 大字駒込字深沢 縄文（後） 散布地
深沢（ ）遺跡 フカザワカッコニイセキ 大字駒込字深沢 縄文（前 後） 散布地
月見野（ ）遺跡 ツキミノカッコヨンイセキ 大字駒込字月見野 縄文（後） 散布地
大矢沢里見遺跡 オオヤザワサトミイセキ 大字大矢沢字里見 縄文 散布地
山吹（ ）遺跡 ヤマブキカッコヨンイセキ 大字大別内字山吹 縄文、平安 散布地
川瀬遺跡 カワセイセキ 大字高田字川瀬 平安 散布地
三内沢部（ ）遺跡 サンナイサワベカッコサンイセキ 大字三内字沢部 縄文（中 後）、平安 集落跡
三内沢部（ ）遺跡 サンナイサワベカッコヨンイセキ 大字三内字沢部 平安 散布地
新城平岡（ ）遺跡 シンジョウヒラオカカッコサンイセキ 大字新城字平岡 平安 散布地
亀山（ ）遺跡 カメヤマカッコイチイセキ 大字小館字亀山 縄文（後 晩） 散布地
亀山（ ）遺跡 カメヤマカッコニイセキ 大字小館字亀山 縄文（前 中） 散布地
亀山（ ）遺跡 カメヤマカッコサンイセキ 大字小館字亀山 縄文（晩） 散布地
桜苅（ ）遺跡 サクラガリカッコイチイセキ 大字小館字桜苅 縄文（前 中 後） 散布地
合子沢山崎遺跡 ゴウシザワヤマザキイセキ 大字合子沢字山崎 縄文 散布地
雲谷山崎遺跡 モヤヤマザキイセキ 大字雲谷字山崎 縄文、平安 散布地
三内丸山（ ）遺跡 サンナイマルヤマカッコサンイセキ 大字三内字丸山 平安 散布地
欠番
三内丸山（ ）遺跡 サンナイマルヤマカッコゴイセキ 大字三内字丸山 縄文（中 晩）、平安 散布地
西田沢（ ）遺跡 ニシタザワカッコロクイセキ 大字西田沢字山辺 縄文 散布地
西田沢（ ）遺跡 ニシタザワカッコナナイセキ 大字西田沢字山辺 縄文 散布地
天田内（ ）遺跡 アマダナイカッコヨンイセキ 大字新城字天田内 縄文 散布地
新城山田（ ）遺跡 シンジョウヤマダカッコサンイセキ 大字新城字山田 平安 散布地
二股（ ）遺跡 フタマタカッコイチイセキ 大字岩渡字熊沢 縄文 散布地
二股（ ）遺跡 フタマタカッコニイセキ 大字岩渡字熊沢 縄文 散布地
朝日山（ ）遺跡 アサヒヤマカッコロクイセキ 大字高田字朝日山 平安 散布地
朝日山（ ）遺跡 アサヒヤマカッコナナイセキ 大字高田字朝日山 平安 散布地
桜苅（ ）遺跡 サクラガリカッコニイセキ 大字小館字桜苅 縄文 散布地
野木（ ）遺跡 ノギカッコニイセキ 大字小畑沢字小杉 縄文 散布地
合子沢松森（ ）遺跡 ゴウシザワマツモリカッコイチイセキ 大字合子沢字松森 縄文 散布地
合子沢松森（ ）遺跡 ゴウシザワマツモリカッコニイセキ 大字合子沢字松森 縄文（早 前 後）、平安 散布地、集落跡
雲谷山吹（ ）遺跡 モヤヤマブキカッコニイセキ 大字雲谷字山吹 縄文 散布地
月見野（ ）遺跡 ツキミノカッコゴイセキ 大字駒込字月見野 縄文 散布地
扇沢遺跡 オウザワイセキ 大字三本木字扇沢 縄文 散布地
新城山田（ ）遺跡 シンジョウヤマダカッコヨンイセキ 大字新城字山田 縄文（中 晩）、平安 散布地
新城山田（ ）遺跡 シンジョウヤマダカッコゴイセキ 大字新城字山田 平安 散布地
欠番
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新城山田（ ）遺跡 シンジョウヤマダカッコハチイセキ 大字新城字山田 平安 散布地
山口遺跡 ヤマグチイセキ 大字合子沢字松森、大字野木字山口、大字小畑沢字小杉 縄文（前 後） 散布地
鈴森（ ）遺跡 スズモリカッコイチイセキ 大字野内字鈴森 縄文（後） 散布地
鈴森（ ）遺跡 スズモリカッコニイセキ 大字野内字鈴森 縄文（後）、近世 散布地
欠番
米山（ ）遺跡 ヨネヤマカッコイチイセキ 大字宮田字米山 縄文（中 晩）、平安 散布地
米山（ ）遺跡 ヨネヤマカッコニイセキ 大字宮田字米山 縄文（中 後）、平安 散布地
山下遺跡 ヤマシタイセキ 大字宮田字山下、字玉水 平安 散布地
欠番
玉水（ ）遺跡 タマミズカッコサンイセキ 大字宮田字玉水 縄文（中 後）、平安 散布地
玉水（ ）遺跡 タマミズカッコヨンイセキ 大字馬屋尻字清水流・字小金沢、大字宮田字玉水 縄文（前 中） 散布地
上野尻遺跡 カミノジリイセキ 大字矢田字上野尻、大字宮田字米山 縄文（前）、平安 散布地
三内丸山（ ）遺跡 サンナイマルヤマカッコロクイセキ 大字三内字丸山 縄文（中 後）、平安 散布地
野尻野田遺跡 ノジリノダイセキ 大字野尻字野田 平安 散布地
横内猿沢遺跡 ヨコウチサルサワイセキ 大字横内字猿沢 平安 散布地
雲谷山吹（ ）遺跡 モヤヤマブキカッコサンイセキ 大字雲谷字山吹 縄文 散布地
月見野（ ）遺跡 ツキミノカッコロクイセキ 大字駒込字深沢 縄文 散布地
岩渡小谷（ ）遺跡 イワタリコタニカッコイチイセキ 大字岩渡字小谷 縄文（前）、平安 集落跡
沢山平野（ ）遺跡 サワヤマヒラノカッコイチイセキ 大字沢山字平野 縄文（前 中 晩） 散布地
沢山平野（ ）遺跡 サワヤマヒラノカッコニイセキ 大字沢山字平野 縄文（前 中 晩）、平安 散布地
野木山口遺跡 ノギヤマグチイセキ 大字野木字山口 平安 散布地
欠番
大矢沢野田遺跡 オオヤザワノダイセキ 大字大矢沢字野田 縄文（早 前 中 後）、平安 集落跡
横内（ ）遺跡 ヨコウチカッコサンイセキ 大字横内字亀井 平安 散布地
諏訪沢丸山遺跡 スワノサワマルヤマイセキ 大字諏訪沢字丸山 縄文、平安 散布地
見吉遺跡 ミヨシイセキ 大字駒込字蛍沢 平安 散布地
桑原稲荷神社遺跡 クワバライナリジンジャイセキ 大字桑原字稲葉 平安 散布地
内真部（ ）遺跡 ウチマンベカッコキュウイセキ 大字内真部字岸田 平安 散布地、その他（製塩跡）
野木和（ ）遺跡 ノギワカッコジュウキュウイセキ 大字羽白字野木和 縄文（前） 散布地
三本木遺跡 サンボンギイセキ 大字三本木字川崎 平安 散布地
岩渡小谷（ ）遺跡 イワタリコタニカッコニイセキ 大字岩渡字小谷 縄文、平安 集落跡
岩渡小谷（ ）遺跡 イワタリコタニカッコサンイセキ 大字岩渡字小谷 縄文（前） 散布地
岩渡小谷（ ）遺跡 イワタリコタニカッコヨンイセキ 大字岩渡字小谷 縄文（前） 散布地
雲谷山吹（ ）遺跡 モヤヤマブキカッコヨンイセキ 大字合子沢字山崎 縄文（中 晩）、近代 集落跡
雲谷山吹（ ）遺跡 モヤヤマブキカッコゴイセキ 大字合子沢字山崎 縄文（後 晩）、平安 集落跡
雲谷山吹（ ）遺跡 モヤヤマブキカッコロクイセキ 大字合子沢字山崎 縄文（後）、平安 集落跡
雲谷山吹（ ）遺跡 モヤヤマブキカッコナナイセキ 大字合子沢字山崎 縄文（前）、平安 集落跡
欠番



第 表 青森市遺跡一覧（浪岡地区）

市内遺跡発掘調査報告書

遺跡番号 名称 フリガナ 所在地 時代 種別
葛野（ ）遺跡 クズノカッコサンイセキ 大字大別内字葛野 縄文、弥生、平安、中世 集落跡
安田近野（ ）遺跡 ヤスダチカノカッコニイセキ 大字安田字近野 縄文（前） 散布地
雲谷山吹（ ）遺跡 モヤヤマブキカッコハチイセキ 大字雲谷字山吹 縄文（中 後） 散布地
深沢（ ）遺跡 フカザワカッコサンイセキ 大字駒込字深沢 縄文（前 中 後 晩）、平安 集落跡
合子沢松森（ ）遺跡 ゴウシザワマツモリカッコサンイセキ 大字合子沢字松森 平安 集落跡
新城山田（ ）遺跡 シンジョウヤマダカッコキュウイセキ 大字新城字山田 縄文 散布地
稲山（ ）遺跡 イナヤマカッコニイセキ 大字諏訪沢字山辺 縄文（後） その他（配石遺構）
三内丸山（ ）遺跡 サンナイマルヤマカッコハチイセキ 大字三内字丸山 縄文、平安 集落跡
湯ノ島遺跡 ユノシマイセキ 大字浅虫字蛍谷 縄文、平安 散布地
桑原（ ）遺跡 クワバラカッコニイセキ 大字桑原字山崎 縄文（前 後） 散布地
内長沢遺跡 ウチナガサワイセキ 大字細越字内長沢 縄文（前 後） 散布地
小牧野（ ）遺跡 コマキノカッコニイセキ 大字野沢字小牧野 縄文（前） 散布地
菊川遺跡 キクカワイセキ 大字野内字菊川 平安 散布地
三内丸山（ ）遺跡 サンナイマルヤマカッコキュウイセキ 大字三内字丸山 縄文（中 晩）・平安 集落跡
大谷小谷遺跡 オオタニコタニイセキ 大字大谷字小谷 縄文（後 晩）・平安 散布地

遺跡番号 名称 フリガナ 所在地 時代 種別
早稲田舘遺跡 ワセダダテイセキ 浪岡大字徳才子字早稲田 平安 散布地
大堤沢遺跡 オオツツミザワイセキ 浪岡大字長沼字南藤巻 縄文（後 晩）、平安 散布地
高屋敷館遺跡 タカヤシキダテイセキ 浪岡大字高屋敷字野尻 平安 散布地
下下平遺跡 シモシタタイイセキ 浪岡大字旭 平安 散布地
旭（ ）遺跡 アサヒカッコイチイセキ 浪岡大字旭字木戸口 平安 散布地
旭（ ）遺跡 アサヒカッコニイセキ 浪岡大字旭 平安 散布地
中平遺跡 ナカタイイセキ 浪岡大字吉野田字平野 縄文（中 後）、平安 散布地
浪岡蛍沢遺跡 ナミオカホタルザワイセキ 浪岡大字吉野田字蛍沢 縄文（前） 散布地
熊沢溜池遺跡 クマザワタメイケイセキ 浪岡大字樽沢字村元 平安 散布地
永原遺跡 エイバライセキ 浪岡大字郷山前字永原 縄文（前 後） 散布地
上野遺跡 ウエノイセキ 浪岡大字樽沢字村元 縄文（中 後）、平安 散布地
神明宮遺跡 シンメイグウイセキ 浪岡大字銀字杉田 縄文（前 晩） 散布地
山神宮遺跡 ヤマガミグウイセキ 浪岡大字樽沢字村元 縄文（晩） 散布地
長溜池遺跡 ナガタメイケイセキ 浪岡大字松枝字野尻 縄文（中 晩）、平安 散布地、墳墓
大林遺跡 オオバヤシイセキ 浪岡大字銀字杉田 平安 散布地
大沼遺跡 オオヌマイセキ 浪岡大字川倉字大沼袋 平安 散布地
羽黒平（ ）遺跡 ハグロタイカッコイチイセキ 浪岡大字五本松字羽黒平 縄文、平安 散布地
羽黒平（ ）遺跡 ハグロタイカッコニイセキ 浪岡大字五本松字大板橋 縄文（晩）、平安、中世 散布地
羽黒平（ ）遺跡 ハグロタイカッコサンイセキ 浪岡大字五本松字羽黒平、字野脇 縄文（晩）、平安 散布地
浪岡城跡 ナミオカジョウセキ 浪岡大字浪岡字五所、字林本、大字五本松字松本 中世 城館跡
加茂神社遺跡 カモジンジャイセキ 浪岡大字五本松字松本 平安 散布地
沖林遺跡 オキバヤシイセキ 浪岡大字北中野 平安 散布地
浪岡崎（ ）遺跡 ナミオカザキカッコイチイセキ 浪岡大字北中野字天王 平安 散布地
浪岡崎（ ）遺跡 ナミオカザキカッコニイセキ 浪岡大字北中野字天王 縄文（晩） 散布地
松山寺遺跡 マツヤマデライセキ 浪岡大字五本松字野脇 縄文（中 後）、中世 散布地
松山遺跡 マツヤマイセキ 浪岡大字五本松字野脇 縄文（中 後）、平安、中世 散布地
源常平遺跡 ゲンジョウタイイセキ 浪岡大字北中野字上沢田 縄文（中 後）、平安 散布地
天狗平遺跡 テングタイイセキ 浪岡大字北中野字上沢田 縄文（中 後）、中世 城館跡
王余魚沢（ ）遺跡 カレイザワカッコイチイセキ 浪岡大字王余魚沢 縄文（後 晩） 散布地
王余魚沢（ ）遺跡 カレイザワカッコニイセキ 浪岡大字王余魚沢 縄文（後 晩） 散布地
王余魚沢（ ）遺跡 カレイザワカッコサンイセキ 浪岡大字王余魚沢字北村元 縄文（後 晩） 散布地
屋形森遺跡 ヤカタモリイセキ 浪岡大字王余魚沢字屋形森 平安、中世 散布地、城館跡
正平寺遺跡 ショウヘイジイセキ 浪岡大字相沢字猿沢 縄文（晩） 散布地
細野遺跡 ホソノイセキ 浪岡大字細野字宮元 縄文（晩） 散布地
春日社遺跡 カスガシャイセキ 浪岡大字北中野字沢田 縄文（後） 散布地
桃里遺跡 モモサトイセキ 浪岡大字北中野字桃里 平安 散布地
博奕打ヶ沢遺跡 バクチウチガサワイセキ 浪岡大字吉内字博奕打ヶ沢 平安 散布地
杉ノ沢遺跡 スギノサワイセキ 浪岡大字吉内字杉ノ沢 縄文（後）、平安 散布地
吉内遺跡 キチナイイセキ 浪岡大字吉内字山下 平安 散布地
中屋敷遺跡 ナカヤシキイセキ 浪岡大字吉内字山下 縄文（晩）、平安 散布地
篠原遺跡 シノハライセキ 浪岡大字本郷字篠原 縄文（後）、弥生 散布地
田ノ沢遺跡 タノサワイセキ 浪岡大字本郷字田ノ沢 縄文（中 後）、平安 散布地
本郷遺跡 ホンゴウイセキ 浪岡大字本郷字柳田 縄文 散布地
松元遺跡 マツモトイセキ 浪岡大字本郷字松元 縄文（中 後）、平安 散布地
本郷八幡宮遺跡 ホンゴウハチマングウイセキ 浪岡大字本郷字松元 縄文（中 後） 散布地
牧ノ沢遺跡 マキノサワイセキ 浪岡大字本郷字牧ノ沢 縄文（早 中 晩） 散布地
王田舘遺跡 ワタダテイセキ 浪岡大字北中野字桃里 平安 城館跡
大釈迦館（館の畑） ダイシャカダテ 浪岡大字大釈迦字前田 中世 城館跡
山本遺跡 ヤマモトイセキ 浪岡大字徳才子字山本 平安 散布地
川原館（川原御所） カワハラダテ 浪岡大字浪岡字浅井 中世 城館跡
銀館（杉銀館、尾林館） シロガネダテ 浪岡大字銀字杉田、字上野 中世 城館跡
北畠館 キタバタケダテ 浪岡大字吉内字山下外 中世 城館跡
強清水館 コワシミズダテ 浪岡大字王余魚沢 中世 城館跡
山元（ ）遺跡 ヤマモトカッコイチイセキ 浪岡大字杉沢字山元 縄文、平安 散布地
山元（ ）遺跡 ヤマモトカッコニイセキ 浪岡大字杉沢字山元 平安 散布地
山元（ ）遺跡 ヤマモトカッコサンイセキ 浪岡大字杉沢字山元 縄文、平安 散布地
平野遺跡 ヒラノイセキ 浪岡大字五本松字平野 縄文、弥生、平安 集落跡
杉田遺跡 ヨシノダヒラノイセキ 浪岡大字銀字杉田 平安 散布地



青森市遺跡一覧

遺跡番号 名称 フリガナ 所在地 時代 種別
寺屋敷平遺跡 テラヤシキタイイセキ 浪岡大字吉野田字荷越沢 平安 散布地
野尻（ ）遺跡 ノジリカッコイチイセキ 浪岡大字高屋敷字野尻 平安、縄文、弥生 集落跡
野尻（ ）遺跡 ノジリカッコニイセキ 浪岡大字高屋敷字野尻 平安 集落跡、墳墓
野尻（ ）遺跡 ノジリカッコサンイセキ 浪岡大字高屋敷字野尻 平安、中世、近世 集落跡、墳墓
野尻（ ）遺跡 ノジリカッコヨンイセキ 浪岡大字高屋敷字野尻 平安 集落跡
杉沢山元（ ）遺跡 スギサワヤマモトカッコヨンイセキ 浪岡大字杉沢字山元 中世 散布地
小板橋溜池東遺跡 コイタバシタメイケヒガシイセキ 浪岡大字五本松字小板橋、字平野 縄文 散布地
小板橋溜池西遺跡 コイタバシタメイケニシイセキ 浪岡大字五本松字小板橋、字平野 平安 散布地
板橋野山遺跡 イタバシノヤマイセキ 浪岡大字長沼字板橋野山 平安 散布地
宮元遺跡 ミヤモトイセキ 浪岡大字増館字宮元 平安 散布地
本郷館遺跡 ホンゴウダテアト 浪岡大字本郷字柳田 平安 城館跡
樽沢上野遺跡 タルサワウワノイセキ 浪岡大字樽沢字上野 縄文、平安 散布地
郷山前村元遺跡 ゴウサンマエムラモトイセキ 浪岡大字郷山前村元 平安 散布地
下石川平野遺跡 シモイシカワヒラノイセキ 浪岡大字下石川字平野 縄文（中）、平安 散布地
浪岡城遺跡 ナミオカジョウイセキ 浪岡大字浪岡字前田 平安、中世、近世 城館跡
岡本遺跡 オカモトイセキ 浪岡大字五本松字岡本 平安、中世、近世 集落跡
片子都谷森遺跡 カタコトヤモリイセキ 浪岡大字王余魚沢字片子都谷森 縄文（中 後） 散布地
細野大沢（ ）遺跡 ホソノオオサワカッコイチイセキ 浪岡大字細野字大沢 縄文 散布地
細野大沢（ ）遺跡 ホソノオオサワカッコニイセキ 浪岡大字細野字大沢 縄文（後）、平安 散布地
細野大沢（ ）遺跡 ホソノオオサワカッコサンイセキ 浪岡大字細野字大沢 縄文（後） 散布地
相沢長沢遺跡 アイザワナガサワイセキ 浪岡大字相沢字長沢 縄文、平安 散布地
桃里（ ）遺跡 モモサトカッコニイセキ 浪岡大字北中野字桃里 縄文（後）、平安 散布地
杉ノ沢（ ）遺跡 スギノサワカッコニイセキ 浪岡大字吉内字杉ノ沢 縄文（後） 散布地
杉ノ沢（ ）遺跡 スギノサワカッコサンイセキ 浪岡大字吉内字杉ノ沢 縄文 散布地
女鹿沢遺跡 メガサワイセキ 浪岡大字女鹿沢字東早稲田、字稲本 平安 散布地
銀前田遺跡 シロガネマエダイセキ 浪岡大字銀字前田 平安 散布地
楢沢村元遺跡 タルサワムラモトイセキ 浪岡大字樽沢字村元 縄文、平安 散布地
杉沢板橋野山遺跡 スギサワイタバシノヤマイセキ 浪岡大字杉沢字板橋野山 縄文（中 後）、平安 散布地
岡田遺跡 オカダイセキ 浪岡大字下石川字岡田 平安 散布地
西増田遺跡 ニシマスタイセキ 浪岡大字女鹿沢字西増田 縄文、平安 散布地
大沼袋遺跡 オオヌマブクロイセキ 浪岡大字下十川字大沼袋 平安 散布地
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おおたに こ たに い せき

大谷小谷遺跡
あおもり し おおあざおおたにあざ こ たに

青森市大字大谷字小谷 ─ 分布調査

つくだ い せきりんせつ ち

佃遺跡隣接地
あおもり し おおあざまつもりあざつくだ

青森市大字松森字佃 試掘調査

さんぼん ぎ い せきりんせつ ち

三本木遺跡隣接地
あおもり し おおあざさんぼん ぎ あざかわさき

青森市大字三本木字川崎 試掘調査

ごう し ざわまつもり い せき

合子沢松森（ ）遺跡
あおもり し おおあざごう し ざわあざまつもり

青森市大字合子沢字松森 確認調査

さんないまるやま い せき

三内丸山（ ）遺跡
あおもり し おおあざさんないあざまるやま

青森市大字三内字丸山 確認調査

やまもと い せき

山本遺跡
あおもり し おおあざとくさい し あざやまもと

青森市大字徳才子字山本 確認調査

やまもと い せき

山本遺跡
あおもり し おおあざとくさい し あざやまもと

青森市大字徳才子字山本 確認調査

やまがみぐう い せき

山神宮遺跡
あおもり し なみおかおおあざたるさわあざむらもと

青森市浪岡大字樽沢字村元 確認調査

しんめいぐう い せき

神明宮遺跡
あおもり し なみおかおおあざぎんあざすぎ た

青森市浪岡大字銀字杉田 確認調査

ひら の い せき

平野遺跡
あおもり し なみおかおおあざ ご ほんまつあざひら の

青森市浪岡大字五本松字平野 確認調査

さかえやま いせき

栄山（ ）遺跡
あおもり し おおあざほそごえあざさかえやま

青森市大字細越字栄山 確認調査

やす だ ちか の い せき

安田近野（ ）遺跡
あおもり し おおあざやす だ あざちか の

青森市大字安田字近野 確認調査

しんじょうやま だ い せき

新城山田（ ）遺跡
あおもり し おおあざしんじょうあざやま だ

青森市大字新城字山田 確認調査

さんないまるやま い せき

三内丸山（ ）遺跡
あおもり し おおあざさんないあざまるやま

青森市大字三内字丸山 確認調査

しんじょうひらおか い せき

新城平岡（ ）遺跡
りんせつ ち

隣接地

あおもり し おおあざしんじょうあざひらおか

青森市大字新城字平岡 試掘調査

さわ だ い せき

沢田遺跡
あおもり しつくりみち ちょうめ

青森市造道 丁目 確認調査

さわ だ い せき

沢田遺跡
あおもり しつくりみち ちょうめ

青森市造道 丁目 確認調査

つき み の い せき

月見野（ ）遺跡
あおもり し おおあざこまごめあざつき み の

青森市大字駒込字月見野 確認調査

こまごめだて い せき

駒込館遺跡
あおもり し おおあざこまごめあざつき み の

青森市大字駒込字月見野 確認調査
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の じり い せき

野尻（ ）遺跡
あおもり し なみおかおおあざたか や しきあざ の じり

青森市浪岡大字高屋敷字野尻 確認調査

ちか の い せき

近野遺跡
あおもり し おおあざやす だ あざちか の

青森市大字安田字近野 確認調査

の じり い せき

野尻（ ）遺跡
あおもり し なみおかおおあざたか や しきあざ の じり

青森市浪岡大字高屋敷字野尻 確認調査

さんないまるやま い せきりんせつ ち

三内丸山遺跡隣接地
あおもり し おおあざさんないあざまるやま

青森市大字三内字丸山 試掘調査

は ぐろたい い せき

羽黒平（ ）遺跡
あおもり し なみおかおおあざ ご ほんまつあざひら の

青森市浪岡大字五本松字平野 確認調査

は ぐろたい い せき

羽黒平（ ）遺跡
あおもり し なみおかおおあざ ご ほんまつあざひら の

青森市浪岡大字五本松字平野 確認調査

所収遺跡名 種 別 主 な 時 代 主 な 遺 構 主 な 遺 物 特 記 事 項

市 内 遺 跡 ─ 縄文時代 平安時代 ─ ─ ─

要 約

平成 年度は、分布調査と の開発事業予定地内の試掘・確認調査を実施した。その結果、神明宮遺跡・新

城山田（ ）遺跡・近野遺跡・野尻（ ）遺跡については、本調査が必要と判断し、引き続き開発事業との調整を

図っていくこととした。
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