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　青森市では、平成22年12月に東北新幹線新青森駅が開業し、

今後周辺では道路建設などと共に住宅建設・上下水道工事等の

増加が予想されます。

　当委員会では、これらの各種開発事業との円滑な調整を図り

ながら遺跡保護を推進するために、平成４年度から市内遺跡発

掘調査事業を実施しております。

　本書は、平成22年度に実施した各遺跡の分布調査や試掘・確

認調査の成果をまとめたものであり、本書が本市における埋蔵

文化財保護に資することができれば幸いであります。

　最後になりましたが、本書を刊行するにあたり文化庁記念物

課・青森県教育庁文化財保護課をはじめ、関係機関並びに関係

各位の御理解と御協力に深く感謝の意を表します。

　　平成23年３月

青森市教育委員会

　　教育長　月　永　良　彦　





例　　　言

１．本書は、国と県の補助金交付を受けて平成22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、

分布調査、試掘・確認調査の成果を収録したものである。

２．本文及び表中の「青森地区」、「浪岡地区」の記述についてはそれぞれ旧青森市、旧浪岡町を示す。

３．調査を実施した遺跡及び地区等は下記のとおりである。

　　①分布調査　後潟地区、社元地区

　　②試掘・確認調査　羽黒平（１）遺跡、駒込館遺跡、小柳遺跡、朝日山（１）・（３）遺跡、赤坂遺跡、

浪館（１）遺跡、山元（３）遺跡、野尻野田遺跡隣接地、小牧野遺跡、朝日山（２）遺跡

４．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を把握するための部分的な調査を示す。

５．本書の編集は青森市教育委員会が行い、執筆は文化財課 設楽政健が行った。

６．調査地点等の挿図の縮尺は各図に示した。なお、現場写真図版の縮尺は統一を図っていない。

７．図版番号及び表番号・写真番号は、「第○図」、「第○表」、「写真○」とし、順番に通し番号を付した。

８．遺物図版の縮尺は１/３である。

９．遺物写真図版の縮尺は１/２である。なお、遺物写真図版には個々に遺物番号を付している（例：10－１

＝第10図１）。

10．遺構の略称はＳＩ＝竪穴住居跡・竪穴遺構、ＳＫ＝土坑、溝跡＝ＳＤ、ピット＝ＳＰとした。

11．方位については地図類が真北を示し、ほかは磁北を示している。

12．出土遺物及び記録図面・写真関係資料は、現在、青森市教育委員会が保管している。
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第Ⅰ章　事業実施の概要

１．調査目的

　近年、市内各所において、道路工事や携帯電話鉄塔建設、住宅建設などの開発が多くみられる。このよう

なことから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。

　したがって、本事業では埋蔵文化財包蔵地の保護に向け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

　①分布調査

　　後潟地区、社元地区

　②試掘・確認調査

　　羽黒平（１）遺跡、駒込館遺跡、小柳遺跡、朝日山（１）・（３）遺跡、赤坂遺跡、浪館（１）遺跡、

　　山元（３）遺跡、野尻野田遺跡隣接地、小牧野遺跡、朝日山（２）遺跡

３．事業実施期間　平成22年４月１日～平成23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　　　　　文化財主査　小野　貴之

　　　　　教 育 部 長　小林　順一　　　　　 〃 　児玉　大成

　　　　　理事兼教育次長　小野寺　晃　　　　　 〃 　設楽　政健

　　　　　教育環境推進監　塩崎　章悦　　　　　主　　　　査　高石　知世

　　　　　文化財専門監兼文化財課長　遠藤　正夫　　　　　主　　　　事　吹田　夕貴

　　　　　主　　　　幹　上野富士子　　　　　 〃 　對馬　広将

　　　　　文化財主査　木村　淳一
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第Ⅱ章　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、平成23年２月28日現在で408ヶ所（青

森地区315ヶ所、浪岡地区93ヶ所）である（第章参照）。

　文化財保護法及び関連法令には遺跡や指定文化財（天然記念物）内での開発事業について規制があり、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、事業計画の初期段階で開発予定地内

の遺跡の有無を照会するよう、市ホームページ等で呼びかけている。

　事業照会は、民間関係と市関係課があり、両者とも当委員会文化財課（以下、当課）で受けつけており、

照会者が来課し、直接照会するだけでなく、郵送・ＦＡＸ、メール等にも対応している。回答は埋蔵文化財

包蔵地台帳や遺跡地図を基に、照会者の希望に応じて、書面または口頭により回答しており、（第１～５表）、

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）の三種がある。ＡもしくはＢと回答した事例は、民間では111

件（26％）、市関係課では57件（30％）であり、これらのうち、10件について試掘・確認調査を実施した（第

章）。

　昨年度（平成22年１月～３月）の照会概要を第1・3表、今年度（平成22年４月１日～12月31日）の概要を

第２・４表に記載した。今年度は、４月１日から12月31日までに計419件（民間344件、市関係課113件）の照

会があり、件数は前年度の同じ時期まで（計415件、うち民間303件・市関係課112件）と比較すると、今年度

分がわずかに増えているものの、ほぼ横ばいである。照会件数のうち、７割を占める民間からの事業照会を

地区ごとに見ると、青森地区386件、浪岡地区33件となる。件数から見ると青森地区では、市街地における物

件調査・不動産鑑定評価が増加しており、長島、新町、本町などの中心市街地が多く、次いで市街地付近の

大野・金沢・浜田なども増加している。また、近年、増加傾向にあった石江・新田地区付近においては減少

しており、平成22年12月４日の東北新幹線新青森駅開業により、開発事業に一定の落ち着きがみられるよう

になった結果と思われる。浪岡地区では、五本松・女鹿沢・大釈迦各地区の国道・県道などの主要地方道沿

線に集中する傾向がみられる。照会の目的は、民間については、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）が大半を占める。また、工事関連では、個人住宅や携帯電話塔（無線基地局）、資材

置場造成など中小規模の建設工事や宅地造成など土木工事に係るものが多い。また市関係課においては側溝

や配水管布設工事に係る件数が多く、その他、土地買売届出に係る照会・排水路関係の工事があり、地点で

は石江・新田・新城地区が多い。また、今年度の文化財保護法第93条および第94条（土木工事等のための発

掘に関する届出および指示）による届出・通知は青森地区23件、25遺跡、浪岡地区５件５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13件、第94条に係る通知（公共事業）は15件あり、

このうち、国・県からの提出が10件、市からの提出が５件あった。届出および通知の件数は、昨年度の同じ

時期（26件）と比べてやや増加しており、大規模開発は減少すると考えられるが、今後、下水道整備、側溝

整備などを中心とした小規模開発に伴う届出や通知が増加する可能性はあると考えられる。

（設楽　政健）
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第１表　平成21年度（平成22年１～３月）民間からの事業照会一覧

No. 年月日 地区 計画（照会）地 照会内容 照会目的 回答 備考（遺跡・指定文化財名）

1 22.１.４ 青森 篠田3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

2 22.１.６ 青森 馬屋尻字清水流 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 玉水（4）遺跡

3 22.１.６ 青森 新町1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

4 22.１.18 青森 野内字大森 遺跡の有無 物件調査 Ｂ 鈴森（3）遺跡

5 22.１.12 浪岡
五本松字沼田
杉沢字小板橋

遺跡の有無 その他 Ｃ

6 22.１.14 青森 岡町字松本 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

7 22.１.19 青森 筒井字八ツ橋 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

8 22.１.19 青森 松森1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

9 22.１.19 青森 幸畑字松元 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

10 22.１.19 青森 安田字近野 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 近野遺跡

11 22.１.21 青森 石江字平山 遺跡の有無 土木工事計画（宅地分譲） Ｂ 石江遺跡

12 22.１.21 青森 西滝3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

13 22.１.22 青森 桜川3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

14 22.１.22 青森 新城字福田 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

15 22.１.22 青森 諏訪沢字桜川 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

16 22.１.26 青森 羽白字富田 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

17 22.１.26 青森 石江字三好 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

18 22.１.26 青森 石江字三好 指定文化財等の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

19 22.１.29 青森 長島1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

20 22.１.29 青森 矢田前字弥生田 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

21 22.１.29 青森 矢田前字弥生田 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

22 22.１.29 青森 金沢4丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

23 22.１.29 青森 三好2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

24 22.１.29 青森 虹ヶ丘2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

25 22.１.29 青森 横内字亀井 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

26 22.１.29 青森 合子沢字山崎 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

27 22.１.29 青森 三好2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

28 22.１.29 青森 合子沢字山崎 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

29 22.１.29 青森 合子沢字山崎 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ａ 横内（2）遺跡

30 22.１.29 青森 富田4丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

31 22.２.１ 青森 岡造道2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 沢田遺跡

32 22.２.１ 青森 細越字栄山 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 細越館遺跡

33 22.２.１ 青森 諏訪沢字桜川 遺跡の有無 工事（造成工事） Ｃ

34 22.２.１ 青森 浪館前田2丁目 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

35 22.２.１ 青森 油川字柳川 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

36 22.２.３ 青森 長島2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

37 22.２.３ 青森 長島2丁目 指定文化財等の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

38 22.２.４ 青森 佃1丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

39 22.２.５ 青森 鶴ヶ坂字山本 遺跡の有無 土木工事計画（砂利採取） Ｃ

40 22.２.８ 浪岡 徳才子字山本 遺跡の有無 その他 Ａ 山本遺跡

41 22.２.８ 浪岡 徳才子字山本 遺跡の有無 物件調査 Ｂ 山本遺跡

42 22.２.９ 青森 富田3丁目 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

43 22.２.９ 青森 矢田前字本泉 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

44 22.２.９ 青森 東大野2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

45 22.２.９ 浪岡 浪岡字浅井 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

46 22.２.12 青森 新城字平岡 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 西高校遺跡

47 22.２.12 青森 金沢3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

48 22.２.12 青森 富田2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

49 22.２.19 青森 安田字近野 遺跡の有無 建設計画 Ａ 安田（1）遺跡

50 22.２.19 浪岡 郷山前字永井 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

51 22.２.22 青森 長島2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

52 22.２.22 青森 大野字今井 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

53 22.２.24 青森 清水字浜元 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

54 22.２.24 青森 幸畑字阿部野 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 阿部野（2）遺跡

55 22.２.24 青森 古館字大柳 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

56 22.２.26 青森 筒井八ッ橋 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

57 22.３.１ 青森 港町2丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

58 22.３.１ 青森 大野字笹崎、字鳴滝 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

59 22.３.１ 青森 駒込字月見野 遺跡の有無 土木工事計画 Ａ 駒込館遺跡

60 22.３.２ 浪岡 浪岡字佐野 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

61 22.３.８ 青森 石江字高間 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 高間（1）・（6）遺跡

62 22.３.９ 青森 野内字菊川 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ａ 野内遺跡

63 22.３.11 青森 金浜字伊吹 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

64 22.３.11 青森 北金沢1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

65 22.３.11 青森 浪館前田3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

66 22.３.11 青森 小館字亀山 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

67 22.３.12 青森 緑3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

68 22.３.12 青森 油川字桜川 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

69 22.３.16 青森 浜館字見取 遺跡の有無 建設計画（鉄塔） Ｃ

70 22.３.16 青森 新城字山田 遺跡の有無 建設計画（鉄塔） Ｂ 新城山田（4）遺跡

71 22.３.16 青森 大矢沢字里見 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ａ 大矢沢里見遺跡

72 22.３.18 青森 青柳1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

73 22.３.18 青森 三内字丸山 遺跡の有無 建設計画（住宅） Ｂ 三内丸山（5）・（6）遺跡、近野遺跡

74 22.３.18 青森 横内字鏡山 遺跡の有無 建設計画（携帯電話基地局） Ａ 横内猿沢遺跡

75 22.３.29 青森 羽白字沢田 遺跡の有無 物件調査 Ｃ
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第２表　平成22年度（平成22年４～12月）民間からの事業照会一覧

No. 年月日 地区 計画（照会）地 照会内容 照会目的 回答 備考（遺跡・指定文化財名）

1 22.４.１ 青森 妙見2丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

2 22.４.２ 青森 安田字近野 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ａ 近野遺跡

3 22.４.５ 青森 石江字高間 遺跡の有無 建設計画 Ｂ
西高校遺跡、新城平岡（2）・（4）遺跡、高
間（1)遺跡

4 22.４.５ 青森 新町2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

5 22.４.７ 青森 浜田字玉川 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

6 22.４.８ 青森 羽白字富田 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

7 22.４.８ 青森 久須志3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

8 22.４.９ 青森 小柳2丁目 遺跡の有無 建設計画 Ａ 小柳遺跡

9 22.４.９ 青森 大野字笹崎 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

10 22.４.９ 青森 西滝2丁目 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

11 22.４.９ 青森 浜田字玉川 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

12 22.４.９ 青森 大野字山下 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

13 22.４.９ 青森 筒井字八ッ橋 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

14 22.４.９ 青森 新城字平岡 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

15 22.４.９ 青森 大野字山下 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

16 22.４.９ 浪岡 杉沢字山元 遺跡の有無 建設計画 Ａ 山元（3）遺跡

17 22.４.９ 青森 新城字山田 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

18 22.４.９ 青森 荒川字柴田 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

19 22.４.９ 青森 浅虫字蛍谷 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

20 22.４.12 青森 宮田字玉水 遺跡の有無 建設計画 Ｂ 玉水（1）遺跡

21 22.４.12 青森 三内字玉作 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

22 22.４.12 青森 油川字浪返 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

23 22.４.12 青森 北金沢2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

24 22.４.12 青森 千富町1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

25 22.４.13 浪岡 五本松字平野 遺跡の有無 土木工事計画 Ａ 羽黒平（1）遺跡

26 22.４.19 青森 緑1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

27 22.４.19 青森 上野字山辺 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

28 22.４.20 浪岡 五本松字岡本 遺跡の有無 物件調査 Ａ 岡本遺跡

29 22.４.20 浪岡 浪岡字淋城 遺跡の有無 物件調査 Ｂ 浪岡城遺跡

30 22.４.20 浪岡 大釈迦字前田 遺跡の有無 評価額算定 Ａ 早稲田館遺跡

31 22.４.23 青森 三内字丸山 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 三内丸山（5）遺跡

32 22.４.26 青森 桂木3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

33 22.４.26 青森 三内字沢部 遺跡の有無 建設計画 Ｂ 石江遺跡、江渡遺跡

34 22.４.26 青森 駒込字桐ノ沢 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

35 22.４.27 青森 細越字栄山 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ａ 朝日山（2）遺跡

36 22.４.27 青森 新城字平岡 遺跡の有無 物件調査 Ｂ 新城平岡（1）遺跡

37 22.４.27 青森 石江字平山 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

38 22.４.28 青森 造道2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 沢田遺跡

39 22.４.28 青森 野木字野尻 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 野木山口遺跡

40 22.４.28 青森 幸畑字阿部野 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 阿部野（1）遺跡

41 22.４.28 青森 合子沢字松森 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ａ 野木（1）遺跡

42 22.４.28 青森 野木字山口 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

43 22.４.30 青森 篠田3丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

44 22.５.６ 青森 大野字鳴滝 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

45 22.５.10 青森 新城字平岡 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 西高校遺跡、新城平岡（4）遺跡

46 22.５.11 青森 戸山字荒井 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

47 22.５.11 青森 久栗坂字浜田 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

48 22.５.12 青森 幸畑3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 阿部野（1）遺跡

49 22.５.12 青森 松原1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

50 22.５.12 青森 幸畑字阿部野 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ａ 阿部野（1）遺跡

51 22.５.12 青森 安方2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

52 22.５.12 青森 筒井字八ッ橋 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

53 22.５.12 青森 三本木字川崎 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

54 22.５.12 青森 大谷字小谷 遺跡の有無 物件調査 Ａ 大谷小谷遺跡

55 22.５.13 青森 横内字桜峰 遺跡の有無 建設計画 Ｂ 横内（3）遺跡

56 22.５.14 青森 合浦2丁目 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

57 22.５.14 青森 青葉3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

58 22.５.14 青森 六枚橋字不浪知 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

59 22.５.17 青森 本泉1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 露草遺跡

60 22.５.17 青森 横内字亀井 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

61 22.５.18 青森 花園1丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

62 22.５.18 青森 青葉3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

63 22.５.20 青森 三内字丸山 遺跡の有無 物件調査 Ｂ 浪館（1）遺跡

64 22.５.20 浪岡 五本松字平野 遺跡の有無 物件調査 Ｂ 羽黒平（3）遺跡、平野遺跡

65 22.５.20 浪岡 本郷字松元 遺跡の有無 物件調査 Ｂ 本郷八幡宮遺跡

66 22.５.21 青森 大野字若宮 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

67 22.５.24 青森 駒込字月見野 遺跡の有無 物件調査 Ｂ 月見野（5）遺跡

68 22.５.24 青森 石江字江渡 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 高間（6）遺跡、石江遺跡、江渡遺跡

69 22.５.24 青森 戸山字赤坂 遺跡の有無 建設計画 Ａ 赤坂遺跡

70 22.５.27 青森 橋本3丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

71 22.５.28 青森 奥野2丁目 遺跡の有無 土木工事計画 Ｃ

72 22.５.31 青森 妙見2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

73 22.６.１ 青森 古川2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

74 22.６.２ 青森 浜田1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

75 22.６.２ 青森 古川2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ
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No. 年月日 地区 計画（照会）地 照会内容 照会目的 回答 備考（遺跡・指定文化財名）

76 22.６.４ 青森 本町1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

77 22.６.４ 青森 本町1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

78 22.６.４ 青森 本町2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

79 22.６.４ 青森 石江字江渡 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

80 22.６.４ 青森 長島2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

81 22.６.４ 青森 筒井字ハツ橋 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

82 22.６.４ 青森 本町1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

83 22.６.４ 青森 里見1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 三内丸山（8）遺跡

84 22.６.４ 青森 石江字江渡 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 石江遺跡、江渡遺跡、高間（6）遺跡

85 22.６.８ 青森 三内字丸山 遺跡の有無 物件調査 Ａ 浪館（1）遺跡

86 22.６.９ 青森 新城字山田 遺跡の有無 土木工事計画 Ｂ 新城山田（5）遺跡

87 22.６.11 青森 大野字若宮 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

88 22.６.11 青森 橋本3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

89 22.６.11 青森 千刈3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

90 22.６.11 浪岡 銀字杉田 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 神明宮遺跡

91 22.６.11 青森 幸畑字谷脇 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

92 22.６.11 青森 幸畑字阿部野 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ａ 阿部野（3）遺跡

93 22.６.15 青森 桂木3丁目 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

94 22.６.15 青森 新城字山田 遺跡の有無 物件調査 Ｂ 岡町（2）遺跡

95 22.６.15 青森 幸畑5丁目 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

96 22.６.17 青森 荒川字柴田 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

97 22.６.18 青森 浪館字泉川 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

98 22.６.18 青森 金沢1丁目 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

99 22.６.18 浪岡 北中野字天王 遺跡の有無 物件調査 Ａ 浪岡崎（1）遺跡

100 22.６.21 青森 花園2丁目 遺跡の有無 土木工事計画 Ｃ

101 22.６.22 青森 戸門字土筆山 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

102 22.６.22 青森 戸門字土筆山 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 土筆山遺跡、土筆山館遺跡

103 22.６.22 青森 戸門字土筆山 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

104 22.６.22 青森 戸門字土筆山 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

105 22.６.22 青森 浪館前田1丁目 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

106 22.６.24 青森 本町2丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

107 22.６.24 青森 野木字山口 遺跡の有無 物件調査 Ａ 野木（1）遺跡

108 22.６.25 青森 奥内字宮田 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

109 22.６.25 青森 安田字近野 遺跡の有無 物件調査 Ｂ 安田近野（1）遺跡、安田（1）遺跡

110 22.６.28 青森 筒井字ハツ橋 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

111 22.６.28 青森 古館字大柳 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

112 22.６.29 青森 新城字平岡 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 新城平岡（2）遺跡

113 22.６.29 青森 久須志4丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

114 22.６.29 青森 野沢字川部 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

115 22.６.29 青森 富田4丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

116 22.６.30 青森 安田字近野 遺跡の有無 物件調査 Ｂ 安田近野（2）遺跡

117 22.６.30 青森 清水字浜元 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

118 22.６.30 青森 三内字沢部 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

119 22.６.30 青森 はまなす2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

120 22.７.２ 青森 四ツ石字里見 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

121 22.７.５ 青森 新町1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

122 22.７.７ 青森 細越字栄山 遺跡の有無 土木工事計画 Ａ 細越館遺跡

123 22.７.９ 青森 奥野2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

124 22.７.13 青森 千富町2丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

125 22.７.13 青森 鶴ヶ坂字田川 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

126 22.７.13 青森 新城字平岡 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

127 22.７.13 青森 横内字亀井 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

128 22.７.13 青森 高田字日野 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

129 22.７.13 青森 金浜字稲田 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

130 22.７.13 青森 荒川字松尾 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

131 22.７.15 青森 筒井字八ッ橋 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

132 22.７.15 青森 港町2丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

133 22.７.15 青森 小橋字福田 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

134 22.７.15 青森 清水字生田 遺跡の有無 物件調査 Ａ 内真部（4）遺跡

135 22.７.21 青森 野木字野尻 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

136 22.７.21 青森 野木字野尻 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

137 22.７.21 青森 野木字野尻 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

138 22.７.21 青森 野木字野尻 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

139 22.７.22 青森 古館字大柳 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

140 22.７.23 浪岡 大釈迦字山田 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

141 22.７.29 青森 西滝2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

142 22.７.29 青森 長島3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

143 22.７.29 青森 富田4丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

144 22.７.29 青森 駒込字桐ノ沢 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

145 22.７.29 青森 妙見1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

146 22.７.29 浪岡 増館字宮元 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 宮元遺跡、大沼遺跡

147 22.８.２ 青森 鶴ヶ坂字山本 遺跡の有無 土木工事計画 Ｃ

148 22.８.２ 浪岡 長沼字南藤巻 遺跡の有無 土木工事計画 Ｃ

149 22.８.２ 青森 三内字沢部 遺跡の有無 土木工事計画 Ｂ 三内沢部（4）遺跡

150 22.８.３ 青森 大野字若宮 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

151 22.８.４ 青森 高田字朝日山 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 朝日山（2）遺跡

152 22.８.４ 青森 細越字栄山 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 朝日山（2）遺跡、細越遺跡

153 22.８.４ 青森 三内字沢部 遺跡の有無 建設計画 Ｃ
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154 22.８.６ 青森 大野字前田 遺跡の有無 土木工事計画 Ｃ

155 22.８.６ 青森 奥野2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

156 22.８.６ 青森 桜川4丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

157 22.８.６ 青森 鶴ヶ坂字田川 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

158 22.８.６ 青森 浜館1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

159 22.８.10 青森 中佃1丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

160 22.８.11 青森 石江字平山 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

161 22.８.11 青森 古川1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

162 22.８.11 青森 栄町1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

163 22.８.11 青森 浪館前田1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

164 22.８.11 青森 新城字平岡 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

165 22.８.11 青森 東大野2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

166 22.８.11 青森 幸畑字阿部野 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 阿部野（1）遺跡

167 22.８.11 青森 野木字野尻 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 新町野遺跡

168 22.８.17 青森 第二問屋町4丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

169 22.８.17 青森 古川1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

170 22.８.17 青森 富田4丁目 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

171 22.８.18 浪岡 女鹿沢字平野 遺跡の有無 物件調査 Ｂ 長溜池遺跡

172 22.８.18 青森 三好1丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

173 22.８.18 青森 滝沢字下川原 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

174 22.８.18 青森 雲谷字山吹 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

175 22.８.18 青森 久栗坂字浜田 遺跡の有無 建設計画 Ｂ 久栗坂浜田（1）遺跡

176 22.８.19 浪岡 北中野字一本木 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 源常平遺跡

177 22.８.19 浪岡 五本松字松本 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 羽黒平（1）遺跡

178 22.８.19 浪岡 五本松字羽黒平 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ａ 羽黒平（1）遺跡

179 22.８.20 青森 第二問屋町2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

180 22.８.20 青森 橋本2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

181 22.８.23 青森 石江字石神 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

182 22.８.23 青森 野沢字稲荷沢 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

183 22.８.23 青森 鶴ヶ坂字早稲田 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

184 22.８.23 青森 青葉1丁目 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

185 22.８.23 青森 田茂木野字大沢 遺跡の有無 建設計画 Ａ 田茂木野遺跡

186 22.８.23 青森 大谷字小谷 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

187 22.８.23 青森 富田2丁目 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

188 22.８.24 青森 石江字平山 遺跡の有無 建設計画 Ｂ 石江遺跡

189 22.８.24 浪岡 五本松字岡本 遺跡の有無 建設計画 Ａ 岡本遺跡

190 22.８.31 青森 浜田字豊田 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

191 22.９.２ 青森 石江字三好 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

192 22.９.２ 青森 松原1丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

193 22.９.２ 青森 長島2丁目 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

194 22.９.３ 青森 八重田2丁目 遺跡の有無 建設計画 Ｂ 露草遺跡

195 22.９.６ 青森 滝沢字住吉 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

196 22.９.６ 青森 奥野1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

197 22.９.６ 青森 東大野2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

198 22.９.７ 青森 筒井3丁目 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

199 22.９.７ 青森 古館1丁目 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

200 22.９.７ 青森 筒井字八ツ橋 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

201 22.９.７ 青森 橋本3丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

202 22.９.７ 青森 東大野1丁目 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

203 22.９.７ 青森 石江字三好 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

204 22.９.７ 青森 富田3丁目 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

205 22.９.９ 浪岡 細野字沢井 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

206 22.９.９ 青森 入内字駒田 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

207 22.９.10 青森 南佃2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

208 22.９.10 浪岡 下石川字平野 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

209 22.９.10 青森 けやき2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

210 22.９.10 青森 矢田前字本泉 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

211 22.９.10 青森 浦町字奥野 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

212 22.９.10 青森 八幡林字熊谷 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

213 22.９.13 浪岡 銀字杉田 遺跡の有無 物件調査 Ｂ 神明宮遺跡

214 22.９.15 青森 中央1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

215 22.９.16 青森 沖館5丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

216 22.９.16 青森 中佃1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

217 22.９.16 青森 東造道3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

218 22.９.16 青森 高田字川瀬 遺跡の有無 建設計画 Ｂ 高田遺跡

219 22.９.21 青森 幸畑字松元 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

220 22.９.24 青森 清水字生田 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ａ 内真部（4）遺跡

221 22.９.27 青森 三内字沢部 遺跡の有無 建設計画 Ｂ 三内沢部（2）遺跡

222 22.９.28 青森 新田3丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

223 22.９.28 青森 幸畑字阿部野 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 阿部野（2）遺跡

224 22.９.28 浪岡 女鹿沢字西種本 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

225 22.10.１ 青森 矢田前字本泉 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

226 22.10.４ 浪岡 吉野田字平野 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 吉野田平野遺跡

227 22.10.４ 青森 横内字猿沢 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 横内猿沢遺跡

228 22.10.５ 青森 安方2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

229 22.10.６ 青森 浪打1丁目 遺跡の有無 その他 Ｃ

230 22.10.６ 青森 荒川字柴田 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

231 22.10.７ 青森 滝沢字下川原 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 山の井遺跡
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232 22.10.７ 青森 四戸橋字磯部 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

233 22.10.７ 青森 油川字実法 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

234 22.10.７ 青森 油川字柳川 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

235 22.10.７ 青森 新城字福田 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

236 22.10.７ 青森 岡町字松本 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

237 22.10.７ 青森 勝田1丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

238 22.10.８ 青森 松原1丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

239 22.10.８ 青森 金沢5丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

240 22.10.８ 青森 浜田字豊田 遺跡の有無 土木工事計画 Ｃ

241 22.10.８ 青森 浅虫字坂本 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

242 22.10.12 青森 本町3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

243 22.10.12 青森 浜館4丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

244 22.10.12 青森 桂木1丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

245 22.10.12 青森 羽白字池上 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

246 22.10.12 青森 浜館6丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

247 22.10.13 青森 金沢5丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

248 22.10.14 浪岡 女鹿沢字平野 遺跡の有無 物件調査 Ｂ 長溜池遺跡

249 22.10.14 青森 合子沢字松森 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 横内（1）遺跡

250 22.10.14 青森 桜川6丁目 遺跡の有無 土木工事計画 Ｃ

251 22.10.14 浪岡 大釈迦字前田 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ａ 早稲田館遺跡

252 22.10.18 青森 矢作2丁目 遺跡の有無 建設計画 Ｂ 露草遺跡

253 22.10.18 青森 新田字忍 遺跡の有無 建設計画 Ａ 新田（1）遺跡

254 22.10.19 青森 新町2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

255 22.10.19 青森 新城字平岡 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

256 22.10.20 青森 新城字平岡 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

257 22.10.20 青森 横内字神田 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

258 22.10.20 青森 浪館字泉川 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

259 22.10.20 青森 合子沢字松森 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ａ 合子沢松森（2）遺跡

260 22.10.25 青森 筒井字八ツ橋 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

261 22.10.25 青森 港町2丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

262 22.10.25 青森 安田字近野 遺跡の有無 物件調査 Ａ 近野遺跡

263 22.10.26 青森 横内字鏡山 遺跡の有無 建設計画 Ｂ 鏡山遺跡

264 22.10.26 青森 篠田2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

265 22.10.26 青森 青柳1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

266 22.10.26 青森 筒井字八ツ橋 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

267 22.10.26 青森 石江字江渡 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

268 22.10.26 青森 本町2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

269 22.10.26 青森 本町2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

270 22.10.26 青森 本町2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

271 22.10.26 青森 本町2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

272 22.10.26 青森 本町1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

273 22.10.26 青森 本町1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

274 22.10.26 青森 長島2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

275 22.10.26 青森 長島2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

276 22.10.26 青森 本町2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

277 22.10.26 青森 本町1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

278 22.10.26 青森 本町2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

279 22.10.27 青森 篠田3丁目 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

280 22.10.27 青森 新田字忍 遺跡の有無 建設計画 Ａ 新田（1）遺跡

281 22.11.１ 青森 細越字栄山 遺跡の有無 建設計画 Ｂ
栄山（2）遺跡、細越遺跡、朝日山（2）遺
跡

282 22.11.２ 青森 飛鳥字塩越
遺跡の有無
指定文化財の有無

建設計画 Ｃ

283 22.11.２ 青森 野尻字今田
遺跡の有無
指定文化財の有無

建設計画 Ｃ

284 22.11.４ 青森 高田字朝日山 遺跡の有無 建設計画 Ａ 朝日山（2）遺跡

285 22.11.４ 青森 三内字丸山 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

286 22.11.８ 青森 浜館字科 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

287 22.11.８ 青森 南佃2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

288 22.11.８ 青森 本町1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

289 22.11.９ 青森 三内字丸山 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 三内丸山遺跡

290 22.11.９ 青森 安田字近野 遺跡の有無 物件調査 Ｂ 安田近野（1）遺跡

291 22.11.11 青森 桜川6丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

292 22.11.11 青森 栄町1丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

293 22.11.11 青森 合子沢字山崎 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 横内（1）遺跡

294 22.11.11 青森 新城字平岡 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

295 22.11.11 青森 港町2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

296 22.11.11 青森 野尻字今田 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

297 22.11.12 青森 勝田2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

298 22.11.13 青森 浪館前田3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

299 22.11.15 青森 横内字亀井
遺跡の有無
指定文化財の有無

建設計画 Ｃ

300 22.11.15 青森 大谷字山ノ内
遺跡の有無
指定文化財の有無

建設計画 Ｃ

301 22.11.15 青森 長島2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

302 22.11.16 青森 桂木3丁目
遺跡の有無
指定文化財の有無

物件調査 Ｃ

303 22.11.16 青森 孫内字山科 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 孫内遺跡
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No. 年月日 地区 計画（照会）地 照会内容 照会目的 回答 備考（遺跡・指定文化財名）

304 22.11.16 青森 孫内字北原 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

305 22.11.16 青森 孫内字北原 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

306 22.11.16 青森 幸畑3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

307 22.11.17 青森 浅虫字坂本 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

308 22.11.17 青森 浪館前田3丁目 遺跡の有無 その他 Ｃ

309 22.11.22 青森 新町2丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

310 22.11.24 青森 筒井3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

311 22.11.25 青森 千富町1丁目 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

312 22.11.25 青森 浪打1丁目
遺跡の有無
指定文化財の有無

不動産鑑定評価 Ｃ

313 22.11.26 浪岡 増館字富岡 遺跡の有無 物件調査 Ｂ 大沼遺跡、宮元遺跡

314 22.11.26 浪岡 浪岡字稲村 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

315 22.11.26 青森 八重田3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 露草遺跡

316 22.11.29 青森 安田字近野 遺跡の有無 物件調査 Ｂ 近野遺跡

317 22.11.30 青森 桂木3丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

318 22.11.30 青森 桜川6丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

319 22.12.２ 青森 飛鳥字岸田 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

320 22.12.２ 青森 新町1丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

321 22.12.２ 青森 野沢字沢部 遺跡の有無 土木工事計画 Ｃ

322 22.12.２ 青森 三内字沢部 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

323 22.12.２ 青森 石江字江渡 遺跡の有無 物件調査 Ｂ 石江遺跡

324 22.12.６ 青森 富田4丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

325 22.12.６ 青森 中央3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

326 22.12.７ 青森 長島4丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

327 22.12.７ 青森 三内字沢部 遺跡の有無 物件調査 Ａ 三内沢部（3）遺跡

328 22.12.７ 青森 矢作1丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｂ 露草遺跡

329 22.12.８ 浪岡 北中野字北畠 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 沖林遺跡

330 22.12.８ 青森 大野字若宮 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

331 22.12.９ 青森 浜田2丁目 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

332 22.12.９ 青森 新城字平岡 遺跡の有無 建設計画 Ｃ

333 22.12.10 青森 西滝2丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

334 22.12.13 青森 原別7丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

335 22.12.13 青森 桂木4丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

336 22.12.13 青森 勝田9丁目 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

337 22.12.13 青森 東大野2丁目浜田3丁目 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

338 22.12.16 青森 安田字稲森 遺跡の有無 物件調査 Ｃ

339 22.12.17 青森 大字大谷字山ノ内
遺跡の有無
指定文化財等

建設計画 Ｃ

340 22.12.21 青森 戸山字赤坂
遺跡の有無
指定文化財等

物件調査 Ｃ

341 22.12.27 青森 大別内字山吹 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 山吹（3）遺跡

342 22.12.27 青森 大別内字山吹 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 山吹（2）遺跡

343 22.12.27 青森 大別内字山吹 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｂ 山吹（1）遺跡

344 22.12.27 青森 大別内字西田 遺跡の有無 不動産鑑定評価 Ｃ

第３表　平成21年度（平成22年１～３月）市関係課からの事業照会一覧

No. 年月日 照　会　者 地区 計画（照会）地 事業内容・照会（調査）目的 回答
備　　　考

（遺跡・指定文化財名）

1 22.１.５ 用地課 青森 自由ヶ丘2丁目 土地売買届出に係る照会 Ｃ

2 22.１.５ 用地課 青森 野木字野尻 土地売買届出に係る照会 Ｃ

3 22.１.５ 用地課 青森 沢山字野際 土地売買届出に係る照会 Ｂ 沢山平野遺跡

4 22.１.20 農業政策課

青森 六枚橋地区 山城地区ため池等整備事業 Ａ

不浪知遺跡、後潟(9）遺跡、
後潟(10) 遺跡、後潟(12)
遺跡、山城遺跡、山城溜池
遺跡、尻八館遺跡

青森 平新田地区 泉野堰地区ため池等整備事業 Ｂ 三本木遺跡

浪岡 吉野田地区 県営畑地帯総合整備事業
Ａ

岡田遺跡、下石川平野遺
跡、旭(1)遺跡、旭(2)遺跡、
浪岡蛍沢遺跡、下下平遺
跡、中平遺跡

Ｂ 寺屋敷平遺跡

5 22.１.25 用地課 青森 駒込字深沢 土地売買届出に係る照会 Ｂ 深沢(1)遺跡

6 22.１.25 産業政策課 青森 矢田前字弥生田 温泉法第3条第1項に基づく申請 Ｃ

7 22.２.１ 上下水道整備課

青森 三内字沢部
新青森駅南通り線道路整備工事に伴う配水
管布設工事その2

Ａ
三内沢部(3)遺跡・石江遺
跡

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

Ｂ 新城山田(1)遺跡

青森 戸門字山部
鶴ヶ坂千刈線凍雪害防止工事に伴う配水管
移設工事

Ｂ 戸門館遺跡

青森 石江字岡部
3・2・2号内環状線（石江）道路工事に伴う
配水管布設工事その1

Ｂ 岡部遺跡

青森 石江字岡部
3・2・2号内環状線（石江）道路工事に伴う
配水管布設工事その2

Ｂ 岡部遺跡

青森 石江字高間
石神通り線道路整備事業に伴う配水管布設
工事

Ｂ 高間(6)遺跡

青森 石江字高間
3・4・2号西滝新城線道路改築工事に伴う配
水管布設工事

Ｂ 高間(6)遺跡
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No. 年月日 照　会　者 地区 計画（照会）地 事業内容・照会（調査）目的 回答
備　　　考

（遺跡・指定文化財名）

7 22.２.１ 上下水道整備課

青森 石江字高間
新青森駅南通り船道路整備工事に伴う配水
管布設工事その1

Ｂ 高間(6)遺跡・石江遺跡

青森 はまなす2丁目 はまなす2丁目地区配水管布設工事その1 Ｂ 小柳遺跡

青森 はまなす2丁目 はまなす2丁目地区配水管布設工事その2 Ｂ 小柳遺跡

青森 野尻字野田、横内字亀井
河川改修（横内側上四ツ石橋）に伴う配水
管仮設工事

Ｂ
野尻館遺跡、四ツ石(3）遺
跡、横内城跡

青森 横内字桜峯 亀井ポンプ所上屋建築工事 Ｂ
桜峯(2)遺跡、横内猿沢遺
跡

青森 浅虫字山下
県道増田浅虫線電線共同溝整備に伴う配水
管移設工事

Ｂ 多宇末井館遺跡

浪岡 杉沢字山元 浪岡長ヶ沢第1号橋水管架替工事 Ｂ 山元(3)遺跡

青森 西田沢字沖津
国道280号浜田橋架替に伴う配水管仮設工
事

Ｃ

青森 富田・沖館地区 富田・沖館地区配水管布設工事その2 Ｃ

青森 石江字平山 石江平山地区配水管布設工事 Ｃ

青森 千刈4丁目 千刈4丁目地区配水管布設工事その1 Ｃ

青森 千刈4丁目 千刈4丁目地区配水管布設工事その2 Ｃ

青森 花園2丁目 花園2丁目地区配水管布設工事その1 Ｃ

青森 花園2丁目 花園2丁目地区配水管布設工事その2 Ｃ

青森 桜川・筒井地区
桜川・筒井地区融流雪溝整備工事に伴う配
水管移設工事

Ｃ

青森 浜館・田屋敷地区 浜館・田屋敷地区配水管布設工事その3 Ｃ

青森 駒込字桐ノ沢 駒込桐ノ沢地区配水管布設工事 Ｃ

浪岡 王余魚沢字北村元
県道青森浪岡線道路工事に伴う配水管布設
工事

Ｃ

浪岡 女鹿沢字花岡 花岡配水場場内整備工事 Ｃ

浪岡 浪岡字淋城 浪岡北小学校北側配水管布設工事 Ｃ

浪岡 浪岡字淋城 浪岡南警察署北側配水管布設工事 Ｃ

浪岡 女鹿沢地区 浪岡女鹿沢地区配水管布設工事 Ｃ

8 22.２.15 環境政策課 青森 鶴ヶ坂字山本 砂利採取の認可 Ｃ

9 22.２.22 用地課 青森 新城字平岡 土地売買届出に係る照会 Ｃ

10 22.３.４ 公園河川課 青森

野内地区 野内地区排水路（その2）工事 Ｃ

八重田地区 武兵衛川整備工事 Ｃ

荒川地区 荒川地区排水路工事 Ｃ

問屋町地区 問屋町地区排水路工事 Ｃ

原別地区 原別地区排水路工事 Ｃ

後萢地区 後萢地区排水路工事 Ｂ
後萢遺跡、桑原稲荷神社遺
跡

油川地区 油川地区排水路（その3）工事 Ｃ

新城地区 新城地区排水路工事 Ｂ
西高校遺跡、新城平岡(4)
遺跡

11 22.３.８ 建築指導課 青森 新城字山田 畜産業に係る規制関係法令
Ａ

新城平岡(4)遺跡、新城平
岡(5)遺跡

Ｂ 新城平岡(8)遺跡

12 22.３.12 浪岡事務所市民課 浪岡 大釈迦字沢田 砂利採取計画の認可 Ｃ

13 22.３.17 用地課 青森

三内字丸山

土地売買届出に係る照会

Ｂ 三内丸山(6)遺跡

戸門字山部 Ａ 戸門館遺跡

田茂木野字大沢 Ｂ 田茂木野遺跡

14 22.３.26 道路維持課 青森

篠田地区 篠田地区側溝（その4）工事 Ｃ

富田地区 富田地区側溝（その9）工事 Ｃ

石江地区 石江地区側溝工事 Ｃ

三内地区 三内地区側溝（その5）工事 Ｂ 三内沢部(3)遺跡

三内地区 三内地区側溝（その6）工事 Ｃ

油川地区 油川地区側溝（その4）工事 Ｃ

油川地区 油川地区側溝（その5）工事 Ｃ

浜田地区 浜田地区側溝（その4）工事 Ｃ

浜田地区 浜田地区側溝（その5）工事 Ｃ

大野地区 大野地区側溝（その6）工事 Ｃ

大野地区 大野地区側溝（その7）工事 Ｃ

浪館前田地区 浪館前田地区側溝（その6）工事 Ｃ

浪館前田地区 浪館前田地区側溝（その7）工事 Ｃ

浪館前田地区 浪館前田地区側溝（その8）工事 Ｃ

横内地区 横内地区側溝工事 Ｃ

佃地区 佃地区側溝工事 Ｃ

小柳地区 小柳地区側溝（その4）工事 Ｃ

小柳地区 小柳地区側溝（その5）工事 Ｃ

田茂木野 田茂木野地区側溝工事 Ｃ

15 22.３.29 用地課 青森
古川1丁目 土地売買届出に係る照会 Ｃ

浜田字玉川 土地売買届出に係る照会 Ｃ

第４表　平成22年度（平成22年４～12月）市関係課からの事業照会一覧

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

1 22.４.９ 商工業政策課 青森 沖館2丁目 温泉法第3条第1項に基づく照会 Ｃ

2 22.４.14 用地課 青森 富田3丁目 土地売買等届出に係る照会 Ｃ

3 22.４.16 環境政策課 青森 築木館字布引 岩石採取計画の認可に係る照会 Ｂ 築木館遺跡

4 22.４.20 保健予防課 青森 佃2丁目 青森市保健所整備事業 Ｂ 佃遺跡
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No. 年月日 照会者 地区 計画（照会）地 事業内容・照会（調査）目的 回答 回答

5
22.５.６ 農業政策課

青森 細越字栄山
青森農業振興地域整備計画の変更に係る照
会

Ａ 細越館遺跡

6 青森 戸山字安原
青森農業振興地域整備計画の変更に係る照
会

Ｃ

7

22.５.11 道路維持課

青森 新城地区
道路新設改良　道路整備事業新城地区側溝
工事

Ｃ

8 青森 三内地区
道路新設改良　道路整備事業三内地区側溝
工事

Ｃ

9 青森 新町地区
道路新設改良　道路整備事業新町地区側溝
工事

Ｃ

10 青森 上野地区
道路新設改良　道路整備事業上野地区側溝
工事

Ｃ

11 22.５.25 浪岡事務所総務課 浪岡 浪岡字浅井 浅井地区倉庫解体工事 Ａ 川原館遺跡

12 22.６.８ 道路建設課 青森 石江字高間～字江渡 石神通り線整備工事 Ｂ
高間（1）遺跡、高間（6）
遺跡

13

22.６.９ 道路維持課

青森 柳川地区 柳川地区側溝工事 Ｃ

14 青森 石江地区 石江地区側溝工事 Ｂ 高間（1）遺跡

15 青森 孫内地区 孫内地区側溝工事 Ｃ

16 青森 東部地区 東部地区側溝工事 Ｃ

17
22.６.15 公園河川課

青森 戸門地区 大袋川護岸工事 Ｂ
戸門館遺跡、土筆山館遺
跡、土筆山遺跡

18 青森 金沢5丁目 金沢地区排水路工事 Ｃ

19
22.６.16 学務課

青森 新城字平岡 青森市立新城中学校旧屋内運動場解体工事 Ｂ 新城平岡（3）遺跡

20 青森 新城字平岡 青森市立新城中学校屋外体育施設整備工事 Ｂ 新城平岡（3）遺跡

21

22.７.７ 道路維持課

青森 篠田地区 篠田地区側溝（その1）工事 Ｃ

22 青森 篠田地区 篠田地区側溝（その2）工事 Ｃ

23 青森 久須志地区 久須志地区側溝工事 Ｃ

24 青森 富田地区 富田地区側溝工事 Ｃ

25 青森 石江地区 石江地区側溝（その4）工事 Ｃ

26 青森 三内地区 三内地区側溝（その2）工事 Ｃ

27 青森 油川地区 油川地区側溝工事 Ｃ

28 青森 三内地区 三内地区舗装工事 Ｃ

29 青森 油川地区 油川地区舗装工事 Ｃ

30 青森 新町地区 古川長島通り線歩道補修工事 Ｃ

31 青森 浜田地区 浜田地区側溝工事 Ｃ

32 青森 大野地区 大野地区側溝工事 Ｃ

33 青森 大野地区 大野地区側溝（その2）工事 Ｃ

34 青森 牛館地区 牛館地区側溝工事 Ｃ

35 青森 金浜地区 金浜地区側溝工事 Ｃ

36 青森 浜館地区 浜館地区側溝工事 Ｃ

37 青森 東部地区 東部地区道路（その2）工事 Ｂ 玉水（5）遺跡

38 青森 篠田地区 篠田地区歩道工事 Ｃ

39
22.７.８ 上下水道整備課

浪岡 本郷字松元 浪岡汚水準幹線第4工区工事 Ａ 本郷八幡宮遺跡

40 浪岡 本郷字松元 浪岡汚水準幹線第4工区工事 Ｂ 篠原遺跡

41 22.７.８ 建築指導課 青森 羽白字沢田 都市計画法上の建築許可 Ｃ

42

22.８.11 道路維持課

青森 富田地区 富田地区側溝（その2）工事 Ｃ

43 青森 石江地区 石江地区側溝（その5）工事 Ｃ

44 青森 新城地区 新城地区側溝（その2）工事 Ｃ

45 青森 六枚橋地区 六枚橋地区側溝工事 Ｃ

46 青森 後潟地区 後潟地区側溝工事 Ｃ

47 青森 奥野地区 奥野地区側溝工事 Ｃ

48 青森 浪館前田地区 浪館前田地区側溝工事 Ｃ

49 青森 浪館前田地区 浪館前田地区側溝（その2）工事 Ｃ

50 青森 浪館前田地区 浪館前田地区側溝（その3）工事 Ｃ

51 青森 大野地区 大野地区側溝（その3）工事 Ｃ

52 青森 野尻地区 野尻地区側溝工事 Ｂ 野尻館遺跡

53 青森 野尻地区 野尻地区側溝工事 Ｃ

54 青森 小柳地区 小柳地区側溝工事 Ｃ

55 青森 筒井地区 筒井地区側溝工事 Ｃ

56 青森 幸畑地区 幸畑地区側溝工事 Ｃ

57 青森 原別地区 原別地区側溝工事 Ｃ

58 青森 駒込地区 駒込地区側溝工事 Ｃ

59 青森 諏訪沢地区 諏訪沢地区側溝工事 Ｃ

60 22.８.11 農業政策課 浪岡 女鹿沢字稲本
浪岡農業振興地域整備計画の変更に係る意
見照会

Ｃ

61 22.８.11 都市整備部長（用地課） 青森 幸畑字谷脇 土地売買等の届出に係る照会 Ｃ

62 22.８.11 都市整備部長（用地課） 青森 幸畑字谷脇 土地売買等の届出に係る照会 Ｃ

63 22.８.11 都市整備部長（用地課） 青森 幸畑字阿部野 土地売買等の届出に係る照会 Ａ 阿部野（3）遺跡

64 22.８.12 都市整備部長（用地課） 青森 三内字丸山 土地売買等の届出に係る照会 Ｂ 三内丸山（5）遺跡

65 22.８.12 都市整備部長（用地課） 青森 大野字笹崎 土地売買等の届出に係る照会 Ｃ

66 22.８.23 都市整備部長（用地課） 青森 野木字山口 土地売買等の届出に係る照会 Ａ 野木（1）遺跡

67 22.９.１ 市民生活課 青森 大別内字葛野 青森市八甲田霊園4区暗渠工事 Ａ 葛野（3）遺跡

68 22.９.１ 市民生活課 青森 駒込字月見野 青森市月見野霊園電灯修繕工事 Ｂ 月見野霊園遺跡

69 22.９.１ 市民生活課 青森 三内字沢部 霊園・墓園管理運営事業 Ｂ
三内沢部（1）遺跡、三内
霊園遺跡

70 22.９.８ 上下水道整備課 青森 浪館字平岡 浪館汚水準幹線第1工区工事 Ａ 浪館（2）遺跡

71
22.９.８ 道路維持課

青森 安田地区 安田地区側溝工事 Ｂ 安田近野遺跡

72 青森 清水地区 清水地区側溝工事 Ｃ
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No. 年月日 照会者 地区 計画（照会）地 事業内容・照会（調査）目的 回答 回答

73

22.９.８ 道路維持課

青森 三内地区 三内地区側溝（その3）工事 Ｂ
三内丸山遺跡、浪館（1）
遺跡

74 青森 勝田地区 勝田地区側溝工事 Ｃ

75 青森 茶屋町地区 茶屋町地区側溝工事 Ｃ

76 青森 八幡林地区 八幡林地区側溝工事 Ｃ

77 青森 後萢地区 後萢地区側溝工事 Ｃ

78 青森 篠田地区 篠田地区歩道（その2）工事 Ｃ

79 青森 中央地区 中央地区歩道工事 Ｃ

80 青森 茶屋町地区 茶屋町地区歩道工事 Ｃ

81 青森 花園地区 花園幸畑線中央分離帯改良工事 Ｃ

82 22.９.15 建築指導課 青森 野尻字野田 横内小学校体育館建設 Ａ 野尻野田遺跡

83 22.９.22 商工業政策課 青森 柳川2丁目
温泉法第3条第1項に基づく温泉試掘許可申
請に係る意見照会

Ｃ

84

22.10.５ 道路維持課

青森 富田地区 富田地区側溝その3）工事 Ｃ

85 青森 富田地区 富田地区側溝（その4）工事 Ｃ

86 青森 油川地区 油川地区測量（その4） Ｃ

87 青森 浦町地区 浦町地区側溝工事 Ｃ

88 青森 雲谷地区 浦町地区側溝工事 Ｃ

89 青森 大野地区 大野地区側溝（その4）工事 Ｃ

90 青森 大野地区 大野地区舗装（その2）工事 Ｃ

91 青森 筒井地区 筒井地区側溝（その2）工事 Ｃ

92 青森 駒込地区 駒込地区側溝（その2）工事 Ｃ

93 青森 原別地区 原別地区側溝（その2）工事 Ｃ

94 青森 東部地区 東部地区道路（その3）工事 Ｃ

95 青森 東部地区 東部地区道路（その3）工事 Ｃ

96 青森 東部地区 東部地区道路（その3）工事 Ｃ

97 青森 幸畑地区 幸畑地区歩道工事 Ｂ 大矢沢野田遺跡

98 22.10.６ 用地課 青森 花園1丁目 土地売買等の届出に係る照会 Ｃ

99 22.10.15 用地課 青森 油川字柳川 土地売買等の届出に係る照会 Ｃ

100 22.10.15 用地課 青森 第二問屋町2丁目 土地売買等の届出に係る照会 Ｃ

101 22.11.２ 市民生活課 青森 駒込字月見野 青森市月見野霊園6区9区暗渠工事 Ｂ 月見野霊園遺跡

102 22.11.５ 市民生活課 青森 三内字沢部 青森市三内霊園階段修繕工事 Ｂ 三内霊園遺跡

103 22.11.４ 子どもしあわせ課 青森 石江字江渡 すみれ寮改修工事 Ｂ 高間（6）遺跡

104 22.11.５ 用地課 青森 鶴ヶ坂字山本 土地売買等の届出に係る照会 Ｃ

105 22.11.５ 用地課 青森 鶴ヶ坂字山本 土地売買等の届出に係る照会 Ｃ

106 22.11.５ 道路維持課 青森 三内地区 三内地区歩道工事 Ｂ 浪館（1）遺跡

107 22.11.19 用地課 青森 橋本三丁目 土地売買等の届出に係る照会 Ｃ

108 22.12.２ 都市整備課 浪岡 五本松字平野 道路維持工事 Ｂ 羽黒平（3）遺跡

109

22.12.８ 農地林務課

青森 細越字栄山
青森農業振興地域整備計画の変更に係る意
見照会

Ｃ

110 青森 孫内字山科
青森農業振興地域整備計画の変更に係る意
見照会

Ｃ

111 浪岡 女鹿沢字東種本
浪岡農業振興地域整備計画の変更に係る意
見照会

Ｃ

112 浪岡 女鹿沢字東種本
浪岡農業振興地域整備計画の変更に係る意
見照会

Ｃ

113 22.12.14 用地課 青森 新田三丁目 土地売買等の届出に係る照会 Ｃ

第５表　平成21年度（平成22年１～３月）埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等に係る届出等
　　　　（文化財保護法第93条第１項（届出）・第94条（通知）関係）

No. 遺跡名 地区 開発事業概要
計画（照会）地

県教育委員会からの開発事業への
対応に係る通知

条文 提出年月日 提　出　者 伝達月日 文書番号 通知内容

1 後潟(1)遺跡 青森 電線埋設・電柱移設 94条 H22.１.27 東北新幹線建設局 H22.２.２ 青教文第1310号 慎重工事

2 新城平岡(7)遺跡 青森 道路築造 94条 H22.２.９ 青森市 H22.３.12 青教文第1508号 発掘調査

3
三内沢部(3）遺跡・石江
遺跡

青森 下水道工事 94条 H22.２.17 青森市 H22.３.12 青教文第1496号 工事立会

4 新城平岡(2)遺跡 青森 道路築造 94条 H22.２.９ 青森市 H22.３.16 青教文第1507号 発掘調査

第６表　平成22年度（平成22年４～12月）埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等に係る届出等
　　　　（文化財保護法第93条第１項（届出）・第94条（通知）関係）

No. 遺跡名 地区 開発事業概要
計画（照会）地

県教育委員会からの開発事業への
対応に係る通知

条文 提出年月日 提　出　者 伝達月日 文書番号 通知内容

1 安田(1)遺跡 青森 アパート建築 93条 H22.４.５ 個人 H22.４.５ 青教文第304号 工事立会

2 朝日山(1)遺跡 青森 鉄塔建設 93条 H22.４.16 民間 H22.５.27 青教文第295号 発掘調査

3 朝日山(3)遺跡 青森 鉄塔建設 93条 H22.４.16 民間 H22.５.27 青教文第296号 発掘調査

4 羽黒平(1)遺跡 浪岡 倉庫・資材置場等 93条 H22.４.20 民間 H22.６.２ 青教文第335号 工事立会

5 後潟(1)遺跡 青森 東北新幹線工事 94条 H22.４.15
鉄道建設運輸施設整

備支援機構
H22.６.１ 青教文第320号 発掘調査

6 駒込館遺跡 青森 資材置場 93条 H22.５.13 民間 H22.５.28 青教文第305号 工事立会

7 朝日山(1)遺跡 青森 鉄塔建設に係る仮設工事 93条 H22.５.18 民間 H22.６.８ 青教文第371号 発掘調査

8 朝日山(3)遺跡 青森 鉄塔建設に係る仮設工事 93条 H22.５.18 民間 H22.６.８ 青教文第372号 発掘調査

9 石江遺跡 青森 道路建設 94条 H22.４.22 青森市 H22.６.11 青教文第399号 工事立会

10 三内沢部(3)遺跡 青森 道路建設 94条 H22.４.22 青森市 H22.６.11 青教文第400号 工事立会

11 小柳遺跡 青森 携帯電話鉄塔建設 93条 H22.６.４ 民間 H22.６.15 青教文第411号 慎重工事
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No. 遺跡名 地区 開発事業概要
計画（照会）地

県教育委員会からの開発事業への
対応に係る通知

条文 提出年月日 提　出　者 伝達月日 文書番号 通知内容

12 赤坂遺跡 青森 住宅建設 93条 H22.６.１ 個人 H22.６.15 青教文第410号 工事立会

13 新城平岡(5)遺跡 青森 国道7号拡張工事 94条 H22.６.21
国土交通省　東北地

方整備局
H22.６.29 青教文第461号 慎重工事

14 本郷八幡宮遺跡 浪岡 下水道整備 94条 H22.７.15 青森市 H22.８.４ 青教文第603号 工事立会

15 米山(1)遺跡 青森
新青森県総合運動公園　　　　
球技場整備工事

94条 H22.７.21 東青地域県民局 H22.８.10 青教文第622号 慎重工事

16
山下遺跡、米山(2)遺跡、
宮田館遺跡

青森
新青森県総合運動公園陸
上競技場緑化工事　　　

94条 H22.７.21 東青地域県民局 H22.８.10 青教文第625号 慎重工事

17 上野尻遺跡 青森
新青森県総合運動公園陸
上競技場園路舗装等工事　　　

94条 H22.７.21 東青地域県民局 H22.８.10 青教文第623号 慎重工事

18 宮田館遺跡 青森
新青森県総合陸上競技場
外周柵設置工事

94条 H22.７.21 東青地域県民局 H22.８.10 青教文第624号 慎重工事

19 玉水(4)遺跡 青森
青森県立青森工業高校外
構工事

94条 H22.８.６ 青森県 H22.８.20 青教文第702号 慎重工事

20 山元(3)遺跡 浪岡 携帯電話鉄塔建設 93条 H22.８.20 民間 H22.９.10 青教文第739号 工事立会

21 岡本遺跡 浪岡 住宅解体・除去 93条 H22.９.１ 個人 H22.９.15 青教文第759号 工事立会

22 浪館(2)遺跡 青森 下水道布設 94条 H22.９.８ 青森市 H22.９.15 青教文第761号 工事立会

23 葛野(3)遺跡 青森 暗渠埋設 94条 H22.９.７ 青森市 H22.９.15 青教文第760号 工事立会

24 上野尻遺跡 青森
新青森県総合運動公園テ
ニスコート増設

94条 H22.９.７ 東青地域県民局 H22.９.15 青教文第766号 慎重工事

25 米山(1)遺跡 青森
新青森県総合運動公園球
技場関連工事

94条 H22.９.７ 東青地域県民局 H22.９.16 青教文第776号 慎重工事

26 川原館 浪岡 倉庫解体・除去 93条 H22.９.９ 青森市 H22.10.６ 青教文第839号 工事立会

27 細越館遺跡 青森 駐車場拡張 93条 H22.10.１ 民間 H22.10.25 青教文第913号 慎重工事

28 夏井田(9)遺跡 青森 東北新幹線工事 94条 H22.12.１
鉄道建設運輸施設整

備支援機構
H22.12.10 青教文第1147号 慎重工事



第Ⅲ章　埋蔵文化財包蔵地の登録等

　青森市内における周知の埋蔵文化財包蔵地（以下、「遺跡」とする）は、平成22年３月31日時点で408遺跡

（青森地区315遺跡、浪岡地区93遺跡）が登録されている。

　その後、範囲変更を行った遺跡が２件となったが、平成23年２月末日現在においても遺跡数に変化はない。

　平成22年度中に行った遺跡の範囲変更の概要は、以下のとおりである。

１．範囲変更遺跡
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第Ⅳ章　分布調査

第１節　後潟地区

１．調査概要

　　調査地：青森市大字後潟字後潟山　　　調査期間：平成22年６月９日

２．調査に至る経過

　　後潟地区の山林で森林が伐採されているという地元住民からの情報により、付近の分布調査を実施した。

３．調査結果

　　調査の結果、対象地は国有林で大規模な伐採と重機進入路部分の掘削が行われていた。対象地は周知の

遺跡範囲外であり、遺構・遺物は確認できなかった。しかし、事業者によると今後、伐採範囲を拡大する

とのことで、今回の伐採範囲に隣接する尻八館跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳201－026）の遺跡範囲に

及ぶ可能性が高いことから、後日、青森県教育庁文化財保護課に連絡し、対応を依頼した。

第２節　社元地区

１．調査概要

　　調査地：青森市浪岡大字高屋敷字社元　　　調査期間：平成22年８月26日

２．調査に至る経過

　　今年度は、浪岡地区において遺跡分布の希薄な社元地区について現地調査を実施し、調査地点は社元遺

跡、板橋野山遺跡付近を対象とした。

３．調査結果

　　調査の結果、既存の社元遺跡の南側の広い範囲で、平安時代の土師器・須恵器等の散布を確認すること

ができ、板橋野山遺跡の南側においては、平安時代の土師器・須恵器を確認できた。以上の結果を踏まえ、

社元遺跡と板橋野山遺跡の遺跡範囲を拡張した（第章参照）。
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写真１　分布調査
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後潟地区近景①（E→） 後潟地区近景②（S→）

社元遺跡近景（N→） 社元遺跡遺物確認状況①

社元遺跡遺物確認状況② 板橋野山遺跡近景②（N→）

板橋野山遺跡遺物確認状況① 板橋野山遺跡確認状況②



第Ⅴ章　試掘・確認調査

第１節　羽黒平（１）遺跡

１．調査概要

　　調 査 地：青森市浪岡大字五本松字羽黒平　　　　開発行為：資材置場造成・倉庫建築

　　調査期間：平成22年４月20日　　　　　　　　　　調査面積：190

２．調査に至る経緯

　　平成22年４月13日、当課に資材置場造成・倉庫建築に係る「埋蔵文化財（遺跡）等協議書」が事業者よ

り提出された。遺跡地図と照合した結果、対象地が羽黒平（１）遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号

201－344）に該当していたことから、発掘調査の要否を目的とした確認調査を実施した。

３．調査方法

　　開発予定地（2,908）にトレンチ７基を設定し、重機による掘削後、ジョレンがけにより遺構確認を実

施した。

４．調査結果

　　調査の結果、北側を除いて概ねプライマリーな堆積が確認でき、南側に設置したトレンチより竪穴遺構、

土坑、溝跡等を確認したほか、土師器・須恵器が出土した。資材置場・倉庫建設に係る基礎の深度は、各

トレンチの遺構確認面の深さまで及ばないことから、工事に際しては立会工事が望ましいと判断した。
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第２節　駒込館遺跡

１．調査概要

　　調 査 地：青森市大字駒込字月見野　　　　　　　　開発行為：資材置場（法面掘削）

　　調査期間：平成22年５月11日　　　　　　　　　　　調査面積：75

２．調査に至る経緯

　　平成22年３月１日、当課に土地造成に係る「埋蔵文化財（遺跡）等協議書」が事業者より提出された。

遺跡地図と照合した結果、対象地が駒込館遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号201－048）に該当して

いたことから、発掘調査の要否を目的とした確認調査を実施した。

３．調査方法

　　敷地内（約1,600）のうち法面掘削を予定している区域を対象にトレンチ８基を設定し、重機による掘

削後、ジョレンがけにより遺構確認を実施した。

４．調査結果

　　調査の結果、調査区内の土層は一部、盛土されており、盛土の下位から概ねプライマリーな堆積を呈し

ていたが、遺構・遺物は確認できなかった。以上の結果を踏まえ、法面掘削に際しては立会工事が望まし

いと判断した。なお、敷地のほぼ中央には竪穴住居跡等が残存しているため（市内遺跡発掘調査報告書11，

2003参照）、遺構に影響のないよう砕石等で保護する予定となっている。
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第３節　小柳遺跡

１．調査概要

　　調 査 地：青森市小柳１丁目　　　　　　　　　　開発行為：携帯電話鉄塔建設

　　調査期間：平成22年５月25日　　　　　　　　　　調査面積：４

２．調査に至る経緯

　　平成22年４月９日、当課に携帯電話鉄塔建設に係る「埋蔵文化財（遺跡）等協議書」が事業者より提出

された。遺跡地図と照合した結果、対象地が小柳遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号201－060）に該

当していたことから、発掘調査の要否を目的とした確認調査を実施した。

３．調査方法

　　開発予定地（４）をトレンチ１基として設定し、重機による掘削後、ジョレンがけによる遺構確認を

実施した。

４．調査結果

　　調査区内はアスファルト敷きの駐車場内に位置している。トレンチ内はアスファルト設置時に砂利や土

が盛土されており、遺構・遺物は確認できなかった。以上の結果を踏まえ、工事に際しては慎重工事が望

ましいと判断した。
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第４節　朝日山（１）・（３）遺跡

１．調査概要

　　調 査 地：青森市大字高田字朝日山　　　　　　　開発行為：鉄塔建設

　　調査期間：平成22年６月11日～６月12日　　　　　調査面積：53

２．調査に至る経緯

　　東北電力株式会社青森支店が計画する高圧送電線建設予定地が朝日山（１）遺跡（青森県埋蔵文化財包

蔵地台帳番号201－165）、朝日山（３）遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号201－198）に該当しており、

両遺跡とも平成20年度に鉄塔部分の調査を終了していた。しかし、仮設工事部分が未調査であったため、

本年度に仮設工事部分における発掘調査の要否を目的とした確認調査を実施した。

３．調査方法

　　朝日山（１）遺跡では開発予定地（542）にトレンチ５基、朝日山（３）遺跡では開発予定地（715）

にトレンチ10基を設定し、重機による掘削後、ジョレンがけにより遺構確認を実施した。

４．調査結果

　　調査の結果、朝日山（１）遺跡の調査区は、変電所建設の際に一部整地されているが、整地層と考えら

れるローム層の下からプライマリーな土層が堆積しており、遺構・遺物は確認できなかった。朝日山（３）

遺跡の調査区は、概ねプライマリーな堆積を呈しており、縄文時代前期の土器が出土したが、遺構は確認

できなかった。以上の結果を踏まえ、工事に際しては立会工事が望ましいと判断した。
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第５節　赤坂遺跡

１．調査概要

　　調 査 地：青森市大字戸山字赤坂　　　　　　　開発行為：住宅建設

　　調査期間：平成22年７月１日　　　　　　　　　調査面積：４

２．調査に至る経緯

　　平成22年５月24日、当課に住宅建設に係る「埋蔵文化財（遺跡）等協議書」が事業者より提出された。

遺跡地図と照合した結果、対象地が赤坂遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号201－053）に該当してい

たことから、発掘調査の要否を目的とした確認調査を実施した。

３．調査方法

　　開発予定地（219）にトレンチ２基を設定し、人力による掘削後、ジョレンがけにより遺構確認を実施

した。

４．調査結果

　　調査の結果、各トレンチ内の土層は概ねプライマリーな堆積を呈していたが、遺構・遺物は確認できな

かった。以上の結果を踏まえ、工事に際しては慎重工事が望ましいと判断した。
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第６節　浪館（１）遺跡

１．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

　　調査期間：平成22年８月５日　　　　　　　　調査面積：15

２．調査に至る経緯

　　平成22年６月８日、当課に個人住宅建設に係る「埋蔵文化財（遺跡）等協議書」が事業者より提出され

た。遺跡地図と照合した結果、対象地が浪館（１）遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号201－011）に

該当していたことから、発掘調査の要否を目的とした確認調査を実施した。

３．調査方法

　　開発予定地（179）にトレンチ４基を設定し、重機による掘削後、ジョレンがけにより遺構確認を実施

した。

４．調査結果

　　調査の結果、調査区内は砂利やシラスが１ｍ以上盛土され、地山付近はプライマリーな堆積を呈してい

たが、遺構・遺物は確認できなかった。以上の結果を踏まえ、工事に際しては立会工事が望ましいと判断

した。
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第７節　山元（３）遺跡

１．調査概要

　　調 査 地：青森市浪岡大字杉沢字山元　　　　開発行為：携帯電話鉄塔建設

　　調査期間：平成22年８月27日　　　　　　　　調査面積：２

２．調査に至る経緯

　　平成22年４月９日、当課に携帯電話鉄塔建設に係る「埋蔵文化財（遺跡）等協議書」が事業者より提出

された。遺跡地図と照合した結果、対象地が山元（３）遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号201－383）

に該当していたことから、発掘調査の要否を目的とした確認調査を実施した。

３．調査方法

　　開発予定地（1.1）にトレンチ２基を設定し、人力による掘削後、ジョレンがけにより遺構確認を実施

した。

４．調査結果

　　調査の結果、調査区内は概ねプライマリーな堆積を呈しており、２Ｔより平安時代と考えられる土坑を

１基確認したが、１Ｔからは遺構・遺物は確認できなかった。鉄塔建設に係る掘削深度は２Ｔの土坑を確

認した遺構確認面を越えないと考えられることから、工事に際しては立会工事が望ましいと判断した。
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第８節　野尻野田遺跡隣接地

１．調査概要

　　調 査 地：青森市大字野尻字野田　　　　開発行為：校舎建築

　　調査期間：平成22年11月16・17日　　　　調査面積：65

２．調査に至る経緯

　　平成22年９月15日、当課に横内小学校校舎建築に係る「埋蔵文化財（遺跡）等協議書」が当委員会学務

課より提出された。遺跡地図と照合した結果、対象地が野尻野田遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号

201－283）等と隣接していたことから、遺跡の有無確認を目的に試掘調査を実施した。

３．調査方法

　　開発予定地（21,875）にトレンチ

４基を設定し、重機による掘削後、ジョ

レンがけにより遺構確認を実施した。

４．調査結果

　　調査の結果、盛土が施されている１

Ｔを除いて、概ねプライマリーな堆積

が確認でき、１Ｔより土師器１点、３

Ｔより土師器２点、４Ｔより土師器が

確認できたが、遺構は確認できなかっ

た。

　　以上の結果、遺物のみの確認であっ

たことから、新規遺跡の登録や既存遺

跡の範囲拡張には至らなかった。

　　また、工事計画については、引き続

き当課と協議をしながら進めることと

した。
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第９節　小牧野遺跡

１．調査概要

　　調 査 地：青森市大字野沢字小牧野　　　　　　開発行為：施設建設

　　調査期間：平成22年11月16日～11月26日　　　　調査面積：201

２．調査に至る経緯

　　当委員会が計画する小牧野遺跡保存管理施設建設候補地内に対し発掘調査の要否を目的とした確認調査

を実施した。なお、本施設建設候補地は小牧野遺跡内ではあるが、国指定の史跡範囲の外側に位置している。

３．調査方法

　　建設候補地にトレンチ16基を設定し、重機による掘削後、ジョレンがけにより、遺構確認を行った。

４．調査結果

　　調査の結果、各トレンチ内の土層は概ねプライマリーな堆積を呈しており、11Ｔより時期不明の竪穴遺

構を１基確認した。また、２Ｔより縄文時代前期・中期の土器、３Ｔより縄文時代後期の土器、５Ｔより

縄文時代前期の土器、11Ｔより土師器、16Ｔより縄文時代中期の土器がいずれも表土中より出土した。以

上の結果を踏まえ、当委員会では遺構保護を前提とした工事計画を策定することとした。
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第７表　小牧野遺跡調査トレンチの概要

トレンチ番号
トレンチ計測値 表土から遺構確認

面までの深さ(ｍ）
検出遺構・出土遺物等

長軸（ｍ） 短軸（ｍ） 面積（）

1T 3.9 2.2 8.58 0.7

2T 4.3 2.4 10.32 0.56 表土より縄文前期・中期土器片

3T 4.3 2.9 12.47 0.38 表土より縄文後期土器片

4T 4.4 2.9 12.76 0.4

5T 4.0 2.3 9.2 0.35 表土より縄文前期土器片

6T 4.0 2.8 11.2 0.39

7T 4.1 2.6 10.66 0.23

8T 4.4 2.6 11.44 0.48

9T 4.8 2.6 12.48 0.45

10T 5.4 2.7 14.58 0.42

11T 5.2 2.6 13.52 0.46 時期不明の竪穴遺構1基、表土より土師器片

12T 5.9 2.4 14.16 0.2

13T 5.5 2.5 13.75 0.37

14T 6.0 3.0 18.0 0.4

15T 5.8 2.8 16.24 0.38

16T 4.8 2.5 12.0 0.34 表土より縄文中期土器片



第10節　朝日山（２）遺跡

１．調査概要

　　　調 査 地：青森市大字高田字朝日山　　　　開発行為：携帯電話鉄塔建設

　　　調査期間：平成22年12月９日　　　　　　　調査面積：30

２．調査に至る経緯

　　平成22年11月４日、当課に携帯電話鉄塔建設に係る「埋蔵文化財（遺跡）等協議書」が事業者より提出

された。遺跡地図と照合した結果、対象地が朝日山（２）遺跡（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号201－197）

に該当していたことから、発掘調査の要否を目的とした確認調査を実施した。

３．調査方法

　　開発予定地（25）にトレンチ３基を設定し、重機による掘削後、ジョレンがけにより遺構確認を実施

した。

４．調査結果

　　調査の結果、調査区内の土層は概ねプライマリーな堆積を呈しており、１Ｔより土坑１基、ピット１基、

２Ｔより土坑１基を確認したほか、１Ｔより土師器・須恵器が出土した。したがって、２Ｔを開発予定地

相当分に拡張したところ、土坑を確認した東隅部分以外は遺構・遺物は確認できず、その空白部分内に予

定地が納まることから、工事に際しては支障ないと考えた。以上の結果を踏まえ、工事に際しては立会工

事が望ましいと判断した。
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写真２　試掘・確認調査（１）
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羽黒平（1）遺跡作業風景（E→） 羽黒平（1）遺跡1T（S→）

羽黒平（1）遺跡2T（S→） 羽黒平（1）遺跡3T（S→）

羽黒平（1）遺跡4T（S→） 羽黒平（1）遺跡5T（S→）

羽黒平（1）遺跡6T（S→） 羽黒平（1）遺跡7T（S→）



写真３　試掘・確認調査（２）

第章　試掘・確認調査
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駒込館遺跡調査風景（N→） 駒込館遺跡1T（W→）

駒込館遺跡2T（S→） 駒込館遺跡3T（S→）

駒込館遺跡4T（S→） 駒込館遺跡5T（S→）

駒込館遺跡6T（S→） 駒込館遺跡7T（S→）



写真４　試掘・確認調査（３）
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駒込館遺跡8T（S→） 小柳遺跡1T（S→）

朝日山（1）遺跡2T（S→）

朝日山（1）遺跡3T（S→）

朝日山（1）遺跡4T（S→）

朝日山（1）遺跡1T（S→）



写真５　試掘・確認調査（４）
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朝日山（1）遺跡作業風景（S→）

朝日山（3）遺跡2T（E→）

朝日山（3）遺跡4T（S→）

朝日山（1）遺跡5T（S→）

朝日山（1）遺跡1T（E→）

朝日山（3）遺跡3T（E→）



写真６　試掘・確認調査（５）
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朝日山（3）遺跡5T（N→）

朝日山（3）遺跡9T（W→）

朝日山（3）遺跡7T（W→）

朝日山（3）遺跡6T（N→）

朝日山（3）遺跡10T（W→）

朝日山（3）遺跡8T（W→）



写真７　試掘・確認調査（６）
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赤坂遺跡1T（S→） 赤坂遺跡2T（S→）

浪館（1）遺跡1T（S→） 浪館（1）遺跡2T（S→）

浪館（1）遺跡3T（S→） 浪館（1）遺跡4T（S→）

浪館（1）遺跡調査前風景（E→） 山元（3）遺跡作業風景（W→）



写真８　試掘・確認調査（７）
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山元（3）遺跡1T（S→） 山元（3）遺跡2T遺構確認状況（S→）

野尻野田遺跡隣接地1T（S→） 野尻野田遺跡隣接地2T（S→）

野尻野田遺跡隣接地3T（N→） 野尻野田遺跡隣接地4T（N→）

小牧野遺跡調査前風景（S→） 小牧野遺跡1T（E→）



写真９　試掘・確認調査（８）
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小牧野遺跡2T（E→） 小牧野遺跡3T（E→）

小牧野遺跡4T（E→） 小牧野遺跡5T（E→）

小牧野遺跡6T（E→） 小牧野遺跡7Tセクション

小牧野遺跡8T（E→） 小牧野遺跡9T（E→）



写真10　試掘・確認調査（９）
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小牧野遺跡11T竪穴遺構 小牧野遺跡11T竪穴遺構断面

小牧野遺跡10T（E→） 小牧野遺跡11T（E→）

小牧野遺跡12T（E→） 小牧野遺跡13T（E→）

小牧野遺跡14T（E→） 小牧野遺跡15T（E→）



写真11　試掘・確認調査（10）
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朝日山（2）遺跡1T（S→） 朝日山（2）遺跡1Tサブトレンチ（S→）

朝日山（2）遺跡2T（S→） 朝日山（2）遺跡3T（S→）

小牧野遺跡16T（E→） 朝日山（2）遺跡調査前風景（S→）



写真12　試掘・確認調査出土遺物

1T
（5-1）

表採
（5-2）

3T
（13-2）

4T
（13-4）

羽黒平（1）遺跡

表採
（5-3）

表採
（5-4）

朝日山（3）遺跡

野尻野田遺跡隣接地

小牧野遺跡

朝日山（2）遺跡

3T
（13-3）

2T
（16-2）

－ 44 －
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表採
（9-2）

表採
（9-3）1T

（9-1）

1T
（13-1）

4T
（13-5）

3T
（16-4）3T

（16-1）

2T
（16-3）

5T
（16-5）

11T
（16-6）

16T
（16-7）

1T
（18-1）

1T
（18-2）

1T
（18-3）

1T
（18-4）

2T
（18-5）
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青森市遺跡一覧

●本表は、青森県埋蔵文化財包蔵地台帳を基に作成したものである。

●掲載した遺跡は、平成23年２月末日現在で408遺跡である。
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第８表　青森市遺跡一覧
遺跡番号 遺跡名称 ふりがな 所在地 時　代 種　別

201-001 山野峠遺跡 さんのとうげいせき 青森市野内字浦島、矢田字牧原 縄文（後) その他(墓地)

201-002 長森遺跡 ながもりいせき 青森市宮田字長森 縄文（晩) 散布地

201-003 築木館岩瀬遺跡
つきのきだていわせい
せき

青森市築木館字岩瀬 縄文（前・晩)・平安 散布地

201-004 築木館布引遺跡
つきのきだてぬのびき
いせき

青森市築木館字布引 縄文（前・中・後) 散布地

201-005 戸山遺跡 とやまいせき 青森市戸山字赤坂 縄文・平安 散布地

201-006 玉清水（1）遺跡 たましみず（1）いせき 青森市駒込字月見野 縄文（晩) 散布地

201-007 玉清水（2）遺跡 たましみず（2）いせき 青森市駒込字月見野 縄文 散布地

201-008 玉清水（3）遺跡 たましみず（3）いせき 青森市駒込字月見野 縄文（前) 散布地

201-009 月見野霊園遺跡 つきみのれいえんいせき 青森市駒込字月見野 平安 散布地

201-010 月見野（1）遺跡 つきみの（1）いせき 青森市駒込字蛍沢 縄文 散布地

201-011 浪館（1）遺跡 なみだて（1）いせき 青森市三内字丸山 縄文（前) 散布地

201-012 浪館（2）遺跡 なみだて（2）いせき 青森市浪館字平岡 縄文（中・晩) 散布地

201-013 細越遺跡 ほそごえいせき 青森市細越字種元 縄文（晩) 集落跡

201-014 安田近野（1）遺跡 やすだちかの（1）いせき 青森市安田字稲森（俗称　水天宮） 縄文（後) 散布地

201-015 安田（1）遺跡 やすだ（1）いせき 青森市安田字近野 縄文（前) 散布地

201-016 安田（2）遺跡 やすだ（2）いせき 青森市安田字近野 縄文（前・後)・弥生・平安 散布地

201-018 三内霊園遺跡 さんないれいえんいせき 青森市三内字沢部 縄文（前・中) 散布地

201-019 三内遺跡 さんないいせき 青森市三内字丸山 縄文（前・中・後)・平安 集落跡・城館跡

201-021 三内丸山遺跡 さんないまるやまいせき 青森市安田字近野三内字丸山 縄文（中)
集落跡・その他
(配石遺構)

201-022 戸崎館遺跡 とざきだていせき 青森市大字桑原字山崎、戸崎字宮井、諏訪沢字山辺 中世 城館跡

201-023 岡町（1）遺跡 おかまち（1）いせき 青森市新城字天田内 縄文 散布地

201-024 天田内（1）遺跡 あまだない（1）いせき 青森市新城字天田内 縄文・平安 散布地

201-025 入内遺跡 にゅうないいせき 青森市野沢字入内 縄文 散布地

201-026 尻八館跡 しりはちだてあと 青森市後潟字後潟山、字六枚橋山 中世(南北朝時代) 城館跡

201-027 磯部遺跡 いそべいせき 青森市四戸橋字磯部 縄文・平安 散布地

201-028 四ツ石（1）遺跡 よついし（1）いせき 青森市四ﾂ石字里見 縄文（中・後)・平安
散布地・集落跡・
貝塚・生産遺跡

201-029 大科支線口遺跡
おおしなしせんぐちい
せき

青森市内真部字大科（俗称、支線口） 縄文・平安 散布地

201-030 山城遺跡 やましろいせき 青森市六枚橋字山越 縄文 散布地

201-031 後潟（1）遺跡 うしろがた（1）いせき 青森市四戸橋字磯部 縄文 散布地

201-032 不浪知遺跡 なみしらずいせき 青森市六枚橋字不浪知 平安・中世 散布地

201-033 田沢森遺跡 たざわもりいせき 青森市西田沢字山辺 縄文（後) 散布地

201-034 野木和（1）遺跡 のぎわ（1）いせき 青森市羽白字野木和 縄文 散布地

201-035 野木和公園遺跡 のぎわこうえんいせき 青森市羽白字野木和 縄文（晩) 散布地

201-036 油川城跡 あぶらかわじょうあと 青森市西田沢字山辺 縄文・平安・中世 城館跡

201-037 西田沢（1）遺跡 にしたざわ（1）いせき 青森市西田沢字山田 平安 集落跡

201-038 大堤遺跡 おおつつみいせき 青森市飛鳥字山田 縄文（前・後)・平安 散布地

201-039 山辺遺跡 やまべいせき 青森市飛鳥字塩越、字岸田 平安 散布地

201-040 内真部（1）遺跡 うちまんぺ（1）いせき 青森市内真部字山下 縄文（前・後)・奈良・平安 散布地

201-041 築木館遺跡 つきのきだていせき 青森市築木館字山の井 平安 城館跡

201-042 沢山（1）遺跡 さわやま（1）いせき 青森市駒込字月見野 縄文（晩) 散布地

201-043 沢山（2）遺跡 さわやま（2）いせき 青森市沢山字平野 縄文・平安・中世 散布地

201-044 沢山（3）遺跡 さわやま（3）いせき 青森市沢山字平野 平安 散布地

201-045 稲山（1）遺跡 いなやま（1）いせき 青森市諏訪沢字野田 縄文（前・後) 集落跡

201-046 桑原遺跡 くわばらいせき 青森市桑原字山崎 縄文 散布地

201-047 後范遺跡 うしろやちいせき 青森市後范字外山、字久堅 縄文・平安 散布地

201-048 駒込館遺跡 こまごめだていせき 青森市駒込字桐ノ沢 平安 城館跡

201-049 山の井遺跡 やまのいいせき 青森市築木館字山の井 縄文 散布地

201-050 阿部野（1）遺跡 あべの（1）いせき 青森市幸畑字阿部野 縄文・奈良・平安 集落跡

201-051 沢田遺跡 さわだいせき 青森市造道字沢田 平安 集落跡

201-052 孫内遺跡 まごないいせき 青森市孫内字山科 縄文（後・晩) 集落跡

201-053 赤坂遺跡 あかさかいせき 青森市戸山字赤坂 平安 散布地

201-054 梨ノ木平遺跡 なしのきたいいせき 青森市駒込字深沢 縄文（晩) 集落跡

201-055 熊沢遺跡 くまのさわいせき 青森市岩渡字熊沢 縄文 集落跡

201-056 石江遺跡 いしえいせき 青森市石江字平山 縄文（前) 集落跡

201-057 蛍沢遺跡 ほたるざわいせき 青森市駒込字月見野
縄文（早・前・後)・弥生・平
安

集落跡

201-058 佃遺跡 つくだいせき 青森市松森字佃 平安 散布地

201-059 小柳遺跡 こやなぎいせき
青森市小柳字唐橋一丁目、二丁目、岡造道二丁目、
三丁目

平安 散布地

201-060 野内遺跡 のないいせき 青森市野内字菊川 縄文（晩） 散布地

201-061 露草遺跡 つゆくさいせき 青森市八重田三丁目 平安 散布地

201-062 西高校遺跡 にしこうこういせき 青森市新城字平岡 弥生・平安 散布地

201-063 大浦遺跡 おおうらいせき 青森市野内字浦島
縄文（前・中・後・晩)・弥生・
平安

散布地・貝塚・
その他(製塩跡)

201-064 三内沢部（1）遺跡
さんないさわべ（1）い
せき

青森市三内字沢部 縄文（早) 集落跡

201-065 近野遺跡 ちかのいせき 青森市安田字近野、三内字丸山 縄文（中) 集落跡

201-066 細越館遺跡 ほそごえだていせき 青森市細越字栄山 平安 集落跡・城館跡

201-067 新城平岡（1）遺跡
しんじょうひらおか
（1）いせき

青森市新城字平岡 縄文 散布地

201-068 梨ノ木平牧場遺跡
なしのきだいらぼく
じょういせき

青森市駒込字深沢 縄文（後) 散布地

201-069 新城平岡（2）遺跡
しんじょうひらおか
（2）いせき

青森市新城字平岡 縄文（後)・平安 集落跡
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遺跡番号 遺跡名称 ふりがな 所在地 時　代 種　別

201-070 高間（1）遺跡 たかま（1）いせき 青森市石江字高間
縄文（前・中・後)・平安・近
世・近代

集落跡

201-074 新城平岡（4）遺跡
しんじょうひらおか
（4）いせき

青森市新城字平岡
縄文（前・中・後)・平安・近
世・近代

集落跡

201-075 高間（6）遺跡 たかま（6）いせき 青森市石江字高間 縄文（中・後)・平安・近世 集落跡

201-076 岡部遺跡 おかべいせき 青森市石江字岡部 縄文 散布地

201-078 新田（1）遺跡 にった（1）いせき 青森市新田字忍
縄文（早・前・中・後)・平安・
中世・近世・近代

散布地

201-079 新城平岡（5）遺跡
しんじょうひらおか
（5）いせき

青森市新城字平岡 平安 散布地

201-080 新田（2）遺跡 にった（2）いせき 青森市新田字忍 平安 散布地・集落跡

201-082 岡町（2）遺跡 おかまち（2）いせき 青森市新城字天田内 縄文（前・後)・平安 散布地

201-083 岡町（3）遺跡 おかまち（3）いせき 青森市新城字天田内 縄文（後)・平安 散布地

201-084 岡町（4）遺跡 おかまち（4）いせき 青森市岡町字宮本 縄文（後)・平安 散布地

201-085 岡町（5）遺跡 おかまち（5）いせき 青森市羽白字野木和、字富田 縄文（前・後)・平安 散布地

201-086 岡町（6）遺跡 おかまち（6）いせき 青森市羽白字野木和、字富田 縄文（前・後)・平安 散布地

201-087 岡町（7）遺跡 おかまち（7）いせき 青森市羽白字野木和 縄文（前・後)・平安 散布地

201-088 岡町（8）遺跡 おかまち（8）いせき 青森市羽白字野木和 縄文（後)・平安 散布地

201-089 岡町（9）遺跡 おかまち（9）いせき 青森市岡町字宮本 縄文（前・後)・平安 散布地

201-090 野木和（2）遺跡 のぎわ（2）いせき 青森市羽白字野木和 縄文（前・後) 散布地

201-091 野木和（3）遺跡 のぎわ（3）いせき 青森市羽白字野木和 縄文（後)・平安 散布地

201-092 野木和（4）遺跡 のぎわ（4）いせき 青森市羽白字野木和 縄文（前・後) 散布地

201-093 野木和（5）遺跡 のぎわ（5）いせき 青森市羽白字野木和 縄文（後・晩) 散布地

201-094 野木和（6）遺跡 のぎわ（6）いせき 青森市羽白字野木和 縄文（早・後) 散布地

201-095 野木和（7）遺跡 のぎわ（7）いせき 青森市羽白字野木和 縄文（後) 散布地

201-096 野木和（8）遺跡 のぎわ（8）いせき 青森市羽白字野木和 縄文（後)・平安 散布地

201-097 野木和（9）遺跡 のぎわ（9）いせき 青森市羽白字野木和 縄文（前・後) 散布地

201-098 野木和（10）遺跡 のぎわ（10）いせき 青森市羽白字野木和 縄文（前・後)・平安 散布地

201-099 野木和（11）遺跡 のぎわ（11）いせき 青森市羽白字野木和 中世 城館跡

201-100 西田沢（2）遺跡 にしたざわ（2）いせき 青森市西田沢字山辺 縄文・平安 散布地

201-101 西田沢（3）遺跡 にしたざわ（3）いせき 青森市西田沢字山辺 平安 散布地

201-102 西田沢（4）遺跡 にしたざわ（4）いせき 青森市西田沢字山辺 縄文（前・後) 散布地

201-103 西田沢（5）遺跡 にしたざわ（５）いせき 青森市西田沢字山辺 縄文（後)・平安 散布地

201-104 夏井田（1）遺跡 なついだ（1）いせき 青森市夏井田字沖津、字山辺 縄文（前)・平安 散布地

201-105 夏井田（2）遺跡 なついだ（2）いせき 青森市夏井田字山辺 縄文（前・後) 散布地

201-106 夏井田（3）遺跡 なついだ（3）いせき 青森市夏井田字沖津 縄文（前・後) 散布地

201-107 夏井田（4）遺跡 なついだ（4）いせき 青森市夏井田字沖津 縄文（前・後)・平安 散布地

201-108 夏井田（5）遺跡 なついだ（5）いせき 青森市夏井田字沖津 縄文（前・後)・平安 散布地

201-109 夏井田（6）遺跡 なついだ（6）いせき 青森市夏井田字沖津 縄文 散布地

201-111 夏井田（8）遺跡 なついだ（8）いせき 青森市飛鳥字塩越 縄文（前)・平安 散布地

201-112 夏井田（9）遺跡 なついだ（9）いせき 青森市飛鳥字塩越 縄文・平安 散布地

201-113 飛鳥（1）遺跡 あすか（1）いせき 青森市飛鳥字塩越 縄文 散布地

201-114 飛鳥（2）遺跡 あすか（2）いせき 青森市飛鳥字塩越、字岸田 縄文（前・中・後)・平安 散布地

201-115 飛鳥（3）遺跡 あすか（3）いせき 青森市飛鳥字塩越、字岸田 近世 散布地

201-116 飛鳥（4）遺跡 あすか（4）いせき 青森市飛鳥字山田 縄文（後)・平安 散布地

201-117 瀬戸子（1）遺跡 せとし（1）いせき 青森市瀬戸子字神田、字磯田 縄文（後)・平安 散布地

201-118 瀬戸子（2）遺跡 せとし（2）いせき 青森市瀬戸子字神田、字磯田 縄文（後)・近世 散布地

201-119 瀬戸子（3）遺跡 せとし（3）いせき 青森市瀬戸子字神田、字磯田 縄文・平安 散布地

201-120 瀬戸子（4）遺跡 せとし（4）いせき 青森市瀬戸子字神田、字磯田 縄文（前) 散布地

201-121 瀬戸子（5）遺跡 せとし（5）いせき 青森市瀬戸子字神田、字磯田 縄文（後)・平安 散布地

201-122 前田（1）遺跡 まえだ（1）いせき 青森市奥内字宮田 縄文 散布地

201-123 前田（2）遺跡 まえだ（2）いせき 青森市奥内字前田 縄文（後)・平安 散布地

201-124 前田（3）遺跡 まえだ（3）いせき 青森市奥内字前田 縄文・平安 散布地

201-125 前田（4）遺跡 まえだ（4）いせき 青森市奥内字前田 縄文（後)・平安 散布地

201-126 前田（5）遺跡 まえだ（5）いせき 青森市奥内字前田 平安 散布地

201-127 前田（6）遺跡 まえだ（6）いせき 青森市奥内字前田 縄文（前)・平安 散布地

201-128 前田（7）遺跡 まえだ（7）いせき 青森市奥内字前田 平安 散布地

201-129 前田蝦夷館遺跡 まえだえぞだていせき 青森市奥内字前田 平安 城館跡

201-130 内真部（2）遺跡 うちまんぺ（2）いせき 青森市前田字湯ノ沢 縄文（前)・平安 散布地

201-131 内真部（3）遺跡 うちまんぺ（3）いせき 青森市清水字成見 平安 散布地

201-132 内真部（4）遺跡 うちまんぺ（4）いせき 青森市清水字生田 平安 散布地

201-133 内真部（5）遺跡 うちまんぺ（5）いせき 青森市内真部字山下 縄文・平安 散布地

201-134 内真部（6）遺跡 うちまんぺ（6）いせき 青森市内真部字山下 縄文・平安 散布地

201-135 内真部（7）遺跡 うちまんぺ（7）いせき 青森市内真部字山下 平安 散布地

201-136 小橋（1）遺跡 こばし（1）いせき 青森市左堰字大科 縄文・平安 散布地

201-137 小橋（2）遺跡 こばし（2）いせき 青森市左堰字大科 縄文（前)・平安 散布地

201-138 小橋（3）遺跡 こばし（3）いせき 青森市左堰字大科 平安 散布地

201-139 小橋（4）遺跡 こばし（４）いせき 青森市六枚橋字山越 縄文（前)・平安 散布地

201-140 小橋（5）遺跡 こばし（５）いせき 青森市小橋字福田 縄文・平安 散布地

201-141 小橋（6）遺跡 こばし（６）いせき 青森市六枚橋字山越 平安 散布地

201-142 後潟（2）遺跡 うしろがた（２）いせき 青森市六枚橋字六枚橋山 縄文・平安 散布地

201-143 後潟（3）遺跡 うしろがた（３）いせき 青森市六枚橋字六枚橋山 平安 散布地

201-144 後潟（4）遺跡 うしろがた（４）いせき 青森市六枚橋字六枚橋山 縄文 散布地

201-145 後潟（5）遺跡 うしろがた（５）いせき 青森市後潟字後潟山 縄文（前) 散布地

201-146 四戸橋（1）遺跡 しとばし（1）いせき 青森市後潟字後潟山 縄文（後) 散布地

201-147 四戸橋（2）遺跡 しとばし（2）いせき 青森市後潟字後潟山 縄文（後)・平安 散布地

201-148 四戸橋（3）遺跡 しとばし（3）いせき 青森市四戸橋字富田 縄文（前) 散布地

201-149 四戸橋（4）遺跡 しとばし（4）いせき 青森市四戸橋字磯部 縄文（前・後) 散布地

201-150 後潟（6）遺跡 うしろがた（6）いせき 青森市四戸橋字磯部 縄文（前) 散布地

201-151 後潟（7）遺跡 うしろがた（7）いせき 青森市四戸橋字富田 縄文（前・後) 散布地

201-152 後潟（8）遺跡 うしろがた（8）いせき 青森市四戸橋字磯部 縄文（前)・平安 散布地
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201-153 後潟（9）遺跡 うしろがた（9）いせき 青森市後潟字後潟山 縄文（前・後) 散布地

201-154 後潟（10）遺跡 うしろがた（10）いせき 青森市後潟字後潟山 縄文（前・後) 散布地

201-155 後潟（11）遺跡 うしろがた（11）いせき 青森市六枚橋字六枚橋山 平安 散布地

201-156 後潟（12）遺跡 うしろがた（12）いせき 青森市後潟字後潟山 縄文（前) 散布地

201-157 後潟（13）遺跡 うしろがた（13）いせき 青森市六枚橋字六枚橋山 平安 散布地

201-158 内真部（8）遺跡 うちまんぺ（8）いせき 青森市清水字生田 縄文（後) 散布地

201-159 内真部館遺跡 うちまんぺだていせき 青森市左堰字野田 平安 城館跡

201-160 田茂木野遺跡 たもぎのいせき 青森市幸畑字阿部野 縄文（晩) 集落跡

201-161 新町野遺跡 しんまちのいせき 青森市新町野字菅谷 縄文（前・後)・平安 散布地・集落跡

201-162 三内沢部（2）遺跡
さんないさわべ（2）い
せき

青森市三内字沢部 縄文（中) 集落跡

201-163 江渡遺跡 えといせき 青森市石江字江渡
縄文（前・中・後)・弥生（前)・
平安・近代

集落跡

201-164 横内（1）遺跡 よこうち（1）いせき 青森市合子沢字山崎 縄文（前) 集落跡

201-165 朝日山（1）遺跡 あさひやま（1）いせき 青森市高田字朝日山 平安 集落跡

201-166 新城山田（1）遺跡
しんじょうやまだ（1）
いせき

青森市新城字山田 縄文（晩)・平安 散布地

201-167 新城跡 しんじょうあと 青森市新城字平岡 中世 城館跡

201-168 土筆山館遺跡 つくしやまだていせき 青森市戸門字土筆山 中世 城館跡

201-169 戸門館遺跡 とかどだていせき 青森市戸門字山部 中世 城館跡

201-170 高田城跡 たかだじょうあと 青森市高田字日野 中世 城館跡

201-171 高田蝦夷館遺跡 たかだえぞだてあと 青森市高田字朝日山 中世 城館跡

201-172 小館遺跡 こだていせき 青森市小館字桜苅 中世 城館跡

201-173 野尻館遺跡 のじりだていせき 青森市野尻字野田 中世 城館跡

201-174 横内城跡 よこうちじょうあと 青森市横内字亀井 縄文・奈良・平安・中世 城館跡

201-175 多宇末井館遺跡 たうまいだていせき 青森市浅虫字山下 中世(室町) 城館跡

201-176 小牧野遺跡 こまきのいせき 青森市野沢字小牧野
縄文（前・中・後・晩)・弥生・
平安

散布地・集落跡・
その他(環状列石)

201-177 羽白沢田（1）遺跡 はじろさわだ（１）いせき 青森市羽白字沢田 縄文・平安 散布地

201-178 羽白沢田（2）遺跡 はじろさわだ（２）いせき 青森市羽白字沢田 縄文 散布地

201-179 野木和（12）遺跡 のぎわ（12）いせき 青森市羽白字野木和 縄文 散布地

201-180 野木和（13）遺跡 のぎわ（13）いせき 青森市羽白字野木和 縄文 集落跡

201-181 野木和（14）遺跡 のぎわ（14）いせき 青森市羽白字野木和 縄文 散布地

201-183 野木和（16）遺跡 のぎわ（16）いせき 青森市羽白字野木和 縄文・平安 散布地

201-184 宮本（1）遺跡 みやもと（1）いせき 青森市岡町字宮本 縄文 散布地

201-185 宮本（2）遺跡 みやもと（2）いせき 青森市岡町字宮本 縄文（前・晩) 散布地

201-186 山吹（1）遺跡 やまぶき（1）いせき 青森市大別内字山吹 縄文（中) 集落跡

201-187 山吹（2）遺跡 やまぶき（2）いせき 青森市大別内字山吹 縄文 散布地

201-188 山吹（3）遺跡 やまぶき（3）いせき 青森市大別内字山吹 縄文 散布地

201-189 玉水（1）遺跡 たまみず（1）いせき 青森市宮田字玉水 縄文・平安 散布地

201-190 宮田館遺跡 みやただていせき 青森市宮田字玉水
縄文（前・中・後)・弥生・平
安・中世・近世

散布地・集落跡・
城館跡

201-191 牛蒡畑遺跡 ごぼうばたけいせき 青森市諏訪沢字山辺 縄文（中)・弥生・平安 散布地

201-192 月見野（2）遺跡 つきみの（2）いせき 青森市駒込字蛍沢 縄文 散布地

201-193 土筆山遺跡 つくしやまいせき 青森市戸門字土筆山 縄文 散布地

201-194 四ツ石（2）遺跡 よついし（2）いせき 青森市四ツ石字里見 縄文（中・後) 散布地

201-195 野木和（17）遺跡 のぎわ（17）いせき 青森市羽白字野木和 縄文 散布地

201-196 野木和（18）遺跡 のぎわ（18）いせき 青森市羽白字野木和 縄文 散布地

201-197 朝日山（2）遺跡 あさひやま（2）いせき 青森市高田字朝日山 縄文・平安 散布地・集落跡

201-198 朝日山（3）遺跡 あさひやま（3）いせき 青森市高田字朝日山 縄文・平安 散布地・集落跡

201-199 雲谷山吹（1）遺跡 もややまぶき（1）いせき 青森市雲谷字山吹 縄文（後) 散布地

201-200 久栗坂浜田（1）遺跡
くぐりざかはまだ（1）
いせき

青森市久栗坂字浜田 縄文（晩) 散布地

201-201 久栗坂浜田（2）遺跡
くぐりざかはまだ（2）
いせき

青森市久栗坂字浜田 縄文（中) 散布地

201-202 宮田山下遺跡 みやたやましたいせき 青森市宮田字山下、滝沢字住吉 縄文（前) 散布地

201-203 新城山田（2）遺跡
しんじょうやまだ（2）
いせき

青森市新城字山田 縄文 散布地

201-204 飛鳥山館跡 あすかやまだてあと 青森市飛鳥字山田 中世 城館跡

201-206 横内（2）遺跡 よこうち（2）いせき 青森市合子沢字山崎 縄文 散布地

201-207 桜峯（1）遺跡 さくらみね（1）いせき 青森市横内字桜峯 縄文（前・中・後) 散布地

201-208 桜峯（2）遺跡 さくらみね（2）いせき 青森市横内字桜峯、字亀井 縄文（前・中・後) 集落跡

201-209 鏡山遺跡 かがみやまいせき 青森市横内字鏡山 縄文（前・中・後) 散布地

201-210 野木（1）遺跡 のぎ（1）いせき 青森市野木字山口、野木字野尻、合子沢字松森 縄文・平安 散布地・集落跡

201-211 栄山（1）遺跡 さかえやま（1）いせき 青森市細越字栄山 平安 散布地

201-212 栄山（2）遺跡 さかえやま（2）いせき 青森市細越字栄山、高田字朝日山 縄文（前)・平安 散布地

201-213 栄山（3）遺跡 さかえやま（3）いせき 青森市細越字栄山 縄文（前・後)・弥生・平安 散布地

201-214 栄山（4）遺跡 さかえやま（4）いせき 青森市細越字栄山 平安 集落跡

201-215 四ツ石（3）遺跡 よついし（3）いせき 青森市四ツ石字里見 縄文 散布地

201-216 野木沢田遺跡 のぎさわだいせき 青森市野木字沢田 平安 散布地

201-217 葛野（1）遺跡 くずの（1）いせき 青森市大別内字葛野 縄文・平安 集落跡

201-218 葛野（2）遺跡 くずの（2）いせき 青森市大別内字葛野 縄文・弥生・平安 集落跡

201-219 阿部野（2）遺跡 あべの（2）いせき 青森市幸畑字阿部野 平安 散布地

201-220 阿部野（3）遺跡 あべの（3）いせき 青森市幸畑字阿部野 平安 散布地

201-221 月見野（3）遺跡 つきみの（3）いせき 青森市駒込字月見野 縄文（後)・平安 散布地

201-222 朝日山（4）遺跡 あさひやま（4）いせき 青森市高田字朝日山 平安 散布地

201-223 朝日山（5）遺跡 あさひやま（5）いせき 青森市高田字朝日山 平安 散布地

201-224 前田（8）遺跡 まえだ（8）いせき 青森市奥内字宮田 縄文 散布地

201-225 湯ノ沢館遺跡 ゆのさわだていせき 青森市前田字湯ノ沢 中世 城館跡

201-226 小橋（7）遺跡 こばし（7）いせき 青森市左堰字大科 縄文 散布地

201-227 天田内（2）遺跡 あまだない（2）いせき 青森市新城字天田内 縄文 散布地
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201-228 天田内（3）遺跡 あまだない（3）いせき 青森市新城字天田内 縄文・平安 散布地

201-229 菖蒲沢（1）遺跡 しょうぶさわ（1）いせき 青森市矢田字菖蒲沢、字山野井 縄文（後) 散布地

201-230 菖蒲沢（2）遺跡 しょうぶさわ（2）いせき 青森市矢田字菖蒲沢 縄文（晩) 散布地

201-231 宮田米山遺跡 みやたよねやまいせき 青森市宮田字米山 縄文 散布地

201-232 諏訪沢山辺遺跡 すわのさわやまべいせき 青森市諏訪沢字山辺 縄文 散布地

201-233 深沢（1）遺跡 ふかざわ（1）いせき 青森市駒込字深沢 縄文（後) 散布地

201-234 深沢（2）遺跡 ふかざわ（2）いせき 青森市駒込字深沢 縄文（前・後) 散布地

201-235 月見野（4）遺跡 つきみの（4）いせき 青森市駒込字月見野 縄文（後) 散布地

201-236 大矢沢里見遺跡 おおやさわさとみいせき 青森市大矢沢字里見 縄文 散布地

201-237 山吹（4）遺跡 やまぶき（4）いせき 青森市大別内字山吹 縄文・平安 散布地

201-238 川瀬遺跡 かわせいせき 青森市高田字川瀬 平安 散布地

201-239 三内沢部（3）遺跡
さんないさわべ（3）い
せき

青森市三内字沢部 縄文・平安 散布地

201-240 三内沢部（4）遺跡
さんないさわべ（4）い
せき

青森市三内字沢部 平安 散布地

201-241 新城平岡（3）遺跡
しんじょうひらおか
（3）いせき

青森市新城字平岡 平安 散布地

201-242 亀山（1）遺跡 かめやま（1）いせき 青森市小館字亀山 縄文（後・晩) 散布地

201-243 亀山（2）遺跡 かめやま（2）いせき 青森市小館字亀山 縄文（前・中) 散布地

201-244 亀山（3）遺跡 かめやま（3）いせき 青森市小館字亀山 縄文（晩) 散布地

201-245 桜苅（1）遺跡 さくらがり（1）いせき 青森市小館字桜苅 縄文（前・中・後) 散布地

201-246 合子沢山崎（1）遺跡
ごうしざわやまざき
（1）いせき

青森市合子沢字山崎 縄文 散布地

201-247 雲谷山崎遺跡 もややまざきいせき 青森市雲谷字山崎 縄文・平安 散布地

201-248 三内丸山（3）遺跡
さんないまるやま（3）
いせき

青森市三内字丸山 平安 散布地

201-250 三内丸山（5）遺跡
さんないまるやま（5）
いせき

青森市三内字丸山 縄文（中・晩) 散布地

201-251 西田沢（6）遺跡 にしたざわ（6）いせき 青森市西田沢字山辺 縄文 散布地

201-252 西田沢（7）遺跡 にしたざわ（7）いせき 青森市西田沢字山辺 縄文 散布地

201-253 天田内（4）遺跡 あまだない（4）いせき 青森市新城字天田内 縄文 散布地

201-254 新城山田（3）遺跡
しんじょうやまだ（3）
いせき

青森市新城字山田 平安 散布地

201-255 二股（1）遺跡 ふたまた（1）いせき 青森市岩渡字熊沢 縄文 散布地

201-256 二股（2）遺跡 ふたまた（2）いせき 青森市岩渡字熊沢 縄文 散布地

201-257 朝日山（6）遺跡 あさひやま（6）いせき 青森市高田字朝日山 平安 散布地

201-258 朝日山（7）遺跡 あさひやま（7）いせき 青森市高田字朝日山 平安 散布地

201-259 桜苅（2）遺跡 さくらがり（2）いせき 青森市小館字桜苅 縄文 散布地

201-260 野木（2）遺跡 のぎ（2）いせき 青森市小畑沢字小杉 縄文 散布地

201-261 合子沢松森（1）遺跡
ごうしざわまつもり
（1）いせき

青森市合子沢字松森 縄文 散布地

201-262 合子沢松森（2）遺跡
ごうしざわまつもり
（2）いせき

青森市合子沢字松森 縄文（早・前・後)・平安 散布地・集落跡

201-263 雲谷山吹（2）遺跡 もややまぶき（2）いせき 青森市雲谷字山吹 縄文 散布地

201-264 月見野（5）遺跡 つきみの（5）いせき 青森市駒込字月見野 縄文 散布地

201-265 扇沢遺跡 おうぎさわいせき 青森市三本木字扇沢 縄文 散布地

201-266 新城山田（4）遺跡
しんじょうやまだ（4）
いせき

青森市新城字山田 縄文（中・晩)・平安 散布地

201-267 新城山田（5）遺跡
しんじょうやまだ（5）
いせき

青森市新城字山田 平安 散布地・集落跡

201-270 新城山田（8）遺跡
しんじょうやまだ（8）
いせき

青森市新城字山田 平安 散布地

201-271 山口遺跡 やまぐちいせき 青森市野木字山口、合子沢字松森、小畑沢字小杉 縄文（前・後) 散布地

201-272 鈴森（1）遺跡 すずもり（1）いせき 青森市野内字鈴森 縄文（後) 散布地

201-273 鈴森（2）遺跡 すずもり（2）いせき 青森市野内字鈴森 縄文（後)・近世 散布地

201-275 米山（1）遺跡 よねやま（1）いせき 青森市宮田字米山 縄文（中・晩)・平安 散布地

201-276 米山（2）遺跡 よねやま（2）いせき 青森市宮田字米山
縄文（前・中・後・晩)・弥生・
平安・中世

散布地・集落跡

201-277 山下遺跡 やましたいせき 青森市宮田字山下、玉水
縄文（中・後・晩)・平安・中
世

散布地・集落跡

201-279 玉水（3）遺跡 たまみず（3）いせき 青森市宮田字玉水 縄文（中・後)・平安 散布地

201-280 玉水（4）遺跡 たまみず（4）いせき 青森市宮田字玉水、字小金沢、大字馬屋尻 縄文（前・中) 散布地

201-281 上野尻遺跡 かみのじりいせき 青森市矢田字上野尻、宮田字米山
縄文（前・中・後・晩)・平安・
中世

散布地・集落跡

201-282 三内丸山（6）遺跡
さんないまるやま（6）
いせき

青森市三内字丸山 縄文（中・後) 散布地

201-283 野尻野田遺跡 のじりのだいせき 青森市野尻字野田 平安 散布地

201-284 横内猿沢遺跡 よこうちさるさわいせき 青森市横内字猿沢 平安 散布地

201-285 雲谷山吹（3）遺跡 もややまぶき（３）いせき 青森市雲谷字山吹 縄文 散布地

201-286 月見野（6）遺跡 つきみの（6）いせき 青森市駒込字深沢 縄文 散布地

201-287 岩渡小谷（1）遺跡
いわたりこたに（1）い
せき

青森市岩渡字小谷
（陸上自衛隊青森駐屯地岩渡演習場内）

縄文（前)・平安 集落跡

201-288 沢山平野（1）遺跡
さわやまひらの（1）い
せき

青森市沢山字平野 縄文（前・中・晩) 散布地

201-289 沢山平野（2）遺跡
さわやまひらの（2）い
せき

青森市沢山字平野 縄文（前・中・晩)・平安 散布地

201-290 野木山口遺跡 のぎやまぐちいせき 青森市野木字山口 平安 散布地

201-292 大矢沢野田遺跡 おおやさわのだいせき 青森市大矢沢字野田、幸畑１丁目 縄文（早・前・中・後)・平安 集落跡

201-293 横内（3）遺跡 よこうち（3）いせき 青森市横内字亀井 平安 散布地

201-294 諏訪沢丸山遺跡
すわのさわまるやまい
せき

青森市諏訪沢字丸山 縄文・平安 散布地

201-295 見吉遺跡 みよしいせき 青森市駒込字蛍沢 平安 散布地
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201-296 桑原稲荷神社遺跡
くわばらいなりじん
じゃいせき

青森市桑原字稲葉 平安 散布地

201-297 内真部（9）遺跡 うちまんぺ（9）いせき 青森市内真部字大科 平安
散布地・その他(製塩
跡)

201-298 野木和（19）遺跡 のぎわ（19）いせき 青森市羽白字野木和 縄文（前) 散布地

201-299 三本木遺跡 さんぼんぎいせき 青森市三本木字川崎 縄文（後)・平安 散布地

201-300 岩渡小谷（2）遺跡
いわたりこたに（2）い
せき

青森市岩渡字小谷
（陸上自衛隊青森駐屯地小谷演習場内）

縄文・平安 集落跡

201-301 岩渡小谷（3）遺跡
いわたりこたに（3）い
せき

青森市岩渡字小谷
（陸上自衛隊青森駐屯地小谷演習場内）

縄文（前) 散布地

201-302 岩渡小谷（4）遺跡
いわたりこたに（4）い
せき

青森市岩渡字小谷（陸上自衛隊青森岩渡演習場内） 縄文（前) 散布地

201-303 雲谷山吹（4）遺跡 もややまぶき（４）いせき 青森市合子沢字山崎 縄文（中・晩)・近代 集落跡

201-304 雲谷山吹（5）遺跡 もややまぶき（５）いせき 青森市合子沢字山崎 縄文（後・晩)・平安 集落跡

201-305 雲谷山吹（6）遺跡 もややまぶき（６）いせき 青森市合子沢字山崎 縄文（後)・平安 集落跡

201-306 雲谷山吹（7）遺跡 もややまぶき（７）いせき 青森市合子沢字山崎 縄文（前)・平安 集落跡

201-308 葛野（3）遺跡 くずの（３）いせき 青森市大別内字葛野 縄文・弥生・平安・中世 集落跡

201-309 安田近野（2）遺跡 やすだちかの（２）いせき 青森市安田字近野 縄文（前) 散布地

201-310 雲谷山吹（8）遺跡 もややまぶき（８）いせき 青森市雲谷字山吹 縄文（中・後) 散布地

201-311 深沢（3）遺跡 ふかざわ（3）いせき 青森市駒込字深沢 縄文（前・中・後・晩)・平安 集落跡

201-312 合子沢松森（3）遺跡
ごうしざわまつもり
（3）いせき

青森市合子沢字松森 平安 集落跡

201-313 新城山田（9）遺跡
しんじょうやまだ（9）
いせき

青森市新城字山田 縄文 散布地

201-314 稲山（2）遺跡 いなやま（2）いせき 青森市諏訪沢字山辺 縄文（後) その他(配石遺構)

201-315 三内丸山（8）遺跡
さんないまるやま（8）
いせき

青森市三内字丸山 縄文・平安 集落跡

201-316 湯ノ島遺跡 ゆのしまいせき 青森市浅虫字蛍谷 縄文・平安 散布地

201-317 桑原（2）遺跡 くわばら（2）いせき 青森市桑原字山崎 縄文（前・後) 散布地

201-318 内長沢遺跡 うちながさわいせき 青森市細越字内長沢 縄文（前・後) 散布地

201-319 小牧野（2）遺跡 こまきの（2）いせき 青森市野沢字小牧野 縄文（前) 散布地

201-320 菊川遺跡 きくかわいせき 青森市野内字菊川 平安 散布地

201-321 三内丸山（9）遺跡
さんないまるやま（9）
いせき

青森市大字三内字丸山 縄文（中・晩)・平安 集落跡

201-322 大谷小谷遺跡 おおたにこたにいせき 青森市大字大谷字小谷 縄文（後・晩)・平安 散布地

201-323 新城平岡（6）遺跡
しんじょうひらおか
（6）いせき

青森市新城字平岡 縄文 散布地

201-324 岡町（10）遺跡 おかまち（10）いせき 青森市岡町字宮本 平安

201-325 玉水（5）遺跡 たまみず（5）いせき 青森市宮田字玉水 縄文（中)

201-326 山城溜池遺跡 やましろためいけいせき 青森市六枚橋字山越
縄文・平安・中世・近世・
近代

散布地・生産遺跡

201-327 合子沢松森（4）遺跡
ごうしざわまつもり
（4）いせき

青森市合子沢字松森 縄文（中) 集落跡

201-328 早稲田舘遺跡 わせだだていせき 青森市浪岡大字徳才子字早稲田 平安 散布地

201-329 大堤沢遺跡 おおつつみさわいせき 青森市浪岡大字長沼字南藤巻 縄文（後・晩)・平安 散布地

201-330 高屋敷館遺跡 たかやしきだていせき 青森市浪岡大字高屋敷字野尻 平安 集落跡

201-331 下下平遺跡 しもしたたいいせき 青森市浪岡大字浪岡大字吉野田字鎧沢、荷腰沢 縄文（後)・平安 散布地

201-332 旭（1）遺跡 あさひ（1）いせき 青森市浪岡大字旭字木戸口 平安 散布地

201-333 旭（2）遺跡 あさひ（2）いせき 青森市浪岡大字旭 平安 散布地

201-334 中平遺跡 なかだいいせき 青森市浪岡大字吉野田字平野 縄文（後)・平安 散布地・集落跡

201-335 浪岡蛍沢遺跡
なみおかほたるざわい
せき

青森市浪岡大字吉野田字蛍沢 縄文（前) 散布地

201-336 熊沢溜池遺跡 くまざわためいけいせき 青森市浪岡大字樽沢ー吉野田（樽沢字村元） 平安 散布地

201-337 永原遺跡 えいばらいせき 青森市浪岡大字郷山前字永原 縄文（前・後) 散布地

201-338 上野遺跡 うえのいせき 青森市浪岡大字樽沢字村元 平安・中世・近世 散布地・集落跡

201-339 神明宮遺跡 しんめいぐういせき 青森市浪岡大字銀字杉田 縄文（前)・平安 散布地

201-340 山神宮遺跡 やまがみぐういせき 青森市浪岡大字樽沢字村元 縄文 散布地

201-341 長溜池遺跡 ながためいけいせき 青森市浪岡大字松枝字野尻、女鹿沢字平野
縄文（中・後)・弥生・平安・
中世・近世

散布地

201-342 大林遺跡 おおばやしいせき 青森市浪岡大字銀字杉田 縄文・平安 散布地

201-343 大沼遺跡 おおぬまいせき 青森市浪岡大字川倉字大沼袋地内 平安 散布地

201-344 羽黒平（1）遺跡 はぐろたい（1）いせき 青森市浪岡大字五本松字羽黒平 縄文・弥生・平安 散布地・集落跡

201-345 羽黒平（2）遺跡 はぐろたい（2）いせき 青森市浪岡大字羽黒平 縄文（晩)・平安・中世 散布地

201-346 羽黒平（3）遺跡 はぐろたい（3）いせき 青森市浪岡大字五本松字羽黒平 縄文（晩)・平安・中世 散布地・集落跡

201-347 浪岡城跡 なみおかじょうあと 青森市浪岡大字浪岡字五所、字林本大字五本松字松本 平安・中世・近世 城館跡

201-348 加茂神社遺跡 かもじんじゃいせき 青森市浪岡大字五本松字松本 縄文（後)・平安 散布地・集落跡

201-349 沖林遺跡 おきばやしいせき 青森市浪岡大字北中野 平安 散布地

201-350 浪岡崎（1）遺跡 なみおかざき（1）いせき 青森市浪岡大字北中野字天王 縄文 散布地

201-351 浪岡崎（2）遺跡 なみおかざき（2）いせき 青森市浪岡大字北中野字天王 縄文（晩) 散布地

201-352 松山寺遺跡 まつやまでらいせき 青森市浪岡大字五本松字羽黒平、同野脇 縄文（中・後)・平安・中世 散布地

201-353 松山遺跡 まつやまいせき 青森市浪岡大字五本松字野脇
縄文（中・後・晩)・平安・中
世

散布地・集落跡・
その他(墓)

201-354 源常平遺跡 げんじょうたいいせき 青森市浪岡大字北中野字上沢田
縄文（中・後・晩)・平安・中
世・近世

散布地・集落跡・城
館跡・その他(土壙
墓)

201-355 天狗平遺跡 てんぐたいいせき 青森市浪岡大字北中野字上沢田 縄文（中・後)・中世 城館跡・その他(墓)

201-356 王余魚沢（1）遺跡 かれいざわ（1）いせき 青森市浪岡大字王余魚沢字王余魚沢 縄文（後・晩) 散布地

201-357 王余魚沢（2）遺跡 かれいざわ（2）いせき 青森市浪岡大字王余魚沢 縄文（後・晩) 散布地

201-358 王余魚沢（3）遺跡 かれいざわ（3）いせき 青森市浪岡大字王余魚沢字村元 縄文（後・晩)・平安 散布地

201-359 屋形森遺跡 やかたもりいせき 青森市浪岡大字王余魚沢字屋形森 平安・中世 散布地・城館跡

201-360 正平寺遺跡 しょうへいじいせき 青森市浪岡大字中相沢 縄文（晩) 散布地

201-361 細野遺跡 ほそのいせき 青森市浪岡大字細野字宮元 縄文（早・晩) 散布地



青森市遺跡一覧
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遺跡番号 遺跡名称 ふりがな 所在地 時　代 種　別

201-362 春日社遺跡 かすがしゃいせき 青森市浪岡大字北中野字沢田 縄文（後) 散布地

201-363 桃里（1）遺跡 ももさと（1）いせき 青森市浪岡大字北中野字桃里 平安 散布地

201-364 博奕打ヶ沢遺跡 ばくちうちがさわいせき 青森市浪岡大字吉内字博奕打ヶ沢 縄文・平安 散布地

201-365 杉ノ沢遺跡 すぎのさわいせき 青森市浪岡大字吉内字杉ノ沢 縄文（後)・平安 散布地・集落跡

201-366 吉内遺跡 きちないいせき 青森市浪岡大字吉内字山下 縄文・弥生・平安 散布地・集落跡

201-367 中屋敷遺跡 なかやしきいせき 青森市浪岡大字吉内字山下 縄文（後・晩)・平安 散布地・集落跡

201-368 篠原遺跡 しのはらいせき 青森市浪岡大字本郷字篠原 縄文（後)・弥生（後) 散布地・集落跡

201-369 田ノ沢遺跡 たのさわいせき 青森市浪岡大字本郷字田ノ沢 縄文（中・後)・平安 散布地

201-370 本郷遺跡 ほんごういせき 青森市浪岡大字本郷字柳田 縄文 散布地

201-371 松元遺跡 まつもといせき 青森市浪岡大字本郷字松元 縄文（前・中・後)・平安 散布地・集落跡

201-372 本郷八幡宮遺跡
ほんごうはちまんぐう
いせき

青森市浪岡大字本郷字松元 縄文（中・後)・平安 散布地

201-373 牧ノ沢遺跡 まきのさわいせき 青森市浪岡大字本郷字牧ノ沢 縄文（早・中・晩) 散布地

201-374 王田舘遺跡 わだだていせき 青森市浪岡大字北中野字桃里 平安 城館跡

201-375 大釈迦館 だいしゃかだて 青森市浪岡大字大釈迦字前田 中世 城館跡

201-376 山本遺跡 やまもといせき 青森市浪岡大字徳才子字山本 平安 散布地・集落跡

201-377 川原館遺跡 かわはらだていせき 青森市浪岡大字浪岡字浅井 平安・中世 散布地・城館跡

201-378 銀館遺跡 しろがねだていせき 青森市浪岡大字銀字杉田、上野 中世 城館跡

201-379 北畠館 きたばたけだて 青森市浪岡大字吉内字山下 中世(館跡) 城館跡

201-380 強清水館 こわしみずだて 青森市浪岡大字王余魚沢字村元 中世 城館跡

201-381 山元（1）遺跡 やまもと（1）いせき 青森市浪岡大字杉沢字山元 縄文・平安 散布地・集落跡

201-382 山元（2）遺跡 やまもと（2）いせき 青森市浪岡大字杉沢字山元 平安 散布地

201-383 山元（3）遺跡 やまもと（3）いせき 青森市浪岡大字杉沢字山元 縄文・平安 散布地・集落跡

201-384 平野遺跡 ひらのいせき 青森市浪岡大字五本松字平野 縄文（後・晩)・弥生・平安
散布地・集落跡・
その他(墓)

201-385 杉田遺跡 すぎたいせき 青森市浪岡大字銀字杉田 平安 散布地

201-386 寺屋敷平遺跡 てらやしきたいいせき 青森市浪岡大字吉野田字荷越沢 平安 散布地

201-387 野尻（1）遺跡 のじり（1）いせき 青森市浪岡大字高屋敷字野尻 縄文・弥生・平安 散布地・集落跡

201-388 野尻（2）遺跡 のじり（2）いせき 青森市浪岡大字高屋敷字野尻 縄文・平安
集落跡・その他(墳
墓)

201-389 野尻（3）遺跡 のじり（3）いせき 青森市浪岡大字高屋敷字野尻 平安・中世・近世
集落跡・その他(墳
墓)

201-390 野尻（4）遺跡 のじり（4）いせき 青森市浪岡大字高屋敷字野尻 奈良・平安 集落跡

201-391 杉沢山元（4）遺跡
すぎさわやまもと（4）
いせき

青森市浪岡大字杉沢字山元 中世 散布地

201-392 小板橋溜池東遺跡
こいたばしためいけひ
がしいせき

青森市浪岡大字杉沢字小板橋 縄文・平安 散布地

201-393 小板橋溜池西遺跡
こいたばしためいけに
しいせき

青森市浪岡大字杉沢字小板橋 平安 散布地

201-394 板橋野山遺跡 いたばしのやまいせき 青森市浪岡大字長沼字板橋野山 平安 散布地

201-395 宮元遺跡 みやもといせき 青森市浪岡大字増館字宮元地内 平安 散布地

201-396 本郷館遺跡 ほんごうだていせき 青森市浪岡大字本郷字柳田 平安 城館跡

201-397 樽沢上野遺跡 たるさわうわのいせき 青森市浪岡大字樽沢字上野 縄文・平安 散布地

201-398 郷山前村元遺跡
ごうさんまえむらもと
いせき

青森市浪岡大字郷山前字村元 平安 散布地

201-399 下石川平野遺跡
しもいしかわひらのい
せき

青森市浪岡大字下石川字平野 縄文（中)・平安 散布地

201-400 浪岡城遺跡 なみおかじょういせき 青森市浪岡大字浪岡字前田、字林本大字五本松 平安・中世・近世
散布地・集落跡・
城館跡

201-401 岡本遺跡 おかもといせき 青森市浪岡大字五本松字岡本 平安・中世・近世 集落跡

201-402 片子都谷森遺跡 かたことやもりいせき 青森市浪岡大字王余魚沢字片子都谷森 縄文（中・後) 散布地

201-403 細野大沢（1）遺跡
ほそのおおさわ（1）い
せき

青森市浪岡大字細野字大沢 縄文 散布地

201-404 細野大沢（2）遺跡
ほそのおおさわ（2）い
せき

青森市浪岡大字細野字大沢 縄文（後)・平安 散布地

201-405 細野大沢（3）遺跡
ほそのおおさわ（3）い
せき

青森市浪岡大字細野字大沢 縄文（後) 散布地

201-406 相沢長沢遺跡 あいざわながさわいせき 青森市浪岡大字相沢字長沢 縄文・中世 散布地

201-407 桃里（2）遺跡 ももさと（2）いせき 青森市浪岡大字北中野字桃里 縄文（後)・平安 散布地

201-408 杉ノ沢（2）遺跡 すぎのさわ（2）いせき 青森市浪岡大字吉内字杉ノ沢 縄文（後) 散布地

201-409 杉ノ沢（3）遺跡 すぎのさわ（3）いせき 青森市浪岡大字吉内字杉ノ沢 縄文 散布地

201-410 女鹿沢遺跡 めがさわいせき 青森市浪岡大字女鹿沢字東早稲田、字稲本 平安 散布地

201-411 銀前田遺跡 しろがねまえだいせき 青森市浪岡大字銀字前田 平安 散布地

201-412 樽沢村元遺跡 たるさわむらもといせき 青森市浪岡大字樽沢字村元 縄文・平安 散布地

201-413 板橋野山遺跡
すぎさわいたばしのや
まいせき

青森市浪岡大字杉沢字板橋野山 縄文（中・後)・平安 散布地

201-414 岡田遺跡 おかだいせき 青森市浪岡大字下石川字岡田 平安 散布地

201-415 西増田遺跡 にしますだいせき 青森市浪岡大字女鹿沢字西増田 縄文・平安 散布地

201-416 大沼袋遺跡 おおぬまぶくろいせき 青森市浪岡大字下十川字大沼袋 平安 散布地

201-417 社元遺跡 しゃもといせき 青森市浪岡大字高屋敷字社元、大字長沼字小沢 平安 散布地

201-418 四ツ石（4）遺跡 よついし（4）いせき 青森市四ツ石字里見 縄文（中) 散布地

201-419 葛野（4）遺跡 くずの（4）いせき 青森市大別内字葛野 平安 散布地

201-420 合子沢山崎（2）遺跡
ごうしざわやまざき
（2）いせき

青森市合子沢字山崎 縄文（後) 散布地

201-421 四戸橋富田遺跡 しとばしとみたいせき 青森市四戸橋字富田 縄文（後) 散布地

201-422 新城平岡（7）遺跡
しんじょうひらおか
（7）いせき

青森市新城字平岡 縄文（後)・平安 集落跡

201-423 吉野田平野遺跡 よしのだひらのいせき 青森市浪岡大字吉野田字平野、熊沢地内 平安 散布地

201-424 天王遺跡 てんのういせき 青森市浪岡大字北中野字天王 平安 散布地

201-425 扇田遺跡 おうぎだいせき 青森市浪岡大字下十川字扇田 平安
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ふ り な が

所収遺跡名

ふ り が な

所　在　地

コード 世界測地系（JGD2000）
調査期間

調査面積

（）
調査原因

市町村 遺跡番号 北緯 東経

社元
しゃもと

遺跡
いせ き 青森

あおもり

市
し

浪岡
なみおか

大字
おおあざ

高屋敷
たかやしき

字
あざ

社元
しゃもと 02201 201-417 40°44′50″ 140°35′09″ 20100827 ― 分布調査

板橋
いたばし

野山
のや ま

遺跡
いせ き 青森

あおもり

市
し

浪岡
なみおか

大字
おおあざ

長沼
ながぬま

字
あざ

板橋
いたばし

野山
のや ま 02001 201-413 40°10′40″ 141°47′58″ 20100827 ― 分布調査

羽黒平
はぐろたい

（１）遺跡
いせき 青森

あおもり

市
し

浪岡
なみおか

大字
おおあざ

五本松
ごほんまつ

字
あざ

羽黒平
はぐろたい 02001 201-345 40°43′40″ 140°36′54″ 20100420 190 確認調査

駒込館
こまごめだて

遺跡
いせ き

青森
あおもり

市
し

大字
おおあざ

駒込
こまごめ

字
あざ

月見野
つ き み の

02201 201-048 40°47′46″ 140°52′16″ 20100511 75 確認調査

小柳
こやなぎ

遺跡
いせ き

青森
あおもり

市
し

小柳
こやなぎ

１
いっ

丁目
ちょうめ

02201 201-060 40°49′33″ 140°52′20″ 20100525 4 確認調査

朝日山
あさひやま

（１）遺跡
いせき

青森
あおもり

市
し

大字
おおあざ

高田
たか だ

字
あざ

朝日山
あさひやま

02201 201-165 40°46′29″ 140°42′43″ 20100611 16 確認調査

朝日山
あさひやま

（３）遺跡
いせき

青森
あおもり

市
し

大字
おおあざ

高田
たか だ

字
あざ

朝日山
あさひやま

02201 201-197 40°46′32″ 140°42′31″

20100611

～

20100612

37 確認調査

赤坂
あかさか

遺跡
いせ き

青森
あおもり

市
し

大字
おおあざ

戸山
とや ま

字
あざ

赤坂
あかさか

02201 201-053 40°48′01″ 140°40′49″ 20100701 4 確認調査

浪館
なみだて

（１）遺跡
いせき

青森
あおもり

市
し

大字
おおあざ

三内
さんない

字
あざ

丸山
まるやま

02201 201-011 40°48′57″ 140°57′01″ 20100805 15 確認調査

山元
やまもと

（３）遺跡
いせき

青森
あおもり

市
し

浪岡
なみおか

大字
おおあざ

杉沢
すぎさわ

字
あざ

山元
やまもと

02201 201-383 40°43′25″ 141°04′53″ 20100828 2 確認調査

野尻
のじり

野田
の だ

遺跡
いせ き

隣接地
りんせつち

青森
あおもり

市
し

大字
おおあざ

野尻
のじ り

字
あざ

野田
の だ

02201 201-283 40°47′07″ 140°53′14″

20101116

～

20101117

65 試掘調査

小牧野
こ ま き の

遺跡
いせ き

青森
あおもり

市
し

大字
おおあざ

野沢
のざ わ

字
あざ

小牧野
こ ま き の

02201 201-176 40°44′05″ 140°43′53″

20101116

～

20101126

201 確認調査

朝日山
あさひやま

（２）遺跡
いせき

青森
あおもり

市
し

大字
おおあざ

高田
たか だ

字
あざ

朝日山
あさひやま

02201 201-197 40°49′33″ 140°57′01″ 20101209 30 確認調査

所収遺跡名 種別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

市内遺跡 ― 縄文時代～平安時代 ― ― 縄文時代～平安時代

要 約
平成22年度は、２地区の分布調査と10件の開発事業予定地内の試掘・確認調査を実施した。その結果、試掘・

確認調査を行った遺跡においては、今後も開発事業との調整を図っていくこととした。
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