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例　　　　　言

１．本書は、国と県の補助金交付を受けて平成26年度に実施した市内遺跡発掘調査事業の調査報告書であり、

分布・試掘・確認調査等の成果を収録したものである。

２．調査を実施した遺跡および地区は下記のとおりである。

　　①　分布調査　　青森市西部地区ほか市内各所

　　②　試掘・確認調査　羽黒平(1)遺跡、三内丸山遺跡、川原館遺跡、浪館(1)遺跡、野尻(2)遺跡、

　　　　三内沢部(3)遺跡、佃遺跡、安田（1）遺跡、小柳遺跡①、沢田遺跡、宮田館遺跡、小柳遺跡②、新

　　　　城平岡(3)遺跡、近野遺跡

３．本書で使用した「試掘調査」とは、埋蔵文化財の有無を確認するための調査（未登録地の調査）、「確認調査」

とは周知の埋蔵文化財包蔵地の内容等を把握するための部分的な調査を示す。

４．本書の作成および編集は青森市教育委員会が行い、木村淳一が担当した。

５．挿図の縮尺は各図にスケールを付した。なお、写真図版の縮尺は統一を図っていない。

６．図版番号および表番号ならびに写真番号は、「第○図」、「第○表」、「写真○」とし、順番に通し番号を付した。

７．出土遺物及び原図・データ等は、一括して青森市教育委員会が保管している。
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第Ⅰ章　事業実施の概要
第１節　調査要項

１．事業目的　

　近年、青森市内各所において、住宅建設や携帯電

話基地局鉄塔建設などの小規模開発が増加しており、

併せて破壊・消滅の危機に瀕している遺跡も増加して

いる。

　貴重な埋蔵文化財を保護し、各種開発行為との円滑

な調整を図るためには、周知の埋蔵文化財包蔵地の現

状把握や、今後開発が予想される地域における未発見

の遺跡の新規登録など詳細な基礎資料を整備する必

要がある。

　以上の点を踏まえ、周知の埋蔵文化財包蔵地および

その隣接地の分布調査や開発行為に先立つ試掘・確認

調査を実施するものである。

　なお、本事業は国・県の補助金交付を受けている。

２．対象地域・遺跡名

　①分布調査　青森市西部地区ほか市内各所

　②試掘・確認調査　羽黒平(1)遺跡、三内丸山遺

　跡、川原館遺跡、浪館(1)遺跡、野尻(2)遺跡、

　三内沢部(3)遺跡、佃遺跡、安田（1）遺跡、小柳

　遺跡①、沢田遺跡、宮田館遺跡、小柳遺跡②、新

　城平岡(3)遺跡、近野遺跡

３．事業実施期間　

　平成２６年４月１４日～平成２７年３月３１日

４．調査指導機関　文化庁文化財部記念物課、

　　　　　　　　　青森県教育庁文化財保護課

５．調査体制

　　　調査事務局　

　　　　教 育 長 月永　良彦

　　　　教育部長 福井　正樹

　　　　理　　事 成田　聖明

　　　　文化財課長 白取　愼也

　　　　副 参 事 木村　浩一

　　　　主　　幹　　堰野端活昭

　　　　主　　査 齊藤　寛和

　　 　　　〃 澤谷　結美子（庶務担当）

　　　　文化財主査 木村　淳一　（調査担当）　

　　　　　 〃 小野　貴之　

　　　　　 〃 児玉　大成　

　　　　　 〃 設楽　政健　

　　　　主　　　事 雪田　幸誠

　　　　　 〃 笹田　貴子　

　　

第２節　事業照会の概要
　青森市内で登録されている周知の埋蔵文化財包蔵

地（以下、遺跡）は、昨年度から青森県教育委員会

が新規登録した 2 遺跡が追加となり、平成 27 年１

月 31 日現在で 414 箇所である。

　当委員会では、遺跡と開発事業との円滑な調整を

図ることを目的として、事業の初期段階で開発予定

地内における遺跡の有無を照会するよう、市広報誌

やホームページ上で呼びかけている。事業照会は、

民間関係と市関係課からの照会があり、両者とも当

委員会文化財課（以下、当課）で受け付けており、

照会者の来課による直接照会だけでなく、遠方で来

課できない場合、郵送・メール・FAX 等にも対応し

ている。また、市関係課については５月に全庁一斉

照会を実施している。回答は埋蔵文化財包蔵地台帳

や遺跡地図を基に、照会者（市関係課を含む）の希

望に応じて、書面または口頭により回答しており、

当課からの回答は、「遺跡に該当している」（表中回

答Ａと表記）、「遺跡に隣接している」（表中回答Ｂ

と表記）、「遺跡に該当していない」（表中回答Ｃと

表記）の三種である。このうち、ＡもしくはＢと回

答した事例は、民間では 162 件（約 31％）、庁内関

係で134件（約38％）であり、今年度はこれらのうち、

14 件について試掘・確認調査を実施した。

　昨年度報告分以降の平成 25 年度分（平成 26 年１

月～３月）における来課・庁内の照会概要を第１・

３表、今年度（平成 26 年４月１日～ 12 月 31 日）

における照会概要を第２・４表に記載した。昨年

度分は１月６日～３月 31 日までに計 146 件（民間

127 件、庁内関係 19 件 [29 箇所 ]）の照会があり、

件数は前年度の同じ時期まで（120 件）と比較する

と全体として２割程度増加している。今年度分は４

月１日から 12 月 31 日までに計 594 件（民間 524 件、

庁内関係 70 件）の照会があり、件数は前年度の同

じ時期まで（計 441 件、うち民間 383 件・庁内関係

58 件）と比較すると、３割強増加している。

　対象地区ごとの照会件数を見ると青森地区 841 件

（94％：H25=136,H26=705）、浪岡地区 54 件（6％：

H25=20,H26=34）と青森地区が圧倒的に多い状況で

ある。単純に開発件数の差以外に埋蔵文化財に関す

る照会を行う事業者数の差である可能性が高い。照

会の目的については、資産価値の判定や売買を目的

とした照会（物件調査・不動産鑑定等）が 475 件（約

73％：H25=77 件 ,H26=398 件）と大半を占める。ま

た、土木工事関連では個人住宅や携帯電話基地局な

ど中小規模の建設工事の他、メガソーラー太陽光発

電所建設予定に関する大規模な開発予定が多くみら

れた。
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　個人住宅については、物件調査・不動産鑑定時に

埋蔵文化財包蔵地と判明してそのまま協議に移る事

例が多くみられるが、建築確認申請時に建築指導課

経由で審査された際に偶発的に埋蔵文化財包蔵地の

所在が判明し、直接協議に至る事例がある。現在住

宅の建築確認申請の大半は、外部の指定確認検査機

関（建築住宅センター等）による審査が多く、検査

機関経由で埋蔵文化財包蔵地の有無照会は行われて

いない。このことから、本報告分以外に未照会の開

発は更に存在していることが推察される。

 ただし、住宅建築については、付随する公設桝設

置工事が本市の関係課である八重田浄化センターか

ら照会されている。周知の埋蔵文化財包蔵地内での

開発が行われたかについて公設桝が新設の場合は、

確認することができ、照会の結果、平成 26 年度分

については周知の埋蔵文化財包蔵地内での工事施工

は確認されていない。

　今年度の文化財保護法第 93 条および第 94 条に基

づく、届出・通知（土木工事等のための発掘に関す

る届出および指示）は 58 件、34 遺跡について行わ

れた（第５表）。第93条に係る届出（民間による事業）

は 27 件、第 94 条に係る通知（公共事業）31 件あり、

昨年度の同じ時期（第 93 条 24 件、第 94 条 27 件）

と比べると１割増しである。無届・未通知のまま工

事着手し、事後に顚末書が付された事例が４例あり、

うち３例が国土交通省の道路建設関連事業である。

常態化が懸念されるものである。

No. 年月日 地区 住所 照会目的 回答 遺跡名

387 H26.1.6 青森 三内字丸山　 建設計画 B 三内丸山遺跡

388 H26.1.6 青森 三内字丸山　 建設計画 B 三内丸山遺跡

389 H26.1.6 青森 篠田 3丁目 建設計画 C

390 H26.1.7 青森 東大野 2丁目 建設計画 C

391 H26.1.8 青森 妙見 1丁目
建設計画（その他の建物
/コンクリート柱）

C

392 H26.1.8 青森 石江字岡部 物件調査 C

393 H26.1.10 青森 横内字亀井
建設計画（その他の建物
/デイサービス）

B 横内 (3) 遺跡

394 H26.1.14 青森 浅虫字山下 不動産鑑定評価 B 多宇末井館遺跡

395 H26.1.14 青森 浅虫字内野 不動産鑑定評価 C

396 H26.1.14 青森 浅虫字山下 不動産鑑定評価 C

397 H26.1.14 青森 浅虫字蛍谷 不動産鑑定評価 C

398 H26.1.14 青森 浅虫字蛍谷 不動産鑑定評価 C

399 H26.1.14 青森 浅虫字蛍谷 不動産鑑定評価 C

400 H26.1.14 青森 浅虫字蛍谷 不動産鑑定評価 C

401 H26.1.14 青森 篠田 3丁目 土木工事計画（宅地分譲） C

402 H26.1.15 青森 奥野 4丁目 物件調査 C

403 H26.1.16 青森 安方 2丁目 建設計画 C

404 H26.1.16 青森 安方 1丁目 不動産鑑定評価 C

405 H26.1.16 青森 高田字朝日山 建設計画 A 朝日山 (2) 遺跡

406 H26.1.16 青森 新城字平岡 物件調査 B 新城平岡 (6) 遺跡

407 H26.1.17 青森 柳川 1丁目 物件調査 C

408 H26.1.17 青森 合浦 1丁目 物件調査 C

409 H26.1.17 青森 筒井字八ツ橋 不動産鑑定評価 C

410 H26.1.21 青森 古川 3丁目 物件調査 C

411 H26.1.22 青森 青葉 3丁目
建設計画（その他の建物
/コンクリート柱）

C

412 H26.1.22 浪岡 北中野字中坪 建設計画 A 浪岡崎 (2) 遺跡

413 H26.1.22 青森 千富 1丁目 物件調査 C

414 H26.1.22 浪岡 浪岡字林本 物件調査 B 浪岡城遺跡

415 H26.1.23 青森 三内字沢部 物件調査 B 石江遺跡

416 H26.1.23 青森 新城字山田 物件調査 A 新城山田 (4)･(5) 遺跡

417 H26.1.24 青森 浦町字奥野
建設計画（店舗）、物件
調査

C

418 H26.1.24 青森 三好 2丁目 物件調査 C

419 H26.1.24 青森 橋本 2丁目 物件調査 C

420 H26.1.27 青森 六枚橋字磯打 建設計画 C

421 H26.1.27 青森 造道 3丁目 物件調査 B 沢田遺跡

422 H26.1.27 青森 本町 2丁目 不動産鑑定評価 C

423 H26.1.27 青森 篠田 3丁目 物件調査 C

424 H26.1.27 青森 旭町 1丁目 物件調査 C

425 H26.1.27 青森 金沢 5丁目 物件調査 C

426 H26.1.27 青森 合浦 1丁目 物件調査 C

427 H26.1.27 青森 富田 5丁目 物件調査 C

428 H26.1.28 青森 筒井字八ツ橋 物件調査 C

429 H26.1.29 青森 浅虫字蛍沢 不動産鑑定評価 C

No. 年月日 地区 住所 照会目的 回答 遺跡名

430 H26.1.29 青森 油川字浪返 物件調査 C

431 H26.1.31 青森 浪館 2丁目 物件調査 C

432 H26.2.4 青森 千刈 3丁目 建設計画（住宅） C

433 H26.2.4 青森 大野字金沢 建設計画 C

434 H26.2.4 青森 安田字近野 建設計画 A 近野遺跡

435 H26.2.6 青森 三好 1･2 丁目 不動産鑑定評価 C

436 H26.2.6 浪岡 大釈迦字山本
建設計画（倉庫）、土木
工事計画

B 大釈迦館遺跡

437 H26.2.7 青森 新城字平岡 建設計画 B 新城平岡 (2) 遺跡

438 H26.2.7 青森 三内字丸山 建設計画 B
三内遺跡 ,三内丸山
(9) 遺跡

439 H26.2.7 青森 東大野 1丁目 不動産鑑定評価 C

440 H26.2.7 青森 瀬戸字神田 建設計画 C

441 H26.2.10 青森 長島 2丁目 物件調査 C

442 H26.2.10 青森 大矢沢字野田 物件調査 C

443 H26.2.10 青森 筒井字八ツ橋 物件調査 C

444 H26.2.12 青森 原別 3丁目 物件調査 C

445 H26.2.12 青森 東造道 3丁目 物件調査 B 露草遺跡

446 H26.2.13 青森 新城字山田 不動産鑑定評価 B 新城山田 (3) 遺跡

447 H26.2.13 青森 戸門字見通 不動産鑑定評価 B 戸門館遺跡

448 H26.2.14 青森 月見野 1丁目 物件調査 B 蛍沢遺跡

449 H26.2.17 青森 松森 3丁目 物件調査 C

450 H26.2.17 青森 三内字沢部 物件調査 B 三内沢部 (3) 遺跡

451 H26.2.17 青森 岡造道 2丁目 物件調査 B 沢田遺跡

452 H26.2.17 青森 石江字高間 建設計画（住宅） B 高間 (1) 遺跡

453 H26.2.17 青森 新城字山田 物件調査 C

454 H26.2.18 青森 佃 3 丁目 物件調査 A 佃遺跡

455 H26.2.21 青森 新城字平岡 物件調査 B 新城平岡 (3) 遺跡

456 H26.2.21 青森 新城字平岡 土木工事計画（温泉掘削） B 新田 (1) 遺跡

457 H26.2.21 青森 浪館字前田 建設計画（住宅） C

458 H26.2.21 青森 石江字三好 その他（看板設置） C

459 H26.2.21 青森 筒井字八ツ橋 建設計画（住宅） C

460 H26.2.24 青森 本町 5丁目 不動産鑑定評価 C

461 H26.2.24 青森 大野字山下 不動産鑑定評価 C

462 H26.2.24 青森 筒井字八ツ橋 建設計画 C

463 H26.2.25 青森 雲谷字山吹 土木工事計画（建物解体） B 雲谷山崎遺跡

464 H26.2.27 青森 高田字朝日山 土木工事計画（増工） B 朝日山 (1)・(2) 遺跡

465 H26.2.27 青森 千富町 1丁目
土木工事計画（コンクリ
ートダクト撤去）

C

466 H26.2.27 青森 本町 1丁目 建設計画 C

467 H26.2.28 青森 沖館 5丁目 建設計画（住宅） C

468 H26.2.28 青森 篠田 3丁目 建設計画（住宅） C

469 H26.2.28 青森 東造道 1丁目 建設計画（住宅） C

470 H26.3.3 青森 八重田 3丁目 不動産鑑定評価 C 露草遺跡

471 H26.3.4 青森 油川字岡田 不動産鑑定評価 C

472 H26.3.5 青森 堤町 2丁目 不動産鑑定評価 C
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No. 年月日 地区 住所 照会目的 回答 遺跡名

473 H26.3.5 青森 新町 1丁目 物件調査 C

474 H26.3.6 青森 妙見 3丁目 物件調査 C

475 H26.3.7 青森 戸門字山部 建設計画 B 戸門館遺跡

476 H26.3.7 青森 八重田 2丁目 建設計画 B 露草遺跡

477 H26.3.10 青森 西大野 4丁目 物件調査 C 　

478 H26.3.11 青森 岡造道 2丁目 土木工事計画 B 沢田遺跡 ,小柳遺跡

479 H26.3.11 浪岡 福田 2丁目 不動産鑑定評価 C 　

480 H26.3.11 青森 野木字山口 不動産鑑定評価 B 野木山口遺跡

481 H26.3.12 青森 野木字野尻 物件調査 B
野木沢田遺跡 ,伊吹遺
跡

482 H26.3.14 青森 高田字朝日山 土木工事計画 A 朝日山 (1) 遺跡

483 H26.3.14 青森 小柳 2丁目 物件調査 B 小柳遺跡

484 H26.3.14 青森 三内字沢部 物件調査 B 三内沢部 (3) 遺跡

485 H26.3.17 青森 旭町 2丁目 物件調査 C 　

486 H26.3.17 青森 千富町 1丁目 物件調査 C 　

487 H26.3.17 青森 南佃 2丁目 物件調査 C 　

488 H26.3.18 青森 三内字丸山 建設計画 B 三内丸山 (8) 遺跡

489 H26.3.18 青森 佃 1 丁目 土木工事計画 C 　

490 H26.3.18 青森 浪館字近野 建設計画 B
浪館 (2) 遺跡 ,安田近
野 (2) 遺跡

491 H26.3.19 浪岡 徳才子字山本 建設計画 B 早稲田館遺跡

492 H26.3.19 青森 佃 3 丁目 物件調査 B 佃遺跡

493 H26.3.20 青森 妙見 1丁目 物件調査 C 　

494 H26.3.20 浪岡 女鹿沢字平野 不動産鑑定評価 B 長溜池遺跡

495 H26.3.24 青森 富田 1丁目 物件調査 C 　

496 H26.3.24 青森 勝田 2丁目 物件調査 C 　

497 H26.3.24 青森 千刈 3丁目 物件調査 C 　

498 H26.3.24 青森 小柳 6丁目 物件調査 B 小柳遺跡

499 H26.3.25 浪岡 五本松字平野 建設計画、物件調査 A 羽黒平 (1) 遺跡

500 H26.3.25 青森 六枚橋字山越
土木工事計画（鉄塔建設
に伴う基礎工事）

A 山城遺跡他複数

501 H26.3.25 青森 浪館前田 4丁目 物件調査 C 　

502 H26.3.25 青森 中央 3丁目 物件調査 C 　

503 H26.3.25 浪岡 浪岡字平野 建設計画（住宅） C 　

504 H26.3.27 青森 桜川 9丁目
建設計画（その他の建物
/保育所）

C 　

505 H26.3.27 青森 駒込
建設計画（ソーラー発電
/パネル）

C 　

506 H26.3.28 青森 安田字近野 建設計画 A 近野遺跡

507 H26.3.28 青森 合子沢字松森 建設計画 A 新町野遺跡

508 H26.3.28 青森 横内字桜峰 建設計画 A 桜峯 (1) 遺跡

509 H26.3.28 青森 桂木 3丁目 物件調査 C

510 H26.3.28 青森 浜田字玉川 物件調査 C

511 H26.3.28 青森 松原 1丁目 物件調査 C

512 H26.3.31 青森 沖館 4丁目 物件調査 C

513 H26.3.31 青森 沖館 5丁目 建設計画（住宅） C

No. 年月日 地区 住所 照会目的 回答 遺跡名

1 H26.4.1 青森 筒井字八ツ橋 物件調査 C

2 H26.4.1 青森 野尻字今田 物件調査 C

3 H26.4.1 青森 安田字近野 建設計画（集合住宅） B 安田 (1) 遺跡

4 H26.4.2 青森 新城字山田 物件調査 C

5 H26.4.3 青森 富田 2丁目 物件調査 C

6 H26.4.3 青森 奥野 2丁目 物件調査 C

7 H26.4.3 青森 新城字平岡 物件調査 A 新城平岡 (3) 遺跡

8 H26.4.3 青森 浦町字奥野 物件調査 C

9 H26.4.4 青森 富田 5丁目 物件調査 C

10 H26.4.4 青森 大野字泉川 物件調査 C

11 H26.4.4 青森 本町 4丁目 建築計画（新規店舗） C

12 H26.4.7 青森 浪館前田 3丁目 物件調査 C

13 H26.4.7 青森 筒井 4丁目 物件調査 C

14 H26.4.9 青森 月見野 1丁目 物件調査 B 月見野 (5) 遺跡

15 H26.4.9 青森 松森 1丁目 物件調査 C

16 H26.4.9 青森 篠田 2丁目 物件調査 C

17 H26.4.9 青森 横内字亀井 物件調査 B
横内 (3) 遺跡 ,横内城
跡

18 H26.4.9 青森 中央 2丁目 物件調査 C

19 H26.4.10 青森 千富町 1丁目 物件調査 C

20 H26.4.10 青森 桂木 1丁目 物件調査 C

21 H26.4.10 青森 三内字稲元 物件調査 C

No. 年月日 地区 住所 照会目的 回答 遺跡名

22 H26.4.10 青森 幸畑字谷脇 建築計画（住宅） B 阿部野 (2) 遺跡

23 H26.4.11 青森 小橋字福田 建設計画（新規店舗） B 小橋 (5) 遺跡

24 H26.4.11 青森 四戸橋字磯部 建設計画（新規店舗 ) C

25 H26.4.14 青森 金沢 4丁目 物件調査 C

26 H26.4.14 青森 浪打 1丁目 物件調査 C

27 H26.4.15 青森 後萢字前橋 建設計画（新規住宅 ) B 後萢遺跡

28 H26.4.15 青森 新城字平岡 建設計画（新規店舗） C

29 H26.4.16 青森 篠田 3丁目 物件調査 C

30 H26.4.16 青森 中佃 1丁目 物件調査 C

31 H26.4.16 青森 三内字丸山
その他（電話基地局事前
調査）

A 三内丸山 (9) 遺跡

32 H26.4.16 浪岡 女鹿沢字西花岡
その他（電話基地局事前
調査）

C

33 H26.4.16 青森 金沢 3丁目
その他（電話基地局事前
調査）

C

34 H26.4.16 青森 羽白字沢田
その他（電話基地局事前
調査）

C

35 H26.4.16 青森 新城字平岡
その他（電話基地局事前
調査）

C

36 H26.4.17 青森 三内字沢部 建設計画（新規住宅） C

37 H26.4.18 青森 三内字丸山 不動産鑑定評価 B 三内丸山 (9) 遺跡

38 H26.4.18 青森 三内字丸山 不動産鑑定評価 B 三内丸山 (9) 遺跡

39 H26.4.18 青森 三内字丸山 不動産鑑定評価 B 三内丸山 (9) 遺跡

40 H26.4.18 青森 横内字猿沢 不動産鑑定評価 B 横内猿沢遺跡

41 H26.4.18 浪岡 飛鳥字福浦 建設計画（新規住宅） C

42 H26.4.21 青森 合子沢松森 不動産鑑定評価 C

43 H26.4.21 青森
女鹿沢字東花
岡、西花岡

不動産鑑定評価 C

44 H26.4.21 青森 三内字沢部 物件調査 B 江渡遺跡

45 H26.4.21 青森 千刈 2丁目 物件調査 C

46 H26.4.21 青森 浦町奥野 物件調査 C

47 H26.4.21 青森 浪館志田 物件調査 C

48 H26.4.21 青森 三内字稲元 物件調査 C

49 H26.4.21 青森 金沢 3丁目 物件調査 C

50 H26.4.22 青森 新町 1丁目 不動産鑑定評価 C

51 H26.4.22 青森 堤町２丁目 不動産鑑定評価 C

52 H26.4.22 青森 佃 1 丁目 物件調査 C

53 H26.4.23 青森 大野字若宮 土木工事計画 C

54 H26.4.23 青森 矢作３丁目 物件調査 C

55 H26.4.23 青森 栄町 1丁目 物件調査 C

56 H26.4.23 青森 佃 2 丁目 建設計画（新規住宅） C

57 H26.4.23 青森 筒井 3丁目 不動産鑑定評価 C

58 H26.4.23 青森 中佃 3丁目 不動産鑑定評価 C

59 H26.4.23 青森 筒井 3丁目 物件調査 C

60 H26.4.23 青森 中佃 3丁目 物件調査 C

61 H26.4.23 青森 鶴ヶ坂川合 不動産鑑定評価 C

62 H26.4.23 青森 孫内字山辺 不動産鑑定評価 C

63 H26.4.24 浪岡 吉野田字木戸口 建設計画（電柱移設工事） A 下石川平野遺跡

64 H26.4.24 青森 幸畑 3丁目 物件調査 B 阿部野 (1) 遺跡

65 H26.4.24 青森 富田 4丁目 物件調査 C

66 H26.4.25 青森 堤町 1丁目 不動産鑑定評価 C

67 H26.4.30 青森 矢作 3丁目 建設計画（新規住宅） B 露草遺跡

68 H26.4.30 青森 新町 1丁目 不動産鑑定評価 C

69 H26.4.30 青森 浪館前田 2丁目 物件調査 C

70 H26.4.30 青森 奥野 2丁目 物件調査 C

71 H26.4.30 青森 大野字若宮 物件調査 C

72 H26.4.30 青森 新城字平岡 物件調査 C

73 H26.4.30 青森 西滝 3丁目 物件調査 C

74 H26.4.30 青森 矢田前字弥生田 物件調査 C

75 H26.4.30 青森 浜田字豊田 物件調査 C

76 H26.5.1 青森 浪館前田 3丁目 不動産鑑定評価 C

77 H26.5.1 青森 橋本 1丁目 不動産鑑定評価 C

78 H26.5.1 青森 佃 1 丁目 不動産鑑定評価 C

79 H26.5.1 青森 青柳 1丁目 物件調査 C

80 H26.5.2 青森 荒川字藤戸 建設計画（広告塔） C

81 H26.5.2 青森 三内字稲元 物件調査 C

82 H26.5.2 青森 新町 2丁目 物件調査 C

83 H26.5.2 青森 幸畑字松元 物件調査 C

84 H26.5.7 青森 篠田 2丁目 物件調査 C

85 H26.5.7 青森 久須志 2丁目 物件調査 C

86 H26.5.7 青森 三内字沢部
建設計画（携帯電話基地
局）

A 三内沢部 (3) 遺跡
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No. 年月日 地区 住所 照会目的 回答 遺跡名

87 H26.5.7 青森 港町 2丁目 不動産鑑定評価 C

88 H26.5.8 青森 幸畑 1丁目 不動産鑑定評価 B 大矢沢野田 (1) 遺跡

89 H26.5.8 青森 新城字山田
土木工事計画（太陽光発
電所）

A 新城山田 (4)・(5) 遺跡

90 H26.5.9 青森 三内字稲元 物件調査 C

91 H26.5.9 青森 諏訪沢字松代 建設計画（太陽光発電所） B 三本木遺跡

92 H26.5.9 青森
浪岡字吉内字杉
ノ沢

土木工事計画（岩石採取） B 細野遺跡

93 H26.5.9 青森 旭町 2丁目 物件調査 C

94 H26.5.13 青森 野木字野尻 建設計画（点検鉄塔） B 伊吹遺跡

95 H26.5.13 浪岡 徳才子字山本 建設計画（点検鉄塔） A 山本遺跡

96 H26.5.13 青森 高田字日野 建設計画（点検鉄塔） C

97 H26.5.14 青森 石江字岡部 物件調査 C

98 H26.5.14 青森 野木字野尻 不動産鑑定評価 B 野木山口遺跡

99 H26.5.14 青森 久須志 4丁目 物件調査 C

100 H26.5.16 青森 三内字稲元　 物件調査 C

101 H26.5.16 青森 駒込字月見野 建設計画（新規住宅） C

102 H26.5.16 青森 青葉 3丁目 不動産鑑定評価 C

103 H26.5.16 浪岡 北中野字天王 建設計画（住宅増改築） A 川原館遺跡

104 H26.5.19 浪岡 北中野字中坪 物件調査 A 浪岡崎 (2) 遺跡

105 H26.5.20 青森 浪館字近野 物件調査 B 浪館 (2) 遺跡

106 H26.5.20 青森 三内字沢部 物件調査 A 三内沢部 (3) 遺跡

107 H26.5.21 青森 浜館 4丁目 物件調査 C

108 H26.5.22 青森
古川 2丁目、3
丁目

建設計画（住宅） C

109 H26.5.22 青森 新田字忍 建設計画（倉庫） A 新田 (2) 遺跡

110 H26.5.23 青森 桜川 4丁目 物件調査 C

111 H26.5.23 青森 八重田 3丁目 物件調査 C

112 H26.5.23 青森 栄町 1丁目 物件調査 C

113 H26.5.23 青森 古川 1丁目 物件調査 C

114 H26.5.23 青森 駒込字桐ノ沢 物件調査 C

115 H26.5.23 青森 富田 1丁目 土木工事計画（宅地分譲） C

116 H26.5.24 青森 三内字沢部 物件調査 B 江渡遺跡

117 H26.5.24 青森 新城字平岡 物件調査 A 新城平岡 (3) 遺跡

118 H26.5.26 青森 石江字岡部 物件調査 C

119 H26.5.26 青森 港町 2丁目 物件調査 C

120 H26.5.26 青森 青葉 3丁目 物件調査 C

121 H26.5.27 青森 富田 1丁目 物件調査 C

122 H26.5.27 青森 大野字若宮 物件調査 C

123 H26.5.27 青森 金沢 2丁目 物件調査 C

124 H26.5.27 青森 金沢 3丁目 物件調査 C

125 H26.5.28 青森 浪打 2丁目 不動産鑑定評価 B 佃遺跡

126 H26.5.28 青森 松原 3丁目 不動産鑑定評価 C

127 H26.5.28 青森 安田字近野
土木工事計画（老人ホー
ム）

B 三内丸山 (6) 遺跡

128 H26.5.28 青森 新城字山田 物件調査 A 新城山田 (8) 遺跡

129 H26.5.30 青森 駒込字深沢
建設計画（太陽光メガソ
ーラー設置）

C

130 H26.5.30 青森 青柳 2丁目 不動産鑑定評価 C

131 H26.5.30 青森 石江字江渡 物件調査 B 石江遺跡 ,江渡遺跡

132 H26.6.2 青森 安田字近野 建設計画（新規住宅） A 安田 (1) 遺跡

133 H26.6.2 青森 岡造道 2丁目 建設計画（新規住宅） A 小柳遺跡

134 H26.6.2 青森 岡造道 2丁目 土木工事計画（上下水道） A 小柳遺跡

135 H26.6.4 青森 松森 3丁目 物件調査 C

136 H26.6.4 青森 石江字平山
建設計画（点検・整備・
交換等）

B 三内霊園遺跡

137 H26.6.4 青森 三内字安田
建設計画（点検・整備・
交換等）

B 三内丸山 (6) 遺跡

138 H26.6.4 青森 岩渡字イカマリ
建設計画（点検・整備・
交換等）

C

139 H26.6.4 青森 浜館字安原
建設計画（点検・整備・
交換等）

B 戸山遺跡

140 H26.6.4 青森 野内字鈴森
建設計画（点検・整備・
交換等）

B 野内遺跡

141 H26.6.4 青森 雲谷字山吹
建設計画（点検・整備・
交換等）

B 雲谷山崎遺跡

142 H26.6.5 青森 新城字平岡 物件調査 C

143 H26.6.5 青森 新城字平岡
土木工事計画（携帯電話
設備）

C

144 H26.6.5 青森 八重田 3丁目 物件調査 A 露草遺跡

145 H26.6.6 浪岡 高屋敷字野尻 建設計画（新規事務所） A 野尻 (2) 遺跡

146 H26.6.6 青森 幸畑 1丁目 建設計画（新規） B 大矢沢野田遺跡

147 H26.6.6 青森 新城字山田 建設計画（太陽光発電所） A 新城山田 (8) 遺跡

148 H26.6.6 青森 西滝 1丁目 物件調査 C

149 H26.6.6 青森 南佃 2丁目 物件調査 C

150 H26.6.9 青森 幸畑字松元 建設計画（住宅） C

No. 年月日 地区 住所 照会目的 回答 遺跡名

151 H26.6.10 青森 青柳１丁目 物件調査 C

152 H26.6.10 青森 諏訪沢字松代 物件調査 C

153 H26.6.11 青森 八重田 3丁目 物件調査 B 露草遺跡

154 H26.6.12 青森 三内字丸山 物件調査 B 三内丸山 (8) 遺跡

155 H26.6.12 青森 荒川（下湯周辺）土木工事計画（調査） C

156 H26.6.13 青森 三内字丸山 その他（遺産分割調停） B 三内丸山 (5)･(6) 遺跡

157 H26.6.16 青森 港町１丁目 物件調査 C

158 H26.6.16 青森 荒川字筒井 不動産鑑定評価 C

159 H26.6.17 青森 西大野４丁目 物件調査 C

160 H26.6.17 青森 高田字朝日山 土木工事計画（残土処分） C

161 H26.6.17 青森 栄町１丁目 物件調査 C

162 H26.6.17 青森 新城字平岡 物件調査 C

163 H26.6.18 浪岡 浪岡字若松 不動産鑑定評価 C

164 H26.6.19 青森 新城字山田 不動産鑑定評価 C

165 H26.6.19 青森 篠田 2丁目 物件調査 C

166 H26.6.19 青森 金浜字稲田 物件調査 C

167 H26.6.19 青森 横内字亀井 建設計画（新規住宅） B 桜峯 (2) 遺跡

168 H26.6.19 青森 新田字忍 不動産鑑定評価 A
新田 (1) 遺跡 ,新城平
岡 (5) 遺跡

169 H26.6.20 青森 筒井字八ツ橋 物件調査 C

170 H26.6.24 青森 篠田 2丁目 物件調査 C

171 H26.6.24 青森 新城平岡 建設計画（新規住宅） B 新城平岡 (4) 遺跡

172 H26.6.24 青森 造道 2丁目 物件調査 B 沢田遺跡

173 H26.6.24 浪岡 高屋敷字宅社元 建設計画（新規住宅） B 高屋敷館遺跡

174 H26.6.24 青森 赤坂１丁目 物件調査 B 赤坂遺跡

175 H26.6.26 青森 月見野１丁目 物件調査 B 月見野 (3) 遺跡

176 H26.6.26 青森 桂木 3丁目 物件調査 C

177 H26.6.26 青森 三内字丸山 建設計画（住宅） A 浪館 (1) 遺跡

178 H26.6.27 青森 平新田字玉清水 物件調査 C

179 H26.6.27 青森 中央 1丁目 物件調査 C

180 H26.6.27 青森 駒込字深沢 物件調査 C

181 H26.6.30 青森 羽白字冨田 不動産鑑定評価 C

182 H26.6.30 青森 本町 2丁目 不動産鑑定評価 C

183 H26.6.30 青森 矢田前本泉 物件調査 C

184 H26.6.30 青森 中佃１丁目 物件調査 C

185 H26.6.30 青森 孫内字山科 物件調査 C

186 H26.6.30 青森 佃 3 丁目 建設計画（新規住宅） A 佃遺跡

187 H26.7.1 青森 造道 3丁目 物件調査 A 沢田遺跡

188 H26.7.4 青森 三好 2丁目 物件調査 C

189 H26.7.4 青森 はまなす 1丁目 建設計画（新規住宅） C

190 H26.7.4 青森 三内字沢部 物件調査 B 江渡遺跡

191 H26.7.4 青森 岡造道１丁目 物件調査 B 佃遺跡

192 H26.7.4 青森 浪館字泉川 物件調査 C

193 H26.7.7 青森 久須志４丁目 物件調査 C

194 H26.7.10 青森 浜田字玉川 物件調査 C

195 H26.7.10 青森 青柳 1丁目 物件調査 C

196 H26.7.10 青森 筒井 4丁目 物件調査 C

197 H26.7.10 青森 月見野 1丁目 物件調査 B 蛍沢遺跡

198 H26.7.10 青森 幸畑 3丁目 物件調査 B 阿部野 (1) 遺跡

199 H26.7.10 青森 幸畑 3丁目 物件調査 B 阿部野 (1) 遺跡

200 H26.7.11 青森 桜川 6丁目 物件調査 C

201 H26.7.11 青森 駒込字深沢 物件調査 C

202 H26.7.11 青森 浪館字近野 物件調査 B 浪館 (2) 遺跡

203 H26.7.14 青森 久須志 4丁目 物件調査 C

204 H26.7.15 青森 大野字玉島 物件調査 C

205 H26.7.15 青森 新町 1丁目 不動産鑑定評価 C

206 H26.7.15 青森 奥野 1丁目 物件調査 C

207 H26.7.15 青森 新城字平岡 物件調査 B 新城平岡 (3) 遺跡

208 H26.7.15 青森 浪館前田 3丁目 物件調査 C

209 H26.7.15 青森 三内字沢部 物件調査 A 三内沢部 (3) 遺跡

210 H26.7.15 青森 新城字山田 物件調査 C

211 H26.7.15 青森 新城字平岡 物件調査 C

212 H26.7.15 青森 富田 5丁目 物件調査 C

213 H26.7.17 青森 石江字江渡 土木工事計画（宅地分譲） B 石江遺跡 ,江渡遺跡

214 H26.7.17 青森 浜田字玉川 建設計画（新規住宅） C

215 H26.7.17 青森 千富町 1丁目 物件調査 C
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216 H26.7.17 青森 矢作 1丁目 物件調査 C

217 H26.7.18 青森 浪館字泉川 建設計画（新規住宅） C

218 H26.7.18 青森 羽白字沢田 建設計画（新規住宅） C

219 H26.7.18 青森 旭町 2丁目 建設計画（新規住宅） C

220 H26.7.18 青森 高田字朝日山 物件調査 B
高田蝦夷館遺跡 ,朝日
山 (7) 遺跡

221 H26.7.18 青森 浪館前田 2丁目 物件調査 C

222 H26.7.18 青森 幸畑字松元 物件調査 C

223 H26.7.18 青森 旭町 2丁目 物件調査 C

224 H26.7.18 青森 金沢 3丁目 物件調査 C

225 H26.7.18 青森 千刈 4丁目 物件調査 C

226 H26.7.18 青森 長島 4丁目 物件調査 C

227 H26.7.18 青森 浜館 2丁目 物件調査 C

228 H26.7.18 青森 花園 2丁目 物件調査 C

229 H26.7.22 青森 荒川字筒井 不動産鑑定評価 C

230 H26.7.22 青森 三内字沢部 建設計画（住宅） B 三内沢部 (2) 遺跡

231 H26.7.22 青森 本町 2丁目 物件調査 C

232 H26.7.22 浪岡 女漉沢字平野 建設計画（新規住宅） B 長溜池遺跡

233 H26.7.22 青森 松森 3丁目 物件調査 C

234 H26.7.23 青森 北金沢 2丁目 建設計画（新規住宅） C

235 H26.7.23 青森 安方 2丁目 不動産鑑定評価 C

236 H26.7.24 青森 浜田字玉川 不動産鑑定評価 C

237 H26.7.24 浪岡 浪岡字浅井 物件調査 B 川原館遺跡

238 H26.7.24 青森 港町 2丁目 物件調査 C

239 H26.7.28 青森 新城字山田 物件調査 C

240 H26.7.28 青森 安田字近野 物件調査 C

241 H26.7.28 青森 桜川 5丁目 物件調査 C

242 H26.7.28 青森 浜館 4丁目 物件調査 C

243 H26.7.28 青森 羽白字沢田 物件調査 C

244 H26.7.28 青森 港町 2丁目 物件調査 C

245 H26.7.28 青森 松森 3丁目 物件調査 C

246 H26.7.29 青森 浪打 2丁目 物件調査 C

247 H26.7.29 青森 篠田 2丁目 物件調査 C

248 H26.7.29 青森 三内字丸山 建設計画（住宅） B 浪館 (1) 遺跡

249 H26.7.29 青森 石江字江渡 物件調査 B 石江遺跡 ,江渡遺跡

250 H26.7.29 青森 橋本 1丁目 不動産鑑定評価 C

251 H26.7.29 青森 橋本 1丁目 不動産鑑定評価 C

252 H26.7.30 青森 奥野 4丁目 不動産鑑定評価 C

253 H26.7.30 青森 大矢沢字里見 不動産鑑定評価 B 大矢沢里見遺跡　　

254 H26.7.31 青森 緑 1 丁目 建設計画（新規住宅） C

255 H26.7.31 青森 妙見 1丁目 物件調査 C

256 H26.7.31 青森
第二問屋町 3丁
目

物件調査 C

257 H26.7.31 青森 沖館 1丁目 物件調査 C

258 H26.7.31 青森 自由ケ丘 1丁目 物件調査 C

259 H26.7.31 青森 新町 1丁目 物件調査 C

260 H26.7.31 浪岡 五本松字羽黒平 建設計画（電柱） A 羽黒平 (1) 遺跡

261 H26.8.1 青森 浜田 2丁目 物件調査 C

262 H26.8.1 青森 矢作 1丁目 物件調査 C

263 H26.8.4 青森 栄町 2丁目 物件調査 C

264 H26.8.4 青森 浜田字豊田 物件調査 C

265 H26.8.4 青森 幸畑 3丁目 物件調査 B 阿部野 (1) 遺跡

266 H26.8.4 青森 浪館字志田 物件調査 C

267 H26.8.4 青森 荒川字柴田 物件調査 C

268 H26.8.4 青森 青柳 1丁目 不動産鑑定評価 C

269 H26.8.5 青森 幸畑字阿部野 不動産鑑定評価 B 阿部野 (1) 遺跡

270 H26.8.6 青森 大野字若宮 土木工事計画（宅地分譲） C

271 H26.8.6 青森 千刈 4丁目 不動産鑑定評価 C

272 H26.8.7 青森 浜田字豊田 不動産鑑定評価 C

273 H26.8.7 青森 北金沢 1丁目 不動産鑑定評価 C

274 H26.8.7 青森 高田字朝日山 不動産鑑定評価 C

275 H26.8.8 青森 橋本 3丁目 物件調査 C

276 H26.8.8 青森 富田 5丁目 物件調査 C

277 H26.8.8 青森 新町 2丁目 物件調査 C

278 H26.8.11 青森 中佃 2丁目 土木工事計画（宅地分譲） C

279 H26.8.11 青森 野木字野尻 不動産鑑定評価 C

280 H26.8.11 青森 三内字沢部 物件調査 B 江渡遺跡

No. 年月日 地区 住所 照会目的 回答 遺跡名

281 H26.8.14 青森 青柳 1丁目 建設計画（倉庫） C

282 H26.8.18 青森 西大野 1丁目 建設計画（新規店舗） C

283 H26.8.18 青森 浜田 3丁目 不動産鑑定評価 C

284 H26.8.18 青森 新城字山田 建設計画 A 新城山田 (8) 遺跡

285 H26.8.18 青森 新町 1丁目 不動産鑑定評価 C

286 H26.8.20 青森 松森 2丁目 不動産鑑定評価 C

287 H26.8.20 青森 柳川 2丁目 不動産鑑定評価 C

288 H26.8.21 青森 浪打 1丁目 不動産鑑定評価 B 佃遺跡

289 H26.8.21 青森 中央１丁目 不動産鑑定評価 C

290 H26.8.21 青森 幸畑 3丁目 物件調査 C

291 H26.8.21 青森
第２問屋町 4丁
目

物件調査 C

292 H26.8.21 青森 金沢 4丁目 物件調査 C

293 H26.8.21 青森 安方 2丁目 物件調査 C

294 H26.8.21 青森 浜田字玉川 物件調査 C

295 H26.8.21 青森 筒井字八ツ橋 物件調査 C

296 H26.8.22 青森 三内字丸山 物件調査 B 三内丸山 (8) 遺跡

297 H26.8.22 青森 古川 2丁目 物件調査 C

298 H26.8.22 青森 三内字沢部 物件調査 A 三内沢部 (3) 遺跡

299 H26.8.25 青森 妙見 2丁目 物件調査 C

300 H26.8.25 青森 久須志 4丁目 物件調査 C

301 H26.8.25 青森 南佃 2丁目 建設計画（新規店舗） C

302 H26.8.25 青森 新城字平岡 物件調査 C

303 H26.8.26 青森 安田字近野 建設計画（老人ホーム） B 安田 (2) 遺跡

304 H26.8.26 青森 新城字山田
その他（メガソーラー設
置）

A 新城山田 (8) 遺跡

305 H26.8.27 青森 勝田 2丁目 不動産鑑定評価 C

306 H26.8.27 青森 篠田 3丁目 物件調査 C

307 H26.8.27 青森 佃 3 丁目 建設計画（新規店舗） B 佃遺跡

308 H26.8.28 青森 大野字若宮 物件調査 C

309 H26.8.28 青森 松原 3丁目 不動産鑑定評価 C

310 H26.8.29 青森 野内字小笹 建設計画（新規工場） B 玉水 (4) 遺跡

311 H26.8.29 青森
浪岡女鹿沢字平
野

建設計画（新規住宅） B 長溜池遺跡

312 H26.9.1 青森 蛍沢 1丁目 物件調査 B 戸山遺跡

313 H26.9.1 青森 浪館字志田 物件調査 C

314 H26.9.1 青森 野内字浦島 土木工事計画（増工） A 大浦遺跡

315 H26.9.2 青森 原別 1丁目 建設計画（新規住宅） C

316 H26.9.2 青森 飛鳥字塩越 建設計画（新規住宅） C

317 H26.9.3 青森 三内字沢部 建設計画 (新規） A 三内沢部 (3) 遺跡

318 H26.9.4 青森 筒井 3丁目 物件調査 C

319 H26.9.4 青森 羽白字沢田 その他（携帯電話基地局） B 油川城跡

320 H26.9.4 青森 緑 2 丁目 物件調査 C

321 H26.9.5 青森 野沢字川部 物件調査 C

322 H26.9.5 青森 三内字丸山 物件調査 B 浪館 (1) 遺跡

323 H26.9.5 青森 浦町字奥野 物件調査 C

324 H26.9.5 青森 新城字山田 物件調査 C

325 H26.9.5 青森 三内字丸山 物件調査 B 浪館 (1) 遺跡

326 H26.9.5 青森 油川字千刈 物件調査 C

327 H26.9.8 青森 新城字平岡 物件調査 B 新城平岡 (6) 遺跡

328 H26.9.9 青森 三好 1丁目 物件調査 C

329 H26.9.11 青森 岡造道 1丁目 物件調査 C

330 H26.9.11 青森 新田 1丁目 物件調査 C

331 H26.9.11 青森 大野字山下 物件調査 C

332 H26.9.11 青森 佃 1 丁目 物件調査 C

333 H26.9.11 青森 新城字山田 物件調査 A 新城山田 (4)･(5) 遺跡

334 H26.9.12 青森 浜館 1丁目 物件調査 C

335 H26.9.14 青森 石江字岡部 物件調査 C

336 H26.9.16 浪岡 杉沢字山元 物件調査 A 山元 (3) 遺跡

337 H26.9.18 青森 三内字丸山 物件調査 B 浪館 (1) 遺跡

338 H26.9.18 青森 筒井字八ツ橋 物件調査 C

339 H26.9.22 青森 荒川字寒水沢 不動産鑑定評価 C

340 H26.9.22 青森 新城字平岡 物件調査 B 新城平岡 (3) 遺跡

341 H26.9.22 青森 新城字山田 建設計画（事務所） B 新城跡

342 H26.9.22 青森 赤坂 1丁目 物件調査 B 赤坂遺跡

343 H26.9.24 青森 安田字近野 物件調査 B 安田近野 (2) 遺跡

344 H26.9.24 浪岡 浪岡字淋代 建設計画（新規住宅） C

345 H26.9.24 浪岡 徳才子字山本 建設計画（新規住宅） B 早稲田遺跡
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346 H26.9.24 青森 西滝 2丁目 建設計画（新規住宅） C

347 H26.9.25 青森
第二問屋町 3丁
目

不動産鑑定評価 C

348 H26.9.25 青森 青柳 1丁目 不動産鑑定評価 C

349 H26.9.25 浪岡 浪岡字浅井 物件調査 B 川原館遺跡

350 H26.9.25 青森 妙見 1丁目 不動産鑑定評価 C

351 H26.9.25 青森 沖館 1丁目 不動産鑑定評価 C

352 H26.9.26 青森 富田 1丁目 物件調査 C

353 H26.9.26 青森 宮田字玉水 建設計画（新規住宅） A 宮田館遺跡

354 H26.9.29 青森 自由ヶ丘 1丁目 不動産鑑定評価 C

355 H26.9.29 青森 蛍沢 2丁目 不動産鑑定評価 B 蛍沢遺跡

356 H26.9.29 青森 横内字亀井 物件調査 B 桜峯 (2) 遺跡

357 H26.9.30 青森 八ツ役字芦谷 建設計画（新規住宅） C

358 H26.9.30 青森 富田 4丁目 物件調査 C

359 H26.9.30 青森 新城字平岡 建設計画（店舗） C

360 H26.9.30 青森 新城字平岡 物件調査 B 新城平岡 (2) 遺跡

361 H26.9.30 青森 新城字山田 物件調査 B 新城山田 (1) 遺跡

362 H26.10.1 青森 三内字沢部 物件調査 A 三内沢部 (2) 遺跡

363 H26.10.2 青森 宮田字玉水 物件調査 B 玉水 (1) 遺跡

364 H26.10.2 青森 新城字山田 不動産鑑定評価 B 新城山田 (1) 遺跡

365 H26.10.2 青森 東造道 3丁目 物件調査 C

366 H26.10.2 青森 東造道 3丁目 物件調査 C

367 H26.10.2 青森 幸畑字松元 物件調査 C

368 H26.10.3 青森 石江字岡部 物件調査 B 岡部遺跡

369 H26.10.3 青森 石江字江渡 建設計画（広告塔） B 岡部遺跡

370 H26.10.3 青森 本町 2丁目 物件調査 C

371 H26.10.3 青森 本町 2丁目 物件調査 C

372 H26.10.6 青森 新城字平岡 物件調査 B 新城平岡 (6) 遺跡

373 H26.10.6 青森 東大野 2丁目 物件調査 C

374 H26.10.7 浪岡 女鹿沢字西花岡 建設計画（新規住宅） C

375 H26.10.7 青森 羽白字池上 不動産鑑定評価 C

376 H26.10.7 青森 本泉 2丁目 不動産鑑定評価 C

377 H26.10.7 青森 新城字平岡 不動産鑑定評価 C

378 H26.10.7 青森 新城字平岡 建築計画（新規住宅） A 新城平岡 (3) 遺跡

379 H26.10.8 青森 岡造道 3丁目 物件調査 B 沢田遺跡

380 H26.10.8 青森 八重田 1丁目 物件調査 C

381 H26.10.8 青森 幸畑 3丁目 物件調査 C

382 H26.10.8 青森 佃 3 丁目 物件調査 B 佃遺跡

383 H26.10.9 青森 新城字山田
土木工事計画（太陽光発
電）

A
新城山田 (4)・(5)・
(8) 遺跡

384 H26.10.10 青森 荒川字松尾 物件調査 C

385 H26.10.10 青森 富田 3丁目 物件調査 C

386 H26.10.10 青森 安田字近野 建設計画（新規住宅） B 安田近野 (2) 遺跡

387 H26.10.10 青森 新城字平岡 土木工事計画（残土捨場） C

388 H26.10.14 青森 奥野 4丁目 物件調査 C

389 H26.10.14 青森 野木字山口 建築計画（新規住宅） B 野木沢田遺跡

390 H26.10.14 青森 浜館 1丁目 物件調査 C

391 H26.10.14 浪岡 北中野字下嶋田 建設計画（電柱移設工事） A 中道遺跡

392 H26.10.14 青森 新城字平岡 建設計画（新規住宅） A 新城平岡 (3) 遺跡

393 H26.10.14 青森 浜田字玉川 物件調査 C

394 H26.10.14 青森 金沢 3丁目 物件調査 C

395 H26.10.14 青森 大野字若宮 物件調査 C

396 H26.10.15 青森 浪館前田 3丁目
土木工事計画（新規宅地
分譲）

C

397 H26.10.16 青森 三内字丸山 物件調査 B 三内丸山 (3) 遺跡

398 H26.10.16 青森 八幡林字熊谷 物件調査 C

399 H26.10.16 青森 羽白字沢田 物件調査 C

400 H26.10.20 青森 栄町 1丁目 物件調査 C

401 H26.10.20 青森 堤町 2丁目 物件調査 C

402 H26.10.20 青森 三内字丸山 物件調査 B 三内丸山 (8) 遺跡

403 H26.10.20 青森 妙見 1丁目 物件調査 C

404 H26.10.20 青森 大野字前田 建設計画（新規住宅） C

405 H26.10.20 青森 筒井字八ツ橋 物件調査 C

406 H26.10.20 青森 岡町字舟岡 物件調査 C

407 H26.10.20 青森 三内字丸山 物件調査 B 三内丸山 (9) 遺跡

408 H26.10.20 青森 小柳 2丁目 建設計画（新規長屋） A 小柳遺跡

409 H26.10.20 青森 安田字近野 物件調査 A 安田近野 (2) 遺跡

410 H26.10.21 青森 南佃 2丁目 不動産鑑定評価 C

No. 年月日 地区 住所 照会目的 回答 遺跡名

411 H26.10.21 青森 大矢沢字里見 物件調査 B 大矢沢野田遺跡

412 H26.10.21 青森 内真部字岸田 物件調査 C

413 H26.10.21 青森 幸畑 2丁目 物件調査 B 阿部野 (1) 遺跡

414 H26.10.21 青森 問屋町 2丁目 不動産鑑定評価 C

415 H26.10.21 青森 雲谷字梨野木 物件調査 C

416 H26.10.24 青森 佃 3 丁目 不動産鑑定評価 A 佃遺跡

417 H26.10.24 青森 大野字金沢 建設計画（新規住宅） C

418 H26.10.24 青森 妙見 1丁目 不動産鑑定評価 C

419 H26.10.24 青森
田茂木野字阿部
野

建設計画（新規住宅） C

420 H26.10.24 青森 野内字鈴森 不動産鑑定評価 B 菊川遺跡

421 H26.10.24 青森 新城字山田
建設計画（太陽光発電設
備設置）

A 新城山田 (8) 遺跡

422 H26.10.27 青森 松森 2丁目 物件調査 C

423 H26.10.27 青森 古川 2丁目 物件調査 C

424 H26.10.27 青森 新田 2丁目 物件調査 C

425 H26.10.27 青森 奥野 2丁目 物件調査 C

426 H26.10.27 青森 本町 2丁目 物件調査 C

427 H26.10.28 青森 野尻字野田 不動産鑑定評価 B 野尻野田遺跡

428 H26.10.28 青森 野尻字今田 不動産鑑定評価 C

429 H26.10.28 青森 野尻字野田 不動産鑑定評価 B 野尻野田遺跡

430 H26.10.28 青森 野尻字野田 不動産鑑定評価 B 野尻野田遺跡

431 H26.10.28 青森 野尻字今田 不動産鑑定評価 B 野尻館遺跡

432 H26.10.28 青森 大矢沢字里見 不動産鑑定評価 B 大矢沢里見遺跡

433 H26.10.28 青森 浜田字玉川 不動産鑑定評価 C

434 H26.10.29 青森 新町 2丁目 物件調査 C

435 H26.10.29 青森 はまなす 2丁目 物件調査 C

436 H26.10.29 青森 浪打 1丁目 物件調査 C

437 H26.10.30 青森 三内字沢部 物件調査 A 三内沢部 (3) 遺跡

438 H26.10.30 青森 三内字沢部 物件調査 A 三内沢部 (3) 遺跡

439 H26.10.31 青森 大野字山下 物件調査 C

440 H26.10.31 青森 浜館 1丁目 物件調査 C

441 H26.10.31 青森 原別 8丁目 不動産鑑定評価 C

442 H26.10.31 青森 古川 2丁目 物件調査 C

443 H26.11.4 青森 油川字千刈 物件調査 C

444 H26.11.5 青森 幸畑 4丁目 物件調査 C

445 H26.11.5 青森 幸畑字松元 物件調査 C

446 H26.11.7 青森 浜館 1丁目 物件調査 C

447 H26.11.7 青森 富田 5丁目 物件調査 C

448 H26.11.7 青森 青葉 3丁目 土木工事計画（宅地分譲） C

449 H26.11.7 青森 桂木 2丁目 物件調査 C

450 H26.11.7 青森 松森 3丁目 物件調査 C

451 H26.11.7 青森 新城字山田 建設計画（太陽光発電所） A 新城山田 (8) 遺跡

452 H26.11.10 青森 里見 1丁目 物件調査 C

453 H26.11.10 青森 新城字山田 不動産鑑定評価 C

454 H26.11.12 浪岡 女鹿沢字平野 建設計画（新規鉄塔） A 長溜池遺跡

455 H26.11.12 青森 岡造道 1丁目 不動産鑑定評価 C

456 H26.11.12 青森 高田字川瀬 不動産鑑定評価 C

457 H26.11.12 青森 浪打 2丁目 不動産鑑定評価 C

458 H26.11.12 青森 佃 2 丁目 不動産鑑定評価 B 佃遺跡

459 H26.11.12 青森 雲谷字山吹 不動産鑑定評価 B 雲谷山吹 (8) 遺跡

460 H26.11.12 青森 安方 2丁目 不動産鑑定評価 C

461 H26.11.12 青森 港町 2丁目 物件調査 C

462 H26.11.13 青森 石江字岡部 物件調査 B 岡部遺跡

463 H26.11.14 青森 柳川 2丁目 物件調査 C

464 H26.11.14 青森 富田 4丁目 物件調査 C

465 H26.11.14 青森 自由ヶ丘 2丁目 物件調査 C

466 H26.11.14 青森 青葉 1丁目 物件調査 C

467 H26.11.14 青森
第二問屋町 3丁
目

物件調査 C

468 H26.11.17 青森 八重田 3丁目 建設計画 A 露草遺跡

469 H26.11.17 青森 青柳 2丁目 物件調査 C

470 H26.11.17 青森 栄町 2丁目 物件調査 C

471 H26.11.17 青森 松森 1丁目 物件調査 C

472 H26.11.18 青森 浦町字奥野 物件調査 C

473 H26.11.18 青森 浜田字豊田 物件調査 C

474 H26.11.19 青森 古館字大柳 物件調査 C

475 H26.11.19 青森 野尻字今田 不動産鑑定評価 C
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476 H26.11.20 青森 東大野 2丁目 不動産鑑定評価 C

477 H26.11.20 青森 中佃 1丁目 物件調査 C

478 H26.11.20 青森 新城字平岡 物件調査 B 新城平岡 (4) 遺跡

479 H26.11.21 青森 新城字平岡 物件調査 C

480 H26.11.21 青森 岡造道 1丁目 物件調査 C

481 H26.11.21 青森 浜田字玉川 物件調査 C

482 H26.11.21 青森 三内字丸山 物件調査 A 三内丸山 (6) 遺跡

483 H26.11.21 青森 三内字丸山 物件調査 B 三内丸山 (3) 遺跡

484 H26.11.21 青森 上野字有原 建設計画（新規宅地） C

485 H26.11.25 青森 新城字山田 物件調査 B 新城山田 (5) 遺跡

486 H26.11.25 青森 三内字沢部 物件調査 B 三内沢部 (3) 遺跡

487 H26.11.26 青森 篠田 3丁目 物件調査 C

488 H26.11.26 青森 三内字丸山 土木工事計画（資材置場） A 三内丸山 (5) 遺跡

489 H26.11.27 青森 筒井 3丁目 物件調査 C

490 H26.11.27 青森 はまなす 2丁目 不動産鑑定評価 C

491 H26.11.28 青森 浜田字玉川 建設計画（店舗） C

492 H26.12.1 青森 幸畑字松元 建設計画（新規住宅） C

493 H26.12.1 青森 石江字岡部 その他 B 岡部遺跡

494 H26.12.2 青森 安方 2丁目 不動産鑑定評価 C

495 H26.12.2 青森 古川 1丁目 物件調査 C

496 H26.12.2 青森 長島 2丁目 物件調査 C

497 H26.12.2 青森 石江字高間 物件調査 A 高間 (1) 遺跡

498 H26.12.3 青森 新城字山田 建設計画 B 新城山田 (2) 遺跡

499 H26.12.3 浪岡 浪岡字沢田 建設計画 C

500 H26.12.3 青森 浜田 3丁目 不動産鑑定評価 C

501 H26.12.4 青森 柳川 2丁目 建設計画（店舗） C

502 H26.12.4 青森
奥野 1丁目、旭
町 2丁目外

物件調査 C

503 H26.12.4 青森 佃 2 丁目 物件調査 C

504 H26.12.4 青森 富田 2丁目 物件調査 C

505 H26.12.4 青森 石江字岡部 物件調査 B 岡部遺跡

506 H26.12.5 青森 横内字亀井 不動産鑑定評価 A 横内 (3) 遺跡

507 H26.12.8 青森 里見 1丁目 建設計画（住宅） B 三内丸山 (8) 遺跡

508 H26.12.8 青森 荒川字柴田 建設計画（住宅） C

509 H26.12.8 青森 西大野 5丁目 建設計画（新規住宅） C

510 H26.12.10 青森 久須志 4丁目 物件調査 C

511 H26.12.11 青森 浪打 2丁目
土木工事計画（新規宅地
分譲）

C

512 H26.12.11 青森 古川 1丁目
建設計画（新規マンショ
ン）

C

513 H26.12.12 青森 小柳 5丁目 不動産鑑定評価 C

514 H26.12.12 青森 石江字高間 建設計画（新規住宅） B 高間 (1) 遺跡

515 H26.12.12 青森 古川 1丁目 不動産鑑定評価 C

516 H26.12.15 青森 石江字高間 物件調査 A 新城平岡 (4) 遺跡

517 H26.12.15 青森
田茂木野字阿部
野

建設計画（新規住宅） C

518 H26.12.15 青森 奥野 2丁目 建設計画（新規住宅） C

519 H26.12.16 青森 本町 5丁目 不動産鑑定評価 C

520 H26.12.16 青森 古川 1丁目 不動産鑑定評価 C

521 H26.12.17 浪岡 浪岡字若松 物件調査 C

522 H26.12.18 青森 小館字桜苅 不動産鑑定評価 C

523 H26.12.19 青森 安田字近野 建設計画（住宅） A 近野遺跡

524 H26.12.19 青森 三内字沢部 物件調査 C

No. 年月日 照会者 地区 計画（照会）地 事業内容・照会目的 回答 遺跡名

59 H26.1.15
都市整備部
用地課

青森 三好 2丁目 土地有償譲渡届出 C

60 H26.1.20
浪岡都市整
備課

浪岡 吉野田字螢沢 災害復旧工事 B 中平遺跡

浪岡 王余魚沢地内 災害復旧工事 C

浪岡 王余魚沢地内 災害復旧工事 C

浪岡 王余魚沢地内 災害復旧工事 C

浪岡 吉野田字細野 災害復旧工事 C

浪岡 本郷地内 災害復旧工事 C

61 H26.1.24
都市整備部
用地課

青森 荒川字成瀬 土地売買等届出 C

62 H26.1.28
環境部下水
道整備課

青森 三本木字川崎
三本木汚水準幹線第 2工
区工事

A 三本木遺跡

62 H26.1.28
浪岡事務所
都市整備課

浪岡 吉野田字螢沢
25 災第 59 号竹原線道路災
害復旧工事

B 中平遺跡

浪岡
王余魚沢１号
地内

25 災第 60 号五郎左エ門線
道路災害復旧工事

C

浪岡
王余魚沢 2号
地内

25 災第 61 号五郎左エ門線
道路災害復旧工事

C

浪岡
王余魚沢 3号
地内

25 災第 62 号五郎左エ門線
道路災害復旧工事

C

浪岡 吉野田字細野
25 災第 63 号一ツ森線道路
災害復旧工事

C

浪岡 本郷地内
25 災第 64 号東部台地開拓
5号線道路災害復旧工事

C

No. 年月日 照会者 地区 計画（照会）地 事業内容・照会目的 回答 遺跡名

1 H26.4.8
浪岡都市整
備課

浪岡 吉野田地内
下村線凍雪害防止（第 1
工区）工事

A 中平遺跡

2 H26.4.14
環境部八重
田浄化セン
ター

青森 石江字平山 公設桝新設工事№ 183 B 石江遺跡

青森 松原 1丁目 公設桝新設工事№ 184 C

青森 富田 1丁目 公設桝新設工事№ 185 C

青森 桂木 3丁目 公設桝新設工事№ 186 C

青森 安田字近野 公設桝新設工事№ 187 B
安田近野 (2)
遺跡

青森 南佃 1丁目 公設桝新設工事№ 188 C

青森 古館 1丁目 公設桝新設工事№ 189 C

青森 合浦 2丁目 公設桝新設工事№ 190 C

2 H26.4.14
環境部八重
田浄化セン
ター

青森 勝田 2丁目 公設桝新設工事№ 191 C

青森 中央 4丁目 公設桝新設工事№ 192 C

青森 本泉 2丁目 公設桝新設工事№ 193 B 露草遺跡

青森 安田字近野 公設桝新設工事№ 194 B 近野遺跡

青森 石江字平山 公設桝新設工事№ 195 B 石江遺跡

青森 平新田字森越 公設桝新設工事№ 196 C

青森 石江字江渡 公設桝新設工事№ 197 B 岡部遺跡

青森 勝田 1丁目 公設桝新設工事№ 198 C

青森 三内字丸山 公設桝新設工事№ 199 B
三内丸山 (3)・
(8) 遺跡

青森 桂木 4丁目 公設桝新設工事№ 200 C

青森 本泉 1丁目 公設桝新設工事№ 201 B 露草遺跡

青森 富田 5丁目 公設桝新設工事№ 202 C

青森 安田字近野 公設桝新設工事№ 203 B 近野遺跡

青森 久須志 2丁目 公設桝新設工事№ 204 C

3 H26.4.15
都市整備部
用地課

青森 合浦 2丁目 土地売買等届出 C

4 H26.4.15
都市整備部
道路維持課

青森 筒井地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 筒井地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 中佃地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

B 佃遺跡

青森 松森地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 小柳地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 大野地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 千富町地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 金沢地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 浪館前田地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 細越地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

B 細越館遺跡

青森 細越地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

B 栄山 (1) 遺跡

青森 油川地区外
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 冨田地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 石江地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

B 岡部遺跡

青森 新城地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 篠田地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 三内地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

B 江渡遺跡

青森 安田地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

A 近野遺跡

5 H26.4.15
都市整備部
用地課

青森 合浦 2丁目 土地売買等届出 C

6 H26.4.24
浪岡事務所
市民課

浪岡 相沢字村元 岩石採取認可申請 C

7 H26.5.7

教育委員会
事務局中央
市民センタ
ー

青森 蛍沢 4丁目
戸山市民センター再生可
能エネルギー設備導入工
事

A 赤坂遺跡

青森 奥内字宮田
北部市民センター再生可
能エネルギー設備導入工
事

C

No. 年月日 照会者 地区 計画（照会）地 事業内容・照会目的 回答 遺跡名

61 H26.1.29 用地課 青森 荒川字成瀬 土地売買等届出 C

63 H26.1.31
環境部下水
道整備課

青森 三本木字川崎
三本木汚水準幹線第 2工
区工事

A 三本木遺跡

63 H26.2.6
経済部商工
業政策課

青森 新城字平岡 温泉法に基づく許可申請 A
新城平岡 (5)
遺跡

64 H26.2.7
都市整備部
道路維持課

青森 高田字朝日山
高田朝日山線道路災害復
旧工事

B
朝日山 (3) 遺
跡

65 H26.2.10
経済部商工
業政策課

青森
羽白 ･岡町地
区

鉱業権設定の出願 A
野木和 (3) 遺
跡他

66 H26.2.18
都市整備部
用地課

青森 三好 2丁目 土地売買等届出 C

67 H26.2.18
都市整備部
用地課

青森 月見野 1丁目 土地売買等届出 B 蛍沢遺跡

68 H26.2.20
都市整備部
用地課

青森 鶴ヶ坂字田川 土地売買等届出 C

64 H26.2.20 用地課 青森 三好 2丁目 土地売買等届出 C

65 H26.2.20 用地課 青森 月見野１丁目 土地売買等届出 B 蛍沢遺跡

66 H26.2.25 用地課 青森 鶴ヶ坂字田川 土地売買等届出 C

69 H26.3.11
都市政策部
用地課

青森 青葉 3丁目 土地売買等届出 C

70 H26.3.18
都市政策部
用地課

青森 富田 1丁目 土地売買等届出 C

71 H26.3.26
都市政策部
用地課

青森 合浦 2丁目 土地有償譲渡届出 C

第3表　平成25年度(平成26年1～3月）市関係課からの事業照会一覧

第 4表　平成26年度(平成26年4～12月）市関係課からの事業照会一覧
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No. 年月日 照会者 地区 計画（照会）地 事業内容・照会目的 回答 遺跡名

8 H26.5.9
都市整備部
住宅まちづ
くり課

青森
小柳 3・4丁目
地内

市営住宅小柳第一団地建
替事業

B 小柳遺跡

青森 小柳 5丁目
市営住宅駐車場線引き直
し工事

B 小柳遺跡

青森 奥野 1丁目
市営住宅駐車場線引き直
し工事

C

青森 蛍沢 3丁目
市営住宅駐車場線引き直
し工事

B
戸山遺跡 ,赤
坂遺跡

青森
ベイタウン沖
館

市営住宅駐車場線引き直
し工事

C

青森
野木和第二団
地

市営住宅駐車場線引き直
し工事

C

青森 幸畑第 4団地
市営住宅駐車場線引き直
し工事

A
阿部野 (1) 遺
跡

青森 宮本団地
市営住宅駐車場線引き直
し工事

B 扇田遺跡

9 H26.5.9
環境部下水
道整備課

青森 新城字平岡
平岡汚水準幹線第 4区工
事

A 西高校遺跡

10 H26.5.9
浪岡事務所
都市整備課

浪岡 浪岡字細田 浪岡仲町線道路改築工事 B 川原館遺跡

浪岡 浪岡字細田
東種本浅井線道路改築工
事

C

浪岡 女鹿沢字平野
野尻本線地方特定道路整
備工事

A 長溜池遺跡

11 H26.5.9
市民生活部
地域サービ
ス課

青森 横内字亀井 横内支所解体工事 B
野尻館遺跡 ,
横内城跡

青森 六枚橋字磯打 後潟支所整備工事 C

青森 原別字袖崎
原別支所整備用地造成工
事

C

12 H26.5.9
都市整備部
建築指導課

青森 雲谷字山吹
雲谷地区違法建築物に対
する告知看板設置

A
雲谷山吹 (1)
遺跡

13 H26.5.9

教育委員会
事務局文化
スポーツ振
興課

青森 新城字平岡
青森市森の広場法面復旧
工事

C

14 H26.5.12
農林水産部
中央卸売市
場管理課

青森 卸町 場内通路補修工事 C

15 H26.5.12
総務部管財
課

青森 造道 3丁目
旧競輪場沢田駐車場取付
道路工事

A 沢田遺跡

16 H26.5.12
都市整備部
道路建設課

青森
久栗坂字山辺
～大谷

浅虫ダム線道路整備事業 C

青森 富田 1丁目 くらしの道道路整備事業 C

17 H26.5.15
企業局水道
部整備課

青森 新城字山田
鶴ヶ坂千刈線交通安全工
事に伴う配水管布設工事

C

青森 筒井１丁目
3・.4・3 号蜆貝八重田線

（筒井小前）道路改良工事
に伴う配水管布設工事

C

青森 桜川 8丁目
3・4・24 号筒井大矢沢線

（筒井駅前）道路改良工事
に伴う配水管移設工事

C

18 H26.5.20
経済部観光
課

青森 雲谷字梨野木
モヤヒルズ落石防止網設
置工事

C

青森 浅虫字蛍谷
ユーサ浅虫臨時駐車場整
備事業

C

19 H26.5.20
環境部清掃
事業所清掃
管理課

青森
鶴ヶ坂字早稲
田

青森市清掃施設新ゴミ処
理施設アクセス道路整備
工事

C

青森 岩渡字熊沢
一般廃棄物最終処分場高
圧受電設備等改修工事

C

20 H26.5.21
農林水産部
農地林務課

青森 合子沢地区
県単林道合子沢線災害復
旧事業

B
合子沢松森
(4) 遺跡

21 H26.5.21
交通部管理
課

青森 小柳 4丁目 小柳団地バス待合所除去 C

青森 蛍沢 4丁目 戸山中央公園前上屋設置 C

青森 新城字平岡
西部営業所構内舗装修繕
工事

B
新城山田 (3)
遺跡

22 H26.5.23
企業局水道
部堤川浄水
課

青森 野沢字稲荷沢
粉末活性炭処理設備建屋
築造

C

23 H26.5.23
健康福祉部
健康福祉政
策課

青森 後潟字平野
後潟児童遊園遊具等改修
工事

C

青森 大矢沢字里見
大矢沢児童遊園遊具等改
修工事

B
大矢沢里見遺
跡

青森 清水字浜元
清水児童遊園遊具等改修
工事

B
内真部 (9) 遺
跡

青森 原別 5丁目
原別児童遊園遊具等改修
工事

C

青森 小柳 6丁目
袰懸第二児童遊園遊具等
改修工事

C

青森 花園 2丁目
御園町児童遊園遊具等改
修工事

C

青森 花園 2丁目
御園町児童遊園遊具等改
修工事

C

青森 雲谷字山吹
雲谷児童遊園遊具等改修
工事

B
雲谷山吹 (1)
遺跡

青森 横内字亀井
横内児童遊園遊具等改修
工事

B 横内城跡

青森 浦町字奥野
八甲田大橋ちびっこ広場
フェンス補修工事

C

青森 合子沢字松森
合子沢ちびっこ広場遊具
撤去工事

B
合子沢松森
(1) 遺跡

青森 西田沢字沖津
西田沢ちびっこ広場遊具
撤去工事

C

青森 旭町 2丁目
ときわちびっこ広場遊具
撤去工事

C

青森 岡町字松元
岡町ちびっこ広場遊具撤
去工事

B 岡町 (1) 遺跡

青森 長島 4丁目
北片岡第一ちびっこ広場
遊具撤去工事

C

青森 奥内字平塚
奥内ちびっこ広場遊具更
新工事

C

24 H26.5.23 経済部商工
業政策課

青森 羽白字池上 鉱業権設定の出願 A 野木和(3)遺跡

青森 羽白字池上 鉱業権設定の出願 A 岡町 (6) 遺跡

青森 羽白字池上 鉱業権設定の出願 A 岡町 (7) 遺跡

25 H26.5.23
環境部八重
田浄化セン
ター

青森 四ツ石地区
青森環状野内線橋梁架替

（上四ツ石橋）に伴う下水
道工事

B
四ツ石 (3) 遺
跡

青森 横内地区
青森環状野内線橋梁架替

（神田橋）に伴う下水道工事
B 横内 (2) 遺跡

青森
中央2・3丁目,
長島4丁目

雨水桝設置工事 C

26 H26.5.26
都市整備部
公園河川課

青森 石江字江渡 石江地区排水路工事 B 石江遺跡

青森 新城字平岡 新城地区護岸工事 B 新城跡

青森 問屋町 2丁目 神田川浚渫工事 B 野尻野田遺跡

No. 年月日 照会者 地区 計画（照会）地 事業内容・照会目的 回答 遺跡名

27 H26.5.26
総務部管財
課

青森 荒川字横倉
青森市高田財産区ひば植
栽記念碑建立工事

C

青森 幸畑字松元
幸畑第三墓地法面保護工
事

B
阿部野 (2) 遺
跡

28 H26.5.23
梨の木清掃
工場

青森 駒沢字深沢
梨の木清掃工場運営管理
事業

B 深沢 (1) 遺跡

29 H26.5.26
教育委員会
事務局総務
課

青森 飛鳥字塩越
青森市立西田沢小学校地
質調査業務委託

B
夏井田 (6) 遺
跡

青森 飛鳥字塩越
青森市立西田沢小学校プ
ール解体工事

B
夏井田 (6) 遺
跡

青森 飛鳥字塩越
青森市立西田沢小学校ト
イレ水洗化工事

B
夏井田 (6) 遺
跡

青森 小柳 4丁目
青森市立小柳小学校プー
ル等解体工事

B 小柳遺跡

青森 金沢 1丁目
青森市立甲田小学校プー
ル等解体工事

C

青森 橋本 1丁目
青森市立橋本小学校プー
ル解体工事

C

青森 新城字平岡
青森市立新城中央小学校
プール解体工事

B
新城平岡 (6)
遺跡

青森 原別字袖崎
青森市立原別小学校プー
ル解体工事

C

青森 浅虫字山下
旧浅虫小学校プール解体
工事

B
多宇末井館遺
跡

青森 浜田字豊田
青森市立浜田小学校プー
ル解体工事

C

青森 野尻字野田
青森市立横内小学校旧屋
内運動場杭引抜工事

B 野尻野田遺跡

青森 油川字船岡
青森市立油川小学校既存
物置小屋解体工事

C

青森 油川字船岡
青森市立油川小学校物置
小屋新設工事

C

青森 橋本 1丁目
青森市立橋本小学校既存
物置小屋解体工事

C

青森 橋本 1丁目
青森市立橋本小学校物置
小屋新設工事

C

青森 金沢 4丁目
青森市立金沢小学校物置
新築工事

C

青森 筒井字八ツ橋
青森市立筒井南小学校ジ
ャングルジム解体工事

C

青森
浪館前田 3丁
目

青森市立浪館小学校受水
槽取替工事

B 浪館 (2) 遺跡

青森 筒井 1丁目
青森市立筒井小学校支障
物件解体撤去工事

C

青森 金沢 4丁目
青森市立金沢小学校旧校
舎解体工事

C

青森 宮田字玉水
青森市立東陽小学校再生
可能エネルギー設備導入
工事

B 玉水 (4) 遺跡

青森 新城字平岡
青森市立新城小学校再生
可能エネルギー設備導入
工事

B
新城平岡 (7)
遺跡

浪岡 下十川字扇田
青森市立女鹿沢小学校再
生可能エネルギー設備導
入工事

B 銀前田遺跡

青森 新城字平岡
青森市立新城小学校公共
下水道切替工事

B
新城平岡 (7)
遺跡

青森 三内字丸山
青森市立沖館リバーラン
ド防犯灯設置工事

B
三内丸山 (8)
遺跡

青森 緑 2 丁目
青森市立南中学校プール
解体工事

C

青森 羽白字沢田
青森市立油川中学校プー
ル解体工事

C

浪岡 浪岡字稲盛
青森市立浪岡中学校プー
ル解体工事

C

青森 八幡林字熊谷
青森市立東中学校屋外環
境整備工事

C

青森 八幡林字熊谷
青森市立東中学校物置新
築工事

C

青森 桜川 8丁目
青森市立筒井中学校屋外
環境整備工事

C

青森 桜川 8丁目
青森市立筒井中学校既存
物置小屋解体工事

C

青森 桜川 8丁目
青森市立筒井中学校物置
小屋新築工事

C

青森 戸山字赤坂
青森市立戸山中学校既存
物置小屋解体工事

B
戸山遺跡,赤
坂遺跡

青森 戸山字赤坂
青森市立戸山中学校物置
小屋新築工事

B
戸山遺跡 ,赤
坂遺跡

青森 浪館字志田
青森市立西中学校受水槽
取替工事

C

30 H26.5.28
環境部八重
田浄化セン
ター

青森 旭町 3丁目 公設桝新設工事№ 1 C

青森 旭町 2丁目 公設桝新設工事№ 2 C

青森 石江字平山 公設桝新設工事№ 3 B
三内霊園遺跡,
石江遺跡

青森
はまなす 2丁
目

公設桝新設工事№ 4 B 小柳遺跡

青森 西滝 1丁目 公設桝新設工事№ 5 C

青森 勝田 2丁目 公設桝新設工事№ 6 C

青森 石江字江渡 公設桝新設工事№ 7 B 江渡遺跡

青森 安田字近野 公設桝新設工事№ 8 B
安田近野 (1)
遺跡 ,安田
(1) 遺跡

30 H26.5.28
環境部八重
田浄化セン
ター

青森 桂木 2丁目 公設桝新設工事№ 9 C

青森 千刈 3丁目 公設桝新設工事№ 10 C

青森 千刈 3丁目 公設桝新設工事№ 11 C

青森 本泉 2丁目 公設桝新設工事№ 12 C

青森 本泉 1丁目 公設桝新設工事№ 13 B 露草遺跡

青森 金沢 4丁目 公設桝新設工事№ 14 C

青森 港町 3丁目 公設桝新設工事№ 15 C

青森 岡造道 3丁目 公設桝新設工事№ 16 B 小柳遺跡

青森 里見 2丁目 公設桝新設工事№ 17 B
三内丸山 (3)
遺跡

青森 富田 1丁目 公設桝新設工事№ 18 C

31 H26.5.30
都市整備部
用地課

青森 西大野 5丁目 土地売買等届出 C

32 H26.6.4
都市整備部
用地課

青森 矢田前字本泉 土地売買等届出 C

33 H26.6.12
都市整備部
用地課

青森 幸畑字松元 土地売買等届出 C

34 H26.6.17
浪岡事務所
市民課

浪岡 吉内字杉ノ沢 岩石採取認可申請 C

浪岡 吉内字杉ノ沢 岩石採取認可申請 C
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34 H26.6.17
浪岡事務所
市民課

浪岡 吉内字杉ノ沢 岩石採取認可申請 C

浪岡 吉内字杉ノ沢 岩石採取認可申請 C

浪岡 吉内字杉ノ沢 岩石採取認可申請 C

35 H26.6.19
都市政策部
用地課

青森 三好 1丁目 土地有償譲渡届出 C

36 H26.6.19
都市政策部
用地課

青森 油川字浪返 土地売買等届出 C

37 H26.6.20
経済部商工
業政策課

青森 三内字稲元 温泉法に基づく許可申請 C

38 H26.6.24
経済部商工
業政策課

青森 高田字朝日山 土地売買等届出 A
朝日山 (3) 遺
跡

39 H26.6.30
都市政策部
道路維持課

青森 羽白地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 飛鳥地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 けやき地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 小柳地区外
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 小柳地区外
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 金沢地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 大野地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 浪館前田地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

40 H26.7.4
環境部八重
田浄化セン
ター

青森 岡造道１丁目 公設桝新設工事№ 19 B
佃遺跡 ,小柳
遺跡

青森 安田字近野 公設桝新設工事№ 20 B
安田近野 (2)
遺跡

青森 羽白字冨田 公設桝新設工事№ 21 C

青森 筒井字八ツ橋 公設桝新設工事№ 22 C

青森 小柳 5丁目 公設桝新設工事№ 23 C

青森 富田 4丁目 公設桝新設工事№ 24 C

青森 浜館 3丁目 公設桝新設工事№ 25 C

青森 筒井字八ツ橋 公設桝新設工事№ 26 C

青森 小柳 6丁目 公設桝新設工事№ 27 B 小柳遺跡

青森 安田字近野 公設桝新設工事№ 28 B
三内丸山 (6)
遺跡

青森 妙見 3丁目 公設桝新設工事№ 29 C

青森 勝田 1丁目 公設桝新設工事№ 30 C

青森 油川字浪返 公設桝新設工事№ 31 C

青森 妙見 2丁目 公設桝新設工事№ 32 C

青森 油川字浪返 公設桝新設工事№ 33 C

青森 矢作 2丁目 公設桝新設工事№ 34 B 露草遺跡

青森 千富町 1丁目 公設桝新設工事№ 35・36 C

青森 安田字近野 公設桝新設工事№ 37 B
安田近野 (1)
遺跡 ,
安田（1）遺跡

41 H26.7.8
環境部下水
道整備課

青森 新城字平岡
平岡分区地質調査業務委
託

A
新城平岡 (2)
遺跡

42 H26.7.22
都市整備部
用地課

青森 杉沢字山元 土地有償譲渡届出 A 山元 (3) 遺跡

43 H26.7.23
都市政策部
用地課

青森 佃 1丁目 土地売買等届出 C

44 H26.7.25
都市政策部
用地課

青森 孫内字山辺 土地売買等届出 C

青森 孫内字北原 土地売買等届出 C

45 H26.8.4
浪岡事務所
都市整備課

浪岡 浪岡字浪岡 稲村平野線舗装補修事業 B 川原館遺跡

46 H26.8.4
環境部環境
政策課

青森 野内字浦島 岩石採取認可申請 B

山野峠遺跡,
大浦遺跡,久
栗坂浜田 (2)
遺跡

47 H26.8.8
環境部八重
田浄化セン
ター

青森 富田 3丁目 公設桝新設工事№ 38 C

青森 桜川 9丁目 公設桝新設工事№ 39 C

青森 旭町 1丁目 公設桝新設工事№ 41 C

青森 中佃 1丁目 公設桝新設工事№ 43 C

青森 三好 1丁目 公設桝新設工事№ 45 C

青森 石江字江渡 公設桝新設工事№ 46 B
新城平岡 (2)
遺跡

青森 岡造道 1丁目 公設桝新設工事№ 47 B
佃遺跡 ,小柳
遺跡

青森 浪館前田2丁目 公設桝新設工事№ 48 C

青森 沖館 5丁目 公設桝新設工事№ 49 C

青森 浜田字玉川 公設桝新設工事№ 50 C

青森 堤町 1丁目 公設桝新設工事№ 51 C

青森 羽白字池上 公設桝新設工事№ 53 C

48 H26.8.8
都市整備部
用地課

青森 雲谷字山吹 土地売買等届出 B
雲谷山吹 (8)
遺跡 ,雲谷山
崎遺跡

49 H26.8.14
都市整備部
用地課

青森 浪打 2丁目 土地売買等届出 B 佃遺跡

50 H26.8.19
都市政策部
用地課

青森 雲谷字山吹 土地売買等届出 A
雲谷山吹 (2)
遺跡

51 H26.8.20
農林水産部
農地林務課

青森 滝沢字住吉 林地開発変更許可 C

52 H26.8.27
環境部下水
道整備課

青森 横内字鏡山
横内浄水場管理用道路復
旧工事

B 横内猿沢遺跡

53 H26.8.29
都市整備部
用地課

青森 四ツ石字里見 土地売買等届出 A 四ツ石(2)遺跡

青森 四ツ石字里見 土地売買等届出 A 四ツ石(3)遺跡

54 H26.8.29
都市政策部
道路維持課

青森 岡造道地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

B 小柳遺跡

青森 原別地区
道路新設改良　道路整備
事業（防護柵）

C

青森 古館地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 筒井地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 石江地区
道路新設改良　道路整備
事業（道路）

A 高間 (1) 遺跡

青森 矢作地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 横内地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 四ツ石地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

B 野尻館遺跡

青森 大野地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

青森 勝田地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

No. 年月日 照会者 地区 計画（照会）地 事業内容・照会目的 回答 遺跡名

54 H26.8.29
都市政策部
道路維持課

青森 大野地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝）

C

55 H26.9.1
都市整備部
用地課

青森 東造道 3丁目 土地売買等届出 C

56 H26.9.2
市民生活部
生活安心課

青森 駒込字月見野 埋葬場所再提供 A 月見野霊園遺跡

青森 三内字沢部 埋葬場所再提供 B 三内霊園遺跡

浪岡 五本松字平野 埋葬場所再提供 B 平野遺跡

青森 大別内字葛野 埋葬場所再提供 B 葛野 (3) 遺跡

57 H26.9.30
都市整備部
用地課

青森 三内字丸山 土地売買等届出 B
三内丸山 (5)
遺跡

58 H26.10.1
都市整備部
用地課

青森 石江字江渡 土地売買等届出 B 岡部遺跡

59 H26.10.3
環境部八重
田浄化セン
ター

青森 矢作 2丁目 公設桝新設工事№ 59 B 露草遺跡

青森 石江字高間 公設桝新設工事№ 63 B 高間 (1) 遺跡

青森 里見 1丁目 公設桝新設工事№ 66 B
三内丸山 (8)
遺跡

青森 久栗坂字浜田 公設桝新設工事№ 40 C

青森 篠田 3丁目 公設桝新設工事№ 54 C

青森 羽白字沢田 公設桝新設工事№ 56 C

青森 西滝 2丁目 公設桝新設工事№ 57 C

青森 小柳 5丁目 公設桝新設工事№ 60 C

青森 油川字大浜 公設桝新設工事№ 61 C

青森 栄町 1丁目 公設桝新設工事№ 64 C

青森 石江字岡部 公設桝新設工事№ 65 C

青森 羽白字富田 公設桝新設工事№ 67 C

青森 幸畑字松元 公設桝新設工事№ 68 C

60 H26.10.10
都市整備部
用地課

青森 青柳 1丁目 土地売買等届出 C

61 H26.10.24
環境部八重
田浄化セン
ター

青森 小柳 1丁目 公設桝新設工事№ 86 B 小柳遺跡

青森 矢作 1丁目 公設桝新設工事№ 76 B 露草遺跡

青森 三内字沢部 公設桝新設工事№ 87 B 石江遺跡

青森 小柳 5丁目 公設桝新設工事№ 69 C

青森 羽白字沢田 公設桝新設工事№ 70 C

青森 羽白字沢田 公設桝新設工事№ 71 C

青森 富田 4丁目 公設桝新設工事№ 73 C

青森 篠田 3丁目 公設桝新設工事№ 74・75 C

青森 青葉 3丁目 公設桝新設工事№ 78 C

青森 羽白字富田 公設桝新設工事№ 80 C

青森 富田 1丁目 公設桝新設工事№ 81 C

青森 古館 1丁目 公設桝新設工事№ 82 C

青森 千刈 3丁目 公設桝新設工事№ 84 C

青森 駒込字桐ノ沢 公設桝新設工事№ 85 C

青森 千刈 3丁目 公設桝新設工事№ 96 C

青森 羽白字沢田 公設桝新設工事№ 97 C

青森 小柳 5丁目 公設桝新設工事№ 100 C

62 H26.10.28
都市整備部
用地課

浪岡 杉沢字山元 土地売買等届出 A 山元 (3) 遺跡

63 H26.10.31
都市政策部
道路維持課

青森 石江地区外
道路新設改良　道路整備
事業（防護柵設置工事①）

C

青森 石江地区外
道路新設改良　道路整備
事業（防護柵設置工事②）

C

青森 石江地区外
道路新設改良　道路整備
事業（防護柵設置工事③）

B
安田近野 (2)
遺跡

青森 石江地区外
道路新設改良　道路整備
事業（防護柵設置工事④）

C

青森 横内地区
道路新設改良　道路整備
事業（側溝 (その 2) 工事）

C

青森 大矢沢地区
道路新設改良　道路整備
事業 (舗装工事）

A
大矢沢野田遺
跡

青森 細越地区外
道路新設改良　道路整備
事業（道路工事）

A 細越館遺跡

青森 細越地区外
道路新設改良　道路整備
事業（道路工事）

B 伊吹遺跡

64 H26.11.18
経済部商工
業政策課

青森 荒川地区 温泉法に基づく許可申請 C

65 H26.11.20
農林水産部
林業振興課

青森 新城字山田 林地開発変更許可 A
新城山田 (4)・
(5) 遺跡

66 H26.11.27
環境部八重
田浄化セン
ター

青森 青葉 2丁目 公設桝新設工事№ 77 C

青森 松森 3丁目 公設桝新設工事№ 90･91 C

青森 大野字山下 公設桝新設工事№ 92･93 C

青森 小柳 4丁目 公設桝新設工事№ 94 C

青森 松原 3丁目 公設桝新設工事№ 99 C

青森 浜田字豊田 公設桝新設工事№ 103 C

青森 浜田字豊田 公設桝新設工事№ 104 C

青森 小柳 6丁目 公設桝新設工事№ 105 C

青森 妙見 2丁目 公設桝新設工事№ 107 C

青森 八重田 2丁目 公設桝新設工事№ 102 B 露草遺跡

青森 三内丸山 公設桝新設工事№ 138 B
三内丸山 (8)
遺跡

青森 小柳 4丁目 公設桝新設工事№ 134 B 小柳遺跡

67 H26.12.1
企業局水道
部整備課

青森 宮田字玉水
浅虫送水管布設工事その 7

A 宮田館遺跡

青森
宮田字玉水～
字高瀬

浅虫送水管布設工事その 8 A 宮田館遺跡

67 H26.12.1
企業局水道
部整備課

浪岡
王余魚沢字王
余魚沢

王余魚沢地区簡易水道事
業導水管布設工事

C

浪岡 細野字沢井
細野沢井地区配水管・送
水管布設工事その 3

A 細野遺跡

青森
妙見 1丁目・
野尻字今田

横内浄水系径 600 配水本
官詳細設計業務委託

C

青森 石江字岡部
石江岡部地区配水管布説
工事その 1

B 岡部遺跡

青森 石江字岡部
石江岡部地区配水管布説
工事その 2

B 岡部遺跡

青森 石江字岡部
石江岡部地区配水管布説
工事その 3

B 岡部遺跡

青森 石江字岡部
石江岡部地区配水管布説
工事その 4

B 岡部遺跡

青森 原別 5・8丁目
原別五・八丁目地区配水
管布設工事

C 　

青森 花園 1丁目
花園 1丁目地区配水管布
設工事

C

青森 旭町 1丁目
旭町 1丁目地区配水管布
設工事

C
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No. 遺跡名
地
区

開発事業概要
通知・
届出者

条文
通知・
届出日

進達日 県通知日 文書番号通知内容

44
新田 (2）遺
跡 ,新城平
岡 (5) 遺跡

青
森

電線共同溝事
業に伴う管路
掘削工事

民間 93 条 H25.12.27 H25,12.27 H26.1.7 第1662号立会工事

45
浪岡崎（2）
遺跡

浪
岡

電柱新設及び
撤去

民間（東北
電力株式会
社）

93 条 H26.1.27 H26.1.30 H26.2.3 第1774号立会工事

46

新田(1)遺跡
新田(2)遺跡
新城平岡(5)
遺跡

青
森

国道 7号新城
地区電線共同
溝工事

民間（東北
電力株式会
社）

93 条 H26.1.31 H26.1.31 H26.2.6 第1784号慎重工事

47 山元(2)遺跡
浪
岡

道路法面の復
旧

青森市　 94 条 H26.1.15 H26.1.29 H26.2.3 第1767号慎重工事

48 杉ノ沢遺跡
浪
岡

道路法面の復
旧

青森市　 94 条 H26.1.15 H26.1.29 H26.2.3 第1768号慎重工事

49 三本木遺跡
青
森

三本木汚水準
幹線第 2工区
工事

青森市　 94 条 H26.2.7 H26.2.14 H26.2.24第1843号立会工事

50
野尻 (1) 遺
跡，野尻 (4)
遺跡

浪
岡

一般国道 101
号浪岡五所川
原線道路整備
事業に係る仮
設作業

国土交通省 94 条 H26.2.18 H26.2.27 H26.3.5 第1895号
厳重注意
慎重工事

51 長溜池遺跡
浪
岡

既存病棟の解
体

独立行政法
人国立病院
機構青森病
院院長

94 条 H26.3.27 H26.4.2 H26.4.14 第58号 慎重工事

52 長溜池遺跡
浪
岡

県立浪岡養護
学校渡り廊下
増築建築工事

青森県 94 条 H26.3.28 H26.4.2 H26.4.14 第59号 慎重工事

No. 年月日 照会者 地区 計画（照会）地 事業内容・照会目的 回答 遺跡名

67 H26.12.1
企業局水道
部整備課

青森 油川字中道
油川中道地区配水管推進
工事

C

青森 中佃 2丁目
中佃二丁目地区配水管布
設工事

B 佃遺跡

青森 矢作 1丁目
矢作一丁目地区配水管布
設工事

C 　

青森 石江字三好
石江岡部地区配水管布設
工事

C

青森 清水字浜元
清水浜元地区配水管布設
工事

C

青森 松原 3丁目
松原三丁目地区配水管布
設工事その 1

C

青森 松原 3丁目
松原三丁目地区配水管布
設工事その 2

C

青森 奥野 1丁目
奥野一丁目地区配水管布
設工事

C

青森 三内字沢部
三内沢部地区配水管布設
工事その 1

B 江渡遺跡

青森 三内字沢部
三内沢部地区配水管布設
工事その 2

B 江渡遺跡

青森 筒井字八ツ橋
筒井八ツ橋地区配水管布
設工事

C

青森 大野字山下
大野山下地区配水管布設
工事

C

青森 佃 2丁目
佃二丁目地区配水管布設
工事

B 佃遺跡

青森 中佃 2丁目
中佃二丁目地区配水管布
設工事その 1

B 佃遺跡

青森 富田 5丁目
富田五丁目地区配水管布
設工事

C

青森 古川 3丁目
古川三丁目地区配水管布
設工事

C

青森 柳川 2丁目
柳川二丁目地区配水管布
設工事

C

青森 新城字平岡
新城平岡地区配水管布設
工事

C

青森 新城字平岡
新城平岡地区配水管仮設
工事

C

浪岡 本郷字松元
本郷松元地区配水管布設
工事

B 本郷八幡遺跡

浪岡
女鹿沢字西花
岡

女鹿沢西花岡地区配水管
布設工事

C

浪岡
女鹿沢字西花
岡

女鹿沢西花岡地区配水管
仮設工事

C

浪岡 浪岡字稲村
浪岡稲村地区配水管布設
工事

B 川原館遺跡

青森 横内字亀井
横内～妙見間配水管布設
工事

B
横内(3)遺跡,
横内城跡

青森 千富町 1丁目
浪館前田～千富町間地区
配水管布設工事その 4

C 　

青森
岡造道 1・2丁
目

岡造道一丁目・二丁目地
区配水管布設工事

B 沢田遺跡

青森 造道 2・3丁目
造道二丁目三丁目地区配
水管布設工事

B 沢田遺跡

浪岡 細野字沢井
細野・相沢地区簡易水量
計設置工事

C

青森
野沢字横手～
同字横手

野沢配水池排水管布設工
事

C

浪岡 浪岡字浅井
沖島田線道路改良工事に
伴う排水管布設工事その 1

C

浪岡
北中野字天～
同字北畠

沖島田線道路改良工事に
伴う排水管布設工事その 2

A 川原館遺跡

青森 石江字江渡
3・4・2号西滝新城線道路
改築工事に伴う排水管布
設工事その 10

C

青森 新城字山田
鶴ヶ坂線交通安全工事に
伴う配水管布設工事

B
新城山田 (3)
遺跡

青森 桜川 8丁目
3・4・24 号筒井大矢沢線

（筒井駅前）道路改築工事
に伴う配水管移設工事

C

浪岡 吉野田字平野
五所川原浪岡線道路改良
工事に伴う配水管移設工
事

B 中平遺跡

青森 中佃 2丁目
佃地区融流雪溝整備工事
に伴う配水管移設工事

B 佃遺跡

青森 野内字鈴森
貴船川 1号橋架替に伴う
配水管布設工事

C

68 H26.12.5
都市整備部
用地課

青森 孫内字山辺 土地売買等届出 B 孫内遺跡

69 H26.12.10
農林水産部
農業政策課

青森 矢田字下野尻
青森農業振興地域整備計
画の変更

B
上野尻遺跡 ,
長森遺跡

70 H26.12.11
都市政策部
用地課

青森 諏訪沢字松代 土地売買等届出 C

No. 遺跡名
地
区

開発事業概要
通知・
届出者

条文
通知・
届出日

進達日 県通知日文書番号通知内容

1 近野遺跡
青
森

側溝整備工事 青森市 94 条 H26.4.22 H26.4.23 H26.4.25 第274号 立会工事

2
新田(1)･(2)
遺跡,新城平
岡(5)遺跡

青
森

国道 7号新城
地区電線共同
溝工事

民間（東北電
力株式会社）

93 条 H26.4.25 H26.5.8 H26.5.14 第352号
慎重工事
立会工事

3
羽黒平 (1)
遺跡

浪
岡

個人住宅建設 個人 93 条 H26.4.23 H26.5.7 H26.5.12 第329号 立会工事

4

下石川平野遺
跡 浪

岡
電柱撤去・移
設

民間（東北電
力株式会社）

93 条 H26.5.1 H26.5.7 H26.5.12 第330号 立会工事
長溜池遺跡

5 赤坂遺跡
青
森

戸山市民セン
ター再生可能
エネルギー設
置導入工事

青森市 94 条 H26.5.8 H26.5.9 H26.5.13 第372号 立会工事

6 西高校遺跡
青
森

下水管布設 青森市 94 条 H26.5.13 H26.5.14 H26.5.15 第396号 立会工事

7 小柳遺跡
青
森

水道管撤去・
布設

青森市企業
局

94 条 H26.5.13 H26.5.14 H26.5.15 第397号 立会工事

8 中平遺跡
浪
岡

流融雪溝整備
青森市企業
局

94 条 H26.5.15 H26.5.15 H26.5.20 第413号 立会工事

9 沢田遺跡
青
森

市道整備 青森市 94 条 H26.5.16 H26.5.16 H26.5.23 第432号 立会工事

10
長溜池遺跡 浪

岡

流雪溝整備
青森市 94 条 H26.5.19 H26.5.19 H26.5.23 第433号 慎重工事

中平遺跡 道路改良工事

11
雲谷山吹(1)
遺跡

青
森

看板設置 青森市 94 条 H26.5.19 H26.5.20 H26.5.26 第446号 慎重工事

12
三内沢部(3)
遺跡

青
森

携帯電話無線
基地局の設置

民間 93 条 H26.5.15 H26.5.21 H26.5.23 第447号 立会工事

13 川原館遺跡
浪
岡

個人住宅建設 個人 93 条 H26.5.23 H26.6.2 H26.6.5 第506号 立会工事

14 小牧野遺跡
青
森

保存管理施設
新築

青森市 94 条 H26.5.23 H26.5.26 H26.6.2 第486号 立会工事

15 東早稲田遺跡
浪
岡

個人住宅建設 個人 93 条 H26.5.22 H26.5.26 H26.6.3 第487号 立会工事

16
阿部野 (1)
遺跡

青
森

プロパン庫の
解体

青森市 94 条 H26.5.29 H26.6.2 H26.6.5 第507号 慎重工事

17 小柳遺跡
青
森

分譲住宅建設 民間 93 条 H26.6.2 H26.6.3 H26.6.5 第517号 立会工事

18
三内沢部(3)
遺跡

青
森

個人住宅建設 個人 93 条 H26.6.4 H26.6.4 H26.6.9 第525号 慎重工事

19
朝日山 (2)
遺跡

青
森

建物基礎工
事・建物除却
に係る掘削

民間（東北電
力株式会社）

93 条 H26.6.4 H26.6.4 H26.6.17 第524号 慎重工事

20 小柳遺跡
青
森

分譲住宅建設
（給排水工事）

民間 93 条 H26.6.17 H26.6.17 H26.6.19 第598号 立会工事

21 近野遺跡
青
森

携帯電話無線
基地局の設置

民間 93 条 H26.7.1 H26.7.4 H26.8.8 第699号 立会工事

22 浪館(1)遺跡
青
森

個人住宅建設 個人 93 条 H26.7.7 H26.7.8 H26.7.10 第720号 慎重工事

23
新城平岡(2)
遺跡

青
森

ボーリング調
査

青森市 94 条 H26.7.10 H26.7.11 H26.7.14 第743号 慎重工事

24 沢田遺跡
青
森

電柱・支線移
設

民間（東北電
力株式会社）

93 条 H26.7.15 H26.7.16 H26.7.18 第777号 立会工事

25
野尻 (2) 遺
跡

浪
岡

事務所建設 民間 93 条 H26.7.22 H26.7.22 H26.7.28 第808号 慎重工事

26 佃遺跡
青
森

個人住宅建設 個人 93 条 H26.7.22 H26.7.25 H26.7.28 第821号 慎重工事

27
三内沢部(3)
遺跡

青
森

コンビニ店舗
建設

民間 93 条 H26.7.25 H26.7.25 H26.7.28 第822号
厳重注意
慎重工事
立会工事

28
三内沢部(3)
遺跡

青
森

電柱・支線移
設

民間（東北電
力株式会社）

93 条 H26.7.28 H26.7.29 H26.7.31 第851号
慎重工事
立会工事

29 中平遺跡
浪
岡

流雪溝整備 青森市 94 条 H26.7.29 H26.8.4 H26.8.6 第874号 慎重工事

30
羽黒平 (1)
遺跡

浪
岡

電柱・支線移
設

東日本電信電
話株式会社

94 条 H26.8.8 H26.8.14 H26.8.26 第980号 立会工事

31 小牧野遺跡
青
森

外構工事 青森市 94 条 H26.8.22 H26.8.25 H26.9.1 第1005号立会工事

32 新田(1)遺跡
青
森

電力ケーブル
布設

※1 94 条 H26.8.25 H26.8.29 H26.9.1 第1006号
慎重工事
立会工事

33
新城山田
(4)･(5)遺跡

青
森

太陽光発電所
の建設

民間 93 条 H26.8.27 H26.8.29 H26.10.6 第1010号慎重工事

34 中道遺跡
浪
岡

車庫新築 個人 93 条 H26.8.28 H26.9.1 H26.9.10 第1036号立会工事

35 野内遺跡
青
森

急傾斜地崩壊
対策事業

東青県民局 94 条 H26.9.11 H26.9.17 H26.9.24 第1111号慎重工事

36
三内丸山遺
跡

青
森

運転免許センタ
ー看板移設工事

青森県警察
本部

94 条 H26.9.19 H26.9.19 H26.9.22 第1115号
慎重工事
立会工事

37 戸山遺跡
青
森

宅地造成によ
る土留工事及
び工事盛土施
工並びに車庫
兼物置建築

個人 93 条 H25.9,25 H26.9.26 H26.9.22 第1115号
慎重工事
立会工事

38 高間(1)遺跡
青
森

側溝整備 青森市 94 条 H26.10.3 H26.10.6 H26.10.8 第1195号慎重工事

39 安田(2)遺跡
青
森

道路拡幅

国土交通省
東北整備局
青森河川国
道事務所

94 条 H26.10.9 H26.10.10 H26.10.15第1238号
厳重注意
慎重工事

40 宮田館遺跡
青
森

個人住宅建設 個人 93 条 H26.9.30 H26.10.10 H26.10.15第1239号慎重工事

41 中道遺跡
浪
岡

電柱移設
民間（東北電
力株式会社）

93 条 H26.10.23 H26.10.24 H26.11.4 第1294号立会工事

42 小牧野遺跡
青
森

植樹 青森市 94 条 H26.10.30 H26.10.30 H26.11.7 第1323号立会工事

43 小柳遺跡
青
森

アパート建設 個人 93 条 H26.10.31 H26.10.31 H26.11.7 第1341号立会工事

44
三内丸山(6)
遺跡

青
森

道路拡幅

国土交通省
東北整備局
青森河川国
道事務所

94 条 H26.11.4 H26.11.7 H26.11.17第1367号
厳重注意
発掘調査

45
大矢沢野田
(1) 遺跡

青
森

道路舗装 青森市 94 条 H26.11.11 H26.11.13 H26.11.13第1383号慎重工事

46 細越館遺跡
青
森

道路工事（法
面復旧）

青森市 94 条 H26.11.17 H26.11.18 H26.11.25第1406号立会工事

47 新田(1)遺跡
青
森

路側施設整備

国土交通省
東北整備局
青森河川国
道事務所

94 条 H26.12.2 H26.12.11 H26.12.16第1525号慎重工事

48 宮田館遺跡
青
森

水道管布設
青森市企業
局

94 条 H26.12.11 H26.12.12 H26.12.19第1526号慎重工事

49 近野遺跡
青
森

個人住宅建設 個人 93 条 H26.12.26 H27.1.7 H27.1.8 第1594号慎重工事

No.32届出・通知者 ※1:独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道建設本部青森新幹線建設局

第 5表　平成25年度(平成26年1～3月）土木工事等に係る届出・通知一覧

第 6表　平成26年度 (平成 26年 4～12月）土木工事等に係る届出・通知一覧
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第Ⅱ章　埋蔵文化財包蔵地の登録等

第１節　範囲変更遺跡
青森市内における周知の埋蔵文化財包蔵地（以

下、遺跡とする）は、平成 25 年度末（平成 26 年 3

月 31 日）時点で 412 遺跡が登録されていた。

今年度、青森県教育委員会による試掘調査で新

規登録が２遺跡（大矢沢野田（２）遺跡〔おおやさ

わのだかっこに〕青森県遺跡台帳番号 201-430、篠

塚遺跡〔しのつか〕青森県遺跡台帳番号 201-431）、

範囲変更が１遺跡（郷山前村元遺跡〔ごうさんまえ

むらもと〕青森県遺跡台帳番号 201-398）、名称変

更が１遺跡（大矢沢野田遺跡→大矢沢野田（１）遺

跡〔おおやさわのだかっこいち〕青森県遺跡台帳番

号 201-292）の登録・変更が生じた。変更内容につ

いては青森県教育委員会刊行の報告書中で報告され

る予定である。

青森市教育委員会実施の試掘・確認調査、発掘

調査、そして工事立会いの際の現地踏査の結果、範

囲変更する必要が生じた６遺跡について本項では報

告する。

平成 26 年 1 月 31 日現在の青森市内における周

知の埋蔵文化財包蔵地は 414 遺跡（青森地区 318 遺

跡、浪岡地区 96 遺跡）である。

第Ⅱ章　埋蔵文化財包蔵地の登録等

334

377

遺跡番号　201-334

遺 跡 名　中平遺跡

所 在 地　青森市浪岡大字吉野田字平野ほか

種　　別　散布地・集落跡

時　　代　縄文（後）・平 安

遺　  物　土師器

登録年月日 平成27年2月3日(青教文第1689号）

備　　考　工事立会い時の現地踏査による。

遺跡番号　201-377

遺 跡 名　川原館遺跡

所 在 地　青森市浪岡大字浪岡字浅井

種　　別　城館跡・集落跡

時　　代　平 安・中 世

遺　  物　土師器・須恵器・陶磁器

登録年月日 平成27年2月3日(青教文第1689号）

備　　考　発掘・試掘・確認調査結果による。

第１図　中平遺跡変更後遺跡範囲

第２図　川原館遺跡変更後遺跡範囲
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021

015

058

190

遺跡番号　201-021

遺 跡 名　三内丸山遺跡

所 在 地　青森市大字三内字丸山

種　　別　集落跡・その他（配石遺構）

時　　代　縄文（中）

遺　  物　縄文土器

登録年月日   平成27年1月28日(青教文1672号）

備　　考　試掘調査結果による。

遺跡番号　201-015

遺 跡 名　安田(1)遺跡

所 在 地　青森市大字安田字近野

種　　別　集落跡・散布地

時　　代　縄文（前）・平 安

遺　  物　土師器

登録年月日   平成27年2月3日(青教文1689号）

備　　考　試掘・確認調査結果による。

遺跡番号　201-058

遺 跡 名　佃遺跡

所 在 地　青森市佃三丁目

種　　別　散布地

時　　代　平 安

遺　  物　土師器

登録年月日   平成27年2月3日(青教文1689号）

備　　考　試掘・確認調査結果による。

遺跡番号　201-190

遺 跡 名　宮田館遺跡

所 在 地　青森市大字宮田字玉水ほか

種　　別　集落跡

時　　代　縄 文・弥 生・平 安・中世・近世

遺　  物　土師器・陶磁器

登録年月日   平成27年2月3日(青教文1689号）

備　　考　分布・試掘・確認調査結果による。

第３図　安田(1)遺跡変更後遺跡範囲

第４図　三内丸山遺跡変更後遺跡範囲

第６図　宮田館遺跡変更後遺跡範囲

第５図　佃遺跡変更後遺跡範囲
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第Ⅲ章　分布・試掘・確認調査

第１節　分布調査
　調査は、今後開発が予想される地域における未発

見の遺跡の新規登録などを目的として、主に重点地

域であった青森西部地区を中心に踏査している。

　今年度は、踏査の結果新たな埋蔵文化財包蔵地と

して登録に至った箇所はない。

　また、発掘届・通知において工事立会いとされた

埋蔵文化財包蔵地についても工事対象地周辺を踏査

を実施している。踏査の結果、周知の埋蔵文化財包

蔵地外から遺物の分布を確認し、範囲拡張に至った

事例が複数ある。その他、踏査途中に周知の埋蔵文

化財包蔵地内で無届の開発行為が行われているのを

確認し、急遽協議対応した事例（三内沢部 (3) 遺跡）

などもある。

　

第２節　試掘・確認調査
１．羽黒平 (1) 遺跡

a．調査概要

　調査地：青森市浪岡大字五本松字平野

　開発行為：個人住宅建設

　調査日：平成 26 年（2014）５月１日

　調査面積：　78.7 ㎡

b．調査に至る経緯

　平成 25 年 9 月 24 日に当課に住宅建設予定地に対

する周知の埋蔵文化財包蔵地の有無照会があり、照

会の結果、周知の埋蔵文化財包蔵地「羽黒平（１）

遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号 201-344）」

が該当することが判明した。

　隣接する東北縦貫道建設に伴い、青森県教育委員

会が昭和 52 年度に発掘調査を実施、平安時代の竪

穴建物跡 68 棟などが検出されていることから、予

定地内でも同様の遺構分布が想定された。

　協議の結果、建設地点の詳細な図面等が整った平

成 26 年度に入り、予定地に対し確認調査を実施す

ることとなった。

c. 調査方法

　住宅敷地は 668 ㎡ほどあり、そのうち住宅建設予

定箇所は道路に面した約 66 ㎡である。北側には前

代に建てられていた建築物の基礎が残存し、当初は

撤去予定であったが、協議の結果、撤去されないこ

ととなり、南側の住宅の新築部分を中心にトレンチ

を３地点設定し、トレンチ１から３の順番で重機お

よび人力による掘削を実施した。

d．調査結果

　トレンチ１：住宅建設予定地部分を掘削した。現

第Ⅲ章　分布・試掘・確認調査
況の地表面から約 30cm 程度の深さで地山面が検出

され、その地山面とほぼ差のないレベルで平安時代

の竪穴建物跡の床面が検出された。

　東西方向の規模は８ｍ以上、南北方向はトレンチ

２側で北壁に相当すると考えられる部分が検出され

ており、その地点を含めると約 11 ｍの大型の竪穴

建物跡であることが考えられる。

　トレンチ１は、検出された地山面と竪穴建物跡の

床面の高さにほぼ差がないことから削平が生じてい

る。また、堆積土も撹乱が生じた状況で、遺構その

ものの残存状況は基部に近い部分のみであることが

判明した。

　竪穴建物跡と重複して後代に建設されたとみられ

る建物の柱穴（調査時トレンチ１ＳＩ－１内ＳＫ－

２等）が配置しており、竪穴建物跡の西壁側で確認

したピットは、現地表面に近い位置からの掘りこみ

であることが確認された。このことから古代の竪穴

建物跡が、削平・撹乱を受けた以降の掘りこみであ

ることが裏付けられた。

　検出した竪穴建物跡は、地山面とほとんどレベル

の差がないことから再掘削した際に、今回の調査で

確認した状況を再検出することが難しいことが判断

されたため、確認調査の記録作業に際し、平面図・

土層堆積図等を全て記録した。出土遺物は、土師器・

陶器の砕片のみである。

　トレンチ２：トレンチ１で検出した竪穴建物跡の

北壁と想定される掘りこみ痕と北側に方形の掘りこ

み痕が確認された。トレンチ１同様竪穴の床面に近

い部分が残存した状況が考えられるが、トレンチ１

の検出状況で深さが確認できたため、境界部の確認

に留めることとした。地表面からの深度は 27cm で

ある。

　トレンチ３：地表面から 32cm の深さで地山面お

よび遺構が確認された。堆積状況は他のトレンチと

同様に撹乱を受けた状況でプライマリーな堆積では

ない。暗褐色土主体の竪穴建物跡のプランが確認さ

れた。

　本調査結果を基に再度協議を行い、地下の埋蔵文

化財に影響が及ばない掘削深度に留める工法に変更

し、発掘届が提出された。県教育委員会からの通知

は立会工事で、掘削行為が伴った工事の際に立会い

を実施し、埋蔵文化財に影響のない工事が行われた。

その他、付随する NTT の電柱設置については、県教

育委員会が工事立会いを実施し、遺構・遺物の検出

は認められていない。
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A

B

A

B

A
B

Pit1

Pit2
Pit3

Pit4 Pit5

SI-1内Pit-1

SI-1内Pit-2

SI-1内SK-1

SI-1内SK-2

SI-3

SI-2

SI-1

SI-1

0 8m

道路(農道）

道路（市道）

トレンチ3

トレンチ2

トレンチ1

東北縦貫自動車道

写真１　羽黒平(1)遺跡調査前風景(S→) 写真２　羽黒平(1)遺跡トレンチ1完掘(SW→)

第７図　羽黒平(1)遺跡トレンチ配置図
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２．三内丸山遺跡

a. 調査概要

　調査地：青森市大字三内字丸山

　開発行為：　分譲住宅建設

　調査日：平成 26 年（2014）５月 20 日　　 

　調査面積：　40.9 ㎡

b. 調査に至る経緯

　平成 25 年 12 月 11 日に当課に住宅建設予定地に

対する周知の埋蔵文化財包蔵地の有無照会があり、

照会の結果、周知の埋蔵文化財包蔵地「三内丸山

遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号 201-021）」

に隣接していることが判明した。

　協議の結果、平成 26 年度に入り、予定地に対し

試掘調査を実施し、埋蔵文化財包蔵地の有無確認を

行うこととなった。

c. 調査方法

　対象地は 400 ㎡（397.73 ㎡）ほどあり、対象地

点に５箇所トレンチを設定し、トレンチ１から５の

順番で重機および人力による掘削を実施した。掘削

面積は、全体の１割に相当する 40.9 ㎡である。

　

d. 調査結果

　トレンチ１：現地表面から 70cm までは明確な盛

土で、その下部の層は、第４・７層が盛土、第５・

６層は造成前のもともとの堆積層である。第６層の

下位に平安時代に降下した白頭山－苫小牧（B-Tm）

火山灰の堆積を確認し、古代以前の土層についても

プライマリーな土層が残存している。第８層は黒色

主体の泥炭層で下位には自然木が包含されており、

縄文時代中期の土器片も出土した。湧水等の影響に

より 150 ㎝で掘削を留めた。

　トレンチ２：現地表面から 110 ㎝の厚さが盛土で、

その下位にトレンチ１で確認された泥炭層と同質の

土層が厚さ 50 ㎝程度確認され、その下位にさらに

にぶい黄橙色土が堆積しているのを確認した。トレ

ンチ１同様自然木が出土しているが土器等は掘削部

分では出土していない。トレンチ１同様 165 ㎝で掘

削を留めた。

写真３　羽黒平(1)遺跡トレンチ1およびトレンチ2遺構確認状況(N→) 写真４　羽黒平(1)遺跡トレンチ2遺構確認状況(E→)

写真５　羽黒平(1)遺跡トレンチ3遺構確認状況(E→) 写真６　作業風景(S→)

1 2

3

0 10cm
トレンチ1
土師器小甕
体部

トレンチ1
土師器甕
口縁部

トレンチ1
陶器壺
体部

第８図　羽黒平(1)遺跡出土遺物
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　トレンチ３：地表面から 120 ㎝の厚さが盛土で、

その下位に黒色土が 20 ㎝程度確認され、黒色土の

下位に白頭山－苫小牧（B-Tm）火山灰が確認されて

いる。さらに 40 ㎝程度の厚さで黒褐色土の堆積を

確認し、他のトレンチ同様自然木の包含を確認し、

縄文時代中期の円筒上層ｄ式の破片が出土した。下

位に黒色土の堆積は続くが 180 ㎝程度で掘削を留め

た。

　トレンチ４：地表面から 120 ㎝の厚さが盛土で、

その下位に 20 ㎝程度の黒色土の堆積が確認され、

下位には白頭山－苫小牧（B-Tm）火山灰が確認され

ている。更に 20 ㎝の厚さで黒褐色土、その下に 40

㎝の厚さで黒色土が堆積しており、下位の黒色土中

からは自然木が包含していた。湧水等の影響により

200 ㎝で掘削を留めた。

　トレンチ５：地表面から 120 ㎝の厚さが盛土で、

その下位に 20 ㎝程度の黒褐色土、更にその下位に

40 ㎝程度の黒色土の堆積が認められ、以下オリー

ブ褐色土の堆積が確認された。他のトレンチ同様自

然木の包含を確認し、掘削深度は 180 ㎝で留めた。

　調査対象地は、調査の結果、谷地形を埋める泥炭

層の堆積が認められ、縄文時代中期の土器片が出土

したことから周知の埋蔵文化財包蔵地三内丸山遺跡

の延長部分に相当すると判断され、対象地について

は遺跡範囲の拡張が行われた（平成 27 年 1 月 28 日

青教文第 1672 号）。開発計画については、埋蔵文化

財の包蔵状況を踏まえて計画の見直しが進められて

おり、平成 27 年 1 月 30 日時点で開発計画案は未確

定である。

0 6m

トレンチ3

トレンチ2

トレンチ1
トレンチ5

トレンチ4

トレンチ1
第1層　10YR3/3　　暗褐色土
第2層　10YR5/6　　黄褐色土
第3層　10YR6/8　　明黄褐色土
第4層　7.5Y6/1　　灰色土
第5層　10YR3/1　　黒色土
第6層　10YR2/1　　黒色土
第7層　2.5Y6/3　　にぶい黄色土
第8層　10YR1.7/1　黒色土　B-Tm混入
トレンチ2
第1層　10YR3/3    暗褐色土 
第2層　ブロック混じりの混合層
第3層　粘土混じりの混合層
第4層　5BG6/1　　 青灰色土
第5層　10YR1.7/1　黒色土
第6層　10YR6/4　　にぶい黄橙色土
トレンチ3
第1層　10YR3/3　　暗褐色土
第2層　10YR3/2　　黒褐色土
第3層　10YR4/4　　褐色土
第4層　10YR5/6　　黄褐色土
第5層　10YR6/1　　褐灰色土
第6層　7.5Y5/1　　灰色土
第7層　10YR1.7/1　黒色土
第8層　10YR2/2　　黒褐色土

トレンチ4
第1層　10YR3/3暗褐色土
第2層  10YR4/4褐色土
第3層  ブロック混じりの混合層
第4層  5BG6/1青灰色土
第5層  5BG6/1青灰色土と10YR6/4
にぶい黄橙色土の混合土
第6層  10YR1.7/1黒色土　B-Tm混入
第7層  10YR2/2黒褐色土
第8層  10YR2/1黒色土
トレンチ5
第1層　10YR3/3　暗褐色土
第2層　10YR6/6　明黄褐色土
第3層　10YR3/2　黒褐色土　
　　　　　　　　ブロック混じり
第4層　7.5Y5/1灰色土と10YR6/4
にぶい黄橙色土混じりの混合土
第5層　10YR3/1　黒色土
第6層　7.5Y2/1　黒色土

写真７　三内丸山遺跡トレンチ1セクション（NW→) 写真８　三内丸山遺跡トレンチ2セクション（NW→)
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第９図　三内丸山遺跡
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1

2

3

トレンチ1
黒色土
縄文土器深鉢
体部

トレンチ1
黒色土
縄文土器深鉢
体部

トレンチ3
黒色土
縄文土器深鉢
体部

0 10cm

写真９　三内丸山遺跡トレンチ3セクション(NW→) 写真10　三内丸山遺跡トレンチ3完掘(NE→)

写真11　三内丸山遺跡トレンチ4セクション(NW→) 写真12　三内丸山遺跡トレンチ4完掘(NE→)

写真13　三内丸山遺跡トレンチ5セクション(SE→) 写真14　三内丸山遺跡トレンチ5完掘(NE→)

第10図　三内丸山遺跡出土遺物
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３．川原館遺跡

ａ．調査概要

調査地：青森市浪岡大字北中野字天王　　　

開発行為：個人住宅建設

調査日：平成 26 年（2014）５月 29 日　　 　　 

調査面積：　12.8 ㎡

ｂ．調査に至る経緯

　平成 26 年 5 月 16 日に当課に住宅建設予定地に対

する周知の埋蔵文化財包蔵地の有無照会があり、照

会の結果、周知の埋蔵文化財包蔵地「川原館遺跡（青

森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号 201-377）」に一部

該当していることが判明した。

　協議の結果、予定地に対し試掘・確認調査を実施

し、埋蔵文化財包蔵地の有無確認を行うこととなっ

た。

ｃ .調査方法

　対象地の敷地は 1,141.36 ㎡ほどあり、そのうち

82.0 ㎡部分に住宅を新築する計画であった。新築

予定箇所に７箇所トレンチを設定し、水道管の埋設

に伴う影響で掘削を中止した一つを除く６箇所につ

いて重機および人力による掘削を実施した。掘削の

面積は、全体の 15.6％に相当する 12.8 ㎡である。

　

ｄ．調査結果

　トレンチ１：現地表面から深さ 70 ㎝まで掘削し、

以降の掘削は工事掘削予定深度よりも深くなるた

め、途中で掘削を中止した。掘削した最下部で土師

器片が出土し、遺構覆土である可能性が高い。

　トレンチ２：現地表面から 55 ㎝の深さで地山面

を検出し、ピット３基、その他の掘削痕１基を確認

した。覆土中から平安時代の土師器が出土した。調

査時の川原館遺跡の遺跡範囲外であったが、範囲外

に遺構が延びている状況が確認できた。

　トレンチ３：地表面から 70 ㎝部分まで掘削し、

以降の掘削は工事掘削予定深度よりも深くなるた

め、途中で掘削を中止した。元々の建物の基礎が設

置された時点で土地改変を受けているが、工事予定

深度より深い地点には残存している可能性が高い。

　トレンチ４：地表面から 90 ㎝部分まで掘削し、

以降の掘削は工事掘削予定深度よりも深くなるた

め、途中で掘削を中止した。黒色土以下の土層は、

土地造成ないしは周辺の用水の氾濫等に伴う撹乱が

生じた状況を確認した。

　トレンチ５：地表面から 90 ㎝部分までを掘削し、

以降の掘削は工事掘削予定深度よりも深くなるた

め、途中で掘削を中止した。トレンチ４と同様に黒

色土以下の土層は攪拌を受けた土層の堆積が確認さ

れており、土地造成ないしは周辺の用水の氾濫等に

よる撹乱が生じている。

　トレンチ６：地表面から 66 ㎝部分まで掘削をし、

地山面および遺構を確認した遺構は土坑状の円形の

プランと竪穴建物跡ないしは溝跡等の方形基調のプ

ランを確認し、堆積土中から土師器片が出土した。

　調査対象地は、調査の結果、遺構および遺物が検

出・出土され、周知の埋蔵文化財包蔵地川原館遺跡

の遺跡内および延長部分に相当すると判断された。

また、調査地敷地内では土師器片が散乱しており、

川原館遺跡の遺跡範囲については、試掘・確認調査

および近隣の発掘調査成果を踏まえた遺跡範囲の拡

張が実施された。

　工事対象部分については標高の高いトレンチ１～

３部分のうちトレンチ２部分が基礎設置のための掘

削深度 50 ㎝と５㎝の差しかなかったため、開発予

定者と協議し、10 ㎝の保護盛土を実施し、地下の

埋蔵物と掘削深度の差を 15 ㎝程度確保することで

合意した。ただし、適正に工事施工が行われるかに

ついては、工事立会いでの対応が望ましいと判断さ

れ、上記内容を基に青森県教育委員会に工事届が提

出された。県教育委員会から工事立会いの回答がな

され、基礎掘削時に立会工事が実施された。

0 10cm

トレンチ6
覆土P-X
胎土： 礫少,砂多,骨少,赤少
調整：外面ヘラ,内面ナデ
色調：外面2.5YR6/6,内面2.5YR6/8
焼成：並
残存率： /12

表採P-X
法量：幅3.3cm,長さ2.5cm,厚さ0.9cm
胎土： 礫少,砂少,骨少,赤少
調整：外面ナデ,内面ナデ
色調：外面
焼成：並
残存率： 12/12

トレンチ1覆土P-X
胎土： 礫少,砂少,骨少,赤少
調整：外面ヘラ,内面ナデ
色調：外面2.5YR5/8,内面2.5YR5/6
焼成：並
残存率： /12

表採P-X
法量：底径6.0cm
胎土：礫多,砂少,骨少,赤少
調整：外面ヘラ,内面ナデ,底面ヘラ+ナデ
色調：外面7.5YR7/4,内面10YR7/3
焼成：並
残存率： 3/12(底部)

表採P-X
法量：底径5.6cm
胎土：礫少,砂多,骨少,赤少
調整：外面ロクロナデ,内面ロクロナデ,
      底面静止糸切
色調：外面7.5YR8/4,内面10YR8/3
焼成：並
残存率： 3/12(底部)

表採P-X
胎土：礫少,砂多,骨-,赤多
調整：外面ナデ,内面ナデ,底面ナデ
色調：外面2.5YR5/6,内面2.5YR7/2
焼成：並
残存率：0.7/12(底部） 

トレンチ2覆土P-X
口径：17.0cm
胎土： 礫少,砂多,骨少,赤多
調整：外面ナデ,内面ナデ
色調：外面5YR6/8,内面5YR6/6
焼成：並
残存率： 0.8/12(口縁部）

第11図　川原館遺跡出土遺物



─ 19 ─

第Ⅲ章　分布・試掘・確認調査

水路

既存車庫

調査区域

遺構

遺構
遺構

トレンチ1

トレンチ2

トレンチ3

トレンチ4

トレンチ5

トレンチ6

トレンチ7

0 2m

道路

道路

道路橋

水路

水路

水路

既存
車庫

既存
物置

既存
物置

既存
物置

調査区域

宅地

宅地

T-1

T-2

0 20m

第12図　川原館遺跡トレンチ配置図
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４．浪館 (1) 遺跡

ａ．調査概要

調査地：青森市大字三内字丸山　　　

開発行為：個人住宅建設

調査日：平成 26 年（2014）７月４日　　 　　 

調査面積：　22.1 ㎡

ｂ．調査に至る経緯

　平成 26 年 6 月 26 日に当課に住宅建設予定地に対

する周知の埋蔵文化財包蔵地の有無照会があり、照

会の結果、周知の埋蔵文化財包蔵地「浪館 (1) 遺跡

（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号 201-011）」に該

当していることが判明した。

　協議の結果、予定地に対し確認調査を実施し、埋

蔵文化財包蔵地の有無確認を行うこととなった。

ｃ .調査方法

　対象地の敷地は 361.0 ㎡ほどあり、新築予定箇所

に６箇所任意にトレンチを設定し、重機および人力

による掘削を実施した。掘削の面積は全体の 6.1％

に相当する 22.1 ㎡である。

　

ｄ．調査結果

　掘削の結果、コンクリートやアスファルトと粘性

写真15　川原館遺跡トレンチ1完掘(SE→) 写真16　川原館遺跡トレンチ2完掘(SE→)

写真17　川原館遺跡トレンチ3完掘(SE→) 写真18　川原館遺跡トレンチ4完掘(SE→)

写真19　川原館遺跡トレンチ5完掘(SE→) 写真20　川原館遺跡トレンチ6完掘(SE→)
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地山土が混合する盛土と攪拌された黒色土の堆積が

60cm 程度認められた。また、地山部分は削平され、

重機のキャタピラ痕が認められた。

　元々丘陵頂部の地形を削平して形成された造成面

に攪拌された黒色土が盛られ、更に駐車場利用のた

め、コンクリート等が混入する地山土が盛られた箇

所に相当することが判明した。

　調査地点からは、造成面の削平が著しく、遺構や

遺物の検出・出土は認められなかった。

　遺跡内ではあるが、既に造成された（土地所有者

の話によると昭和 46 年時点で既に造成済）場所で

あり、埋蔵文化財の包蔵は認められない地点である

ことから、慎重工事が妥当と判断された。

５．野尻 (2) 遺跡

ａ．調査概要

調査地：青森市浪岡大字高屋敷字野尻　　　

開発行為：住宅展示場建設

調査日：平成 26 年（2014）７月 17 日　　 　　 

調査面積：　99.0 ㎡

ｂ．調査に至る経緯

　平成 26 年 6 月 6 日に当課に住宅展示場建設予定

地に対する周知の埋蔵文化財包蔵地の有無照会があ

0 6m

道路

トレンチ1

トレンチ2

トレンチ3

トレンチ4

トレンチ5 トレンチ6

写真21　トレンチ1セクション(N→) 写真22　トレンチ2セクション(N→) 写真23　トレンチ3セクション(N→)

写真24　トレンチ1完掘(W→) 写真25　トレンチ2完掘(W→) 写真26　トレンチ3完掘(W→)

浪館(1)遺跡

写真27　トレンチ4セクション(N→) 写真28　トレンチ5セクション(S→) 写真29　トレンチ6セクション(N→)

写真30　トレンチ4完掘(W→) 写真31　トレンチ5完掘(W→) 写真32　トレンチ6完掘(W→)

第13図　浪館(1)遺跡トレンチ配置図
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0 10m

道路

道路

道路

展示場
建設予定地

SP

SP

トレンチ1

トレンチ5

トレンチ6
トレンチ7 トレンチ8

トレンチ2

トレンチ3 トレンチ4

トレンチ1覆土
土師器椀

トレンチ3覆土
土師器甕

トレンチ3覆土
土師器甕

写真33 トレンチ1セクション(N→) 写真34 トレンチ2セクション(N→)

野尻(2)遺跡

写真35 トレンチ3セクション(N→)

写真36 トレンチ4セクション(N→) 写真37 トレンチ5セクション(S→) 写真38 トレンチ6セクション(N→)

写真39 トレンチ7セクション(N→) 写真40 トレンチ8セクション(N→)

0 10cm

第14図　野尻(2)遺跡トレンチ配置図

第15図　野尻(2)遺跡出土遺物
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り、照会の結果、周知の埋蔵文化財包蔵地「野尻

(2) 遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号 201-

388）」に該当していることが判明した。

　協議の結果、予定地に対し確認調査を実施し、埋

蔵文化財包蔵地の有無確認を行うこととなった。

ｃ .調査方法

　対象地の敷地全体は 1,591.5 ㎡ほどあり、新築予

定箇所（127.2 ㎡）に２箇所、敷地内の別地点に６

箇所任意にトレンチを設定し、重機および人力によ

る掘削を実施した。掘削の面積は全体の 6.2％に相

当する 99.0 ㎡である。

　

ｄ．調査結果

　対象地は、国道７号バイパス建設に伴い、バイパ

スの路盤面の高さ近くまで盛土が行われた形跡が認

められ、平成 18 年度に当委員会で実施した周辺の

確認調査においても盛土が確認され、遺構・遺物

などは検出・出土していない（青森市教育委員会

2007）。

　調査の結果、斜面上方に相当する西側は地山面ま

で現況 GL から深さ 150 ～ 165cm、斜面下方に相当

する東側は現況 GL から深さ 223 ～ 270cm で、盛土

造成前に黒土を削平し、造成した痕跡が確認された

（トレンチ 5・8の一部では黒色土の堆積が保全され

ている。）。また、一部のトレンチで遺構が確認され、

平安時代の土師器が出土した。

　開発計画では現況GLから60cm程度の掘削深度で、

盛土内での開発に留まり、遺構確認面まで及ばない

ことから慎重工事の取扱いとすることが妥当である

と判断された。

６．三内沢部 (3) 遺跡

ａ．調査概要

調査地：青森市大字三内字沢部　　　

開発行為：店舗建設（コンビニエンスストア）

調査日：平成 26 年（2014）７月 23 日　　 　　 

調査面積：　46.9 ㎡

ｂ．調査に至る経緯

　平成 26 年 7 月 15 日に青森県教育庁文化財保護課

担当職員と当課担当職員が分布調査で市内を踏査し

た際、三内地区で周知の埋蔵文化財包蔵地三内沢部

(3) 遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号 201-

239）内で建設工事が進められていることを確認した。

現場工事担当者と協議し、工事施工者及び工事発注

者と協議を進めた結果、掘削破壊した部分に対する

顚末書を付す形での工事届の提出と、開発協議が整

うまで工事の中止と、開発予定地内での開発計画の

詳細について提示するよう依頼した。開発計画の詳

細を確認した結果、店舗建設予定部分は破壊された

基礎以外は、①配水管等の布設に伴う掘削が伴うこ

と。②コンビニ店舗看板が南側の部分に設置される

こと。③北西側の市道と接する部分が道路とのすり

付けのため、掘削が伴うこと。の３点が地下の埋蔵

文化財包蔵地に影響が生じる内容であった。

　再度、協議の結果、対象地に対し確認調査を実施

し、埋蔵文化財包蔵地の有無確認を行うこととなっ

た。

ｃ .調査方法

　対象地の敷地全体は 1,503.9 ㎡ほどあり、店舗建

設予定部分は、209 ㎡である。前述の地下の埋蔵文

化財に影響を及ぼす可能性のある３地点についてト

レンチを設定し、重機および人力による掘削を実施

した。３トレンチの掘削の面積は、掘削箇所に限定

したため部分的なものとなり、全体の 3.1％に相当

する 46.9 ㎡である。

　

ｄ．調査結果

　対象地の隣接部は、東北新幹線建設事業に伴い青

森県埋蔵文化財調査センターによって発掘調査が実

施されている。今回の調査対象地の西側は C区とし

て報告された地点に相当し、縄文時代中期後葉の竪

穴建物跡４棟、掘立柱建物跡１棟、土坑 48 基など

が検出されている（青森県教育委員会 2007）。

　トレンチ１地点からは、小ピット２基、道跡の可

能性が有る溝状の掘りこみを４箇所確認した。現況

GL からの確認深度が 12cm 程度と浅く、再掘削の際

は確認面を破壊する懸念があったため、確認調査時

点で遺構精査を実施し、記録を完了した。

　トレンチ２は、市道に近接する地点では、現況

GL から５cm 下、東側の擁壁設置予定部分は 40cm 下

で地山面を確認した。しかしながら後世の耕作等に

よる影響で改変を受けており、南側の一部で被熱し

赤化した地山面（焼失住居の床面の可能性も有）と

その痕跡を切る溝状の遺構を確認したほかは、縄文

土器砕片が出土した程度である。当初 L形擁壁を設

置する予定であったが、協議の結果、現況地山面よ

り掘り下げない工法での措置となり、地下の埋蔵文

化財包蔵地に影響の及ばない工事施工となった。

　店舗建設予定地内に相当するトレンチ３の部分で

は円形状の掘りこみを確認し、覆土に相当する部分

から縄文時代中期の土器片が数点出土した。竪穴建

物跡の可能性が高い遺構である。近接した給排水管

設置部分からも磨製石斧が出土しており、縄文時代

中期後葉の集落跡内に相当し、県埋蔵文化財調査セ

ンター調査の C区の延長部に相当することが裏付け

られた。開発内容は、本調査成果を基に地下の埋蔵

文化財に影響が及ばない工法に変更して、顚末書と
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ともに付随する工事内容も含め工事届が青森県教育

委員会に提出された。青森県教育委員会からは、厳

重注意とともに残りの工事部分については立会工事

の通知がなされ、立会工事で進められた。また、関

連する東北電力の電柱移設工事では別途工事届が提

出され、同様に立会工事が行われた。
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第A層10YR2/3黒褐色土　ローム粒φ3～5mm少量
第B層10YR5/6黄褐色土と10YR3/4暗褐色土の混合土
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トレンチ3覆土
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給排水管設置箇所
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磨製石斧
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店舗予定地
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写真41 トレンチ1(E→)

写真42 トレンチ2(S→)

写真43 トレンチ3(E→)

第16図　三内沢部(3)遺跡
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７．佃遺跡

ａ．調査概要

調査地：青森市佃三丁目　　　

開発行為：個人住宅建設

調査日：平成 26 年（2014）７月 24 日　　 　　 

調査面積：　22.1 ㎡

ｂ．調査に至る経緯

　平成 26 年 6 月 30 日に当課に住宅建設予定地に対

する周知の埋蔵文化財包蔵地の有無照会があり、照

会の結果、周知の埋蔵文化財包蔵地「佃遺跡（青森

県埋蔵文化財包蔵地台帳番号 201-058）」に一部該

当していることが判明した。

　協議の結果、予定地に対し試掘・確認調査を実施

し、埋蔵文化財包蔵地の有無確認を行うこととなっ

た。

ｃ .調査方法

　対象地の敷地は 161.0 ㎡ほどあり、調査前の周知

の埋蔵文化財包蔵地範囲は、西端が一部含まれてい

た。新築予定箇所を中心に４箇所任意にトレンチを

設定し、重機および人力による掘削を実施した。掘

削の面積は全体の10.9％に相当する17.7㎡である。

　

ｄ．調査結果

　掘削の結果、盛土直下にプライマリーな土層が確

認され、トレンチ１では木製品のほか、深さ 71cm

の地点から土師器片が出土した。遺構は確認できな

かったが、佃遺跡の延長部に相当するものと判断さ

れ、本調査結果を基に、遺跡範囲を拡張した。建物

建築予定箇所の外側に相当するトレンチ 4部分では

ローム層以下の深掘りも実施し、古代以前に堆積し

た有機物混じりのローム層及び泥炭層を確認した。

　住宅建築予定箇所では遺物の包含が認められた

が、遺構の検出はなく、遺跡の縁辺的様相であるこ

とが判断され、慎重工事が妥当と判断され、工事施

工が行われた。

８．安田 (1) 遺跡

ａ．調査概要

調査地：青森市大字安田字近野　　　

開発行為：分譲住宅建設

調査日：平成 26 年（2014）８月１日　　 　　 

調査面積：　41.9 ㎡

ｂ．調査に至る経緯

　平成 26 年 6 月 2 日に当課に分譲住宅建設予定地

に対する周知の埋蔵文化財包蔵地の有無照会があ

写真44　トレンチ1セクション(N→) 写真45　トレンチ1完掘(E→)

写真46　トレンチ2セクション(N→) 写真47　トレンチ2完掘(E→)

写真48　トレンチ3セクション(N→) 写真49　トレンチ3完掘(E→)

写真50　トレンチ4セクション(S→) 写真51　トレンチ4完掘(E→)

住宅建築部分

道路

トレンチ1

トレンチ2

トレンチ3

トレンチ4

0 4m

トレンチ1覆土
土師器甕

トレンチ1覆土
木製品

0 5cm

第17図　佃遺跡
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り、照会の結果、周知の埋蔵文化財包蔵地「安田

(1) 遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号 201-

015）」に一部該当していることが判明した。

　協議の結果、予定地に対し試掘・確認調査を実施

し、埋蔵文化財包蔵地の有無確認を行うこととなっ

た。

ｃ .調査方法

　対象地の敷地は 485.0 ㎡ほどあり、調査前の周知

の埋蔵文化財包蔵地範囲は、対象地の中央～南側が

含まれていた。分譲計画の地点に９箇所任意にトレ

ンチを設定し、重機および人力による掘削を実施し

た。掘削の面積は全体の 8.6％に相当する 41.9 ㎡

である。

-
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写真52　トレンチ1完掘(W→) 写真53　トレンチ2完掘(W→) 写真54　トレンチ3完掘(W→)

写真55　トレンチ4完掘(W→) 写真56　トレンチ5完掘(W→) 写真57　トレンチ6完掘(W→)

写真58　トレンチ7完掘(W→) 写真59　トレンチ8完掘(W→) 写真60　トレンチ9完掘(W→)
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-34

-24

-54

-30

-27

-17

-70

-45
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トレンチ7覆土
土師器椀

0 5cm

第18図　安田(1)遺跡トレンチ配置図

第19図　安田(1)遺跡出土遺物
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ｄ．調査結果

　掘削の結果、畑地として利用されていたような撹

乱が生じた暗褐色～黒色土の堆積が各トレンチで認

められ、全体的に削平を受けている状況であった。

調査時点で周知の埋蔵文化財包蔵地外の北東部分か

ら溝跡（トレンチ４・８）および土坑（トレンチ７）

を確認し、トレンチ７から土師器片が出土した。本

調査結果を基に範囲拡張を実施している。また、開

発計画については、埋蔵文化財の包蔵状況を踏まえ

て計画の見直しが進められており、平成 27 年 1 月

30 日時点で開発計画案は未確定である。

第21図　小柳遺跡出土遺物

第20図　小柳遺跡トレンチ配置図
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No.11

トレンチ8覆土
黒色土器椀
口径:11.6cm
器高5.6cm
底径4.8cm
残存率口縁部：2.5/12
　　　底部4.5/12
骨針中量

0 5cm

トレンチ8覆土
土師器甕
底径10.0cm
残存率底部1.0/12

トレンチ8覆土
土師器椀
口径:(12.8)cm
残存率口縁部：0.6/12
　　　

トレンチ8覆土
須恵器甕（焼成不良品）

写真61　トレンチ1セクション(SW→) 写真62　トレンチ2セクション(SW→) 写真63　トレンチ4セクション(W→)

写真64　トレンチ5セクション(E→) 写真65　トレンチ8セクション(W→) 写真66　トレンチ11セクション(S→)
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9．小柳遺跡①

ａ．調査概要

調査地：青森市小柳一丁目　　　

開発行為：水道管撤去・布設

調査日：平成 26 年（2014）８月 25 日～ 28 日 

調査面積：　22.0 ㎡

ｂ．調査に至る経緯

　平成 25 年 11 月 13 日付けで青森市企業局水道整

備課から通称小柳通りの配水管整備工事に関する周

知の埋蔵文化財包蔵地の有無確認がなされ、周知の

埋蔵文化財包蔵地である小柳遺跡（青森県埋蔵文化

財包蔵地台帳番号 201-059）内に一部該当すること

が判明した。

　平成 26 年 5 月 13 日に青森市公営企業管理者企業

局長名で、小柳遺跡内での既設水道管撤去と耐震対

応の新規水道管布設工事の第 94 条通知が行われ、

県教委から平成 26 年 5 月 15 日付け青教文第 397 号

で立会工事の通知がなされた。

　対象地点の水道管は、昭和 40 年～昭和 52 年度の

埋蔵文化財の体制整備以前に布設されたものであっ

た。これまで、布設に際し埋蔵文化財の協議等が行

われたことがないことや、近隣の宅地造成の際の試

掘調査や工事立会いでも、遺構や遺物が認められた

事例が複数あったことから、工事担当課である企業

局水道部整備課と文化財課との間で立会工事につい

て協議した結果、既設水道管の埋設状況を確認する

試掘の際に埋蔵文化財の有無についても確認調査を

実施することとなった。

ｃ .調査方法

　対象地は、通称小柳通りと呼ばれる幹線道路で、

水道管路線長 367.0 ｍのうち、埋蔵文化財包蔵地内

は 269.0 ｍほどある。路線上の任意の地点 11 箇所

を平面 2× 1ｍないしは 1× 1ｍ、深さ 1.4 ｍを基

本としてトレンチを設定し、重機および人力による

掘削を実施した。掘削の面積は、22.0 ㎡である。

　

ｄ．調査結果

　各トレンチとも、既設水道管及び都市ガス管の布

設部分に相当し、大部分が破壊されていた。トレン

チが水道設置路線より拡張した部分に及んだ地点で

は一部プライマリーな土層が残存しており、70 ～

80 ㎝程度の深さで、炭化粒混じりの黄色砂質シル

トを基調とする土層が堆積しており、トレンチ８の

地点では平安時代の土師器・黒色土器などが出土し

た。周知の埋蔵文化財包蔵地小柳遺跡内に相当し、

平安時代を主体とする遺物の出土が認められた。工

事は埋文担当職員立会いの下、プライマリーな土層

を破壊しない形で進められた。

10．沢田遺跡

ａ．調査概要

調査地：青森市造道三丁目　　　

開発行為：公売予定

調査日：平成 26 年 (2014) ９月30 日～ 10 月 3 日 

調査面積：　451.5 ㎡

ｂ．調査に至る経緯

　平成 26 年 5 月に埋蔵文化財包蔵地内での土木工

事の計画の有無について青森市役所全庁を対象に照

会したところ、管財課が周知の埋蔵文化財包蔵地沢

田遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地番号 201-051）内

で市道との取付け工事がある旨の照会がなされ、文

化財保護法に基づく手続きを実施し、工事予定地の

立会工事となった。

　その協議の際、この取り付け部分に接続する公

有地が売却予定であることが文化財課側で把握され

ることとなった。しかし、対象地については、これ

まで埋蔵文化財の包蔵状況の調査は実施されておら

ず、売却後発生するであろう埋蔵文化財に関する協

議に必要とされる基礎情報がない状況にあった。そ

こで管財課と協議の結果、公売時および公売後の埋

蔵文化財に関する開発協議の際に必要とされる基礎

情報を得るため対象地について確認調査を実施する

こととなった

ｃ .調査方法

　対象地は、旧青森競輪場の駐車場として利用され

ていた経緯があり、砕石が転圧された平坦地であっ

た。一部ゲートボール場として整備され、地元町会

で利用されていた。対称面積 6,081 ㎡に対し、利用

されていたゲートボール場部分を除外した任意の地

点 40 箇所にトレンチを設定し、重機および人力に

よる掘削を実施した。掘削の面積は 451.5 ㎡で全体

の約 7.4％に相当する。

　

ｄ．調査結果

　今回の調査対象地点の北側は、早稲田大学の桜

井清彦氏が昭和 43 年 (1968）に試掘調査、昭和 46 

年（1971）に学術調査を実施された沢田遺跡Ｂ地点

に相当する。青森市内では類例の少ない８世紀代の

資料を含む古代の遺跡として報告されている（桜井

1973）。また、南側の地点は、平成 18 年度に当委員

会が分譲宅地造成工事に伴い確認調査を実施してお

り、遺構遺物とも検出していない（青森市教育委員

会 2007）。

　掘削の結果、ほぼ全域で 100 ～ 150cm 程度の砂

利の盛土層を確認した。その砂利層の直下にはほと

んどの地点で駐車場用地として利用された以前の水

田の耕作土が検出され、更にその下に平安時代の遺
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写真67　沢田遺跡調査対象地(W→) 写真68　トレンチ3セクション(W→) 写真69　トレンチ8完掘(S→)

写真70　トレンチ16完掘(S→) 写真71　トレンチ18セクション(E→) 写真72　トレンチ22完掘(N→)

写真73　トレンチ38セクション(E→) 写真74　トレンチ40完掘(N→)
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第23図　沢田遺跡出土遺物1
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第24図　沢田遺跡出土遺物2

写真75　沢田遺跡出土遺物
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物を含む遺物包含層および遺構を検出した。

　遺物包含層は、トレンチ 40 箇所のうち、7 割に

相当する 28 箇所で確認され、奈良時代の土師器を

一部含みながらも、平安時代の土師器・須恵器、土

製支脚などの資料がほとんどを占めた。トレンチ

34 の地点では馬の歯が検出された。

　遺構は、平安時代の遺物包含層より上面に属する

水田の畦畔などもあり、明確な時期判断が難しい資

料も含まれるが全体の 32.5% に相当する 13 トレン

チで遺構を検出した。特にトレンチ 8 では平安時

代の竪穴建物跡の可能性が高い貼床やピットなどを

検出し、擦文土器の口縁部片も出土している。ま

た、トレンチ 22 では溝跡を検出し、西側のトレン

チ 17・20 につながる可能性があることが判明した。

　東側のトレンチ 31 と 34 では平安時代に降灰し

た白頭山 - 苫小牧（B-Tm) 火山灰の堆積を確認した。

　トレンチ 35・36 および 38 ～ 40 では青森市東

部に存在する二列の浜堤のうちの一つに相当する可

能性がある。

　この結果、調査地全体は、地表面に堆積する砂利

層の下に良好な状態で保存されており、市内では数

少ない奈良時代の資料だけでなく、平安時代も従前

の遺跡の評価であった 10 世紀中頃までの資料だけ

ではなく、10 世紀後半～ 11 世紀の資料が含まれる

ことが判明した。この資料は、青森平野西部の石江

遺跡群の新田 (1)・（2）遺跡、新城平岡 (4) 遺跡な

どの資料群とも比較可能なものである。

　青森平野内で海側に近い浜堤上の遺跡は、本遺跡

と露草遺跡とも８世紀代の遺跡という位置づけがな

されてきた。しかし、遺跡の南側に所在する小柳遺

跡や佃遺跡、過去に北林八洲晴氏により報告されて

いるものの現時点で埋蔵文化財包蔵地の登録がなさ

れていない矢作地区の遺跡（北林 1968）なども含

め 10 世紀以降の遺跡群は、相応に埋蔵されている

可能性がある。このことは、10 世紀後半以降隆盛

する石江遺跡群だけを突出した評価とすることがで

きない理由となり、同時期の青森平野内での様相は、

未発見の遺跡の存在を踏まえた水系単位、地域単位

での整理づけと検討が必要である。

11．宮田館遺跡

ａ．調査概要

調査地：青森市大字宮田字玉水　　

開発行為：個人住宅建設

調査日：平成 26 年（2014）10 月 10 日　　 　　 

調査面積：　1.0 ㎡

0 100(m)50

既存遺跡範囲

●
調査地点

写真76　調査対象地点(NE→) 写真77　地点1セクション(NE→) 写真78　地点2セクション(SW→) 写真79　宮田館遺跡表採遺物

第25図　宮田館遺跡調査地点
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ｂ．調査に至る経緯

　平成 26 年 9 月 26 日に当課に住宅建設予定地に対

する周知の埋蔵文化財包蔵地の有無照会があり、照

会の結果、周知の埋蔵文化財包蔵地「宮田館遺跡（青

森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号 201-190）」に一部

該当していることが判明した。

　協議の結果、土木工事に伴う工事届の提出と、対

象地点の地下の埋蔵文化財の埋蔵状況について確認

する必要が生じた。建設予定地は、既存建物と同一

地点での工事施工であることから、隣接部分を坪掘

りによる掘削で試掘・確認調査を実施し、埋蔵文化

財包蔵地の有無確認を行うこととなった。

ｃ .調査方法

　対象地の敷地は 954.6 ㎡ほどあり、住宅建設面積

は 141.8 ㎡である。調査前の周知の埋蔵文化財包蔵

地範囲は南端の一部が含まれていた。新築予定箇所

は既存建物と同一地点であったため、建物に近接し

た掘削可能な地点２箇所を任意に坪掘りし、土層の

堆積状況等を確認した。掘削面積は 1.0 ㎡である。

　

ｄ．調査結果

　掘削の結果、南側の地点 1 で 60cm ほど土層堆積

が確認され、深さ 30 ㎝以下で暗褐色土の堆積が認

められた。北側の地点 2 では、深さ 80 ㎝の土層堆

積が確認され、深さ 60 ㎝以下で地点 1 と同様の土

層堆積が確認した。いずれの地点からも遺構・遺物

の検出・出土は認められず、工事施工にあたって、

基礎の深さがプライマリーな土層堆積の地点まで

及ばない工事施工となる形で実施されることとなっ

た。併せて周辺地域を踏査し、平安時代の土師器や

近世陶磁器が周知の埋蔵文化財包蔵地外の地点から

確認された。この内容を基に範囲拡張を実施した。

12．小柳遺跡②

ａ．調査概要

調査地：青森市小柳二丁目　　

開発行為：アパート建設

調査日：平成 26 年（2014）10 月 30 日 

調査面積：　46.6 ㎡

ｂ．調査に至る経緯

　平成 26 年 10 月 20 日に当課にアパート建設予定

地に対する周知の埋蔵文化財包蔵地の有無照会があ

り、照会の結果、周知の埋蔵文化財包蔵地「小柳

遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号 201-059）」

に該当していることが判明した。

　協議の結果、予定地に対し確認調査を実施し、埋

蔵文化財包蔵地の有無確認を行うこととなった。

ｃ .調査方法

　対象地の敷地は 872.1 ㎡ほどあり、敷地と接する

道路部分は、本節 9. で報告した水道部の水道管撤

去・布設が行われた通称小柳通りである。調査前の

敷地は駐車場として利用されており、砕石敷である。

　調査は、アパート建設予定部分を中心に７箇所任

意にトレンチを設定し、重機および人力による掘削

を実施した。

　掘削の面積は 46.6 ㎡で全体の 5.3％に相当する。

ｄ．調査結果

　掘削の結果、対象地全体は元々の地表面にコンク

トレンチ1

トレンチ2

トレンチ3

トレンチ4

トレンチ5

トレンチ6

トレンチ7

アパート建設予定

道路

0 10m

写真80 小柳遺跡調査地点(SW→)

第26図　小柳遺跡トレンチ配置図
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リートなどの廃棄物を含む盛土が 92 ～ 132cm 程度

の厚さで堆積し、その直下に盛土層以前の地表面以

下の堆積土が確認された。各トレンチで元々の地表

面以下の堆積土中から、近世～近代の陶磁器、平安

時代の土師器・須恵器が出土し、遺物分布としては

ほぼ全面に包含していることが確認された。

　開発予定の掘削深度が基礎のシートパイル以外は

１m 以上の掘削が予定されていないため、それ以上

の掘削確認は部分的に留め、遺構の確認までは至ら

なかった。しかし、周辺の水道工事の確認調査、工

事立会いで得られた遺物分布状況を踏まえると、小

柳遺跡の範囲内で間違いないものと判断される。

　この調査結果を基に再度協議し、発掘届が 10 月

31 日付けで提出され、11 月 7 日付け青教文第 1341

号で青森県教育委員会より立会工事の通知がなされ

た。埋文担当職員立会いの下、地下の埋蔵文化財に

影響のない工事が進められた。また、関連するＮＴ

Ｔ電柱の撤去および設置については東日本電信電話

株式会社から別途発掘通知がなされ、青森県教育委

員会から慎重工事の回答が行われている。

13．新城平岡 (3) 遺跡

ａ．調査概要

調査地：青森市大字新城字平岡

開発行為：個人住宅建設

調査日：平成 26 年（2014）10 月 31 日　　 　　 

調査面積：　5.6 ㎡

ｂ．調査に至る経緯

　平成 26 年 10 月 7 日に当課に住宅建設予定地に対

する周知の埋蔵文化財包蔵地の有無照会があり、照

会の結果、周知の埋蔵文化財包蔵地「新城平岡（3）

遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号 201-241）」

に該当していることが判明した。

　協議の結果、対象地に確認調査を実施し、埋蔵文

化財包蔵地の有無確認を行うこととなった。

ｃ .調査方法

　対象地の敷地は 170.0 ㎡で、対象地の大部分が、

既存の住宅であった。このことから、駐車場として

利用していた敷地南側を対象として２箇所トレンチ

を設定し、掘削することとした。西側のトレンチ１

写真81　トレンチ1セクション(E→) 写真82　トレンチ1完掘(N→) 写真83　トレンチ2セクション(E→) 写真84　トレンチ2完掘(N→)

写真86　トレンチ3完掘（S→)写真85　トレンチ3セクション(E→)

写真89　トレンチ5セクション(N→) 写真90　トレンチ5完掘(W→) 写真91　トレンチ6セクション(N→)

写真94　トレンチ7完掘(E→)写真93　トレンチ7セクション(N→)

写真87　トレンチ4セクション(E→) 写真88　トレンチ4完掘(S→)

写真92　トレンチ6完掘(W→)

トレンチ1覆土
土師器椀
底径5.0cm
残存率底部2.8/12

トレンチ6覆土
土師器椀
底径6.0cm
残存率底部3.5/12

トレンチ7覆土
青磁碗
高台径3.2cm
残存率底部8/12

トレンチ3覆土
須恵器甕

0 10cm

第27図　小柳遺跡出土遺物
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が斜面下方側、東側のトレンチ２が斜面上方側に相

当する。開発計画が 60 ㎝程度の深さを想定したも

のであったため、調査にあたって掘削は、深さ 100

㎝を目安に行うこととした。調査面積は 5.6 ㎡で全

体の 3.2％にあたる。

ｄ．調査結果

　調査の結果、トレンチ１は、112 ㎝の掘削を行い、

宅地造成時の盛土のみを検出した。トレンチ２は、

108 ㎝の掘削を行い、72 ㎝の宅地造成時の盛土の堆

積とその直下から造成前の元々の土の堆積及び地山

面を検出した。いずれのトレンチからも遺構や遺物

写真95　調査前風景(W→) 写真96　トレンチ1土層堆積状況(N→)

写真97　トレンチ1土層堆積状況2(S→) 写真98　トレンチ1完掘状況(N→)

写真99　トレンチ2土層堆積状況(N→) 写真100　トレンチ2完掘状況(E→)

0 4m

家

道路

トレンチ1
トレンチ2

第28図　新城平岡(3)遺跡トレンチ配置図
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は見つかっていない。

　この調査結果を基に協議して、盛土が堆積した

72 ㎝程度の深さまでの掘削に留まる工事内容の変

更を依頼した。その結果、計画の見直しが進められ

ているが、平成 27 年 1 月 30 日時点で開発計画案は

未確定で工事届は提出されていない。

14．近野遺跡

ａ．調査概要

調査地：青森市大字安田字近野

開発行為：個人住宅建設

調査日：平成 26 年（2014）12 月 28 日　　 　　 

調査面積：　3.0 ㎡

ｂ．調査に至る経緯

　平成 26 年 12 月 19 日に当課に住宅建設予定地に

対する周知の埋蔵文化財包蔵地の有無照会があり、

照会の結果、周知の埋蔵文化財包蔵地「近野遺跡（青

森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号 201-065）」に該当

していることが判明した。

　協議の結果、既存建物の撤去時に確認調査を実施

し、埋蔵文化財包蔵地の有無確認を行うこととなっ

た。

ｃ .調査方法

　対象地の敷地は 99.0 ㎡ほどあり、既存の住宅を

撤去し、新規に住宅を建設する予定であった。既存

の基礎撤去時に任意に重機により掘削を行い、必要

に応じ人力により掘削を行い確認した。重機による

面的な土層除去は敷地全面であったが、人力による

掘削は 3.0 ㎡である。

　

ｄ．調査結果

　掘削の結果、敷地内は原地形を削平し、その上に

盛土を実施して既存の住宅が建設されていることが

確認された。地点西側の地点３の部分では上面が撹

乱を受けながらも基部の一部でプライマリーな土層

が一部確認されたが、遺構・遺物は確認されなかっ

た。

　工事施工にあたっては慎重工事が望ましいと判断

され、平成 27 年１月８日付け青教文第 1594 号で青

森県教育委員会からの通知も慎重工事であった。

0 100(m)

調査地点

●

写真101　地点1(NW→) 写真102　地点2(NE→) 写真103　地点3(SE→) 写真104　地点4(SE→)

第29図　近野遺跡調査地点
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はぐろたいかっこいちいせき

木村淳一

第118集

青森市埋蔵文化財調査報告書

青森市教育委員会

ふ り が な
所収遺跡名

ふ り が な
所　在　地

調査面積

㎡

コード 世界測地系（JDG2000)

市町村 北緯 東経
調査期間 調査原因

遺跡番号

〒038-8505　青森県青森市柳川二丁目１番１号　TEL017－761－4796

羽黒平(1)遺跡 青森市浪岡大字五本松字平野
 あおもりし なみおかおおあざ ごほんまつ あざ ひらの

02201  344  78.7 

要　　　約

市内遺跡群発掘調査報告書23　　

しないいせきぐんはっくつちょうさほうこくしょにじゅうさん　

平成26年度に実施した市内遺跡発掘調査事業について、青森市教育委員会実施の試掘・確認調査14件の調査成果、
そして範囲変更が生じた６遺跡、各事業照会の概要を所収した。

40°43′25″140°36′57″

西暦 2015 年 3 月 20 日

さんないまるやま いせき

三内丸山遺跡 02201  021 40°48′43″140°42′08″  　40.9 

引用・参考文献 　
青森県教育委員会2007『三内沢部(3)遺跡Ⅱ』青森県埋蔵文化財調査報告書第426集
青森市教育委員会2007『市内遺跡発掘調査報告書15』青森市埋蔵文化財調査報告書第91集
青森市2006『新青森市史　資料編1考古』
北林八洲晴1968『青森市の原始時代研究録』Ⅰ
桜井清彦1973「青森市沢田A遺跡の調査報告」『北奥古代文化』第5号　pp.1-9

浪館(1)遺跡

 20140501  住宅建設

青森市大字三内字丸山
 あおもりし おおあざさんないあざまるやま  住宅建設

（分譲）
 20140520

かわはらだて いせき

川原館遺跡 青森市浪岡大字北中野字天王
 あおもりし なみおかおおあざ きたなかの あざてんのう

02201  377  12.8 40°42′42″140°35′59″ 20140529  住宅建設

なみだてかっこいちいせき

02201  011 40°48′33″140°42′19″  　22.1 青森市大字三内字丸山
 あおもりし おおあざさんないあざまるやま

 住宅建設 20140704

のじりかっこに いせき

野尻(2)遺跡 青森市浪岡大字高屋敷字野尻
 あおもりし なみおかおおあざ たかやしき あざ のじり

02201  388  99.0 40°44′21″140°35′00″ 20140717
 住宅展示場
 建設

さんないさわべかっこさんいせき

三内沢部(3)遺跡 02201  239 40°48′59″140°41′36″  　46.9 青森市大字三内字沢部
 あおもりし おおあざさんないあざ さわべ

 店舗建設 20140723

佃遺跡
つくだいせき

02201  058 40°49′18″140°47′01″  　22.1 青森市佃三丁目
 あおもりしつくださんちょうめ

 住宅建設 20140724

安田(1)遺跡
やすたかっこいちいせき

02201  015 40°48′05″140°42′39″  　41.9 青森市大字安田字近野
 あおもりし おおあざ やすた あざ ちかの

 20140801
 住宅建設
（分譲）

小柳遺跡①
こやなぎ いせき

02201  059 40°49′24″140°47′23″  　22.0 青森市小柳一丁目
 あおもりし こやなぎいっちょうめ  水道管撤去

 ・布設
 　20140825
 ～20140828

沢田遺跡
 さわだ　いせき

02201  051 40°49′46″140°47′18″  451.5 青森市造道三丁目
 あおもりしつくりみちさんちょうめ

 公売予定
 　20140930
 ～20141003

宮田館遺跡
みや た だて いせき

02201  190 40°50′17″140°50′09″  　 1.0青森市大字宮田字玉水
 あおもりし おおあざ みやた あざたまみず

 20141010  住宅建設

小柳遺跡②
こやなぎ いせき

02201  059 40°49′22″140°47′26″  　46.6青森市小柳二丁目
 あおもりし こやなぎ にちょうめ  アパート

 建設
 　20141030

しんじょうひらおかかっこさんいせき

新城平岡(3)遺跡 02201  241 40°49′14″140°40′48″  　5.6 青森市大字新城字平岡
 あおもりしおおあざしんじょうあざひらおか

 住宅建設 20141031

ちか の  いせき
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 あおもりし おおあざ やすた あざ ちかの

 住宅建設 20141228
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