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序

生きた展示をしなさい。これは文化財の活動に対する市民の皆さんの思いを表したこと

ばであろうかと思います。貴重な文化財を固定化して保存するだけでなく、活用するなか

で、その意義を理解していただき、一層の保存が図られるようにすること。その翻訳作業

とでもいう仕事が文化財の仕事の中で重要になってきています。発掘だけでなく管理運営、

普及整備、調査事業がすすめられる中で仕事を行っております。

大室公園史跡整備では、小二子古墳の範囲確認調査が行われ、埴輪の検出など貴重な成

果を得ることができました。整備委員会においても、史跡整備、民家変遷、資料館部会が

それぞれの計画の中で活動し、赤城型民家については工事も始まりました。

塵史散歩道整備については、案内板の設置、散歩道地図増刷など利用増進にむけた事業

が行われました。総社資料館が開館し、ボランティアガイドによる説明も始まりました。

元総社、総社地区での散歩道利用促進の秋元歴史まつりも第 6回となりました。

普及事業としては、郷土芸能大会、文化財展、文化財普及講座、史跡めぐり講師派遣等

の事業を実施しました。文化財展は、市民文化会館の展示ホールに会場を移し、シンポジ

ウムを同時に開催いたしました。

調査事業では、本書に記載の文化財調査委員の調査に加え、専門家調査を実施し、建造

物調査報告書を刊行いたしました。

埋蔵文化財発掘調査では、開発に伴う試掘調査、遺跡の発掘調査と芳賀団地遺跡の報告

書作成作業があげられます。内堀遺跡は第 9次、大屋敷遺跡は第4次調査を実施し、貴重

な遺跡の記録保存を行うことができました。

最後に、こういった諸事業にご指導、ご協力いただいた関係各位、機関に深く感謝申し

上げると共に、この文化財調査報告書第26集が文化財保護の一層の推進のために活用され

ることを祈念し、結びといたします。

平成8年 9月

前橋市教育委員会

教育長岡本信正
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I 文化財調査委員による調査

文化財調査委員による調査は、平成7年10月19日、 20日上佐鳥町の西光寺と山王町にある禅養寺の古文書と什物の調

査を行った。

-西光寺文化財調査

名称佐鳥山安養浄土院西光寺

所在前橋市上佐鳥町289-1 

本尊地蔵菩薩

宗派天台宗

住職谷 莞瑞

「前橋風土記J(こは、次のように記されている。

群馬郡佐鳥村に在り。弘仁年中法相宗徳一の所として

立つなり。寺中に春日神社を設け鎮守と為す。祭礼は南

都興福寺の例に因む。弘仁元年より応安年中五百回十年

の聞に至る、天下干支の時に止むなく、もとの南都と道

路絶たれ、相宗之徒、皇に於いて絶つ。天台沙門村雄入

寺より以来主寺の僧宗天台なり。家光公より領田十有五

石の尊印を賜る。

近くの六供町には京安寺の地名もあるので、かつての

西光寺はこの京安寺と何等かの関係があったのかもしれ

ない。

天保15年4月7目、客殿からの出火によって客殿、庫

裏、十主堂、表門、土蔵、長屋などを焼失したが、本尊、

朱印状などは焼失を免れて現存している。

-禅養寺文化財調査

名称日吉山寂光院禅養寺

所在前橋市山 王 町 1-6 

本尊釈迦如 来

宗派天台宗

住職小出晃正

寺伝によれば、貞観2年 (860)慈覚大師がこの地に

来て山王七社を杷り、伽藍を創建したという。戦国時代

に兵火にあって焼け、文禄年間(1592~96) に再興した
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という。「前橋風土記」の旧那波郡上陽村の項に「天台

修法の精院たり。嘉応元年(1169 )に立つる所なり。元

亀元年 (1570)7月初七、詔を承って皇帝(正親町天皇)

の万福と天下の安泰を祈る。家光公の尊印を拝受して田

54石を領す」と記されている。

元徳3年 (1334)の長楽寺文書に善養寺内田や高山弥

四郎重朝領地などと見えていることから、鎌倉時代から

続く古い寺であることが分かる。山王の地名も当寺の守

護神山王日吉神社から出たものと思われる。

本堂は、柏木沢村(現箕郷町)の大工貞宴が寛政5年

(1793) 9月より始めて、同6年11月上棟、翌7年11月

に引渡しとなっている。かかった大工は延べ1889人、金

45両、ただし作料小夫白米11石、昧噌5樽、白米12石7

斗余りである。

寺域周辺に南北朝の山王の宝塔(市重)や嘉吉年間

(1441 ~44) の宝匿印塔がある。



西光寺所蔵文書目録
文書番号 表 題 年 代 f宇 成 者 数 備 考

朱印状 慶安二年八月二十四日 大猷院様御朱印十五石(3代家光)

2 朱印状 貞享二年六月十一日 常憲院様御朱印(5代綱吉)

3 朱印状 享保一年七月十日 有徳院様御朱印(8代吉宗)

4 朱印状 延享四年八月十一日 惇イE院様御朱印(9代家重)

5 朱印状 劃麿十二年八月十一日 j愛明院様御朱印(10代家j台)

6 朱印状 天明八年九月十日 文恭院様御朱印(11代家斉)

7 朱印状 天保十年九月十一日 慎徳院様御朱印(12代家慶)

8 朱印状 安政年九月十一日 j畠恭院様御朱印(13代家定)

9 朱印状 菖延元年九月十日 ( 14代家茂)

10 天海よりの補任状 寛永七年二月十一日 上野国厩橋佐鳥山西光寺

11 書状(届) 享保七年一月 十四日 朱印状ヨ|き裂き1;::っき届出全海が月 日に朱印寸亘を引き裂いた。

12 寺格之事 明治十四年六月 七等一級大寺

13 酒井河内守書状 五月八日 酒井河内守
安藤右尽進、松平出雲守宛1;::西光寺の寺領の15石は酒井河内守拝領

の高ヲ卜である旨を記した書状。

14 慶安一年朱印状写 原本は別1;::ある。

15 書状(許状) 明治十四年六月 天台宗務庁より 住職蓮沼惇測1;::本蘭色衣賃白大五係着用許可

16 口上覚
有徳院の朱印を住職が乱心して引き裂き1;::っき寺社奉行へ届でる。

朱印五通目録あり。

17 西光寺寺領朱印歴代目録 宝麿十三年
慶安一年の朱印状から宝暦十二年までの五通所持の報告を谷中金輪

寺宛に出したもの。

18 書状 寅三月十二日 信解院、住心院より
当住全j毎(40歳)乱心1;::て朱印状引き裂き1;::っき届出 松平対馬守御

役人中宛

19 書状 寅一月廿六日 {百解H完、住心院より 御朱印拝見いたしたく。夏土用風干の節。

20 書状 十月七日 寿昌寺実拘より 東照宮別当仰せつけられ。西光寺主I冒方中宛。

21 書状 十月四日 松林院賓何より 野院寿昌院へ転住の件。西光寺宛。

22 達書 明治三十五年五月四日
天台座主延暦寺犬僧正 西光寺を班列八等寺とする。

村田翻111買より

23 書簡 五月八日 毘沙堂門跡在覚より
御朱印訴訟1;::っき西光寺領十五石 地頭酒井河内守添状の」と。安

藤右京進、松平出雲守宛。

24 書状 天保十五年四月廿七日 西光寺が天保十五年四月七日夜八つ時1;::焼失の件。

25 書状(達) 同上 西光寺焼失1;::っき届出。下男仙松、馬焼死。

寿昌院、恵恩院宛。西光寺七日夜八時客殿常香盤より出火 客殿、

26 書簡(達) 四月十六日 庫裏、十王堂、表門、土蔵、長屋を残らず焼失。七日間の遠慮。本

尊、朱印状は無事。阿内村極楽寺へ書取を以って申達し。

27 見目 明治元年十月 寺社役所 寺領局拾五石御朱印九遇。

徳を開基とし、村雄を一代として以下代々記す。特に神仏習合の

28 過去帳(ー) 実態を示すように、一日から三十日までの上に各神仏名を記載して

いる。=十番神の思想、を具体的に示すものとして珍しい。

29 過去帳(=J 寛延年以降天保1;::至る。

30 過去帳(ー) 寛政かち天保まで。

31 過去帳(四) 天保五年から安政一年まで。

32 新霊dC(五) 当務覚$代 安政四年七月

33 過去帳(六) 安養浄土院 π治元年九月より明治十年十 月まで

34 過去帳(七) 一十六世純測新調 明治十年より明治ー十年

35 過去帳 明治二十一年から昭和一十九年まで。

36 墓籍簿 明治二十三年八月 1号から117号まであり、法名と族籍、氏名を記す。

禅養寺所蔵文書目録
文書番号 表 題 年 代 作 成 者 数 (蒲 考

禅養寺後住発令書 二月八日
j費法院居然信解院慧巌 禅養寺無住1;::っき、後住1;::起笈房が発令された。禅養寺門中、旦那

梼伽院貫通の=名連署 中に宛てたもの。

2 木蘭色の衣着用許可状 寛保二年十月 海龍王院大覚院の二名連善 現住寛海の懇願1;::より紫衣の下の木蘭衣着用を許可した。

3 後住発令書 延享四年三月
伝解院深海 輪王寺より禅養寺後住1;::久成房を発令した。禅養寺末寺中門徒中、

覚王院覚深の二名連署 日那中に宛てたもの。

4 朱印状写 延享四年八月十一日 五拾白石、寺中門前山林竹林諸役等免除。

5 住た楊感伽謝状院より禅養寺に与え 寛政九年四月
住傍伽院成功徳院の 禅養寺住職が末寺玉蔵寺再建や天日H二年浅間焼けの困窮者扶助なと、

二名連署 の善行により領主より褒美を賜るなどのことが上聞に達したため。

6 禅養寺後住に妙観房発令書 文化六年五月
住楊冊目院 妙義山供僧妙観房が発令された。禅養寺旦那中あて。

大覚王院の二名連署

7 朱印状写 慶安二年二月
内容はNn4と同じだが、全文を写していない。四代将軍家綱公の貼

紙あり。

8 禅養寺朱印状写 享保三年七月十日 Nn41;::同じ。
9 禅養寺転住発令書 文化十二年十二月 大曹忍、院海龍王院連署 禅養寺住職人勢多郡正法院1;::転住を命じている。

10 多胡羊太夫由来記 明治十八年五月 南勢多郡原之郷古屋賢豊 写 1
11 御朱印御改付出府中日£ 天保九年戊成年四月吉日 東叡山御触書

12 日吉山住侶略記 嘉永田年正月
貞観一年慈覚大師当所在下向祭山王七社堂、嘉永四年次年迄九百九

十 年 一 ナ リ

13 斎米縁徳御志j青納帳 文久年月十一日 禅養寺世話人

14 本堂再建入用!帳 文久二年一月改 山王村禅養寺世話人

15 禅養寺明細
1綴り 境内略図、天明、天保十二年焼失の」と。(文久一年記)

檀家百四拾軒(明治五年)
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文書番号 表 題 年 代 {乍 成 者 数 ↑蒲 考

1綴り 朱印地五拾四石

寺人別己主帳(元治元年)

15 禅養寺明細 寂光院禅養住僧記(文化六年十月記)

天王寺什物覚(天保八年)

寺院所有明細帳

16 御朱印写 1冊 9件

17 那j皮氏(大江氏)系譜 1巻
中原朝巨大江氏那波系譜人王五十代平城天皇以降那波安寿丸1;::
至る。

18 天海書簡 九月七日 南僧正天海 1巻 那j皮口光院御門衆中宛

19 源空撰難遂往生磯(写本) 1巻
山王、東善養、横堀、西

20 山王社祭種議定之事 安政三年九月 善養、矢田、両家(中内 山王の祭礼に競馬を行う議定

扱人、山王扱人)から

21 (π亀年間懇祈)写 (元亀元年七月七日)日吉山禅養寺

22 勧進帳 寛文七年 高天と順j毎1;::よる

23 南無最後入滅の祈願文

24 葉上流胎金合壇図 明治期 1巻 葉上流の秘伝を記したもの。

25 本尊再興助成記 嘉永四年 禅養寺

26 山王宮御神事其タ卜の提 嘉永田年二月 山王村の社人新井駿河 新井が写した山王定の提書

27 筆道義論乾之巻 文久二年 松海堂兼子斯文 1巻 書法の」とを記した伝授書

28 六道講式 天和一年五月 魚山幸雄 1巻 極楽界の恐ろしさを記し、朱で読みの強弱などの印をしている。

29 書状 十月十四日
禅養寺焼失1;::っき、客殿常香盤より出火、御朱印、過去帳は取り出

した。寺七日間遠慮申し付、再建のこと達し。

30 書状 明治元年十月十六日 巌有院御朱印汚れ」れあるんっき寺社奉行所あて

31 証台の待

32 御朱印控 1通 朱EP6通宝暦十年五月 十八日松平大和守より頂戴。

33 追加議定 禽延元年九月 山王祭礼的場外れ競場となり口論

34 書簡 七月十一日 (細野家) 1通 先祖兵庫介事延巌宗暁居士百五十回忌法事の」と

35 件見品《

安政年十月 禅養寺智光 御朱印頂戴請書藤咲平太夫武藤弥太夫宛

36 御朱印控 文久元年月十四日 禅養寺

37 持見品《 /¥月日
天川町天王寺慧定 山王村本山御使僧宛持地年貢地屋敷境内地等

西片貝村玉蔵院祐詮

38 書簡(御目見状) 四月廿六日 上州山王村禅養寺龍王院功徳院

39 書簡 七月十日 細野篠兵衛成孝 寂光院大和尚宛先祖細野兵庫介供養の」と

40 包紙 金壱両弐分

41 覚(法事料) 不詳 法事料両分

42 御朱印控 薯延元年九月十日 1冊
43 上野園那波郡山王村仮名附帳 軒日三年九月 1冊 御勘定所宛

44 普請中人足伝馬控帳 安政四年月 山王村日吉山喧話人

45 国尽歌 丁卯初夏一日 1冊
46 御巡見御改帳 文化八年十月 1冊 禅養寺明細

47 御朱印御改日記写帳 安政三年九月 山王村禅養寺智光 1間
48 珂|町天王寺御預中酬4入用書上帳 天保十五年四月 天王朝冒中間切E賂主 1冊
49 東叡山御触控帳 嘉永田年 天保十年分限御改書上

50 本堂再建寄附帳 嘉永元年十一月日 1冊 再建主禅養寺 十四両分朱と百十四文

51 山王大平信録写 禅養寺村山王社人宮下鴨車 日吉山禅養寺住寛雄法印 山王社家宮下甚内与j争論興事正徳四年

52 一御門室御令旨比叡山一執行代 1冊 太政官布告写宮門跡方長楽寺真光寺

53 当寺田畑画書付覚帳 文政二年四月 1綴
54 雑記 不詳 1冊 薬処方十運六十四掛針j台 笈 歌

55 目U橋寿延寺復飾社地出入 明治一年十月十一日 1冊 光明院寿延寺

56 東光山薬主院楽師寺什宝 見目

57 挙酒客 日吉山禅養寺内恵光

58 党鐘御改書上帳 安政三年
上野固那波郡山王村寂光院禅養寺党鐘干時宝暦囚甲成歳十一月

吉祥日 佐野住鋳物師丸山善太郎毎昭寺社奉行所宛

59 御触書写他 慶応四年八月晦日 綴 16点の写や控など

60 ニ則弁書 明治 1冊 寺子屋用の修身書

61 本堂畳表替寄附金簿 大正八年一月 本堂畳替えの寄附

62 御遷宮之作法 堅者恵満所持然遷宮之作法

63 田畑貸附記載簿 昭和9年 1月改正 禅養寺の田畑貸附変更(昭和10年~14年)の 5年閣の小作貸附証書控
64 出府添簡控 文政十年一月 禅養寺恵満が文政十年月1;::出府した時の添簡の控

65 十七世堅義登山勧財簿 昭和十五年 下両家分わら半紙半折 十円

66 十七世堅義登山勧進簿 昭和十五年 矢田分五十円

67 日吉山第十七世堅義登山浄財簿 明台末年か 浄財寄附帳

68 禅養寺境内田畑山林地図控簿 1冊 日吉山拾六世道藤代に寺の所有地を回、畑、山林別に書き上げたもの

69 堅義登山浄財帳 昭和十五年 1冊 禅養寺住職の叡山へ修業1;::行くときの寄附金控帳

70 堅義登山勧財簿 昭和十五年 1冊 ぬ69と同じ内容

71 堅義登山勧財簿 明治十六年 1冊 寄附金控帳

72 禅養寺寺院台帳 日Ifi.I)台 1冊 寺の由来、寺領の土地、檀家戸数などの記載あり。

73 禅養寺の寺院規則認可申請書 昭和十七年 1冊 寺の平面図もある。

74 慈眼大師御真影 明治廿五年十月 日 天海百五十回忌墨一色木版

75 差出置申讃書之事 明治元年十月 神主新井出雲以下九古村から 神仙分離1;::かかる山王宮祭礼の件。禅養寺宛。

76 慧護大和尚行業記 文久一年一月一日 墨一色木版
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11 文化財調査

光 巌寺文机調査

石山寺蒔絵机

1基
江戸時代・ 18C前半

幅93.6 奥行39.5 高28.8cm

群馬県前橋市 ・光巌寺蔵

天板の左右両端に幅広の筆返しをつけた大型の机。天
ちずら

板の裏に受木を打ち、田本の角形の脚柱をつけ、地摺の

板で震ける。それぞれの脚の聞には、補強のために各二

本の貫を廻らしている。
うすにく おおきん

総体詰梨地。金の高蒔絵、薄肉高蒔絵を基調に、青金
きりかね かながい

蒔絵、切金などを交えて文様を描く。月は銀の金貝で表

わされていたとみられるが、現状では欠失している。

天板の上面に描かれた文様は、いわゆる近江八景のう

ち、石山寺周辺の景観を描いたもので、左上方には月明

に浮かぶ石山寺の堂塔を、右下方には瀬田の橋を配して

いる。

石山寺については、紫式部が源氏物語の執筆にあたっ

た際参寵した、という伝説があり、そのためか、硯箱、

料紙箱、書箪笥といった文房具の画題として石山寺が登

場する例が数多くみられる、この作品もその範鴎に入る

ものであろう。

なお、この机は、金や青金(金と銀の合金)を多様し

て豪華に飾られているが、元禄期以降に流行したこのよ

うな様式を、時の将軍徳川|綱吉の院号に因んで常憲院時

代物などと称する。

(調査者、東京国立博物館漆工室長小松大秀)
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y--- 新指定物件紹介

高須家墓地

・区 分史 跡

-記号番号 史第17号

-指定年月日平成8年4月5日

-所在地前橋市三河町丁目19番37号

正幸寺

・所有者正幸寺

-管理者正幸寺(住職瀧津現秀)

・概 要

高須家は三河出身の武士て¥酒井氏が前橋入封時には

大胡衆の筆頭となり、元和2年 (1616)には大胡城代格

でもあり、前橋城の普請総奉行を務めている。代々家老

の家柄て" 3000石の石高て恥あった。代々主殿または隼人

を名乗っている。藩主酒井忠世、宏、行、忠清、宏、挙が老

中、大老として江戸にいることが多かったため、地元の

ことは高須隼人が筆頭家老として藩政を取り仕切ってい

た。

酒井忠世の時代には、前橋藩制の確立に努力している。

また、元禄横地を行い、藩財政の立て直しに大きな功績

があった。

前橋市三河町の正幸寺本堂の横にある高須家の墓は一

番古いもので寛永6年(1629)のものから、一番新しい

もので延享4年 (1746)までの37基ある。この中て¥北

側正面にある正徳3年(1713)の年号の入ったものが、

沼田藩の横地で有名な高須隼人の墓である。

この高須隼人は5代田で、名前を広儒(ひろとも)と

いう。文武両道に達していた人物で、公平を旨として仕

事にとりくんだようである。生まれた年は分かっていな

いが、酒井家の筆頭家老をつとめていた貞享元年 (1684) 

に沼田領内の再横地を総奉行として行っている。また、

元禄2年(1689)に前橋藩て"も総模地を行った。

沼田藩の検地は、実際以上に重くなった税金を横地に

より軽減することになったため、領民からは「お助け縄」

と呼ばれ感謝された。

酒井氏は、寛延2年(1749)に姫路に転封となってい

るため、高須家のその後の消息は不明である。江戸時代

末の天保年間(1830年頃)病気で子孫が絶え、家は断絶

したと伝えられている。

高須家は代々家老をつとめ、前橋の藩政史上、欠くこ

とのできない家である。また、石殿型の石塔が系統的に

保存されており、家老の家柄を表すにふさわしい墓石が

そろっている。
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28.2cm。
L203は清和源氏酒井系図て¥贋親より忠知 (ただと

も)までのもので、朱の書き込みがあり、本系図作成の

ために作ったものと思われる。幅28.0cm。
L204は系図昭和6年8月調となっている。縦長、縦

書きのもので、親氏 (ちかうじ)より忠正 Ctこだまさ)

まで書かれている。朱に注記と訂正の他、附せんがつい

ている。幅27.5cm。
酒井家の前橋時代の歴史を知るうえで貴重な史料であ

り、指定となっている酒井家史料と一体のものである。
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酒井家史料

-区分

・記号番号

・指定年月日

・所在地

-所有者

・管理者

・概 要

前橋藩主だった酒井氏は、江戸時代の前橋の様子や幕

臣としての政務などを記した貫重な資料を残していた。

それを明治になってから辻善之助等によって編纂され、

酒井家史料121巻、酒井家史料目録4冊、酒井家編年史

料 1冊の合わせて126点になっている。酒井氏の菩提寺

である龍海院が酒井忠正氏から譲り受け保管してきたも

のであるが、昭和55年に市が買い上げて図書館に保管し

ている。これは、昭和58年4月25日付けで前橋市指定重

要文化財となっている。

雪国追加指定した系図3巻は、平成5年8月に東京都

にお住まいの故斎藤新一氏より図書謡官lこ寄付申込みがあっ

たものに含まれていた史料である。

酒井家史料は酒井忠正氏が横綱審議会委員長、相撲博

物館長を勤めた関係で、相撲博物館に保管されていたわt、

前述の通り、編纂された史料は酒井氏から龍海院を経て

市の所有になった。昭和50年代の始めに相撲博物館に残

された史料を斎藤氏が譲受け、保管してきたもので、今

回市の所有となった。

仮分類番号L202は家紋剣酸鳩草(けんかたぱみ)系

図て¥酒井家で所有していた本系図で貴重なものである。

贋親(ひろちか)より忠挙(ただたか)までのもの。幅

129点(追加3点)

重要文化財

重第32号
昭和58年4月25日
前橋市大手町二丁目12番9号

市立図書館

前橋市

前橋市



W 文化財保護事業

1 .保護管理運営事業

本市に存在する豊かな文化財を保護し、活用するため

に、平成7年度において、次のような事業を実施いたし

ました。

(1 ) 国有文化財管理

国指定史跡の(総社)二子山古墳と(天)11 )二子山古

墳は、それぞれ地元の関口藤太さんと堀口和回郎さんを

固有文化財監視人にお願いし日常管理を実施しました。

また、除草作業や清掃作業等については、地元の総社

地区史跡愛存会と前橋市連合青年団の方々の協力を得て

実施いたしました。

(2) 国・県・市指定文化財管理

市内には、国指定文化財が21件、県指定のものが38件、

市指定のものが102件あり合計161件の指定文化財があり

ます。

各文化財には、標柱と説明板を設置し、これらの史跡

を訪ねる人々の利便を図っております。

尚、区分については下記の通りです。

① 指定区分別文化財 (8.4. 5現在)

区分 重 史 天 無 民 重美
.d. 
Eコ

要 告夫 持5 イ合
文 言己 文 文 f桁
イヒ ム定 化 化

種目IJ 員オ E事 物 買オ 財 要品 言十

国指定 3 11 。。6 21 

県指定 33 4 。。 。38 

市指定 69 17 7 8 。102 

d岳、
言十 105 32 2 7 9 6 161 Eコ

② 時代区分別文化財

指定別 .6、
言十Eコ

(件数) 国指定 県指定 市指定

時代別 件数 割合%

天 然 。 2 1.2 

原 。A口 。 。 0.6 

古 {吃 14 2 15 31 19.3 

中 世 3 19 30 52 32.3 

近 世 2 13 36 51 31.7 

近 代 。 3 5 8 5.0 

民 俗 。 15 16 9.9 

L>. 計 21 38 102 161 100 Eコ
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(3) 史跡の除草・清掃事業

市内各地区に存在する史跡において、市が直接管理す

べきものについて、地元自治会やシルバー人材センタ一、

業者に除草・清掃作業を委託し史跡が美しく保たれるよ

うに作業を実施しました。

実施箇所等は、下記の表の通りです。

番号 物件名 区分 所 在 面積

亀塚山古墳 市指定史跡 山王町1-28-3 2. 484m' 

2 金冠塚古墳 市指定史跡 山王町1-13-3 2.407m' 

3 今井神社古墳 市指定史跡 令井町818 3.000m' 

4 車橋門跡 市指定史跡 大手町2-5-3 400m' 

5 酒井家歴代墓地 市指定史跡 紅雲町2-8-15 3.800m' 

6 天神山古墳 県指定史跡 広瀬町1-27-7 730m' 

7 八幡山古墳 国指定史跡 朝倉町4-9-3他 15.081m' 

8 前二子古墳 国指定史跡 西大室町 11.068m' 2659他

9 中二子古墳 国指定史跡 東大室町五料 16.000m' 1501 

10 後二子古墳 目指定史跡 西大室町内堀 12.283m' 2616-1 1也

11 蛇穴山古墳 国指定史跡 総社町総社 1.793m' 1587-2 

12 宝I苔山古墳 国指定史跡 総社町総社1606 2. 204m' 

13 女 堀 国指定史跡 東宮大室飯町・二之
町・ 土井町 16.732m' 

E十 87.982m' 

(4) 文化財パトローjレ

市内を5地区に分け、各地区に 1名の文化財保護指導

員を委嘱し、指定文化財を中心に文化財パトローjレを実

施しました。

文化財パトロールの結果は、月に 1~2 回程度文化財

保護課に報告していただき、管理していく上での情報を

伝えていただきました。そのため、緊急事態に対処する

ことができました。

各地区の文化財保護指導員は、下記の表の通りです。



天川二子山古墳

宝I苔山古墳

前二子古墳
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地 区 氏名 住 pJT 電話

中 央 福島守次 本町

総社・元総社 関口淳七 総社町総社

広瀬・山王 関根辰男 山王町

芳賀・南橘 栗原秀雄 荒牧町

城 南 森村伊勢雄 富田町

(平成7年4月1日現在)

(5) 前橋市査糸記念館の整備及び管理

この建物は明治45年国立原蚕種製造所の本館として建

てられたもので、エンタシス状の玄関の角柱、レンガ積

みの基礎、高い天井、大壁造、横箱目地板張など明治時

代の代表的洋風建物であり、昭和56年県指定重要文化財

に指定されました。

翌日年蚕糸記念館として一般公開され、ここには養蚕、

製糸関係の品々が展示されており、毎年多くの入館者で

にぎわっています。

正面玄関:エンタシス状の角柱

(6) 後援・共催

秋元歴史まつり

後援、平成7年11月23日

近代化遺産保存キャンペーン

後援、平成7年11 月 11 日~11 月 12日



2.整備事業

(1) 歴史散歩道整備事業

平成7年度は、案内・休憩施設としての総社資料館の

整備工事及び開館に伴う管理 ・運営を始め、次の事業を

実施しました。

尚、新散歩道(城南歴史散歩道)計画については、基

本構想策定に向け、引き続き基礎調査・事業方針等の検

討を進めています。

①総社資料館整備工事並びに管理 ・運営

散歩道の拠点となる総社資料館(案内・休憩施設)が

昨年度に引き続く整備士事(遊歩道整備、排水路漫深等)

及び展示作業を終え、 11月23日にオーブンしました。総

社地区史跡愛好会の方々に常駐していただき、ボランティ

アガイドとして説明にあたっていただいています。市内

外よる3200名を超える多数の方々にご利問いただきまし

た。

② 「第6回秋元歴史まつり」への協力 (11月23日)

今年度も各地区における文化財 ・史跡めぐりのほか、

「代々神楽、明神太鼓、青雲太鼓」といった郷土芸能公

開、きりえ絵本 「天狗岩ものがたり」の発行、「光巌寺、

元景寺、小栗上野介旧宅」における特別展示等多彩な催

しが執り行われました。岡田の総社資料館の開館式典も

花を添え、約20.000名の参加者で賑わいました。

総社資料館開館式典

第6回秋元歴史まつり
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年次計画

~ 昭62~平成 6 年度 平成 7年度 平成8年度以降

資料館 企画 ・調査 実施設計 管理 ・運営

敷地、建物借上 展示設計

基本構想 整備工事

基本設計

実施設計

展示設計

整備工事

案内表示 道路路面ブ 案内表示板等
レート等設置 設置
(85基) (100基程度)

散歩マップ 散歩マップ イラストマツ 散歩マップ
ガイドブ、ツク

ガイドブック
プ原図作成 ガイドブック

作成 .t曽補
作成 ・増補

推定復原因 図版原稿作成
説明板設置 説明板設置

(12基)

便益施設整備 用地借用 用地借用 用地借用等

新散歩道計画 企画 ・調査 企画 ・調査 企画・調査~基本構想

(2) 二子山古墳 (総社)修復工事

昨年度より前橋市総社町植野にある国指定史跡二子山

古墳の崩落箇所をはじめとした遺構 ・保存施設の修復工

事にあたっています。今年度は、崩落の著しい後円部及

び墳頂部の盛土 ・植栽、今後の崩落防止のための墳頂部

囲柵補修等の工事を実施しました。

二子山古墳 (総社)修復状況



(3) 文化財標柱 ・説明板 ・案内板等設置工事

平成7年度は、次に挙げる指定文化財・史跡の標柱等

の新設、立て替えを実施しました。昨年度に引き続き標

柱には御影石、説明板にはステンレス材を使用し、耐久

性を高めるよう工夫するとともに、実際に目にすること

のできないものについては、写真等を挿入するなどの配

慮を施しました。

※標柱の新設 ・立て替え。ー 5基

①市指定重要文化財「大徳寺総門」

②市指定史跡 「新田塚古墳」

③市指定史跡 「金冠塚古墳」

④市指定重要文化財 「j酉井重宏、画像」

⑤市指定重要文化財 「亀里町阿内宿の石瞳」

(大徳寺)

(上泉町)

(山王町)

(源英寺)

(亀里町阿内宿公民館)

※説明板の新設・立て替え ー5基

①国指定天然記念物 「岩神の飛石J (岩神稲荷神社)

②市指定史跡 「金冠塚古墳J (山王町)

③市指定重要文化財「文政四年天川原村分間絵図」

(文京町)

④市指定重要文化財 「酒井重忠画像J (源英寺)

⑤市指定重要文化財 「慈照院千手観音坐像J (慈照院)

標柱の立て替え (大徳寺総門)

説明枝の立て替え(岩神の飛石)
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標柱、 説明枝の立て替え (金冠塚古墳)

(4) 史跡境界線杭設置工事

平成7年度は、市指定史跡塩原塚古墳の境界位置を復

元しました。

市指定史跡塩原塚古墳

境界杭打設状況



3.普及事業

(1) 第7回文化財愛護作品コンクール

次代をになう子ども達に、文化財愛護の気持ちを育成

するために、隔年で市内小中学校から文化財愛護に関わ

る標語 ・絵画を募集し、それをもとに翌年文化財愛護ポ

スターを作成しています。

今年度はコンクーjレの年して作品を募集したところ、

市内小・中学校の皆さんから約1.000点の作品が集まり

ました。

文化財調査委員等専門の審査員による慎重な審査の結

果、下記のように決定しました。

また、市役所 1 階ロビーにて、平成 7 年11 月 27日~ 1 2

月6日まで、文化財愛護優秀作品展としてこれらの作品

を展示いたしました。

〔標語の部〕

市長賞久保田常紀桂萱東小5年

教育長貰大嶋秀哉桂萱小5年

細谷仁美第二中2年

優 秀貰本間健介中央小5年

笠原一好南橘中 1年

〔絵画の部〕

市長貰後閑久昌上川|淵小6年

教育長賞大島慧介中川|小4年

町田裕子南橘中3年

優秀賞田村っかさ嶺小6年

矢島千彩第二中3年

(2) 第23目前橋市郷土芸能大会

-日時 平成7年11月11日同

午後 2 時~4時

・会場 前橋市民文化会館小ホーjレ

市内に伝わる郷土芸能を保護・育成し、広く公開する

ことにより、市民文化の向上を図ることを目的に開催し

ました。

本年度は5団体に公演していただきましたが、一般に

は公開されていないものもあり、また熱演で市内外の来

館者約350人を大いにわかせました。

o公演および出演団体

たこっき唄 (荒口町)

植野稲荷神社神楽 保存会(総社町)

二子山由来和讃 梅花講(東・西大室町) I 

かつぎ地蔵 保存会(東箱田後家町)I 

駒形の祇園 保存会(駒形町)
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(3) 第21目前橋市文化財展

-日時 平成 7年11 月 1 6日同~19日(日)

-会場 前橋市民文化会館小展示ホーjレ

・テーマ 大室古墳群の実像にせまる

前二子古墳・中二子古墳・後二子古墳一

前橋東部に造成中の大室公園内にあり、史跡整備のた

め発掘調査を終了した前 ・中 ・後二子古墳 (国指定史跡)

の出土品の展示を中心にして開催しました。

ここでは明治11年の村民の発掘による出土品も含め、

全国的にも著名な大型古墳の発掘調査の成果や埴輪を中

心とする出土品を 堂に集めて公開し、併せて大室公園

を市民に紹介する場としました。

わずか4日の聞に県内外約1.600人もの方に見ていた

だき、前橋の古墳の歴史と古代の造型美を堪能していた

だきました。

(4) 第15回文化財普及講座

-日時 平成7年11月19日(日)
午前9時45分~午後4時半

-会場 前橋市民文化会館第5会議室

現在整備中の大室公圏内の前 ・中・後二子古墳を中心

とする第21回文化財展の開催にあわせ、講演会とシンポ

ジウムを実施いたしました。 当初の予定人数を大幅に越

える150名の方に参加していただきました。

〔講演会〕

「日本の中の前・中・後二子古墳」

白石太一郎氏(国立歴史民俗博物館)

「毛野古墳の系譜と大室古墳群」

梅沢重昭氏(群馬大学)

〔シンポジウム〕

大室古墳群の実像にせまる

白石太一郎氏(国立歴史民俗博物館)

梅沢重昭氏(群馬大学)

松島栄治氏(県文化財保護審議会委員)

松本浩一氏(大胡小学校)



井上唯雄氏(時沢小学校)

右島和夫氏(県埋蔵文化財調査センタ一)

前原 豊(前橋市教育委員会)

(5) 発掘調査現地説明会

-中原遺跡(上増田町) 平成7年10月4日制

818年に起きた大地震がもたらした洪水て恥埋

没した条里水田跡。

-大屋敷遺跡(総社町) 平成7年10月20日闘

総社古墳群に近接した古墳時代後期~平安時

代の遺跡。

調査地域の住民を対象に現地説明会を開催いたしまし

た。郷土の歴史を学ぶ機会として大変好評でした。

(6) 文化財めぐりパンフレットの増刷

史跡めぐりを通して前橋の歴史と地域の文化を学ぶた

めに活用していただいていますが、毎年好評をもって迎

えられ、今年も残部が少なくなってしまいました。そこ

で、全6コース(総社、元総社、城南、広瀬・朝倉、芳

賀 ・桂萱、旧沼田街道沿い)を増刷いたしました。

増刷に当たっては、新しく指定となった文化財をつけ

加えるとともに、標語も今年度実施した文化財愛護作品

コンクーjレて検受賞した優秀作品に替えました。

(7) 教材開発事業

学校教育や社会教育で活用されることを目的として、

2か年で1テーマの歴史・文化財のスライドを作成して

います。

今年度は昨年に続き「赤城南麓の古墳文化J(大室古

墳群を中心!こ)18コマと解説書を作成しました。

(8) 各種講座、史跡 ・文化財めぐりへの講師派遣

地区公民館主催の生涯学習や各種団体の学習、小学校

の社会科見学、自治会・老人会の地域の史跡めぐり、研

究会の講師など、年間で約30件の依頼がありました。

豊かな前橋の文化財と地域の歴史を理解していただき

ました。
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(9) 文化財資料の貸出し

本年度の文化財資料の貸出しは、市内小学校、県内外

の博物館・資料館 ・出版社など、 18件340点でした。

主なものは次の通りです。

貸出資料 貨 出 先

縄文~平安時代土器 東小学校ほか

大室3古墳埴輪など 国立歴史民俗博物館ほか

柳久保遺跡墨画土器など 群馬県立歴史博物館ほか

桧峯遺跡奈良二彩 北橘村歴史民俗資料館ほか

芳賀東部団地土器など 群馬県立歴史博物館ほか

(10) 文化財防火デー

昭和24年1月26日に奈良県法隆寺の金堂壁画が焼失し

たことをきっかけに、毎年実施されている文化財防火デー

は、令年度で第42回目になりました。

今回も前橋市消防本部と協力して、下記の消防演習や

指定文化財所在地の立入検査を行いました。

〔消防演習) 1月26日

総社神社

〔立入検査) 1月25日

旧蚕糸試験場事務棟、旧アメリ力ン・ボード宣教師館、

妙安寺、臨江閣本館 ・別館、神明宮の甲胃(市立図書

館)、円満寺薬師如来坐像、慈照院千手観音坐像、無

量寿寺地蔵菩薩立像・十一面観音立像、二宮赤城神社

絵馬・究鐘・納曽利面、産泰神社

。1) 前橋天神山古墳出土品の複製

3力年計画の最終年度として、昨年・一昨年度に引き

続き、国指定重要文化財前橋天神山古墳出土品の複製品

6件14点を委託製作しました。

これで天神山古墳の複製品の総数は12件34点となりま

した。

本年度に製作したものは次の通りです。

-鉄鉱 8点 ・鉄のみ 1点

・鉄斧 1点 ・万子 1点
・やりがんな 2点 ・鉄釣針 1点

伸文化財保存団体の助成

史跡の清掃や標柱の設置、郷土芸能の継承など、市内

で文化財の保護・保存のために活動している次の文化財

保存団体に、本年度も補助金の助成をしました。

-総社地区史跡愛存会

-荒直史談会

・前橋市郷土芸能連絡協議会



4.文化財調査事業

文化財保護課では、市民の皆様からの要望にお応えし

て、各種文化財調査を行っております。平成7年度に実

施した調査結果の一部を報告します。

産泰神社天井絵墨書等調査

前橋市下大屋町に所在する産泰神社は、建物と敷地が

平成6年3月25日に県指定重要文化財に指定されました。

平成7年度から 3か年計画で保存修理事業を実施してい

ます。

屋根の解体に伴い、天井絵の裏から墨書が見つかった

ため、調査を行いました。

拝殿天井絵裏墨書

総師

るノ六紅

江戸下谷

書笑亭泉一重 正面四拾八枚

富村増田村

玉司粛秀零書両脇六拾四枚

金子拾両也

富国同郡増田住人

文化十三子年

久川恵水

六月十九日より八月十九日迄

両脇六拾四枚

をノ八

かの七

江戸本郷

書笑亭一重

時文化十三年

子八月大吉日

三代目

鯉登豊前守

天井張人足

前橋口町

高橋定八

富所

八木原十七八

増田

久ハ|恵水 (永力)

六助

(大五郎力)

右七人数二而

張申候

文化十三丙子閏八月十日

を四

富所 正面白拾八枚

目寺文化十二乙亥歳

六月ヨリ

八月迄

八木原七蔵

漆久保

角田源太郎

書笑亭

居候組

十七八

定八

恵七

七九郎

j原兵衛

口寸一社中

需笑亭

口松之処官原一重

謹画

へノ五

一13一

幣殿天井画墨書

六十才秋絵画

上増田村住人種美園悪水

萱

風

蝶

雲

顔

木

桐

松

胡

薄

朝

帯

い

ろ

は

ぬ

な

り

拝殿より見つかった棟札

塗師棟梁

信州高井郡中野村

梶川一船清房

富所まへはし在田口村

脇関口清吾良

同国佐位郡伊勢崎本町

木村友八良

勢州渡会郡野尻岡

鹿爪兵輔

富所勢多郡上増田村

久川永水

同国佐位郡測名在

荒井常造

同国同郡茂巴

八木原十七八

" 
木村理兵衛

" 
八木原武兵衛

富所伊勢崎西町

回 11伴輔

" 

武蔵国榛沢郡中瀬伊勢守

ハ回守藩

彩色屋

" 
同苗永治良

文化十一甲成年

四月ヨリ九月巡

神主従五位

藤原朝臣

泰富

柴田真兵衛

この、棟札は塗工事全体の棟札と考えられます。

なお、幣殿の天井画については、群馬工業高等専門学

校の大島由紀夫助教授が調査を行い、群馬高専レビュー

平成7年度第14号に発表しました。

その結果をお送りいただきましたので、紹介します。

この絵は、平安時代以来大和絵の代表的な題材である

源氏絵である。幣殿天井に30枚、おおよそ55cmX58cmの
枠に収められている。源氏物語54帖のうち、北東の本殿

側角の If同壷」から始まり、南西の拝殿側角の「藤袴」

まで30帖から一場面を選んで描いたものである。 20帖

「朝顔」と21帖「少女」の順番が逆になっているが、そ

れ以外は帖数どおりにならべられている。



5.埋蔵文化財調査事業

本年度の調査をふりかえって

本課の2係の一つ、埋蔵文化財保の業務の中で蓄の

比重を占めているのが埋蔵文化財の調査である。調査に

は表面調査、試掘調査、発掘調査などがあるが、場合に

よっては建設工事等の施工時に行う立会調査も行われるo

平成7年度はこれらの調査を、合わせて68件行った。

表面調査は試掘調査と並び、建設工事等に伴い、当該

場所の埋蔵文化財の有無を確認するもので、過去の調査

に基づく遺跡分布状況等から遺跡の可能性はさほど高く

はないが、開発面積等を考慮し、一応現地の状況を調査

する必要があった17件について行った。現地踏査で、地

形や遺物分布状況の観察が主になるが、必要に応じて手

作業による掘削等で地層の状況を確認して判断し、その

結果2件については埋蔵文化財の存在の可能性が認めら

れた。

試掘調査は平成3年度から園、県の補助金を得て公費

て輸行っている。表面調査より可能性が高い場所について

実施し、 25件中9件について埋蔵文化財の存在を確認し

た。そのうちの3件については保存可能(1件は一部発

掘調査)と判断されたが、残りの6件は発掘調査するこ

とになり、 2件は年度中に終了した。試掘調査は埋蔵文

化財の有無を確認すると同時に、その種類や範囲など、

後の発掘調査の基礎資料を得るのに有効な手段である。

発掘調査は21件て¥赤城火山斜面では大室公園、広瀬

川位地帯て検は上増田工業団地を調査したが、その他はほ

とんど、が前橋台地てー行われた。

大室公園造成地内では、史跡整備に伴ってノ'J¥二子古墳

の発掘調査を行った。他の調査がすべて建設等の工事に

先立つものであり、調査後は消滅してしまうものに対し、

岩神小学校児童による体験発掘(右も)
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保存整備を施し古墳をよみがえらせるためのものである

ところが、他の調査と異なるところである。また、民家

移築ゾーンの調査では2万8千年前の石器が発見され、

前橋の旧石器時代の起源がさかのぼる結果となった。

約20ヘクタールの上増田工業団地造成地のほぼ全域で、

818年の洪水で埋没した条里制水田跡を横出した中原遺

跡群の調査は、平成3年度の試掘調査に始まり 5年間続

いた発掘調査に終止符を打った。ちなみに、今年度は民

間調査機関とともに3万平方メートJレを調査した。

その他、いよいよ方墳であることがはっきりした愛宕

山古墳の調査、埋聾と石棒がセットで出土した大屋敷遺

跡の調査、個人住宅建設に伴う不二山古墳の調査等々、

例年になく多くの発掘調査が行われたが、個々について

は次の項で述べるのでここでは省略する。

整理事業としては、最終年度だった芳賀団地遺跡群

(昭和48~55年度発掘調査)の事業が挙げられるが、今

年度実施した各発掘調査についても現地調査の後引き続

き報告書干lJiラに向けて整理作業を行った。なお、刊行し

た報告書については別表のとおりである。

発掘調査について市民の皆さんに知っていただくこと

が目的の遺跡の現地説明会は、本年度は中原遺跡群と大

屋敷遺跡の発掘調査現場で行われた。両説明会とも好天

に恵まれ、それぞれ120人、 250人の見学者があった。ま

た、秋に開催された文化財展では、大室公園内の国指定

史跡古墳の発掘成果に見学者の熱い視線が注がれていた。

以上のように、前橋の古代史を塗1)替えるような発見、

埋蔵文化財の分布状況の把握など、今年度も貴重な資料

を収集することができた。また、遺跡の現地説明会や文

化財展を通して、市民の皆さんに対する埋蔵文化財の普

及活動も、十分行うことができた。これらを今後の文化

財保護行政に役立てていきたい。



平成7年度埋蔵文化財発掘調査一覧表
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平成7年度表面調査一覧表
番号 調 査 地 開発面積d 調 査 原 因 調査年月白 調査結果

天川大島町3-29-16 1.129 分譲住宅建設 7. 4. 14 無

2 下細井町字冷田612-1外 1.879 分譲住宅建設 7. 4. 28 無

3 之宮町新井町地内 3.540千 農業集落排水管布設 7. 5. 22 有

4 合井町155 121 無線中継墓地建設 7. 6. 19 無

5 青柳町字山王 137 送電線鉄塔建設 7. 6. 19 無

6 北代田町宇中486-7019卜 748 マンション建設 7. 6. 19 無

7 俣町 1-22-1 874 マンション建設 7. 6. 29 無

8 広瀬町 1-8 -99卜 1.175 宅地造成 7. 7. 25 無

9 領町小坂子町地内 27.004 道路建設 7. 9. 7 有

10 下大島町芦原585-6タ卜 5.597 老人保険施設建設 7. 10. 4 無

11 上細井町2142-1 9卜 17.500 土地改良 7. 10. 25 無

12 上増田町地内 4.176 下水処理場建設 7. 12. 13 無

13 飯土井町691空卜 2.144 工場倉庫建設 7. 12. 15 無

14 西大室町313-1外 7.996 産廃物処理施設建設 8. 1. 12 無

15 日吉町4-368-109卜 1.460 マンション建設 8. 2. 20 無

16 文民町3-142-19卜 1.320 マンション建設 8. 2. 23 無

17 北代田字道東5629卜 9.276 パチンコ庖建設 8. 2. 28 無

18 之宮町地内 (立会〕 防火水槽建設 8. 2. 13 無

19 小神明町地内 (立会) 防火水槽建設 8. 2. 15 無

20 鳥羽町地内 (立会〕 防火水槽建設 8. 2. 28 無

21 広瀬町丁目地地内 (立会〕 防火水槽建設 8. 2. 29 無

22 亀里町地内 (立会〕 道路工事 8. 3. 11 無

平成7年度試掘調査一覧表
番号 調 査 地 開発面積ぱ 調 査 原 園 調査年月日 調査結果

元総社町字弥勤1213-4 424 宅地造成 7. 5. 17 有

2 紅雲町2-151-2 243 居舗建設 7. 5. 25 無

3 冗総社町地内外 71.700 区画整理 7. 5. 26~6. 6 有

4 青梨子町字金子境1734-5 300 ガソ 1)ンスタンド建設 7. 6. 2 無

5 小坂子町字下原1012-5 4.800 老人施設建設 7. 7. 12 無

6 大渡町 1-3-29卜 3.399 立体駐車場建設 7. 8. 2 有

7 亀里町1073-38外 7.076 倉庫(ァント)建設 7. 8. 4 無

8 総社町総社地内 40.000 学校建設 7. 8. 11 有

9 土佐鳥町460-1 750 学生会館建設 7. 9. 12 無

10 朝倉町 1-9-1)1卜 1.785 宅地造成 7. 9. 19 有

11 西善町723-1 1.346 ガソリン建設 7. 10. 12 無

12 上泉町1168-2 2.699 神社会館建設 7. 10. 26 無

13 謂町1895-5外 3.805 水道受水場建設 7. 10. 30 無

14 箱田町字百稲荷境1242-1外 1.000 宅地造成 7. 11. 9 無

15 冗総社町字西川|地内 960 土地改良 7. 11. 10 無

16 目u箱田町203-1外 4.000 道路建設 7. 11. 13 有

17 稲荷新田町366-2 1.307 分譲住宅建設 7. 11. 24 無

18 青梨子町字金古境1702-2 8.909 福祉施設進入道路建設 7. 11、28 無

19 宮地町38-1 14.758 道路建設 7. 11. 30. 12. 1 有

2C 六供町地内 乙430 区画整理 7. 12. 7. 8 有

21 小屋原町外 69.159 学校建設 7. 12. 12 無

22 富田町2401-1 50.248 農業施設建設 7. 12. 19. 20 無

23 金丸町字金丸7-4 2.058 土採集 8. 1. 11 無

24 上細井町233:9卜 4.700 事務所建設 8. 1. 24 無

25 1¥供町地内 4.422 区画整理 8. 3. 5・6 有

平成7年整理作業一覧表
遺 跡 名 |整理担当

芳賀団地遺跡群 l教育委員会井野積一、前原豊、

(芳賀北部団地遺跡)大山知久

平成7年度報告書一覧表
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備 考

民間

民間

農村整備課

民間

民間

民間

民間

民間

農村整備課

民間

同u橋土地改良事務所

農村整備課

民間

民間

民間

民間要立会

民間

消防本部

消防本部

消防本部

消防本部

土木課

備 考

民閣発掘調査4 (弥勧遺跡11)
民間

区画整理第課非補助金

民間

民間

グ1)ンドム(王山古墳)発掘調査13( 部保存)

民間

教委委総務課(総社愛宕山遺跡)発掘調査21非補助金

市立工業短大非補助金

民 間 保 存 I直輸槽石柳墓

民間

民 間 保 存

水道局

街民農民村路間間整課備(稲課荷(群馬町町長)
遺跡)発掘調査予定

民間

土木課(宮地中田遺跡)発偲調査予定

区画整理第課(六供下堂木II遺跡)調査予定非補助金

民間

農政課

民間

民間

区画整理第 課(六供下堂木遺跡)発掘調査予定

白e 



平成7年度現地説明会等一覧表
遺扇 面の所在地(展示会場) I実 施年 月日|主催共催| 内 容

中原遺跡 |上増田町 |平7.10. 4 I 教育委員会 1 818年の地震に伴う洪水の堆積物で埋没した条里制水田跡の公開 説明 見学者12C人
大屋敷遺跡 |総社町総社 |平7.10. 20 1 "住麿祉等の遺構の公開・説明、遺物の展示見学者250名

"13 

ロ2

企5

赤城火山斜面
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④ 

至桐生

- 発掘調査
ム試掘調査

O 表面調査

口立会調査
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1 .小二子古墳

遺跡位置図 (国土地理院5万分の1 前橋)

2.内堀遺跡群

(内堀遺跡)

遺跡位置図 (国土地理院5万分の1 前橋)

1似~m 2制~

事業名大室公園史跡整備事業

所在地前橋市西大室町2142 他

調査期間 7 年 7 月 21 日~ 7 年10月 31 日

担当者前原豊・新井真典

調査面積 281.79rrf (範囲確認調査)

調査の経緯本市では、大室3二子古墳が

所在する大室地区に36.9凶の総合公園建設

を計画した。公園用地内には史跡が存在す

るため、史跡整備が不可決となり、史跡整

備委員会が組織され、 『史跡整備基本構想』

が策定された。今回の範囲確認調査はこの

構想、に基づき、史跡の保護 ・活用 ・研究面

の資料を収集し、史跡整備の基礎資料を得

ることを目的している。なお、調査は平成

3年度に後二子古墳から開始された。平成

4年度に前二子古墳、平成5・6年度の2

力年にわたって中二子古墳を実施した。小

二子古墳の調査は平成7・8年度の2力年

計画である。

立地市の東端、赤城山南麓の丘陵性台地

に位置し、北に粕川村、東に赤堀町が隣接

する。公園内には、大室3二子古墳をはじ

め、豪族館跡である梅木遺跡等多数存在す

る。近接する多田山丘陵には有名な赤堀奈

白山古墳が存在する。

調査成果全長約43.5mの2段に築成さ

事業名大室公園整備事業 (公園緑地課)

所在地前橋市西大室町2510 他

調査期間 7年4月25日から 7年11月1日

担当者前原豊・新井真典

調査面積 3500m2 

調査の経緯 公園整備事業に先立ち、公

園予定地の埋蔵文化財を調査し、公園設計

の基礎資料と記録保存を目的とし、公園緑

地諜より依頼があり発掘調査に至った。昭

和62年度に始まり、本年度で9年目になる。

立地前橋市の東端、赤城山南麓の丘陵

地に位置し、北は粕川村、東に赤堀町が隣

接する。周辺には大室3二子古墳をはじめ、

上縄引遺跡、梅木遺跡、赤堀奈白山古墳な

どがある。

旧石器時代舎から22000~25000年前に

降下したAT層の下位から 2ブロック石器

群が倹出された。

南に位置するA区は、局部磨製石斧、打

製石斧、ナイフ形石器、削器、石核、剥片

で構成され、長野県和田山幸産と推定される

良質の黒曜石を主体にした110点の石器が

出土した。 方、東のB区は、石刃技法を

用い、ナイフ形石器、蔽石、台石、剥片で

構成され、武尊山麓産と推定される黒色安

山岩を主体にした25点の石器が検出された。

17 

れた前方後円墳である。周堀は全周する。

後円部の周堀は、広く造られるのに対して

前方部は狭く浅い。下段の墳丘平担面は、

旧地表面を利用して幅広く造られる。上段

の墳Eは、盛土により形成され後円部のほ

うが前方部より高い。墳E長約36m、後円

部径約28m、前方昔日幅17mである。

石室は、横穴式石室であることが確認で

きたが、明治時代に大半が壊され、割った

石が詰められた状態である。石室の主軸は、

墳丘に対して大きく西に振れている。

1直輸は形象埴輪、朝顔形円筒埴輪、普通

円筒埴輸が出土した。形象I直輸は、人物、

家、馬、靭、納、層、大万、聖書が確認され

た。人物を中心とした一群は、鞍部に樹立

され、器財I直輸の一群は後円墳頂部に設置

されたことが推定される。円筒埴輪は、下

段平担面から数本検出された。また、上段

墳E斜面部からも多数出土していることか

ら、墳頂部にも設置されていた。

石室前面の東側から土師器杯形土器数個

体、須恵器提瓶 1個体が出土した。なお、

石室外からガラス小玉、耳環、弓の金異が

出土している。

古墳の構築時期は出土した土師器杯から

6世紀後半に築造されたと推定される。

A'Bのブロックとも同時期に形成され

た生活跡と推定されるが、使用する石材や

石器製作技法が遣っている点から別集団が

残した生活跡の可能性が強い。

また、 A区の 1kgを超える黒曜石の量は、

利根川以東での黒曜石の消費遺跡として際

立っている。

縄文時代前期前半の住居祉4軒と竪穴

状遺構2墓、土坑91固が検出された。包含

層の遺物は縄文早期から後期までの遺物が

検出されたが、北白河下層式土器が数片出

土している点は、特筆される。

弥生時代なし。

古墳時代土坑1基

平安時代以降なし。

緊急調査 (電気・水道埋設ケーブル)

旧石器時代検出されない。

縄文時代中期終末から後期前半の土器

が出土した。

弥生時代検出されない。

古墳時代前期の住居祉5軒と後期の住

居祉2軒が検出された。このうち後期の住

居祉は鬼高 1式期のものであり、竃の構築

に鳥居状に石材を用いたものであった。

平安時代 818年の大地震によって形成

された地割れが 1条検出できた。



3.文珠山古墳

遺跡位置図(国土地理院5万分の 1 前橋)

4.弥勅II遺跡

遺跡位置図(国土地理院5万分の1 前橋)

事業名民間開発(擁壁建設)

所在地前橋市山王町77-5 他

調査期間 7 年 5 月 16日~22日

担当者園部守央・大山知久

調査面積 70m2 

調査の経緯禅養寺所有の墓地 (文珠山

古墳)の擁壁建設に先立ち、開発者の現物

貸与を受けて前橋市教育委員会が発掘調査

を行ったものである。

立地本遺跡は、市庁舎のある市中心部

から南東約7kmの山王町て・主要地方道高崎・

駒形線と同様向 -大胡線の交差点の北に位

置する。朝倉町から広瀬町、山王町に及ぶ

一大古墳群の南端にあたる。

調査概要擁護建設によって掘削を受け

る部分に限ったため古墳墳Eの裾部分のみ

の調査となった。本古墳は墳E斜面に河原

石を用いた葺石をもち、その最下段に平担

面をもっている。葺石の大きさには規則性

が見られた。斜面最下段に大型の根石を据

え、そこから上に向かって人頭大の石、ま

た根石の下の平担面には挙大のものが敷き

込まれていた。今回の調査では墳丘構築の

盛土は険出できなかったが、周堀の下部埋

土から FAとみられる火山灰層が、また断

ち割り調査では浅間C軽石を含む地層が認

事業名宅地造成事業

所在地前橋市元総社町1213-4 

調査期間平成7年 5 月 29日~6 月 2 日

担当者 戸所慎策 ・大山知久 -吉田聖二

調査面積 100m2 

調査の経緯開発事業者の確認調査依頼

を受け、平成7年5月17日に試掘調査を行っ

た。その結果、古墳時代から奈良 ・平安時

代の住居祉遺構が確認されたため、開発に

先だって、記録保存のための発掘調査を前

橋市埋蔵文化財発掘調査団が実施すること

となった。

立地前橋市街地の西方約3kmに位置す

る。榛名山東南麓に広がる相馬ケ原扇状地

の端の前橋台地上に立地する。

本地域は古くから上野国府推定地とされ

ており、周辺には、総社古墳墳群 ・国分寺

国分尼寺 ・山王廃寺・総社神社・蒼海域祉

八日市城祉なと、が存在し、古墳時代から中

世・近世初頭に及ぶ政治 ・文化の中枢地域

であったことを窺わせる。

平成元年度に調査をした「弥靭遺跡」の

北側に位置し、弥靭遺跡の北側の範囲を拡

大した。

古墳時代 東壁に竃を有する住居士止3軒

と土坑1基を検出した。

-18-

められた。遺物は石田川式土器と壷形土器

が出土した。その中には二重口縁の底部穿

孔のものが含まれている。以上の状況から、

古墳構築時期は5世紀初頭と考えられる。

遺物は鬼高式土器を主とした、古墳時代

後期に位置付けられるものが中心であり、

杯や重などが多く出土した。 2号住居士止は

東壁中央部に竃を造り、袖石は左右とも凝

灰岩を使用。 3号住居士止は東壁中央部やや

南よりに竃を造る。 4号住居士止は東壁北よ

りに竃を造り、 1号住居I止に切られる。

奈良・平安時代住居祉 1軒、 土坑1基

を検出した。

1号住居士止は、東壁中央部やや南よりに

竃を造り、袖石を使用。右は河原石3個、

左は凝灰岩を使用。支柱石は凝灰岩を使用。

羽釜や布目瓦が出土した。

1号土坑からは内黒高台凹が2個出土し

た。そのうちの 1個は、口縁に5個の突起

をもっ輪花段皿である。輪花段皿は灰紬陶

器のそれを模倣したもので、国府や国分寺

等の限られた遺跡から出土している貴重な

遺物である。作られた時期は10世紀中葉以

降である。

その他遺物が少なく、土層からも時代

決定ができなかった土坑2基を検出した。

遺構タ卜からも土師器や須恵器の杯が出土し

た。



5.村西遺跡

6.不二山古墳 I・II

遺跡

遺跡位置図 (国土地理院5万分の 1 前橋)

事業名民間開発 (マンション建設)

所在地前橋市前箱田町142-2 他

調査期間平成7年6月12日-13日

担当者大山知久・圏部守央

調査面積 700m' 

調査の経緯開発地の一部は以前に調査

済で水田1止を倹出していることから、今回

は未調査部分、すなわち、マンション建設

予定部分及びその西のつけかえ計画のある

道路部分について本調査を実施した。

工期日程との調整や梅雨時期で天候不順

等、いくつかの条件の中で、平成7年6月

12日および13日に全調査を終了した。

立地前橋市街地の南西約9キロメート

ルにあり、遺跡地周辺は標高約100メ ト

lレでほぼ平坦である。農業は水田耕作が中

心だが、近年住宅建築がさかんで、市街化

への変貌が著しい。また付近では五反田II

遺跡等の水田遺跡が検出されている。

遺跡の概要浅間B軽石下に水田跡を確

認した。今回の発掘調査では、地表下約60

-70cmに浅間B軽石を厚さ約5cmでみとめ

た。その下に平安時代水田土止を検出した。

畦畔はそれぞれ芭線状で、ほぼ東西及び南北

に走る。自主畔の規模は基底部分て・約40cmを

測り比高約3-9cmであった。水田面はほ

ぼ平坦である。また検出した遺物はなかった。

事業名個人専用住宅建設に伴う発掘調査

所在地前橋市文京町三丁目152-2( 1 

遺跡)

前橋市文京町三丁目149-2、

150 -4 ( II遺跡)

調査期間平成7年4月27日 (1 )、5月

23・24(II) 

担当者園部守央、井野誠一、大山知久

調査面積 330m2 ( 1 )、949m2( II ) 

調査の経緯不二山古墳 1. II遺跡は、

個人専用住宅建設に伴う事前の発掘調査で

ある。それぞれ、別の依頼による調査であ

るが、同一古墳の周掘想定域の調査であり、

一括で記載を行う。なお、発掘調査は国 ・

県補助事業の「市内遺跡」で実施した。

立地調査地の不二山古墳は前橋市街地

から広瀬-朝倉につらなる旧利根川右岸の

河岸段丘に位置している。この高まりは古

墳群が形成されている。不二山古墳の周辺

も古墳がいくつか記録に残されているが、

現在周辺で残されているものは、天川二子

山古墳とこの不二山古墳の2基である。

調査の概要

I遺跡、II遺跡ともに周掘の想定域のた

め、卜レンチを設定して周掘の調査を実施
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した。 I遺跡では、調査地が人家の聞に位

置しており、早くから周辺が開発されてい

たこともあり、墳丘の立ち上がりが認めら

れたのみであった。

II遺跡では、 4本のトレンチを設定して

調査を行った。各卜レンチでの状況はまち

まちであったが、堀の土とみられる B軽石

を含む黒色土の層が6地点で確認され、そ

の状況からこの土層が周堀の埋め土と認め

られる。土の深さは残された地点で10-30

cmと非常に浅く、検出されなかった地点で

は耕作等によって失われたものと見られる。

また、この黒色土の検出状況から周娼が

二重であることが想定される。

なお、この古墳周堀については、盛り土

を行い現状保存の方向で工事施工されるこ

とになった。



7.六供下堂木遺跡

遺跡位置図(国土地理院5万分の1 前橋)

8.井戸南遺跡

遺跡位置図 (国土地理院5万分の1 前橋)

1α"m 

事業名道路整備工事 (区画整理事業)

所在地前橋市六供町下堂木地内

調査期間平成8年1月30日31日

調査担当者井野誠、大山知久、斉藤仁

志、坂口好孝

調査面積 30m2 

調査の経緯平成8年11月に調査地を含

む工事計画の連絡がある。協議の結果、調

査地を含む一帯が遺跡の可能性が高く、事

前に確認調査を実施することになった。確

認調査の結果、調査地の南端に住居の跡と、

水田のあぜが検出された。協議の結果、記

録保存に決まり、 1月30・31日に発掘調査

を実施した。

立地前橋市南部の水田跡の想定地域に

位置し、周辺には市の坪という条里制にか

かわると考えられる地名もある。また、こ

こは霊木という寺跡の存在の考えられる地

名であり、遺物の散布も見られた。

調査の状況検出された住居跡は3軒で、

重複して発見された。広いあぜになってい

たところの下に位置していた。住居跡の検

出された地点の南はB軽石下の水田が面

に広がり、東西方向のあぜが調査地内で一

箇所横出された。遺跡の状況から毘て一帯

に水田跡が存在することが確実である。

事業名道路改良工事

所在地前橋市横手町367番地他

調査期間平成8年2月28日から 3月27日

まで

担当者井野誠、大山知久

調査面積 100m2 

調査の経緯平成7年11月に調査地での

工事計画の連絡がある。工事予定地の西に

は7年度に周堀の調査を行った浅間神社古

墳があり、東は水田跡の想定地であり調査

実施の協議を行った。

立地調査地は前橋市南部の水回想定地

内にあるが、旧集落の中には古墳も残って

おり、遺物の散布も見られる。

調査の状況水田跡は、盛1)土40cm下に

耕作土が60cmみられ、耕作土の下よりB軽

石が横出された。その下に水田の耕土が3

~ 5cmあり、その下は灰白色粘質土の層に

なっていた。水田のあぜはB軽石の面の高

さ 2 ~ 5cmで認められた。あぜはおおよそ

南西から北東への方向であったが、機出は

一部にとどまり、全体の状況の把握には至

らなかった。あぜの間隔は12~14m で、 2

8mと狭い地点もある。この狭い地点の西

側のあぜは幅が 1~ 1 . 2mあり 、 大あぜの

可能性がある。周辺は同様の水田の検出さ
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れる可能性がある。



9.天川二子山古墳

遺跡位置図(国土地理院5万分の 1 前橋)

10.堀之下女堀II遺跡

遺跡位置図(国土地理院5万分の 1 前橋)

事業名下水管布設工事

所在地前橋市文京町三丁目地内

調査期間平成8年3月5白から3月16日

担当者井策誠 ・大山知久

調査函積 96m2 

調査の経緯本調査地は天川二子山古墳

の北に位置し、古墳周堀の想定域内に当た

る。平成7年12月に工事実;施の連絡があり、

協議の結果記録保存のための発掘調査を実

施することとなった。

立地天川に子山古墳は、旧利根川の右

岸に当たる広瀬・朝倉古墳群の西端に位置

する。 6世紀築造といわれる前方後円墳で、

主体部は未調査であるが、横穴式の石室と

言われており、周堀も西の県立文書館の建

設にかかわる発掘調査で一部確認されてい

る。古墳の東と南は調査を実施した(二子

山前N)が古墳の堀は確認されていなし、。

調査の概要工事は、古墳の北西から東

に進み、途中で北におれる。北西端は、文

書館での調査の際の堀の延長線上に位置す

るが、以前の工事でマンホールが設置され

ており明確な堀の立ち上がりはつかめなかっ

たが、マンホ Jレ東は古墳の堀の埋土が確

認された。埋土は黒色土で、深さは最大45

cm、上面にB軽石の層やブロックが認めら

事業名水道管布設工事

所在地前橋市江木町4番地地先

調査期間平成7年6月7白から27日

担当者井野誠一-大山知久

調査面積 501m2 

調査の経緯平成7年4月に調査地の工

事計画の連絡がある。工事予定地の南端で

「女掘」と重複することから、協議を行い、

記録保存の発掘調査実施が決まる。

立地 旧利根川左岸の赤城山南面の標高

95~96m付近の地点にあたる。付近には女

堀とみられる地割が残っており、その地割

と女堀の遺構との整合性の確実度を確かめ

ることができた。

調査の状況前橋青果市場の前の道を東

に進み、江木町に入って、角にスタンドの

ある信号を南lこ60m下がった地点に女堀が

位置する。墓地の北の東西に長い地割が女

堀である。地層断面の調査によると、堀の

北の立ち上がりは地割の北端より2.7mの

地点で、ロームを掘り込んで作られている。

ただし、現在の地割まではロームと黒色土

の混土層が堆積しているのが認められ、北

の土手の土を崩したものを埋めたとも見ら

れる。その南は黒色土が埋まっており、北

端は埋めても、堀は狭いながら残っていた

-21一

れた。 B軽石の層から上は水平の堆積lこなっ

ており、 B軽石降下時には堀はすでに埋まっ

ていたものと見られる。塀の土は工事地点

わt北に折れてから12.3mの地点で立ち上がっ

ており、この位置は、文書館での調査の古

墳の堀の位置の想定にほぼ一致する。

と見られる。また、地割の中央部に礁の層

があり、最近までの流路の可能性がある。

南側は墓地の北端でロ ムが少し高まった

程度で、明確な状況はつかめなかったが、

女堀の南の立ち上がりと見られる。この調

査の結果から「女掘」の地割はその確度が

高いが、堀之下女堀 I遺跡とこのII遺跡の

両方で見られfこように、堀の北側は土手の

土を崩して埋めたと見られる状況があり、

地割以上に女堀が広がったことがわかった。

遺物の横出は見られなかった。



11.前橋城郡代所遺跡

遺跡位置図(国土地理院5万分の1 前橋)

12.王山古墳II遺跡

遺跡位置図(国土地理院5万分の1 前橋)

事業名道路改良工事・電線地中化工事・

歩道整備工事

所在地前橋市本町 -千代田町大手町

調査期間平成7年6月27日から12月18日

担当者井野誠一、大山知久

調査面積 2.700m' 

調査の経緯平成6年5月11日に事業課

の土木課より事業計画の連絡があり、協議

を行う。事業地が前橋城の遺跡に重なるた

め、発掘調査について協議を行った。平成

6年12月に試掘調査を実施したところ、事

業地が以前の道路工事及び側溝の工事等で

壊されていて、遺跡の残存状況が不良であ

ることが判明した。そこで、調査を事業実

施に並行したものに変更して、記録保存を

はかることとした。

調査の結果開発予定地は、再築前橋城

の郡代所や坪呂岩門に重なる位置にあるが、

調査の結果検出されたのは、郡代所西の区

画と見られる溝及び坪呂岩門の基盤の土の

跡であった。郡代所西の溝は、日本銀行と

隣の住友生命ピJレの聞で、日本銀行側に積

出された。検出面で幅3.2m、深さ1.45m

の浅い椀型の断面であった。この溝の続き

は北側の層が新しい工事でI要されていてつ

かめなかったので、伸びるかどうかは不明

事業名立体駐車場建設

所在地前橋市大渡町一丁目3番2、3、

4、5

調査期間平成8年3月21日22日

担当者井野誠 、大 山知 久

調査面積 1.355m' 

調査の経緯平成7年7月18日に王山古

墳東側の本調査地での工事計画の連絡があ

る。調査が王山古墳の墳丘の前方部の一部

と、東に存在した古墳にあたるため、事前

に確認調査を行い状況の確認を行うことと

した。 8月1日に確認調査を行ったところ、

王山古墳の墳丘と東の古墳の堀を確認した。

工事計画によれば、工事の掘削予定地は古

墳の堀の一部に重なるものの、墳丘を掘削

するおそれがないため、墳Eは保存協議書

を取り交わして現状保存することとなった。

また一部掘削の及ぶ堀に着いては調査を行

い記録保存することとなった。

立地利根川右岸の総社古墳群の南に位

置する。現在の利根)11が変流する以前は総

社から広瀬朝倉までは旧利根川の流れによ

る河岸段丘であり、市街地を含めて古墳が

続いている。王山古墳周辺も以前は円墳が

いくつか所在していたわt、現在は失われて

いる。
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である。坪呂岩門の基盤の土は、前橋市作

成の「復元前橋城」の坪B岩門の位置に合

致する。この地点は地形を詳細に観察する

と門の様子をつかむことができる。

上面は崩されていたわf、土堤と堀の位置

が確認され、堀の底(地表下130cm)には

玉石が認められた。

遺物としては、磁器片が若干出土したの

みである。

調査の概要王山古墳の墳丘に着いては、

その規模が昭和47・48年の発掘調査でおお

よそ確認されていたわt、今回の調査でも再

度確認された。また、境Eの盛り土の下の

FAで覆われた畑が確認された。盛り土の

中にはFPが混入しており、前方部の築造

が後円部にかなり遅れていることがわかっ

た。この古墳は、この地区の早い時期の古

墳のひとつであり、作り直しが王山古墳の

被葬者の子孫の地位の向上による先祖の墓

のランク向上の改築とも考えられる。改築

は少なくとも30~50年は立っており、 1~

2世代後の改築作業と見られる。

東の溝については、底面まで流水の後の

砂と小礁の堆積が見られ、堀を後世に流路

として再利用した可能性が高い。石倉城の

堀とも考えられる。

東の古墳については堀のみしか確認でき

なかった。また、堀を掘削している薬研堀

が検出されている。調査区の端であり 部

しか確認て・きなかった。



13.龍海院酒井弾正他

墓地遺跡

遺跡位置図(国土地理院5万分の1 前橋)

14.浅間神社古墳

遺跡位置図(国土地理1腕5万分の1 前橋)

事業名民間開発墓地移転

所在地前橋市紅雲町二丁目8-5
龍j毎院墓地内

調査期間平成7年12月12

担当者井野誠、井野修二

調査面積 20m2 

調査の経緯龍海院住職過外一雄氏よ

り墓地移転の計画の連絡があり、墓石が旧

位置のまま所在していた場合には、酒井弾

正の墓検出の可能性があり発掘調査を行う

こととなった。墓石については専門業者の

移転工事に合わせて調査を行うこととした。

酒井弾正は五代藩主酒井忠恭の家臣て¥

祖先は家康に使えて勲功があり、病気のた

め前橋に隠居した。弾正は父親譲りで儒学

を好み行状正しく、武道も達人であった。

そのため別格に扱われ、平日の往来に徒士

二人、近習白人、道具挟箱、駕龍を使用し

家老衆に出合っても下乗せず、平士にいたっ

てはもってのほかという僚であった。その

ためか、うとんじられ、弾正の養子の内意

も聞かず忠恭は家断絶のはからいをしたと

伝わる。また、家臣にも一芸に秀でるもの

が多く、弾正の妻が没するまで奉公したと

いわれる。

調査の概要現状の墓地は土の高まりが

基壇の様に作られており、石を配し、墓石

が据えてあった。墓石を撤去すると、盛り

土のなかに長さ161cm、厚さ26cm~34cmの

上にやや湾曲した石が検出された。石材は

事業名道路改良工事

所在地前橋市横手町335-1地先

調査期間平成7年4月5日及び24日

担当者井野誠一

調査面積 25m2 

調査の経緯平成6年9月21日に調査地

における工事について連絡を受ける。古墳

は南を宅地造成により、北を現道路築造に

より削平を受けており、墳Eの約三分の

が残存している。

今回の工事は道路交通の安全確保上やむ

を得ないとのであり、緊急調査として文化

財保護課が行った。

なお、当初は墳丘の一部も掘削予定であっ

たが、協議の結果墳丘は現状保存されるこ

とになった。

発掘調査は、古墳の北の現道路基盤下の

古墳構築面、古墳掘の調査を中心に実施し

た。

立地調査地は前橋市南端の利根川左岸

の水団地帯の微高地に位置する。周辺は古

代からの水田跡が検出されており、北には

公田の地名も残る。

周辺での古墳の確認例は少なく、亀里の

竜門と公団での例のみである。

調査の概要現道路の下からは、周堀が
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角閃石安山岩で、弾正の墓の南の墓石の下

に位置していた。伝承で、墓の北に位置し

ていた龍海院裏古墳の石室の天井石の再利

用と考えられる。弾正の墓は、地表下70cm

で検出された。しつくいの層が20cmあり、

そのなかに炭の層が20cm認められた。その

中は土と炭の混土層になっており、棺の木

質は底部で確認された。松材と思われる。

遺構の状況から、棺の大きさは、東西3尺、

南北2尺、高さ2尺と見られる。棺材の厚

さは3cm程度。 j毘土層60cmの下にまたしつ

くい層が認められた。棺は上部が朽ちてい

たが、しつくいはほぼ残っていた。しつく

いの下で地表より150cm。弾正と思われる

人骨が認められた。歯の骨から顔は細面で、

右奥の歯に虫歯が認められた。大腿骨は非

常に立派なもので、伝承の武道の達人の話

に合致する。現在長33.2cm(欠損5~6cm)、

中央の太さが2.5cm。

副葬品は認められなかった。

隣の墓は検出面は同じだが、しつくいは

認められず、炭の層のみ検出された。人骨

等の慢出は見られなかった。この二基の墓

がこの墓地の中心の墓であり、弾正と妻の

墓の可能性が高い。人骨は新しし、墓に改葬

され、盛り土の巨石も新しし、墓地に置かれ

ている。

近世の墓地の貴重な調査の例となった。

検出された。古墳の構築面については明確

につかめなかった。堀は検出された地点、で

の幅6.5m、深さ50cmを測る。古墳の北側

では、堀は確認て院きなかった。すでに掘削

されたものと考えられる。堀の埋め土の上

部には堀の?卜まで 帯にB軽石が堆積して

いる状況が認められた。

堀は幅に比べて浅いもので、断面の観察

からは空堀と考えられる。

堀及び残存状況から見て、円墳と考えら

れる。

古墳の墳丘の径は、約32mで、堀を含め

た径は45mと想定される。



15.大屋敷遺跡VI

遺跡位置図(国土地理院5万分の1 前橋)

16.中原遺跡群VI

遺跡位置図(国土地理院5万分の1 前橋)

総

2悦~

事業名前橋市大屋敷地区土地区画整理

事業(施工者前橋市大屋敷地

区土地区画整理組合)

所在地前橋市総社町総社1905-1 他

調査期間 7 年 5 月 10日 ~11 月 30日

担 当者粛藤仁志 ・坂口好孝

調査面積 2. 425rn' 

調査の経緯平成4年度より上記事業に

伴う調査依頼が継続して提出され、第4年

二欠を迎えた。

立地前橋市街地の北西約3kmに位置す

る。榛名山東南麓に広がる相馬ケ原扇状地

の端の前橋台地の縁辺である。本遺跡地は、

西から南を八幡川、東を天狗岩用水に囲ま

れた台地に立地し、総社古墳群の南側、推

定国府域の北側、山王廃寺の東側にあたる。

縄文時代遺物包含層より、縄文時代中

期の土器、石器を検出した。また、今回の

調査により初めて炉を持った住居士止を確認

した。土器は加曾利E式土器が中心を成す。

弥生時代なし。

古墳時代古墳時代後期の住居士止44軒、

j静止1条を検出した。住居I止からは、土師

器・須恵器の杯・椀.~差等の?卜に長頚萱も

出土した。また、昨年度の竃構築材採掘坑

事業名上増田工業団地造成事業(前橋

市工業団地造成組合)

所在地前橋市上増田町-気井・今井町

地内

調査期間平成7 年4 月 25日~10月 6 日

担当者狩野吉弘・佐藤則和

調査面積 20.000m2 

調査の経緯平成4年度より上記事業に

伴う調査依頼が継続して提出され、今年で

4年目を迎えた。本年度は造成地の東部約

20.000m2を調査した。

立地中原遺跡群は、前橋市街地の南東

約8kmに位置し、北に赤城山を望み、桃木

川と荒ii!l;川に挟まれた旧利根川の河床にあ

たる広瀬川低地帯から左岸への移行部に立

地している。標高は約80m前後で南ヘ緩や

かに傾斜している。

奈良・平安時代水田125枚を検出した。

これらの遺構は818年(弘仁9年)の大地

震に起因するものと想定される厚さ約40cm

の洪水層に覆われている。水田の区画の基

準になったと思われる大畦畔が調査区中央

部を南北方向に 1本、そして調査区南部と

中央部を東西方向に2本の計3本が積出さ

れた。これらの大畦畔は調査区南部と中央

部でそれぞれ直交している。平成4年度か

らの調査により本遺跡群に大畦畔が点在し

24-

W-g号と合流すると恩われるj蕎I止CW

13号)を検出したが、石材の採取跡は確認

できなかった。

奈良 ・平安時代住居士止34軒を検出した。

住居士止からは小破片を含め5個体の円面硯

が初めて出土した。このことは上野国府推

定地域と大屋敷遺跡との位置関係を考えれ

ば、直接その影響下にあり上野国律令政治

を支えた特徴ある集落のひとつと成りうる

貴重な発見となった。

中世なし。

その他幅6mの道路部分の調査のため

出土遺物が少なく時期不明の遺構も検出さ

れた。その数は、住居士山O軒である。また、

本遺跡地は、古墳時代後期から平安晴代ま

での住居が複雑に重複して検出され、合計

で88軒におよんだ。

ており、これらの大畦畔と結んでみると本

年度の調査区も東西 ・南北がそれぞれ約

109mの大きな方形区画に造られているこ

とや明らかになった。さらに、方形区面の

内部の区画は小畦畔により東西約21m、南

北約54mの昨年度の調査で明らかになった

東西・南北に長方形を東西に5つ、南北に

2む並べた10の小区画からなることが明ら

かになった。この区画は昨年度の調査でも

同様の区画が検出されており、本遺跡群に

おける水田士止が半折型の条里制水田である

ことがさらに確証づけられた。このような

規模での条里制水田が完全に近い形で検出

された例は、県内でも数少ない。

中世井戸祉72基、土坑33墓、溝t止7条

が検出された。井戸祉、土坑の内部からは

内耳土器、石目、古銭等の遺物が出土して

いる。 4条のj蕎I止は調査区?卜北東部を中心

に環濠状態で並んでいる。そして、本遺跡

北東部の小字名が「田村屋敷」となってお

り、調査区タ卜北東部に何らかの建築物が存

在していた可能性が強い。



17.中原遺跡群四

遺跡位置図 (国土地理院5万分の1 前橋)

18.西田遺跡

遺跡位置図 (国土地理院5万分の1 高崎)
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事業名上増田工業団地造成事業

(前橋工業団地造成組合)

所在地前橋市上増田町955番地タ卜

調査期間平成7年6 月 9 日~ 8 月 22日

担当者圃部守央 (前橋市教育委員会文

化財保護課)・ 荻野博巳 (スナ

ガ環境測設株式会社)

調査面積 10.500m' 

調査の経緯平成4年度より上記事業に

伴う調査依頼が継続して提出され、中原遺

跡群 I.N.VI(調査団直営)、同II.III.

V (民間委託)に続き、同四を前橋市埋蔵

文化財発掘調査団の立会・指導のもとにス

ナガ環境測設株式会社が実施した。

立地市役所・県庁などの所在する市街

の東南東約 8kmに位置し、東に荒li~川、西

に桃の木川が南流する堤内地にあり、旧利

根川流路の広瀬川低地帯にある。北に赤城

山南麓が広がり標高80m前後で、北から南

に緩やかに傾斜する地形である。

奈良・平安時代水田祉83面、溝t止1条、

水口58力所、大畦畔2方向、足跡群、陥没

水田を検出した。水田士止は調査区のlまぽ全

体から検出され、 818年の大地震に起因す

ると思われる洪水堆積物で覆われている。

事業名都市計画道路朝倉玉村線道路改

良事業 (街路課)

所在地前橋市鶴光路町地内

調査期間平成7年11 月 13日~12月 8 日

担当者狩野吉弘 ・佐醸則和

調査面積 4.500m' 

調査の経緯平成6年4月、街路課より

上記事業に伴う埋蔵文化財試掘調査依頼が

提出された。同年12月、試掘調査を実施し

たところ、平安時代の水田t止が確認された。

街路諜と協議 ・調整を行い、 7年10月発掘

調査の依頼が提出され、 11月に発掘調査の

委託契約を締結し、現地での発掘調査を開

始するに至った。

立地西国遺跡は、前橋市街から南ヘ約

7kmに位置している。本遺跡の南方1.5km

には利根川が北西から南東に流れ、対岸は

玉村町と隣接する。遺跡地周辺の地形ほぽ

平坦で、現在も水田が広がっている。

平安時代 調査の結果、平安時代末期

(天仁元年 ・1108年)の浅間山噴火に伴う

軽石 (As-B軽石)で埋没した水田祉27

枚を検出した。遺構面は現耕作土下約20~

30cmlこあり、水田と自主畔の遺存状況は全体

的に悪く、後世のカクランによって著しく

損なわれていた。検出された畦畔は東西日主

畔が10本、南北自主畔が1本の合計11本であっ
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水田士止には 1枚の水田を区画する畦畔や水

口 ・足跡などが検出された。また蛇行しな

がら北から南方向に続く陥没した水田面や

東西 ・南北方向に伸びる大畦畔 (大区画畦

田半)の一部など検出した。大畦畔は、平成

4年度からの調査で検出した東西・南北方

向に直交する大畦畔とは約109mの間隔で

区画をなすことがわかり、坪境を区切る大

畦畔と恩われ、条里制区画に当てはまる。

遺物は水田面から土師器・須恵器片等が検

出されたが、完成品は横出されなかった。

また8号溝は水田と同じ洪水堆積物で覆わ

れており、水田に伴う。遺物は土師器片が

わずか検出されている。

中近世平安時代の水田面を掘り込んで

作られている溝I止を7条検出した。これら

は現耕作土層下より掘り込まれ、灰褐色 ・

褐灰色土層を主体に浅間B軽石や水田を覆っ

た洪水堆積層を所々に含む土層で嬰まって

いる。遺物は 1 ~ 6号溝までは流れ込みの

土師器片が検出され、土地改良前まで使用

されていた7号溝からは土器片に混じって

古銭や磁器類の破片・ li~石などの遺物が多

く検出されている。

た。各畦畔の走行する方向は東西 ・南北の

方位にほぼ合致している。畦畔の構造は下

幅40~50c皿、水田面からの高さ 2 ~ 4cm、

断面形は、偏平な台形状または力マボコ型

に近い形状を呈しており、同時代の水田地

と比較すると、若干圧縮され、偏平な形状

に変形している。四方を畦畔て・固まれた完

全な形の水田は検出されなかったが、東西

に細長し、形であることが想定される。水田

面はやや凹口がみられ、比較的残りのよい

ところでは人間の足跡と思われる部分も確

認された。水口は検出することはできなかっ

たので、各水田への給水方法は標高の高い

北側の水田が満水になった後、東西畦畔を

オーJ~ーフローし、順次南側下流の水田ヘ

流れ込むという「かけ流し」の方法をとっ

ていたとも考えられる。調査区中央部から

はAs-B軽石を踏み固めた幅約80~ 100仰

の微高地とその両サイドに幅約30~70cmの

溝が倹出された。この遺構は土地区割りに

利用された可能性が強い。



19.屋敷II遺跡

遺跡位置図 (国土地理院5万分の1 前橋)

20.総社愛宕山遺跡

遺跡位置図 (国土地理院5万分の 1 前橋〕

事業名前橋市社会福祉複合施設 (シル

J'iーワークプラザ、障害者第三

福祉作業所及び心身障害者デイ

サービス施設複合施設)建設事

業 (施行者前橋市長)

所在地前橋市元総社町2578-88 他

調査期間平成7年6 月 5 日~ 8 月 23日

担当者戸所慎策・吉田聖二

調査面積 589.4m' 

調査の経緯平成7年1月23日に前橋市

保健福祉部社会福祉課から開発計画地の埋

蔵文化財について照合があった。周辺では

多くの遺構が検出されているため、遺跡の

可能性があり、試掘調査の必要がある旨を

回答。平成7年2月9日に試掘調査を実施

した結果、住居士止遺構が確認されたため、

開発に先だって、記録保存のための発掘調

査を、前橋市埋蔵文化財発掘調査団が実施

することとなった。

立地前橋市街地の西方約2kmに位置す

る。榛名山東南麓に広がる相馬ケ原扇状地

の端の前橋台地の縁辺に立地する。

本地域は古くから上野国府推定地とされ

ており、周辺には、総社古墳群 ・国分寺 ・

圏分尼寺 ・山王廃寺・総社神社 ・蒼海抑止

八日市城I止などが存在し、古墳時代から中

事業名前橋市立第六中学校移転新築事

業 (教育委員会総務課)

所在地前橋市総社町1764 f也

調査期間 7 年 9 月 11 日~ 12月 22日

担当者戸所慎策 ・吉田聖二

調査面積 5.600m' 

調査の経緯前橋市立第六中学校移転新

築事業に先立ち、教育委員会総務課より依

頼があり、学校予定地内の埋蔵文化財の記

録保存を目的とし、女堀と愛宕山古墳の範

囲確認調査を実施した。

立地前橋市の西端、榛名山東南麓に広

がる相馬ケ原扇状地の端の前橋台地の縁辺

に位置する。東に天狗岩用水が流れる。総

社古墳群を形成し、愛宕山古墳の北に総社

二子山古墳、東に遠見山古墳、南東に宝I苔

山 ・蛇穴山古墳-王山古墳がある。

旧石器時代検出されず。

縄文時代 遺構は倹出て・きなかった。女

堀の覆土から石器や縄文時代中期の加曾利

E式の土器片をわずかながら検出した。

古境時代 古墳時代終末期の愛宕山古墳

の周堀の範囲確認調査を実施。耕作により

周堀の立ち上がりは、はっきりとしないが、

残りの良い北西側の立ち上がりから判断す

ると愛宕山古墳は方墳であることがいえる。

南側は耕作によりはっきりとした周堀の立

26 

世 ・近世初頭に及ぶ政治 ・文化の中枢地域

であったことを窺わせる。

古境時代 東壁に竃を有する住居士止10軒

を検出。

遺物は鬼高式土器を主とした、古墳時代

後期に位置付けられるものが中心て"あり、

坪や窪などが多く出土した。

住居内やその周辺からは石製模造品 (目

玉)5点が検出された。

奈良・ 平安時代住居士止16軒、柱穴50基、

士坑1基が機出された。

2号住居I止は、 1108年に降下したAs-

B (浅間B軽石)の純層に覆われていた0

4主穴もAs-Bを覆土に持っており、規

則的な配列を有した柱穴列が確認された。

竃の補強材としては、山王廃寺や国府な

どに関連するものと思われる瓦を使用した

住居が多い。

9号土坑から出土した須恵器高台椀11点、

力ワラケ28点は全て重なり合コて出土して

おり、類例の少ないものである。ぷた、祭

杷に関する資料としても貴重なものと言え

る。

その他遺物等が無いため時代は明らか

でないが、土坑19基、井戸2基が検出され

ち上がりは検出て"きなかった。古墳の周堀

を含めた全長は南北方向で推定約94メ ト

ルの方墳となる。周堀の深さは現地表面か

ら北側で1メ 卜lレほどの深さで、南側jで

は0.5メ トJレほどである。北から南ヘ下っ

ている地形であるため、周堀の底面の高さ

はほぼ水平になる。墳丘側の周堀からはほ

ぼ水平に近い状態で葺石が検出された。古

墳が造られた時代を決定できる遺物は機出

できなかった。

江戸時代女堀の範囲確認を実施した。

堀の形はいわゆる薬研掘りであり、地表面

から約5メートJレの深さを有する。調査の

結果、愛宕山古墳の周堀にそって東西方向

に150メートJレ掘られ、南に直角に曲がっ

ていることが確認された。地元の旧家の古

文書によると、天狗岩用水から分水しよう

として女堀を掘ったが、水が流れなかった

ためにすぐ埋められたという記述がある。

水が流れた形跡は認められなかったので、

古文書の内容と 致するといえる。縄文土

器が覆土から検出されたが、女堀が造られ

た時代を決定できる遺物は検出できなかっ



21.芳賀団地遺跡整理

遺跡台帳整備事業

22.市内遺跡発掘調査

事業名芳賀団地遺跡整理 ・遺跡台帳整

備事業

調査期間平成7年4月1日~平成8年3

月31日

担当者井野誠一 ・大山知久

芳賀団地遺跡整理

昭和55年に開始された芳賀団地遺跡の整

理事業も7年度末をもって開始以来16年間

の長期にわたる事業が終了することとなっ

た。

発掘調査総面積は約40.7haに及び、検出

した遺構の総数は1.953になる。

発掘調査報告書は、当初5巻計画で始め

たが、遺構 -遺物の数量等により芳賀北部

団地遺跡を2巻に分冊して合計6巻で刊行

することに変更し事業を進めた。

また、整理作業にあたっては、発掘調査

の担当者を中心に作業委員会を組織して整

理の方針決定 ・指導 ・報告書の編集 ・執筆

にあたった。

作成委員会は、途中で組織の変更を行い

現在に至っている。

整理作業は15名の調査員 ・専門作業員 ・

整理作業員で行ってきた。長期の作業のた

め作業の分業化を進め、それぞれの技能の

事業名埋蔵文化財発掘調査事業

(市内遺跡発掘調査)

調査期間平成7年4月21日~平成8年3

月31日

担当者井野誠一 ・大山知久

調査面積 2. 972m' 

(開発面積186.715.68m')

調査の概要平成7年度は23件の確認調

査を実施した。7年度も前年に引き続いて、

市内南部での開発が多く、水田跡が多く検

出されている。市内の西部-南西部では、

集落の跡も検出されている。

23件の確認調査の内で、遺跡と確認され

たものは8件であった。

保存協議大渡町の王山古墳は、その周

堀と墳丘にかけての開発があり、確認調査

の結果墳丘は建物からはずれ、保存協定が

締結され、保存となった。

朝倉町の小旦那遺跡は古墳時代の石組遺

構と題輸棺が検出されたが、盛り土をおこ

ない保存することとなった。

発掘調査文京町の不二山古墳 1. IIは

いずれも個人専用住宅建設に伴う開発て・あっ

たため、市内遺跡で発掘調査を行った。不

二山古墳の堀が積出された。また、住宅建

設にあたって盛り土を行い、堀の保存につ

とめる方向で協議中である。
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習熟に勤めてきた。

この技能は、本事業に引き続いて継続さ

れる遺跡台帳整備事業で発揮されることと

なった。

7年度は、最終巻の6巻の干リ行作業を行つ

遺跡台帳整備事業

芳賀団地遺跡整理事業が終了した後は、

本事業が継続されることになる。

本事業では、前橋市内での発掘調査の記

録・資料の台帳化の作業を進めているが、

そのほかに埋蔵文化財の貸し出しと展示、

普及資料の作成配布を行っている。7年度

は、 6年度の発掘調査の資料をパンフレッ

トにまとめて配布した。また、市役所の

階に定期的に出土土器等を展示している。

さらに、年度末に埋蔵文化財のアンケー

トを実施したが、その結果土器の貸し出し

ゃ長期の展示の希望が多いことがわかった。

8年度当初より、貸し出し ・長期展示の事

業を始める予定である。長期展示では、小

中学校の教室に土器 ・石器等の展示のほか

に写真パネルを貸し出して展示する予定で

ある。

元総社町の弥靭II遺跡は住居跡が倹出さ

れたが、保存が困難であるとのことで、発

掘調査を行い、記録保存となった。

その他前箱田町の稲荷遺跡と宮地町の

宮地中田遺跡、六供町の六供下堂木遣距跡

はいずれも水田が主体の遺跡、であるが、発

掘調査による記録保存の方向で協議中であ

る。



23.調査会調査

川白田遺跡

宮田遺跡

事業名調 査会調査

調査の概要調査会調査は、前橋市内の

国・県の開発事業に先立つ埋蔵文化財の発

掘調査について、県教委と前橋市教委が調

査会を設立し、発掘調査を行うものである。

発掘調査実施は調査機関に委託して行って

いる。

県立文書館遺跡 6年度発掘調査の資料

の整理委託。調査報告書刊行。

前橋地方 ・家庭裁判所遺跡 6年度発掘

調査資料の整理委託。調査報告書刊行。

石関西梁瀬遺跡 6年度発掘調査の資料

の整理委託。調査報告書刊行。

宮田遺跡前橋市富田町587-1他、調

査面積 1.260m'、調査原因道路清掃車

両車庫等建設工事。発掘調査期間 平成7

年4 月 17日~ 5 月 31 日。

検出遺構竪穴住居跡15軒 (古墳時代後

期~奈良・平安時代)、掘立柱建物跡2棟

(奈良 ・平安時代)、溝状遺構 1条、道路

跡 1条、土坑31基、井戸跡3基。

出土遺物土器21箱、石器等1箱。

川白田遺跡前橋市小坂子町1309-1番

地他、調査面積6.000m'、調査原因県央

第二水道用水低区調整池建設工事。発掘調
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査期間平成7年7月14日~平成8年3月

31日。

検出遺構竪穴住居跡19軒 (縄文時代前

期)、土坑240基 (縄文時代前期)。

出土遺物土器150箱石器50箱。

総社観音i尺遺跡前橋市総社町総社2326

-2、調査面績 300m'、調査原因群馬

県農業公社格納庫建設工事。発掘調査期間

平成7年10月30日~平成7年11月17日。

検出遺構竪穴住居跡2軒 (奈良・平安

時代)、土坑11基、 j蕎1条。

出土遺物土器 ・瓦等10籍。



6.大室公園史跡整備事業

(1) 大室公圏史跡整備委員会

平成7年度は、大室公園史跡整備委員会を開催すると

共に、委員会の下でより専門的、実務的な業務を担当す

る古墳整備部会(小二子古墳発掘調査・後二子古墳石室

安定度調査・後二子古墳整備基本設計)、民家変遷部会

(赤城型民家復原工事)、資料館部会(建設基本構想策

定)を、それぞれ3~4回開催し、事業を進めてきまし

た。

各部会の詳しい事業内容については別記しましたが、

その他に、部会、部会長会、委員会等の事業の進捗に合

わせて、事務局の打合わせも6回聞きました。

0平成7年度大室公園史跡整備委員会の経緯

-平7.10. 23・文化庁への事業報告及び指導

・平8. 2. 19... " 

・平8.2. 23・平成7年度大室公園史跡整備委員会

開催(通算第9回目)

(2) 古墳整備部会

整備を計画している大室4古墳に関し、これまで後二

子、前二子、中二子古墳と範囲確認調査を実施してきま

したが、今年度は4古墳の中で唯全面的に復原整備を

目指す小二子古墳について、古墳の規模 ・形状 ・構造等、

復原に向けての基礎資料を得るため、発掘調査を実施し

ました。

また、将来の公開に備え、前年度の前二子古墳石室の

安定度調査に引き続き、後二子古墳石室の安定度調査を

実施しました。

さらに、これまでの諸調査の結果をもとに、大室4古

墳の整備の基本設計の第 1段として、後二子古墳の基本

設計を作成しました。

0小二子古墳発掘調査の結果

-墳Eは上下2段で構成され、墳丘の規模は、全長36
m、前方部幅16.5m、後円部直径27.5mて蜘ある。

-周堀が墳丘の周りを一周し、後円部の周りは広く深

く造られ、前方部の周りは狭く浅い。周堀を含めた

古墳全域の大きさは、全長43.5m、全幅39mである0

・下段墳丘(1段目)は地山整形で盛土はなされてい

ない。

-上段墳li( 2段目)は盛士で築造され、後円部には

主にローム土を用いるが、前方部は黒色士が使用さ

れている。

-埴輪配列や、前方部に比較して後円部が際立つて高

いという形状を検討した結果、帆立貝式古墳の特徴

を備えることが判明した。

・石室は、主軸に対して大きく西に振れる横穴式石室

であることが確認された。しかし、石室の石を砕い

て運び出した形跡があり、閉塞石が残る以外は著し

く破壊されている現状である。

以上の事が判明しました。
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0後二子古墳石室安定度調査の結果

目視による石積みの表面状態の観察、ファイJ'¥ース

コープによる石積みの裏込め状態の観察、及び天井石

の曲げ強度、基礎地盤の支持力、石材の圧縮強度等の

力学的解析を通して、次のような結論が導き出されま

した。

石室は現状で安定しており、大規模な地震等のタ卜力

が加わらない限り、墳E盛土などの上からの荷重によっ

て石室全体が崩壊することは考えられない。したがっ

て、石材や裏込の補修程度で一般公開は可能である。

しかし、石材の微小振動を把握するため、継続的に変

位を測定する必要がある。

0平成7年度古墳整備部会の経緯

-平7.8. 21…大室公園史跡整備委員会副委員長、

国立歴史民俗博物館教授白石太一郎

氏より小二子古墳発掘に関する現地

指導

-平7. 9. 4 平成7年度第 1回部会開催

・平7.10. 7 平成7年度第2田部会開催

-平7.11. 16~19 資料館部会と協力し、大室古墳

群出土遺物を中心とした文化財展及

びシンポジューム開催(文化財展入

場者1.600名、シンポジューム参加

者150名)

-平7.12.20・e・平成7年度第3田部会開催

・平8.1. 31…平成7年度第4回部会開催



(3) 民家変遷部会

民家屋外展示全体としては、古墳時代当初の住まいや

生活を学ぶための古代住居の復原、及び、主屋、付属の

建物、屋敷林、周辺田畑等を含めた赤城型民家の復原が

位置づけられていますが、今年度を皮切りに、 3力年の

予定で復原工事が始まりました。今年度は、赤城型民家

の主屋の復原工事に着手し、主屋工事に要する15力月の

工期の内、 6カ月分の工事を行いました。尚、その際民

家建設の様子を映像記録として残すため、県教育委員会

で進める教育映画撮影事業に協力し、主に萱葺き作業の

様子を中心に撮影を続けてきました。

0赤城型民家主屋復原工事の経過

-平7. 9. 25.地祭り

・平7.10. 3...工事業者作業所へ保存部材移動、仮

組作業開始

・平7.10.15'"文化庁建造物課調査官より主屋復原

工事に関する指導

・平7.12. 2..・大室現地 地形作業

-平7.12. 11・保存部材を大室へ移動、建て方工事

開始

・平8. 1. 9...上棟式

-平8. 1. 10...屋根葺き作業開始、年度末終了

※尚、工事の進捗と平行して、教育委員会総務課、文

化財保護課、工事監理業者、及び工事業者の4者に

よる打合わせを、平成7年8月25日より10日間隔を

目安として、都合13回設けてきました。

0平成7年度民家変遷部会の経緯

-平7. 6. 8..・平成7年度第 1田部会開催

・平7.10.31 ・平成7年度第2回部会開催

(工事業者仮組作業所にて工事状況

の確認及び指導)

-平8. 1. 9一平成7年度第3田部会開催

民家完成予想図
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(4) 資料館部会

資料館建設に向けて、前年度策定した資料館の展示に

関する基本構想に引き続き、建物全体の建設に関する基

本構想を策定しました。

さらに、これまで続けてきた関連資料の収集及び調査

研究を続行するとともに、平成3年度より行ってきた大

室古墳群の範囲確認調査によって得られた出土遺物資料

を中心とした文化財展を開催しました。

0大室古墳資料館建設基本構想(抜粋)

0平成7年度資料館部会の経緯

-平7. 6. 29一平成7年度第 1田部会開催

・平7. 9. 21 ・平成7年度第2回部会開催

(入間市博物館視察)

-平7.12. 13 平成7年度第3田部会開催

・平8. 1. 24 平成7年度第4田部会開催



あとがき

地域の歴史や文化財に対する市民の皆様の関心の高まりに応じて、マスコミで大きく取

り上げられることが多くなってきております。前橋市でも総社資料館開館や大室公園民家

園工事が進み、新聞やテレビで大きく報道されました。

文化財保護課では市民文化の向上に役だてようと、職員が日夜業務にはげんでいます。

その成果をこの報告書で市民の皆様へ報告しております。

この報告書は市民の皆様の、文化財理解への案内書として作成しています。ぜひお読み

いただいて感想をお寄せください。

そういう市民の御意見も私たちにとっては、より市民の立場にたった行政を行う力にな

ると考えております。
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