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序

埋蔵文化財は 文ヽ献史料のない時代はもちろん、文献等が残されている時代でも、県内各

地域の歴史・文化について、具体的な生活の姿を伝える貴重な資料であり、個性豊かな地域

遺産として欠かせないものです:。

県内には現在14,000か所を越える遺跡 (埋蔵文化財包蔵地)力 あヽり、平成16年度もこれ

までに県内で318件の発掘調査が実施されました。茅野市駒形遺跡の史跡指定地近接地から

は、縄文時代前期の集落に伴う大量の黒曜石の出土により、霧ヶ峰産黒曜石の供給拠点との

同遺跡の性格を更に裏付けるなどの調査成果をはじめ、県内各地で注目を集める調査成果が

得られました。こうした調査状況や成果を的確に把握し、その情報を積極的に公開していく

ことは埋蔵文化財保護行政を進めていく上での基本的な取り組みであると考えます。

この「長野県埋蔵文化財発掘調査要覧」は、昭和45年度の創刊以来不定期に刊行されて

きましたが、平成 6年度からは毎年干J行 されることとなり、今回で 16冊目となります。本

書では平成 16年度の埋蔵文化財保護行政の現状と発掘調査の概要や県指定史跡の保存・整

備・活用J犬況をまとめました。

一方、埋蔵文化財包蔵地内では、道路建設や農業基盤整備などの公共事業に加えて、民間

の宅地造成事業や個人住宅建設が行われるなど、依然として多くの開発事業が行われていま

す。埋蔵文化財の保護を進めるためには、各種開発事業者の方々をはじめ関係機関との適切

な調整はもちろんのこと、県民の皆様の御理解と御協力がますます重要になっておりますが、

本書がその一助となれば幸いです。

本書の刊行に際して、市町村教育委員会をはじめ関係諸機関から資料の提供等の御協力を

いただきました。ここに厚く感謝申し上げます。

平成 17年  11月

長野県教育委員会教育長

丸 山  J滉



例  言

1 本書は、平成 16年度における埋蔵文化財保護行政の状況と長野県内で実施された埋蔵文化財包

蔵地 (遺跡)の調査概要をまとめたものである。なお、事務手続き上(平成 16年度中に文化財 0生

涯学習課埋蔵文化財係におぃて、届出や報告について受け入れたものを基本としている。     l

2 平成 16年度の普及公開活動と指定文化財及び本発掘調査の概要を作成するについては、市町村

教育委員会、野尻湖発掘調査団、(財 )長野県文化振興事業団長野県埋蔵文化財センター、同事業団

長野県立歴史館の協力を得た。

3 平成 16年度の調査概要については、以下の項目を掲載した。

(1)本発掘調査

ア 文化財保護法第 57条 (現 第 92条)ま たは第
158条の 2(現 第 99条)の第 1項の規定によ

り発掘届、発掘終了報告が提出された発掘調査及び史跡等の現状変更に伴う発掘調査の概要

を掲載した。

イ 年度は、原則として県教育委員会が発掘届 (通知)を受理した時点とした。

ウ 記載項目の内容については、次の′点に留意した。

②遺跡の時代      旧石器、縄文、弥生、古墳(奈良、平安、中世、近世、近・現代の

別とした。  ′

C検出遺構       原則として遺構名 0数量 (時期)の順とした。        l
なお、○○址は○○跡、土墳は土坑とした。

⑩出土遺物       記述は時代または時期の順とした:

C所見・特記事項    発掘主体者の所見等に従った。

(2)試掘 0確認調査

ア 埋蔵文化財試掘・確認調査報告をもとに作成した。

イ 年度は、原則として県教育委員会が試掘・確認調査報告を受理した時′点とした。

(3)工事立会

ア 文化財保護法第57条の 2(現 第93条)ま たは第57条の 3(現 第94条)の規定により土

木工事に伴う発掘届出(通知)が提出されたもののうち、工事立会として処理したものを掲載し

た。

イ 年度は、原則として土木工事発掘届(通知)を 受理した時点とした。

4 発掘調査された遺跡の写真ほか、掲載写真については、当該市町村教育委員会・野尻湖発掘調

査団及び(財 )長野県文化振興事業団長野県埋蔵文化財センターから提供を受けた。

5 第Ⅲ章 長野県史跡について、要覧 16では平成 16年度までに指定された県指定史跡に限らて掲

載した。また、整備状況と現状、活用状況、現地への交通手段については、当該市町村教育委員

会から提出された調査書をもとに作成した。

6 平成 17年 1月 1日付けで長野市・豊野町 0大岡村・戸隠村・鬼無里村が合併し長野市となった

が、本冊子において平成 16年度の旧5市町村すべての事業について旧5市町村名で表記した。
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I 平成 16年度の埋蔵文化財保護行政

埋蔵文化財保護行政の動向

(1)概 要

平成 14年度から始まった長野県財政改革プログラムにより、本年度から埋蔵文化財関係補助事業

における県費補助が改訂され継続事業については15年度補助率の三分の一、新規事業は廃止となっ

た。このような状況下においても、発掘調査、保存修理、環境整備ヽの影響を最小限にするなかで中

身のある事業と成果を目指し関係市町村には御理解、御協力を頂いてきた。

16年度は、出土遺物の保存処理で二件の学術的に重要な調査結果が公開され話題となった。一件

は平成 13年夏に千曲市社宮司遺跡から出土した木製仏塔・六角木瞳の瞳身全体に計 60体の阿弥陀

如来像が描かれている可能性が高いことが半J明 したことであり、もう一件は、同遺跡から出土した奈

良時代後半の土器 (須恵器)に付着した漆紙文書の発見である。この漆紙文書は古代の出挙帳と考え

られ、日本古代税制史を記述する一級の資料であると同時に古代信濃国更級郡衛の所在地推定への重

要な資料であることが半J明 し今後の更なる研究・解明が待たれる。

7月 に奈良、三重、和歌山の三県にまたがる「紀伊の霊場と参詣道」が国内では4年ぶり十二件目

の出界遺産に登録されるという喜びもあったが、今年度は地震、台風による自然の猛威の恐ろしさを

感じた年でもあった。10月 の新潟中越地震では、本県でも飯山市にある県史跡の恵端禅師旧跡正受

庵が被害を受け、台風 23号では大町市の国宝仁科神明宮の土砂被害ミ楢川村の重伝建楢川村奈良井

保存地区での床下浸水に加え、高速町所在の史跡高遠城跡では石垣が崩れた。さらに豊田村川久保遺

跡では千曲川の増水に伴って現場プレィヽブ等が流失する災害を受けたが、幸い出土遺物や図面・写真

等は事前に避難してあり流失の難を逃れた。これらのことから自然災害による文化財への破損被害に

対する安全対策が急務とされる状況である。

4月 24日 、25日 、下諏訪町での「霧ヶ峰黒耀石サミット」を皮切 りにくいくつかのシンポジウ

ム等が各地であったことも今年度の特徴である。9月 2日
=か

ら5日 間開催された長門町での「黒耀石

サミット国際研究集会」、9月 25、 26日 の二日間にわたった大町市での「フォーラムあづみの」

である。いずれも地域の埋蔵文化財を起点に研究機関・一般市民の連携、広域での保存・活用をめざ

す取り組みは、遺跡の保存・活用の方向性や普及啓発活動のあり方を考える上で発展的な試みといえ

る。また、こうしたシンポジウムを一過性に終わらせることなく、今後のさらなる展開が期待される。

一方、埋蔵文化財包蔵地や県史跡において、無届け工事や無断現状変更等、長野県文化財保護条例

|に違反する事例もあった。開発担当部局との一層の連携強化を図るとともに、事業者および県民に対

して文化財保護の趣旨を十分説明し、理解と協力を得られるよう努めることが改めて求められている。

(2)平成 16年度包括外部監査実施

平成 15年度を監査対象年度とし、芸術文化振興事業に係わる公の施設の管理における法規準拠性

等及び適切性について平成 16年 9月 27日 から平成 17年 3月 31日 まで、地方自治法第252条
の37第 1項の規定に基づき包括外部監査が実施された。この外部監査制度とは、監査委員による監

査制度に加えて、地方公共団体が外部の専門家と個々に契約して監査をうける制度であり、社会的責
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任の大きい組織における「説明責任」 (ア カンタビリテイ)の必要性の観点と、これに基づ く「情報

開示」 (デ イスクロージヤー)の信頼性を担保するものとして存在する制度である。長野県教育委員

会関係では文化財 0生涯学習課、県立歴史館、埋蔵文化財センターが監査対象となり、埋蔵文化財セ

ンターヘは、主として歴史館との関係を観点とした監査が行われ、その結果依頼事項は次の四点であ

った。

l埋蔵文化財センター内の各施設の視察 2出土品の権利 (所有権等)関係、歴史館に出土品を引

渡す場合の手続き、埋蔵文化財センターでの「整理」の範囲 3県発掘調査に関する積算基準につい

て 4(今後の)埋蔵文化財センタニ事業の効率化等の課題及び方策について

その結果、埋蔵文化財センターに対する監査結果報告における指摘及び意見としては、「埋蔵文化

財センターから歴史館に出土品が引渡しされる際には、保管責任を明確にする上でも引渡し時の検収

手続きを正式に行う必要がある。また、引渡しを効率的に行う上で、歴史館と埋蔵文化財センターと

の間で合意に至った分類方法等に従って、データと現物の移管を行う手続きを決めておくことが必要

であること」。直営化に伴う意見としては、「今後は、埋蔵文化財センターについても県直営化を検討

することが望ましいこと」。

長野県教育委員会としては、それら指摘及び意見に対する措置とし、前者は指摘事項により迅速に

処理することとし、後者は今後も引き続き検討することとした。

(3)発掘調査

平成 16年度、県内の発掘調査件数は 318件 にのぼり対前年比 92%強 となった。12年度減少に

転 じた開発に伴 う緊急調査は平成 15年度に微増するものの、平成 16年度にはわずかな減少とな

ったが、調査件数全体では 300件 を越える数でほぼ横ばいの状態である6本調査件数だけを市町

村別にみると、茅野市が 30件以上、長野市、松本市、飯田市、佐久市が 10件以上あり、都市部

や道路建設などの大規模事業が続 く地域では依然として緊急調査の件数は多い。

また、長野市、松本市、上_田市、茅野市、塩尻市、高遠町では、史跡整備に関わる調査が行わ

れている。

以下時代ごとに主な調査成果をあげて見ることとする。

旧石器時代は、飯田市竹佐中原遺跡で、13年度 。14年度・15年度に引き続き調査が行われた。

13年度調査では後期旧石器時代石器群とは異なった特徴を持らた石器群を検出し、14年度調査

では4地点から後期旧石器時代の特徴をもつ石器群の発見や、局部磨製石斧などが出土 したが、

平成 15年度の調査では縄文時代土器ほかの遺物は出土 したものの、旧石器時代石器等の集中部

は確認されなからた。しかし平成 16年度には再び 10m範囲から 30点ほどの石器が出土 し、平

成 13年度以来のまとまった石器群が確認された。なお、詳細な調査については平成 17年度に実

施することとした。

縄文時代は、集落跡の調査 として茅野市駒形遺跡での調査があげられる。今回の調査地点

は史跡駒形遺跡の範囲から標高差で 7～ 10m低 い所に位置 し、前期初頭から前期前葉の集落

跡が検出され、大量の黒曜石や膨大な石器や剥片あるいは原石が出土 した。今回の調査に加

え、史跡範囲での調査成果などをふまえると、当地域一帯にはかなり大規模な縄文時代前期

初頭から前葉の集落が営
｀
まれていたことが推測される。また松本市での霊園造成に伴い、遺

跡未周知地から縄文時代前期の竪穴住居跡が 17軒検出されることとなり、新たな遺跡の発見

となった。塩尻市所在の史跡平出遺跡では、史跡整備に伴 う調査で、縄文時代中期 と考えら

れる線刻が施された右孔円板 と「の」字状石製品が出土 した。

弥生時代は、千曲川の護岸築堤工事に伴 う豊田村川久保遺跡の調査では弥生時代中期の壺
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や甕がほぼ完形に近い状況で多数発見 され、さらに火を焚いた跡 も見 られることから、弥生

人が水辺で行った祭祀跡であろうと考えられている。千曲市力石条里遺跡では、平成 14年度

の調査で、土器棺再葬墓 2基 を含む弥生時代前期末から中期初頭の墓が約 30基の発見 されて

いるが、今年度はその西側調査区を調査 し、土坑墓 と考えられる約 30基の土坑群の調査が行

われた。墓坑は直径 1か ら 1:5m、 深 さ 50cm前 後で、低部が袋状に膨 らむものであった。墓

域は南北約 50mで、東西については調査区を越えてさらに広がっていると考えられる。この

ほか千曲市峯謡坂遺跡や佐久市西一里塚遺跡で も弥生時代前期から後期にかけての墓が調査

された6ま た佐久市の西一里塚遺跡、寄塚遺跡、今井西原遺跡では弥生時代中期から後期 に

かけての集落が調査 された。この他、長野市の浅川扇状地遺跡群吉田町東遺跡、小島・柳原

遺跡群水内坐T元神社遺跡、篠ノ井遺跡群、佐久市戸坂遺跡群戸坂遺跡Ⅲ他な どでも集落遺

跡の調査が行われている。

古墳時代は、佐久市野火附遺跡では、古墳時代前期から中期にかけての竪穴住居跡が 2軒、

古墳時代終末期の竪穴住居跡が 13軒調査 された。その内 7,6m× 7,4mの規模 となる第 56号

竪穴住居跡は火災を受けてお り、床面から甕 0壺・高杯・小型丸底壺やこも編み石、さらに

は床面からわずかに浮いた所から石釧が出土 した。松本市中山古墳群において石室内部に仕

切 りをもつ石室が発見 された。墳丘は既に破壊 されてお り詳細は不明であるが、戦前の調査

成果 として朝鮮半島で同様な石室が調査 されていることから、渡来人 との関わ りが推測され

ている。

古代は、上田市所在の史跡信濃国分寺跡での史跡整備に伴 う発掘調査で、これまで確認で

きなかった奈良時代の僧寺の南門跡が発見 された。遺物 としては千曲市社宮司遺跡の整理作

業で奈良時代後半の土器 (須恵器)に付着 した漆紙文書が確認 され、「十月十一 日正税廿束」

と記載 され、出挙に関わる帳簿の一部であることが確認 された。さらに平成 13年度の調査で

発見された平安時代後半のものと考えられる「六角木瞳」の瞳身全体に計 60体の阿弥陀如来

像が描かれている可能性が高いとの調査成果 も報告された6ま た佐久市円正坊遺跡からは東

信地域では始めての出土 となる皇朝十二銭の一つ「貞観永宝」が平安時代後期の竪穴住居跡

から出土 した。

中世は、茅野市荒玉社周辺遺跡では、13世紀から 15世紀 と考えられる礎石建物 2棟や神

事に用いられたと考えられる「かわらけ」が 200点 出土 したことにより、当遺跡が宗教的行

事を行 う神域であった可能性を裏付ける資料 となった。さらに同市上原城跡付近からは 15

世紀後半から 16世紀中頃にかけての武田信玄支配以前の諏訪惣領家支配期の井戸跡や住居

跡などが確認 された。また長野市では、若槻小学校の児童や先生によって若槻山城跡に隣接

する新たな出城跡が発見され、堂沢出城跡 と名づけられた。遺物 としては、佐久市下信濃石

遺跡から鎌倉時代後期の住居跡から、水鳥型陶器 (古 瀬戸)の硯に水 を注 ぐ文具「水滴」が

出土 し、県内初の資料 として注目を集めた。

近世は、飯田市石子原遺跡では、馬埋葬墓を含め 27基の墓が調査 された。墓坑は不整長方

形の掘 り方となり屈葬位の埋葬形態であった。墓からは寛永通宝などの銅銭や煙管、サイコ

ロ、はさみ、一分金などが出土 した。同市飯田城下町遺跡の調査では、江戸時代の商家の地

下室などが調査 され、三葉葵の印が入った櫛が出土 した。松本市所在の史跡松本城に関わる

調査では、総堀部分から堀の水際の土塁裾部に設けられた杭列が確認 され、松本城築造当初

の江戸時代初
~頭

前後の杭列で外敵からの防御 を目的としたものと考えられている。また同市

松本城下町跡の調査では、県内で始めての発見 となる江戸時代初頭の「こうじがま跡」が発

見 され、付近に「こうじ屋」があつたとの文献資料があ り、発掘調査の成果 と文献資料の記
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載が一致することとなった。

近・現代については、飯田市飯田城下町遺跡の調査で、明治時代の「水琴窟」などが出土

した。

(4)普 及公開活動 と指定文化財

平成 16年度は、県埋蔵文化財センターをはじめ 30遺跡で現地説明会が行われた。茅野市駒形

遺跡では 320人、飯田市飯田城下町遺跡や岡谷市清水田古墳では 200人弱、豊田村川久保遺跡、

佐久市野火附遺跡では 150人弱、辰野町羽場崎遺跡や飯田市石子原遺跡では 100人弱の見学者が

訪れた。

平成 16年度においては、現地説明会や講演会・学習会・体験学習等の普及・ 啓発活動は増加

し、参加者 も増加傾向となうている。

埋蔵文化財関係の指定文化財では平成 12年度に発見された茅野市中ツ原遺跡出土の土偶 (通

称仮面土偶)1点が県宝に指定され、また木曽郡南木曽町の妻籠城跡、中野市の高遠山古墳(下

高井郡木島平村の根塚遺跡が県史跡に指定された。

これまでのバブル期においては、多 くの開発行為に伴う発掘調査に追われる日々であった埋蔵

文化財担当者は多かうたことと思われる。未だ都市部や道路関連では慌 しく発掘調査 をせぎるを

得ない地域 もあるが、近年の全体的な発掘調査の横ばい状況を考えれば、これまで蓄積された資

料や調査成果をより積極的に公開し、埋蔵文化財べの普及・啓発を図るよい機会ではないかとも

考えられる。

長野県教育委員会も例外ではないが、各市町村教育委員会ならびに埋蔵文化財担当者のより下

層の奮起に期待するところである。
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市町村名 遺跡数 種類 市町村名 遺跡数 種類 市町村名 遺跡数 種類 市町村名 遺跡数 種 類

長野市 546 1/5000 南牧村 82 報告書 豊科町 52 1/10000 下諏訪町 118 報告書

須坂市 182 1/10000 肩笥本目冽ヽ本寸 25 報告書 穂高町 147 1/10000 富士見町 157 1/2500C

中野市 201 1/10000 Jヒオロ冽ヽ本寸 33 報告書 奈川村 24 展冒  本寸 98 1/10000

飯山市 259 報告書 八千穂村 52 1/10000 安曇村 9 報告書 高遠町 39 1/10000

千曲市 519 報告書 軽井沢町 127 報告書 梓川村 24 1/10000 辰野町 250 1/25000

坂城町 159 1/20000 望月町 329 報告書 三郷村 52 1/20000 箕輪町 222 報告書

大岡本寸 16 御代田町 74 1/10000 堀金村 27 飯島町 120 1/10000

小布施町 1/10000 立科町 180 1/10000 池田町 117 報告書 南箕輪村 50 1/10000

高山村 65 1/10000 ,美不斗本寸 152 報告書 松川村 40 中川本寸 96 1/10000

山ノ内町 1/25000 東御市 110 報告書 ノヽ瑚反本寸 長谷村 22 1/1000(

木島平村 26 1/10000 東御市 298 1/10000 美麻村 28 報告書 宮田村 72 1/1000(

野沢温泉村 20 丸子町 161 1/10000 白馬村 76 報告書 松川町 182

信州新町 57 1/10000 長門町 66 1/25000 /1ヽ髪卦本寸 39 報告書 高森町 177 1/1000(

豊野町 80 1/10000 真田町 215 報告書 木曽福島町 57 阿南町 126 町支

信濃町 173 報告書 武石村 33 1/10000 上松町 87 1/25000 清内路村 27 1/1000(

者自ネL本寸 112 報告書 和田本寸 33 南木曽町 72 1/30000 阿智本寸 170 1/1000(

三水村 32 青木村 64 1/10000 楢川村 浪合村

戸隠村 36 松本市 503 1/10000 木祖村 45 1/25000 平谷村 4

鬼無里村 7 大町市 206 報告書 日講計寸 48 1/10000 利艮】コ本寸 33

ノl可 |1本寸 53 1/12500 塩尻市 284 1/10000 開田本寸 51 1/25000 下条村 96 1/1000〔

中条村 17 明科町 111 報告書 三岳村 26 売木村 33 1/1000(

豊田村 37 波田町 20 王滝村 24 1/25000 天竜村 23 1/2500C

ヴ(  本寸 46 1/25000 四賀村 79 1/10000 大桑村 69 1/25000 泰阜村 41

上田市 459 1/20000 本城村 22 山口村 57 報告書 喬木村 101 1/1000C

小諸市 284 報告書 瑚更Jヒ本寸 岡谷市 199 1/6000 豊丘村 98 1/2500C

佐久市 736 1/5000 麻績村 1/10000 飯田市 1216 報告書 大鹿村

臼田町 198 報告書 坂井村 諏訪市 242 報告書 」二  本寸

佐久町 58 報告書 生坂村 58 1/10000 伊那市 362 1/10000 南信濃村 25

小海町 報告書 山形村 43 1/10000 駒ケ根市 183 1/25000

川上村 57 報告書 朝日村 24 報告書 茅野市 336 1/25000

2 埋蔵文化財保護行政の現状

(1)埋蔵文化財包蔵地の把握

ア 埋蔵文化財包蔵地の数および市町村別の分布図 (表 1)          H17。 3。 31現在

埋蔵文化財包蔵地の総数  14ヮ 284件 (古墳群中の単独古墳を除く

<地図の区分の説明>

報 告 書 三詳細分布調査等の結果、遺跡地図及び遺跡台帳を冊子にまとめてあるもの。

1/○○○ :市町村独自の遺跡地図を作成してあるもの。数字は縮尺。

空   欄 三昭和 51～ 53年に県教育委員会が作成したマイラーベニスの青焼きのもの。
~
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イ 大規模開発事業地内における詳細分布調査

国庫補助を受けて、中部横断自動車道ならびに中部縦貫自動車道にかかる遺跡の有無を確認する

ための試掘調査を計画していたが、事業の進捗状況や用地買収の状況等により、調査着手可能な箇

所が確保できなかったため、16年度は実施せず。

(2)発掘調査

ア 発掘届等の件数と原因 (図 1～ 3、 表203)
平成 16年度の土木工事等に伴う発掘の届出及び通知の件数は、民間によるもの373件 と国の機関

等によるもの215件の合計588件にのぼり、前年を22件上回つた。県教育委員会は588件の届出及

び通知の内 380/0・ に対して、遺構・遺物の有無や量を把握するための確認調査又は記録作成のための

本発掘調査を実施するよう指示又は勧告した。

一方、こうした開発事業に係る緊急発掘調査は、財団法人長野県文化振興事業団埋蔵文化財セン

ターが行った18件 をあわせて303件 にのぼり、昨年度と比較すると42件減少した。このところ数 ′

年は全国的に開発事業そのものが質・量ともに減少している傾向にある。

緊急発掘調査のうち、記録作成のための本発掘調査は116件 と全体の38%程度で、残り62%が確

認調査である。市町村教育委員会の精力的な確認調査と、それに基づく開発事業者との保護協議の

結果、設計変更等が図られ、埋蔵文化財が破壊されずに済んだ例も多い8

こうした緊急発掘調査を事業内容別にみると、道路建設が全体の21%で最も多く、集合住宅の建

設、宅地造成、個人住宅がそれに次いでいる6

総計 11億 8253万円にのぼる調査費用の37%は、国の機関等が負担している。

なお、市町村教育委員会による保存目的の範囲確認調査及び大学等の研究機関による学術調査は

15件であった。

表 2 開発事業種別発掘調査件数
・

( )内 は平成 15年度

確認

総数 :学術

調査

336

(357)

緊急

調査

303

農業

関連

道路

鉄道

建設

63

(74)

区画

整理

事業

5

(13)

校

設

学

建

緊 急 調 査 内 訳

店舗

建設

工場 三宅地 三集合 :個人 ;その

秘 言ル :荘 甫 :杜 牝 :仕 壱 : 納建設 ;造成 :住宅 :住宅 三 他

(345)

13

(20)―

4

(11)

10

(26)

7

(11)

40

(29)

52  :  38  :  71

に4):(15):(101)
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図 1 年度別発掘調査件数

図2 開発事業に伴う負担者別発掘調査費用

※原則として昭和51年度までは発掘調査実施年度、昭和52年度以降は発掘調査届・通知提出年度

姻

件
〕

４００

３５０

３００

２５０

２００

１５０

‐００

５０

０

地方自治体
公社公団

2%

電F ttF

12 13 14

〔11〕

図3 開発事業に伴う事業種別発掘調査費用

宅 その他住

工場・店舗 2%

3%

造 成

10%

公社公団
14%

区画整理 3%
10/0

ガス等
1%_

河川・ダム
8%
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表 3 埋蔵文化財発掘届等件数

番号 市町村名
57条 58条 の 2 57条 の 2 57条 の 3 57条 の 506

合 計学術

調査

急
査

緊
調

Jヽ計
術
査

学

調
試掘 本 掘

急
査

緊

調
試 掘 本 掘 小 計

掘

示

発
指

立会

指示

重

事

慎

工
小 計

発掘

指示

〈
な
一小

立

指

重

事

慎

工
小 計

掘

示

発

指

〈
富
一不

立

指
状
存

現
保

小 計

1 長野市 1 1 1 1 122

松本市 1 1

上田市 1 1 1 1 1 1

岡谷市 1 1 1

飯田市 1 137

諏訪市 1 1 1

須坂市

小諸市 1 1

伊那市 1 1 1

駒ヶ根市

1 中野市 1

大町市

飯山市 1 1 1 1 1 1 1

茅野市 1 1 1 1

塩尻市

千曲市 1 1 1 1 1

佐久市 37

東御市 1 1 1 |

臼田町 1 1 1

佐久町 1 1 1 1

小海町

川上村

南牧村 1 1

南相木村 1 1 1

北相木村

26 八千穂村 1 1

軽井沢町 1 1

望月町 1 1 1

御代田町 1 | 1 1

立科町

,美牙斗本寸

丸子町 1 1 1

長門町

真田町

武石村 1 1 1

和田村 1

青木村

下諏訪町 1

富士見町

原村 1 1

高遠町 1 1 1 1

辰野町 1 1 1 1 1 1

箕輪町 1 1

飯島町 1 1 1 1

南箕輪村 1 1 1

中川村 1 1

長谷村

宮田村 1

松川町

高森町

阿南町

清内路村

阿智村 1 1 1 1 1 1 1

浪合村

平谷村

根羽村

下條村 1 1 1

売木村

天龍村

泰阜村

喬木村
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(3)市町村埋蔵文化財担当職員配置状況 (平成 16年 5月 現在 )

42市町村 (117市 町村中)102名
配置率 35。 9%

内訳

17市 (68名 )

16町 (23名 )

9村 (10名 )

木曽広域連合  1名

1名

2～ 3名

4名 以上
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(4)普及公開活動と指定文化財
ア 現地 明会

遺 跡 名 一上 催 者 遺 跡 概 要 開催日 見学者数

千山市 峯謡坂遺跡 県埋蔵文化財センタニ 古代集落跡及び弥生時代中期初頭から平安時代にか
けての墓

16.6.26 80人

小諸市 野火附遺跡 県埋蔵文化財センター 古墳時代前期及び終末期の集落跡 16.8。 7 130人

茅野市 駒形遺跡 県埋蔵文化財センター 縄文時代前期初頭の集落跡 16.8.21 0 12.4 320人

豊田村 り|1久保遺跡 県埋蔵文化財センター 弥生時代中期から平安時代にかけての生活跡、集落
跡 140人

飯田市 石子原遺跡 県埋蔵文化財センター 近世の墓地跡 90人

佐久市 西―里塚遺
跡

県埋蔵文化財センター 弥生時代後期の墓域、平安時代以降の水田跡 16.11.20 62ノヽ

水内坐一元神社遺跡 柳原公民館 (長野市 ) 弥生時代中期から中世の集落跡 16.5。 6 30人

大室古墳群 長野市教育委員会 積石塚古墳など約500基が集中する古墳群 16.8.29 50A

松代城跡附新御殿跡 長野市教育委員会 幕末期の城外御殿 (新御殿跡 ) 16.12.11 31人

本村東沖遺跡 長野市上松区 弥生時代後期、平安時代の集落跡 17.3.26 30ノ、

松本城総堀 松本市教育委員会 堀ぎわに先端を尖らせた杭列の調査 16.6.6 70人

松本城下町跡 (東

町)
松本市教育委員会 城下町町屋の調査 16.9.30 30ノk

栗屋元遺跡 飯田市教育委員会 縄文時代中期中葉・弥生時代後期の集落跡 16.4.29 50ノk

駄科権現堂遺跡 飯田市教育委員会
縄文時代中期の住居跡と新規に確認された古墳 (安

宅3号古墳)
16.4.29 50人

飯田城下町遺跡 飯田市教育委員会 近世飯田城の城下町での、町屋の一部を確認 16.6.5026 190りに

上山遺跡群 飯田市教育委員会 平安時代の集落跡 17.2.20 50ノヽ

下黒田の舞台 飯田市教育委員会
重要有形民俗文化財の人形舞台の見学会及び文化財
バ トロール 17.1.23 50人

清水田古墳 岡谷市教育委員会 円墳の調査経過説明 16.8.1 170人

上原城下町遺跡 茅野市教育委員会 弥生時代・古墳時代・中世の集落跡 16.8。 21 70人

芥沢遺跡 茅野市教育委員会 縄文時代早期末葉から前期初頭の集落跡 16.11.3 60人

中原遺跡 茅野市教育委員会 縄文時代中期末の集落跡 16。 12.4 80ノヽ

市道遺跡in
佐久市公民館 (中 込地区
館)

古墳時代から平安時代の集落跡 16。 11.26 35A

東條遺跡 千曲市教育委員会 古墳時代後期から平安時代の集落跡 60ノ、

桜畑遺跡 東御市図書館 縄文時代前期 0古墳～平安時代の集落跡 17.1.802.12 29人

史跡星糞峠黒耀石原
産地遺跡

長門町教育委員会
黒耀石の産出地である星糞峠の一帯に広がる縄文時
代の黒耀石採掘跡群.6,6haが 史跡に指定されてい
る。

16.9.506 50人

羽場崎遺跡 辰野町教育委員会 縄文時代中期・後期の集落跡 16.7.1 50人
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遺 跡 名 主 催 者 遺 跡 概 要 開催 日 見学者数

羽場崎遺跡 辰野西小学校 縄文時代中期・後期の集落跡 16.11.7 90ノk

羽場崎遺跡 辰野南小学校 縄文時代中期・後期の集落跡 38人

矢沢西原遺跡 辰野町教育委員会 古墳・平安時代の集落跡 17.3.19 60人

上原古墳
穂高町教育委員会・上原地
区子ども会育成会

古墳時代後期の古墳 16.5。 29 70人

写真 1 飯田市 飯田城下町遺跡での現地説明会 (飯田市教育委員会提供)

写真2 岡谷市 清水田古墳での現地説明会 (岡谷市教育委員会提供)
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イ 速報展 口企画展

テーマ 者催主 容内 場 期  間 観覧者数

県埋蔵文化財センター速報

展・長野県の遺跡発掘2003

「遺跡の調査から何がわ

かったか」

長野県埋蔵文化財センター、長

野県立歴史館、長野県伊那文化

会館

平成 15年度に調査した埋蔵文化財資料の展

平成 16年度埋蔵文化財センター調査資料の

中で注目される資料の展示

伊那文化会館 16.7.1～ 7.11 1,249人

長野県教育委員会文化財・生涯

学習課
県庁 1階 ロビー 17.2.21-2

写真で見る長野県の遺跡発

掘2004

10周 年記念春季展「神々への

願い 人びとの祈リー古代

のまつリー」

長野県埋蔵文化財センター 平成 16年度調査の写真資料の展示し

古墳時代のマツリを概観

千曲市屋代駅市民ギャ

ラリー
17.2.23-3.4

4,328人
長野県立歴史館

長野県立歴史館企画展

示室
5。 22～ 6

県埋蔵文化財センター速報

展・長野県の遺跡発掘2004

掘 つた !見つ けた !松代発

掘 ものがた り～原始・ 古代

か ら江戸時代 まで～

長野県埋蔵文化財センター、長

野県立歴史館、長野県伊那文化

会館

平成 15年度に調査した埋蔵文化財資料の展 長野県立歴史館企画展

示室
17.3.19～ 5.8 1,249人

3.072人
長野市埋蔵文化財センター 長野市松代地区の発掘調査成果展示 長野市立博物館 17.315-4

壇田の原始・古代を掘る ! 長野市埋蔵文化財センター 地域展示会 壇田公民館 1.22～ 1.23 170人

水内坐一元神社遺跡発掘展

リニューアルオープン記念

特別展「考古博物館のあゆ

み」

長野市埋蔵文化財センター 平成16年度調査速報展

昭和 6年の中山考古館創設に始まる考古博

物館の歩みを振り返る

柳原公民館 16.11.7 230人

2,576人
松本市立考古博物館 松本市立考古博物館 16.4.17-6.27

松本市立考古博物館
発掘や考古学への疑間に答える体験型の展

松本市立考古博物館 16。 10。 17-12.22 855人

松本市立考古博物館
縄文土器の文様を強調させた写真パネルの

展示

人十二銀行松本営業部

ウインドウーギヤラ

リー

16.12.8´Y12.22

移動博物館
「発掘された松本2004」

松本市立考古博物館
平成16年中に調査された遺跡の報告と発掘

成果の展示
松本市時計博物館 17.2.9～ 2.16 525人

上田地方の古代・中世の仏

教文化
上田市立信濃国分寺資料館

信濃国分寺跡出土瓦類など仏教に関係 した

考古資料を展示

上田市立信濃国分寺資

料館
16.9。 18-11. 2,551人

速報展示「発掘調査からみ

る飯田城と城下町」
飯田市教育委員会´

近年の発掘調査資料から、飯田城と城下町

のようすを紹介する
飯田市考古資料館 16.7.31-10。 31 439人

春季展示「発掘された飯田 0

下伊那の縄文」

夏休み特別陳列「飯田・下伊

那の窯業の歴史」

飯田市上郷考古博物館 発掘調査された当地方の縄文文化を紹介 飯田市上郷考古博物館 16.5。 22-7.19 1,295人

飯田市上郷考古博物館

伊那谷の土偶を集成

発掘調査資料から当地方の古代から近世の

窯業史を紹介

飯田市教育委員会が実施 した天竜川治水対

策事業に先立つ発掘調査の成果を展示

奪蕎薯富霞昇曇彩摯誘幾霜喜傷敬畠FT給
く

竜丘地区の古墳を紹介

1 空

飯田市上郷考古博物館

飯田市上郷考古博物館

16。 7.27-9.12 329人

667人16.10.2-11.23
秋季展示「伊那谷の土偶」

「川路・龍江 0竜丘地区治

水事業関連埋蔵文化財展」

企画展 「江戸時代の好奇
′い」

飯田市上郷考古博物館

天竜川環境整備公社 (飯 田市教

育委員会)

飯田市美術博物館

天竜川総合学習館「か

わらんべ」
16.10.2-10.24 1,505人

1,638人

600人

飯田市美術博物館 16.10.9～ 11.7

竜丘公民館 16.11.13・  14竜丘地区文化祭「竜丘の古

墳について」

川路地区文化祭「川路地区

内の発掘調査から」

飯田市竜丘公民館

飯田市川路公民館 川路公民館 16.10.31 600人
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テーマ 主 催 者 内 容 場 期  間 1観覧者数

「諏訪市の遺跡と遺物」～
市内考古資料展～

諏訪市博物館
旧石器時代から中世までを中心に市内の各
時代の主な遺跡と出土遺物を紹介

諏訪市博物館 16.7.24～ 9。 26 …
企画展

縄文 の狩 人 と動物 一柏原 区

寄託資料公 開一
茅野市尖石縄文考古館

地元 柏原 区か ら寄託 を受 けた栃 窪岩 陰遺跡

か ら出土 した獣骨等 を中心 に、 旧石器 時代

か ら縄文 時代 の狩猟 を提 えた

尖石縄文考古館
特別展示室

5。 22～ 8 22

=特別展
梨ノ木遺跡展―縄文ムラ千
年の遷 り変わりと暮らし一

茅野市尖石縄文考古館
市内梨ノ木遣跡出上の上器を中心に縄文時
代中期の集落変遷を辿る

尖石縄文考古館
特別展示室

9。 18-11 6,626人

企画展

縄文披露宴
茅野市尖石縄文考古館

ワークショップ会員が、活動成果を発表
紹介する企画展

尖石縄文考古館
特別展示室

2.22～ 3 604人

飯 山市の文化財展 2005-木
島地 区の文化財―

飯山市教育委員会 木島地区指定文化財の展示 本町ぎゃらりぃ白銀 17.2.17～ 3.8 130人

特別展 「黒曜石  時を越 え

て」
下諏訪 町立諏訪湖博物館

黒耀石原産 地お よび、周辺地域 にお け る原

産地 と強い結びつ きを持 った遺跡 の調 査成

果 につ いて照会。「霧 ケ峰黒曜石サ ミッ ト」
に合 わせ 開催

下諏訪町立諏訪湖博物

館

4。 17-16
6.14

1,671人

平 出発掘 2003展 塩尻市立平 出博物館 平成15年度の平出遺跡発掘調査成果の公開 塩尻市立平 出博物館 16.8.1～ 8。 31 687人

復 元 され た大町の縄文 土器

展
大町市文化財セ ンター

市内出土の土器で復元された縄文土器を公
開

大町市文化財セ ンター 4。 19-5 220人

山の神遺跡展 大町市文化財 セ ンター
国営公園建設のため調査された山の神遺跡
の遺物を展示

大町市文化財センター 9。 10-10。 2 300人

千 曲市の指定文化財 千曲市教育委員会 市 内の指定文化 財 森将軍塚古墳館 16.4。 1～ 5。 9 6,825人

弥生時代 の千 山市 千曲市教育委員会 市内の弥生時代 森将軍塚古墳館 9。 7-10 4,410人

指定文化財と発掘出土品展
示会

八千穂村公 民館 文化祭で特別展示 八千穂村福祉セ ンター 10.30-10 300人

北相木村の歴史そ うざらい 北相木村考古博物館 近年の発掘調査成果を展示 北相木村考古博物館 16。 11.2-17.1.23 133人

黒耀石原産地と鷹山遺跡群
の調査

長門町・明治大学

明治大学が学術フロンティア事業の一環と
して調査した国内の黒耀石原産地資料の展
示と、鷹山遺跡群第 I遺跡M地点の発掘資
料を中心に展示公開を行つた。

明治大学黒耀石研究セ
ンター 16.9.506 350人

「中央道発掘 30年 」 高森 町歴 史民俗 資料館

飯 田市考古資料館 よ り当館へ移 管 され た 中

央道西官線発掘資料 の展示。 30年前 の発掘

調査の様子 をふ りか える

高森 町歴 史民俗資料館 1^V 681人

溝 口遺跡 木曽福島町教育委員会 町民文化財 で遺物 の展示 木 曽福 島会館 10。 1ハV10.3 440ノ k

遺跡調査報告展 波田町教育委員会
若澤寺遺跡調査報告展。出土遺物、地形図
等資料展示 波田町中央公民館 10.30´ν10 1,000人

葦原遺跡出土物里帰り展 洩田町教育委員会
松商学園が所有する、過去に発掘調査され
た葦原遺跡出土品の展示

波 田町 中央公 民館 10.30-10。 31 1,000人

坂城町の原始・古代ほか 坂城町教育委員会 出土遺物 の展示
坂城町各致学校歴史民
俗資料館

10。 30´‐11 425人

中野・豊田の文化財 中野市教育委員会
合併プレイベン トとして中野市と豊田村の
文化財を紹介

中野市歴史民俗資料館 16.8.26´し10.3 833人

家伝秘宝展～文化財の再発
見

中野市教育委員会
個々の家に伝わる秘宝を展示し、文化財の
掘り起こしを図つた 中野市歴史民俗資料館 16.12.9-17.1。 30 379人

東畑遺跡速報展 坂北村教育委員会 遺物展示 と説 明 坂北村歴史民俗資料館 11.6-12.24 465人

速報 平成16年度の発掘調
査

信濃町教育委員会 平成16年 度に行われた発掘調査の速報展示 町内公 民館 (4箇所 )

16.10.23、

16.11.6、 7

16。 11.27、

17.3.5、 6

2,000ノ k
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ウ 講座・講演会・ シンポジウム

テーマ 主  催  者 内 容 場 開催日 参加者数

やさしい信濃の歴史講座 「原
始拓本をとろう」

長野県立歴史館 土器の拓本とり 長野県立歴史館研修室等 16.2。 1 23人

考古学講座 「古代のまつり」 長野県立歴史館 春季展の解説 長野県立歴史館研修室等 16.5。 29 52人

考古学講座 「斧がたの石器」 長野県立歴史館 祭祀遺跡の遺構 。遺物を概観 長野県立歴史館講堂 16.6。 19 60′人

考古学講座夏休み体験 「石の
アクセサリーに挑戦」

長野県立歴史館
滑石を加工してアクセサ リー作
りを体験

長野県立歴史館歴史のこみ
ち      、

16。 7.17～

8.29
2,252″人

考古学講座
「石器のうつりか

わり」
長野県立歴史館

先土器時代石器のうつりかわり
と黒曜石の解説

長野県立歴史館研修室等 16.7。 24 33´人

考古学講座 「飾られない縄文
土器」

長野県立歴史館
文様の希薄な縄文土器を概観
し、その機能を考察

長野県立歴史館研修室等 16。 9。 25 35´人

考古学講座遺跡探訪 「ひすい
のふるさとをたずねて」

長野県立歴史館
糸魚川周辺の原産地遺跡等を視
察

長者ヶ原考古館等 16.10。 31 29´人

考古学講座 「粘土からみた縄

文土器のふるさと」
長野県立歴史館 土器の胎土分析による考察 長野県立歴史館研修室等 16。 11.27 24´人

手前味噌講座 「遺跡から見え

るイノシシ」
長野県立歴史館

縄文時代のイノシシについて概
観

長野県立歴史館講堂 16.12.12 29,人

手前味噌講座 「信州の稲作文

化」
長野県立歴史館

稲作について信州の歴史と風土
を概観

長野県立歴史館講堂 16. 12.19 40人

手前味噌講座 「お経のタイム

カプセルー経塚―」
長野県立歴史館 中世経塚の分布と種類 長野県立歴史館講堂 16。 12. 19 40人

手前味噌講座 「古墳時代のノヽ

クチョウとタカ」
長野県立歴史館

埴輸の形象と記紀等の記述から
考察

長野県立歴史館講堂 17.1。 16 44人

手前味噌講座 「日本列島の始

源を考える一竹佐中原遺跡の

成果と課題―」

長野県立歴史館
竹佐中原遺跡の紹介と遺跡発見
の意義を考察

長野県立歴史館講堂 17.1.3(] 31人

手前味噌講座 「八幡遺跡群の

成果と課題一社宮寺遺跡の建

築素材を中心に一」

長野県立歴史館
社宮寺遺跡の建築素材から遺跡
を分析

長野県立歴史館講堂 7.2.27 61人

手前味噌講座 「縄文時代の女
と男」

長野県立歴史館 土器作りや石棒祭祀を考える 長野県立歴史館講堂 17.3.6 52´人

手前味噌講座 「縄文時代の狩

猟=唐松B遺跡の成果と課題
―」

長野県立歴史館 唐松遺跡の紹介 長野県立歴史館講堂 7.3,6 52´人

手前味噌講座 「信州石槍文

化」
長野県立歴史館

先土器時代の槍先形尖頭器の盛

衰と黒曜石
長野県立歴史館講堂 7.3.13 53人

県埋蔵文化財センター速報展
調査報告会

長野県埋蔵文化財セン
ター

平成16年度の調査成果の報告

講師 :各調査担当者
伊那文化会館 6.7.10 80人

フォーラムあづみの
長野県埋蔵文化財セン
タ ー

山の神遺跡の調査成果 とアルプ

ス 0あづみの公園づくりと文化

財の活用についてのシンポジウ
ム

アルプス・あづみの公園
サンアルプス大町

16.9。 25～

26
160´人

長野県埋蔵文化財センター速
報展調査報告会

長野県埋蔵文化財セン
ター

16年度の同センター調査成果を

報告 講師 :各調査担当者
長野県立歴史館講堂 6.4.10 133´人

長野県埋蔵文化財センター速

報展講演会

長野県埋蔵文化財セン

ター 0長野県立歴史館
長野県伊那文化会館

調査成果の報告
弥生時代における漢文化の影響

講師 :設楽博巳

長野県立歴史館講堂 16.4.1[| 133人

ロータリー クラブ例会
長野北東ロー タリークラ
ブ

埋蔵文化財について  講師 :

矢口忠良
ホテル国際 21 6.4.26 40人
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テーマ 主  催  者 内 容 場 開催日 参加者数

地域セミナー 小島地域公民館
ふるさと小島の埋蔵文化と歴史
講師 :青木和明

小島公民館 16.6。 27 70人

古代遺跡徳間博物館勉強会 古代遺跡徳間博物館
壇田遺跡を掘る !～お墓からみ
た古代社会～ 古代遺跡徳間博物館 16。 713 20´人

松代公民館海津大学園「あちこ

ちの城と松代城」

松代公民館 。(長野県立

歴史館)
中世城館跡を考察 松代公民館 16.8,7 20´人

考古博物館 リニューアルオー

プン 弘法山古墳発掘31周年
記念 あがたの森考古学ゼミ

′

ナール第1回記念シンポジウム
「松本平の発掘を語る」

松本市立考古博物館

松本平の市町村埋蔵文化財関係

者を招いたシンポジュウム及び

他地域から見た弘法山古墳の存
在意義についての講演会 講
師 :樋 口昇一・桐原 健 ほか

あがたの森文化会館 16。 7.3 64´人

考古博物館 リニューアルオー

プン 弘法山古墳発掘31周年
記念 あがたの森考古学ゼミ

ナール第2回「北信から見た弘

法山古墳」

松本市立考古博物館

松本平の市町村埋蔵文化財関係

者を招いたシンポジュウム及び

他地域から見た弘法山古墳の存
在意義についての講演会 講
師 :青木一男

あがたの森文化会館 16。 7.10 48´人

考古博物館 リニューアルオー

プン 弘法山古墳発掘32周年
記念 あがたの森考古学ゼミ
ナール第3回「南信から見た弘

法山古墳」

松本市立考古博物館

松本平の市町村埋蔵文化財関係

者を招いたシンポジュウム及び

他地域から見た弘法山1古墳の存
在意義についての講演会 講
師 :山下誠一

あがたの森文化会館 16。 7.17 40人

秋季企画展関連事業講演会 松本市立考古博物館
考古学の考え方や発掘の方法を
わかりやすく講演

松本市立考古博物館 16.11.7 8′人

「発掘された松本2004」

松本市遺跡発掘報告会
松本市立考古博物館・松
本市教育委員会文化財課

平成16年中に調査された遺跡の

報告と発掘成果の展示
松本市時計博物館 17.2.7 80人

市民講座講演 「道教からみた

古代飛鳥文化」

上田市立信濃国分寺資料
館

道教から古代飛鳥文化をみる

講師 :山浦哲雄
上田市立信濃国分寺資料館 16。 9`12 44´尺

特別展講演会 「平安時代の国
分寺について」

上田市立信濃国分寺資料
館

平安時代の国分寺について 講
師 :原 田和彦

上田市立信濃国分寺資料館 16。 9。 26 52´人

特別展講演会 「信濃国分寺造

営の氏族」

上田市立信濃国分寺資料
館

信濃国分寺造営に関わつた氏族
について 講師 :桐原 健

上田市立信濃国分寺資料館 55人

特別展講演会 「信濃国分寺跡

調査の回想」

上田市立信濃国分寺資料

館

信濃国分寺跡調査について 講
師 :坂詰秀一

上田市立信濃国分寺資料館 16。 10。 24 61人

春季展示特別講演「特色ある伊
那谷の縄文文化」

飯田市上郷考古博物館
最新資料から当地方の縄文時代
を概観 講師 :樋 口昇一 飯田市上郷考古博物館 16.6。 12 56人

秋季展示特別講演「縄文世界の

土偶一その造形と展開―」
飯田市上郷考古博物館

全国的視野から土偶のあり方を

概観 講師 :原 田昌幸
飯田市上郷考古博物館 15。 10.11 43人

秋季展示特別講座「飯田・下伊
那の土偶について」

飯田市上郷考古博物館 館学芸員による秋季展示の解説 飯田市上郷考古博物館 16.11.13 27人

28人秋季展示特別講座「長野県の土

偶・下伊那の土偶」
飯田市上郷考古博物館

縄文時代中期の土偶について、
県内全般と伊那谷の土偶を比較
講師 :小林康男

飯田市上郷考古博物館 16.11。 20

春季特別講演「縄文のビーナス

から仮面の女神へ」
飯田市上郷考古博物館

茅野市棚畑遺跡等の土偶から諏
訪周辺の様相を概観 講師 :守

矢昌文     `
飯田市上郷考古博物館 17.3.13 48´人

館長講座「窯跡からみた飯伊地
方のやきものの歴史」

飯田市上郷考古博物館 館長による夏季特別陳列の解説 飯田市上郷考古博物館 17。 1.30 24´人

考古学基礎講座①「飯田・下伊
那の古墳について」

飯田市上郷考古博物館
館学芸員による当地方の古墳概

観
飯田市上郷考古博物館 17.2.19 45′人

考古学基礎講座②「飯田・下伊
那の古墳時代の遺跡について」

飯田市上郷考古博物館
館学芸員による古墳時代の遺跡
の解説

飯田市上郷考古博物館 17.2.26 48人

土器づくり教室 飯田市上郷考古博物館 大人を対象とする土器づくり 飯田市上郷考古博物館

16.7.3・

1009。 4・

10.30

10人
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勾玉づくり教室 飯田市上郷考古博物館
大人を対象として滑石による勾
玉づくり 飯田市上郷考古博物館

16.8.150
17.1.290

3.19
17人

ガラス製装身具づくり教室 飯田市上郷考古博物館
大人を対象としたガラス製装身
具づくり 飯田市上郷考古博物館

16.6。 19`
11.14・

17.2。 27

34人

子ども考古博くらぶ「縄文土器
をつくってみよう」

飯田市上郷考古博物館
縄文土器を見なが ら自由に土器
づ くり

飯田市上郷考古博物館
16.7.3,
10◆ 9.40

10。 30
14人

子ども考古博くらぶ「勾玉をつ

くつてみよう」
飯田市上郷考古博物館

加工しやすい滑石による勾玉づ
くり 飯田市上郷考古博物館

16.8。 15

17.1.29

3。 19

16人

子ども考古博くらぶ「古代を描
こう写生大会」

飯田市上郷考古博物館 縄文土器を描く 飯田市上郷考古博物館 16.10。 9 6人

子ども考古博くらぶ「ガラス製
装身具をつくってみよう」

飯田市上郷考古博物館
ガラス製小玉・丸玉・管玉づく
り              , 飯田市上郷考古博物館

16.6.19 `

11.140
17.2.27

42人

市民大学講座 「最近の発掘調
査から見えてきたもの」

飯田市公民館 近年の発掘調査の成果の紹介 飯田市公民館 16.10。 27 73人

歴史講座 「絵図で見る飯田
城」

飯田市公民館 飯田城の紹介 飯田市公民館 200人

諏訪を知る歴史講座 1「縄文
の祭祀」

諏訪市公民館

諏訪地方で発掘された縄文遺跡
の例から見た祭祀について 講
師 :功刀 司

諏訪市公民館 16。 9。 1 68人

飯山の歴史 と先人シンポジウ
ム 飯山市公民館

上條宏之氏による講演と中学生
による研究発表

飯山市公民館 16。 6。 26 130人

柱松シンポジウム 飯山市教育委員会
いいやま博物館友の会

永池健二氏、笹本正治氏による
講演とシンポジウム 文化北竜湖山荘 16.7.17 70A

信州大学
飯山市

講師7名 による講演とシンポジ
ウム 飯山市公民館 16.9。 26 120人

飯山の歴史 と先人シンポジウ
ム 飯山市公民館

飯山市文化財保護審議委員5名

による発表とシンポジウム 飯山市公民館 7o人

飯山雪国大学歴史セミナー「刻
まれた魚の絵」

飯山市公民館・ (長野県
立歴史館)

地域の原チ台概観 飯山市公民館 16.6。 21 50人

第 9回梨久保縄文セミナー 岡谷市教育委員会
縄文食作り、石器作り訴習会
縄文土器太鼓演奏

カルチャーセンター

梨久保遺跡
16.9。 190

9。 20
15人

第8回縄文文化講座『縄文時
代にイネはあつたか』

蓼科文庫・縄文文化輝く
会・茅野市教育委員会・

茅野市尖石縄文考古館

「アジアの稲作と日本への伝播」
講師 :田 中耕司
「イネはいつから日本にあった
か」 講師 :佐藤洋一郎

茅野市青少年自然の森研修
棟

16.8.22 120人

縄文ゼミナール

動物の行動と狩 り
茅野市尖石縄文考古館

動物の生態、狩猟の民俗例等か
ら縄文時代の狩猟活動を探る

尖石縄文考古館
ガイダンスルーム 16.5。 30 27人

縄文文化大学講座
“縄文王国"の舞台一人ヶ岳
山麓の縄文文化研究の現状と
言果頴一

茅野市尖石縄文考古館
茅野市を中心とした人ヶ岳山麓
の縄文文化研究の現状と課題に
ついて講演

尖石縄文考古館
ガイダンスルーム 16.10。 9 58人

ロビー写真展
えさ台にくる野鳥

茅野市尖石縄文考古館
考古館周辺に設置されているえ
さ台にくる野鳥の写真展

尖石縄文考古館
ガイダンスルーム

17.3.5～

4.ヽ 24
1,948人

平出歴史大学 塩尻市立平出博物館 マ一
テ

タ〈ロ総
回

「水と暮らし」全 3
塩尻市立平出博物館

16。 10。 240
11。 7・ 12.5

154人

平出博物館土曜サロン 塩尻市立平出博物館
総合テーマ 「平出遺跡を考え
る」全 5回 塩尻市立平出博物館

16.5。 220
6。 26,
7.24 0

9。 409。 18

285人

歴史民俗資料館講座
望月町の歴史

望月町教育委員会
東アジアの中の縄文 「ムラ」
講師 :川 1崎 保

駒の里 16。 10。 13 35人
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歴史民俗資料館講座

望月町の歴史
望月町教育委員会

大陸文化に育まれた列島の文化
「邑」 講師 :川崎 保

駒の里 16.11.10 35,人

記念講演 「イースター島モア

イ像の神話と現実」、国際交

流ハ不ルディスカッション
「世界の黒耀石研究とその将
来」

長門町 黒耀石サミット国際研究集会

長門町立埋蔵文化財セン
ター 「黒耀石展示 0体験
館」緑地等中央管理セン

ター

16。 9。 5 250′尺

地域研究がとらえた井戸尻文

化
富士見町井戸尻考古館 | 井戸尻文化の全体像 と地域研究

について 講師 :戸沢充則
コミュニティプラザ 16。 8。 21 120人

有孔鍔付土器をめぐつて 富士見町井戸尻考古館
酒造器 としての性格 講師 :長

沢宏昌
清泉荘 16.9。  12 64´人

座談会 :井戸尻文化の時代一

その黎明と展開と変容― 富士見町井戸尻考古館
遺跡の分布と消長からわかるこ
と 講師 :島田哲男、長崎元
廣、五味一郎、小林公明

清泉荘 16。 9。 23 40´人

「霧ケ峰黒曜石サミット」
下諏訪町・下諏訪町教育
委員会

黒耀石原産地の重要性を再確認
し、今後の保護・活用について
考える事を目的とし開催。講演
会 。原産地保有市町村代表者に
よるパネルディスカッション、
長門町「星くずの里黒耀石体験
ミュージアム」の見学

下諏訪町総合文化センター
16。 4。 24～

25
270人

おどろき
し

ふるさと歴史ばな
飯島町中央公民館

旧石器・縄文 。中世 。近代の歴
史について解説 講師 :丸山浩
隆       ~

飯島町文化棺 16。 7.22 83人

縄文土器にチャレンジ① 飯島町中央公民館 縄文土器の製作 飯島町文化棺 16。 7.3 11人

縄文土器にチャレンジ② 飯島町中央公民館 縄文土器の製作 飯島町文化棺 16。 9‐ 25 6人

縄文土器にチャレンジ③ 飯島町中央公民館 製作土器の野焼き 与田切公園内 5´人

公民館講座 高遠の歴史と文

化財 地中に眠る高速の暮ら
し

高速町公民館
勝間堀遺跡の調査結果から考え
られる高速の古代の暮らしにつ
いて 講師 :嶋田佳寿子

高速町総合福祉センターや
ますそ

16.7.8 30´人

柿の里大学「中央道発掘をふ り

返つて」
高森町教育委員会

昭和46・ 47年 に行われた中央道
西宮線の発掘調査を、当時の調
査主任によりふり返り、高森町
の遺跡の特徴を述べる

高森町福祉センター 16.12. 18 131人

「あちこちの城と松岡城」
高森町教育委員会 0(長

野県立歴史館)
中世城館跡を考察 高森町教育委員会 16。 7.4 20人

山形村の山城を探る 山形村ふるさと伝承館
村内にある山城を解説しなが
ら、その歴史的背景や文化遺産
の保護について考える

山形村 ミラ・フー ド館 16。 9。 4 50´人

文化財歴史ロマンの旅 波田町教育委員会
全3回。縄文を語る講演会、東
京国立博物館見学会等

波田町公民館、東京国立博
物館他

15。 6。 50
6.809,4

120人

『ここまでわかった若澤寺』 波田町教育委員会 若澤寺遺跡調査報告講演会 波田町中央公民館 16。 9。 18 60人

みんなの社会見学 博物館に

行こう
波田町教育委員会

松本市考古博物館、塩尻市平出
博物館等の見学

松本市考古博物館、塩尻市
平出博物館他

16。 11.2[〕 20人

安曇の古代を探る 穂高町公民館 古代安曇郡と穂高の歴史 穂高町公民館 17.3.10 30人

安曇の古代を探る 穂高町公民館 窯業遺跡から古代安曇郡を探る穂高町公民館 30人

安曇の古代を探る 穂高町公民館
明科廃寺の発掘調査から古代安
曇郡の成立を探る

穂高町公民館 17.3.24 30人

竪穴住居での暮らしぶり 坂北村教育委員会 原始の編物 「アンギン」作り 坂北村総合福祉センター 16。 11。 16 10人
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縄文時代 坂北村教育委員会 土器から見た信濃と越後の交流 坂北村総合福祉センター
16。 H。 6～

11.7
100´人

縄文時代 坂北村教育委員会 縄文のアクセサリー体験 坂北村歴史民俗資料館
16.11.6～

11.7
100´人

飛鳥の壁画古墳―高松塚 とキ

トラ古墳― 須坂市立博物館

最新の壁画古墳研究の成果が、ス
ライ ドを交えて紹介されたくまた
文化財保護のあり方も一緒に考え
る機会とした 講師 :石野博信

須坂市南部地域公民館 16。 12.5 88´人

地域史講演会 「北信濃の古
代」

中野市教育委員会・ (長

野県立歴史館)

最新の北信濃の古代像について

講演 講師 :

山田顕五氏宅 16.9。 26 55尺

中野市立中野平中学校出前講
座「見えるかな読めるかな木の

札にかかれた1300年 前の文」

中野市教育委員会 。(長

野県立歴史館)

木簡等の解説と利用機器の実演 中野市立中野平中学校 16.9。 29 30´入

中野市立中野平中学校出前講
座「高梨城の発掘調査」①

中野市教育委員会・ (長

野県立歴史館)

中世城館跡を概観する 中野市立中野平中学校 16.11.10 30人

中野市立中野平中学校出前講
座「中野から見た東ア

´
ジア」

中野市教育委員会 0(長

野県立歴史館)

東アジアの文字 中野市立中野平中学校 30人

中野市立中野平中学校出前講
座「体験考古学」

中野市教育委員会 。(長

野県立歴史館)
石のアクセサリーつくり 中野市立中野平中学校 16。 11.24 30尺

中野市立中野平中学校出前講
座「高梨城の発掘調査」②

中野市教育委員会・ (長

野県立歴史館)

中世城館跡を概観する 中野市立中野平中学校 16。 12.1 30´人

地球に生きる～北東アフリカ
ヌバ山地に行するカミと人と
の交流～

千曲市さらしなの里歴史
資料館

多方面で変動し深刻化する地球
環境問題の中、アフリカ大陸熱
帯サバンナ、スーダンの山地に

暮らすヌバ族の収穫祭を通し、
自然環境や景観の変動とその場
所に生きる人と自然の係 り方に
ついて、今生きている場所とし
ての 「地球」を愛し、永遠を願
う世界観について考える。

さらしなの里歴史資料館 17.3.21 76´尺

ボランティアガイ ド養成講座 千曲市森将軍塚古墳館 ボランティア養成講座 森将軍塚古墳館

17。 1。 23～

3。 20(5
回 )

150人

市民考古学講座 東御市教育委員会
特別展「縄文土器は変身する」群
馬県埋蔵文化財センター等の見
学

群馬県北橘村歴史民俗資料
館・長野県埋蔵文化財セン
ター 0観音山古墳・群馬県
立歴史博物館

16.12.1 28人

特別展関連シンポジウム「杉久
保遺跡の石器群をめぐる諸問
題」

野尻湖ナウマンゾウ博物
館・長野県旧石器文化研
究交流会

杉久保系石器群の研究の現状把
握 と課題を論議

信濃町公民館野尻湖支館
16。 6。 19、

2[l
50人

永正地蔵尊長野県宝指定記念
式典 永正地蔵尊と牟礼の文
化            

・

牟礼村公民館・牟礼村教
育委員会・むれ歴史ふれ
あい館

永正地蔵尊と牟礼の文化 講
師 :笹本正治 永正地蔵尊実測
調査の所見について 講師 :坂

本美夫

牟礼村公民館 17.2.1 144´人

信濃町の自然と歴史講座
野尻湖ナウマンゾウ博物
館

山の信仰と考古学一妙高山と北
信五岳― 講師 :小柳義男

信濃町総合会館 14尺

信濃町の自然と歴史講座
野尻湖ナウマンゾウ博物
館

杉久保ナイフ、日本の考古学に
かがやく信濃町の遺跡 講師 :

中村由克
信濃町総合会館 16。 11.11 12人
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工 学習会・その他

テーマ 主  催  者 内 容 会  場ヽ 開催日 参加者数

考古資料保存処理講習会 長野県立歴史館
保存処理と科学分析一その 1

長野県立歴史館研修室等 16.8.6

|

16人

博物館実習「考古資本卜の取
り扱い方」

長野県立歴史館
考古資料課の実務説明と公開
活用実習

長野県立歴史館研修室等 116.8。 19

|

8人

博物館実習「考古資料の保
存処理、考古資料課実務」

長野県立歴史館 保存処理実習 長野県立歴史館研修室等

長野県立歴史館遺物整理室等

16.8.20

|

8人

篠ノ井高校「お出かけ授業」
長野県篠ノ井高校・ (長野県立

歴史館)
アンギン作 り 16.12.7012。 10

|

60人

10年経験者研修 高校10年

研地域研修A 長野県総合教育センタ‐ 石のアクセサリーつくり 長野県立歴史館講堂等 16.729 18人

屋代高校スーパニ・サィェ

ンス・ハイスクール
千曲市屋代高等学校 0(長野県
立歴史館)

保存処理の実際と展示物につ
いての学習

長野県立歴史館遺物整理室等 16.6。 11 017.2.8 70人

総合的な学習の時間
千曲市立屋代中学校 (長野県立

歴史館)

アンギン作り 千曲市立屋代中学校 16.6.10 28人

総合的な学習の時間 小諸東中学校 (長野県立歴史館) 石のアクセサリーつくり 長野県立歴史館講堂等 1lo。
7.9 7人

バス見学会 松本市立考古博物館 市内の発掘現場と遺跡見学 弘法山古墳ほか 15人

勾玉作り
松本市立山辺小学校  (松本市
教育委員会)

勾玉製作 講師:考古博物館職
貝

山辺小学校 16.6.22 39人

勾玉作り
松本市立岡田小学校  (松本市
教育委員会)

勾玉製作 講師 :考古博物館職
貝

岡田小学校 16.7.8 67人

勾玉作り
松本市立筑摩小学校  (松本市
教育委員会)

勾玉製作 講師:考古博物館職
貝

筑摩小学校 53人

「親子勾玉づく,り 」体験講座 松本市立考古博物館
勾玉製作 講師:考古博物館職
貝

松本市立考古博物館 16.8。 7 17人

勾玉作り
松本市立高綱中学校・高綱中学
校PTA (松 本市教育委員
会)

勾玉製作 講師:考古博物館職
貝

高綱中学校 16.8.27 32人

勾玉作り
松本市立山辺小学校  (松本市
教育委員会)

勾玉製作 講師:考古博物館職
貝

山辺博物館 16.11.2 35人

親子歴史体験教室「黒曜石
の矢じりやペンダン トを作
ろう」

上田市立信濃国分寺資料館
黒曜石の矢じりや骨製ペンダ
ントを作る

上田市立信濃国分寺資料館 16.7.31 32人

親子歴史体験教室「縄文土
器を作ろう」

上田市立信濃国分寺資料館
縄文土器や耳飾りを粘土で作
る

上田市立信濃国分寺資料館 16.8.2 24人

親子歴史体験教室「埴輪を
作ろう」

上田市立信濃国分寺資料館
人物や動物の埴輪を粘土で作
る

上田市立信濃国分寺資本「館 16.8.28 20人

親子歴史体験教室「国分寺
瓦を作ろう」

上田市立信濃国分寺資料館 古代の国分寺瓦を粘土で作る 上田市立信濃国分寺資料館 16.11.20 21人

見学会「身近にある古代を見
に行こうⅦ」

飯田市上郷考古博物館 上郷地区の古墳見学
― 上郷の古墳 16.5 24人

見学会「春季展示特別見学
会」

飯田市上郷考古博物館
春季展示の展示解説後、縄文
時代の遺跡見学

飯田市上郷考古博物館及び市
内遺跡

24人

見学会「伊那谷の城郭探訪
Ⅱ」

飯田市上郷考古博物館 知久氏関係の城郭見学 市内遺跡 16.9。 25 22人

大座 2号古墳復元移築完成
記念

竜丘公民館  (飯田市教育委員
会)

大座 2号古墳の移築・復元完
成を記念して、講演会・勾玉
つくり・餅つき等を実施

時又竜丘 2号公園 16.12.19 60人

中学校総合学習指導 飯山第二中学校 市内の文化財等の見学 市内各地 16.6.24～ 6.26 80人

文化財めぐり 飯山市教育委員会 市内指定文化財の現地見学会 市内各地 16.8.10 32人

縄文教室① 縄文の布 茅野市尖石縄文考古館
アンギン編みを題材にした縄
文の布づくり体験

茅野市尖石縄文考古館 16.6。 5-6 11人

縄文教室② 石器とイモ 茅野市尖石縄文考古館
石器による土掘具づくりとイ
モ掘り体験

茅野市尖石縄文考古館 16。 7.10-11

16.7.31-8。 1

11人

縄文教室③ 夏休み親子縄
文教室

茅野市尖石縄文考古館 親子による市内遺跡見学 茅野市尖石縄文考古館ほか 12人

縄文教室④ 女神とビァナ
ス(縄文土器

茅野市尖石縄文考古館
土偶と縄文土器の製作体験講
座

茅野市尖石縄文考古館 16。 9。 11-12 8人
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石と粘土を材料にした耳飾 り
製作体験

縄文のカゴ編み技法を学ぶ、
模造材料を使つたカゴ作り体
験

黒曜石を使つた石器作 り体験
講座

ワークショップ会員を対象と
した研修講演会

尖石縄文コンサ‐ 卜・尖石縄
文文化賞受賞式・縄文火祭
り。縄文食・とがりんびっく
(競技)等

縄文時代の土鈴をモデルに作製

16年度に行われた松本・木曽
地区の発掘調査概要の紹介

復元住居の棟上式、 ドングリ
の種まき、古代食の試食など

文化財の大切さを知 り、その

保存や活用について考えた

火おこし、玉作り

縄文教室⑤ 組文人と耳飾
り

縄文教室⑥ 縄文のカゴづ
くり

縄文教室⑦ 縄文の石器作
り

ワークショップ学習課・富
士見市立水子貝塚資料館の

市民学芸員

茅野市尖石縄文考古館

茅野市尖石縄文考古館

茅野市尖石縄文考古館

茅野市尖石縄文考古館

茅野市5000年尖石縄文まつり実
行委員会

原村教育委員会

塩尻市立平出博物館
~

塩尻市立平出博物館

茅野市尖石組文考古館

茅野市尖石縄文考古館

茅野市尖石縄文考古館

茅野市尖石縄文考古館

尖石縄文公園他

原村中央公民館

塩尻市総合文化センター

平出史跡公園整備事業地内

新潟県立歴史博物館

16.11.6-7

17.2.5～ 6

17.3.26-27

16.10.30 10.9。

10.10

16.5.22

16.2.27

16.11.3

16.10.13

茅野市5000年 尖石縄文まつ

り' 04

ジュニア教室「土鈴を作つ
てみよう」

第 3回松本、木曽地区遺跡
発表会

ひらいで遺跡まつり

市民文化財研修

少年考古学教室

縄文式釣 り針を使らたマス

釣 り体験

中野市教育委員会

佐久市教育委員会

北相木村教育委員会

長門町教育委員会

文化財課事務室

北相木村役場前の川原 16.9.23

シカの骨を材料にした釣り
づくりと、それを用いたマス
釣り

上小青少年指導者研修会

上小教職員研修会

黒曜石原産地遺跡見学会

長門町立埋蔵文化財センター
「黒耀石展示・体験館」、原
始・古代ロマン体験館、車山
遺跡群、緑地等中央管理セン
ター

長門町立埋蔵文化財センター
「黒耀石展示・体験館」

16.6。 1207.17・
9.509。 11

16.8.11

16.5.14

16.6.6

16:11.7

体験学習・原産地遺跡群の

分布調査 0黒耀石サミッ
ト・鷹山遺跡学習会

長門町教育委員会遺跡の保存活用と体験学習
について

遺跡の保存活用と体験学習
について

イミダス下諏訪「黒曜石のふるさ
とみてある記」

長門町教育委員会

下諏訪町立諏訪湖博物館

下諏訪町立諏訪湖博物館

長門町立埋蔵文化財センター
「黒耀石展示 。体験館」

下諏訪町星ヶ塔遺跡

下諏訪町立諏訪湖博物館

下諏訪町立諏訪湖博物館

土偶 。埴輪作 りの体験
キッズ 0ク ラブ  「土偶
埴輪をつくつてみよう !」

キッズ・クラブ  「石器を
つくつてみよう !」

下諏訪町立諏訪湖博物館下諏訪町立諏訪湖博物館 16.12.19
キッズ・クラブ 「勾玉を
つくつてみよう !」

下諏訪町立諏訪湖博物館 下諏訪町立諏訪湖博物館 17.2.26

16.5。 7

16.6.19-11.3

キッズ・クラブ  「ドング

リを食べてみよう !」

縄文体験と機織体験
富士見町井戸尻考古館・民俗資
料館

富士見町井戸尻考古館

飯島町教育委員会

中川村伊南公民館

16.8。 7～8.8

バスハイク「井戸尻文化一

千年のむらめぐリー」

町内文化財めぐり

ふるさとめぐり (ふるさと
の良さを再発見する)

勾玉作 りの体験

ドングリクッキー等の試食体
験

町内小学校の依頼により、滑
石で飾玉を作る

生地作 りから野焼きまで行
い、文化祭に出品する

ゆとりろ

富士見町井戸尻史跡公園・民
俗資料館

弓矢の的当て、飾玉作り

山梨県内の主要遺跡を訪ねる 山梨県内

石造文化財の現地見学 (史

跡・石仏等)
飯島町下在地区

道祖神等の石仏めぐり 村内各所

ふるさと探訪 山形村公民館

穂高北小学校6学年  (穂高町
教育委員会)

小中学生とその親を対象と
し、ふるさとの歴史を学ぶ。
土器づくり、土器焼き、勾玉
づくりを行 う

山形村農業者 トレーニングセ
ンター

16:6.1907.17。
8.21

町内の縄文遺跡から出土した
縄文土器をモデルに縄文土器
を製作し、野焼きを行 う

16。 7.1207.130
7.2007.22(ク ラ
スごと製作)、

10。 14(野焼き)

縄文土器作り
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テーマ 主  催  者 内 容 場 開催 日 参加者数

縄文土器作り
穂高西中学校  (穂高町教育委

員会)

町内の縄文遺跡から出土した

縄文土器をモデルに縄文土器

を製作 し、野焼きを行 う

鐘の鳴る丘集会所

7.2208.220
8.1908.26・
9。 2・ 9.9・ 9。 16・

各20メ

縄文土器作り
牧地区子ども会育成会  (穂高
町教育委員会)

町内の縄文遺跡から出土した

縄文土器をモデルに縄文土器
を製作し、野焼きを行う

牧地区公民館

16.7.19(製作)、

10:3010.25(野焼
き)

15メ

古墳の学習
穂高北小学校6学年  (穂高町

教育委員会)

有明古墳群の歴史 (古墳学

習)

有明古墳群 22 138人

縄文体験 坂北村教育委員会 保育園児の見学 坂北村歴史民俗資料館 16.11.16 25人

縄文体験 坂北村教育委員会 坂北小学校見学 坂北村歴史民俗資料館 16。 7.25 23人

縄文体験 坂北村教育委員会 千葉市農山村留学見学 坂北村歴史民俗資料館 16.8.2 62人

縄文体験 坂北村教育委員会    ) 聖南中学校見学 坂北村歴史民俗資料館 16.8.27 27人

縄文体験 坂北村教育委員会 坂北小学校児童、土器を描く 坂北村歴史民俗資料館 16.10.1・ 10。 15 23人

縄文体験 坂北村教育委員会 聖南中学校生徒、土器を描く 坂北村歴史民俗資料館 16.10。 1,_10.15 61人

土器づくり 千曲市さらしなの里歴史資料館 土器づくりと野焼き さらしなの里歴史資料館 16.4.1-10.31 188人

古代編物づくり 千曲市さらしなの里歴史資料館 ガマの網代編製品づくり さらしなの軍麻史資料館 16.4.1-17.3.31 11人

石器づくり 千曲市さらしなの里歴史資料館 黒曜石の石器づくり さらしなの里歴史資料館 16.4.1-17。 3.31 637人

古代火起こし 千曲市さらしなの里歴史資料館
各種火起こし器による着火体

験
さらしなの里歴史資料館 16.4.1-17 297人

縄文飾り玉づくり 千曲市さらしなの里歴史資料館
滑石によるヒスイ風ペンダン

ト作り作り
さらしなの軍歴史資料館 16.4.1-17.3.31 1,969人

縄文人変装 千曲市さらしなの里歴史資料館
縄文服を身につけて縄文人に
変身

さらしなの軍歴史資料館 1564。 1-17.3.31 2,616人

古代陶芸教室 千曲市さらしなの里歴史資料館 須恵器等製作 さらしなの里歴史資料館 16.5-17.11 延べH4人

古代布づくり教室 千曲市さらしなの里歴史資料館 縄文編布づくり さらしなの里歴史資料館 16.12-17.3 延べ95人

さらしなの里縄文まつり
さらしなの里縄文まつり実行委
員会  (千曲市教育委員会)

縄文時代の衣食住体験イベン

ト
さらしなの里古代体験パーク 16.10。 31 4,500り k

古墳探検隊 千曲市森将軍塚古墳館
埴輪 :鏡・勾玉作り等を通じ
て歴史に親しむ

森将軍塚古墳館 16.5。 29-17.2.6 264人

親子古墳教室 千曲市森将軍塚古墳館
埴輪・勾玉作り等を通じて歴

史に親 しむ
森将軍塚古墳館 16.8。 108.8 43人

ガラス玉作り教室 千曲市森将軍塚古墳館 ガラス玉作り 森将軍塚古墳館 17.2.19-2.27 73人

体験教室

びんぐし子どもフェスティバル

実行委員会  (坂城町教育委員
会)

勾玉づくり・火おこし びんぐし公園 16.5。 23 100人

勾玉づ くり 坂城町教育委員会 勾玉づ くり
坂城町格致学校歴史民俗資料
館

16.10。 31 20人

火おこし 坂城町教育委員会 火おこし
坂城町格致学校歴史民俗資料
館

16.10.31 25人

文化財オリエンテーリング
①

木島平村公民館
村指定文化財の登山を実施し

学習を深める
犬飼城跡 H16.5。 23 18人

文化財オリエンテーリング
②

木島平村公民館
秩父街道を歩き観音信仰の学

習を深める
秩父街道 H16。 8。 8 20人

も
イ

“

Tオ
リエンテーリング

 1木
島平村基民館

先人の開墾 した「上堰」を歩
き学習を深める

樽滝から巣鷹八幡社 H16.10.10 14人

博物館ミニ講座      1基 警
町野尻湖ナウマンゾウ博物

石器づくり 野尻湖ナウマンゾウ博物館 16.8。 1-8.13 450人
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オ 出版物

発行者 童
日 名 発行年月

長野県埋蔵文化財センター 長野県埋蔵文化財センター 年報21 17.3

長野県埋蔵文化財センター 埋文ニュース「みすずかる」通巻4号

長野県埋蔵文化財センター 埋文ニュース「みすずかる」通巻 5号 16.12

長野県埋蔵文化財センター 埋文ニュース「みすずかる」通巻 6号 17.3

長野県埋蔵文化財センター 県営蓼科ダム埋蔵文化財発掘調査報告書―茅野市内一笹原上第 1遺跡・笹原上第 2遺跡

長野県埋蔵文 fヒ財センター 国道153号線伊那・松島バイパス埋蔵文化財発掘調査報告書―箕輪町内一箕輪遺跡 17.3

長野県埋蔵文 fヒ財センター 地方道路交付金業務 (主)下仁田臼田線埋蔵文化財発掘調査報告書―臼田町内一三分遺跡 1   17.3

長野県埋蔵文化財センター 地方道路交付企業務 (主)り |1上佐久線埋蔵文化財発掘調査報告書一日田町内二唐松B遺跡 17.3

長野県埋蔵文 fヒ財センター 広域営農団地農道整備事業佐久南部地区埋蔵文化財発掘調査報告書一ノヽ千穂村内一馬込遺跡 17.3

長野県埋蔵文化財センター 国営アルプスあづみの公園埋蔵文化財発掘調査報告書一大町市内その2-肩平遺跡 0菅ノ沢遺跡・まねき遺
跡・寺海戸遺跡・神明原遺跡 ,窪平遺跡・山の神遺跡・乳川石堤

16.12

長野県埋蔵文 fヒ財センター 国道4747号線 (飯喬道路)埋蔵文化財発掘調査報告書一飯田市内その 1-長野県竹佐中原遺跡における旧石器
時代の石器文化一

長野県埋蔵文化財センタ‐ 安曇野農業水利事業あづみ野排水路埋蔵文 fヒ財発掘調査報告書一三郷村内一三角原遺跡 17.3

長野県埋蔵文化財センター 農林漁業揮発油税財源身替事業
一原林遺跡

(県単農免農道整備事業)に伴 う埋蔵文化財発掘調査報告書―飯島町内その 2
16.7

長野県埋蔵文イヒ財センター 担い手育成基盤整備事業 (芹ヶ沢地区)国道299号線バイパス建設事業埋蔵文化財発掘調査報告書―聖石遺跡 0

長峯遺跡 0(別田沢遺跡)

長野県埋蔵文化財センタァ

編集・国土交通省関東地方
整備局国営アルプスあづみ
の公園事務所発行

フォーラムあづみの一国営アルプスあづみの公園づくりと文化財の活用一 17.2

長野県立歴史館 長野県立歴史館たよりvol.39～ 42
16.6・ 90
12 ・ 17.3

長野県立歴史館 ブックレット「信濃の風土と歴史Hた たかう人びと一戦争と平和一」 17.3

長野県立歴史館 長野県立歴史館紀要H号 17.3

長野県立歴史館 展示案内 17.3

長野県立歴史館 10周 年記念春季展 リーフレット

長野県立歴史館 速報展ポスター 17.3

長野県立歴史館 速報展 リーフレット 17.3

長野市教育委員会 長野市埋蔵文化財センター所報 N015 16.7

長野市教育委員会 長野市の埋蔵文化財第107集 裾花川扇状地遺跡群 西方遺跡(2) 16.9

長野市教育委員会
長野市の埋蔵文化財第108集  浅川扇状地遺跡群 桐原宮西遺跡・権現堂遺跡(2)0古田古屋敷遺跡(2)0返目
遺跡

17.3

長野市教育委員会 長野市の埋蔵文化財第109集  松代城下町跡 中木町・西木町・紺屋町 17.3

長野市教育委員会 長野市の埋蔵文化財第HO集 松代城下町(2)殿町 17.3

松本市教育委員会 塩倉池遺跡Ⅵ・塚山古墳群 17.3

松本市教育委員会 松本城下町跡宮村町第 2次・天神西遺跡第 2次

松本市教育委員会 大村遺跡Ⅵ 17.3

松本市立考古博物館 松本市立考古博物館リニューアルオープン記念誌「考古」

松本市立考古博物館 「考古館新聞」血27 16.6

松本市立考古博物館

松本市立考古博物館

松本市立考古博物館

松本市立考古博物館

松本市立考古博物館

「考古館新聞」No。 28

「考古館新聞」m29

「考古館新聞」M30

「考古館新聞」No。 31

「考古館新聞」NO。 32

16。 7

16.9

16。 11

17.1

17.3
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飯田市教育委員会

飯田市教育委員会

飯田市教育委員会

飯田市教育委員会

飯田市教育委員会

飯田市教育委員会

飯田市教育委員会

飯田
′
市教育委員会

飯田市上郷考古博物館

諏訪市教育委員会

飯山市教育委員会

いいやま博物館友の会

17.2

17.3

17.3.

17.3

17。 3

17.3

17.3

17.3

16.10

17.3

16.5

16.7

17.3

山の恵み―奥信濃飯山の自然と文化‐

飯山市埋蔵文化財調査報告書第71集 長野県飯山市小菅総合調査報告書

岡谷市教育委員会 榎垣外遺跡発掘調査報告書 (概報)平成16年度 榎垣外遺跡ほか岡谷市内遺跡発掘調査報告書

岡谷市教育委員会 荒神塚古墳

岡谷市教育委員会 目切 0清水田遺跡

17.3

17.3

塩尻市立平出博物館 平出博物館紀要 第22集 17.3

前林遺跡 (付 前林廃寺)

恒川遺跡群一遺物編 その 1(古代・中世)一

平成15。 16年度 市内緊急発掘調査報告書 .

恒り|1遺跡群

秋季展示図録「縄文世界の土偶=その造形と展開―」 _

諏訪市埋蔵文化財調査報告第60集
「市内遺跡発掘調査報告書 (平成16年度)」

飯山市埋蔵文化財調査報告書第70集 飯山城跡■城山児童館増築に伴う発掘調査― ‐  :

塩尻市立平出博物館 平出博物館講座ノー ト 第19集

千曲市教育委員会 更埴条里水田址七ツ石地点2 粟佐遺跡群宮裏遺跡Ⅱ発掘調査報告書

千曲市教育委員会 屋代遺跡群荒井遺跡 5次発掘調査報告書

千山市森将軍塚古墳館 千曲市森将軍塚古墳館ガイドブック

17.3

17.3

17.3

17.3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第121集 後家山遺跡 東久保遺跡 宮田遺跡 IOⅢ 16。 10

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第122集  聖原一第4分冊一 16.9

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第123集  西村中遺跡 17.2

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第124集  市内遺跡2003 17.3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第125集  西一本柳遺跡XⅡ

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第126集  聖原一第5分冊一

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第127集 西一本柳遺跡X

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第128集  野沢館跡VIl

16.12

17.2

17.2

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第129集 戸坂遺跡Ⅲ

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第130集  平馬塚遺跡 I

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第131集 大奈良遺跡

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第132集  野沢館跡Ⅵ

臼田町教育委員会 臼田町埋蔵文化財調査報告書第13集 山崎遺跡

望月町教育委員会 望月町文化財調査報告書第25集 平石遺跡

下諏訪町立諏訪湖博物館 特別展「黒曜石 時を超えて」展示図録

17。 2

17.2

17.2

17.2

16.4

富士見町教育委員会 御所平遺跡一平成16年度県営中山間総合整備事業御柱の里地区農道整備に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書― 17,3

富士見町教育委員会 坪平遺跡・森平遺跡・御射山遺跡
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発行者 童
日 名 発行年月

富士見町教育委員会 井戸尻考古館建館二十周年記念 講演録集 17.3

原村教育委員会 原村の埋蔵文化財68 比丘尼原北遺跡 (第203次発掘調査) 17.3

原村教育委員会 原村の埋蔵文化財69 比丘尼原遺跡 (第2次発掘調査) 17.3

辰野町教育委員会 羽場崎遺跡発掘調査報告書 17.2

高速町 史跡高速城跡整備実施計画書 17.3

箕輪町教育委員会 箕輪町―平成14015年度町道改良事業に伴 う埋蔵文化財緊急発掘調査報告書 17.3

和田村教育委員会 村内遺跡発掘調査報告書 17.3

木祖村教育委員会 県営担い手育成畑地帯総合整備事業に伴 う埋蔵文化財発掘調査報告書 17.2

波田町教育委員会 若澤寺を探るⅡ 若澤寺跡調査報告書 17.3

波田町教育委員会 若澤寺を探るⅢ 若澤寺文献資料集 1 16.10

波田町教育委員会 若澤寺を探るⅣ 若澤寺文献資料集 2 17.3

三郷村教育委員会 東小倉遺跡Ⅳ 17.3

東御市教育委員会 平成16年度町内遺跡発掘調査概要報告書 17.3

坂北村教育委員会 長野県
松本地方事務所

県営中山間総合整備事業筑北地区埋蔵文化財発掘調査報告書 17.3

坂北村公民館 公民館報 (ひがしばた通信)整理作業の様子他
16.7・ 9・

12 0 17.2

坂城町教育委員会 町内遺跡発掘調査報告書2004 17.3

豊田村教育委員会 豊田村
土地開発公社

飯綱平遺跡Ⅱ一飯綱平住宅地造成工事に伴 う発掘調査報告書― 17.2

牟礼村教育委員会 長野県宝 永正地蔵尊 (パンフレット) 17.2

野尻湖ナウマンゾウ博物館 杉久保遺跡出土の石器 〔資料図録〕

信濃町教育委員会 平成16年度町内遺跡発掘調査報告書一杉久保遺跡他一 17.3

写真3 飯田市教育委員会が平成16年度に刊行 した報告書 (飯田市教育委員会提供 )
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力 新指定文化財 (埋蔵文化財関係 )

名 称 種 別 指定年月日 所  在  地 概 所有者

妻籠城跡 県史跡 16.11.22 木曽郡南木曽町吾妻

中山道側に土塁の残る二郭、二郭と主郭を隔てる自然の谷地形を利
用した大堀切、木曽谷の南北をよく見渡せる主郭など全体として遺

構の県存状況はよい。中世末期から近世初頭の山城の状況をよく伝
えており、木曽谷、そして長野県を代表する城郭の一つとして貴重
である。

南木曽付 他

土偶 県 宝 16.11.22
茅野市豊平東嶽4734-
132 茅野市尖石縄文考

古館

中ッ原遺跡より平成12年に土坑より出土した、縄文時代後期前半の

仮面装着顔面表現の土偶。墓墳内に人為的に埋置されての状況が明

確になつたことは重要。

茅野市教育委
員会

永正地蔵尊及び石寵 附五
輪塔3基、板碑型石塔2基 県宝 16.11.22 牟礼村大宇牟礼宇地蔵堂

867-2 地蔵堂遺跡から昭和の初めに出土。中世石寵 (永正4年造立) 神谷 昇

高遠山古墳 県史跡 17.3.28 中野市大宇新野宇希瀧山
他

古墳時代前期の畿内系前方後円墳の様相を呈し、東 日本最古級の前
方後円墳である。東日本の弥生時代から古墳時代に移行 しようとす
る時代の貴重な遺跡である。

(株)信越開
発 他 7名

根塚遺跡 県史跡 17.3.28 下高井郡木島平村大宇往
郷宇根塚 他

当遺跡は、東西105m、 南北58m、 標高329.66mの 自然の残丘で、周囲
の水田との標高差が7か ら10mあ り、表面積は3,500ポ ほどである。発

見された弥生時代後期の円形墳丘墓は「根塚弥生墳丘墓」と命名さ
れ、日本海側に分布する墳丘墓の北端に近い位置にある。埋葬主体
である木棺からは鉄剣やガラス小玉・管玉が副葬され、また木棺頂
部には木棺を囲むように土器が出土している。遺跡内より出土した
「渦巻文装飾付鉄剣」を含む3本の鉄剣が朝鮮半島製であることがわ
かつたことから、根塚遺跡の性格を考える上で 重要な問題が提起
されることとなつた。

木島平村

西方寺の雲室書簡 市有形 17.5 飯山市大宇照里 武田雲室書簡を屏風に仕立てたもの 西方寺

鳥踊り 市無形民俗 17.5。 26 飯山市内全域 鳥踊り 飯山市′島踊り
保存会

縄文時代中期土器壺 有形文化財
日義村124-イ 徳音寺
宣公資料館

元治 2年 (1865)に 官の原地区での開田工事中に発見された口径
13.5cm、 高さ11.7cmの 完形土器。

日義村

平安時代墓副葬品一括 有形文化財 17.3.14 日義村1600-1 日義村
教育委員会

灰釉陶器 (長頚壺 1、 碗 3、 耳皿 1、 皿 7)土師器甕 1、 鉄器 (鏃 4、 刀
子 1、 毛抜き?1) 日義村

平安時代墨書土器一括 有形文化財 17.3.14 日義村1600-1 日義村
教育委員会

灰釉陶器 (碗 1、 皿3)「大野保 政所」の墨書は、この地域の地名
が大野保であり、行政役所が整備されていたことを示している。

日義村

兜山古墳 市史跡 16.11.24 人幡、蓮田 佐久平では貴重な保存状態の良好な2基の中期古墳 依田 仁

荒城遺跡出土双口土器 町史跡 16.7.20 箕輪町大宇中箕輪10,286
-3 箕輪町郷土博物館

平成13年度荒城遺跡緊急発掘調査による第4号住居跡から出土。日縁
大10.3cm・ 小8.5cm、 器高大13.lcm、 小12.3cm、 底部径5.5cm。 一つ

の胴部に高さが違う二つの口縁部が装着され、形状ぼ「U」 の字状を呈

する。日縁部は胴部からやや「ラッパ」状に開き、それぞれ「山」形の

突起が一つ見られる。文様は外面は単節RL縄文施文後、口縁部付近
に半割竹管文が 2周施される。諸磯 a式土器の特徴を示す。

箕輪町
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埋蔵文化財関係補助金事業

(5)補助事業

ア :円

補助事業者 補 助 事 業 名 補助対象経費
ネ甫功対象経費部分の

'

]訳

国庫補助金 県費補助金 市町村負担金

坂城町 町内遺跡 発掘調査等 4,500,000 2,250,000 0 2,250,000

望月町 町内遺跡 発掘調査等 3,706,000 1,853,000 0 1,853,000

岡谷市 市内遺跡 発掘調査等 10,000,000 5,000,000 0 5,000,000

諏訪市 市内遺跡 発掘調査等 1,000,000 50o,000 0 500,000

飯山市 市内遺跡 発掘調査等 7,000,000 3,500,000 350,000 3,150,000

原村 村内遺跡 発掘調査等 1,834,000 917,000 137,000 780,000

辰野町 町内遺跡 発掘調査等 436,000 218,000 0 218,000

波田町 一 町内遺跡 発掘調査等 7,000,000 3,500,000 350,000 3,150,000

御代田町 町内遺跡 発掘調査等 2,000,000 1,000,000 150,000 850,000

下諏訪町 町内遺跡 発掘調査等 1,200,000 600,000 90,000 510,000

松本市 市内遺跡 発掘調査等 1,180,000 590,000 0 590,000

佐久市 市内遺跡 発掘調査等 17メ 520,000 8,760,000 0 8,760,000

東御市 市内遺跡 発掘調査等 2,000,000 1,000,000 100,000 900,000

上田市 市内遺跡 発掘調査等 1,300,000 650,000 0 650,000

坂城町 町内遺跡 発掘調査等 2,000,000 1,000,000 0 1,000,000

信濃町 町内遺跡 発掘調査等 600,000 300,000 0 300,000

飯田市 市内遺跡 発掘調査等 8,224,000 4,112,000 556,000 3,556,000

茅野市 市内遺跡 発掘調査等 1,850,000 925,000 91,000 834,000

千曲市 市内遺跡 発掘調査等 3,000,000 1,500,000 225,000 1,275,o00

木祖村 村内遺跡 発掘調査等 466,000 233,000 0 233,000

富士見町 町内遺跡 発掘調査等 670,000 335,000 0 335,000

千曲市
倉科将軍塚古
墳出土遺物

埋蔵文化財出土遺
物保存処理

2.000。 000 1,000,000 0 1,000,000

佐久市
東一柳古墳ほ
か出土物

埋蔵文化財出土遺
物保存処理

2,200,000 1,100,000 0 1,100,000

合  計 23件 81,686, 000 40,843,000 2,049,000 38,794,000
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跡・ 金

補助事業者 補 助 事 業 名 補助対象経費

補助対象経費部分の内訳

国庫補助金 県費補助金 市町村負担金

上田市 上田城跡 記念物保存修理 9,600,000 4,800,000 720,000 4,080,000

南木曽町 中山道 記念物保存修理 3,000,000 1,500,000 225,000 1,275,000

千曲市 埃捨 (田 毎の月 ) 記念物保存修理 30,000,000 000,000 2,250,000 12,750,000

長野市
松代城跡附新御
殿跡

記念物保存修理 47,000,000 23,500,000 23,500,000

長野市 大室古墳群 記念物保存修理 30,000,000 15,000,000 2,250,000 12,750,000

茅野市
尖石石器時代遺
跡

記念物保存修理 13,000,000 6,500,000 975,000 5,525,000

松本市 松本城 記念物保存修理 20,668,000 10,334,000 10,334,000

塩尻市 平出遺跡 記念物保存修理 53,000,000 26,500,000 2,650,000 23,850,000

上田市 信濃国分寺跡 記念物保存修理 15,000,000 7,500,000 750,000 6,750,000

長門町
星糞峠黒曜石原
産地遺跡

記念物保存修理 9:753,000 4,876,000 4,877,000

中野市
十二崖チョウゲ
ンボウ繁殖地

天然記念物緊急調査 3,000,000 1,500,000 1,500,000

茅野市 駒形遺跡
史跡等買上げ (直接
買上げ)

70,284,000 56,227,000 2.319。 000 11,738,000

塩尻市 平出遺跡
史跡等買上げ (直接

買上げ)

1´13,861,000 91.088。 000 3.757.000 19,016,000

上田市 信濃国分寺跡
史跡等買上げ (直接
買上げ)

47,104,000 37,683,o00 1,554,000 7,867;000

長野市 大室古墳群
史跡等買上げ (先行
取得償還)

82,765,000 66,209,000 2,730,000 13,826,000

合   計 15件 548,035,000 368,217,000 20,180,000 159,638,000

業
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(6)会議及び研修

ア 市町村埋蔵文化財担当者発掘調査技術研修会 ｀

同  時  平成 16年 12月 17日 (金)

場  所  長野県立歴史館   参加人数48名

講  演  「再葬墓研究の現状と調査方法の

(明治大学教授 石川日出志)

「出土人骨から何がわかるか」

(京都大学霊長類研究所所長 茂原信生)

:l締J報告  「墓の調査～千曲市力石条里遺跡出土の弥生時代前期の再葬墓を中心に～」

(長野県埋蔵文化財センター調査研究員 西 香子)

「人骨の取り上げ～飯田市石子原遺跡での事例を中心に～」'

(長野県埋蔵文化財センター調査研究員 石上周蔵)

イ 関東甲信越静地区担当者会・研修会

① 平成 16年度関東甲信越静地区埋蔵文化財行政担当者会議

日  時  平成 16年 10月 14日 (木)。 15日(0
場  所  神奈川県 三浦市

協議内容  近現代遺跡の取扱いについて。文化財保護法57条の2お よび57条の3に係る違反

への対処について 他

現地視察 _横須賀市 猿島砲台跡 。小原堡塁砲台跡

横浜市  日吉台地下壕

② 平成 16年度関東甲信越静地区埋蔵文化財担当職員共同研修協議会

日  時  平成 16年 11月 25日 (木)。 26日 (0
場  所  新潟県 長岡市

テ ー マ  聯電文時代草創期の様相」

※新潟県中越大震災被災のため、開催中止

ウ 文化庁等主催埋蔵文化財担当職員講習会

① 平成 16年度第 1回埋蔵文化財担当職員等講習会

日  時  平成 16年 9月 2日 (外003日 (4∋・4日 (ILl

場  所  佐賀県 佐賀市

参加人数  2名
講  ` 義  埋蔵文化財保護行政の現状と課題 2004

(文化庁文化財部記念物課主任文化財調査官 坂井秀弥)

M子政目的で行う埋蔵文化財の調査についての標準」について

(文化庁文化財部記念物課文化財調査官  4Ti 田佳男)

「文化的景観の保調 と「整備の手引き」について

(文化庁文化財部記念物課主任文化財調査官 本中 真)

シンポジウム  統■テーマ「埋蔵文化財行政における保存と活用」

基調報告 「遺跡を中心とした文化財行別  (岩手県一戸町教育委員会 高田和徳)

賭Б市計画のなかの埋蔵文化財」(岐阜県大垣市教育委員会 中井正幸)

附勢原市の文化財保護行政と埋蔵文化財」

(神奈川県伊勢原市教育委員会 立花 実)
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陥 岡県の文化財保護行政」     幅 岡県教育委員会 伊崎俊秋)

陥 島県の埋蔵文化財行政における保存と活用」

((D福島県文イ    団 玉川一郎)

陪野ケ里遺跡の保存と活用」    (佐 賀県教育委員会 七田忠昭)

i蹴文化財と都市計画」  (文化庁文化財部記念物課 市原富士夫)

講  演  「遺跡の魅力と役割」。           (佐 賀女子短期大学 高島忠平)

現地見学会  吉野ケ里遺跡

② 平成16年度第2回埋蔵文化財担当職員等講習会

日  時  平成 17年 1月 13日 (オ0014日 (4D。 15日 (ILp

場  所  静岡県 静岡市

参加人数  3名
シンポジウム基調報告 「特別史跡登呂遺跡の保存と活用」 (静岡市登呂博物館 中野 宥)

現地見学会  登呂遺跡、資料館

他は、第 1回 と同様の内容

工 市町村文化財担当者ブロック会議

管 内 開 催 日 場 所
参´力日

市田計す
主 な 議 題 等

佐久教育

事 務 所

平成 17年

2月 18日

八千穂村

福祉セン

ター

8
1事例発表 (臼田町、八千穂村)

2各市田升すの提出議題について

上田教育

事務所

平成 17年

2月 15日

上田合同

庁舎
8

1国史跡指定文化財の改修工事に係る補助について

2個人で保有している古文書等の保管方法の把握状況

3災害時における文化財の対応について

伊那教育

事 務 所

平成 17年

2月 21日

中川村文

化センタ 16

1発掘調査の民間委託について

2個人住宅建設に伴う発掘調査について

3埋蔵文化財調査事業に関する賃金及び潮酬1費単価

飯田教育

事 務 所

平成 17年

2月 24日

泰阜村山

本す開発セ

ンター

7
1事例発表 (泰阜村、飯田市、高森町、清内路村)

2発掘調査の積算標準及び文化財の有効活用について

松本教育

事務所

平成 17年

2月 24日

大町市文

化財セン

ター

15

1民間開発における埋文保護の現状

2高山蝶オオイチモンジの保護について

3市町村合併に伴う文化財の扱いについて

4現地視察研修 (仁科神明宮)

長野教育

事務所

平成 17年

2月 4日

小布施町

イ賜

1文化財保護法の一部改正について

2市町村指定文化財の保護費の実睛について

3市田計す指定予定物件調査費の予算及び担当職員の状

況について

4市田計す文化財保護審議会の実情について

5個人住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査について

6視察研修 (おぶせミュージアム・歴史民俗資料館)
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オ 独立行政法人奈良文化財研究所 埋蔵文化財センター研修

研修
区分

課  程 実 施 期 日 定員 内 容 受 講 者

一
般

一  般  課  程 6/15～ 7/23 18
遺跡の発掘調査を進めるために
必要な基礎的知識 と技術の研修

松本市教育委員会    1名

専

P日

研

修

写 真 基 礎 課 程 5/11- 5/21 16
埋蔵文化貝オの写真撮影等に関し
て必要な基礎的知識 と技術の研
修

な し

保 存 科 学 課 程 5/27- 6/9 16
出土遺物の保存科学的処理方法
に関して必要な知識 と技術の研
修

な し

文 化 財 写 真 課 程 8/18- 9/17 12
埋蔵文化財の写真撮影等に関 し
て必要な専門的知識 と技術の研
修      :

な し

跡
程

遠還通
課

交
査

代古
調

9/28-10/6 16
古代交通遺跡の調査研究に関す
る専門的知識 と技術の研修

な し

遺 跡 環 境 調 査 課 程 10/14-10/29 16
遺跡の発掘において、第四紀学
の成果を用いて過去の自然環境
を推定復原する方法を学ぶ研修

県埋蔵文化員オセ ンター   1名

跡
程

泣退落
課

集
査

代古
調

11/30-12/10 16
古代集落遺跡の調査研究に関し

て必要な専門的知識 と技術の研
修

千曲市教育委員会    1名

報 告 書 作 成 課 程 1/12～ 1/21 24
見やすく読みやすい報告書の作
り方 と、図録・学術誌編集の基
礎に関する研修

県埋蔵文化財セ ンター   1名

遺 跡 保 存 整 備 課 程 1/26-2/9 16
遺跡の保存・整備・活用を進め
るのに必要な専門的知識の研修

な し

査
＞

調
代古

器
＜

磁
程

陶
課

2/15～2/22 20 遺跡出土陶磁器の調査研究に必
要な専門的知識 と技術の研修

な し

的
程

学
課定

科
決

然
代

自
年

2/28-3/4 20 自然科学的年代決定法による年
代測定に関する基礎知識の研修

県埋蔵文化貝オセンター  1名

特

男IJ

研

修

遺 跡 地 図 情 報 課 程 11/9-11/12 24
埋蔵文化財の調査研究へのGI
Sの応用に関する基礎的な知識
の研修

な し

・
程

密

課査
観

調
物
造

遺
構

11/17～ H/19 20
電磁波を用いた遺物の観察及び
内部構造調査の基礎的知識及び
最新技術の研修

な し

動 物 考 古 学 課 程 3/10～ 3/15 16
遺跡出土の動物遺存体研究に関
して必要な専門的知識 と同定技
術の研修

県埋蔵文化財センター  1名
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Ⅱ 平成16年度の調査概要

1 本発掘調査

①遺跡所在地 ②遺跡の時代 ③遺跡の種類

④調査期間 ⑤調査主体 ⑥調査担当者 ⑦調

査の原因、目的 ③調査面積 ⑨検出遺構 ⑩出

土遺物 ⑪所見 ⑫調査報告書

(1)長 野市      :

7580 浅川扇状地遺跡群 桐原宮西遺跡

①長野市桐原1丁目793ほか②古墳～平安③集落跡

④H16.4.5～ 4.28⑤長野市埋蔵文化財センター⑥青

木和明⑦宅地造成③400⑨竪穴住居跡10(古墳)、 土坑

12(古墳～平安)⑩土器 (古墳ァ平安)⑪浅川扇状地の

扇央部に位置し、古墳時代後期及び平安時代の集落

跡を確認した。⑫長野市教育委員会『長野市の文化

財第108集 浅川扇状地遺跡群桐原宮西遺跡』平成17

年3月 刊行。

7581 浅川扇状地遺跡群 権現堂遺跡―

①長野市稲田南土地区画整理事業施行区域内34街区

②平安、中世③集落跡、生産遺跡④H16.5.18～ 6.7⑤

長野市埋蔵文化財センター⑥青木和明⑦宅地造成③

400⑨土坑 2、 溝跡5(平安、中世)、 水田跡、(中世)⑩

土器、石製品(平安、中世)⑪平安時代から中世にかけ

ての集落跡。中世に開発されたと考えられる水田は

15世紀以降に埋没したと推測される。⑫長野市教育

委員会『長野市の文化財第108集 浅川扇状地遺跡群

権現堂遺跡(2)』 平成17年 3月 刊行。

①長野市吉田
~3丁

目851-1ほか②縄文～平安③集落

跡④H16。 7。 14～ 8。 3⑤長野市埋蔵文化財センター⑥

青木和明⑦集合住宅③200⑨竪穴住居跡 3、 土坑 8、

溝状遺構2(弥生～平安)⑩土器、石器(縄文～弥生)

灰釉陶器(平安)⑪浅川扇状地の扇央部に位置する。

弥生時代は居住域、平安時代には墓域として利用さ

れたと考えられる。⑫長野市教育委員会『長野市の

文化財第108集 浅川扇状地遺跡群吉田古屋敷遺跡

(2)』 平成17年 3月 刊行。

7583浅川扇状地遺跡群 吉田町 東遺跡

①長野市大字吉田3丁 目1075-4ほ か②弥生～平安③
集落跡④H16.7。 27～ 8。 1l⑤長野市埋蔵文化財センタ
ー⑥青木和明⑦道路③130⑨竪穴住居跡4、 土坑 3、

溝跡3(弥生～平安)⑩土器、石器(弥生～平安)⑪浅
川扇状地の扇央部に位置する。弥生時代中期から平
安時代の集落跡:⑫平成17年度刊行予定

7584

①長野市三輪2丁 目90-1ほ か②古墳、平安③集落跡

④H16.9。 2～ 9。 22⑤長野市埋蔵文化財センター⑥小

林和子⑦宅地造成③230⑨方形周溝墓 1、 溝跡 2、 性

格不明遺構(古墳)⑩土器(古墳、平安)⑪浅川扇状地
の扇央部に位置する。古墳時代前期の二重回縁壺・

甕が出土した溝跡は周溝墓である可能性が高い。⑫

長野市教育委員会『長野市の文化財第108集 浅川扇

状地遺跡群返目遺跡』平成17年 3月 刊行。

7585 裾花川扇状地遺跡群 御所遺跡

①長野市中御所2丁 目369番地ほか②古墳～中世③集

落跡④H16.8.23～ 11。 22⑤長野市埋蔵文化財センタ
ー⑥青木和明⑦土地区画整理③l,600⑨土坑35、 溝跡

7(古墳～中世)、 城館堀跡(中世)⑩土器(古墳～近

世)、 陶磁器、銭貨(中世、近世)①内堀と外堀の遺存が

確認された。1辺 150か ら200mに及ぶ城館は守護所
との関連も推定される。⑫起因事業最終年度刊行予

定
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①長野市大字小島字三ツ家沖805-1ほか②弥生～近

世③集落跡④H16.4。 5～ 6。 18⑤長野市埋蔵文化財セ

ンター⑥青木和明⑦道路③800⑨土坑307(弥生～平

安)、 竪穴住居跡 4、 溝跡1(弥生～中世)、 周溝墓7(古

墳 )、 掘立柱建物跡 1(不明)⑩土器、石器、木製品(弥

生～近世 )、 陶磁器(平安～近世)①千曲川左岸の自然

堤防に位置する。環濠集落の外縁に近接する墓域で

ある可能性が高く、北信地方最大規模の前方後方形

周溝墓が確認された。⑫起因事業最終年度刊行予定

7587 石川条里遺跡

①長野市篠ノ井ニツ柳字大当1535番 l②平安③生産

遺跡④H17el。 13～ 1。 24⑤長野市埋蔵文化財センター

⑥風間栄一⑦その他建物(特別養護老人ホーム増築)

③100⑨水田跡(平安)⑩なし①仁和4年に発生した

洪水によって埋没した水田面を確認した。また、南

北方向の大畦畔に該当すると見られる畦畔を1箇所

確認した。⑫平成17年度刊行予定

7588 篠 ノ井遺跡群

①長野市篠ノ井塩崎5900-1ほか②弥生～平安③集

落跡、古墳④H16.7。 26～ 12。 24⑤長野市埋蔵文化財セ

①長野市篠ノ井塩崎5900=1ほか②弥生～平安③集

落跡、古墳④H16。 7.26～ 12.24⑤長野市埋蔵文化財セ

ンター⑥風間栄一⑦道路③l,000⑨竪穴住居跡20、 掘
立柱建物跡 2、 土坑51以上、溝跡 6、 井戸跡 3、 ピット

多数(立柱建物跡 2、 土坑51以上、溝跡 6、 井戸跡 3、

ピット多数(弥生～平安)、 古墳2(古墳)⑩土器(古墳
～平安)、 鉄製品、青銅製品、石製品、(古墳～平安)灰
釉陶器、緑釉陶器、器、緑釉陶器、青磁(平安)①弥生時
代後期から古墳時代前期及び平安時代には集落域で

あるが、古墳時代中期には墓域であったと考えられ
る。⑫起因事業最終年度刊行予定

写真4 長野市 篠ノ井遺跡群での調査 (長野市埋蔵文化財センター提供 )
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7589

①長野市松代町字松代180番地ほか②近世～近代③

城下町跡④H16。 6.10～ 9。 8⑤長野市埋蔵文化財セン

ター⑥飯島哲也⑦その他の建物(病 院)③2,200⑨建

物基礎、石組溝跡、池状遺構 (近世～近代)⑩土器、陶

磁器、本製品、金属製品、ガラス製品、自然遺物 (近世
～近代)⑪調査地は銀行支店などの建設及び解体時
の造成工事によって、既に大部分が破壊を受けてい

た。主に明治から昭和初期、幕末から明治、江戸時

代後期の3期 を確認し、近代の製糸工場、近世の武

家屋敷地内の建物や溝などの遺構を検出した。⑫平

成17年度刊行予定

まつしろじょうあと            _
7590松代 城 跡

①長野市松代町松代10番地先ほか②近世～近代③

城郭跡④H17。 2。 1～ 3:1l⑤長野市教育委員会⑥飯島

哲也⑦下水道③183⑨堀跡、池状遺構 (近世～近代 )

⑩陶磁器、瓦、本製品、金属製品 (近世～近代)①調査

地は松代城跡大御門付近にあたり、絵図面から推定

した場所において予想通 り三の堀跡 (石垣など)が

良好に検出された。ただし、三ヶ月堀跡は池として

使用され撹乱が著しく、落ち込みを検出したにすぎ

ないし⑫平成17年度刊行予定

7591 史跡 松代城 跡 附 新御殿跡

①長野市松代町松代②中世～近代③城郭跡④松代

城跡 :H16。 11329～ 12e17t新御殿跡 :H16。 9.9～ 9。 17

⑤長野市教育委員会⑥飯島哲也、宿野隆史、小林育

英⑦記念物保存修理事業③l10(松代城跡)、 520(新

御殿跡)計 630⑨松代城跡 :庭園跡 (近世)、 新御殿跡

:建物礎石 (近世)⑩陶磁器 (近世)⑪松代城跡につい

ては、花の丸庭園跡の遺構確認調査を実施し、池の

跡を確認した。新御殿跡については、2番土蔵、3

番土蔵の発掘調査を実施し、塀礎石を確認した6⑫

松代城跡 :平成17年度刊行予定、新御殿跡 :平成22

年度刊行予定

7592 史跡 大室古墳群

①長野市松代町大室②古墳③古墳④H16。 8。 1～ 3.31

⑤長野市教育委員会⑥時信武史、千野 浩⑦記念物

保存修理事業③78(235号墳)、 25(237号 墳)、 52(238

号墳)、 80(239号墳)、 74(240号墳)、 70(246号 墳)計

379⑨古墳 6(古墳)⑩土器 (弥生～古墳)①235号墳

と237号墳から240号墳は、範囲確認調査 を実施:246

号墳は、保存整備のための基礎資料を得るための調

査で、墳丘内に構築された石積みを確認 している。

⑫未刊

(2)松 本市

7593 出川西遺跡

①松本市南松本2丁 目139番 1ほ か②弥生③集落跡
④H16.4。 12～ 5.28⑤松本市教育委員会⑥澤柳秀利、
菊池直哉⑦店舗③458⑨竪穴住居跡 1(弥生)⑩土器
(縄文～平安)①田川と奈良井川に挟まれた沖積地
で良好な埋甕炉を有する弥生竪穴住居跡を確認し
た。⑫平成17年度刊行予定

7594 県 町遺跡

①松本市県1丁 目1522番地5②平安③集落跡④H16.

7。 22～ 8.26⑤松本市教育委員会⑥澤柳秀利、菊池直
哉⑦集合住宅③170⑨土坑 6、小穴89(平安)⑩陶磁

器、土器、石製品、金属製品 (平安)⑪全体に近世や近

代の撹乱を受けている。県町遺跡の西縁部にあたる

と考えられる。⑫未刊

7595 神田遺跡 第 4次

① 松本市神田1丁 目811番地1ほ か②縄文、平安、中

世③集落跡④H16.10.21～ 12.4⑤松本市教育委員会

⑥澤柳秀利、菊池直哉⑦集合住宅③51l⑨竪穴住居

跡22、 土坑28、 小穴34、 溝状遺構 4(平安)、 集石遺構
2、 格子状遺構 1(中世)⑩土器(縄文)、 灰釉陶器 (平

安)、 石器 (不 明)⑪同遺跡での縄文時代、中世の遺構

確認は初めてである。⑫未刊

7596 針塚遺跡 第 3次

①松本市大字里山辺3163-l②縄文～平安③集落跡
④H16。 12。 14～ H17。 2.28⑤松本市教育委員会⑥三村
竜一、岡崎武祥⑦その他農業関係事業③227⑨竪穴
住居跡 1、 竪穴状遺構 2、 土坑35、 小穴30、 溝状遺構
(縄文)、 小穴1(平安)⑩土器(縄文～平安)、 石器(縄

文～弥生)⑪残念ながら弥生時代の再葬墓は確認で
きなかった。⑫未刊
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７９５７

①松本市丸の内7番 13号②近世③城下町跡④H16。

5。 17～ 6.7⑤松本市教育委員会⑥竹内靖長⑦史跡整
備(石垣改修)③34⑨土塁盛土層、杭列(近世)⑩陶磁
器、瓦、杭列(近世)⑪土塁盛土層が良好な状態で確
認できた。土塁堀側裾部端に先端が尖っている杭列
を確認した。⑫平成17年度刊行予定

①松本市丸の内7番②近世③城館跡④H17.3.3～

3。 1l⑤松本市教育委員会⑥竹内靖長⑦史跡整備 (石

垣改修)③22⑨杭列 (近世)⑩陶磁器、瓦、杭 (近世)⑪

平成15年度及び既に今年度実施した堀の対岸側を

調査した。前回調査同様に先端を尖らせた杭列を発

見した。⑫平成17年度刊行予定

7599

①松本市城東2丁 目155-l②近世、近。現代③城下町
跡④H16。 7.15～ 8。 6⑤松本市教育委員会⑥柳澤秀利

言 嫁

… 恭
― 職

…

評t

小山貴広⑦集合住宅③81⑨焼土廃棄遺構12、 栗石 2

(近世)⑩陶磁器、土器、碁石 (近世)⑪同地点では初
の調査となった。現地表下40cmで 明治19年 の火災層
が確認された。⑫未刊

①松本市本城1丁 目
'4番

13号②近世、近・現代③城下
町跡④H16。 8。 26～ 9。 13⑤松本市教育委員会⑥柳澤
秀利、菊池直哉⑦集合住宅③37⑨礎石建物跡5(近

世、近代)、 土坑35(近世)、 集石1(近代)⑩陶磁器、土
器、金属製品、木製品(近世、近代)⑪近代までの整地
面9面が良好に確認された。⑫未刊

7601

①松本市城東2丁 目3番②近世③城下町跡④H16.5。

17～ H.16⑤松本市教育委員会⑥菊池保夫、小山貴
広⑦公園造成③750⑨糀釜跡、鍛冶炉跡、土坑、区画
溝跡、集石遺構、配石遺構、木樋 (近世)⑩陶磁器、本
製品、金属製品、石製品(近世)⑪第1検出面から第
5検出面まで検出された。第1検出面は明治時代
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写真5 松本市 史跡松本城総堀跡の調査で出土した杭列 (逆木)跡  (松本市教育委員会提供)
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で大規模火災で焼失。第 2検出面は18世紀後半から

19世紀初頭の鍛冶炉が良好に検出された。第 3検出

面では県内初の糀釜跡が発見された。遺物は天目茶

碗をはじめ高級品が多 く出土 し、また寛永通宝 も多

く出土している。財力者の居住が考えられる。⑫平

成17年度刊行予定

7602 松本城下町跡 (和泉町 )

①松本市旭町1丁 目2番 5号 ほか②近世、近・現代③城

下町跡④H16。 6。 21～ 7。 7⑤松本市教育委員会⑥澤柳

秀利、菊池直哉⑦集合住宅③ 100⑨土坑 7(近世、近
。現代)、 間知石建物跡 2、 集石 1、 埋設甕4(近・現

代)⑩土器 (弥生～平安)、 陶磁器、ガラス製品 (近世)

⑪同地点では初の調査となる。近・現代に削平され

た城下町の面はわずか3面で、現地表下80cmで 弥生

時代の面を確認した。⑫未刊

7603 松本城三の丸跡 (柳 町 2次 )

①松本市丸の内6番9号②近代③城下町跡④H15.8。 4

～8。 1l⑤松本市教育委員会⑥柳澤秀利、赤羽裕幸⑦
個人住宅③60⑨土坑、礎石、竹管水道施設、整地面
(近世)⑩陶磁器、金属製品(近世)⑪同地点の第2次

調査。17世紀から19世紀にかけて5面の整地面を確
認した。上級武士の屋敷跡の一角。⑫未刊

①松本市岡田伊深字慶弘寺②平安～近世③集落跡、

社寺跡④H16.4。 14～ 11。 4⑤松本市教育委員会⑥竹

内靖長、内堀 団⑦公園造成③2,868⑨竪穴住居跡
2(平安)、 土坑232、 小穴280、 石列10、 集石11、 溝跡
7、 埋設桶 3(戦国～江戸)⑩土器、灰釉陶器 (平安)、

土器、陶磁器、金属製品 (戦 国二江戸)①戦国時代か

ら江戸時代にかけて存続した寺院跡の調査。建物跡

や石垣等を確認した。遺構の残存状況は良好ではな
い。平安時代の竪穴住居跡を当地点で初めて確認し

た。⑫平成17年度刊行予定

(3)上 田市

7605 史跡 信濃国分寺跡

上田市大字国分字仁王堂②弥生、奈良、平安③寺院
跡④H16。 6。 24～ H16。 10。 29⑤上田市教育委員会⑥中

沢徳士⑦記念物保存修理事業③l,000⑨礎石根石跡
10、 暗渠排水遺構27(奈良)、 竪穴住居跡 1(平安)ピ

シト62(不 明)⑩土器 (奈良 0平安)、 瓦 (奈良)①今回
の調査により、信濃国分寺跡の1963年 の調査開始か

ら40年 にわたり、想定されていたものの不明確であ
った僧寺表玄関の南大門の姿がようやく明らかと

なった。また南の区画も不明確なものの、かなり確

実な線で引ける状態にまでこぎつけることができ

た。⑫平成17年度刊行予定

(4)飯 田市

7606 竹佐中原遺跡

①飯田市竹佐122-2ほ か②旧石器～弥生③集落跡

④H16。 10。 12～ 11。 30⑤長野県埋蔵文化財センター

⑥大竹憲昭、石上周蔵、若林 卓、土屋哲樹⑦道路③
2,100⑨遺物集中1(旧石器)、 土坑 2(縄文)⑩石器

(旧石器、縄文)、 土器 (縄文)⑪A地点石器群に類似
した特長をもつ石器群を確認。一部を取り上げ、次

~

年度に本格調査実施予定。ナイフ形石器文化を遡る

可能性が高い。⑫未刊

7607 石子原遺跡

①飯田市山本4095ほ か②旧石器～古墳、近世③集落
跡、その他の墓④H16.7。 21～ 11.30⑤長野県埋蔵文

化財センター⑥大竹憲昭、石上周蔵、若林 卓、土屋

哲樹⑦道路③5:000⑨竪穴住居跡 1、 遺物集中3、 焼
土跡30、 集石炉 2(縄文)、 土坑25(縄文、近世)、 墓墳
27(近世)⑩石器 (旧 石器～縄文)、 土器 (縄文)、 陶器、
一分金、柄鏡、はさみ、サイコロ、人骨、馬骨 (近世)①

中央道を挟んで西調査区は縄文時代早期及び中期
の居住域で、東調査区は馬埋葬坑を含む近世土坑墓

群が検出された。旧石器については単発的なしゅつ
どであった。⑫平成19年度刊行予定

①飯田市竹佐497ほ か②縄文③散布地④H16.4。 13～

4。 22⑤長野県埋蔵文化財センター⑥石上周蔵、若林

卓⑦道路③4,800⑨なし⑩なし⑪水田造成以前は地

盤が安定していなかったことなどが確認できた。⑫
未刊

けいこうじあと

7604 慶弘寺跡

よこやま

7608 横山遺跡
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7609

①飯田市川路5450-6ほ か②縄文③集落跡④H16.4.

23～ 8.25⑤長野県埋蔵文化財センタニ⑥石上周蔵、

若林 卓⑦道路③15,100⑨ 竪穴住居跡 4、 土坑91

(陥穴15を 含む)(縄文)⑩土器、石器 (縄文)〇遺跡内
の地形は中央の谷を境に、台地状をなす東佃Jと 川路

丘陵から続 く緩傾斜地の西佃1に わかれる。縄文時代

中期の集落は東佃1台地の西縁部を中心に展開する。
一方天竜川寄 りの東縁部や谷を挟んだ西側緩傾斜

地には恒常的に居住域が及んでいなかった可能性

が高い。⑫未刊

①飯田市竹佐504-5ほ か②平安③散布地④H16.4.

13～ 4.22⑤長野県埋蔵文化財センター⑥石上周蔵、

若林 卓⑦道路③4,000⑨なし⑩なし⑪大規模な地

形改変によって平坦面が造成されており、1日地形は

連続する急傾斜面であることが判明した。⑫未刊

7611 駄科権現堂遺跡・安宅 3号古墳

①飯田市駄科1242-3②縄文、弥生、古墳③集落跡、

古墳④H16.4.14～ 5.14⑤飯田市教育委員会⑥澁谷

恵美子⑦集合住宅③305⑨竪穴住居跡 1(縄文)、 古

墳 1、 古ザi周 溝 1(古墳)⑩土器 (縄文、弥生、古墳)、

埴輪 (古墳)、 (縄文)⑪横穴式石室を有する円墳と考
えられる安宅 3号古墳の周溝と葺石を確認 (新発

見)。 縄文時代中期後葉の住居跡は削平された同古

墳の墳丘部で検出。調査区東端部では権現堂 1号古

墳の外側ll「il溝 と考えられる溝跡が確認される。⑫平

成17年度 1可行 予定

7612 栗屋元遺跡

①飯田市 L郷別府2700-1ほ か②縄文、弥生、奈良、

近世③集落跡、散布地④H16。 4.6～ 5。 6⑤飯田市教育

委員会⑥坂井勇雄、佐々木嘉和⑦集合住宅③220⑨

竪穴住居跡 5(縄文、弥生)、 土坑 2(縄文)⑩土器(石

器、土製品(縄 丈)⑪試掘調査の結果に基づき建物部

分にういて本|サ]査 を実施。縄文時代中期後葉、弥生

時代後期の住サlII跡 を確認6比較的大きな集落の存在
が予想されるで,球状土製品、穿孔された凹石状のも

のが注目される。⑫平成17年度刊行予定

7613 羽場 曙 遺跡

①飯田市羽場613-2ほ か②弥生、古墳、中世③集落
跡、散布地④H16:5。 24～ 6。 3⑤飯田市教育委員会⑥
坂井勇雄、佐 木々嘉和⑦道路③25⑨竪穴住居跡2

(古墳)、 土坑(不明)⑩土器(弥生、古墳)⑪古墳時代
の竪穴住居跡2軒 と土坑を確認。集落域は南西佃」を
中心とした狭い'範

囲の微高地上に展開し、時期は弥
生時代後期から古墳時代前期に限定されることが
予想される。⑫平成17年度刊行予定

7614 飯田城下町遺跡

①飯田市本町1-1ほ か②旧石器～古墳、平安～近現
代③集落跡、城下町④H16.3。 23～ 6.29⑤飯田市教育
委員会⑥馬場保之、下平博行⑦その他の開発 (再 開
発ビル)③2,064⑨方形周溝墓1(弥生)、 道路跡 1

(中 世以前)、 竪穴状遺構3(江戸 ?)、 配石跡(建物基
礎)26、 溝跡 6、 井戸跡14、 土坑900(江戸～昭和)⑩陶
磁器(近世以降)①近世城下町の家並みや町屋の建

~

物配置、物資の流通事情等が確認された6その他、
明治時体の水琴窟や中世以前に遡る道路跡、弥生時
代後期の墓跡が確認された。⑫平成17年度刊行予定

7615 沖 平 南 遺跡

①飯田市佐竹773-1ほ か②弥生、中世③集落跡、散
布地④H16.9.21～ 10。 15⑤飯田市教育委員会⑥下平
博行、坂井勇雄⑦道路③600⑨竪穴住居跡 1(弥生)

掘立柱建物跡4(中世)、 溝跡4(不明)⑩土器 (弥生、
中世)鉄器 (中 世)①久米川と坊主川の湿地を生産拠
点とする弥生時代後期の小規模な集落の存在を確
認。また、平安末期から鎌倉時代にかけての屋敷跡
を確認。⑫平成17年度刊行予定

7616 上山遺跡群

①飯田市鼎上山3578ほ か②縄文～古墳、平安、中世

③集落跡④H17。 1。 13～ 2。 22⑤飯田市教育委員会⑥
坂井勇雄、佐々木嘉和⑦道路③200⑨竪穴住居跡 7

(平安)、 小穴多数 (中 世)⑩石器 (弥生)、 土器 (平安)

⑪平安時代の竪穴住居跡 7軒 を確認。⑫平成17年度

刊行予定

跡泣退
出
原

陽
神“明

か大尻鵬

たいこぼら

7610 太鼓洞遺跡

-37-



(5)小 諸市

7617 中原遺跡

①小諸市字御影新田137-1ほ か②古墳、奈良③集落

跡④H16。 8。 9～ 11。 30⑤長野県埋蔵文化財センター

⑥上田 真、桜井秀雄、白沢勝彦⑦道路③2,400⑨竪

穴住居跡 9(古墳～奈良)(土坑140(古墳)⑩土器(古

墳～奈良 )、 石錘(古墳)①古墳時代終末期から奈良

時代の竪穴住居跡を検出。上信越自動車道建設に伴

つて調査された該期の集落の縁辺部にあたると考

えられる。⑫未刊

7618 野火附遺跡

①小諸市字御影新田②古墳③集落跡④H16。 4。 22～

10。 _25⑤長野県埋蔵文化財センター⑥上田 真、桜

井秀雄、白沢勝彦⑦道路③4,800⑨竪穴住居跡15、 掘

立柱建物跡 6、 溝跡 9、 土坑200(古墳)⑩土器(縄文、

古墳～奈良 )、 石釧、日玉、刀子、馬骨(古墳)①検出さ

れた古墳時代前期末の竪穴住居跡 2軒のうち1軒

は 1辺約 7mと 大形の住居跡で、石釧 3片が出土す

る等、有力者の住居と推定される。また古墳時代終

末期の集落全体をほぼ完掘できた。⑫未刊

(6)塩 尻市 `

①塩尻市宗賀389-1ほ か②縄文、古墳、平安③集落

跡④H16。 6。 23～ H17。 2。 8⑤塩尻市教育委員会⑥小松

学⑦記念物保存修理事業(環境整備)③ l,500⑨竪穴

住居跡26(縄文)竪穴住居跡 2(平安 )、 壺棺再葬墓 1

(弥生)⑩土器、石器 土ヽ製品(縄文)、 土器、緑釉陶器

(平安)①上記遺構が検出されたが、特に平出遺跡内

における縄文時代中期中葉の集落展開の様相を把

握することができたと考えられる。⑫平成18年 3月

刊行予定

(7)茅 野市

7620 藤塚遺跡

①茅野市玉川3639-9②縄文③集落跡④H15。 3。 10～

5。 l⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住宅③25

⑨竪穴住居跡 2、 土坑約10(縄文)⑩土器、石器(縄

文)①曽利H式併行期の竪穴住居跡は、遺物の出土

状態から屋内祭祀の痕跡を示す。⑫刊行予定

7621 藤塚遺跡

①茅野市玉川3639-7②縄文③集落跡④H16。 6。 l⑤

茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住宅③25⑨な

し⑩なし①土坑(柱穴)の 可能性が高い落ち込みを

確認するが、遺構と確定するにはさらなる掘り下げ

が必要である。これらの落ち込みは埋土保存されて

いる。⑫刊行予定なし

7622 藤塚遺跡

①茅野市玉川3639二 8②縄文③集落跡④H16.7。 5～

7。 7⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住宅③90

⑨竪穴住居跡 2、 土坑(住居跡の柱穴含む)21(縄文 )

⑩土器(縄文)①遺跡推測範囲の南側に中期後半段

階の環状集落の存在が推浪Jさ れ、検出された2軒の

住居跡も環状集落に伴う住居跡と考えられる。1住

(曽利Ⅳ～V式 )は埋甕を伴う。
｀
⑫刊行予定

7623 藤塚遺跡

①茅野市玉川3639-5②縄文③集落跡④H16。 9.13⑤

茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住宅③25⑨な
し⑩土器(縄文)①一部を除き(基礎工事が盛土ない
で収まるため、埋蔵文化財への影響はない。⑫刊行
予定

ふじづか         ―

7624 藤塚遺跡

①茅野市玉川字藤塚3639-6ほか②縄文③集落跡

④H17。 3。 5～ 3。 8⑤茅野市教育委員会⑥百瀬一郎⑦

個人住宅③81⑨竪穴住居跡 1、 土坑28(縄文)⑩土

器、石器(縄文)①当遺跡は縄文時代中期から後期

にかけての中核的な遺跡として以前より知られて

いる遺跡である。近年開発の波が押し寄せ宅地分譲

が増加していることから、その都度調査を行い遺構

等を確認している。平成14・ 15年度にかけて実施 し

た今回の調査区を含む宅地造成に伴う道路敷の発

掘調査においても集落の一部を確認している。今回

の発掘対象は道路敷西側で、見つかつた遺構は縄文

時代中期最末期の部分敷石のある埋甕を持つ住居

跡 1軒 と、土坑28基を検出しているが、西側に下が

つて行くに従つて遺構密度も遺物の量も減る傾向

にある。⑫刊行予定

跡注還
に
出
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7625 長峰遺跡

①茅野市宮川字中原11348-l②縄文③集落跡④

H16。 5。 27⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦集合住

宅③40⑨竪穴住居跡 1ヽ 土坑(縄文)⑩土器(縄文)①

縄文中期後半の竪穴住居跡 1軒 と土坑が検出され

る。当遺跡の中期後半段階の集落形は環状集落と推

測され、調査地点は集落の西側と考えられる。調査

区西側の土坑 3基は記録保存じ、東側の竪穴住居跡

と土坑は埋土保存されている。⑫刊行予定

7626 長峰遺跡

①茅野市宮川字中原11131-1ほか②縄文～近世③
集落跡、城館跡④H16。 6.28～ 6。 29⑤茅野市教育委員

会⑥小池岳史⑦個人住宅③120⑨溝跡 1、 土坑 1(中

世)⑩土器(中世)①区画溝と考えられる15世紀後半
から16世紀の溝跡が確認された。⑫刊行予定

7627 長峰遺跡

①茅野市宮川11074-3②縄文③集落跡④H16。 7。 2～

7.6⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住宅③90

⑨竪穴住居跡 1、 土坑(住居跡の柱穴含む)44(縄文)

⑩土器(縄文)①調査地点は中期後半段階の環状集

落の東側と考えられるg後期初頭の土坑から耳飾り

2点が出土している。遺構検出をした上で、調査区

西側の一部が現状保存される。⑫刊行予定

7628 長峰遺跡

①茅野市宮川字中原11347-1ほ か②縄文③集落跡

④H16。 4。 5～ 4。 6⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦
集合住宅③800⑨なし⑩土器(縄文)、 石器(縄文)①

基礎工事が耕作土内で収まるため、埋蔵文化財への

影響はない。⑫刊行予定

7629 長峰遺跡

①茅野市宮川11338-1ほか②縄文③集落跡

④H17。 2。 26⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人

住宅③l15⑨土坑 1(縄文)⑩なし①土坑が確認され

たが、盛土により保護されている。⑫刊行予定

7630 比丘尼。原 (長峰 )遺跡

①茅野市宮川7459-158②縄文③散布地④H16。 7。 8

⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住宅③30⑨

なし⑩なし①遺構・遺物は確認されなかつた。⑫刊

行予定

①茅野市ちの1096-4ほか②縄文③集落跡④H16.

5。 27⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦集合住宅③
40⑨竪穴住居跡 1、 土坑(縄文)⑩土器(縄文)①縄文

中期後半の竪穴住居跡 1軒 と土坑が検出される。当

遺跡の中期後半段階の集落形は環状集落と推浪Jさ

れ、調査地点は集落の西側と考えられる6調査区西

側の土坑 3基は記録保存じ、東側の竪穴住居跡と土

坑は埋土保存されている。⑫干J行予定

うえはらじょうか まち

7631 上原 城下町遺跡

7632

7634

跡泣還
』
刊

め
城襲原

城
上

①茅野市ちの1183②縄文～近世③集落跡、城館跡
④H16。 8.5～ 8。 12⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦
個人住宅③90⑨竪穴住居跡7、 土坑(住居跡の柱穴
を含む)(弥生、古墳、平安)⑩土器(弥生、古墳、平安)

石器(弥生)①当遺跡で中世以前の遺構は初見であ
る。⑫刊行予定

①茅野市ちの784-2ほか②縄文～近世③集落跡、城
館跡④H16。 8。 30⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦
個人住宅③85⑨竪穴状遺構 3、 掘立柱建物跡 1ヽ 土

坑(住居跡の柱穴を含む)(中世)⑩土器(弥生、古墳、
平安、中世)石器(弥生)①遺跡推定範囲の北西から
の遺構検出は初見である。⑫刊行予定

うえはらじようか まち

7633 上原 城下町遺跡

跡泣退』刊刷̈
城
上

①茅野市ちの大字原田1130-10ほ か②縄文～近世

③集落跡(城館跡④H16。 12。 13⑤茅野市教育委員会

⑥小池岳史⑦個人住宅③60⑨溝跡(不 明)⑩なし①

平成14年度の宅地造成時に検出された溝跡と同二

の可能性が高い。⑫刊行予定
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7635

①茅野市ちの1096-l②縄文～近世③集落跡、城館

跡④H16。 8.18⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個

人住宅③25⑨土坑 3(近世ほか)⑩土器、陶器 (中 世、

近世)⑪土坑 1基は確実に近世と考えられる。⑫刊

行予定

①茅野市ちの1776②縄文札近世③集落跡、城館跡

④H16。 9.l⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住
宅③15⑨なし⑩黒曜石(不 明)⑪表土層から黒曜石
が出土した。⑫干J行予定

①茅野市ちの82.1-l②縄文～近世③集落跡、城館跡

④H16.9。 3⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住
宅③ l⑨なし⑩なし⑪盛土内で基礎工事が収まる
ことから、埋蔵文化財への影響はない。⑫刊行予定

7638

①茅野市ちの1102-l②縄文～近世③集落跡、城館

跡④H17。 3。 25⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個

人住宅③ 4⑨なし⑩なし⑪盛土内で基礎工事が収

まることから、埋蔵文化財への影響はない。⑫刊行

予定

7639

①茅野市ちの1335-1ほか②縄文～近世③集落跡、

城館跡④H16。 4。 6～ 7。 15⑤茅野市教育委員会⑥柳川

英司⑦土地区画整理③800⑨竪穴状遺構 7(土坑59、

柱穴32、 井戸跡 2(中 世)、 掘立柱建物跡 1、 墓 3(近

世)⑩土器 (縄文～古墳、平安 )、 石器 (縄文)、 陶磁器

(平安～近世)⑪上原城は、武田信玄が天文11年

(1542)に 諏訪を征服し(家 臣の板垣信方を城主とし

て信濃支配の足がかりにした城であるとされてい

る。本遺跡はその城下にあり、武田時代の城下町の

発掘成果が期待された。発掘の結果、武田信玄前の

諏訪氏時代の遺物が多く検出され、鎌倉後期から戦

国時代に継続する遺跡と考えられる。また、本遺跡

内には江戸時代から西方堂という念仏堂があり、昭

和30年代に堂が壊されるまで存在した。今回の発掘

調査では、江戸時代の本柱が検出され、更に江戸時

代の棺桶の検出も見られた。⑫茅野市教育委員会『

上原城下町遺跡―平成16年度茅野市播摩小路土地

区画整理事業に伴う緊急発掘調査報告書』平成17

年3月 刊行

み しゃ ぐ う じ               J
7640 御社宮司遺跡

①茅野市宮川5850-l②縄文、平安、中世③集落跡

④H16.8.2⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住

宅③100⑨ なし⑩なし⑪基礎工事が盛土内で収まる

ため、埋蔵文化財への影響はない。⑫干J行予定

7641 御座石神社遺跡

①茅野市本町東15-14②縄文～平安、近・現代③散
布地、社寺跡④H16。 9。 2～ 9。 8⑤茅野市教育委員会⑥
小池岳史⑦保育園建設③330⑨かわらけ集中範囲、
(近世)、 焼土跡(近世以降)⑩土器(縄文、平安t近世)

石器(縄文)⑪検出が予想された中世遺構0遺物の検
出はなかった。⑫干J行予定なし

7642 中島遺跡

①茅野市玉川1357-l②縄文③散布地④H16。 8。 26⑤

茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住宅③ 4⑨な

し⑩なし⑪基礎工事が水田土壌内で収まるため、埋

蔵文化財に影響はない。還汗J行予定なし

7643 芥 沢 遺跡

①茅野市金沢1614-1ほか②旧石器、縄文、平安、

中世③集落跡、生産遺跡④H16。 8。 2～ 11.25⑤茅野市

教育委員会⑥百瀬二郎⑦農業基盤整備事業③2,615

⑨竪穴住居跡14(縄文、平安)、 土坑80(縄文)⑩石器

(縄文)、 土器 (縄文、平安 )、 灰釉陶器 (平安)①昭和28

年藤森栄一氏、戸沢充則氏により発掘された際、縄

文時代早期末から前期初頭の住居跡が見つかって

おり、平成元年の小規模な発掘調査でも同時期の遺

物が確認されている。平成15年度は遺跡北西側の遺

跡全体の約 3割 にあたる10,000ぽ を調査 している。

遺構密度は部分的に密集する部分もあるが、全体的

には遺構が散漫に分布する。本年度は設計計画変更

により遺跡が盛土保存となり、道路敷と下部削平さ

れる部分の2,615ぽ を調査 している。時期確認が可

能な遺構は縄文時代早期末から前期初頭の住居跡
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7637 上 原城下町遺跡

跡泣還
一
刊

”城卸原
残
上

跡泣遍一Ⅷ
”城襲原

五
上

-40-



が主で、土坑では落し穴を検出している。⑫平成19

年度刊行予定

7644 構井遺跡

①茅野市ちの字町屋敷2551-2② 弥生、古墳、平安、
近世③集落跡④H16.9。 7⑤茅野市教育委員会⑥守
矢昌文、柳川英司⑦個人住宅③25⑨なし⑩土器(古

墳)、 磁器(近世)⑪基礎工事が水田土壌内で止まる
ため、埋蔵文化財への影響はない。⑫刊行予定

①茅野市ちの1335-1ほか②中世③信仰遺跡

④H16。 10.5～ H17。 1。 27～⑤茅野市教育委員会⑥柳

川英司⑦店舗③795⑨礎石建物跡 2、 溝跡・池状遺構
1、 かわらけ溜まり42、 土坑19、 石列 2、 集石 2、 焼土

跡 2(中 世)⑩土器、陶磁器、銭貨 (中 世)⑪平成13年

度に今年度調査区の隣接地区の発掘調査を行い、多

くのかわらけや木製品が出土し、大規模な遺跡であ

ることが判明したが、道路部分の調査のため、遺構
は把握しきれなかった。今回の調査により面的な調

査を行い、2間 ×8間の長大な礎石建物跡が確認さ

れており、礎石建物跡が密集する特殊な場所である

ことがわかった。出土遺物では数千点にも及ぶかわ

らけが出土 してお り、前述の礎石建物跡群 と併せて

考えると、特殊な信仰遺跡であると言える。本遺跡

は、諏訪大社の重要な神事を担 う荒玉社の付近に位

置 し、古い荒玉社がこの地にあったと推定 される。

⑫茅野市教育委員会『荒玉社周辺遺跡』平成17年 3

月干J行

7646 駒形遺跡

①茅野市米沢4962-2ほ か②縄文、(平安、中世)③集

落跡、(散布地)④H16。 4。 20～ 12.22⑤ 長野県埋蔵文

化財センター⑥贄田 明、小林秀行⑦道路③3,000

⑨竪穴住居跡22、 掘立柱建物跡 2、 方形柱穴列 3、 焼
土跡21、 土坑34(縄文)⑩石器 (縄文)、 土器 (縄文、平
安)、 陶磁器 (中 世)⑪縄文時代前期初頭から前葉の

集落跡で、特に中越式期の遺構が主体となる。集落
は竪穴住居跡、方形柱穴列等で構成される。さらに

黒曜石製石器 (石鏃)製作の場と推定される範囲等
が確認された。⑫平成18年度刊行予定

7647 菖蒲沢 B遺跡

① 茅野市湖東4473-2②縄文③散布地④H16.12。

27～ 12。 28⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住
宅③200⑨ なし⑩土器(縄文)⑪今回の調査により、
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写真6 茅野市 荒玉社周辺遺跡での礎石建物跡 (茅野市教育委員会提供 )
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うえのだん

7648 上之段遺跡

遺跡本体は台地が幅広となる調査地点の東側と考

えられる。⑫干J行予定

①茅野市北山1509-l②縄文、平安、中世③集落跡

④H16:7:22～ 7.23⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史

⑦個人住宅③80⑨なし⑩土器 (縄文、平安)、 石器 (縄

文)①調査地点は沖積地に相当し、上下2層 の小河

川由来の二次堆積層を検出した。出土した土器の時

期から、上層は平安時代以降の堆積と考えられ、下

層もそれに近い堆積時期と推測される。縄文土器は

摩減が著しい。⑫刊行予定

7649 中 原遺跡

①茅野市豊平184ほか②縄文③集落跡④H16。 11。 5～

12。 4⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦工場③675⑨

竪穴住居跡13、 掘立柱建物跡 4、 土坑 (住居跡・掘立

建物跡の柱穴を含む)514、 埋設土器 4、 焼土跡 5、 黒

曜石集積 1、 配石 (縄文)⑩土器、石器 (縄文)⑪当遺

跡の縄文時代中期後半段階の集落形は環状集落で

あることが確認され、集落(住居域)の広がりや構造

も推定することができる。⑫干J行予定

7650 永明 中 グランド遺跡

①茅野市塚原 1■ 10-6②縄文～中世③集落跡

④H16。 8。 31⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦下水
道③5⑨なし⑩土器(弥生)①時期不明の水田土壌
から弥生土器が出土した。⑫刊行予定なし

7651 上の平 遺跡

①茅野市泉野小和田7980ほ か②縄文、平安③集落跡

④H16。 9。 21⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦道路

③125⑨土坑5(縄文)⑩土器(縄文)⑪平成6年度に

調査された当該期の遺構とともに、遺構群を形成す
るものと考えられる。⑫干J行予定

(8)千 曲市

7652 屋代遺跡群 荒井遺跡   j
①千曲市大字屋代字荒井1206番地ほか②弥生～中

世③集落跡④H16.4。 15～ 5.6⑤千曲市教育委員会⑥
小野紀男⑦工場建設③80⑨竪穴住居跡 2(弥生、古

墳)、 溝跡 1(平安)、 井戸跡1(中 世)、 土坑 1(不明)

⑩土器 (弥生 0古墳 。平安)、 石器 (弥生)、 陶磁器 (中

世)①弥生時代中期の住居跡は、検出面から床まで

の深さが10cm程 と浅く、全体の半分程度の調査とな
ったが、土器や石器など多くの遺物が出土した6ま

た平安時代の溝跡は幅約4mの大きさで(近隣で調

査した際にも同様の溝跡が検出されており、一連の

溝跡である可能性が考えられる。⑫千曲市教育委員

会『屋代遺跡群 荒井遺跡 5』 平成17年 3月 刊行

7653 町裏遺跡

①千曲市大字桑原字金井1160番地 1ほか②縄文、古

墳～平安③集落跡④H16。 4.12■ 4。 30⑤千曲市教育

委員会⑥寺島孝典⑦道路③170⑨竪穴住居跡 4(奈
良、平安)⑩石器 (縄文)、 土器 (古墳～平安)⑪昨年度

調査区の北東側にあたり同時期の遺構が検出され
た。石器は遺構を伴うものではないが、平安時代住

居跡の床面から出土している。⑫平成18年 3月 刊行
予定

①千曲市大字屋代字七ツ石37番地 1ほ か②弥生～

中世③集落跡、水田跡④H16。 11。 10～ 11.14⑤千曲市

教育委員会⑥ボ野紀男⑦道路③100⑨竪穴住居跡1、

土坑 2、 ビット6(弥生)、 溝跡 1(不明)⑩土器 (弥

生、平安)⑪平成15年度調査の延長部分を調査。平安

時代水田跡について、現水田の耕作が下部に達して
いたため面的な調査はできず、断面での確認による

調査となった。弥生時代中期の竪穴住居跡も同様に

掘り込みを確認することはできず、炉跡と柱穴によ

る想定範囲として検出した。⑫千曲市教育委員会『

更埴条里水田址七ツ石地点2 栗佐遺跡群宮裏遺

跡Ⅱ』平成17年 3月 刊行

①千曲市大字八幡3921番地 8ほか②古墳～中世③

集落跡、水田跡④H16。 9。 29～ 11。 26⑤千曲市教育委

員会⑥寺島孝典⑦道路③433⑨竪穴住居跡 5(古墳、

平安)、 土坑 6、 構跡 1(古墳)、 水田跡 (中世)⑩土器

(古墳、平安、中世)、 玉(古墳)⑪今回の調査は、国道
18号バイパスエ事に係る代替地の建設に伴うもの

である。南佃1調査区では、地表下30cm程 から中世水
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田跡が検出されたが、上部は現水田により破壊され

ていた。東佃1調査区は集落遺跡となるが、南側に向
かって地形が傾斜していることが確認でき、遺構の

検出や遺物の出土も南側に行 くほど減少する。⑫平
成18年 3月 刊行予定

7656 杉山古墳群

①千曲市大字倉科字杉山②古墳③古墳④H16。 8。 25

～9.14⑤千曲市教育委員会⑥佐藤信之⑦学術調査
③200⑨古墳4(古墳)⑩土器(古墳)⑪保存を目的と
した確認調査。⑫平成18年度刊行予定

7657 粟佐遺跡群

千曲市大字小島3151番地ほか②奈良、平安③集落跡

④H16。 12.13～ 12。 16⑤千曲市教育委員会⑥寺島孝
典⑦道路③105⑨竪穴住居跡 1、 土坑 1(平安)⑩土

器 (奈良、平安)⑪当該地は古くから住宅及び商業地
として機能していたため、遺跡の多くが既に破壊さ
れていた。検出された遺構は調査区南側に集中し、
遺物もこの周辺からの出土となる。⑫事業最終年度
刊行予定

7658 粟佐遺跡群 宮裏遺跡

①千曲市大字屋代1858番地 2ほか②中世、近世③集
落跡④H16。 12。 20～ 12.22⑤千曲市教育委員会⑥寺
島孝典⑦道路③32⑨溝跡 1(中 世)、 竪穴遺構 1、 火
床跡 2(近世)⑩土器片、陶磁器片 (中 世～近世)、 銭
貨(寛永通宝)、 かんざし(近世)①調査範囲全体に破
壊が認められていたため、当初予定していた面積か
ら大幅に減少した。遺構は西側調査区のみで検出さ
れた。⑫千曲市教育委員会「更埴条里水田址七ツ石
地点2 栗佐遺跡群宮裏遺跡Ⅱ」平成17年 3月 刊行

①千曲市八幡字峯謡坂②古墳～平安③集落跡④
H16。 4。 15～ 8.17⑤長野県埋蔵文化財センター⑥河
西克造、山崎まゆみ⑦道路③ l,450⑨ 竪穴住居跡 13、

掘立柱建物跡 1、 溝跡 1(平安)、 土坑102(平安、不
明)、 墓 5(弥生、平安)⑩石器 (弥生)、 土器 (弥生、平
安)、 緑釉陶器、灰釉陶器 (平安)、 金属製品 (平安)、 人

骨、獣骨 (平安)①娘捨土石流台地に展開する集落遺

跡。特に黒色土 (平安)が堆積する窪みに平安時代の

竪穴住居跡や墓跡などがつくられており、竪穴住居
跡は数軒切 り合って存在する。墓跡には人骨が良好
な状態で遺存しており、埋葬方法が把握された。⑫
未刊
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写真 7 千曲市 杉山古墳群の調査 (千 曲市教育委員会提供)
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7660

①千曲市大字八幡字西中曽根4105-l②古墳③集落

跡④H16.7。 20～ 8.13⑤長野県埋蔵文化財センター

⑥河西克造、山崎まゆみ⑦道路③2,000⑨竪穴住居

跡2t掘立柱建物跡 2(古墳)、 土坑 7(古墳以降)⑩

土器 (古墳、平安)、 石製品(古墳)⑪娘捨土石流によ

って形成された台地の先端に立地する遺跡である。

平成14年度の調査で、台地先端に古墳時代中期を中

心とした集落跡の存在が確認されており、今回の調

査で台地裾部 (東側斜面)ま で遺構が広がつている

ことが確認された。⑫未刊

会⑥上原 学⑦宅地造成③330⑨竪穴状遺構 3、 溝

跡 2、 土坑37、 ビット(中 世)⑩土器 (縄文～中世)、 陶

磁器 (中 世)⑪今回の調査によって、中世と考えられ

る遺構が検出された。調査区の北西に中世の遺跡で

ある泉屋敷跡が存在することから、これらに関係す

る遺構と考えられる屋敷跡とされる遺跡の範囲が

広がるものと思われる。また遺跡の東側では古墳か

ら平安時代の集落跡である上桜井遺跡の調査が行

われており、本調査区からも同時期の遺物出土が認

められることから、周辺に古墳から平安時代の集落

跡が存在すると推定される。⑫未刊

7664 曽根城 跡

①佐久市大字小田井131-3②奈良～中世③集落跡、
城館跡④H16.7.26～ 8.12⑤佐久市教育委員会⑥上

原 学⑦道路③167⑨竪穴住居跡 7、溝状遺構 2、 土
坑 1、 ビット(奈良、平安)⑩土器(石製品、鉄製品(奈

良、平安)⑪溝跡の1本は規模が大きく直角に方向
を変えるコTナ ーを検出し、中世堀跡の可能性が考
えられる。⑫未刊

①佐久市大字小田井131-6ほ か②古墳～中世③集
落跡、城館跡④H16。 8.13～ 8。 27⑤佐久市教育委員会
⑥上原 学⑦道路③l16⑨竪穴住居跡 5、溝状遺構
1、 土坑 2、 ビット(古墳～平安)⑩土器t灰釉陶器、
鉄製品(奈良、平安)①溝跡は時期不明。土坑は古墳
時代住居跡を切つている。⑫未刊

7666 野沢館跡Ⅶ

①佐久市大字原480-5番地ほか②中世、近世③城館

跡④H16.7.14～ 9。 30⑤佐久市教育委員会⑥羽毛田

卓也⑦道路③l,982⑨石組遺構、柱穴跡、溝跡、池 ,

水田跡 (中 世、近世)⑩土器、陶磁器t石製品、銭貨 (中

世、近世)⑪当館跡の主郭部分南側の堀幅が推定で

きる調査成果であつた:北側については現道よりも

更に北佃1ま で堀が広がつている様子がうかがえた。

⑫佐久市教育委員会『佐久市埋蔵文化財調査報告書

第128集 野沢館跡Ⅶ』平成17年 2月 刊行

7667 -本柳遺跡群 西一本 柳遺跡Ⅲ

①佐久市大字岩村田字下樋田1773-1ほ か②弥生～
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①千曲市上山田字薬師堂ほか②弥生～中世③集落

跡、生産遺跡、その他の墓④H16.4。 13～ 11。 30⑤長野

県埋蔵文化財センタ‐⑥西 香子、入沢昌基⑦道路

③2,795⑨竪穴住居跡 6(弥生)、 溝跡26、 土坑411(弥

生ほか)、 掘立柱建物跡 2(弥生、古代以降)、 水田跡

1(古代以降)、⑩土器、石器、玉類 (弥生～古代)⑪弥

生時代前期末から中期初頭の墓域がさらに西側に

広がり、集落域も南東方向へ広がることが確認され

た。⑫未刊

(9)佐 久市

7662 戸坂遺跡群 戸坂遺跡Ⅲ

①佐久市大字新子田字戸坂1090-2、星谷端979、 路

端961二 l②縄文～中世③集落跡、城館跡④H16.7.26

～8。 18⑤佐久市教育委員会⑥出澤 力⑦その他の

開発 (送電線鉄塔)③ 262。 53⑨竪穴住居跡 3(弥生)、

掘立柱建物跡 1(平安)、 土坑11、 ビット(弥生～平

安)⑩土器 (縄文～古墳)①今回の調査によつて戸坂

遺跡群内に所在する集落の時期的な変遷を追う資

料が新たに付け加えられた。現在保育園などのある

周辺を中心として、奈良時代の集落跡は台地のほぼ

中央部分に展開し、弥生時代後期の集落跡は台地の

より南側縁辺に近く存在する。そして平安時代集落

跡は台地上に広く分布しており、平安時代以降の当

時の人口増加をうかがわせている。⑫佐久市教育委

員会『佐久市埋蔵文化財調査報告書 第129集 戸坂

遺跡Ⅲ』平成17年 2月 刊行

7663 平馬塚遺跡群 平馬塚遺跡 I

①佐久市大字桜井平馬塚911二 l②縄文～中世③集
落跡、城館跡④H16。 10。 4～ 10。 19⑤佐久市教育委員

Ⅱ
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中世③集落跡④H16。 4。 5～ 4.26⑤佐久市教育委員会

⑥冨沢一明⑦集合住宅③280⑨竪穴住居跡 6(古墳、

奈良)、 竪穴状遺構 6(中世)、 溝状遺構 4、 土坑38、 掘
立柱建物跡 2(不明)⑩土器 (古墳、奈良、中世 )、 陶器

(中 世)、 鉄製品、銭貨 (中 世)⑪北側道路部分で調査

した中世遺構群が今回の調査地点にも分布。住居跡
はいずれも古墳時代後期から奈良時代の所産のも

のであり、一本柳遺跡群の弥生時代中期・後期の範

囲が想定できる。⑫佐久市教育委員会『佐久市埋蔵

文化財調査報告書 第125集 西一本柳遺跡 XⅡ 』平

成16年 12月 刊行

7668 下信濃石遺跡

佐久市大字岩村田3310、 3312、 3313、 3316②弥生～

中世③寺院関連遺構、弥生時代前期土器包含層

④H16。 H.1～ H17。 1。 18⑤佐久市教育委員会⑥羽毛
田卓也、森泉かよ子⑦土地区画整理③ 2,900⑨寺院

関連跡 1、 建物跡10、 土坑40、 溝跡 4、 単独ピット

258(中世)⑩石器 (弥生)、 土器 (弥生、中世)、 陶磁器、

鉄製品、石製品、銭貨、五輪塔 (中 世)平安)⑪中世に
ついては、旧龍雲寺伝承地であり、南北朝期の古瀬

戸灰釉水滴や青磁瓶子など寺院などと関連する遺

物が出土 している。傾斜地を削平 して整地面をつ く

り、端部に石積みが残る遺構 を検出している。また

弥生時代前期土器や石鏃が出土している。⑫平成17

年度刊行予定

7669 中原遺跡群 梨の木遺跡V
①佐久市中込字梨の木3776番 地 1、 三河田字大塚
421番地②縄文～中世③散布地④H16.5。 12～ 5。 14⑤

佐久市教育委員会⑥上原 学⑦宅地造成③150⑨溝
状遺構 1、 土坑 1、 ビット(中 世～近世)⑩なし⑪付
近に中世から近世遺跡の同遺跡 I・ Ⅱ・Ⅳが所在し

同種遺構を調査している。今回の調査地点も同時期
と推定される。⑫未刊

にしいちりづ か にしいちりづ か

7670 西一里塚遺跡群 西一里塚遺跡Ⅱ

①佐久市大字根 井々H24ほか②弥生～平安③集落
跡④H16.5.19～ 6.3⑤佐久市教育委員会⑥羽毛田卓
也⑦道路③492⑨溝状遺構、遺物包含層(弥生)⑩土
器、石器、木製品(弥生)⑪昭和47年の西一里塚・餅田
遺跡の調査で検出した環濠。⑫未刊

写真 8 佐久市 下信濃石遺跡での調査 (佐久市教育委員会提供 )
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にしいちりづ か にしいちりづ か

7671 西一里塚遺跡群 西一里塚遺跡Ⅱ

①佐久市大字根 井々1052-2ほ か②弥生～平安③集
落跡④H16.9。 17～ 11。 13⑤佐久市教育委員会⑥出澤
力⑦道路③302⑨溝状遺構 1、 土坑 1、 ビット(弥生)

⑩土器、石器(弥生)⑪ ビット群は住居跡の柱穴の可
能性がある。⑫未刊

7672 西一里塚遺跡

①佐久市岩村田ほか②弥生③集落跡tそ の他の墓 ヽ

④H16.8。 9～ 12。 20⑤長野県埋蔵文化財センター⑥

寺内隆夫、上田 真、白沢勝彦、桜井秀雄、戸矢崎通

昭⑦道路③6,300⑨竪穴住居跡 4、 円形周溝墓11、
'方

形集溝墓 4(弥生)、 溝跡35(弥生～平安)、 水田跡 3

(平安以降)⑩土器 (弥生、平安)、 土偶 (弥生)、 鉄製品

(鉄釧、鉄剣)、 ガラス小玉、木製品、歯 (弥生)⑪微高

地状の平地面には円形・方形周溝墓で構成される墓

域が、低地面では溝跡が検出された。円形周溝墓の

主体部からは鉄釧・ガラス小玉・鉄剣等の副葬品が

出土した。⑫未刊

7673 今井西原遺跡

①佐久市大字横和ほか②縄文～古墳、中世、近世③

集落跡、生産遺跡④H16。 4。 14～ 12。 20⑤長野県埋蔵

文化財センター⑥寺内隆夫、戸矢崎通昭、中野亮一

⑦道路③20,000⑨竪穴住居跡 1(古墳)、 溝跡20(縄

文～古墳、平安～近世)、 掘立柱建物跡4(平安 ?)⑩
土器 (縄文～古墳、平安)、 陶器 (中 世、近世)、 石器 (縄

文、弥生)⑪縄文時代中期の流路周辺には活動痕跡

があり、弥生時代中期からは本格的な開発が始った

と考えられ、低所に灌漑用の水路、高所に集落が成

立した。古墳時代、中・近世に再度水路の掘削など

が認められ、耕地開発の下端が明らかにならた。⑫

未刊            ´

7674 寄塚遺跡

①佐久市大字原横和②弥生、古墳、中世、近世③集落

跡④H16.8。 23～ 12。 20⑤長野県埋蔵文化財センター

⑥寺内隆夫、戸矢崎通昭⑦道路③2,500⑨竪穴住居

跡 2(弥生)、 溝跡 (弥生、古墳、中世、近世)⑩集落を

巡る環濠の可能性のある溝跡を検出した。調査地は

環濠の外側の弥生時代中期から古墳時代前期集落
の縁辺部に相当すると推定されるg⑫未刊

(10)東 御市

7675 桜 畑 遺跡

東御市祢津②縄文～古墳、平安～近世③集落跡

④H16.12。 8～ :H17.3。 23⑤東御市教育委員会⑥堀田

雄二⑦道路③95⑨竪穴住居跡 3(縄文t古墳)、 土坑1

7(縄文、古墳、平安他)、 溝状遺構 3(不明)⑩石器

(縄文)、 土器 (縄文、弥生、古墳、平安 )、 陶磁器 (中 世)

⑪遺構が集中して検出された。次年度以降工事が計
画されている東側に遺跡が広がっていることが推
測される。⑫平成17年度調査分も合わせて刊行予定

(11)川上村

①川上村大字秋山52-l②近世③生産遺跡④H16。

5。 24～ 11.4⑤川上村教育委員会⑥長崎 治⑦学術
調査③20⑨なし⑩陶器、土器、鉱山臼類、銅製品、銭
貨、その他(近世)⑪遺構の検出はなかったが、武田
氏の金山開発による金精錬の過程を究明する手が
かりが得られた。⑫平成19年度刊行予定

(12)臼田町

7677 山崎遺跡

①臼田町大字田口字山崎4742-l② 弥生、古墳、平安
③包蔵地④Hlo.4.5～ 4。 1l⑤臼田町教育委員会⑥島
田恵子⑦店舗③l:772⑨土坑3(弥生以降)、 竪穴住
居跡2(平安)⑩土器(弥生、奈良、平安)、 石器(弥生)

⑪雨や河川の洪水砂が床面に流入。氾濫の痕跡が著
しい。⑫臼田町教育委員会『臼田町埋蔵文化財調査
報告書 第13集 山崎遺跡』平成17年 2月 刊行

(13)富士見町

7678 小母沢遺跡

①富士見町落合字梨木原5772二 5ほか②縄文③集落
跡④H16.8。 19～ 9。 6⑤富士見町教育委員会⑥樋口誠
司、小松隆史⑦個人住宅③500⑨小竪穴5(縄文)⑩

土器、石器(縄文)⑪縄文時代集落のほぼ中心部分と
推測される。⑫未定
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7679 井戸遺跡

①富士見町境7276ほ か②縄文、平安③集落跡④H16.

6.24～ 9。 6⑤富士見町教育委員会⑥樋口誠司、小松
隆史⑦その他建物③620⑨竪穴住居跡9(縄文、平
安)、 掘立柱建物跡 1、 小竪穴81、 集石1(縄文)⑩土
器(縄文、平安)、 石器(縄文)⑪縄文時代前期・中期及
び平安時代集落の遺跡である。⑫未定

7680 森平遺跡

①富士見町落合字森平3688二 2②縄文③集落跡
④H16。 11.25～ 11。 29⑤富士見町教育委員会⑥樋口
誠司、小松隆史⑦個人住宅③48⑨小竪穴2(縄文)⑩

土器、石器(縄文)⑪縄文時代の小竪穴2基を検出し
た。⑫平成17年 3月 刊行

 ヽ   つぼだいら              '
7681 坪平遺跡

①富士見町立沢字坪平5355二 l②縄文③集落跡
④H16。 11。 9～ 11。 27⑤富士見町教育委員会⑥樋口誠
司、小松隆史⑦個人住宅③120⑨配石(縄文)⑩土器、
石器(縄文)①縄文時代後期の配石遺構を検出した。
⑫平成17年 3月 刊行

7682 御射山遺跡

①富士見町富士見248-414ほか②中世③散布地
④H16.11.20■ 11。 27⑤富士見町教育委員会⑥樋口
誠司、小松隆史⑦個人住宅③367⑨ (倒 木跡2)(縄

文)⑩青磁片(中 世)⑪青磁片が出土した。⑫平成17

年3月 刊行

7683

①富士見町富士見10579ほか②縄文、平安③集落跡
④H16.10.25～ 12。 3⑤富士見町教育委員会⑥樋口誠
司、小松隆史⑦農業基盤整備③820⑨小竪穴3(縄文
、平安)竪穴式住居跡1(平安)⑩土器 (縄文、平安)、

石器(縄文)⑪平安時代住居跡や縄文時代小竪穴等
を調査した。⑫平成17年 3月 刊行

(14)高速町

7684 若宮武家屋敷遺跡

①高遠町大字東高遠2083-3ほか②近世③集落跡

④H16。 10。 18～ 12。 13⑤高遠町教育委員会⑥丸山敵
一郎、嶋田佳寿子⑦道路③ l,780⑨ 井戸 1(近世 ?)、

石垣 2(近世～近代)、 土蔵跡 1(近代)、 配石 2、 竪穴
状遺構 1(不明)⑩陶磁器約2700点 (近世～近代)⑪

残存する石垣や井戸・蔵の跡から屋敷割や建物配置
を推察できる。⑫平成18年度刊行予定

(15)箕輪町

7685 北田遺跡

①箕輪町大字中箕輪3296番地1ほ か②縄文、奈良～

近・現代③集落跡④H16。 6。 7‐ 12。 21⑤箕輪町教育
委員会⑥赤松 茂⑦その他の建物(老人介護施設)

③15,794⑨土坑4(縄文)、 竪穴住居跡1(奈良)、 溝
状遺構 1(中世)、 竪穴状遺構2(中世、近・現代)⑩土
器 (縄文、奈良、平安 )、 石器 (縄文)、 灰釉陶器 (中 世、
近世)、 ⑪遺構及び遺物の検出は部分的にできたが、
土地改良による破壊が著しい。⑫平成17年度刊行予

定

7686 堰下遺跡

①箕輪町大字東箕輪3234番地5ほか②縄文、平安③
集落跡④H16。 5。 26～ 12.21⑤箕輪町教育委員会⑥赤
松 茂⑦道路③850⑨掘立柱建物跡 1(平安)、 ビッ
ト3(時期不明)⑩土器 (縄文、平安)、 石器 (縄文)、 鉄
製品(平安、不明)、 ⑪部分的に遺構の確認できる箇
所はみられたものの、ほとんどが耕作による破壊を

受けていた。⑫箕輪町教育委員会『堰下遺跡一平成
16年度単独道路改良事業に伴う埋蔵文化財緊急発
掘調査報告書』平成16年 3月 刊行

(16)   阿智オ寸

あかばねはら

7687 赤羽原遺跡

①阿智村春日1294-6ほか②縄文③散布地④H16。

5.26～ 5.27⑤長野県埋蔵文化財センター⑥石上周
蔵、若林 卓⑦道路③l,800⑨ なし⑩なし⑪調査対
象地内に遺跡は残存していない。⑫未刊

(17)堀金村
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①堀金村大字鳥川3016-6番 地ほか②平安③集落跡

④H16。 7。 708、 8。 4～ 6⑤堀金村教育委員会⑥―志信

可FБ⑦学校建設③2,000⑨竪穴住居跡 3(平安)⑩土

器、鉄製品、石製品 (平安)⑪今回の調査は、昨年度

調査された竪穴住居跡10軒 、土坑14基や流路等が発

見された地域の北倶1に 隣接 し、竪穴住居跡 3軒が調

査され、出土遺物から9世紀後半から11世紀に帰属

すると考えられる。今回の調査結果から遺跡は今回

の調査区より北及び西側には大きく拡散 しないと

判断でき、南側及び東側に展開すると考えられる。

今回の調査結果は昨年度の結果と近似するが、今後

の学校建設に伴う調査成果をあわせて検討が必要。

⑫平成17年度刊行予定

(18)波 田町

7689 若澤寺遺跡

①波田町水沢山②近世③寺院跡④H16。 5。 1■ H16.

3.31⑤波田町教育委員会⑥山本政己⑦学術調査③

ll,000⑨寺院関連 (近世)⑩陶器 (近世)⑪中世(1400

年代)に元寺場跡から下つたと伝えられる史実を証

明することはできなかったが、その栄華を示す「若

澤寺一山之絵図」と整合がとれた6江戸後期の活用

以前についての調査が課題である。⑫波田町教育委

員会『若澤寺を探るⅡ 若澤寺跡調査報告書』平成

17年 3月 刊行

(19)坂城町

7690

①坂城町大字坂城字込山6313-2ほ か②弥生～平安

③集落跡④H16。 7。 26～ 8。 12⑤坂城町教育委員会⑥

斎藤達也⑦その他の建物③290⑨竪穴住居跡 2(弥

生)、 土坑 7、 ビット45(時期不明)⑩土器 (弥生～平

安)⑪現地点は千曲川右岸の河岸段丘上に所在する

遺跡である。今回検出された遺構は(弥生時代の竪

穴住居跡が 2棟等であったが、対象地が以前工場敷

地であったことによる撹乱が多く、実際にはもっと

規模の大きな集落であった可能性が指摘できる。⑫

平成18年 3月 刊行予定

(20)信濃町

7691 杉久保遺跡

①信濃町大字野尻字舟場29-4②旧石器～弥生、平
安③散布地④H16。 4。 14～ 4.16・ 5.18～ 5。 27⑤信濃町
教育委員会⑥渡辺哲也⑦個人住宅③53⑨なし⑩土
器(縄文、弥生)⑪弥生土器が出土し、約30cmの 間層
を挟んで縄文時代早期の押型文土器の分布を確認
した。⑫平成17年 3月 刊行

①信濃町大字野尻字海端264-1番地先から283-3

番地先②旧石器③湖底の散布地④H17.3.19～ 3。 21

⑤野尻湖発掘調査団⑥渡辺哲也⑦学術研究③128⑨

なし⑩なし⑪過去の調査で埋めた土を取り除き、地
層観察会を行った。新たな地層の発掘は行わなかっ
たため、遺構・遺物は検出されなかった。⑫未刊

(21)  牟ネLオ寸

に し よ つ や

7693 西四ツ屋遺跡

①牟礼村大字牟礼字西四ツ屋1032ほ か②縄文、平安
～近世③集落跡④H16。 8。 2～ 11.30⑤長野県埋蔵文

化財センタT⑥中野亮一、入沢昌基、山崎まゆみ⑦

道路③7,000⑨竪穴住居跡 1(平安)、 掘立柱建物跡

2(平安、近世)、 土坑49(平安～近世)、 溝跡 8(中世
～近代)⑩石器 (縄文)、 土器 (平安)、 陶磁器 (中 世、近

世)⑪尾根状部分と幅広の谷状部分があり、平安時

代の竪穴住居跡は谷状部分のゆるい傾斜地に構築

されていた。⑫未刊

(22) 山ノ内町

7694 上林 中道 南 遺跡

①山ノ内町大字平隠字桑山道南532-15他②旧石

器、縄文、古墳③集落跡④H15.6。 2～ H15。 8。 22⑤山ノ

内町教育委員会⑥檀原長則⑦道路③3,227⑨土坑 3

(縄文、平安)、 竪穴住居跡 1(平安)⑩石器 (旧 石器、

縄文)、 土器 (縄文)⑪出土した土器を見ると縄文時

代中期と後期に関東地方との交流があったことが

推定される。山の資源を求める拠点遺跡の性格を表

している。⑫山ノ内町教育委員会『上林中道南遺跡

V』 平成16年 3月 刊行
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(23)豊田村

か わ く ば      、

7695 川久保遺跡

①豊田村大字豊津字川久保②縄文～近世③集落跡、
生産遺跡、散布地④H16。 4.21～ 12。 20⑤長野県埋蔵
文化財センター⑥鶴田典昭、黒岩 隆、中島英子、市
川隆之、山崎まゆみ⑦築堤③ 15,000⑨ 竪穴住居跡
18(弥 生、古墳、平安)、 掘立柱建物跡4(古墳 ?)、 水
田跡 4(古墳、中世)、 遺物集中28、 焼土跡12、 ビット

284、 畝状遺構 2、 土坑59(縄文～近世)、 ⑩土器 (縄文
～平安)、 石器 (縄文、弥生、平安 )、 灰釉陶器、ヤリガ

ンナ(平安)、 白磁 (中 世)⑪弥生時代中期の完形の土

器が微高地の斜面部にまとまって出土 し、通常の集

落跡とは異なる空間であったことが想定される。古

墳時代になると低地部を水田に利用 し、低地部が土

石流で埋もれた後は、その上に住居を構えた様子が

明らかにできた。また平安時代の住居跡の中央から

鍛冶工房も発見された。⑫未刊

写真9 豊田村 川久保遺跡での弥生時代中期土器出土状況の一部 (長野県埋蔵文化財センター提供 )
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2試掘・確認調査

番号 遺  跡  名 所 在 地 調査期間 調 査 主 体 調査の原因・目的

7696 浅川扇状地遺跡群 長野市居町95-3 H16.3.26
長野市埋蔵文化財
センター その他開発

7697 大しん田第一遺跡 辰野町大字伊那富2208-2他 H16.3。 16 辰野町教ヽ育委員会 宅地造成

7698 福松砥沢遺跡 諏訪市湖南4594-12他 H16。 3。 9 諏訪市教育委員会 個人住宅

7699 宮前遺跡 長野市大字若槻東条字宮前992-1 H16.4.15
長野市埋蔵文化財
センター 店舗

7700 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字南石堂字石堂東沖
1340-1他

H16。 4。 21
長野市埋蔵文化財
センター その他開発

7701 田町遺跡群
坂城町大字坂城字鍛冶裏6628-
1,6625-1

H16.4.15～ 4。 16 坂城町教育委員会 宅地造成

7702 浅川扇状地遺跡群 長野市屋敷田378-1他 H16.4.15
長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

7703 日名沢遺跡 坂城町大字坂城1965-1 H16.4。 22^ン 4.26 坂城町教育委員会 集合住宅

7704 駄科権現堂遺跡 飯田市駄科1242-3 H16。 4.5 飯田市教育委員会 集合住宅

7705 育良社付近遺跡 飯田市北方1593-1他 H16.3.8 飯田市教育委員会 その他建物

7706 飯田城下町遺跡 飯田市二本松339-1他 H16.4.5 飯田市教育委員会 集合住宅

7707 上ノ棚遺跡 茅野市北山芹ケ沢 H16。 3。 3 茅野市教育委員会 集合住宅

7708 妙前 1号墳・妙前遺跡 飯田市松尾上溝6229 H16.4。 17 飯田市教育委員会 工 場

7709 浅川扇状地遺跡群 長野市吉田4丁 目1308-イ 他 H16.5.11
長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

7710 飯田城下町遺跡 飯田市東和町2-27-1他 H16.4。 14 飯田市教声委員会 集合住宅

7711 恒川遺跡群池田地籍 飯田市座光寺3356-3 H16。 4。
｀
26 飯田市教育委員会

保存目的の範囲
内容確認調査

7712 切石遺跡群 飯田市鼎切石4086-2他 H16.5.6 飯田市教育委員会 その他建物

7713 長野原遺跡 飯田市長野原494 H16.5.6 飯田市教育委員会 集合住宅

7714 百姓地遺跡 諏訪市上諏訪6253-4他 H16。 5.6 諏訪市教育委員会
保存目的の範囲
内容確認調査

7715 金谷遺跡 飯田市北方1139-3他 H16`5。 11 飯田市教育委員会 その他開発

7716 松本城下町跡本町
松本市中央2丁 目51-10、 -22、 一

23、  -24

H16.1。 29～

H16.2.11
松本市教育委員会 その他建物

7717 小屋遺跡
松本市大字芳川村井町字古町
205-15タト9亀自

H16。 4。 30 松本市教育委員会 宅地造成

7718 寿南久保遺跡 松本市寿中1-1374-3外 25筆 H16.4。 19～ 4.23 松本市教育委員会 店舗

7719 長野遺跡群 長野市大字鶴賀字腰巻2328 H16.6。 4
長野市埋蔵文化財
センター その他開発

7720 四ツ屋遺跡
長野市松代町清野字東沖1740-1

他
H16。 6。 11

長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

7721 松本城下町跡
松本市旭 1丁 目1034～ 1037の一

音Б
H16.6.14 松本市教育委員会 集合住宅

7722 金谷遺跡 飯田市北方1157-2他 H16.5.25 飯田市教育委員会 集合住宅

7723 はりつけ原遺跡 飯田市三日市場343-1 H16.6.18 飯田市教育委員会 道路
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番号 遺  跡  名
｀
所 在 地 調査期間 調 査 主 体 調査の原因・目的

7724 上山遺跡群 飯田市鼎上山3553-2他 _ H16。 6.22-6.23 飯田市教育委員会 道路

7725 県町遺跡 (近接地) 松本市県1丁 目1522-5外 5筆 H16。 7.6 松本市教育委員会 集合住宅

7726 松本城下町跡 松本市城東2丁 目155-1 H16.7。 8 松本市教育委員会 集合住宅

7727 浅川扇状地遺跡群 長野市三輪二丁目90-1他 H16.7。 9
長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

7728 松代城下町跡 長野市松代町松代字殿町157-2 H16.7.8
長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

7729 中原遺跡群
佐久市大字中込字梨ノ木3776番

地 1、 大 字三河田字大塚421番
H16。 4.20 佐久市教育委員会 宅地造成

7730 蛇塚 B遺跡群
佐久市大字新子田字野馬久保
1925-,6, 1925--7

H16.4。 26-4.28r 佐久市教育委員会 工場

7731 蛇塚A遺跡群 佐久市大字安原1345-1番地 H16.4。 28 佐久市教育委員会 集合住宅

7732 東大久保遺跡
佐久市大字上平尾字東大久保
776-2        -

H16。  4. 30～ 5.1 佐久市教育委員会 集合住宅

7733 東大久保遺跡群
佐久市大字上平尾字東大久保
755-1

H16.5。 20 佐久市教育委員会 その他開発

7734 水棚入口遺跡 八千穂村大字八郡2281番地他 H16。 4.30～ 5。 17
八千穂村教育委員
△
ム

農業基盤整備事
業

7735 下眈水遺跡 (隣接)

佐久市大字内山眈水4578-1、

4605-7
H16.6.24 佐久市教育委員会 店舗

7736 石田遺跡 (隣接 )

佐久市大字志賀字石田6093-6他
15筆

H16。 6。 28 佐久市教育委員会 道路

7737 一本柳遺跡群 佐久市大字岩村田2047-3番地 H16.4.28 佐久市教育委員会 個人住宅

7738 開戸田遺跡他
佐久市大字内山字竹田7283番地
他6筆

H16.4。 19～ 7.6 佐久市教育委員会 道路

7739 硲城跡
小諸市大字耳取字塩川157-1
他

H16.7.12 小諸市教育委員会
農業基盤整備事
業

7740 西村中遺跡 佐久市大字根岸字阿らや115 H16.4。 19～ 7.8 佐久市教育委員会 その他建物

7741
千鹿頭北遺跡 (近接
地)

松本市神田 1丁 目・筑摩 4丁 目 H16.6.9～ 6.10 松本市教育委員会 道路

7742 松本城三の丸跡 松本市丸の内92-5,92-6 H16.6.22-6.24 松本市教育委員会 個人住宅

7743 南栗遺跡
松本市大字島立字南下4692-1外2

筆
H16。 5。 25 松本市教育委員会 宅地造成

7744 龍江石原古墳 飯田市龍江3384-4 H16。 7.2 飯田市教育委員会 個人住宅

7745
恒川遺跡群薬師垣外地
籍

飯田市座光寺4697-1 H16.7.6-7.9 飯田市教育委員会 個人住宅

7746 霊仙寺遺跡 信濃町大字大井2873-3 他 H16。 6.21～ 6.29 信濃町教育委員会 水道

7747 篠ノ井遺跡群 長野市篠ノ井御幣川6854-1 他 H16.7。 21
長野市埋蔵文化財
センター

'可

り||

7748 水佐代獅子塚古墳 飯田市松尾水城3460-2他 H16.7.22 飯田市教育委員会 宅地造成

7749 込山C遺跡
坂城町大字坂城字込山6313-2

他
H16。 7.20^-7.23 坂城町教育委員会 その他建物

7750 方角東遺跡 飯田市羽場町3-721-1他 H16.7。 23-7.26 飯田市教育委員会 道路

7751 曽根城跡
佐久市大字内山字穴沢131-6外 3

筆
H16.7.29 佐久市教育委員会 道路

7752 上五明条里水田址 坂城町大字上五明字中村436 他 H16.8。 4-8.5 坂城町教育委員会 その他開発
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番号 遺  跡  名 所 在 地 調査期間 調 査 主 体 調査の原因・目的

7753 未周知 佐久市大字内山字たまり H16。 5。 19 佐久市教育委員会 その他開発

7754
浅川扇状地遺跡群
本村東沖遺跡

長野市上松1丁 目588番5 他 H16。 8。 10
長野市埋蔵文化財
センター その他開発

7755
浅川扇状地遺跡群
檀田遺跡

長野市檀田土地区画整理事業地
50街区5 他

H16.8。 10
長野市埋蔵文化財
センター その他の建物

7756 松本城下町跡 博労町 松本市本庄1-4-13 H16。 8。 9 松本市教育委員会 集合住宅

7757 裏町遺跡 牟礼村字裏町2520-1 H16。 8。 17 牟礼村教育委員会 その他の建物

7758
浅川扇状地遺跡群
檀田遺跡

長野市檀田土地区画整理事業地
内56街区

H16。 8.26
長野市埋蔵文化財
センター 個人住宅

7759 上五明条里水田址 坂城町大字上五明字島寺510 他 H16.8.18～ 8.24 坂城町教育委員会 その他開発

7760
井川城址 (近接地)

小島遺跡 (近接地)

松本市井川城2丁 目
H15。 12.2～
15。 12.5

松本市教育委員会 土地区画整理

7761 松本城総堀跡 松本市開智1丁 目1-10
H16。 3。 29～

16.3.30
松本市教育委員会 個人住宅

7762 松本城総堀跡 松本市開智1丁 目19-9,269-6
H16。 3。 29～

16.3。 30
松本市教育委員会 個人住宅

7763 浅川扇状地遺跡群 長野市三輪2丁 目531-1 他 H16。 9.13
長野市埋蔵文化財
センター 店舗

7764 宮上遺跡 坂城町大字中之条918 H16.9。 7～ 9。 9 坂城町教育委員会 工 場

7765 天神ノ木遺跡 松本市岡田下岡田251-1 H16.7.1 松本市教育委員会 集合住宅

7766 松本城下町遺跡袋町
松本市城東2丁 目157-イ ー1、 157-
1

H16。 6。 28 松本市教育委員会 集合住宅

7767 峰ノ平遺跡 松本市蟻ケ崎1858-3他 H16.7.7 松本市教育委員会 宅地造成

7768 杉山古墳群 千曲市大字倉科字杉山 H16.8.26～ 9。 14

千曲市教育委員会
生涯学習課 森将
軍塚古墳館

学術研究

7769 蟻ケ崎遺跡 松本市蟻ケ崎3丁 目424-1 H16.9。 8■ 9.9 松本市教育委員会 その他の建物

7770 掘立山・神道原遺跡 南安曇郡梓川村大字梓6638番地 H16。 7.5 梓川村教育委員会 水道

7771 御堂川古墳群前山支群 坂城町大字中之条1814-1 H16.9‐ 29～ 10.1 坂城町教育委員会 その他開発

7772 浅川扇状地遺跡群 長野市三輪1丁 目1220-1 他 H16.10。 8
長野市埋蔵文化財
センター その他建物

7773 水棚入口遺跡 八千穂村大字八郡2281番地他 H16。 9.13-9.27
八千穂村教育委員
△
ム

農業基盤整備事
業

7774 長土呂遺跡群 佐久市大字長土呂字下聖端190-5 H16.7。 16 佐久市教育委員会 集合住宅

7775 宮の後遺跡
佐久市大字岩村田字宮の後1916-
1・ 1916-2の 各一部

H16.9。 22 佐久市教育委員会 集合住宅

7776 神田遺跡 松本市神田1丁 目811-1番外3筆 H16。 10。 18 松本市教育委員会 集合住宅

7777 宮前遺跡
長野市大字若槻東条字蚊里田
1300-3 他

H16.10。 26
長野市埋蔵文化財
センター その他建物

7778 飯綱平遺跡 豊田村大字豊津4237-1 他 H16。 7.13～ 8.31 豊田村教育委員会 宅地造成

7779 北栗遺跡 松本市大字島立3786-3 H16.7.20-7.22 松本市教育委員会 個人住宅

7780 狐塚遺跡 松本市沢村3丁 目1921-2 H16.8.17 松本市教育委員会 集合住宅

7781 稲倉和田遺跡 松本市大字稲倉字京ノ尾835番 H16.10。 1 松本市教育委員会 その他開発
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7782 長野遺跡群 長野市大字鶴賀字裏屋敷1268-13 H16.11。 18
長野市埋蔵文化財
センター その他開発

7783 荒井原遺跡 高山村大字高井672 H16.7.2 高山村教育委員会 宅地造成

7784 日向林B遺跡
信濃町大字富濃字 日向林2253-
16

H16.10。 19 信濃町教育委員会 個人住宅

7785 (未周知 )

長野市大字上ヶ屋麓原2471-
1216 他

H16.11.22
長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

7786 (未周知 )

長野市大字上ヶ屋麓原2471-
1388 他

H16。 11.22 長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

7787 (未周知 ) 松本市征矢野1丁 目5096番 1 H16。 9。 17 松本市教育委員会
保存́目的の範囲
内容確認調査

7788
島内北中遺跡 (近接
地 )

松本市大字島内4986番 地の一部 H16.10。 12 松本市教育委員会 その他開発

7789 平田北遺跡 (近接地) 松本市市場96-25、 96-8 H16.10.6～ 10。 8 松本市教育委員会 店舗

7790 松山遺跡 (近接地)

松本市大字寿小赤字唐沢1080番 1

内
H16。 10。 28 松本市教育委員会 宅地造成

7791 扇田遺跡 佐久市大字内山字扇田 H16.10。 28-30 佐久市教育委員会 道路

7792 長土呂遺跡群
佐久市大字長土呂字下聖端201番

地タト
H16。 10。 14～

11.17
佐久市教育委員会 その他開発

7793 漆ヶ平遺跡
木曽郡木曽福島町新開番地4015
ほ か       

一

H16。 11。 22
木曽福島町教育委
員会

宅地造成

7794 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字南長野字徳永沖1033-
1他 H16。 12.2

長野市埋蔵文化財
センタ= 集合住宅

7795 (未周知 ) 長野市大字石渡字東田 他 H16.12.2
長野市埋蔵文化財
センター 道路

7796 小菅修験遺跡 飯山市大字瑞穂7063番地 他 H16.6.21-12.3 飯山市教育委員会 学術研究

7797 町横尾遺跡 坂城町大字南条字坂城4780-3 H16。 12.3 坂城町教育委員会 道路

7798 浅川扇状地遺跡群 長野市大字上駒沢字寺浦956 他 H16.12.1～ 12.17
長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

7799
浅川扇状地遺跡群
平林東沖遺跡

長野市古牧中部土地区画整理事
業地内16街区2

H16.12。 20
長野市埋蔵文化財
センター その他建物

7800 (未周知 )

長野市大字上ヶ屋麓原2471-1010
他

H16.12.21
長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

7801
男女倉遺跡群ブドウ沢
B-12地点

和田村5309-18、 同281
H16。 11。 17～

11.22
和田村教育委員会 その他開発

7802
長野遺跡群 元善町遺
跡

長野市大字長野元善町49卜 1南

市道善光寺南線
H16。 12。 21

長野市埋蔵文化財
センター その他開発

7803 町横尾遺跡 坂城町大字南条字城坂4776-2 H16.12。 21 坂城町教育委員会 道路

7804 浅川扇状地遺跡群
長野市大字上駒沢字新町161-1

他
H17.1.7

長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

7805
浅川扇状地遺跡群
檀田遺跡

長野市檀田土地区画整理事業地
50街区7号

H17.1。 7
長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

7806 小島・柳原遺跡群
長野市北長池字十二家裏1259-1

他
H17.1.12

長野市埋蔵文化財
センター 月雪舎甫

7807 裏町遺跡 牟礼村字裏町2519-1 H16.12.28 牟礼村教育委員会 その他建物

7808 長池遺跡
長野市若穂綿内字東古屋6828-1

他
H17.1。 14

長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

7809 浅川扇状地遺跡群
長野市大字富竹字山道西613-1

他
H17.1.14

長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

7810 村井遺跡
松本市大字芳川村井町字中村
1280-二 1

H16.7。 14 松本市教育委員会 工場・店舗
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7811 白姫遺跡 (近接地)

松本市大字寿豊丘字下本松595-
17

H16.9。 6 松本市教育委員会 その他建物

7812 原渡前遺跡
松本市大字寿小赤字原渡前2308
-1内

H16。 9。 28～ 10。 14 松本市教育委員会 その他開発

7813 大輔原遺跡 松本市大字南浅間533-2外 5筆 H16.11.4-11.5 松本市教育委員会 宅地造成

7814 元原遺跡
松本市桐2丁 目1135外 (松本市中
原土地区画整理事業予定地)

H16.11.16 松本市教育委員会 土地区画整理

7815 五輪遺跡 松本市宮田330-1外 6筆 H16112。 21 松本市教育委員会 宅地造成

7816 岡田西裏遺跡
松本市大字岡田町字下出口523-
1外 2筆

H17。 1.13～ 1。 14 松本市教育委員会 宅地造成

7817 南久保・居村遺跡
臼田町大字中小田切字南居村462
-2、 南久保449-口 ～457-1

H16。 11。 17 臼田町教育委員会
農業基盤整備事
業

7818 四ツ屋遺跡群 坂城町大字坂城9409-2 他 H17.1.18～ 1́。 19 坂城町教育委員会 集合住宅

7819 漆ヶ平遺跡 木曽福島町 H16.11。 22
木曽福島町教育委
員会

道路他

7820 (未周知 ) 長野市戸隠豊丘1531 H17。 1.31
長野市埋蔵文化財
センター 学校建設

7821 観音沢遺跡 和田村6214-3 H17.1。 1～ 1.20 和田村教育委員会 道路

7822 三才遺跡 (近接地 ) 松本市筑摩3丁 目2808番 地1外4筆 H16.9.16 松本市教育委員会 集合住宅

7823 下原遺跡
松本市大字里山辺3374-1の 一

音Б、 3375
H16。 11.10 松本市教育委員会 集合住宅

7824 今井北耕地遺跡 松本市大字今井字八ツロ4007番 1 H16.11。 24 松本市教育委員会 工場

7825 小島・柳原遺跡群
長野市大字小島字岡田堰南481-1

他
H17.2。 8

長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

7826 安茂里遺跡群
長野市大字安茂里字西河原3777-

5
H17。 2.8

長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

7827 浅川扇状地遺跡群 長野市大字徳間中南554-1 他 H17.2。 9
長野市埋蔵文化財
センター その他建物

7828
大つま遺跡
堀金小学校付近遺跡

南安曇郡堀金村大字烏川3016-6
番地外

H16.12。 18029 堀金村教育委員会
農業基盤整備事
業

7829 裾花川扇状地遺跡群 長野市若里3丁 目707-1 他 H17.2.15
長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

7830 新町遺跡 佐久市大字平賀1887-4 H16。 4.28 佐久市教育委員会 個人住宅

7831 長野遺跡群
長野市大字西長野字中組506-1

他
H17。 2.21:22

長野市埋蔵文化財
センター 道路

7832 高綱遺跡
松本市大字島立4416の 内 (高綱
中学校敷地内)

H16。 10。 22 松本市教育委員会 その他建物

7833 惣社遺跡 (近接地)

松本市大字里山辺字坂下1180番 1

外10筆
H16.11。 26～ 12。 9 松本市教育委員会 宅地造成

7834 惣社遺跡 (近接地 ) 松本市大字惣社32番 1外8筆 H17.1.4～ 1。 5 松本市教育委員会 集合住宅

7835 平田本郷遺跡
松本市平田西1丁 目606番 1、 607

番2、 1447番 8
H17.1.11～ 1.12 松本市教育委員会 集合住宅

7836 白山遺跡 飯田市竹佐873他 H16.8。 18～ 8.20 飯田市教育委員会 道路

7837 うなぎ沢遺跡 飯島町七久保1032-34他 H16。 9。 1～ 9.2 飯島町教育委員会 ガス・電気・水道

7838 松尾明遺跡 飯田市松尾明5263-1他 H16。 8.18 飯田市教育委員会 その他建物

7839 小池下遺跡 飯田市時又1300-8他 H16.8.27 飯田市教育委員会 個人住宅
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7840 開善寺境内遺跡 飯田市上川路990-1他 H16。 8。 27～ 8.31 飯田市教育委員会 個人住宅

7841 福松砥沢遺跡 諏訪市湖南4899-1他 H16。 9。 9～ 9。 14 諏訪市教育委員会 個人住宅

7842 富の平遺跡 飯田市大瀬木1700他 H16。 11.8～ 11。 16 飯田市教育委員会
その他農業関連
事業

7843 代田下遺跡 飯田市松尾代田1560他 H16.12。 3 飯田市教育委員会 宅地造成

7844 成田遺跡 飯田市龍江92-1 H16。 11.24 飯田市教育委員会 道路

7845 成田遺跡 飯田市龍江92-1他 H16.12.6 飯田市教育委員会 道路

7846 恒川遺跡群 飯田市座光寺4726 H16.10.4～ 10。 7 飯田市教育委員会
保存目的の範囲
内容確認調査

7847 藪越遺跡 飯田市上郷飯沼3401 H16.10。 28 飯田市教育委員会 個人住宅

7848 上野遺跡 飯田市座光寺2901-3 H16.11.29 飯田市教育委員会 集合住宅

7849 城遺跡 飯田市松尾城5155 H16.10。 22 飯田市教育委員会 その他開発

7850 水城遺跡 ´ 飯田市松尾水城3462-1
H16.12。 27～

H17.1.11
飯田市教育委員会 宅地造成

7851 風越遺跡 飯田市上飯田1929-1他 H16.12。 27 飯田市教育委員会 その他開発

7852 飯田城下町遺跡 飯田市大久保町2437 H17.1。 17 飯田市教育委員会 道路

7853 竹佐中原遺跡 飯田市山本95-11 H17.1.31-2.3 飯田市教育委員会 道路

7854 屋地遺跡
長野市松代町東条字上屋地2661

番
H17.3.3

長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

7855 栗毛坂遺跡群 佐久市大字岩村田字中島3716 H17.2。 14 佐久市教育委員会 宅地造成

7856 内小屋遺跡 上田市大字上野 H16.5.7 上田市教育委員会 その他建物

7857 千曲高校遺跡 上田市大字中之条 H16.5。 14 上田市教育委員会 集合住宅

7858 八幡浦遺跡 上田市大字中央三丁目 H16。 5。 31 上田市教育委員会 その他建物

7859 中吉田遺跡 上田市大字芳田 H16.6.10 上田市教育委員会 集合住宅

7860 宮脇遺跡 上田市大字築地
H16.10。 26～

10.28
上田市教育委員会 店舗

`

7861 岡城跡・岡遺跡 上田市大字岡 H16。 11.22～ 12。 3 上田市教育委員会 個人住宅

7862 築地遺跡 上田市大字築地 H16。 12.6 上田市教育委員会 遺跡整備

7863 染屋台条里水田跡遺跡 上田市大字上野 H17。 1.27 上田市教育委員会 集合住宅

7864 染屋台条里水田跡遺跡 上田市大字古里 H17。 2.9 上田市教育委員会 集合住宅

7865
松本城下町跡 (極楽
寺)

松本市深志2丁 目88-53、 88-チ
ー2

H16。 8。 11 松本市教育委員会 その他建物

7866 四ツ谷遺跡 松本市清水2丁 目1810番 13外 10筆 H16。 8。 18 松本市教育委員会
宅地造成・集合

住宅

7867 宮渕本村遺跡 松本市宮洪1本村315-1 H17.2.8 松本市教育委員会 集合住宅

7868 新井遺跡 松本市大字里山辺字角畑1545番 3 H17。 2。 21-3。 8 松本市教育委員会 宅地造成
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7869 樋村遺跡群 佐久市大字平賀山崎2954-1 H16.2。 3-3.15 佐久市教育委員会
その他農業関連
事業

7870 中原遺跡群 佐久市大字中込字曲坂361ユー176 H16。 12。 24 佐久市教育委員会 個人住宅

7871 周防畑遺跡群
佐久市大字塚原字濁 り498-2他 17

筆
H16.11.22～ 12.1 佐久市教育委員会 店舗

7872 宮の上遺跡群
佐久市大字根々井字西供養塚20-
1

H16。 12.14～
12。 15

佐久市教育委員会 集合住宅

7873
浅川扇状地遺跡群
本郷前遺跡

長野市三輪4丁 目1-32 他 H17.3。 12
長野市埋蔵文化財
センター 学校建設

7874
浅川扇状地遺跡群
押鐘遺跡

長野市吉田2丁 目242-1 他 H17.3.17 長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

7875
小島・柳原遺跡群
南川向遺跡

長野市大字北尾張部字南川向
208-1  lL H17.3.17 長野市埋蔵文化財

センター 宅地造成

7876 一本柳遺跡群
佐久市大字岩村田字下樋田1787-
1

H17.3。 3-4 佐久市教育委員会 その他建物

7877 市道遺跡Ⅲ 他 佐久市大字跡部～本新町
H16。 7。 5～

H17.3.15 佐久市教育委員会 道路

7878 立が鼻遺跡
信濃町大字野尻字海端264-1先 ～
283-3夕L

H17。 3。 19-3。 21 野尻湖発掘調査団 学術研究

7879 塚越 1号古墳 飯田市駄科347-1 H17。 1.20 飯田市教育委員会 個人住宅

7880
矢出川第Ⅳ遺跡他 7遺
跡

南牧村大字野辺山
H16。 12.13～
12.17 南牧村教育委員会

農業基盤整備事
業

7881 宮平遺跡 御代田町豊昇字宮平
H16.10。 1～

17.3.22
御代田町教育委員
△

保存目的の範囲
内容確認調査

7882 漆垣外遺跡 諏訪市大和2-11093-1
H16.10.25～
10.27 諏訪市教育委員会 集合住宅

写真10 信濃町 立が鼻遺跡野尻湖底 トレンチ調査における地層観察会 (野尻湖発掘調査団提供)
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番号 遺  跡  名 所 地在 工事期間 調 査 主 体 調査の原因・目的

2363 宮前遺跡
長野市大字若槻東条字宮前
992番地-1

未定
長野市埋蔵文化財
セ ンター 店舗

2364 浅川扇状地遺跡群
長野市大字稲田字ニツ宮1674
-1

H16.7。 20-9.30 長野市埋蔵文化財
セ ンタ∵

個人住宅兼工場又
は店舗

2365 四ツ屋遺跡 長野市松代町清野1740-1 h16。 8.2～ 10。 31
長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

2366 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字高田字久保1221-
1,字南向1238-1,1239の 一部

H16.8.23～
17.1.30

長野市埋蔵文化財
セ ンター 店舗

2367 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字高田字米田1450-1

他
H16.8.1～ 9.30

長野市埋蔵文化財
セ ンター 宅地造成

2368 浅川扇状地遺跡群 長野市屋敷田378二 1 他 H16.9.1～ 10.31
長野市埋蔵文化財
セ ンター ´ 宅地造成

2369 松代城下町跡
長野市松代町松代字殿町157-

2
未定

長野市埋蔵文化財
セ ンター 集合住宅

2370 浅川扇状地遺跡群
長野市大字稲田字ニ ツ宮
1785-3

H16.10.1～
H17.2.28

長野市埋蔵文化財
センター

個人住宅兼工場又
は漣ゴ舎甫

2371
浅川扇状地遺跡群
檀田遺跡

長野市檀田土地区画整理地内
56街区

H16.9。 24-12.24 長野市埋蔵文化財
セ ンター 集合住宅

2372 浅川扇状地遺跡群
長野市檀田土地区画整理地内
44街区2の一部

H16.10。 1～

H17。 2.28
長野市埋蔵文化財
セ ンター その他建物

2373 浅川扇状地遺跡群
長野市大字稲田字山王690-1

他

H16.11.1～
H17.2.25

長野市埋蔵文化財
セ ンター 集合住宅

2374 浅川扇状地遺跡群
長野市大字平林字八船 田沖
43-4

H16.10120～
12。 31

長野市埋蔵文化財
セ ンター 個人住宅

2375 浅川扇状地遺跡群
長野市大字平林字八船田沖
43-5

H16。 10.20～

12.31
長野市埋蔵文化財
セ ンター その他建物

2376 浅川扇状地遺跡群
長野市吉田4丁 目1333-1の 二

部 他

H16.10。 12～

11.19
長野市埋蔵文化財
セ ンター 宅地造成

2377 裾花川扇状地遺跡群 長野市南高田1丁 目13番 14号
H16.11.15～
H17.1.28

長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

2378 浅川扇状地遺跡群 長野市富竹1087-1番 地 他
H16.11。 30～

H17.3.25
長野市埋蔵文化財
セ ンター 集合住宅

2379
浅川扇状地遺跡群

権現堂遺跡
長野市稲田南土地区画整理地
30街区1:2

H16.11.30～
H17。 3.3

長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

2380 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字栗田字舎利田653-

142

H16.11。 1～

H17.2.23
長野市埋蔵文化財
セ ンター 集合住宅

2381 裾花川扇状地遺跡群 長野市若宮2丁 目12-1,12-2 H16。 11～ H17.1
長野市埋蔵文化財
セ ンター 店舗

2382 安茂里遺跡群
長野市大字小柴見字北村前沖
375-1

H16.12.15～
H17.5.31

長野市埋蔵文化財
セ ンター 集合住宅

2383 浅川扇状地遺跡群
長野市大字富竹字山道西798-

1

H16.12.20～
17.3.18

長野市埋蔵文化財
セ ンター 集合住宅

2384 浅川扇状地遺跡群 長野市吉田4丁 目576-8 他 H17。 2.1-7.1 長野市埋蔵文化財
セ ンター

その他建物

2385 浅川扇状地遺跡群
長野市大字上駒沢字新町161-

1他 H17.1～ H17。 3
長野市埋蔵文化財
セ ンター 宅地造成

2386 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字高田字藤倉1523-1

他     | H17.1～ H17。 4
長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

2387 長池遺跡
長野市若穂綿内字東古屋
6828-1 イ也

H17.1。 27～r4.27 長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

2388 浅川扇状地遺跡群
長野市大字富竹字山道西613-

1他 H17。 2.1-3.31 長野市埋蔵文化財
セ ンター 宅地造成

2389 浅川扇状地遺跡群
長野市大字平林字八船田沖
58-5  イ也

H17.2.16-3.31
長野市埋蔵文化財
セ ンター 宅地造成

2390 長野遺跡群 _東 町遺跡
長野市大字長野大門54番地1

他
H17.2.22～ 9.30

長野市埋蔵文化財
セ ンター 月ゴ舎甫

2391 浅川扇状地遺跡群
長野市大字徳間中南554-1

他
Hl´ 7.3。 1-3.31 長野市埋蔵文化財

センター
その他建物

2392
浅川扇状地遺跡群
檀田遺跡

長野市檀田土地区画整理地50

街区7号地
H17.1。 14～ 3.31

長野市埋蔵文化財
セ ンター 集合住宅

2393 浅川扇状地遺跡群 長野市上松4丁 目1233-1 他 H17.5.1-9.30
長野市埋蔵文化財
セ ンター 集合住宅

2394 浅川扇状地遺跡群
長野市大字上駒沢字寺浦
1026-1 他

～H17.11.28
長野市埋蔵文化財
セ ンター 集合住宅

2395 屋地遺跡
長野市松代町東条字上屋地
2661番

H17.3.30-10.31
長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成
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番号 〕還 名跡 地在所 工事期間 調 査 主 体 調査の原因・目的

2396 浅川扇状地遺跡群 長野市三輪3丁 目629-2 H17.4.8～ 6.15
長野市埋蔵文化財
セ ンター 集合住宅

2397 本郷前遺跡 長野市三輪4丁 目1-32 H17.5。 1～ 12.20
長野市埋蔵文化財
セ ンタ‐ 学校建設

2398
浅川扇状地遺跡群
押鐘遺跡

長野市吉田2丁 目242-1 他 H17.4～
長野市埋蔵文化財
セ ンター 宅地造成

2399
小島・柳原遺跡群
南川向遺跡

長野市大字北尾張部字南川向
208-1  1也

H17。 4。 20■・ 5.30
長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

2400 松代城下町遺跡
長野市松代町松代550-3～
H35番地地先

H16.5.10～ 。9。 30
長野市埋蔵文化財
セ ンター

ガス・水道・電気
生

2401 篠 ノ井遺跡群
長野市篠ノ井塩崎5311～ 3365-1番地
地先、5311～ 2609番 地地先

H16.5.6～
H18.3.10

長野市埋蔵文化財
センター 道 路

2402 松代城下町遺跡
長野市松代町松代779 T l番 地
先外

H16.11.1～
H17。 6.30

長野市埋蔵文化財
セ ンター

ガス・水道・電気
生

2403 松代城下町遺跡
長野市松代町松代1137～

H91-1番地地先

H16。 10。 20～

H17。 8。 31

長野市埋蔵文化財
セ ンター

ガス・水道 0電気
生

2404 松代城下町遺跡
長野市松代町松代201-1～
1449番地地先

H16。 10.15～
H17。 3。 31

長野市埋蔵文化財
セ ンター

ガス・水道・電気
等

2405 松代城下町遺跡
長野市松代町松代906-1番 地
先外

H16。 10.25～

H17.3。 31

長野市埋蔵文化財
セ ンター `

ガス・水道・電気
生

2406 松代城下町遺跡
長野市松代町松代152～ 153-

10番地地先
H16。 11.10～

H17.3。 14

長野市埋蔵文化財
センター

ガス 0水道・電気
生

2407 松代城下町遺跡
長野市松代町松代1436-4番地
先外

H16.11.22～
H17.3。 31

長野市埋蔵文化財
セ ンター

ガス・水道・電気
生

2408 松代城下町遺跡
長野市松代町松代707番地～

577番地
～H17。 3.25

長野市埋蔵文化財
センター 道路

2409 長野遺跡群
長野市大字長野花咲町1238

他
H17.4。 1～

長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

2410 松本城跡 松本市大手2丁 目55-1 H16.3.10～ 5.31 松本市教育委員会
個人住宅兼工場又
はた

=舎

甫

2411 下神遺跡
松本市大字神林字狐塚2080-
292080-6

H16.4.1～ 5.20 松本市教育委員会 店舗

2412 松本城下町跡 松本市城東1-1148-5 H16.4。 15～ 9。 90 松本市教育委員会
個人住宅兼工場又
は振ヨ舎甫

2413 松本城下町跡  ″
松本市開智3-4-38 H16.4。 30^-8。 30 松本市教育委員会 個人住宅

2414
松本城下町跡・田町遺
跡

松本市開智2-372-4.372,1の
一部

H16。 4。 6～ 8。 10 松本市教育委員会 個人住宅

2415 中山古墳群 松本市大字中山字西越4671丁 1 H16.6。 20-11。 20 松本市教育委員会 個人住宅

2416 松本城跡
松本市大手4丁 目163-ハー2、

163-3
H16.6.1-10。 31 松本市教育委員会 店舗

2417 大輔原遺跡 松本市元町3丁 目312番 4 H16.6。 7-7.6 松本市教育委員会 宅地造成

2418 大輔原遺跡 松本市元町3丁 目312番 4 H16.6。 24～ 10。 15 松本市教育委員会 個人住宅

2419 県町遺跡
松本市県1丁 目1965-ロ ー3、 一

4、  -6、  -7
H16.6。 7～ 11。 10 松本市教育委員会 個人住宅

2420 北栗遺跡 松本市大字島立4201-2 H16。 5:24-6.20 松本市教育委員会 個人住宅

2421 五輪遺跡 松本市野溝木工1-382-1
H16。 5.15～

H17。 2。 28
松本市教育委員会 集合住宅

2422 松本城下町跡
松本市女鳥羽1-1530-2、 1532

の一部
H16.5.31-9。 30 松本市教育委員会 個人住宅

2423 松本城下町跡
松本市本庄1-221-5、 222-1の
一部、223-1の一部

H16.6.1～
16.12:25

松本市教育委員会 個人住宅兼工場

2424 松本城下町跡 松本市城西2-27273、 -4、 -9 H16.6.20～ 10。 20 松本市教育委員会 個人住宅

2425 南栗遺跡
松本市大字島立字巾上4565番

地・字堰添4566-3番 地
H16.8。 1～ 12。 20 松本市教育委員会 個人住宅

2426 松本城下町跡
松本市城東2丁 目1082-2、

1085-口 1、 1086-ハ 他
H16。 7.20～ 12.10 松本市教育委員会 個人住宅

2427 三の宮遺跡 松本市大字島立3232-1 H16.6。 4 松本市教育委員会 個人住宅

2428 寿南久保遺跡
松本市寿中1丁 目13742,1625-
3,1630,1631他

H16.6。 23-9.30 松本市教育委員会 店舗

2429 新村・島立条里的遺構
松本市大字和田字境 1242-1、

1243-6、  1243-7
H16.5。 18 松本市教育委員会 宅地造成

2430 大甘城址
松本市大字蟻ケ崎字一本木平
2414番 1,2,3 2415番 2

H16.7.20～ 11。 15 松本市教育委員会 個人住宅
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2431 松本城下町跡
松本市大手4丁 目1343-1
1344-1、 1345-1他

H16.8.17～ 11。 10 松本市教育委員会 店舗

2432 松本城跡
松本市大手3丁 目75-10-部、
75-4-一音Б

H16.8.1～ 9。 15 松本市教育委員会 その他開発

2433 松本城下町跡 m+m'+*3T H745-zlM H16。 8。 1-8.5 松本市教育委員会 その他の建物

2434 下三子遺跡 松本市大字笹賀5428-1 H16。 8.1～ 8。 10 松本市教育委員会 宅地造成

2435 松本城下町跡 松本市城東2丁 目1455-1他
H16。 8。 23～

H17.2.20
松本市教育委員会 個人住宅

2436 エリ穴遺跡 松本市大字内田357-6 H16。 8。 20～ 9。 20 松本市教育委員会
ガス・水道・電気
生

2437 松本城下町跡 松本市北深志3丁 目520番 3 H16.8.17■ 11.20 松本市教育委員会 集合住宅

2438 筑摩遺跡 松本市筑摩 2丁 目2920-10 H16。 10。 10～ 松本市教育委員会 個人住宅

2439 筑摩遺跡 松本市筑摩2丁 目3350-6
H16.10.25～
H17.5.末 日

松本市教育委員会 個人住宅

2440 三才遺跡・ 松本市筑摩3丁 目2808-1他
H16.10.15～
H17.1.15

松本市教育委員会 集合住宅

2441 松本城跡 松本市丸の内13-14の 内他 H16.10。 1～ 10。 30 松本市教育委員会 個人住宅

2442 放光寺遺跡 松本市城山1258-11
H16.10。 15～

H17.3.15
松本市教育委員会 個人住宅

2443 四ツ屋遺跡 松本市清水2丁 目1810-13他
H16.10。 15～

H17。 8。 31
松本市教育委員会 集合住宅

2444 新村遺跡
松本市大字新村字竹原2328-
9、  10

H16.9。 ～ 松本市教育委員会 個人住宅

2445 下神遺跡 松本市大字神林3631-2
H16。 10。 15～

H17.8.31
松本市教育委員会 その他建物

2446 松本城下町跡 松本市中央2丁 目510-5 H16:9.27-12.20 松本市教育委員会 店舗

2447 大輔原遺跡 松本市元町3丁 目293番 3他
H16.10。 25～

H17。 3.30
松本市教育委員会 個人住宅

2448 松本城下町跡 松本市深志2丁 目547番 5号他
H16.10。 18～

11.19
松本市教育委員会

個人住宅兼工場又
は店舗

2449 神戸遺跡 松本市大字笹賀3222番他
H16.11。 24～

H17.3.10
松本市教育委員会

個人住宅兼工場又
は月ゴ舎甫

2450 村井遺跡
松本市大字芳川村井町字中村
1280-1

H16.11.初旬～

H17.5.初旬
松本市教育委員会

個人住宅兼工場又
は店舗

2451 松本城下町跡 松本市城東2丁 目156-1
H16.10。 10～

H17.2.10
松本市教育委員会 個人住宅

2452 百瀬遺跡 松本市寿中1-2554-2 H16.11.22～
H17.3.15

松本市教育委員会 個人住宅

2453 下神遺跡
松本市大字神林字東原2182-
1

H16.11。 25～

H17。 3。 25
松本市教育委員会 個人住宅

2454 今井上新田遺跡
松本市大字今井字上新田588

番5、 590番 2

H16。 11.22～

11.26
松本市教育委員会 個人住宅

2455 原度前遺跡
松本市大字寿小赤字原度前
2308罐『 1

未定 松本市教育委員会 その他建物

2456 南荒井遺跡
松本市大字神林2330番 3、

2331梶野5
未定 松本市教育委員会 個人住宅

2457
松本城下町跡
本町南遺跡

松本市中央2丁 目1-30 H17。 2。 1～

H18.7。 31
松本市教育委員会 集合住宅

2458 大輔原遺跡 松本市元町3丁 目293-3、 -5 H17.1.27～ 5.29 松本市教育委員.会 個人住宅

2459 高畑遺跡
松本市芳川村井町905-2、

904-1 他
H17.2「 10～ 2。 28 松本市教育委員会 その他建物

2460 惣社遺跡
松本市大字里山辺字坂下1180-1、 堰
下H82、 道元田1188-1 他

H17.1。 10～ 7。 31 松本市教育委員会 宅地造成

2461 平瀬遺跡
松本市大字島内字寺村7225-
3、  7225--7

未定～H17。 4。 20 松本市教育委員会 個人住宅

2462 岡田町遺跡 松本市大字岡田町161番 l 未定～H17。 7。 松本市教育委員会 個人住宅

2463 本郷上高田遺跡
松本市浅間温泉2丁 目162-3ほ

か
H17.4。 18-8。 31 松本市教育委員会 個人住宅

2464 下神遺跡 松本市大字神林字東原2182-7 H17。 1。 ～ 松本市教育委員会 個人住宅

2465 蟻ヶ崎遺跡
松本市蟻 ケ崎3-575-1、 578
-4 未定 松本市教育委員会 個人住宅
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2466 惣社遺跡
松本市大字惣社字鍋田32丁 5

他
H17.1.13～ 4。 28 松本市教育委員会

宅地造成・集合住
宅

2467 中二子遺跡 松本市大字笹賀5063番 10 H17.1.20～ 3.31 松本市教育委員会 個人住宅

2468 松本城下町跡
松本市北深志 1丁 目293二 1の

内
H17.2.21-2.28 松本市教育委員会 店舗

2469 宮渕本村遺跡 松本市宮渕本村315番 1 H17.2.28-5。 25 松本市教育委員会 集合住宅

2470 百瀬遺跡 松本市大字寿豊丘1154-3 H17.2.16ミ 7:15 松本市教育委員会 個人住宅

2471 城山腰遺跡 松本市宮渕2丁 目760番 H17.2.25～ 松本市教育委員会 宅地造成

2472 南栗遺跡
松本市大字島立字東小路4683
-2 H17.3.20～ 8.31 松本市教育委員会 個人住宅

2473 トウコン原遺跡
松本市大字岡田下岡田字永田
264--13

H17.3.16～ 7.31 松本市教育委員会 個人住宅

2474 松本城下町跡 松本市中央3丁 目460-5 H17。 3.22-7.30 松本市教育委員会
個人住宅兼工場又
はだF舎甫

2475 平瀬遺跡
松本市大字島内字本郷7252-
4外3筆

未定 松本市教育委員会 個人住宅

2476 宮渕本村遺跡
松本市宮渕本村368番8の一

部、368番 10
未定 松本市教育委員会 個人住宅

2477 和田中遺跡 松本市和田 H16.4。 15～ 10.30 松本市教育委員会 道路

2478 一ノ瀬遺跡 松本市三才山679-1他 H15.11127～ 3.19 松本市教育委員会 農業基盤整備事業

2479 稲倉鎮守遺跡 松本市大字稲倉952-2他 H16.1.23～ 3.26 松本市教育委員会 農業基盤整備事業

2480 堂田遺跡 松本市大字岡田伊深1427-2他 H16.1.23ミ 3。 26 松本市教育委員会 農業基盤整備事業

2481 稲倉桜田遺跡 松本市稲倉210-7他 H16。 1.30～ 3.19 松本市教育委員会 農業基盤整備事業

2482 追倉遺跡 松本市大字里山辺
H15。 10。 14～

H16。 3.12
松本市教育委員会 農業基盤整備事業

2483 橋倉遺跡
松本市大字入山辺字木下251-

6、 251-9

H15.11.26～
H16。 2。 27

松本市教育委員会 農業基盤整備事業

2484 大和合小屋平遺跡 松本市大字里山辺 H16.2.18 ～7.30 松本市教育委員会 農業基盤整備事業

2485 島内高松遺跡 松本市島内2069-1、 2070二2他 H16.8。 17～ 11。 10 松本市教育委員会 その他建物

2486 向山遺跡 松本市岡田 H16.9t 松本市教育委員会 道路

2487 岡田宮の前遺跡 松本市岡田 H16.9～ 松本市教育委員会 道路

2488 千鹿頭北遺跡
松本市筑摩830.2番 地先t筑
摩2580-14番 地

H16。 9。 15～

H17.1.31
松本市教育委員会 水道

2489 島内高松遺跡
松本市島内1808-4番 地から
1784-1番 地

H16.9～ 12.15 松本市教育委員会 道路

2490 小屋遺跡
松本市芳川小屋650-8～ 650
--74

H16.9:13-10。 29 松本市教育委員会
ガス・水道 。電気
生

2491 松本城下町跡
松本市女鳥羽3丁 目 (市道
1808号線)

H16.10.1～ 12.25 松本市教育委員会
ガス・水道・電気
生

2492 松本城跡
松本市丸の内3番 1号～丸の内
5番 5号

H16。 11.4～

H17。 1。 31
松本市教育委員会 水道

2493 沢村遺跡
松本市沢村1丁 目2番 20号～1

丁目4番 15号

H16.11。 1～

17.1.20
松本市教育委員会 水道

2494 岡田松岡遺跡
松本市岡田松岡183-2番 地～

215-2番地
～H19。 2.20 松本市教育委員会 道路

2495 高綱遺跡
松本市大字島立4416の 内 (高

綱中学校敷地内)    _ H16.12t 松本市教育委員会 その他開発

2496 塩辛遺跡
松本市大字岡田伊深193番 地2

～173番 地3
～H20.3。 31 松本市教育委員会 農業基盤整備事業

2497 岡田宮 ノ前遺跡
松本市大字岡田町102-7■
113-6ほ か

～H17.3.15 松本市教育委員会 農業基盤整備事業

2498 三才山本村遺跡
松本市大字三才968-4～ 1034

卜号         _
～H19.3。 31 松本市教育委員会 農業基盤整備事業

2499 塩倉池遺跡 松本市大字岡田下岡田 ～H17.3。 31 松本市教育委員会 農業基盤整備事業

2500 上田城跡
上田市常盤城1860-口 ～1859-
ロ ー1

H16.12～ H17.3 上田市教育委員会 河 川

-60-



番号 遺  跡  名 所 在 地 工事期間 調 査 主 体 調査の原因ロロ的

2501 梨久保遺跡 岡谷市長地 H16。 9。 3～ 11。 2 岡谷市教育委員会 ガス・水道・電気等

2502 上山遺跡群 飯田市鼎上山2679 H16.5.21-8.21 飯田市教育委員会 集合住宅

2503 原の平遺跡 飯田市上久堅1095-1他 ～H16.3.31 飯田市教育委員会
その他農業関係事
業

2504 山本遺跡 飯田市山本1333他 H16。 3.22-3.31 飯田市教育委員会
その他農業関係事
業

2505 がにが原遺跡 飯田市毛賀641-2他 H16.5。 19～ 8.18 飯田市教育委員会 集合住宅

2506 飯田城下町遺跡 飯田市江戸町4-277-5 H16.4.26～ 7.31 飯田市教育委員会 個人住宅

2507 富の平遺跡 飯田市大瀬木2303 H16.6.14～ 飯田市教育委員会
その他農業関係事
業

2508 並松遺跡 飯田市竹佐317-4他 H16.5.20-5.28 飯田市教育委員会 その他開発

2509 上茶屋遺跡 飯田市鼎上茶屋3491-1 H16.4。 23～ 12。 30 飯田市教育委員会 個人住宅

251,0 下山遺跡 飯田市鼎下山463-1 H16.6.10～ 11。 10 飯田市教育委員会 個人住宅

2511 内山遺跡 飯田市桐林1172他 H16.6.13～ 9.23 飯田市教育委員会 個人住宅

2512 方角東遺跡 飯田市羽場町3-714-1 H16.6～ H16。 12 飯田市教育委員会 集合住宅

2513 鼎中平遺跡 飯田市鼎下山1201-6 ～H16.8.31 飯田市教育委員会 個人住宅

2514 北村遺跡 飯田市下殿岡29-1 H16.6.21～ 11。 10 飯田市教育委員会 個人住宅

2515 飯田城下町遺跡 飯田市東和町3-5265-7他 H16.6.15～ 10.30 飯田市教育委員会 個人住宅

2516 稲井遺跡 飯田市鼎上山1645-1他 未定 飯田市教育委員会 集合住宅

2517
知久平城跡 (内御堂遺

跡 )

飯田市下久堅知久平800-2 未定 飯田市教育委員会
その他農業関係事
業

2518 鼎中平遺跡 飯田市鼎中平1954-1 H16.7。 15-10。 11 飯田市教育委員会 集合住宅

2519 安宅遺跡 飯田市駄科1301-3 ～H16.9.30 飯田市教育委員会 その他建物

2520 三日市場南部遺跡 飯田市三日市場740 未定 飯田市教育委員会
その他農業関連事
業

2521 田井座遺跡 飯田市鼎一色206他 H16.9.10-12.25 飯田市教育委員会 集合住宅

2522 南の原遺跡 飯田市松尾代田886-6 未定 飯田市教育委員会 個人住宅

2523 上山遺跡群 飯田市鼎上山3063-1他 H16.10～ H17.1 飯田市教育委員会 集合住宅

2524 山本西平遺跡 飯田市山本3126 H16。 10～ 16。 10 飯田市教育委員会
その他農業関係事
業

2525 鼎中平遺
´
跡 飯田市鼎中平2270-6他

H16。 10.16～

H17。 1。 20
飯田市教育委員会 個人住宅

2526 切石遺跡群 飯田市鼎切石4101-1 H16.9.20～ 10。 20 飯田市教育委員会 集合住宅

2527 宮垣外遺跡 飯田市上郷別府1317 H16.9.20～ 10.20 飯田市教育委員会 集合住宅

2528 藪上遺跡 飯田市上郷飯沼573-2′ 未定 飯田市教育委員会 個人住宅

2529 中川遺跡 飯田市中村1549-1
H16.10。 18礼

17。 9.30
飯田市教育委員会 個人住宅

2530 飯田城跡 飯田市追手町1-5 H16.11。 10～ 飯田市教育委員会 個人住宅

2531 大島遺跡 飯田市駄科596-1他
H16.10.24～
12.10

飯田市教育委員会 店舎甫

2532 丸山遺跡 飯田市丸山町1-9-5他 未定 飯田市教育委員会 個人住宅

2533 水城遺跡 飯田市松尾水城3461-1他 未定 飯田市教育委員会 個人住宅

2534 座光寺中島遺跡 飯田市座光寺891-39他 H16.12～ 飯田市教育委員会 個人住宅

2535 はりつけ原遺跡 飯田市三日市場361 未定 飯田市教育委員会 個人住宅
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2536 山本中平遺跡 飯田市山本2509-1 未定 飯田市教育委員会
その他農業関係事
業

2537 数田遺跡 飯田市伊豆木751他 H17.。 2.20～ 3.20 飯田市教育委員会
その他農業関係事
業

2538 内山遺跡 飯田市桐林1177-3
H16.12。 20～

H17。 3。 30
飯田市教育委員会 集合住宅

2539 宮の上遺跡 飯田市宮ノ上4070-2 H17。 2。 1～ 3。 15 飯田市教育委員会 宅地造成

2540 安宅遺跡 飯田市駄科1310-1 ～H17.2。 28 飯田市教育委員会 その他建物

2541 清水上遺跡 飯田市松尾清水4500-5他 未定 飯田市教育委員会 個人住宅

2542 龍江石原遺跡 飯田市龍江3610-1他 H17.3.21～ 8。 7 飯田市教育委員会 個人住宅

2543 稲井遺跡 飯田市鼎上山1719番地外 3筆 H16.5～ H16。 10 飯田市教育委員会 道路

2544 寺所遺跡 飯田市松尾寺所5753 H16.8-9.30 飯田市教育委員会 道路

2545 清水上遺跡 飯田市松尾清水4482他 H16.11～ H17。 2 飯田市教育委員会 道路

2546 石原遺跡 飯田市座光寺2383 H16。 9～ 飯田市教育委員会 ガス・水道・電気等

2547 明河原遺跡 飯田市松尾寺所7480 H16.8-10。 15 飯田市教育委員会 その他開発

2548 がにが原遺跡 飯田市毛賀623-1他 H16.8～ 11。 19 飯田市教育委員会 その他開発

2549 番場遺跡 飯田市下久堅 未定 飯田市教育委員会 道路

2550 橋場垣外遺跡 飯田市三穂立石
H16.10。 1～

H17。 2。 7
飯田市教育委員会 道路

2551 滝の沢遺跡 飯田市滝の沢6991-216他
H16.10。 25～

11.26
飯田市教育委員会 道路

2552 成田遺跡 飯田市龍江92二 1
H16.11.1～
H17.3.15

飯田市教育委員会 道路

2553 稲井遺跡 飯田市鼎上山1635-1他 未定 飯田市教育委員会 道路

2554 高越遺跡 飯田市砂払町3-1300-1他 H17。 2。 1-5.31 飯田市教育委員会 道路

2555 三尋石遺跡 飯田市大瀬木1033-2番地先 H17.2～ 6.30 飯田市教育委員会 道路

2556 雲母屋敷遺跡 飯田市久米1397-2 H17。 3.11～ 3.25 飯田市教育委員会 道路

2557 諏訪神社上社遺跡 諏訪市中洲宮山 1 H16。 8～ H16.9 諏訪市教育委員会 その他開発

2558 福松砥沢遺跡 諏訪市湖南4899-1他 未定 諏訪市教育委員会 個人住宅

2559 荒神山遺跡 諏訪市湖南2250
H16.6。 1～

H17。 3。 31
諏訪市教育委員会 河 川

2560 大祝屋敷遺跡 諏訪市中洲1604 H16.9.30～ H17。 1 諏訪市教育委員会 ガス・水道・電気等

2561 御屋敷遺跡 諏訪市湖南4834-1他 H16。 10～ 12.20 諏訪市教育委員会 ガス・水道・電気等

2562 湖南南沢遺跡 諏訪市湖南4637他
H16。 12～

H17。 3.18
諏訪市教育委員会 ガス0水道・電気等

2563
和田原遺跡群古屋敷遺
跡

小諸市大字和田古屋敷480 H17。 4.1～ 7.30 小諸市教育委員会 その他建物

2564 御射山遺跡 他 4遺跡 駒ケ根市下平204番地先 H16.9～ H17.3。 10
駒ケ根市教育委員
△ ガス・水道・電気等

2565 山田遺跡 駒ケ根市東伊那416他 H16.12～ H17。 2
駒ケ根市教育委員
△ その他開発

2566 新野遺跡 中野市大字新野字前田59-1 H16。 6.1～ 10。 30 中野市教育委員会 その他開発

2567 岩船岩水神社遺跡
中野市大字岩船字宮上440-1

他      __
H17。 3.10～ 6.30 中野市教育委員会 集合住宅

2568 新野遺跡
中野市大字新野字宮上744番

地 外4筆
H16.8～ 11。 30 中野市教育委員会 道路

2569 田上寺の前遺跡
中野市大字田上字大門會838-

3他       _
H16。 11.10～

H17.3.10
中野市教育委員会 農業基盤整備事業

2570 長峰遺跡
茅野市宮川字本久保11131-3

他         ____
H16.6.1-8。 31 茅野市教育委員会 集合住宅
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2571 上原城下町遺跡 茅野市ちの上原1183 H16.7.10～ 12。 10 茅野市教育委員会 個人住宅

2572 比丘尼原 (長峯)遺跡 茅野市宮川7459-159他 H16.7.8～ 7.10 茅野市教育委員会 個人住宅

2573 御社宮司遺跡 茅野市宮川5850-1 H16。 7。 15～ 12.30 茅野市教育委員会 個人住宅

2574 上原城下町遺跡 茅野市ちの大字原田1096-1 H16.7.25～ 11。 9 茅野市教育委員会 個人住宅

2575 上原城下町遺跡 茅野市ちの1766 H16。 8.20～ 12.25 茅野市教育委員会 個人住宅

2576 小堂見遺跡 茅野市玉川字上之宮上3254-2 H16.9。 10～ 11.10 茅野市教育委員会 個人住宅

2577 中島遺跡 茅野市玉川1357-1 H16。 8。 26-12。 30 茅野市教育委員会 個人住宅

2578 上原城下町遺跡 茅野市ちの821-1 H16.9。 3-9.30 茅野市教育委員会 個人住宅

2579 中御前遺跡 茅野市玉川字薬師南4198-1他
H16.11。 29～

H17。 2.20
茅野市教育委員会 個人住宅

2580 菖蒲沢B遺跡 茅野市湖東4473-2
H16。 11。 18～

H17。 6.30
茅野市教育委員会 個人住宅

2581 向原遺跡
茅野市豊平字向原山ノ神
2482-3

H16。 12。 6～

H17.3。 31
茅野市教育委員会 個人住宅

2582 小堂見遺跡 茅野市玉川字堂ノ上3291-1他 H17。 4。 1-6。 30 茅野市教育委員会 その他建物

2583 永明中グランド遺跡 茅野市塚原1-10-6 H16。 8。 31-9。 30 茅野市教育委員会 ガス・水道 0電気等

2584 頭殿沢上遺跡 茅野市金沢5569他 未定 茅野市教育委員会 道路

2585 干沢城下町遺跡 茅野市宮川1935他
H16.12.15～
H17.3.25

茅野市教育委員会 道路

2586 力石条里遺跡群
千曲市大字上山田字高河原
3813-95 イ也

H16.9。 1～

H17.2.28
千曲市教育委員会 工場

2587 北村裏畑遺跡 千曲市大字粟佐1409-1 他
H16.6。 20～

17。 3。 31
千曲市教育委員会 集合住宅

2588 三島遺跡群
千曲市大字羽尾字西三島平
309-1

H16.6。 15～ 9.30 千曲市教育委員会 工 場

2589 栗佐遺跡群 千曲市桜堂485 他
H16.12.15～
H17.1.10

千曲市教育委員会 工 場

2590 土口北山古墳群
千曲市大字土口字北山23-1

他
H16.10。 27～

12.15
千曲市教育委員会 宅地造成

2591 宮川遺跡
千曲市大字八幡字宮川3562番
2

～H17.5。 31 千曲市教育委員会 その他建物

2592 桜田遺跡
千曲市大字桜堂字桜田459番

地 ‐他
H17.1.18～ 4.30 千曲市教育委員会 集合住宅

2593 南沖遺跡
千曲市大字杭瀬下字村浦94番

地 他
H16。 7.1-7。 31 千曲市教育委員会 その他開発

2594 峠遺跡 千曲市大字桑原877番地2 H16.6.7-8。 15 千曲市教育委員会 その他建物

2595 更埴条里水田址
千曲市大字屋代字工在家437

他
H16。 8～H16.12 千曲市教育委員会 道路

2596 力石条里遺跡群 千曲市大字新山 H16。 8■ H16.11 千曲市教育委員会 道路

2597 過上池遺跡 千曲市大字森1094番地1先 H16.8～ H16。 9 千曲市教育委員会 道路

2598 三島平遺跡 千曲市大字羽尾244番地1 H16。 8。 24～ 11.30 千曲市教育委員会 その他開発

2599 力石条里遺跡群 千曲市大字力石 H16。 9～ H16。 12 千曲市教育委員会 道路

2600 北野遺跡 窪川原遺跡 千曲市大字雨宮 H16.9～ H16。 12 千曲市教育委員会 道路

2601 荒井遺跡
千曲市大字屋代字荒井1150番

地5地先
H16.10 ～H16。 12 千曲市教育委員会 道路

2602 更埴条里水田llL
千曲市大字屋代字前田415番

地1地先
H16 10 ～H16。 12 千曲市教育委員会 道路

2603 土口東遺跡 千曲市大字土口 H16.9～ H16 千曲市教育委員会 道路

2604
六反田遺跡、横まくり
遺跡

千曲市大字八幡2338二 6、

2338-10地 先
H16.10～ H16。 12 千曲市教育委員会 道路

2605 大宮遺跡 千曲市大字雨宮 H16.10～ H16。 12 千曲市教育委員会 道路
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2606 屋代遺跡群
千曲市大字屋代字大塚825-1
～字郷津781-6 他

H16.10～ H17.12 千曲市教育委員会 道路

2607 屋代城跡
千曲市大字小島字寺前3075

他
H16.11～ H17.3 千曲市教育委員会 道路、公園造成

2608 古道遺跡
千曲市大字屋代字古道775番

地 1地先 他
H16。 9。 6～ 11。 24 千曲市教育委員会 道路

2609 更埴条里水田址
千曲市大字屋代字前田435番

地2地先 他
H16.7.28-12.24 千曲市教育委員会 道路

2610 北内川遺跡
千曲市大字内川404番地先
他

H16。 11～

H17.3.18
千曲市教育委員会 道路

2611 柏王遺跡
千曲市大字戸倉156番地1先

他

H16.11～
H17.3.18

千曲市教育委員会 道路

2612 南沖遺跡
千曲市大字栗佐字南沖1306番

地 1
H16.12.6-12:24 千曲市教育委員会 その他開発´

2613 田中沖遺跡 千曲市大字杭瀬下 H17.l tH17.3 千曲市教育委員会 道路

2614 松田館跡 千曲市大字八幡3033-6 他 H17.1～ H17.3 千曲市教育委員会 道路

2615 森北山遺跡 千曲市大字森2251番 地2先 H17.1～ H17。 3.11 千曲市教育委員会 道路

2616 仙石遺跡群 千曲市大字羽尾1966,1967 H17.2～ H17。 3 千曲市教育委員会 その他開発

2617 更埴条里水田址
千曲市大字屋代字山崎698番

地1先
H17.2～ H17。 3.25 千曲市教育委員会 道路

2618 生萱水田址 千曲市大字生萱字東湯澤 ～H17.3.29 千曲市教育委員会 農業基盤整備事業

2619 六反田遺跡 千曲市八幡2463番地先 ～H17.10.31 千曲市教育委員会 ガス・水道 :電気等

2620 一本柳遺跡群
佐久市大字岩村田字西大門先
2047--3

H16.8.1～ 11.30 佐久市教育委員会 個人住宅

2621 松の木遺跡 (隣接)

佐久市大字岩村田字上樋橋
1520-1

H16.6.10～ 11。 10 佐久市教育委員会 店舗

2622 一本柳遺跡群
佐久市大字岩村田字常木上

2340-1
H16.8～ 16.10 佐久市教育委員会 店舗

2623 新町遺跡
佐久市大字平賀字井戸尻
1887-4

H17。 2.20ム_7.20 佐久市教育委員会 個人住宅

2624 蛇塚A遺跡群
佐久市大字新子田字蛇塚
1837-7

H17.3.5～ 7.20 佐久市教育委員会 個人住宅

2625 宮の上遺跡 佐久市大字横和字芝宮 H16.7～ H16。 9 佐久市教育委員会 道路

2626 松本谷遺跡
佐久市大字常和字阿ら丼1460

-2先
H16.6ミ H16。 8 佐久市教育委員会 道路

2627 常田居屋敷遺跡群 佐久市大字安原字赤岩 H16.6-8.31 佐久市教育委員会 道路

2628 大和田屋敷遺跡群
佐久市大字鳴瀬字ころび石
(大和田)

H16.7～ H16。 9 佐久市教育委員会 道路

2629 新子田神明の木遺跡 佐久市大字新子田字神明の木 H16.8～ H16.9 佐久市教育委員会 道路

2630 寄塚遺跡群 佐久市大字横和字屋敷 H16.8～ H16.9 佐久市教育委員会 道路

2631 樋村遺跡群 佐久市大字平賀字塚田 H16.8～ H16.9 佐久市教育委員会 道路

2632 鳴瀬中屋敷遺跡群 佐久市大字鳴瀬字寺中 H16.8～ 佐久市教育委員会 道路

2633 香坂屋敷遺跡 佐久市大字香坂字屋敷 H16.8～ H16。 10 佐久市教育委員会 道路

2634 海老在池遺跡 佐久市大字志賀字海老在池 H16.8～ H16。 9 佐久市教育委員会 道路

2635 館ケ沢A遺跡 佐久市大字内山字館ケ沢 H16.9～ H16。 11 佐久市教育委員会 道路

2636 西妻神遺跡 佐久市大字猿久保780-16 他
H16。 10.25～

12.15
佐久市教育委員会 道路

2637 児玉・大平遺跡 臼田町大字湯原1554-1・ 5
H16.10.20～
12.28

臼田町教育委員会 道路

2638 矢出原北遺跡群
南牧村大字野辺山字矢出原
260-1～ 280-1他

未定 南牧村教育委員会
その他農業関係事
業

2639 広瀬東原遺跡 南牧村広瀬
H16.11上 旬～

H17.3中 旬
南牧村教育委員会 道路

2640 茶せ きA遺跡 南牧村海ノロ1051
H16.11上 旬～

H1713中 旬
南牧村教育委員会 道路
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26411 板鳥畑遺跡 南相木村板鳥畑347番地他6筆
H12.12.20～
H17. 3。 25

南相木村教育委員
△ 道路

2642 寺開土遺跡
丸子町大字腰越字寺開±330-
1外 17筆

H17。 3。 1-7.15 丸子町教育委員会 工場

2643
根小屋城跡、尾引城
跡、天白城跡

真田町大字傍陽字若宮11582

番地 他
H16.10～ H16.12 真田町教育委員会 その他開発

2644 東組D遺跡 真田町大字長1223-5742 他
H16。 10.15～

12.24
真田町教育委員会 道路

2645 東組A遺跡 真田町大字長1223-6849外 3筆
H16。 11。 1～
H17。 3.25

真田町教育委員会 道路

2646 駐車場前遺跡
真田町大字長1223-3103外 5

筆
H17.4.1、 H.26 真田町教育委員会 道路

2647 山崎遺跡 真田町大字本原2297-2外2筆 H17～ 3.25 真田町教育委員会 道路

2648 江戸窄遺跡
武石村大字下武石1253番地1、

1255番地
未定 武石村教育委員会 その他建物

2649 鍛冶足遺跡 和田村字鍛冶足3140他 H16。 11～ H18.3 和田村教育委員会 その他建物

2650 中澤遺跡 下諏訪町字中沢6607二 1
H16.11.29～
H17.3.31

下諏訪町教育委員
△ 個人住宅

2651 うずらい南遺跡
辰野町大字伊那富字南原

5058-1
H16:6.7～ 11。 13 辰野町教育委員会 個人住宅

2652 神送り南遺跡 辰野町大字平出2051-1他 H16.8.10～ 12。 10 辰野町教育委員会 店舗

2653 下田遺跡 辰野町大字樋口字窪畑2052他
H16.9.30～
H17.2。 28

辰野町教育委員会 個人住宅

2654 南街道遺跡 飯島町七久保4235
H16.11.15～
H17.1.31

飯島町教育委員会 道路

2655 下ケ原遺跡 中川村大草三共5410 H16.4.2-5。 1 中川村教育委員会 その他開発

2656 真米遺跡 宮田村419-1 H16.5.27-8。 30 宮田村教育委員会 個人住宅

2657 田中下遺跡 宮田村295176
H16。 11.1～

H17.5.31
宮田村教育委員会 個人住宅

2658 中越 2遺跡 宮田村7526上 6
H16。 11.15‐

H17。 3.31
宮田村教育委員会 個人住宅

2659 一制 宮田村4496
H16.・ 12。 15～

H17。 2.26
宮田村教育委員会 個人住宅

2660 中越 3i童 跡 宮田村7446-1他 H17.1。 10-4.30 宮田村教育委員会
個人住宅兼工場又
は月三舎甫

2661 中越 li量跡 宮田村町一区91-1
H16.12.15～
H17.3.31

宮田村教育委員会 道路

2662 中越 3i当 跡 宮田村7462-1他 H17。 2。 7-3.28 宮田村教育委員会 土地区画整理

2663 北林 3号古墳 高森町下市田2062-4
H16。 9.8～

H17.3.31
高森町教育委員会 個人住宅

2664 松岡城跡 高森町下市田171番 地先 H16。 9。 17～ 9。 18 高森町教育委員会
ガス 0水道・電気
生

2665 吉岡城JlL 下條村陽皐7212二 3他 H16.11～ H17.3 下條村教育委員会 個人住宅

2666 Jヒ本す撻艶レが 明科町大字光8二 1
H16。 H.1～
H17.3.31

明科町教育委員会 個人住宅

2667 中原遺跡
東筑摩郡山形村字東原 1716-
1

H17.2.10-3.20 山形村教育委員会 宅地造成

2668 ヨシバ タ遺跡 東筑摩郡山形村3872-1 H17.3.20～ 4.10 山形村教育委員会 その他開発

2669 宮前遺跡
南安曇郡豊科町大字高家749-

6
H16.6.13-12.15 豊科町教育委員会 個人住宅

2670
南安曇郡豊科町大字豊科 町
道南部33,35号

H1618中 旬ミ

H16.12頃
豊科町教育委員会

ガス・水道・電気
生

2671 吉野町j童跡
南安曇郡豊科町大字豊科 町
道中部222,224号 線

H16。 9下旬～

H17.1頃
豊科町教育委員会

ガス・水道・電気
生

2672 円満寺i壁跡
南安曇郡豊科町大字田沢 町
道東部37・ 21号線  ___

Ｈｌ

頃

9下旬～17.3
豊科町教育委員会

ガス・水道・電気
生

2673 吉野町j量跡
南安曇郡豊科町大字豊科

道中部222,224号 線

H16.11下 旬}
H17.1頃 ― 豊科町教育委員会

スガ

生
寸

水道・電気

2674 鈴蘭小Li遺跡 安曇村鈴蘭4306-5
H16.12。 20～

H17.1.20
安曇村教育委員会 その他開発

2675 堂屋敷j童跡
南安曇郡三郷村大字小倉 南
小倉地区       __

H16.4。 10～ 8。 31 三郷村教育委員会
ガス・水道・電気
生
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2676 中沢遺跡
南安曇郡三郷村大字小倉 南
小倉地区

H16。 4.10～ 8。 31 三郷村教育委員会
ガス・水道 ・電気
等

2677
大まつ遺跡
堀金小学校遺跡

南安曇郡堀金村大字烏川2151

番地5・ 2709番地1他

H16.10.1～
H17.3。 31

堀金村教育委員会 農業基盤整備事業

2678 金井遺跡
坂城町大字南条字塚田6240-
3。 他1筆

H16.8.15～ 12.28 坂城町教育委員会 工 場

2679 金井遺跡
坂城町大字南条字田端6100ニ

1,他 1筆
H16.8.15～ 12.28 坂城町教育委員会 工 場

2680 中之条遺跡群
坂城町大字中之条字逆木
2582-1.2580-2

H16.8.1-8。 15 坂城町教育委員会 その他開発

2681
南条遺跡群 (中 町遺跡、

塚田遺跡 )

坂城町大字南条字中町799番

他

H16。 10。 1～

H17。 1.31
坂城町教育委員会 その他開発

2682 四ツ屋遺跡群 坂城町大字坂城字原9177-15
H16。 8。 31～

12.31
坂城町教育委員会 個人住宅兼店舗

2683 田町遺跡 坂城町大字南条字田町846-1 H16。 9.1～ 10.30 坂城町教育委員会 店舗

2684 中之条遺跡群 坂城町大字中之条1455-1 H16.8。 1～ 11。 30 坂城町教育委員会 工場

2685 田町遺跡 坂城町大字南条字田町846-1 H1619。 5-9。 15 坂城町教育委員会 店舗

2686 四ツ屋遺跡群
坂城町大字坂城字上山王
6830-2  襴L    I

未定 坂城町教育委員会 工 場

2687 島遺跡・村上氏館跡 坂城町大字上平字島 H16.9へ H́17。 1 坂城町教育委員会 水 道

2688 小野沢遺跡
坂城町大字上平字小野沢
1584-2か ら1470-5ま で

H16。 9～ H16。 11 坂城町教育委員会 道路

2689 中之条遺跡群
坂城町大字四ツ屋9324-1～
9324-3  1L

H16.11～ H17.2 坂城町教育委員会

'可

り||

2690 南条遺跡群
坂城町大字南条字北押出600-
1他 H16。 12～ H17.2 坂城町教育委員会

'可

り||

2691 南 日名遺跡 坂城町4426-2,4426-3 他 H16.11～ H17.3 坂城町教育委員会

'可

り||

2692 中之条遺跡群
坂城町大字中之条字逆木、宮
上

H16.11～
H17.3.28

坂城町教育委員会
ガス・水道・電気
生
寸

2693 中之条遺跡群 坂城町大字中之条
H16.12～
H16.3。 10

坂城町教育委員会
ガス・水道・電気
生

2694
中之条遺跡群、東町遺
跡群、四ツ屋遺跡群

坂城町大字中之条字宮上、東
町

H17.2-6.30 坂城町教育委員会
ガス 0水道・電気
生

2695 杉久保遺跡
信濃町大字野尻字舟場38T6
地先

H17.3。 1-3.31 信濃町教育委員会 その他開発

2696 日向林B遺跡
信濃町大字富濃字日向林
2253-34  1也

H17.3.22～ 12。 31 信濃町教育委員会 その他開発

2697 緑ケ丘遺跡
信濃町大字柏原字小丸山
2527-2  4也

H16。 7.26～

H17.3.18
信濃町教育委員会

ガス・水道・電気
生

2698 野尻湖団地遺跡
信濃町大字柏原字小丸山
2466-3  1L

H16.7.26～
H17。 3。 18

信濃町教育委員会
ガス・水道・電気
生

2699 役屋敷遺跡
信濃町大字柏原字東裏2527-2

他
H16。 7.26～

H17。 3.18
信濃町教育委員会

ガス・水道・電気
生

2700 東裏遺跡
信濃町大字柏原字東裏380-3
他

H16.7.26～
H17。 3。 18

信濃町教育委員会
ガス・水道・電気
生

2701 明神山遺跡
牟礼村平出字明神山 2164、
2165-1、 2134-1

H16。 5.1-5.31 牟礼村教育委員会 道路

2702 表町遺跡
牟礼村大字牟礼表町
2117:2116-1

～H16。 7。 31 牟礼村教育委員会 工場

2703 橋詰遺跡 牟礼村大字牟礼462-16 H16.8-10。 31 牟礼村教育委員会 個人住宅

2704 前田遺跡 牟礼村大字黒川字前田1815-9 H16。 8。 11～ 11。 30 牟礼村教育委員会 個人住宅

2705 裏町遺跡
牟礼村大字牟礼字裏町2515-1

他

H16。 11。 20～

12。 15
牟礼村教育委員会 その他建物

2706 裏町遺跡
牟礼村大字牟礼字裏町2501番

地 1
H17。 4.1～ 11。 30 牟礼村教育委員会

個人住宅兼工場又
はだヨ舎甫

2707 千田遺跡 豊田村大字豊津字千田 H16。 9。 1～ 12.17 豊田村教育委員会 河 川
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Ⅲ 長野県指定史跡  1

(1)集 落跡

1 真田町 県史跡 欝 曽演磐饉
(1)整備状況と現状

説明看板を設置 してある国道脇から現地までの 30mほ どの道は未整備であり、雨の後などは湿つ

て滑 りやすいなど、支障がある。

岩陰は崩落した部分に上部の土砂が流入するなど、もともとの形状とは異質のものとなっている

と考えられる。庇部が崩落する危険があり、付近に近づかないよう注意を呼びかける掲示をしてい

る。

(2)活用状況

崩落事故などを想定 し、すすんで現地のPR等はしていない。見学の際の危険がないように、整

備を進めていきたいと考えている。

(3)現地への交通手段

」R・ しなの鉄道上田駅で下車 し、菅平行きバスにて別荘入口で下車、徒歩で約 10分。

上信越自動車道上田菅平 Io Cよ り、車で約 40分。唐沢の滝前に公共の駐車スペースがある:

舗 (縄文時代から古墳時代)(昭和 48年 3月 12日指定)

2

( 1

宮田村 県史跡 甲逃選婦 (縄文時代前期初頭)(平成 14年 10月 24日指定)

)整備状況と現状

平成 10年度までに公有地化し、史跡公園として整備を行う。公園内には説明板や遺跡の立体模

型が設置され、また竪穴住居 1棟が復元されている。

写真11 県史跡 宮田村 中越遺跡の整備状況 (宮 田村教育委員会提供)
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(2)活用状況

小学校の歴史学習、公民館等の生涯学習に活用されている。また、隣接する村営中央グランドの

緑地としても利用されて|い る。

(3)現地への交通手段

」R飯田線宮田駅下車、徒歩で約 10分。

3 小諸市 県史跡 働嘉鰐選詠 (縄文時代中期)(昭和 46年 5月 27日 指定 )

(1)整備状況と現状

現地に説明板や遺構名説明角柱が設置されている。また、縄文時代中期の竪穴住居が 1棟復元さ

れている。

(2)活用状況

周辺の子どもたちの遠足コースとなつている。

(3)現地への交通手段

JR飯田線伊那市駅より車で約 20分。

4 茅野市 県史跡 冠γttin麓碧選婦 (旧石器時代から平安時代)(昭和 37年 9月 27目 指定)

(1)整備状況と現状

民有地として現J犬保存されている。    |

(2)活用J大況

現段階では活用や整備計画はないが、白樺湖全体として保存活用されている。

(3)現地への交通手段

」R中央線茅野駅より白樺湖行きバスにて、西白樺湖下車、徒歩 2分。

5 大町市 県史跡 笠盾選稀 (縄文時代前期)(昭和 35年年 2月 11日 指定)

(1)整備状況と現状

2箇所に説明板と誘導案内板、1箇所に標柱が設置され、平成 16年には、2箇所の説明板を取 り

替えた6施設内には復元された竪穴住居跡の展示がありtス トーンサークル 2基については実物展

示となっている。

県史跡範囲の周辺は樹木が茂 り、植栽も行われている。また トイレが設置されている。

(2)活用J大況   |           :
‐ 文化財めぐりなどによって活用を広げている。

(3)現地への交通手段    :

」R大糸線信濃大町駅下車、車で約 15分。

」R大糸線信濃大町駅下車、市内巡回ふれあいバス (土 日運休)に て、平・高瀬入り方面行きに乗

車し上原停留所前下車、‐徒歩で約 15分。

6 中野市 県史跡 業常 選婦 (弥生時代)(日召和 35年 2月 11日 指定)

(1)整備状況と現状    |
栗林遺跡の学術的発掘調査は昭和 23年 から行われ、以後いくたびかに渡る発掘調査の末、その

全体像が徐々に明らかにされてきている。県史跡の指定地域内は主に果樹園として利用されている。
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(2)活用状況

小学生の遠足や高校生のオリエンテーリングなど、地域の歴史を知る学習の場として利用されて

いる。    ~
(3)現地への交通手段

長野電鉄信州中野駅下車、車で約 20分。

(2)古 墳・墳 墓

7 佐久市 県史跡 三河田大塚古墳 (古墳時代後期 :円墳 )(昭和 37年 7月 12日 指定 )

(1)整備状況と現状

標柱や説明板が設置されている。地元保存会による強力を得て草刈等の管理を行つている。

(2)活用状況

市内小中学校の社会学習の教材としての活用や、地域住民の憩いの場として利用されている。。

(3)現地への交通手段

交通の便は悪い。長野新幹線佐久平駅ないしJR小海線中込駅下車、タクシーで約 15分。

8 東御市 県史跡 中曽積親望畷留造 (古墳時代中期 :方 J貫)(昭和 37年 7月 12日 指定 )

(1)整備状況と現状

墳丘のみが県史跡となっているため、周溝部は整備されていない。墳丘は年 4回草刈を行い、常

に見学することができる。周溝部の一部には市有地があり、この市有地部分については芝生を貼 り、

公園となつている。

(2)活用状況

国道脇で交通の便が良く、目立つことから、多くの見学者が訪れている。周溝部の民有地は園芸

店が仮植地としているため、来店者も見学 していく場合が多い。

(3)現地への交通手段           「

しなの鉄道大屋駅下車、車で約 5分、徒歩で約 15分。

9 下諏訪町 県史跡 下諏諾讐礫苦造 (古墳時代後期 :前方後円墳 )(昭和 40年 2月 25日指定 )

(1)整備状況と現状

県教育委員会による説明板が設置されているが、古墳そのものの整備は行われていない。しかし、

墳丘封土の侵食に伴い、横穴式石室部の露出が進行 してお り、今後保存整備等の措置が必要である。

(2)活用状況

住宅地の中に位置してお り、欅の大樹により木陰となるため、周辺住民の憩いの場となっている。

また、諏訪大社下社秋宮にほど近い立地から、観光客も訪れている。

(3)現地への交通手段

」R中央線下諏訪駅で下車 し、徒歩で 15分。

10 箕輪町 県史跡 漂ピ量量苦造 (古墳時代後期 :前方後円墳 )(昭和 40年 2月 25日指定 )

(1)整備状況と現状

管理者 (松島神社役員)に よる周辺の草刈や立木の枝払い等の環境整備を通年実施 している。
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(2)活用状況

各小中学校や町教育委員会による史跡探訪会等で、地域の歴史を知る拠点的な場所として広 く活

用すべ く、積極的な取組みが行われている。

(3)現地への交通手段

中央自動車道伊北 I:Cよ り、車で約 5分。

JR飯田線伊那松島駅で下車し、徒歩で約 10分。

11 飯田市 県史跡 嵩筒
し
ア喜苦墳 (苦墳時代後期 :前方後円墳 )(平成 35年 2月 11日 指定 )

(1)整備状況と現状

説明板が設置され、地元地区児童会による定期的な清掃活動が行われるなどの管理がされている

反面、横穴式石室内の奥に稚蚕保管のために掘 り込まれた坑が開いてお り、この部分で石室の一部

が崩落しているため、現在は石室内全の立ち入 りは禁止となっている。また墳丘上に植えられた杉

の根による影響で、葺き石が学んできている。

(2)活用状況

市および郡内の小・中・高等学校をはじめ、多 くの市民が見学に訪れている。また、飯田市上郷

考古博物館では、毎年市内古墳の見学会を開催 し、地域の歴史に対する学習機会を提供 している。

なお、市の実施計画「恒川・高岡古代史公園整備」に搭載 し、生涯学習・学校教育の場として積

極的な活用を図る/た め、近接する古代伊那郡衛等を含めた史跡公園としての整備を計画 している。

(3)現地への交通手段 |

」R飯田線元善光寺駅で下車し、徒歩で 3分。

12 飯田市 県史 御濃量留造 (古墳時代後期 :前方後円墳 )(昭和 44年 7月 3日 指定 )

(1)整備状況と現状

案内板や説明板が設置されている。

指定当時から墳丘全体が墓地となっている。

(2)活用状況

塚原古墳群・馬背塚古墳・考古資料館と見学ルー トとなってお り、付近の小中学校の学習教材と

してもよく利用されている。

(3)現地への交通手段

」R飯田線川路駅で下車し、徒歩で約 20分 g

13 飯田市 国史跡 馬背塚留墳 (古墳時代後期 :前方後円墳 )(昭和 44年 7月 3日指定 )

(1)整備状況と現状

案内板と説明板が設置されている。

また前方部側横穴式石室の修復や地元住民と市教育委員会による見学者用の駐車場整備が行わ

れている。

(2)活用状況

横穴式石室が前方部と後円部の両側にある珍 しい前方後円墳であり、塚原古墳群・御猿堂古墳・

考古資料館とともに見学ルー トとなっている。付近の小中学校の学習教材としてもよく利用されて

いる。
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(3)現地への交通手段

」R飯田線川路駅で下車し、徒歩で約 25分。

14 飯田市 県史跡 将由U孵 苦嬌 (古墳時代前期 :前方後方墳)(平成 6年 2月 17日指定)

(1)整備状況と現状

案内板や説明板が設置され、遊歩道が整備されている。  |

(2)活用状況

市の内外から多 くの市民が見学に訪れている。

(3)現地への交通手段

」R飯田線毛賀駅で下車し、徒歩で約 30分。

15 飯田市 県史跡 韻楢翼彩等苦猿 (古墳時代後期 :前方後円墳)(昭和 40年 4月 3日 指定)

(1)整備状況と現状

寺院建設により、墳丘の東側 1/3程度が削平されている。このため、横穴式石室の奥壁が壊さ

れ、現在石室内への出入 りは奥からとなっている。崩落の危険がないため現状維持 となっている。

(2)活用状況

石室内への出入 りは可能であるが、出入口が本堂裏となっているため、入る時には寺ヘー声かけ

る必要がある。

江戸時代に本古墳から出土 したとされる遺物を記した市岡智寛「雲彩寺所蔵古物之図」は市の所
(

有となっており、企画展等で展示されることもあるほか、写真が飯田市上郷考古博物館で常設展示

されているも現在残る遺物は馬鈴 2点 と金環 1点で寺の所有となってお り、レプリカを飯田市上郷

考古博物館で常設展示 している。

(3)現地への交通手段

JR飯田線伊那上郷駅で下車 し、徒歩で約 20分。

中央自動車道飯田 I.Cよ り車で約 15分。

16 松本市 県史跡 群環苦磯 (古墳時代中期 :積石塚古墳)(平成9年 2月 20日 指定)

(1)整備状況と現状

平成元年度から3次にわたつて発掘調査が行われた。地元の協力によって現地保存され、平成 5

年度に保存整備が行われた。確認された遺構は盛土で保存 し、その上の石積みと墳頂部に石室のレ

プリカを設置 し見学路を設けた。

近年は、公園部分に地元で花を植え、より親 しまれる古墳公園になっている。

(2)活用状況

市内小中学校の遠足、保育園の散歩コース、市民の憩いの場として活用 している。また駐車場が

あるため遠方からの見学者もある6

(3)現地への交通手段

」R篠 ノ井線松本駅前ィヾスターミナルから入山辺線里山辺出張所前で下車し、徒歩で約 10分。

」R篠 ノ井線松本駅から、タクシーで約 15分。
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17 長野市 県史跡 晋簡量球留造 (古墳時代中期 :積石塚古墳 )(昭和 40年 2月 25日 指定 )

(1)整備状況と現状

直径 34m、 高さ 6.7mの積石塚古墳。正式な発掘調査は実施されていないが、1970(昭和 45)年頃

に盗掘された際に中心主体部を確認 しているらしい。現在は標柱と説明板が設置されているのみで

ある。現状保存であり、公園化等の整備はされていないが、地元保存会による草刈が定期的に実施

されている。

(2)活用状況

長野県最大規模の完全な積石塚古墳であること、また古墳から善光寺平南部が眺望できるため、

見学者もたびたび訪れているようである。また東条のアンズの開花時期には花見客も訪れる。

(3)現地への交通手段

長野電鉄河東線松代駅で下車し、バス赤柴線赤柴上行きに乗車、東条学校前バス停にて下車 し、

徒歩で 15分。           「  |

18 長野市 県史跡 桑績弄墨豫留造 (古墳時代後期 :積石塚古墳 )(昭和 40年 2月 25日指定 )

(1)整備状況と現状

直径 17m、 高さ 3。 4mを浪Jる 土石混合墳の円墳で、合掌形石室が南に開回している。正式な発掘

調査は実施されておらず、1924(大 正 13)年 に勾玉などが出土したらしいが、現在は行方不明である。

公園化等の整備はされておらず、標柱と説明板が設置されているのみの現状保存である。墳丘は墓

地として利用されている。

(2)活用状況          ‐

横穴式石室タイプの合掌形石室は、現存しているものが当古墳と長野市指定史跡の竹原笹塚古墳

の 2基だけとなる貴重な存在である。入回は狭いものの何とか中に入ることもでき、見学者もたび

たび訪れているようである。
.

(3)現地への交通手段

長野電鉄河東線松代駅で下車し、バス赤柴線赤柴上行きに乗車、牧内バス停にて下車 し、徒歩で

5分。

19 千曲市・長野市 県史跡 土口将軍塚古墳 (古墳時代中期 :前方後円墳 )(昭和 48年 3月 12日 指

定 )

(1)整備状況と現状

土口将軍塚古墳は、千曲市大字土口と長野市松代町大字岩野との境にある薬師山の頂上に築かれ

た、全長 68mの 前方後円墳である。昭和 57か ら61年度にかけて長野市・更埴市 (現 千曲市)教

育委員会により範囲確認調査が実施された。古墳は調査終了後に埋め戻されている。

平成元年に県事業により、標柱および説明板が設置された。

(2)活用状況    ,
地元の土口区に依頼 し、年 1回、古墳の下草刈等を実施 しているが、十分に活用できている状況

に は な い 。

(3)現地への交通手段

しなの鉄道屋代駅より、千曲市循環バス東部線古大穴神社前下車、徒歩で約 20分。

長野電鉄河東線岩野駅下車、徒歩で約 25分。
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20 千曲市 県史跡 蒼縛緯響 留墳 (古墳時代中期 :前方後円墳 )(1召和 48年 3月 12日 指定 )

(1)整備状況と現状

倉科将軍塚古墳は、千曲市大字倉科北山 (生萱南山)の頂上に築かれた前方後円墳である。平成

12か ら 13年度にかけて実施 した範囲確認調査によってく全長 82mの規模を持つ古墳であることが

明らかとなった。古墳は調査終了後に埋め戻されている。

昭和 52年度に説明板、平成 7年度に標柱が設置されたが老朽化が進んでお り、早急な整備が望

まれる。

(2)活用状況

古墳は麓からの標高差 200mを測る急な山上に築造されたものである。登山道の整備など十分で

はなく、地元の倉科区に依頼 し、年 1回、古墳の下草刈等を実施しているが、活用できている状況

に は な い 。

(3)現地への交通手段

しなの鉄道屋代駅より、千曲市循環バス東部線倉科入口下車、徒歩で約 40分。(急な山道 )

長野電鉄河東線岩野駅下車、徒歩で約 25分。

21 中野市 県史跡 七瀬双子塚古墳 (古墳時代中期 :前方後円墳 )(昭和 60年 7月 29日指定 )

(1)整備状況と現状

七瀬双子塚古墳は、大正 10年に後円部が発掘され、直刀、鉾先、鉄鏃、短甲、櫛、土師器など

が出土した。以来千曲川右岸の善光寺平最北端の前方後円墳として注目され、昭和 60年 に県史跡

に指定され現在に至っている。

現在は説明板や標柱が設置され、また古墳脇まで道路が整備されてお り見学しやすくなっている。

(2)活用状況

小学生の遠足や、高校生のオリエンテーリングなど、地域の歴史を知る学習の場として利用され

ている。

(3)現地への交通手段

長野電鉄信列1中野駅で下車し、車で約 15分。

22 中野市 県史跡 勘助山古噴 (古墳時代前期 :前方後方墳 )(平成 6年 2月 18日 指定 )

(1)整備状況と現状

なるべ く現状変更をしないこととし、墳丘上にある樹木の枝打ち等にとどめている。下草の刈払

いは地元の活性化委員会が自主的に行つている。

(2)活用状況

地区で文化財見学や市でも文化財めぐリコースとして活用している。

(3)現地への交通手段

」R飯山線飯山駅で下車し、車で約 10分、あるいは徒歩で約 40分。

23 中野市 県史跡 詈還面留墳 (古墳時代前期 :前方後円墳 )(平成 17年 3月 28日指定 )

(1)整備状況と現状

高遠山古墳は、昭和 54年に中野市誌編纂過程で発見された。下時は宅地造成のための削平が計

画されたが、平成 9年、11年の発掘調査で東日本最古級の前方後円墳と判明し、現状保存された8
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開発により墳丘の一部が破壊されており、急崖となうている6現在は安全確保のため、覆式ロッ

クネット、崖際ネットフェンスが布設されている。   l
(2)活用状況

中野市では、平成 17年度以降t地元等の協力を得たうえで、高遠山古墳の保存整備事業を進め

ていく予定である。今後の活用方法については、整備検討委員会や、地元との協議の中で検討 して

いく。

(3)現地への交通手段

長野電鉄信州中野駅で下車 し、車で約 10分。

24 須坂市 県史跡 気TttJ苦 議 (古墳時代中期 :積石塚古墳)(日研口40年 2月 25日 指定 )

(1)整備状況と現状

平成 4年度に周辺の用地買収を行い、平成 5か ら6年度にかけて史跡整備事業に先立つ発掘調査

を行った。その後、古墳公園として整備されている。

保存会によって、草刈等の整備が年に数回行われる。

(2)活用状況

小学生の遠足の休憩場所や、社会科の学習のための見学地などに利用されることが多い。全国各

地から来訪者があり、韓国など外国の研究者も見学に訪れるなど、海外からも注目されている。

(3)現地への交通手段

長野電鉄須坂駅で下車 し、タクシーで約 15分。

上信越自動車道須坂長野東 Ie cよ り車で約 10分。

写真12 県史跡 須坂市 八丁鎧塚 l号古墳 (奥 )と 2号古墳 (前)(須坂市教育委員会提供)
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25 木島平村 県史跡 榎檬選婦 (弥生時代後期 :墳丘墓を含む)(平成 17年 3月 28日 指定)

(1)整備状況と現状

遺跡は現在のところ発掘調査以前の状況に埋め戻され、除草などを実施するのみであるが、平成

18年度以降は、遺跡に影響のないように見学者用の歩道及び案内板等の設置を計画 している。

(2)活用状況

木島平村の住民が各種活動の場の中核的施設として利用している若者センター内の一角に、遺跡

の概要がいつでもわかるように展示スペースを設け、発掘調査時の模様や遺物のレプリカ等を公開

し、文化財の学習を深められるようにしている。

(3)現地への交通手段

」R飯山線飯山駅で下車し、木島平線バス糠塚 (ス キー場入口)行 きにて役場前で下車 し、徒歩

で約 10分。

(3)祭 祀・社寺跡等

26 諏訪市 県史跡 伽ゴ』選稀 (鎌倉時代から室町時代)(日召和 37年 7月 12日 指定)

(1)整備状況と現状

国定公園内に位置 していることもあ り、特別な整備は行っていない。昨年度、範囲内およびその

周辺において自然保護部局が主体となって雑木処理が実施され、高木が減ったことから土壇状遺構

などがはつきり見ること`ができるようになつた。

(2)活用状況

国の天然記念物である「霧ケ峰湿原植物郡落 (八島ケ原湿原)」 に隣接 しているため、湿原を訪

れた観光客等があわせて散策できるよう案内板や説明板を設置 し、啓発に努めている。

(3)現地への交通手段

」R中央線上諏訪駅より霧ケ峰行きバスにて強清水下車し、徒歩で約 30分。

中央自動車道諏訪 Ie cよ り車で約 50分、上諏訪駅より車で約 45分。

27 諏訪市 県史跡 議畿哭荘笙粗計管轟謡鮮 (平安時代から室町時代)(昭和 39年 8月 20日 指定)

(1)整備状況と現状

民有地として現状保存されている。

(2)活用状況

現段階では活用は行つていないが、神社境内として保存整備されている。

(3)現地への交通手段

」R中央線茅野駅より茅野一上社一大熊行きバスにて前宮前下車し、徒歩で 3分。

28 信濃町 県史跡 墨価等鮮 (鎌倉時代から江戸時代)(昭和 54年 3月 22日指定)

(1)整備状況と現状

平成 14年度に標柱の建替えを行った:史跡内の見学ポイントには標柱と説明板が設置 してある。

=ま た、地元保存会により定期的に清掃が行われ、見学 しやすく整備されている。

(2)活用状況

公民館の行事の文化財探訪などで活用されている。

また霊仙寺山の登山道ともなっているため、登山者の休憩所の役割も果たしている。
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(3)現地への交通手段

JR信越線黒姫駅または牟礼駅で下車 し、車で約 15分。

29 長野市・小川村 県史跡 戸隠神粗惜櫛逼栃<平安時代から江戸時代)(昭和 54年 3月 22日指定)

(1)整備状況と現状

(長野市側)          f
建築物などの老朽化 した箇所はその都度改修を行い、良好な状態を保つている。周辺整備の際も、

戸隠神社や地域の自然に配慮 した整備が行われている。

(Jヽ り|1村側 )

奥の院、中院、宝光院をはじめ 22ヶ所に点在しているため、維持管理に大変苦慮 しているが、

地元「筏ケ峯戸隠三院旧跡保存会」を中心にアクセス道の草刈等現状の維持に力を注いでいる。

(2)活用状況

(長野市側 )

無雪期を中心に全国から多 くの観光客が訪れ、戸隠の美しい自然の中で戸隠信仰の歴史に触れら

れている。

宝光社・中社地区には 40軒あまりの宿坊が残 り、特産品の蕎麦とともに古 くから戸隠信仰の歴

史を今に伝えている。また随神道から奥社に続 く社叢は、参道を挟んで 500mにわたって 300数本

の美しい杉並木となってお り、付近は約 80種の野鳥が繁殖 してお り日本有数の小鳥の宝庫でもあ

る。 7年に一度行われる式年大祭では、期間中非常に多くの人で賑わい、今もなお全国各地から広

く信仰を集めていることが伺える。(次回の式年大祭は平成 22年春。)

写真13 県史跡 信濃町 霊仙寺跡 (信濃町教育委員会提供 )
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本県史跡は豪雪地域にあり、特に冬季はきびしい自然環境にさらされるが、大切な文化財として

自然災害からの保護等、適切な整備を進めく末
「永 くより多 くの人々に戸隠の歴史1を肌で感 じていた

だきたい。_ |     :                :｀     |

(月 りヽ|1村側)                   ■   :―          ●       :
I 戸隠神社 との関わりを深め、:祭祀を中心とiし た交流を図っているも|  |

(3)現地への交通手段

(長野市側 )

宝光社 :」 R篠 ノ井線長野駅で下車 し、駅前バス停から戸隠キヤンプ場 (バ
ニ 1ド ライン経由)、

または戸隠中社 (県道経由)行 き宝光社宮前下車 0分。

」R篠ノ井線:長野駅で下車|し く駅前バス停から戸隠キヤンフi場 (バ■ ドライン経由)、

または戸隠中社 (県道経由)行 き中社宮前下車 0分。         1  1
」R篠フ井線長野駅で下車して駅1前バス停から戸隠キャンプ場 (バ■ ドライン経由)行

き奥社下車、徒歩約 30分:  1  ■   1      -  ‐

」R篠ソ井線長野駅で下車 し、車で約 90分。 |.        |

(江戸時代末期 )(昭和 3`7年 7月 12日 指定 ):

中 社

奥 社

筏が峯

(′ Jヽり|1村側 )

JR篠 ノ井線長野駅で下車し、末広バス停から高府行きバスにて高府下車、

で約 15分6  1   1  1    1 1     1
タクシニで奥の院ま

(4) 人間関係

30 東御市 県史跡 山蒲質濯砲跡

(1)整備状況と現状

山浦真雄が作刀:に使用 していた建物は■部を除き建て1直 され、1敷地内にはく山:浦真雄・清麿を偲

ぶ山浦兄弟生誕碑と真雄が「老の寝ざめ」を著した旧居宅跡と鍛冶場および石造の水瓶12基が残さ

れている。敷地内の草刈 b庭木の手入れは所有者により行われている。
‐
県史跡内の建物には:自 動火

災報知機が設置されている。    :   1   ■    1      1   i「

(2)活用状況

県史跡内の見学は自由にできるが、_建物内は所有者が長
:野

市に在住するため、事前に連絡をする

ことが必要である。そのため活用はあまり活発とは言えないが、刀剣研究者 :愛好家・郷土史研究

者などが時折訪れているようである。                        l■ ‐

(3)現地への交通手段       :  :  :   |   ‐         :

しなの鉄道滋野駅で下車し、徒歩で約 15分ι            l

31 三郷村 県史跡 多由折鰐■跡 (江戸時代 )'(昭和,35年 '2月 :11日 指定 )1‐  : :   : :「 |

(1)整備状況と現状

多田加助宅跡は、昭和 35年 2月 111日 に県史跡に指定され、6筆 5;4941ポ の地籍となつている。

県史跡指定地南側に当時の堀の一部が保全ざれているが、それ以外は神社地や宅地、耕作地、墓地

となうている。       :テ     f l   ‐   l i l i     ■ 1

県史跡の文化財施設としては、昭和 35年に標識と境界標が、昭和 55年に説明板が設置されてい

る。                |           : :  li       l
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(2)活用状況

平成 4年に整備された「貞享義民記念館」は、多田加助たち義民の足跡を展示などで紹介する施設

' で、年間 5,000か ら 6,000人が訪れる。史跡もごく近いため、あわせて見学する人も多い。また、

記念館では「義民史跡めぐり」などの企画でも紹介している。

また、史跡地である「貞享義民社」では、義民顕彰のための例祭を年 2回行つていて、史跡を紹介

する機会となっている。   l

(/3)現地への交通手段

」R大糸線中萱駅から徒歩で約 10分。

32 長野市 県史跡 覆久雷豪笛竜跡 (江戸時代末期 )(昭和 35年 2月 11日 指定 )

(1)整備状況と現状

敷地跡には当時をしのばせる古井戸と、「象山先生誕生地」の石碑、四阿、説明板などがあり、建

物跡等が地面に表示されている。定期的な草刈等管理業務を行うてお り、公園のような現状である:

象山在世の頃は住宅の他に藩主体憩所、槍・剣術所、学問所、長屋 2棟などがあったらしい。

(2)活用状況

江戸時代後期から幕末にかけての先覚者である佐久間象山というネニムバリューと、象山神社に

隣接 し、また象山記念館・象山地下壕・山寺常山邸も近 くにあることから、観光客を含めた見学者

が多い。

(3)現地への交通手段

長:野電鉄河東線松代駅から徒歩で約 15分。

33 高山村 県史跡 恰鷲釜負i崖最跡 (江戸時代初期 )(昭和 41年 3月 31日指定 )

(1)整備状況と現状

現在高井寺の敷地が豊臣家、その後徳川家の家臣となった福島正則の屋敷跡であるが、東北隅に

土塁が数メー トル残るのみである。特に整備はしていない。

(2)活用状況

福島正則の屋敷跡は高山村でも重要な位置を持つ史跡であり、観光客も訪れている。しかし残念

ながら活用方法は充分とは言えず、工夫が必要であると思われる。

(3)現地への交通手段

長野電鉄長野駅より河東線須坂駅で下車し、車で約 20分。     '
I上信越自動車道須坂長野東 IoCよ り車で約 25分。

34 飯山市 県史跡 慧瑞揮飾 i白葡

=賞
譴 (江戸時代 )(昭和 35年 2月 11日 指定)      .

(1)整備状況と現状

住職の毎日の清掃により禅寺として簡素なたたずまいを呈しているが、本堂の屋根が修理後約 25

年経過 し、雪害などもあつて屋根の葺き替えが必要となった。さらに平成 16年 10月 23日 の中越

地震の影響で損傷を受け、平成 16年度から 18年度の 3ヵ 年事業として修復を実施 している。

(2)活用状況

恵端禅師旧跡の精神的な場所であることから、大勢の見学者が訪れている。

毎年「名月を見る会」などが開催され、寺町いいやまの中でも特別な場所として位置付けられて
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いる。

(3)現地への交通手段

」R飯山線飯山駅から徒歩で約 10分。

写真14 県史跡 飯山市 恵端禅師旧跡正受庵の解体修理状況 (飯山市教育委員会提供 )

写真15 県史跡 飯山市 恵端禅師旧跡正受庵 (飯山市教育委員会提供 )
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