


例  言

1 本書は長野県北佐久郡御代田町内の町内遺跡発掘調査報告書である。

2 調査は、平成15年度国庫補助事業として、調査担当者を堤隆とし、御代田町教育委員会が次

の期間実施した。

3 発掘調査期間 平成15年 9月 25日 ～平成15年 12月 5日

遺物整理期間 平成15年 4月 21日 ～平成16年 3月 25日

4 本書に掲載したのは宮平遺跡の発掘調査報告である。

5 本調査、整理にかかわった調査員・作業員は以下のとおりである。

主任調査員 :鳥居 亮

調 査 員 :都築恵美子

作 業 員 :中 込輝子、砂連尾恵美子、行田祐子

6 本書の執筆および編集は、御代田町教育委員会の責任のもとに、堤 隆がおこなった。
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富平遺跡 調査概要

御代田町内では、現在88ケ 所の遺跡が確認されている。

このうち、大字豊昇字宮平に所在する宮平遺跡は、縄文時代中期から晩期にかけての重要遺跡

であり、町史跡に指定されている。

宮平では、大型農機による深耕もなされており、遺跡への一部破壊も懸念される。また、その

構造・規模等も明確でないため、重要遺跡の範囲確認・性格把握のため国庫補助事業として発掘

調査を継続している。

平成15年度は、竪穴住居址 1軒 (」 -35号 )の調査を実施した。同住居址の炉内からは、縄文

時代中期の石棒、埋甕などが検出された。

また、室内作業として数年来国庫補助事業として実施している宮平遺跡の発掘出土遺物の水洗、

注記、復元作業などを継続実施した。

あわせて、遺跡保護普及活動の一環として、平成15年 10月 5日 に町内の小学生32名 による体験

発掘調査を実施した。
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第 1図 宮平遺跡の位置 (1



Ⅱ 富平遺跡の道構と遺物

平成12年度から15年度にかけて検出された遺構は、第2図・第 1表のとおりである。

このうち平成15年度には、」-35号住居址 1軒のみを調査した。

」-35号住居址からは、縄文中期の石棒、埋甕などが出土した。

第 1表 2000～ 2003年の調査で検出された遺構数

遺構名 住 居 址 土  坑 配  石 土器組み

数 8軒 5基 4基 1基

No. 」-28～ J-35 D-47・ 48・ 51・ 52 B-1・ 203 B-4

第 2図 宮平遺跡2000～ 2003年調査区全体図 (11200)



辞
囃

琲

I層 軽石を多量に含む黒色土 (10YR2/1)

Ⅱ層 軽石を多量に含み、炭化物を若干含む黒色土 (10YR2/1)

Ⅲ層 ローム粒を多量に含み、しまりのないにぶい黄褐色土 (10Y理 /3)

Ⅳ層 軽石をあまり含まずローム粒を若干含む黒褐色土 (10YR2/2)

V層 小粒の軽石とローム粒をよく含むにぶい黄褐色土 (10YR4/3)

第 3図 宮平遺跡 J-35号住居址 (1:80)



第 4図 宮平遺跡 J-35号住居址

第 5図 宮平遺跡 J-35号住居址炉



第 6図

第 7図 宮平遺跡 J-35号住居址埋甕



第 8図 宮平遺跡 J-35号住居址ピット 土器出土状態

第 9図 宮平遺跡 J-35号住居址ビット 土器出土状態



第10図 宮平遺跡 J-35号住居址調査風景

第11図 宮平遺跡 J-35号住居址調査風景



第12図 宮平遺跡 J-35号住居址調査風景

第13図 宮平遺跡発掘調査 小学生体験学習 (10月 5日 )



第14図 宮平遺跡出土遺物 水洗作業
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第15図 宮平遺跡出土遺物 注記作業
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第16図 宮平遺跡出土石棒
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