
山梨市文化財調査報告書第20集

山梨市

市内遺跡発掘調査報告書2013

2014.3 

山梨市教育委員会



サ空F

山梨市文化財調査報告書第20集

山梨市

市内遺跡発掘調査報告書2013

2014.3 

山梨市教育委員会



例言

l 本書は、平成25年度国宝重要文化財等保容整備費補助金及び平成25年度山梨県文佑財保害事業費補

助金事業として実施した、平成25年度山梨市内遺跡発掘調査の成果をまとめた報告書である。

2 本書における出土遺物及び図面・写真等は、山梨市教育委員会が保管している。

3 本書の執筆・編集は山梨市教育委員会三津達也・雨宮弘聡・駒田真人が行った。

4 発掘・整理作業参加者

深揮さっき、芦沢はつ子、直井光江、広瀬侯子、安田絹子、安田敏男、藤原千賀子、若月あい子、

雨宮勝彦

凡例

I 位置図の縮尺は各図ごとに明記した。

2 全体図のスケールは各図ごとに明記した。
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1間之回東遺跡・三宮寺遺跡

所在地

開発目的

調査期間

調査面積

調査担当者

調査結果

山梨市正徳寺 1317ほか

道路

平成 25年 5月 29日""""'6月 28日

600 rrf 

雨宮弘聡

位置図 8=1110000 

2m幅のトレンチを 24本設定し、重機にて掘削、人力により精査したところ、間之田東

遺跡周辺で竪穴住居跡 1軒及び柱穴とみられるピット 5基を検出した。ピット周辺のトレ

ンチからは平安時代の土器片が出土しており、周辺にも遺構が存在する可能性が高いこと

から図の範囲を別途本調査することとした。

それ以外の部分については阿)I [性堆積物とみられる砂磯層がみられ、最深で 2mまで掘削

し精査したが遺構、遺物とも確認されなかった。

Jグ/ / 

トレンチ設定園(間之田東遺跡周辺)

./ 
40m 



トレンチ堀削状況

トレンチ精査状況

トレンチ精査状況

トレンチ精査状況

遺構検出状況 遺構検出状況
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トレンチ設定図(三宮寺遺跡周辺)

トレンチ設定状況 トレンチ精査状況
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2三宮寺遺跡

山梨市正徳寺 1524-1ほか

その他開発

所在地

開発目的

調査期間

調査面積

平成 25年 7月 22日"'8月 20日

600 rrf 

調査担当者三津達也・!駒田真人

トレンチ設定図

4 

位置図 8=1110000 

40廼



調査結果

建物、ビニールハウスを除く範囲に幅 2mのトレンチを 14箇所設定し、重機にて掘削、

人力にて精査を行ったところ、河川の氾濫によるものと思われる砂磯層の堆積が現地表下

60cmから厚さ 60cmにわたってほぼ全域にみられた。遺構及び遺物包含層は検出されなか

った。 T12から古銭 1点と平安時代の土師器片6点が出土したが、砂磯層の中からの出土

であるため、他の場所から流れ込んだものである可能性が高いと考えられる。仮に砂磯層

を遺物包含層と仮定しでも、現地表下 60cm以内に遺物・遺構等が存在する可能性は極めて

低く、今回の開発(掘削深度 30cm未満)による影響はないと考えられる。

トレンチ精査状況 トレンチ精査状況

トレンチ精査状況 遺物出土状況
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3大野砦跡

所在地

開発目的

調査期間

調査面積

調査担当者

山梨市大野 1776

個人住宅

平成 25年 7月 23日'""7月 24日

6nf 

雨宮弘聡

調査結果 - 位置図 8=1/10000 

2mX2mのトレンチ及び 1mX2mのトレンチを設定し、人力にて掘削したところ、 T1

は地表下 70cmで古墳時代の土器を含む遺物包含層となった。遺物包含層を掘り下げると河

川!による堆積と見られる砂磯層となり、遺構は確認されなかった。一方T2では地表下 70cm

で遺物包含層となり、 75cmで砂層となった。砂層上面で遺構確認したところ、溝状遺構 1

基を検出した。溝の中からは遺物は検出されなかった。砂層上面の遺物包含層からは古墳

時代の遺物が検出されていることから、溝は古墳時代以前のものとみられる。

今回の開発における掘削深度は最深で 30cmであることから、遺構は現地保存されること

となった。

T1C'] 

トレンチ設定図
。m 20m 

6 

一一一十一一-F 守，.'

、 ‘、、

トレンチ精査状況

遺物出土状況



4前田遺跡

所在地 山梨市下神内川 336

開発目的

調査期間 平成 25年 8月 2日

調査面積 13 nf 

調査担当者雨宮弘聡

調査結果 位置図 8=1/10000

この調査は、将来調査地内で開発を行うに当たり、事前に遺跡の状況を確認するために

行ったものである。 2mX2mのトレンチを 2本と 2mX2.5mのトレンチを設定し人力にて

掘削、精査したところ、T1では地表下 120cmで河川lの氾濫によると思われる磯層となった。

また、 T2とT3では地表下 150cmで遺物包含層となり、 180cmまで掘削したところで地山

と思われる黄褐色土層となった。黄褐色土層上面で、精査を行ったが、遺構は確認されなか

った。包含層中からは数点の土師器片などが出土した。

本調査地内においては、地表下 120cmまでの掘削であれば遺構等の保護が可能で、あるこ

とが確認された。

」

トレンチ設定図

トレンチ精査状況

。
T1 

7 

ロ
T2 

トレンチ精査状況



5屋敷添遺跡

所在地

開発目的

調査期間

調査面積

山梨市下石森 771-1

個人住宅

平成 25年 8月21日"'8月22日

5rrf 

調査担当者雨宮弘聡

調査結果
位置図 s =主110000

1m幅のトレンチを 2ヶ所設定し、人力にて掘削、精査した。遺構、遺物とも確認されな

かった。

Om 

トレンチ設定図

調査地全景

8 

、，、、、、 ， 

、、、

20m 

トレンチ精査状況



6包蔵地外

所在地

開発目的

調査期間

調査面積

山梨市万力 1242ほか

宅地造成

平成 25年 9月 3日'""9月 6日

130 rrl 

調査担当者雨宮弘聡

調査結果 位置図 8=1/10000

2m幅のトレンチを 4ヶ所設定し、重機にて掘削、人力により精査した。遺構、遺物とも

確認されなかった。

/ 

トレンチ設定図

トレンチ精査状況 トレンチ精査状況
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7宮ノ前(七日子)遺跡。中沢遺跡@

十王堂遺跡

所在地

開発目的

調査期間

調査面積

山梨市七日市場89ほか

農業基盤整備事業(圃場整備)

平成 25年 9月 18日""""'10月 11日

50 rrf 

調査担当者雨宮弘聡

調査結果

位置図 8=1/10000 

本調査は農業基盤整備事業(圃場整備)に伴うもので、広範囲に及ぶため 3つの地点に分

けて調査を行った。

-宮ノ前(七日子)遺跡地点

1m幅のトレンチを 10本設定し、人力にて掘削、精査したところ、 T3から平安時代の住

居跡 1軒を検出した。また、 T8からは溝状遺構 1条を検出した。 T1""""'T5及び T8、T9で

は遺物包含層が見られることから、周辺に遺構が存在する可能性が高い。

-中沢遺跡地点

1m幅のトレンチを 9本設定し、人力にて掘削、精査したところ、 T8から縄文時代の住

居跡を 1軒、 T4で土坑 1基を検出した。また全てのトレンチから遺物が出土していること

から、周辺に遺構が存在する可能性が高い。

-十王堂遺跡地点

1m幅のトレンチを 2本設定し、人力にて掘削、精査したところT1から平安時代のものと

思われる溝 1条を検出した。また T2では縄文時代の遺物を含む遺物包含層が見られた。

調査の結果、宮ノ前(七日子)遺跡地点と中沢遺跡地点については本調査について協議

中である。また十王堂遺跡地点については、 T2周辺は本調査について協議中であるが、 T

1周辺については工事範囲の変更による現地保存について協議中である。

10 
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遺構検出状況 トレンチ精査状況

遺構検出状況 トレンチ精査状況
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トレンチ設定状況

遺物出土状況

トレンチ精査状況 トレンチ精査状況
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トレンチ設定状況

トレンチ設定状況

トレンチ精査状況
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トレンチ精査状況
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8寺の下遺跡

所在地

開発目的

調査期間

調査面積

調査担当者

調査結果

山梨市小原西 374包、 374-4、375-5、

小原東 1050・4

宅地造成

平成 25年 10月 17日，....，_，n月 13日

68 ni 

駒田真人

位置図 8=1/10000 

宅地造成に伴う道路建設予定部分に T1(幅1.5血)、宅地部分に T2(幅 2m)を設定し(延

長 25.5m)、重機にて掘削、人力にて精査を行った。 T1では南側で溝 2条、ピット 9基及

び住居跡の可能性がある焼土を検出した。住居跡とすると、道路範囲外(西側)に伸びて

いることになる。 T1の北側では遺構等は確認されておらず、遺跡の範囲は T1南半分より

南及び西側に伸びていると考えられる。

T2では南北に延びる溝が 2条、性格不明のピットが 7基検出された。遺構が検出された

のは地表下 50cmであり、今回の開発では造成により 10cmの盛り土を行うのみであるので

遺構に影響は無いが、住宅を建築する際には協議が必要となる。

〆

トレンチ精査状況

トレンチ設定図

トレンチ精査状況
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9包蔵地外

所在地 山梨市東 1255ほか

開発目的 農業基盤整備事業(農道)

調査期間 平成 25年 10月 22日.-.，..10月 25日

調査面積 4rrl 

調査担当者雨宮弘聡

調査結果 位置図 8=1110000

1m幅のトレンチを 2本設定し、人力にて掘削、精査したが、遺構遺物とも確認され

なかった。

ぷ三h

トレンチ設定図

トレンチ設定状況 トレンチ精査状況
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10包蔵地外

所在地

開発目的

調査期間

調査面積

山梨市東 1087ほか

農業基盤整備事業(農道)

平成 25年 10月 28日"-'10月 30日

8rrl 

調査担当者雨宮弘聡

調査結果 位置図 8=1110000

1m幅のトレンチを 5本設定し、人力にて掘削、精査したが、遺構遺物とも確認され

なかった。

トレンチ設定状況

トレンチ設定図

トレンチ精査状況
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11大久保遺跡

所在地

開発目的

調査期間

調査面積

山梨市東 2101-1ほか

農業基盤整備事業(農道)

平成 25年 11月 5日'"'-'11月 19日

lOni 

調査担当者雨宮弘聡

調査結果 位置図 8=1/10000 

1m幅のトレンチを 5か所(総延長 10m)設定し、人力にて掘削、精査したところ、 T1から

溝状遺構 1条、 T4から住居跡と思われる遺構を 1基検出した。 T1の溝状遺構は地表下 70cmか

ら検出され、平安時代の遺物包含層を掘りこんでいた。溝状遺構の内部からは平安時代の土器が

出土している。また、遺物包含層の堆積状況を確認するため T1内にサブトレンチを設定し、溝

状遺構を記録した後に遺物包含層を掘り下げたところ、地表下 190cmで地山層と思われる粘土

層に達した。粘土層上面で精査したが、遺構は確認されなかった。遺物包含層からは土師器片、

須恵器片が出土している。

遺物はすべてのトレンチから検出されていることから、下図の範囲について本調査を行うこと

とした。

¥¥ 

18 



調査地全景 トレンチ精査状況
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トレンチ土層断面図

トレンチ土層断面

遺構検出状況 遺物出土状況
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12東田遺跡

所在地

開発目的

調査期間

山梨市東 647-2ほか

農業基盤整備事業(農道)

平成 25年 11月 20日"'-'12月 4日

調査面積 lOrrf 

調査担当者雨宮弘聡

調査結果

位置図 8=1110000 

当調査地のうち、金光寺境内及びその周辺一帯は岩手信景屋敷と伝承されており、 1m幅のト

レンチを 7か所設定し、人力にて掘削及び精査したところ、遺構は確認されなかったものの、

T4""'T6から中世、近世の遺物が出土した。調査地周辺に方形区画が見られることから、下図の

範囲について本調査を行なうこととした。

トレンチ設定図 出土遺物

20 
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トレンチ設定図
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13包蔵地外

所在地

開発目的

調査期間

調査面積

山梨市三ヶ所 35-1

道路

平成 25年 11月25日.........11月29日

30 rrf 

調査担当者駒田真人

調査結果 位置図 8=1110000 

道路建設予定部分に 2m幅のトレンチを 1本設定し(延長 15m)、重機にて掘削、人力にて精

査を行ったところ、河川性堆積層と恩われる黒褐色砂質土層及び黄褐色砂磯層が地表下 70......... 

110cm以深に見られ、遺構は確認されなかった。平安時代の土師器片と須恵器片が出土したが、

いずれも河川|性堆積層中からの出土であり、他の場所から流れ込んだものである可能性が高いと

考えられる。

トレンチ設定図

トレンチ精査状況
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14包蔵地外

所在地 山梨市東後屋敷 568-1、564-2、564-9、567-1

開発目的 j苫舗

調査期間 平成25年 12月4日-----12月 16日

調査面積 140 rrf 

調査担当者駒田真人

位置図 8=1/10000 

調査結果

2m幅のトレンチを 2本設定し(延長 70m)、重機にて掘削、人力にて精査を行った。 T2か

ら南北に伸びると思われる溝を一条検出したが、近世の陶器片を伴うことから、近世の遺構であ

トレンチ設定図

トレンチ精査状況 トレンチ精査状況

23 



15日下部病院前遺跡

所在地 山梨市上神内川

1126ー2.1127-4. 1127-6. 1128-2. 1129-1. 11まト1

開発目的 その他建物

調査期間 平成 26年 1月 21日

調査面積 22 rrf 

調査担当者駒田真人

位置図 8=1/10000 

調査結果

2m幅のトレンチを 1本設定し(延長 11m)、重機にて掘削、人力により精査したが、遺

構、遺物ともに確認されなかった。

トレンチ設定図

調査地全景
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トレンチ精査状況
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16 包蔵地外

所在地 山梨市小原西 955

開発目的 その他建物

調査期間 平成 26年 1月 28日，...，_，2月 4日

調査面積 130 nf 

調査担当者雨宮弘聡

位置図 8=1110000 

調査結果

2m幅のトレンチを 5か所設定し(延長 65m)、重機にて掘削、人力により精査したが、

遺構・遺物ともに確認されなかった。

トレンチ設定図
伽

トレンチ設定状況
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トレンチ精査状況

九

一



2013年度話掘@立会調査一覧表

試掘調査

遺跡名 遺跡No. 所在地 調査期間 調査原因 調査面積 開発面積 備考遺物(主ななど遺)構・

1閤之回東遺跡・三宮寺遺跡 05043・05065正徳寺 H25.5.29~6.28 道路 600 10.979.00 住居跡

2二宮寺遺跡 05065 正徳寺 H25. 7.22~8.20 その他開発 600 19.619.99 

3大野砦跡 05180 大野 H25. 7.23~7.24 個人住宅 6 120.00 

4節目遺跡 05098 下神内川 H25.8.2 その他 13 

5屋数添遺跡 05121 下石森 H25.8.21~8.22 個人住宅 5 229.68 

6包蔵i也外 万力 H25.9.3~9.6 宅地造成 130 2.629.39 

7宮ノ副{七日予)i翠跡・中沢 05079・05084・
七日市場 H25. 9. 18~10. 11 農業基盤整備事業 50 425.000.00 住居鼠絡文土留、土師器

iI11跡・十王堂麹跡 05083 

8寺の下遺跡 05068 小原西 H25. 10. 17~1 1. 13 宅地造成 68 462.81 

9包蔵i也外 東 H25. 10.22~10.25 農業基盤整備事業 4.0 2.027.10 

10包蔵地外 東 H25. 1 O. 28~ 10. 30 農業基盤整備事業 8.0 853.66 

11大久保遺跡 05023 東 H25. 11. 5~1 1. 19 農業基盤整備事業 10 1.700.00 住居跡、土師器

12東田遺跡 05033 東 H25. 11. 20~12. 4 農業基盤整備事業 10 1.046.45 陶磁器

13包蔵地外 ニケ所 H25. 11. 25~1 1. 29 庖舗 30 637.00 

14包蔵地外 東後屋敷 H25. 12. 4~12. 16 庖鋪 140 2.769.00 

15日下部病院前遺跡 05072 上神内川 H26. 1. 21 その他建物 22 453. 18 

16包蔵i也外 小原西 H25. 1. 28~2. 4 その他建物 130 8.805.04 

工事立会

遺跡名 遺跡No. 所在地 調査期間 調査原因 開発面積

11f家越遺跡 05070 上神内川 H25.5.13 個人住宅 340.85 

2立石遺跡 05074 小原東 H25.6.11 個人住宅 615 

3堀之内遺跡 05059 落合 H25.6.26~27 個人住宅 285.56 

4大堀遺跡 05078 小原西、小原東 H25. 7. 22 個人住宅 315.71 

6ニヶ所遺跡 05107 三ヶ所 H25. 7. 22 その他建物 361. 12 

7屋敷添遺跡 05121 下石森 H25. 8. 1、8.23 個人住宅 399.94 

8原ノ前遺跡 05046 万力 H25.8.17 個人住宅 224.95 

10丸山遺跡 09080 校E町成沢 H25.9.19、10.4、10.10個人住宅 349. 79 

11中尾1遺跡 09033 校E町倉科 H25.9.27 個人住宅 164. 11 

12窪八幡神社社家坊中群 05187 北 H25.10.2、10.29 下水道 460 

13 閏之回東遺跡 05043 正徳寺 H25. 10.9 個人住宅 329.60 

14 ニケ所遺跡 05107 上之割 H25.10.9 個人住宅 110.13 

15 東後屋敷遺跡 05109 東後屋数遺跡 H25. 10. 18 個人住宅 442.32 

16 屋敷添遺跡 05121 下石森 H25.10.23 個人住宅 300.25 

17 八王手遺跡 05073 小原西 H25. 10.25 その他開発 1310.94 

19 小武家遺跡 05065 上岩下 H25.10.28 個人住宅 213.18 

20 八王手遺跡 05073 小原西 H25.10.30 偲人住宅 224.80 

21 窪八幡神社社家坊中群 05187 北 H25. 11. 11 その他建物 103 

22 八王手遺跡 05073 小原西 H25. 11. 12 個人住宅 205.93 

23 八王手遺跡 05073 小原西 H25. 11. 21 個人住宅 201. 17 

24 窪八幡神社社家施中群 05187 北 H25. 11. 21 下水道

26 松畑東遺跡 05135 叡田 H25. 11. 26 その他建物 501. 98 

27 原遺跡 05127 ニケ所 H25.12.4 個人住宅 307.57 

28 I家越遺跡 05070 上神内川 H25. 12. 11 その他建物 240.41 

29 宗高北遺跡 05113 下神内川 H25.12.20 個人住宅 231. 81 

30 日下部遺跡 05075 小原東 H25.12.24 個人住宅 233.09 

31 八王子遺跡 05073 小原西、小原凍 H25.12.24 個人住宅 212.19 

32 御幸原遺跡 09042 校E町室伏 H25. 1. 7 その他開発 2.56 

33 屋敷添遺跡 05121 下石森 H26. 1. 22、2.4 個人住宅 602.17 

34 ニケ所遺跡 05107 上之割 H26. 1. 29 個人住宅 190.70 

35 大久保遺跡 05023 東 H26. 1. 30 ガス・電気・水道 16.25 

36 二ケ所遺跡 05107 上之割 H26.2.6 個人住宅 255.66 
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埋蔵文化財包蔵地一覧(山梨)

遺跡No. 遺跡名 種別 所在地 時代 傍若(旧県番号・遺跡名・旧時代等)

05001 影差遺跡 散布地 水口字影差 平安・中世

05002 和田遺跡 散布地 水口宇和田 縄文・平安

05003 源田窪遺跡 散布地 堀内字源田窪 中世

05004 馳平遺跡i 散布地 水口字馳平 縄文

05005 形山遺跡 散布地 水口字形山 縄文・中世

05006 小揚遺跡 散布地 堀内字小揚 平安

05007 大工北遺跡 徴布i也 大工字日影 古墳・平安

05008 堂平遺跡i 散布i也 水口字堂平 平安

05009 芦原遺跡 叡布i也 太工字芦原 平安

05010 大工南遺跡 散布地 大工字井ノ久保前 縄文

05011 市川北遺跡 散布地 市川字平山 縄文

05012 市川西遺跡 叡布i也 市川字植田 縄文

05013 植田遺跡 集落跡 市川字植田 縄文

05014 於1じ南遺跡 叡布地 市川字於北 平安

05015 神明前遺跡 叡布i也 市川字神明前 平安

05016 犬塚遺跡i 散布地 市川字犬塚 平安

05017 市川東遺跡 散布地 市川字神明前 縄文

05018 切通西遺跡 叡布i也 東字切通 平安

05019 濯下遺跡 散布地 西字l是下 平安

05020 膝の木道下遺跡 散布地 東字践の木道下 縄文・平安

05021 村西遺跡 散布地 東字村西 縄文

05022 丸山遺跡 散布地 東字丸山 縄文

05023 大久保遺跡 散布地 東字大久保 縄文・平安

05024 切通商澄跡 叡布地 東字切通 縄文・平安

05025 切通東遺跡 敵布地 東亨切通 平安

05026 樋詰褒遺跡 散布地 北字鑓詰裏 平安・中世

05027 中島遺跡 叡布i也 東字中島 縄文・平安

05028 久保菌遺跡 散布i也 東字久保 平安

05029 下沼原遺跡 その他 東字下河原 中世・近世

05030 於北北遺跡 その他 市川字於北 中世・近世

05031 西片山遺跡 その他の墓 ゴじ字西片山 中世・近世

05032 切通北遺跡 その他 東字切通 中世・近世

05033 東田遺跡 社寺跡 東字東田 中世・近世

05034 久保遺跡 散布地 東字久保 平安

05035 中下西遊跡 散布地 東字中下 平安

05036 萱刈遺跡 散布地 東字萱刈 縄文

05037 堂屋数遺跡 散布地 東字堂屋敷 縄文・平安

05038 添田遺跡 叡布i也 東字添田 縄文

05039 久保田遺跡 散布地 東宇久保田 縄文

05040 江包原遺跡 集落跡 江曽原字片瀬 縄文・古墳・平安

05041 上コプケ遺跡 集落跡 北字上コブケ 縄文・平安

05042 兄川河床遺跡 その他 南字上兄JlI(兄川淘床) 旧石器

05043 閏之回東遺跡 散布地 正徳寺写筒之田 平安

05044 天神前遺跡 散布地 正徳寺字天神前 縄文・平安・中世

05045 間之田西遺跡 散布地 正徳寺字問之田 古墳・平安

05046 原ノ前遺跡 散布地 万力字原ノ前 奈良

05047 長田遺跡 敵布地 山根字長田 縄文

05048 隠田遺跡 その他の墓 山根字関田 中世・近世

05049 金桜遺跡 敵布i也 落合字金桜 縄文・平安

05050 延命寺遺跡 集落跡 落合字延命寺 弥生・古墳・平安
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埋蔵文化財包蔵地一覧(山梨)

澄跡iNo. i翠跡名 種別 所在地 時代 備考(旧県番号・王室町名・旧時代等)

05051 千原因遺跡 集活跡 落合字干原田 古墳・平安

05052 地蔵久保遺跡 敵布地 落合字地蔵久保 平安

05053 欠之下遺跡 散布地 正徳寺字欠之下 中世

05054 花桜遼跡 散布地 落合字花桜 平安・中世

05055 港会市道il:t跡 散布地 落合字市道 平安

05056 正徳寺目日田遺跡 叡布i也 正徳寺字削田 平安

05057 林際遺跡 散布地 正徳寺字林際 平安

05058 屋数遺跡 散布地 5富合字屋敷 平安・中世

05059 纏之内遺跡 散布地 落合字堀之内 平安

05060 小金因遺跡 散布地 上岩下字小金田 縄文

05061 半座池遊館1 散布地 溶合字半座池 古蹟・平安

05062 田屋之前遜跡 叡布地 落合字田屋之前 平安

05063 三枚地遺跡 叡布地 上岩下字三校地 平安・中世

05064 小武家遺跡 集落跡 上岩下字小武家 平安・中世

05065 三宮寺王室跡 散布地 正徳寺字三宮寺 平安。中世

05066 九ツ塚遺跡 散布地 正徳寺字九ツ塚 平安・中世

05067 五鉢尊遺跡 散布地 正徳寺字五車事尊 平安

05068 寺の下遺跡 散布地 小原西字寺の下 縄文

05069 平塚遺跡 散布地 上神内川字平塚 平安

05070 塚越道跡 散布地 上神内川字窓越 古境・中世

05071 松原遺跡 敵布地 上神内川亨松原 中世

05072 日下部病院則滋跡 敵布地 上神内川写氷上 古漬

05073 八王手遺跡 散布地 小原東字八王手 縄文

05074 立石遺跡 集落跡 小原東字立石 縄文・奈良・平安

05075 日下部溜跡 集落跡 小原東字大泉庵 縄文・弥生・奈良・平安・中世

05076 西久保遺跡 徴布地 小原東字西久保 縄文・平安

05077 下ノ原澄跡 散布地 七日市質量字下ノ原 縄文

05078 太堀遺跡 散布地 小原東字大堀 奈良・平安

05079 宮ノ前(七日予〕溜跡 集;言問l 七日市燭字宮ノ前 縄文・古境・奈良・平安

05080 西ノ窪i鐙跡 鍛布地 七日市場字西ノ窪 縄文・平安

05081 天神原南遺跡 散布地 七日市燭字天神原 平安

05082 権現窪経I家 経塚 七日市揚権現窪 中世・近世

05083 十王堂遺跡 散布i也 七B市場字十王堂 奈良・平安

05084 中沢遺跡 散布地 七日市湯字中沢 平安

05085 神明遺跡 散布地 七日市場字神明 奈良・平安

05086 下5lJi鞄遺跡 散布地 七日市湯字下弥勤 縄文・平安

05087 天神原北澄跡 徴布地 七日市協字天神原 縄文・平安

05088 稲畑北遜跡 散布地 下井尻字相畑 古境

05089 相畑南遺跡 散布地 下井尻字相畑 中世

05090 唐土遺跡 叡布地 三ヶ所亨唐土 古控室・中世

05091 飛沢遺跡 鍛布地 下井尻字飛沢 中世・近世

05092 狐塚遺跡 叡布i也 下井尻亨狐t家 平安

05093 御屋敷南遜跡 散布地 下井尻字御屋数 縄文・平安

05094 街屋敷北溜跡 散布地 下井尻字御屋数 平安

05095 阿弥陀堂澄跡 叡布地 下井尻字阿弥陀堂 縄文・古墳・奈良・平安

05096 天神原遺跡 叡布地 下井尻字天神原 平安

05097 宮ノ西遺跡 散布地 下井尻字宮ノ西 古漬・中世

05098 前回遺跡 散布地 下神内川字前田 平安

05099 宮ノ上麹跡 叡布i也 下神内川字宮ノ上 平安

05100 上手原翠跡 散布地 上石森字上手原 縄文
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埋蔵文化財包蔵地一覧(山梨)

遺跡No. 遺跡名 種別 所在地 時代 備蓄(旧県番号・遺跡名・旧時代等)

05101 浅間遺跡 散布地 三ケ所字浅間 平安・中世

05102 吉原澄部 散布地 三ケ所字吉原 平安

05103 大橋遺跡 散布地 三ケ所字大橋 平安・中世

05104 樋口遺跡 散布地 小原東写樋口 古墳・平安・中世

05105 河野氏屋致 その他 三ケ所字新町西 中世・近世

05106 新町東遷蹄 散布地 主ケ所字新町東 縄文

05107 三ケ所遺跡 集落跡 三ケ所字寺平 平安・中世

05108 鍛治屋久弥遺跡 散布地 鴨居寺字鍛冶屋久弧 古墳

05109 東後屋致遺跡 集落跡 東後屋豊文字小屋数 縄文・奈良・平安

05110 天神前東遊跡 散布地 大野字天神前 縄文・平安

05111 高畑遺跡 集落跡 大野字高畑 縄文・古墳・平安

05112 榎木田遺跡 叡布地 大野字震木田 平安

05113 宗高北遺跡 叡布地 下石森字宗高 平安

05114 宗高南遺跡 敵布地 下石森字宗高 弧生・古墳

05115 宗高西遺跡 敵布i也 下石森字宗高 古墳

05116 天神前北遺跡 散布地 大野字天神前 平安

05117 市道遺跡 散布地 大野字市道 平安

05118 杉ノ木遺跡 集落跡 下神内川字杉木 古墳

05119 雲林遺跡 散布地 下石森字雲林 古墳・平安

05120 宗高東遺跡 散布地 下石森字宗高 縄文

05121 屋敷添遺跡 散布地 下石森字屋重丸添 縄文・平安・中世

05122 上石森塚越遺跡 散布地 上石森字塚越 縄文・平安

05123 宮ノ蔀遺跡 散布地 下石森字宮ノ前 平安

05124 上黒木遺跡 叡布i也 上石森字上黒木 奈良・平安・中世

05125 金山林遺跡 敵布i也 上石森字金山林 古漬・平安

05126 堀ノ内遺跡 集落跡 上石森字堀ノ内 到1生・平安

05127 原遺跡 散布地 三ケ所字原 古墳

05128 護木遊間i 散布地 隠居寺字榎木 古墳

05129 上之害j八王手遺跡 叡布地 上之習字八王予 平安

05130 三ケ所梨木選Mli 叡布i也 三ク所字梨木 平安

05131 梨木遺跡 散布地 上之割字梨木 平安

05132 金山遺跡 散布地 叡田字金山 平安

05133 政白金桜遺跡 散布地 叡田字金桜 平安

05134 松畑西遺跡 散布地 叡田字松畑 古墳

05135 松畑東遺跡 散布地 叡田字松畑 縄文・古蹟・奈良

05136 御獄堂遺跡 散布地 獄図亨御獄堂 古墳

05137 西条遺跡 歓布地 叡回字西条 平安

05138 上町遺跡 叡布地 下栗原字上町 古墳・平安・中世

05139 西田遺跡 散布i也 上栗原字西田 縄文・平安

05140 紺屋町遺跡 散布i也 下栗原字紺屋町 弥生・古墳・平安

05141 宮後遺跡 散布地 下栗原字宮後 平安

05142 北川通遺跡 散布地 下栗原字北川通 平安

05143 上沼遺跡 散布地 中村字上沼 古境・平安

05144 東小踏遺跡 散布地 中村字東小路 縄文・平安

05145 大林北遺跡 散布地 上栗原字大林 縄文・弥生・古境・平安・中世

05146 大林南遺跡 散布地 上栗原字大林 平安

05147 中道北遺跡 敵布地 上栗原字中道 平安

05148 中道南遺跡 叡布地 上栗原字中道 平安

05149 永昌院西山遺跡 散布i也 矢i平 平安

05150 長源寺前古墳 古境 上万力字蟹沢 古境
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埋蔵文化財包蔵地一覧(山梨)

澄錨No. 遺跡名 種別 所在地 時代 偏差言(旧県番g・遺跡名・旧時代等)

05151 観音塚古墳 古墳 山之根字天狗目H 古漬

05152 山寺古墳 古漬 上岩下手上蟹田 古漬

05153 天神塚古墳 古漬 上岩下手上天神山 古漬

05154 校洞寺古墳 古墳 上岩下字校洞山 古墳

05155 平塚古墳 古墳 上神内川字平塚 古境

05156 稲荷塚古漬 古墳 上神内川字窓越 古墳

05157 沖田無名境 古漬 上栗原字沖田 古漬

05158 中嬉無名墳 古漬 上栗原宇中道 古墳

05159 i3¥じ塚古墳 古境 三ケ所字原 古墳

05160 岩下古墳群 古墳群 上岩下 古墳

05161 山根古墳群 古墳群 山根 古漬

05162 富士塚 富士銀 上万力字藤塚 近世

日5163 琵琶飯 その他 叡田字組畑 中世・近世

日5164 仏沢城跡 減館跡 切差字八幡山 中世

05165 切差の減山跡 城館跡 切差字八幡山 中世

日5166 丸山の隆火台跡 城館跡 北字大平山 中世

05167 御前山城跡 城館跡 上岩下 中世

05168 捌山の蜂火台跡 域館跡 正徳寺字御山 中世

日5169 西山城跡 城館跡 東字西山 中世

05170 野背坂西城跡 城館跡 本字大平山 中世

05171 武田金吾屋敷跡 減館跡 東後屋致字小屋敷 中世

05172 落合館跡 城館跡 落合字屋数 中世

05173 上野氏屋数 施館跡 束手久保 近世

05174 減伊庵屋数鏑t 城館跡 上神内川字幸ノ前 中世

05175 遠方屋敷 城館跡 三ケ所字連万 中世 山梨県指定史跡

05176 安田義定館跡 域館跡 小原東字白山 中世

05177 安田義定館跡 域館跡 小原西字八王子 中世

05178 栗原氏屋数跡 域館跡 上栗原字西神 中世

05179 栗原氏屋数跡 城館跡 中村字西小路 中世

05180 大野砦跡 織館跡 大野字三十六 中世

05181 涜神山窯跡 窯跡 東字荒神山 平安・中世

05182 窪八幡神社 神社 北字仲町 中世

05183 窪八幡神社社家坊中群 社寺跡 ゴじ 中世・近世

05184 履行堤 堤防遺跡 万力字正月林 近世 山梨市指定史跡

05185 田安陣屋跡 陣屋跡 一町田中字梨ノ木 近世 山梨市指定史跡

05186 清水陣屋跡 陣屋跡 北字デウノコシ 近世 山梨市指定史跡

05187 足原因遺跡 集落跡 万力字足原因 古墳・平安・中世 山梨市指定史跡

05188 泉林遺跡 散布地 市川字泉林 縄文

05189 柿木田遺跡 集落跡 小原西字柿木田 古須

日5190 廻り回選跡 集懇跡 北字廻り田 古績

05191 膳棚遺跡 集落跡 北字中盤樹|まか 平安

05192 神明前澄跡 社寺跡 市川字神明前 中世・近世
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埋蔵文化財包蔵地一覧(牧丘)

遺跡No. 遺跡名 種別 所在地 時代 備書(旧県番号・巡跡名・旧時代・史鼠等)

09001 都平溜量車 散布地 校丘町観平 縄文

09002 題平巡車事 散布地 殺丘町本原上海平 綴文・平安

09003 上ノ向澄m 散布地 校丘町北原北添川l 平安

09004 京塚巡跡 散布地 紋丘町北原上野原 縄文・平安

09005 上野原巡踏 散布地 紋丘町地原上野原 縄文・奈良・平安・中世・近世

09006 上ノ原澄跡 集落跡 牧丘町妓平上ノ原 縄文・奈良・平安

09007 川東遊m 散布地 校丘町絞平上ノ原 縄文・古漬・奈良・平安

09008 膝立破魔揚選跡 敵布地 校丘町絞平膝立 平安・奈良・中世

09009 押手沢遜蹄 散布地 牧丘町奴平押手沢 縄文

09010 古宿道上遜跡 集活跡 校丘町西保中古信道上 綴文・古墳梯奈良・平安

09011 小林巡跡 滋布地 校丘町西保中古宿道上 縄文・平安・中世・近世

09012 差須遜跡 散布地 牧丘町西保中大村上 平安

09013 奥破魔射場霊童跡 散布地 牧丘町西保中大村上 綴文・平安・中世

09014 古西源寺遺跡 散布地 絞丘町西保中 縄文・~生・古墳・奈良・平安・中世・近世

09015 西破魔射場巡m 散布地 牧丘町西保中 縄文・奈良・平安・中世・近世

09016 東破魔射湯華霊跡 散布地 牧丘町西保中 縄文・3民生・古墳・奈良・平安・中世・近世

09017 上平巡路 散布地 紋丘町西保中 旧石器・縄文・平安・中世惨近世

09018 在家道東遊跡 散布地 校丘町西保中 縄文

09019 在家遊西遺跡 散布地 校丘町西保中 縄文・平安

09020 村ノ前巡跡 散布地 校丘町西保中 縄文

09021 井戸窪遜跡 散布地 殺丘町西保中 緩文・中世・近世

09022 八糧山選跡 散布地 校丘町西保中下八樋山 縄文

09023 荒台巡跡 散布地 校丘町西保中荒台 終文・平安

日9024 中国圏慾跡 散布地 蚊丘町西保中下御所 平安・中世・近世

09025 西保丸山西遊軍事 叡布地 校丘町西保中下丸山 縄文・奈良・平安

09026 西保下丸山遜跡 叡布地 校丘町西保中下丸山 縄文・弥生・古漬・奈良・平安・中世・近世

09027 法験庵澄跡 散布地 校丘町西保下法殴庵 縄文・平安・中世・近世

09028 1じ井澄跡 散布地 校丘町西保下法殴庵 縄文・平安・中世・近世

09029 下木曾遊跡 議布地 校丘町西保下下木曾 平安・中世・近世

09030 E霊智遜跡 散布地 紋丘町怠斡緊密 総文

09031 西中尾巡m 散布地 校丘町西中尾 縄文・奈良・平安・中世・近世

09032 西喜連巡跡 叡布地 絞丘町倉科西淡 縄文・平安

09033 中尾 1澄跡 散布地 校丘町王室科 縄文・奈良・平安・近世

09034 中尾2麹m 散布地 校丘町怠孝司 縄文・平安

09035 高野選跡 散布地 叡丘町倉孝司 縄文・車E生・奈良・平安・中世

09036 躍下滋跡 散布地 校丘町重言科路下 縄文

09037 市地B巡跡 散布地 牧丘町西保下 縄文・奈良・平安・中世

09038 井戸川澄跡 散布地 校丘町西保下 旧石器・綴文・奈良・平安・中世

09039 市地A巡m 数街地 紋丘町西保下 縄文・中世

09040 m山溶跡 散布地 校丘町西保下込山 縄文・奈良・平安

日9041 山寺巡m 散布地 枚丘町倉科山寺 縄文・奈良・平安

09042 御幸原滋跡 叡布地 校丘町室伏下 縄文

09043 奥蜜原澄跡 散布地 校丘町重量科山寺 縄文・奈良・平安・中世

09044 市地G澄跡 叡布地 枚丘町倉科 縄文・奈良・平安

09045 西平沢遜m 散布地 校丘町倉科 縄文・奈良・平安・中世

09046 丸山A澄踏 散布地 紋丘町倉科丸山 縄文

09047 丸山B滋跡 散布地 校丘町怠税丸山 縄文

09048 ニν塚遺跡 設布地 桜丘町童書科二り塚 縄文・奈良・平安・中世

09049 田処麹MIi 散布地 校丘町倉科 縄文・奈良・平安・中世

09050 西山慾節 散布地 絞丘町怠科西山 縄文・奈良・平安・中世
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埋蔵文化財包蔵地一覧(牧丘)

遺跡No. i翠跡名 種別 所在地 時代 備望書(1目黒番号・~跡名・旧時代・史跡等)

09051 山田遺跡 叡布地 校巨町倉科西山 縄文

09052 湾の沢i翠跡 散布地 殺岳町1a科滝の沢 縄文・弥生・奈良・平安

09053 鈴の宮遺跡 蝕布地 校巨町怠科鈴の宮 l白石器・縄文・弧生・古銭・平安・中世・近世

09054 大石遺跡 散布地 校丘町怠科鈴の宮 縄文

09055 上野田遺跡 叡布地 校丘町1a刺鈴の宮 縄文・到1生・古漬・奈良・平安・中世・近世

09056 西姻査2蹄 散布地 殺E町室伏下 縄文・平安・中世

09057 林組遺跡 散布地 奴呂町怠科林組 縄文・弥生・平安

09058 上野田東遺跡 敵布地 奴E町倉務上野田 旧石器・縄文・奈良・平安・中世・近世

09059 田屋Ail!!跡 散布地 校丘町E語科 縄文・平安

09060 田屋B遺跡 数布地 校E町~科 平安

09061 訟葉遺跡 敵布i也 殺丘町窪平訟葉 縄文・弥生・奈良・平安・中世

09062 階澄跡 叡布地 校E町窪平階 縄文・弥生・奈良・平安

09063 東大庭遺跡 散布地 校丘町東大庭 縄文

09064 堀ノ内遺跡 散布地 校丘町窪平堀ノ内 縄文

09日65 精進屋敷~跡 叡布i也 殺E町窪平堀ノ内 縄文

09066 薬師堂遺跡 集落跡 校E町窪平堀ノ内 縄文

09067 大久保遺跡 徴布i也 校丘町窪平堀ノ内 縄文

09068 殺ノ前遺跡 叡布地 校巨町窪平堀ノ内 縄文

09069 績吹遺跡 集落l!itJi 枚E町窪平堀ノ内 縄文・平安・中世

09070 砂原選邸 敵布地 校丘町室伏下無田 縄文

09071 寺屋敷遺跡 散布地 校E町干野々宮寺屋敷 縄文

09072 鏑当il!!跡 敵布地 校E町柚ロ太室隠当 縄文・奈良・平安

09073 袖口西山溜跡 散布地 絞E町柚ロ西山 縄文・奈良・平安

09074 東上遺跡 散布地 校E町袖口東上 縄文

09075 上柏口湿iliJli 散布地 殺E町柚ロ 縄文・奈良・平安・中世

09076 喬山遺跡 散布地 校丘町袖口 縄文・奈良・平安

09077 大久保溶跡 散布地 奴E町室伏上太久保 縄文・奈良・平安・中世

09078 清水窪王室部 散布地 奴底町袖口東下 縄文・奈良・平安・中世

09079 中久握遺跡 集落跡 奴E町室伏(乙ヶ蓑) 縄文・平安

09080 丸山溜跡 散布地 絞E町成沢(太沢} 縄文

09081 中枚減祉遺跡 城館跡 校E町級古寺 中世・近世

09082 間瀬屋数批i塁跡 城館跡 奴丘町怠税上野田 中世・近世

09083 琵琶級批怒邸 減館邸 奴亘町西保下辻屋 中世

09084 小田野械部 機館跡 殺E町西保下小田野 平安・中世 山梨市指定史跡i

09085 曲目選JliJli 集洛踏 枝豆町倉科陸棚 縄文・古穣・平安

09086 金桜神社奥社地跡 平土寺跡 校丘町袖口高天原 縄文・平安・中世・近世 山梨市指定史跡

09087 隼遺跡 不明 校丘町隼 中世・近世

09088 鍵怒関跡 城鐙跡 校丘町枝平 中世 山梨市指定史跡

09089 

09090 

09091 

09092 

09093 

09094 

09095 

09096 

09097 

09098 
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埋蔵文化財包蔵地一覧(三富)

選町iNo. 遺跡名 種別 所在地 時代 備考(旧県番号・遺跡名・ 18時代等)

10001 金久保遺跡 散布地 三富上柏木字侮原 縄文

10002 松ノ木遺跡 散布地 三富上柚木字塩原 平安

10003 寺井遺跡 散布地 三富上柏木字寺井 縄文・中世

10004 川上遺跡 散布地 三富上柏木亨稲子沢 平安・中世

10005 稲ミ子沢遺跡 散布地 三富上柏木字稲子沢 古境・平安・中世

10006 芹沢遺跡 叡布地 三富上柏木亨馬込 縄文・中世

10007 奥平遺跡 敵布地 三富上柏木字馬込 縄文

10008 下荻原遺跡 散布地 三富上柏木字下荻原 縄文・弥生・平安

10009 上門坂遺跡 叡布地 三富下釜口字興南 縄文・中世

10010 下釜口第一選跡 散布地 三富下釜ロ字興南 縄文・弥生・平安

10011 下釜口第二遺蹄 蝕布地 三宮下釜口字興南 縄文

10012 荻原遺跡 散布地 三富川滞字上荻原 平安

10013 上荻原遺跡 叡布i也 三富川!浦字上荻原 縄文・平安・中世

10014 原沢遺跡 散布地 三富川i浦字上荻原 縄文・平安・中世

10015 雷遺跡 散布地 三富川浦字雷 縄文・平安・中世

10016 見畑遺跡 散布地 三富川浦字雷 平安・中世

10017 湯ノ平遺跡 散布地 三富川浦字湯ノ平 縄文・中世

10018 別当遺跡 散布地 三富川浦字湯ノ平 平安・中世

10019 天科第一遺跡 散布地 三宮川浦字天科 近世

10020 天科第二選l1i.ili 叡布地 三富川滞字天科 平安

10021 円川第一遺跡 散布地 三富川滞字円川 平安・中世

10022 円川第二遺跡 散布地 三富川i浦字円川 不明

10023 向山選踊l 散布地 三富上量産ロ字青笹 平安・中世

10024 洞遺跡 叡布地 三富徳和字徳和 中世

10025 松原第一選邸 散布地 三富徳和字徳和 平安・中世

10026 松原第二遺跡 散布地 三富徳和字徳和 平安・中世

10027 大久保遺跡 散布地 三富徳和字徳和 平安・中世

10028 篭作遺跡 散布地 三富徳和字徳和 平安・中世

10029 徳和遺跡 散布地 主富徳和字徳和 縄文・中世

10030 水久保遺跡 散布地 三富徳和字徳和 平安・中世

10031 城山械部遺構 域館跡 三富下釜ロ 中世 山梨市指定史跡

10032 川浦口留番所 域館跡 三富川浦 近世 山梨市指定史跡

10033 

10034 

10035 

10036 

10037 

10038 

10039 

10040 

40 
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