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は じ め に

文化財とりわけ埋蔵文化財を取 り巻 く状況は、連 日新聞紙上やテ レビで取り上げ られる

など、大きく注 目されており、また、現在ほど文化財の活用が叫ばれ、注 目された時代は

かつてなかったと思います。吉野ケ里遺跡や三内丸山遺跡は、遺跡の調査と整備が町おこ

しの有力な方法の一つであることを示 した好例でありましょう。

ところで、それ らの社会的に広 く注 目を集めた遺跡の調査は、一人その遺跡の調査によっ

てのみ成 り立 っているものではありません。一つの遺跡の評価のためには、最低限、時間

軸と空間軸を基軸とした、周辺遺跡の調査成果が必要不可欠です。即ち世間の耳 目を集め

る遺跡の調査も、多 くの有名無名の遺跡の調査成果に支えられているのであり、その逆も

また真であります。

文化財を有意義なものとして活用するためには、不断の調査が必要です。その成果は、

速やかに整理され、かつ良好に保存されつつ、公開されなければなりません。 しかも、現

在の社会状況によって生み出された緊急に調査を要する文化財は、埋蔵文化財だけに止ま

りません。このような状況に対処するため、大阪府教育委員会では、平成 9年 4月 、文化

財調査事務所を開設いた しました。

当課としては、文化財調査事務所を拠点に、より広範な分野について調査を実施 し、文

化財のより有意義な保存と活用に努力する所存であります。

最後に、文化財保護行政並びに文化財調査事務所の開設にご援助・ ご協力いただいた関

係者の皆様に篤 く御礼申し上げますと共に、今後とも、暖かいご支援をお願い申し上げま

す。

平成10年 3月 31日

大阪府教育委員会文化財保護課長

鹿 野 一 美

口

1.本書は、大阪府教育委員会文化財調査事務所年報の第 1冊である。

2.大阪府教育委員会文化財調査事務所は、埋蔵文化財発掘調査等、文化財保護課の実施する文化財調

査を担当するため、大阪府教育委員会文化財保護課の分室として、平成 9年 4月 1日 に開設された。

3.本書の第 2・ 3表には、平成 8年度に大阪府教育委員会文化財保護課が実施 した埋蔵文化財調査の

すべてを掲載 している。なお、同表中実施面積欄の単位は「ぽ」である。

4.主要な調査については、概要報告を掲載 した。各概要報告の表題に示す数字列並びに番号はそれぞ

れ以下の内容を示 している。なお、概要報告表題の調査番号は、第 2・ 3表の調査番号と一致する。

遺跡名 (平成 8年度調査番号)

(1)所在地

(2)調査面積

(3)現地調査実施時期

(4)調査の原因となった事業

(5)概要報告執筆者

5。 概要報告の執筆は調査担当者がこれにあたり、「平成 8年度における埋蔵文化財調査の概況」は、

調査第 2係長中井貞夫が執筆 した。編集は資料係が担当した。

例





―
平成 8年度における埋蔵文化財調査の概況

平成 8年度、大阪府教育委員会が実施 した調査は、発掘調査・試掘調査・立会調査の合計が

76件、40,783ぱ (実際に調査を実施した面積であって、調査対象面積とは異なる。)である。76

件40,783ぽの調査の殆どは、大阪府農林水産部・土木部・建築部等府営事業によるものであり、

事業別の面積比は、圃場整備や溜池改修等農業に関するもの31.1%、 府営住宅の高層化による建

替え等住宅建設に関するもの23.8%、 新設道路建設や歩道設置等道路建設に関するもの21.3%、

府立高等学校建替え等学校建設に関するもの■,1%、 下水処理場等下水道施設建設に関するもの

6。 5%、 河川改修に関するもの5.7%、 その他0。 5%と なる。

平成 7年度に比べて学校建設に伴う調査面積が少なくなり、圃場整備関連事業と府営住宅建設

に伴う調査面積の比重が大きくなった。道路建設に伴う調査は、関西国際空港関連 。国体関連等

の道路建設が一段落 した。今年度は、歩行者の安全や交通渋滞の緩和を目的とした歩道設置や道

路拡幅工事に伴う小規模な調査が主流となり、その上、下水道管渠工事に伴う竪孔等の調査が多

くなった。その結果、前年度に比べて、調査件数は増加したが、その反面調査面積は少なくなっ

た。

下水道管渠敷設に伴う竪孔に伴う10～100ぽの小面積でしかも夜間調査という悪条件の中での

点の調査、歩道設置や河川改修などに伴う線の調査が多く、このような点や線の小規模の調査

(試掘調査・立会調査を含む)は、平成 8年度の調査件数全体の約70%を 占めている。小規模調

査の成果は、即時的に得られる物ではなく、長年の調査の積み重ねによって、徐々に遺跡の範囲・

時代・深度・性格等の調査成果が得られる物である。今後も、小規模面積の調査も疎かにせず地

道に継続していく必要がある。

各地域別に調査件数を見ると、大阪市域と三島地域がやや少ないがその他の地域はほぼ同じで

ある。調査面積は、泉南・豊能・泉北・ 三島の順となるが、調査の起因となつた事業は各地域に

よって異なり、各地域の性格をよく顕わしている。豊能地域では画場整備等農業に関する事業、

三島地域では住宅建設事業、北河内地域では道路建設と住宅建設事業、中河内地域では河川改修

事業、南河内地域では住宅建設と下水道建設事業、泉北地域では道路建設と圃場整備事業、泉南

地域では住宅建設・ 圃場整備・学校建設事業、大阪市域では試掘調査のみであった。

地域別調査面積・件数比

第 1図 事業別 。地域別調査面積比

事業別調査面積比
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各地域の主要な調査

【豊能地域】

調査の殆どが圃場整備事業に起因する。野間遺跡では、昨年に引き続き、地蔵院領「長町庄」

の屋敷地の調査を行い屋敷地の約80%を調査することができ、中世における荘園経営の中心建物

(庄館)が明らかになった。

倉垣遺跡については、試掘調査の結果、遺跡の範囲がほぼ明らかになった。

【三島地域】

総持寺遺跡では、多数の小規模古墳と飛£時代から奈良時代の掘立柱建物を検出した。この遺

跡において特筆すべきことは、6世紀中頃の須恵器の壷に「調□」の文字が彫られていたことで

ある。「調」は税制の調と考えられ、古代の税である「調」の名称が 6世紀中頃まで遡ることが

推測できる資料を得られた。

【北河内地域】

池田西遺跡と高柳遺跡において、北河内の沖積平野で初めて弥生時代後期の竪穴住居が発見さ

れた。高柳遺跡で発見された住居跡は保存状況がよく、柱根も残り、住居の壁構造が判る数少な

い竪穴住居の一つである。

【中河内地域】

田井中遺跡と木の本遺跡は、共に平野川改修に伴う調査であり、点と細長い線の調査であり、

今後、調査の継続によって河内平野に点在する遺跡の範囲が明らかになってくるだろう。

【南河内地域】

新堂廃寺の調査では、 8世紀中葉から9世紀中葉に寺の東側と集落を画する溝が検出され、前

回の調査で検出された溝と繋がると推測される。

【泉北地域】

陶器南遺跡では、中世の大型掘立柱建物が検出された。建物の妻側の床面が火を受けて赤変し

ており、また、焼土塊や炭が多量に検出された。建物の機能を考える上で貴重な資料となるであ

ろう。

【泉南地域】

秦廃寺・麻生中下代遺跡は、 7世紀前半から中葉にかけての竪穴住居と掘立柱建物、 7世紀後

半から8世紀前半の掘立柱建物が検出された。秦庵寺に関する遺構は、寺域南限を画する溝の一

部を確認した。掘立柱建物は、秦廃寺を造営した氏族の居住地と考えられる。
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第 1表 平成 8年度調査件数・調査面積
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調春番 号 遺 跡 名 所 在 地 種別 調査開始 調査終 了 宰縮面括 相 当 考 事 業  名

田井中遺跡 へ尾市空港 1丁 目 発掘 H8 9 20 GR0 也島重則 平剛 ‖改修

0800, 正法幸跡 コ姿隠市清滋 下法 寺 華綿 HA 4 22 阻8 8 22 ul f‐  弘 片 Lバイパ ス建設

9600F 雁屋遺跡 四条曜市雁屋北町 1-1 立会 H842イ H8 4 2f 空久間貴士 四条畷高等学校ガス管埋設

吉篤 ・ 虚差 キ 滑 琳 八尾市 水町 率編 WR 7 2, H8 10 5 也村邦 美 主要地方着平野中高等籠状幅

遺跡外 庄屋川市萱島東 3丁 目 試掘 町部幸一 菅営寝屋川萱島住宅新築

tH跡外 菖作野市野等林 Aイ 日 拭掘 H851 H851 大薬腐 弘 時営羽倉崎住宅改善

98007 寺ザII遺跡 夫吏市寺サI15丁 目 禎編 TR G 2f H8 6 25 5 修本清美 大阪生駒 rR拡幅

野間遺跡 豊能郡能勢町野間稲地 斃掘 H8621 H9 2 2` 島 800 東郷地区圃場整備

蛮持幸潰跡 欠木市三島ケ丘 発掘 H871 1922E 2 180 」J卜  弘 町営茨木総持寺住宅建替

98010 ハ イ原遺跡 毛勢町 合垣 肇綿 HR S"1 疑 和 之 府営 農村基幕移備歌 IH籍 2地X

池田西遺跡 慶屋り|1市池田西町 発掘 H9 8 24 900 空久間貴士 府営寝屋川池田住宅建替

九頭神積跡 貯ナ市 Bt野水 Hr 拭掘 M872〔 H872〔 修本清 幸 町営枚方牧野住宅建

96013 木の本遺跡 八尾市空港 lT目 路綿 H8 10 4 藤澤真依 平野川改修

北島遺跡 東大阪市中石切 7丁目 発掘 H8 1l aC 慶屋りII南部流域下水道事業下水警渠箋造

久草寺と跡 八尾市西久宰寺 a28 ↓姿 H878 松岡 良密 スコアーボード燿設

96016 倍賀遺跡 茨木市春 日 発 掘 HR 7 1f PAk岡 良憲 斉威川流域下水管渠箋造

葡R豊麻洋 和泉市鍛冶屋町、浦田町 試掘 ★率磨弘

日大阪府農林技術センター村橋母樹園跡

助穂構

96018 甘ヒ条西遺跡 大東市北条 6丁 目 寸 姿 H8 7 4 中井貞夫 劇 |1末系谷 田川砂防

98011 百舌鳥陵南遺跡 界市百舌鳥西之町 1丁 試 掘 H87℃ ★率康弘 二舒 河 川 百 青 島 ,II計怯

寺川遺跡 大東市寺サ115丁 目 幕綿 HR 7 2, H8 10 5 地村邦夫 主要地方着大 阪牛駒練拡幅

決田安田遺跡 大阪市鶴見区安劇 1丁 目 発掘 H8621 隣衣  哲 茨田高等学校エ レベーター増設

08022 野間潰跡 害能剤籠勢町野 FHH 試掘 H8 6 H865 赴本  武 東縄バ イパ ス韓譜

96023 百苦鳥 ミサ ンザ イ古墳 曝市旭 ヶ丘中 4T 試編 HA R 7 大楽康弘 螺かつ らぎ練オ首設 置

陣田北遺跡 池田市神田 1丁 目他 試掘 18720 H8 8 2 湊闊 B密 神田池田線拡幅

壺重讃詠 陸繕地 湊康市
=卒

奮 RT日 試掘 H8 7 15 H8 7 16 研本  哲 総合科学棟建設

占市大溝跡 (1次 ) 羽寝野市 野 々 ,ST日 馨綿 H8730 H885 林 日佐 子 府営羽 安野住宅草替

96027 衣越遺跡 八尾市服部川 試線 H8821 レ本清美 170号歩道設置

太子堂遺跡 八尾市南太子堂 試掘 珂都幸一 平野川改修

割 1下 流積琳 岬町淡輪 試掘 H8910 ほ891 大薬廃 弘 茜十 隠 猶 隆請 怜 下 ★ 着 挑 お H3鯉 架 ノヽザ鰹

百曳遺跡 隣繕地 羽曳野市 はび きの 3T目 試編 1892( 太楽康弘 府立看藷大学大学院模草設

96031 稲秦遺跡 東大阪市稲薬 2丁 目 立会 H804 H89Z ■キ占率 荷立玉川高等学校エレヘ・―ター増築

西国窃着跡 丈木市郡他 発掘 H899 H801 公岡 良簑 密成‖I流投下 未管 運掌洛

北専 PLt遺跡 東大阪市 中石切 7T日 肇綿 H8 10 H8 11 3( 阿郎 華 一 塵屋川南都流域下水首事業下末管渥集造

淡路遺跡 大阪市東淀川区西淡路 5丁 目 拭掘 H8 0 27 H8921 6 大率藤弘 荷営淡路第 4期住宅建替

潰跡外 大阪市儀 日医雄 野 lT日 較編 阿ARR 4 大楽康 弘 府営岐支住宅鬱替

難波大道跡隣接地 大阪市住吉 区苅 田 4丁 目 試掘 H888 ★率巌弘 特営苅田北住宅建替

06081 雰褒潜都市潰跡 螺市寺 J4b西 試編 HA 10 H8101 4 大楽康 弘 府営寺地住宅尊替

羞 盛 寺 ・ 藤 4れ 下 件 憩 臥 目坂市半 田 発編 HR A I 19 R 2f 5 400 森屋直樹 時営半 田住宅建替

第 2表 平成 8年度調査箇所―覧 (1)
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詔 沓番 号 i4駄 名 所 在  地 種 舅I 調沓HH始 調沓燃イ 華縮面府 IH当 芳 喜  華 名

横編 19 3 H931 iE部甘萱 水闇葛拒 S縛設

96040 高月寺跡 虫闇町 嵩 月菌 IA4-2他 横綿 WA C HR 9 22 ]R部文章 g庫建設

肢布地 弼曳野市尺度442 拭掘 18 10 3 H8 10 〔 4 狙部文章 農林牧術 センター躾

0604鬱 如 琳 彰勢町山内 74掘 ■9 8 菫 和才 府営農村基様幣借腋垣密 2地区

池上曽根遺跡 和泉市池上町 発掘 18 8 17 H9 8 2〔 5 142 研本・西川 池上下官線建設

98044 絢患苗損跡 県市陶器北 発掘 H812を 19 8 1 435 IIm際 一 陶器北地区賭 闇場整備

岸和田城跡 PTg田市岸城町 路親 一般府道堺阪南線電線共同溝建設

漬跡外 東大阪市花園 軸 X8 10 21 H8 10 31 彰本清美 貯営花園住宅建替

96041 吉田遺跡 東大阪市吉田 期 WR In a 杉本清美 宵営河内吉田住宅建設

高柳積跡 序劇 II市 高柳 4丁目 発掘 H8112( ■938 2 100 彰本清姜 都市計画首路千里丘瘍鳳サII錬韓設

岸和田城跡 肇和 国市 鬱餓 町 10- 嘉視 HA l ■O R 2f 2 000 ′I、浜  成 符立岸和国高等学校枝舎建替

男塁畿跡 泉南市男里 発掘 H8111 H9 2 1` 1 000 上林史郎 府営地域総合オアシス事業泉南地区・ 双平池改修

96051 安威遺跡 庚木市安威 帥 TA ll )6 HA ll ″
`

い岡 自歯 町道茨木亀岡線改良

9605Z き市大滋 (2次 ) 羽曳野市野野上5丁 目 発掘 48 12 2 H9 1 2( 林 日佐子 府営羽 曳野住宅憲審

9nO岳

`

トノ畑種跡41 亮件野古 トナ縄40 哉編 HR 12 0 HR 12 1 謹田諧平 水暫侯李パイプライ

語目遺隊 泉佐野市上之郷 発掘 19 1 31 H9811 藤田道子 府営かんがい排水対策事業 (泉佐野地区う

980馬 f ★瞬市ね凍医 日六橋 ST日 試編 HR 12 1 H8 12 1 大峯磨弘 浪速警察署改築

大鳥池 大阪狭山市東池尻 6丁 目 試掘 H81210 H8 12 11 大簸 弘 侠山処理場第 I期建設

阪尻設珠 能摯町山内 発掘 H8 10 1 弾 和才 府曽農村基緯格備歌垣笛 2地区

9605〔 坪 ノ内遺跡 隼摯 町 山 内 率 線 HA 10 菫  知 ク 狩営農村基緯穂備歌垣第 2地区

倉垣地区 能勢mre垣 試掘 H8 10 1 1832( 奥 和之 府営農村基軽整備歌垣第 2地区

山内」tL医 隼勢町山内 哉掘 18 10 1 Ha a 2G 312 菫 和シ 府営 應村芸様穂伯歌妬笛 2凱医

96061 岳 臣活 琳 雌 好凱 能勢町倉垣 麹 181015 1832G 奥 和之 府営農村基盤整備歌垣第 2地区

9608つ 粂野競珠 害年Br茶野 サ姿 ■9 1 20 菫  rtaク 町営水道管布設

触 跡 能勢町山内 試掘 18 10 1 19 8 26 奥 和才 府営農村基盤整備歌垣第 2地区

OAOAを 産田 卜、ンパナ程跡 世ナ帝藤瞬 帥 HR 12 1 HR 12 28 いM f3歯 穂谷川改修

下田装跡 曝市下 田町 発掘 19 1 ■9220 井西書子 都市計 画首路常磐浜幸練惇甜

9606( はさみ山遺跡 槃井寺市野中 発掘 H921 1922 井西貴子 御陵西幹線下水管渠築造

新堂廃寺 営田林市勧 丘 肇掘 ■9 3 81 井西吾子 府営宮 田泳北佳窮 (第 1朝う謙替

96061 遺跡外 甲噛 37897 麹 H911 191i3 4 服部文章 大阪府土地開発公社特定建設事務所建設

離和国市籍 サII町 鶏 研太  哲 ギ喜地方猶驚和田牛渡目燦籠韓譜

96070 木の本遺跡 八尾市木の本2丁 目 期 19113 1911 色島重則 平剛 II改修

96071 雁磨積踪 立会 H9 1 81 H9831 800 菅立四条畷高等学校建替 (校舎解的

96072 大TIHl‖今池遺跡 松原市天美西 発掘 H811 H981 1 430 岩瀬  透 今池処理場増設

9607g 六の水装跡 八尾市木の本 1丁目 発掘 1921 H9 8 7 藤濠真依 平野 Jfi改修

OS07J 田井中遺跡 八尾市 日キ 中 4丁 日 74線 H9A Rl AR0 亀島重則 平剛 ‖改修

遺跡外 大阪市生野区桃谷 試掘 19325 H9 3 25 8 大簸 弘 生野聾学校改築

OS07S 目餓 市 沢 帥 H922J 枡本 哲 大阪臨海練建設

第 3表 平成 8年度調査箇所一覧 (2)
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逮跡 陶器寓

第 2図 発掘調査概要報告掲載遺跡位置図
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発掘調査概要報告

東郷遺跡 (96004)
(1)八尾市本町   (2)49ぽ
(3)平成 8年 7月 22日 ～10月 5日

(4)主要地方道平野中高安線拡幅 (5)地村 邦夫

都市計画道路平野中高安線拡幅工事に伴う発掘

調査は平成 8年度の調査で第10次 を数える。今回

の調査地点は平成 7年度第 8調査区の西隣である。

調査区は 2カ所で、西側調査区を第 1調査区、東

側調査区を第 2調査区とした。

第 1調査 区

本調査区では遺構面を 3面検出した。

第 1遺構面は地表下1.5mで検出した。灰オリー

ブ色 (7.5Y5/2)シル ト層上面であり、遺構面の

レベルはO.P.+8.3mであるが、撹乱のため上面

が削られている可能性がある。本遺構面は攪乱に

よって、非常に残りが悪かったが、ピット、自然

河川を検出した。調査区中央で検出した自然河川

の規模は幅8.8m、 検出面からの深さ1.2mである。

遺物は量的には少なかったが、弥生時代後期～古

墳時代前期の土器が出上 している。本遺構面の時

期は古墳時代前期と考えられる。

第 2遺構面は灰色 (N6/0)シル ト層上面であ

り、遺構面のレベルはO.P.+8.lmで ある。溝、

土坑を検出したが、遺物はほとんど出土せず、時

期は不明である。

第 3遺構面は灰色 (5Y4/1)粘 土層上面である。

実際には遺構は全く検出できなかったが、第 2調

査区第 3遺構面に対応すると考えられる。第 2調

査区の調査結果から、本遺構面の時期は弥生時代

に遡る可能性がある。

第 3遺構面下層は自然河川と見られ、砂と粘土

が複雑に堆積 している。遺物は小片であるが弥生

時代中期の上器片を検出しており、本自然河川の

時期は弥生時代中期と考えられる。

第 2調査 区

本調査区では遺構面を 3面確認 した。

第 1遺構面は地表下1,3mで検出した。黄褐色

(lCIB/6)砂質土層上面であり、遺構面のレベ

ルはO.P,+8.5mで ある。井戸、杭列を検出した

が、これらの遺構は撹乱で検出できなかった近世

～近代の遺構面に伴う遺構と考えられる。遺構面

は第 1調査区第 1遺構面に対応するものと考えら

れることから、古墳時代前期～中期の可能性が高

いが、本調査区では当該期の遺構は全く検出でき

なかった。

第 2遺構面は暗緑灰色 (7.5GY4/1)砂層上面

であり、遺構面のレベルはO.P.+8.lmである。

本遺構面では小規模なピットを検出したが、遺物

は全 く出上 しなかった。そのため本遺構面の時期

は特定できないが、第 2遺構面下層から古墳時代

前期の土師器片が出上 しており、第 1遺構面の時

期を考えると、古墳時代前期の可能性が高い。

第 3遺構面は暗オ リーブ灰色 (2.5GY3/1)粘

土層上面であり、遺構面のレベルはO.P.+7.6m
である。本遺構面では溝を 2条検出した。遺物は

出土 しなかった。本遺構面の時期は弥生時代に遡

る可能性がある。

第 3遺構面下層は自然河川と見ら

れ、砂と粘土が複雑に堆積している。

弥生時代中期の上器片を検出してお

り、本自然河川の時期は弥生時代中

期と考えられる。

第 3図 調査区位置図
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野間遺跡 (96008)
(1)豊能郡能勢町野間稲地    (2)5300ぽ
(3)平成 8年 6月 27日 ～平成 9年 2月 28日

(4)東郷地区圃場整備   (5)辻 本 武

当遺跡は大阪湾より30km離れた内陸の盆地平野

にあり、標高は200～250mで ある。当遺跡を含む

東郷地区では、これまで 6年間にわたり遺跡の発

掘調査を実施 してきた。

縄文時代

当遺跡周辺では、これまで石鏃や押型文土器が

採集されており、縄文時代の遺跡の存在が確実視

されてきた。今回の調査でも縄文式上器や石器、

サヌカイ ト片がかなりまとまって出土 した。土器

では早期の楕円押型文、前期の北白川下層 Iある

いは羽島下層 H、 中期、後期の元住吉山 (?)、

晩期と各期のものがある。晩期のものが量的に最

も多く、滋賀里Ⅲの上器棺も一基検出した。石器

では石鏃19点、スクレーパー2点、石匙 1点、完

形の磨製石斧 1点、楔形石器10数点。土器棺以外

はすべて中世以降の包含層からの出土で、遺構は

土器棺のみであった。

古墳時代

6世紀後半～ 7世紀の竪穴式住居 8棟を検出し

た。うち4棟には作り付けの竃の跡を残す。おそ

らくすべての住居にあったであろうが、後世に削

平されている。各住居から出上 した須恵器・ 土師

器は一括遺物として貴重なものである。

奈良時代

幅18m、 深さ lmの大溝中より、 8世紀後半～

9世紀の上師器・須恵器・製塩土器がまとまって

出上 した。なかに「□奈麻□」と書かれた墨書土

器があった。『続 日本紀』延暦四年条に、能勢郡

の大領として、「神人 (みわのひと)為奈麻呂

(い なまろ)」 の名が記録されている。関係があ

るのかも知れない。

中世 (13～ 15世紀 )

昨年度は、50m四方の規模で、幅10mの堀が囲

む屋敷跡の一部を調査した。今年度はこの屋敷跡

の続きを調査 した。両年度の調査により、屋敷跡

のほぼ 8割を発掘することができた。

屋敷はこの付近に所在 した京都西山の地蔵院領

の荘園「長町庄」に関係するものであることは確

実である。

屋敷地内には 8棟の掘立柱建物が建ち並ぶが、

うち 1棟が極めて特異なものである。屋敷内の東

端の中央に所在するが、柱の掘り方が 2m四方、

深さ lm以上で、底の中央に0.5～ 0。 7m大の礎石

を据えて、径40cmの柱を立てるものである。この

ような柱が 6本 (う ち 2本が掘り方内にきれいに

遺存 していた)、 他にも径30cmの柱が 3本、径20

Cnの ものが 5本以上立っていたと考えられる。掘

り方内からは瓦器片や丹波焼片が出土 しており、

中世のものであることは間違いない。中世の掘立

柱建物の柱穴で、これほど大きなものは寡聞にし

て知 らず、特異なものと言わざるを得ない。

屋敷内の中央は建物の痕跡がなく、広場であっ

たと考えられる。

屋敷外からは、その時期と同じと考えられる土

渡墓が検出された。刀子と完形の上師器小皿が副

葬されていた。

第 4図 古墳時代堅穴住居群 第 5図 中世屋敷跡の掘立柱建物

-8-



総持寺遺跡 (96009)
(1)茨木市三島ケ丘   (2)2180げ
(3)平成 8年 7月 15日 ～平成 9年 2月 28日

(4)府営茨木総持寺住宅建替    (5)山 上 弘

総持寺遺跡は、茨木市の東端に位置 し、大阪平

野の北に連なる北摂山地から派生 した富田合地と

呼ばれる段丘上に立地 している。

遺跡は、弥生時代から中世にかかる複合遺跡で、

最近の調査により方墳で構成された古墳群が新た

に見つかり、同じ合地の北 l kmに所在する、継体

陵古墳 (太田茶臼山古墳)と の関連が考えられて

いる。また 8～ 9世紀には掘立柱建物が多数建て

られ、隣接する総持寺北遺跡にも拡がっている。

北を東西に貫通する西国街道ともあわせて、古代

の要衝の地の一角を占めている。

弥生時代

調査区の西南隅で方形周溝墓 2基、円形周溝墓

1基と土器棺墓 2基を検出した。円形周溝墓は、

径 9mを測り、北側に約 lmの方形の張出部があ

る。周溝の平面形は方形を意識 し、幅 1～ 2mを
測る。方形周溝墓は一辺 7m前後を測り、周溝の

幅は、それぞれ lmと 2mを測る。

弥生時代後期後半に造 られ、土器棺墓は周溝墓

よりやや古い。

古墳時代

古墳時代中期には、今回の調査区で新たに3基、

合わせて38基の古墳跡を検出した。遺構は、墳丘

の盛上部分すべてが削平され、築造時に掘 られた

周溝だけが残存 していた。 1基の円墳をのぞいて

すべて方墳で、その規模は最大15m、 最小 4mを
測り、平均的には10m弱のものが大半を占める。

周溝の幅は0.5～ 2mを測る。

周溝内から、古墳に伴う遺物が転落、埋没 した

状況で検出される。半数以上の古墳が埴輪を持ち、

円筒埴輪だけでなく形象埴輪も有 している。形象

埴輪には、家形埴輪 (切妻、入母屋 )、 動物形埴

輪 (馬、鶏、水鳥)、 器材形埴輪 (盾)の種類が

ある。須恵器は、杯・ 高杯・磁・壷 。甕がある。

埴輪は無黒班の窯製品で、一部には、継体陵古墳

の築造を契機として埴輸生産を開始 した、新池遺

跡から供給されたものも含まれている。

5世紀前半から後半にかけて順次形成された古

墳群である。

古代

8世紀から9世紀にかけて数時期にわたる建物

群と溝を検出した。奈良時代の建物は真北からや

や北西に主軸を向け、平安時代の建物は主軸を北

東に向ける。井戸は 1基検出され、その中から斎

串、曲物等の木製品の他、転用硯、墨書土器が出

土 した。また特筆すべきは、「調」の字が刻まれ

た須恵器甕の破片が出上 した。調の字の前後にも

文字が刻まれ、いずれかの地で調雑物として朝献

用に特に生産された土器であろう。

中世

12世紀を中心とする時期の遺構が多数検出され

た。数千個にも及ぶピットは、何時期かの建物が

重複 してあったことを示 し、東西・ 南北に走る溝

は、建物群を分ける区画溝としての性格を持つ。

区画された敷地の一角から土坑墓が 2基検出され

た。そのうちの 1基からは土師器の皿 1枚、小皿

8枚と伴に中国同安窯で焼かれた青磁碗が埋めら

れており、屋敷墓の一つと考えられる。井戸は、

区画ごとに掘 られているのではなく、 2～ 3軒が

共同で使用 していたと考えられる。

第 6図 中世の土坑墓
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歌垣第 2地区遺跡群 (96010・ 42・ 57・ 58・ 63)
(1)豊能郡能勢町倉垣・ 山内   (2)2178ぱ
(3)平成 8年 6月 27日 ～平成 9年 3月 26日

(4)府営農村基盤整備歌垣第 2地区   (5)奥  和之

調査は、府営農村総合整備事業「第 2歌垣地区」

に伴い実施 したものである。歌垣地区は、豊能郡

能勢町山内、倉垣、吉野地区などの全域を指す名

称で、能勢町の東北部にあたる。

調査は、 3ヶ 年にわたって続けられ、今年度は

4遺跡の発掘調査及び試掘調査を、倉垣、山内の

2地区で実施 した。

調査成果の概略は以下の通りである。

ハイ原遺跡 (485ぜ )

弥生時代前期  土坑    1基
弥生時代中期  住居址   1棟
古墳時代後期  住居址   2棟
平安時代    溝     1本
中世      溝     3本

唐竹遺跡 (763ぱ )

古墳時代前期 住居址   1棟
土坑    4基
溝     1本
溝     1本
溝     1本
建物    3棟
溝     1本

溝     1本
しがらみ  1基
溝     1本
しがらみ  1基
土坑    3基

柱穴    多数

試掘調査は、倉垣、山内地区の画場整備事業対

象地に78箇所の試掘坑を設定し、実施 した。その

結果、新規発見 2箇所、範囲拡大 2箇所の遺跡を

新たに発見 した。

ハイ原遺跡弥生時代中期の竪穴住居址

D地区で検出した弥生時代中期の住居址で、同

一地点において 3回の建替えを行っている。土層

断面および平面観察の結果、規模が拡大 している

ものと推定される。主柱穴は、重複 とが 4本、重

複 2が 5本、重複 3が 6本と、規模が拡大するに

従い増加する。住居4Lの規模は、壁帯溝から重複

2が径約6.2m、 重複 3が径約6.4mを測る。壁帯

溝周辺には、壁の施設と考えられる径0.05m前後

の木杭と推定されるピットが多数存在する。

住居址の南東側約1.Omに は、住居址とほぼ同

心円状に延びる溝が存在する。溝が小規模である

ことと上層断面に盛上の痕跡が認められなかった

ため、疑間の点が多く残るが、住居と溝の間が周

堤帯の可能性がある。

0                   4m

第 9図 ハイ原遺跡弥生中期竪穴住居実測図

古墳時代後期

飛鳥時代

平安時代

中世

坪ノ内遺跡 (■ 0ぱ )

弥生時代中期

阪尻遺跡 (5C18ぱ )

古墳時代前期

古墳時代後期

中世

1本

第 8図 ハイ原遺跡弥生中期竪穴住居
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池田西遺跡 (96011)
(1)寝屋川市池田西町   (2)1999ぽ
(3)平成 8年 7月 17日 ～平成 9年 3月 24日

(4)府営寝屋川池田住宅建替    (5)佐 久間 貴士

池田西遺跡の調査は平成 5年度に第 1次調査、

平成 6年度に第 2次調査を実施 し、平成 8年度が

第 3次調査である。これまでに古墳時代と奈良時

代の集落址、平安時代から江戸時代の耕地址、江

戸時代の粘土取り跡と洪水による砂層などが発見

されている。今回は新たに弥生時代畿内第Ⅳ様式

の竪穴住居址が見つかった。

弥生時代

弥生時代の竪穴住居llLの 発見は寝屋川市では初

めてのことで、同時に高柳遺跡でも見つかってい

る。住居は火災にあっており、大量の建築材が炭

化 して残っていた。平面プランは楕円形で主柱穴

は 2本、中央に炉があり、炉脇に大きな石が据え

られていた。半分だけ検出された範囲では最大径

5。 2m、 壁高15cnで ある。周辺の調査区では住居

址が確認されておらず、遺物の出土量も少ないこ

とから、 2～ 3棟程度の小規模な集落と推定され

る。また遺跡の東で、深さ60cnほ どの小さな谷が

発見され、谷底から直弓や砥石が出土 した。この

谷は推定幅が約20mある。谷の中央は未掘だが、

小川が流れていたものと思われる。

古墳時代

本遺跡としては初めて掘建柱建物跡が発見され

た。時期は 6世紀で 4棟ある。また井戸も3基あ

り、これまでの調査の分と合わせて5基となった。

井戸には 3基ともすべてに一部破損 しただけの完

形に近い土師器や須恵器が入っていた。また滑石

製有孔円盤が 1個、臼玉 9個が出上し、うち臼玉

7個は須恵器壷に入っていた。

奈良時代

掘立柱建物跡 2棟、糾或いは塀と思われる柱列

が 1条発見された。これまでの調査分とあわせて

掘立柱建物跡 6棟、柱列が 2条になった。第 1次

調査では「東家」「葛二」 (隣接地が葛原)な ど

の墨書土器12点が出上している。

平安時代 か ら室町時代

平安時代では耕作に伴う小溝群が三カ所で発見

され、一部が耕地になったことが判明した。鎌倉

時代以後は遺構面が上がるが遺構は少なく、瓦器。

上師器・ 中国陶磁が少量出上 した。

安土桃 山時代 か ら江戸時代

この時期には全体が耕地化されていたようで、

遺構面もやや高くなる。江戸時代の後期には、畦

畔で囲まれた耕地毎に粘土が取 られていた。粘土

取り跡はすべての調査区で確認され、かなり広範

囲に作業 していることが分かった。この地区は粘

土取り中に淀川決壊による大洪水に見舞われた。

遺跡全体に砂が堆積 し、厚さ60cnに達するところ

もあった。この砂層と直下の粘土層からは後期の

遺物が出土することから、享和 2年 (1803)の点

野切 (し めのぎれ)によるものと思われる。この

時池田の隣村の点野で堤防が106間 (190m)切れ、

さらに下流の仁和寺 (にわ じ)でも大きく切れて

いる。調査地点は、現堤防から約100m離れてい

るが、周辺の調査から数百m四方に砂が堆積 した

ものと考えられる。

第10図 弥生時代の焼失堅穴住居 第11図 古墳時代～平安時代初めの遺構群
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木の本遺跡 (96013)
(1)八尾市空港 1丁 目   (2)192ぽ
(3)平成 8年 7月 1日 ～10月 4日

(4)平野川改修   (5)藤 澤 真依

木の本遺跡は大阪府の東南部八尾市に位置する

古墳時代を中心とする弥生時代～中世の集落跡で

ある。調査地は八尾市空港 1丁目で第 2・ 6・ 8

次で調査を行った空港北濠と並行した平野川部分

である。

層序

調査区は最大幅3.Om、 延長64m、 面積は192平

方米である。調査の結果確認した土層は12層で、

以下の通りである。

第 1層 黒色ヘ ドロ・盛上であり、層厚は約 1

mである。

第 2層 青灰色粘土 (10B G6/1)であり、層

厚は0。 2mである。上面の標高はT,P.+9,4mで

ある。遺物は出上しなかった。

第 3層 灰色粘土 (N6/)で あり、層厚は0.2

mである。上面の標高はT,P.+9,2mで ある。遺

物は出上しなかった。

第 4層 灰色粘土 (N4/)で あり、層厚は0,1

mである。上面の標高はT,P.+9,Omで ある。遺

物は出上しなかった。

第 5層 灰白色砂 (2.5G Y8/1)であり、層厚

は0,05mである。上面の標高はT.P.+8。 9mで、

調査区西1/4とこ薄く堆積 しているだけである。遺

物は出土しなかった。

第 6層 暗緑灰色粘土 (5G4/1)であり、層厚

は0.lmである。上面の標高はT,P,+8。 9mであ

る。遺物は土師器小破片が少量出上した。

第 7層 赤灰色粘土 (10R5/1)で あり、層厚

は0,2mである。上面の標高はT,P,+8.8mを 測

る。遺物は多量の布留式上器と数点の須恵器破片

を上しただけである。その他には縄文時代晩期の

突帯文土器片が少量出上した。

第 8層 灰色粘土 (N6/)で あり、層厚は0。 1

mである。上面の標高はT.P.+8.6血である。遺

物は古墳時代前期の上師器が出土した。

第 9層 暗灰色粘土 (N3/)であり、層厚は

0。 lmである。上面の標高はT.P.+8.5mで ある。

遺物は弥生時代後期の甕・壷が出上した。

第10層 黒色粘土 (N2/)であり、層厚は0.05

mである。上面の標高はT.P.+8,45mで ある。

遺物は縄文時代晩期の深鉢が出土した。

第■層 緑灰色粘土 (5G6/1:暗 灰色粘土

(N3/)プ ロック混じり)であり、層厚は0,15m

である。上面の標高はT.P.+8,4mを測る。遺物

は縄文時代晩期の突帯文土器の破片が少量出上し

た。

第12層 緑灰色シル ト (5G6/1)である。上面

の標高はT.P.+8。 25mである。遺物は出上しな

かった。

遺構 と遺物

調査は第 5層上面を除いた10面で行ったが、遺

構は第 5。 6・ 7・ 8。 9面で検出した。

第 5面は第 7層の赤灰色粘土 (10R5/1)上面

である。調査区西端で東西方向に伸びる溝を検出

した。幅0.4m、 長さ約 6m、 深度0.lm、 埋土は

第 6層暗緑灰色粘土 (5G4/1)である。遺物は出

上 しなかった。

第 6面は第 8層灰色粘土 (N6/)上面である。

中央部分で東西約 6m、 南北 3m以上、深度0。 2

mの上器溜を検出した。古墳時代の上師器が多量

に重なって出上 したが、器種は高杯と小形丸底壷

が多く甕や壺は少ない。土器に混 じって滑石製の

首飾りが出上 した。長さ1.5cnの 勾玉 1点、長さ

0。 9Cnの勾玉 3点、管玉 3点、臼玉120余点がまと

まって出上 した。

第 7面は第 9層暗灰色土 (N3/)上面である。

西端で直径0.3～0.5m、 深度0。 1～0.3mの ピット

3基を検出した。埋土は灰色粘上で遺物は出土し

なかった。

第 8面は第10層黒色粘土 (N2/)の上面である。

第 6面で検出した。土器溜の下で弥生時代後期の

甕・壺等が出上 した。壷は第 6面の上器溜で上半

分が削り取られているが、甕は壊れずに残ってい

た。明確な掘り込み等はなく、遺構と言えるかど

うか不明であるが、土器の出土状況からは弥生時

代後期から古墳時代前期まで同様の利用が考えら

れる可能性もある。

第 9面は緑灰色粘土 (5G6/1)上面である。中

央部で幅0.5m深度0,15m長さ約3.5mの溝を検出

した。埋土は黒色粘上で、遺物は出上しなかった。
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北島遺跡 (96014)・ 北鳥池遺跡 (96033)
(1)東大阪市中石切 7丁 目   (2)150ぜ
(3)平成 8年10月 1日 ～平成 8年■月30日

(4)寝屋川南部流域下水道事業下水管渠築造 (5)阿部 幸一

北島遺跡

遺跡は、生駒山地の扇状地末端部から河内平野

にかけての低湿地に立地 している。

調査地は、植附ポンプ場から国道170号線下に

下水管 (寝屋川南部流域下水道事業枚岡河内南幹

線)をシール ドエ法で建設するための発進坑部分

である。

調査面積は、約40ぱである。

調査地は大和川の付け替え以降に掘揚田が開発

されていた所である。1991年に下水道ポンプ (植

附ポンプ場)建設が計画され、工事に先立つ試掘

調査によっての遺跡の存在が確認された。発掘調

査では弥生時代からの中世頃までの各時代の水田、

掘揚田が検出されている。

調査では調査地が沼地になっていた頃の用水路

の肩部に打ち込まれた杭列、奈良時代以前の浅い

自然流路等を検出した。しかし、調査面積が狭く、

他の遺構は検出できなかった。

北鳥池遺跡

遺跡は生駒山地西麓の複合扇状地末端部から沖

積平野にかけて立地 している。

国道170号線の下に公共下水 (寝屋川南部流域

下水道事業枚岡河内南幹線)をシール ドエ法で建

設するための発進立坑部分で発掘調査を実施 した。

調査面積は約■0ぱである。

調査地は、大阪府営水道枚岡ポンプ場の南東隅

である。昭和39年に当遺跡で初めて発掘調査が実

施され、弥生時代後期から古墳時代の遺構・遺物

が検出された地点北西隅か らは南東方向に約300

m離れている。

今回の調査で遺構は検出されなかった。遺物は

調査地の東方生駒山地の平坦部に立地する縄手遺

跡から洪水等により流されてきたと見られる縄紋

時代後期頃の上器の細片や古代から中世頃の瓦器、

土師器須恵器の小片が出上 している。

工事は地表 (T,P,約 7m)下 9m近 くまで掘

削す る予定であったことか ら、T.P.5mか ら

T,P.-2mま での上層断面図を作成 した。T.P.

-lm付 近の層は、調査地が河内湾の汀線であっ

た時期の堆積層で、 2枚貝の貝殻が大量に混入 し

ている。・ Cに よる年代測定で、5,910± 120B.P.

の値を得ている。この上に堆積する粘土層 (T,P,

-50cn)は海成層か否か不明であるが、4,940±

77B.P.の値を得ている。

第12図 北鳥池遺跡の上層断面
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陶邑窯跡群 (96017)
(1)和泉市鍛冶屋町 。浦田町   (2)45ぽ
(3)平成 8年 7月 1日 ～ 7月 3日

(4)旧大阪府農林技術センター村橘母樹園跡地整備 (5)大楽 康弘

この調査は、旧大阪府農林技術センター柑橘母

樹園跡地整備事業に伴う試掘調査である。

調査地は和泉市鍛冶屋町及び浦田町に所在 し、

槙尾川が開析 した、丘陵の東側斜面に位置する。

陶邑窯跡群のうち南西部の谷山池 (TN)地区に

あたる。

和泉市教育委員会の分布調査等の成果から、事

業地内には 2基ないし3基の須恵器窯跡がマーク

されている。

調査対象地は、旧大阪府農林技術センター柑橘

母樹園跡地を隣接する的 公団のトリヴェー

ル和泉と一体に造成を行うもので、用地のほとん

どを削平する計画のため、調査地一帯に試掘坑を

設定 し、調査を行った。

調査地北西側は、丘陵の東向き斜面で、須恵器

窯跡がマークされている。人力による坪掘り (ト

レンチ 1～ 6)と機械力による筋掘り (ト レンチ

13・ 14)で、主に灰原の確認を行った。この内、

第 2ト レンチでスサ混 じりの窯壁片や須恵器が若

干出上 した。第13ト レンチでは、表土の下層、黄

灰色土は炭、焼上を多く合む堆積土で、融着や焼

歪みのある須恵器杯・甕片が多量に出土 した。ま

た、第14ト レンチでは、表上の下層、淡黄灰色土

から須恵器が若千出土 した。地山直上には薄い灰

層の堆積がみられた。

調査地南西側は、北西部よりやや急な傾斜であ

る。こちらにも須恵器窯跡がマークされており、

人力による坪掘り (ト レンチ 7～10)と機械力に

よる筋掘り (ト レンチ■・ 12)で、灰原の確認を

行った。 しかし、いずれの トレンチも表上の直下

は地山であった。遺物もまったく出土せず、窯跡

の存在を確認するにはいたらなかった。

調査地東半は、ゆるやかな傾斜を持つ扇状地形

である。機械力による筋掘り (ト レンチ15～ 17)

を設定 した。表土以下は、丘陵側からの流入堆積

層がほぼ水平に堆積しているが、遺構 。遺物はまっ

たく検出されなかった。

今回の試掘調査では、須恵器窯体の確認にはい

たらなかったが、以上の成果から、事業地の北西

付近に須恵器窯跡が存在するものと思われる。出

土遺物から、六世紀後半の窯であろう。

第13図 調査地位置図
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第14図  トレンチ配置図



寺川遺跡 (96020)
(1)大東市寺川 5丁 目   (2)
(3)平成 8年 7月 22日 ～10月 5日

(4)主要地方道大阪生駒線拡幅

440ぜ

(5)地村 邦夫

今回の調査では遺構面を 5面確認 した。

第 1遺構面では水田を検出した。畦畔は確認で

きなかったが、多数の鋤溝と杭ア1を検出した。鋤

溝の方向は、ほぼ方位に合致 している。調査区中

央部は削平を受けており、全く鋤溝は検出できな

かった。遺構の確認できなかった範囲の外縁部に

土止めの杭列を検出したことから、この部分にも

水田が造 られていたと考えられる。また調査区北

端部は約1.5m落ち込む。ここでも多数の土止め

の杭列を検出したことから、丘陵斜面に造成され

た水田の段であることが判明した。第 1遺構面直

上および遺構から出上 した遺物はいずれも小片で

あった。古墳時代後期の上師器、須恵器が最も多

いが、これらは第 3遺構面の奈良時代自然河川の

遺物が耕作等によって混じったものと考えられる。

少量ではあるが陶磁器片が含まれており、本遺構

面の時期は近世以降の可能性が高い。

第 2遺構面は溝、土坑等を検出したが、鋤溝等、

耕作にかかわると考えられる遺構は検出できなかっ

た。遺物は少なく、時期は第 3遺構面の年代であ

る奈良時代から第 1遺構面の年代である近世の間

としか限定できない。今回の調査結果から、調査

区周辺の丘陵上に水田が開発された時期は近世以

前には遡 らないと考えられる。

第 3遺構面では奈良時代の自然河川を検出した。

本自然河川からは弥生時代後期～奈良時代までの

遺物が多量に出上 した。これらの遺物は丘陵上の

集落 。古墳群から流されたものである可能性が高

い。本調査区の近辺では既往の調査で奈良時代の

掘立柱建物が検出されているが、当該期の状況は

まだ十分明らかになっていない。奈良時代の遺物

は量的には極めて少なく、大半が古墳時代後期の

遺物である。遺物量からすれば、現在のところ確

認されていない古墳時代の集落の存在が推測され

る。また本自然河川からは滑石製子持勾玉、翡祭

製勾玉のほか有孔円盤、製塩土器、多量の獣骨が

出上 した。獣骨の中には 卜骨と考えられる刻みの

入ったものが 1点含まれている。これらの遺物は

調査区付近で何 らかの祭祀が行われたことを示す

ものと考えられるが、時期やそれぞれの遺物の関

係も合めて不明な点が多い。

第 4・ 5遺構面は古墳時代後期の可能性が高い

が、遺構の密度は非常に薄く当該期の状況は明確

ではなかった。少量の上器片が出上 したが、遺存

状態は非常に悪い。

第 5遺構面下層は、砂礫とシル ト・ 粘土の互層

となっている。G.L.-1.5mま で調査したが、遺

構 。遺物とも確認できなかった。

第15図 調査地位置図
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第16図 調査区全体図 (S=1/600)



古市大溝 (96026・ 52)
(1)羽曳野市野々上 5丁 目   (2)844ぱ
(3)平成 8年 7月 30日 ～ 8月 5日 ,12月 2日～平成 9年 1月 29日

(4)府営羽曳野住宅建替    (5)林  日佐子

古市大溝は、前の山古墳 (白鳥陵古墳)を経て

北西に向った後、北方向に屈曲し、岡ミサンザイ

古墳 (「仲衷天皇陵」)南東部で枝分かれ して西

に延びる、幅10m、 深さ 5m、 全長15kmの南河内

を縦断する古代の大水路である (第17図 )。

今回、府営羽曳野住宅建て替え建設工事に伴う

住宅北側斜面の擁壁工事に先立って、発掘調査を

実施 した。

調査地点は岡ミサンザイ古墳の南200mに位置

し、前方部東西辺に平行 して延びる古市大溝の南

肩部にあたる。 1次調査の成果を受けて、 2次調

査では南北16n、 東西50m(面積800ぱ )の調査

区を設定 した。

現地表面下、約0.2～1.2mに堆積する厚さ約20

～60cmの黄褐色粘質土 (第 7層)は、 7世紀前半

の上師器を中心とする包含層で、この時期以降の

遺物は合まない。第 7層直下に厚さ20～40cnの暗

褐色混じりの黄褐色粘質土 (第 8層)が検出され、

この面が古市大溝の開削面となっている。古市大

溝は羽曳野丘陵先端の標高約41mの上位段丘を、

等高線に直交 して東西方向に開削されたことにな

る。なお、肩部南側から堤状遺構は検出されなかっ

た (第19図 )。 また、古市大溝の規模については、

現地形が当時の形状を残 しており、調査区北側の

底部とみられる地点で標高約36.5mを測り、南肩

部との高低差から、溝の深さは4.5m程度といえ

る。溝埋土からは旧石器、円筒埴輪、須恵器等が

出上 した。古市大溝の掘削は開削面を覆う第 7層

の年代から7世紀前半をやや遡る時期と考えるの

が妥当であろう。

調査区の南200mに 位置する野中寺は 7世紀中

頃の創建で、渡来系氏族「船氏」の氏寺と推定さ

れている。また、この東側一帯にひろがる野々上

遺跡では 7世紀前半には大形の掘立柱建物が検出

されおり、彼 らの居住地とみられている。古市大

溝という大規模かつ高度な土木工事の遂行には、

安定した国家体制を基盤に、水運に秀でた「船氏」

が大きな役割を果たしたと考えられる。

岡ミサンザイ古墳
(「仲哀天皇陵」)尽奄

第18図 調査地位置図

第17図 明治10年代周辺地形図 (絹部・古市大溝推定流路) 第19図 古市大溝全景
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秦廃寺 。麻生中下代遺跡 (96038)
(1)貝塚市半田   (2)5400ぱ
(3)平成 8年 8月 7日 ～平成 9年 3月 25日

(4)府営半田住宅建替   (5)森 屋 直樹

秦廃寺は、貝塚市と岸和田市の市境を流れる津

田川の左岸、中位段丘状に位置する。古代の南海

道沿いにあり、東側には半田の一里塚が所在する。

今回の調査区は推定寺域の南側にあたり、南海道

から秦寺にむかう道路跡を検出した。さらに、そ

の両側に、 7世紀前半の竪穴住居址群と、 7世紀

後半から8世紀の掘立柱建物群を検出した。遺構

は大きく3時期に分けることができる。

遺構

1期 (6世紀後半～末)

第 1調査区で不定形の上坑や溝を検出した。出

土遺物の中には、窯変した須恵器が多く出上した。

これらは、本遺跡の東に所在する海岸寺山窯跡群

との関連が考えられる。

2期 (7世紀前半～中葉)

第 102調査区で 9棟の竪穴住居跡、溝、土坑

等を検出した。竪穴住居跡はすべて平面が方形で

壁面に竃を持つものが多く、大阪府の南部では最

も新 しい時期に属するものである。また、第 2調

査区で検出した溝からは、豊浦寺式軒丸瓦が出土

した。

3期 (7世紀後半～ 8世紀前半)

第 1調査区南側、第 2調査区東側で掘立柱建物棟

を検出した。掘立柱建物はその切りあいから、 3

時期の建て替えが考えられる。いずれの建物も 2

間X3間を基本としているようで、それぞれの建

物間に規模的な差異は認められない。

遺物

出上 した軒瓦は軒丸瓦が三形式 6種類、軒平瓦

は二形式 3種類である。

・素弁八葉蓮幸文軒丸瓦 (豊浦寺式)

2種類の範が存在する。一つは飛鳥豊浦寺のも

の、もう一つは和泉小松里廃寺と同範と思われる

。複弁六葉蓮華文軒丸瓦 (紀寺式)

周縁に雷文帯がめぐり、間弁が 1カ所省略され

る。出上のものは全て同一籠である。重弧文軒平

瓦がセットになると思われる。

・単弁八葉蓮華文軒丸瓦 (池田寺式)

周縁に唐草文帯がめぐる和泉池田寺 2類と同系

のもので、 3種類の範が存在する。均整唐草文軒

平瓦とセットになる。

集落

竪穴住居跡を主体とする集落は、豊浦寺式軒丸

瓦の時期にあたり、掘立柱建物で構成される集落

は、紀寺式軒瓦から池田寺式軒瓦に併行する時期

と考えられる。また、桶巻き作りの平瓦を分割せ

ずに、電として転用しているものが 2点出土して

いる。これらのことから、寺域に南面する集落は、

秦寺の造営集団の集落が考えられる。

妙

´

第20図 調査区配置図
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第21図 秦廃寺出土軒瓦拓影図



水間ニノ戸遺跡 (96039)
(1)貝塚市水間字ニノ戸    (2)187ぱ
(3)平成 9年 3月 10日 ～ 3月 12日

(4)水間郵便局建設   (5)服 部 文章

調査地点は、貝塚市水間字ニノ戸251-2,252-

1,253-2とこ当たる。開発面積は810ぜである。

本遺跡は、貝塚市教育委員会による試掘調査に

よって新たに発見周知された遺跡である。市教育

委員会による試掘調査では、現地表下約0.5mの

盛土直下で須恵器、土師器、瓦器等を合む旧耕土、

床上、褐灰色砂質土層が確認された。また、現地

表下約0,9m付近の地山上面で溝、土抗等の遺構

が検出され、当該地が水間寺前面に当たることか

ら、周辺に門前或いは参道沿いの集落が展開する

可能性が指摘された。 しか し全体の状況を十分把

握するには至らなかった。これを受け調査の実施

に向け、本府教育委員会による試掘調査を再度実

施 した。その結果、遺構密度はさほど高くないも

のの工事予定区域全体に遺構面、遺物包合層が依

存する可能性が高いことが確認された。 しか し遺

構密度や遺物の出土状況から見て、集落遺跡の中

心部ではなく縁辺部に当たる可能性が高いものと

判断された。

上記試掘調査結果に基づき近畿郵政局と再度協

議を行い、埋蔵文化財の損壊を最小限に止めるよ

う協力を求めるとともに、地中基礎部分15ケ所及

び浄化槽部分について調査を実施することとなっ

た。調査は基礎掘削部分を調査グリッドとして実

施 し、調査面積は試掘部分を含めて187ぜである。

なお浄化槽部分については平成 9年度となる予定

である。

各調査グリッドとも現地表下約0.5mが盛上、

その直下に層厚それぞれ約10～ 15cnの旧耕上、床

土を介し、ほぼ水平に堆積する層厚約20cnの褐灰

色砂質土に至る。この褐灰色砂質土からは瓦器、

土師器、須恵器の小片が出上 しており、中世包合

層と判断された。その下位は遺物をまったく包合

しない明黄褐色粘質土、暗茶褐色土等となり、地

山層と判断された。以下、各グリッドの状況を述

べる。

グリッド1では、地山上面で瓦器小片を出土す

る浅いピット2ケ所が検出された。グリッド2で

は、地山上面で鋤溝状の落ち込み 2ケ所が検出さ

れ、土師器、瓦器片数点が出土 した。グリッド3

～ 6は、遺構、遺物の出土は皆無であった。グリッ

ド7では包合層内より須恵器甕片 1点が出上 して

いる。グリッド8及び12は、攪乱が著 しく遺構、

遺物は確認されなかった。グリッド9。 10013で

は、地山上面で鋤溝が検出された他、土師器、須

恵器片が出上 した。グリッドユ 。14・ 15で は、包

含層内より須恵器、土師器、瓦器片の出土が認め

られたが遺構は検出されなかった。

今回の調査では、新たに発見された本遺跡の性

格を明確にするには至らなかったが、南に位置す

る水間寺の成立とともに周辺の中世社会を検討す

る一資料を得たと言える。

貝塚市教育委員会

試掘 トレンチ

0

第22図 調査地位置図
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第23図  トレンチ配置図



高月寺跡 (96040)
(1)忠岡町高月南184-2他    (2)92ぽ
(3)平成 8年 9月 13日 ～ 9月 24日

(4)倉庫建設   (5)服 部 文章

一

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
Ｉ
Ｌ

民間による倉庫建設に伴う試掘調査である。調

査地点は、泉北郡忠岡町高月南184-2,169-2,169

-1,186-4,170-5に 当たる。開発面積は3133ぜ

である。

調査は、当該地点が周辺の既往調査結果から旧

河道に当たる可能性が想定されたため、開発予定

地内 6ケ所に lm× 2m程度の試掘グリッドを設

定 して実施 したが、当初想定された旧河道状の土

層は全面に及ばないことが確認された。このため

開発予定地全体の上層堆積状況と遺構 。遺物包合

層の有無を確認するため、当該地を南北に縦断す

るように幅 2m、 延長約拇mの トレンチを設定し、

重機で掘削した後、土層断面の精査及び遺構検出

を試みた。試掘による調査面積は92ばである。

グリッド調査では、開発予定地の北東部に設定

したグリッド血 1で現地表下約80cmの盛土層直下

で旧河道堆積物とみられる砂礫層が検出された。

しかし他の 5ケ所のグリッドでは盛上下に暗灰色

粘質土層、明黄褐色粘土層が認められ、旧河道は

当該敷地の一部に当たるのみで当該地全域に及ぶ

ものでないことが確認された。これらの層位は遺

物包合層の可能性が認められたため、さらに トレ

ンチ調査による確認が必要と判断された。

グリッド調査の結果を受け、開発予定地のほぼ

中央に南北方向の幅 2m× 40mの トレンチを設定

した。その結果、現地表下80cnか らlm付近で暗

灰色粘質土層が検出され、13世紀代の所産と判断

される瓦器片・ 土師器片の出土が認められた。こ

れらの層位は、調査区の数ケ所で産業廃棄物等の

投棄により部分的に撹乱を受けているものの全面

にわたってほぼ水平に堆積する状況が確認された。

暗灰色粘質土層下は、比較的堅緻な明黄褐色粘土

層で遺物の包合も認められず地山層と判断された。

調査区が狭小なため詳細に遺構面の精査は行な

えなかったが、明黄褐色粘土層上面では13世紀代

を中心とする遺構が良好に遺存する可能性は極め

て高いものと判断された。

これまで高月寺跡では開発計画に伴い数次にわ

たり試掘調査が実施されているが、いずれも旧河

道またはその氾濫原に当たり、遺構や遺物包合層

は確認されていない。 しかし今回の調査では、ほ

ぼ水平に堆積する遺物包合層が確認され、13世紀

代を中心とする遺物が検出された。こうした状況

は、実体に不明な点を多く残す本遺跡において当

該地周辺に中世遺構面が良好に遺存する可能性が

極めて高いことを示 しており、今回の調査の大き

な成果の一つと言える。

倉庫の建設にかかる開発計画については、地中

梁および基礎構造物を盛土内に納めるよう事業者

に協力を求め、遺物包含層が損壊されないように

施工する事としその現状保存に務めた。
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第24図 調査地位置図



池上曽根遺跡 (96043)
(1)和泉市池上町   (2)5142ぽ
(3)平成 8年 8月 17日 ～平成 9年 3月 25日

(4)府道池上下宮線建設   (5)西 川 寿勝

発掘調査は国道26号線の東に取りつく府道池上

下官線建設工事に伴うものである。池上下宮線は

先に調査が行なわれた史跡指定地内の府道松ノ浜

曽根線建設工事の東に延長 した部分である。

今回調査は用地買収の済んだ 5か所についてそ

れぞれ東から1～ 5区を設定して行なった。調査

面積は (1区 692ぽ)(2区 429ぱ)(3区 846ぽ )

(4区872ぱ)(5区 2303ぱ)合計5142ぽに及ぶ。

主な遺構を以下に示す。周溝状遺構が 1・ 2区

から3基以上発見された。主体部などは遺存 して

いなかった。 1区の周溝 1-1西側溝内からは弥

生時代中期後半の壺を合わせ日とした土器棺墓が

伴った。また、周溝 1-2北側溝内には河内地域

から搬入された甕を合わせ口にした土器棺墓が発

見された。いずれの土器棺墓も周溝埋没後に切り

込まれた状況を示さず、溝内に顕著な掘り方も発

見されていない。

2～ 5区からは自然河川が発見されている。河

川は何度も流れを変え、重なりも見られる。埋土

中からは弥生土器のほかに古墳時代前期 。同後期・

奈良時代前期・ 平安時代後期の遺物が発見されて

いる。これらの遺物中にはイイダヨ壺や土錘など

漁携の道具が含まれ、集落の性格が伺える。

自然河川埋上の上面は現在の条里区画にそった

水田整地上となる。整地上中には少量の瓦器片が

含まれ、条里区画が整う時期は鎌倉時代前後まで

降ることが予想される。

今回調査では弥生時代中期の新たな墓域が発見

され、池上弥生集落の生活領域が史跡指定地以外

にも広範囲に及ぶことが解明された。また、弥生

時代以降は鎌倉時代まで河川を制御できず、大規

模な水田開発が及ばなかったことがわかった。更

に古墳時代後期や奈良時代前期など、洪水層発見

の遺物は付近には未確認の集落が点在 したことを

示唆する資料とおもわれる。

第25図  5区 自然河川出土土器
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池上小学校

第26図 池上曽根遺跡自然河川 。周溝墓群分布図
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陶器南遺跡 (96044)
(1)堺市陶器北    (2)1435ぜ
(3)平成 8年12月 2日 ～平成 9年 3月 14日

(4)陶器北地区府営圃場整備   (5)山 田 隆一

陶器南遺跡は、段丘高位面の泉北丘陵北端部に

立地 し、南には陶邑窯跡群が展開する。今回の調

査は、第 1～ 4調査区に別けて実施 した。

第 1調査 区

遺構は希薄で少数の柱穴、溝、土坑、落込みを

検出した。

第 2調査 区

遺構は希薄で柱穴、概列、溝、土坑を検出した。

土坑201は 、12～13世紀の東播系大型瓦質甕を埋

置 したものである。

第 3調査 区

遺構は掘立柱建物 2棟、土坑 4基、溝 4条、棚

列 3条、多数の柱穴を検出した。掘立柱建物301

は、土坑を付設した特異な建物 (第29図)である。

この建物には棚列、祭祀土坑も認められる。掘

立柱建物302も 溝301、 棚列302と 土坑303と 一連の

遺構である。両者は12～ 13世紀を中心にする、有

力者の居館の一部と考えられる。

第27図 調査地位置図

掘立柱建物301は、桁行 6間 (12.74m)× 梁行

2間 (4.那m)の南北棟で、4面に庇柱穴が巡る。

それを入れると規模は14.13× 6.07mに なる。主

軸は真南北方向を示す。

土坑305は 、掘立柱建物の身舎南部の 2× 2間

の範囲で検出した上坑で、建物外に煙道を付設す

る。埋土は、上層は粘土ブロックや焼土塊を合む

人為の埋立上。中層は焼土塊、下層は灰である。

①床面全面に灰層が広がり、埋土中には多量の焼

土、焼土塊を含むこと、②床面の一部が被熱赤変

すること、③煙道と考えられる施設を有している

こと、④土器焼成窯、金属や炭等に関する炉や窯

とする状況がないことから、カマドを設置した空

間、掘立柱建物301を「釜屋」と推定している。

第 4調査区

遺構は掘立柱建物1棟、棚列1条の他、多くの

鋤溝、溝、柱穴、および若干の落込み、土坑、井

戸を検出した。遺物量も多いことから、本来遺構

密度の高い範囲である。掘立柱建物と糾列は平安

時代後期のものである。

第28図 第 2調査区土坑201
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第29図 第 3調査区掘立柱建物



岸和田城跡 (96045)
(1)岸和田市岸城町   (2)24ぽ
(3)平成 8年■月■日～平成 8年■月13日

(4)一般府道堺阪南線電線共同溝建設 (5)山田 隆一

岸和田城は中・低位段丘の先端に築造されてお

り、北部を紀州街道が走っている。今回調査は電

線共同溝掘削に際し、それと並行 して遺構・ 遺物

の有無を確認 した調査である。調査は第 1～ 5区

に別けて実施 した。

第 1区

盛土を除去すると、GL-1.6mで湧水が著 しい

小礫、円礫層になる。外濠の堆積土と考えられる。

遺物なし (写真右の上)。

第 2区

盛土を除去すると、GL-1.lmで湧水が著 しい

砂、小礫、礫混じりのヘ ドロ層になる。外濠の堆積

土と考えられ、加工木、陶磁器、瓦を含む。GL
-1.7mま で確認 したが、それ以上の掘削は不能。

第 3区

現地は二の丸を画する濠の前面である。盛土を

除去すると、GL-1.5mで湧水が著しい砂、粗砂、

小礫混 じりのヘ ドロ状の弱粘土層で、濠内の堆積

土である。若干の加工木が出上した。

第 4区

現地は二の丸を画する濠の前面である。盛土を

除去すると、GL-1.1～ 1.9mで湧水が著しい暗

灰褐色粘質上、その下は緑灰色粘土になる。前者

は濠内の堆積土であり、多量の瓦、陶磁器、木器

の他、若干の金属器が出土した。後者は無遺物の

ベースであり、城の方向に急激に落ちていること

から、この調査区が濠の外端部に近いと考えられ

る (写真右の下)。

第 5区

盛上を除去すると、GL-1.4mで灰色砂混じり

粘質上を確認した。しかし、この調査区はすでに

汚水管が埋設されて撹乱を受けており、掘削しえ

なかった。

第31図 作業風景

第32図 第 1調査区
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第33 第 4調査区 (左が濠側 )



高柳遺跡 (96048)
(1)寝屋川市高柳 4丁 目   (2)2100ぱ
(3)平成 8年■月20日 ～平成 9年 3月 31日

(4)都市計画道路千里丘寝屋川線建設   (5)杉 本 清美

寝屋川市の西側に位置する高柳遺跡は、淀川と

古川などの分流が形成 した標高約 3mの三角州・

自然堤防上に立地 している。今回は都市計画道路

千里丘寝屋川線建設に伴い約2100∬の調査を行っ

た。

今回の調査で中世の耕作跡・建物跡、平安時代

の建物跡を検出したほか、調査区北部から弥生時

代後期の竪穴住居が見つかった。また、調査区南

東部から古墳時代、弥生時代の遺物を含む自然流

路を検出した。主な遺物として、土師質羽釜、黒

色土器椀、緑釉陶器片、須恵器杯蓋、高外、聰、

弥生土器甕、高杯、石製有孔円盤、漆器椀、銭貨

などが見られた。

寝屋川市教委が平成元年～ 2年に府営高柳住宅

の建替えに伴う発掘調査で検出した建物群に関連

すると思われる建物跡を調査区東部で検出した。

柱穴の 1辺60× 50cn、 深さ約40～50onを測る2間

X2間の建物、径60on、 深さ約6Clcaを測る2間 ×

3間以上の東西に長い建物などがある。柱穴内に

は、直径20～30cn、 残存長約40～60cn程度の柱根

が 4本残存 していた。柱穴内から出土 した黒色土

器椀などから、これらの建物はおおむね 9～10世

紀のものと考えられる。

調査区北部の微高地で弥生時代後期の上器 (甕・

長頚壷の日頚部・ 高杯など)を伴う竪穴住居を検

出した。直径約7.5mを 測る円形の竪穴住居 (約

44ぜ)で、床面上には火災などで燃え落ちたと思

われる屋根を構成する垂木材、壁板材、屋根材な

どが中央部から放射線状に広がり堆積 していた。

炭化材を取り除いた床面から柱穴、炉などを検出

した。主柱は4本で、いずれも直径約35～40cn、

深さ約60cnを測り、柱穴の下部には直径約20～30

Cnの柱根が残存 していた。また、柱の下端を二股

に作り出し、直径約10cm、 長さ40cn程の横木にま

たがせているのが確認できた。住居の北東部に出

入日と思われる85cn× 40o■ 、高さ約10cn程の段が

見られた。主柱の柱間は北側の東西間が3.55m、

南側の東西間が3。 15m、 東側の南北間が2.85m、

西側の南北間が3.15mと やや変形の方形を示す。

住居のほぼ中央部には長辺1.3m、 短辺0。 7m、 深

さ約20cnの楕円形を呈す炉をもつ。炉内は炭層と

灰層が相互に堆積 していた。床面の周囲には約15

ca幅、深さ約20cnの壁溝が巡る。壁溝内には炭化

した厚さ約 3～ 5 cn、 幅15～ 20cn程の縦板材が並

んでいるのが確認された。住居内と周堤を隔する

壁板材 (化粧板)と考えられる。壁溝の外側に周

堤は確認できなかったが、壁溝から約40cn外側に

等間隔で多数の柱穴が見られた。住居の構造を考

えるうえでの資料になると思われる。

調査の成果として、中世の耕作面の広がりが確

認できた。また、平安時代の建物跡は地方豪族の

居宅もしくは地方官衝に関連すると考えられるこ

とから、高柳遺跡周辺にある茨田郡衝、高柳廃寺

とのかかわりを解明するうえで有力な資料になる

だろう。これまで奈良時代以前の遺構は確認され

ていなかったが、初期須恵器を伴う遺構や、弥生

時代後期の竪穴住居が見つかったことから、さら

なる遺構の広がりが予想される。

第34図 弥生時代後期焼失住居炭化材検出状況 第35図 弥生時代後期焼失住居
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岸和田城跡 (96049)
(1)岸和田市岸城町10-1   (2)2000ぽ
(3)平成 8年■月 6日 ～平成 9年 3月 25日

(4)府立岸和田高等学校校舎建替    (5)河 浜ヽ 成

当遺跡は、岸和田市岸城町10-1に所在 し、標

高約 7mの洪積段丘上に位置 している。府立岸和

田高等学校の校舎建て替えにともない、1996年■

月から1997年 3月 にかけて約2,000ぽ の調査を行

なった。今回の調査地は、ほぼ全域が筆頭家老中

家の屋敷地に想定されていたが、調査の結果、家

老屋敷地のほか堀や櫓跡が見つかった。

堀の規模は、最大幅約20m。 深さは最大で約 5

mである。その堀の両側の斜面には、犬走りと呼

ばれる平坦面を造っており、東側で幅約1.3m、

西側で約2.5mである。そ して、西側の大走り上

で検出された櫓跡では、土合に築いていた石垣は

明治時代に入ってからの廃絶に伴い、抜き取られ

て残っていなかったが、土合を強固にするための

裏込めや胴木が残っていた。胴木は、堀のライン

と平行 して 3本見つかった。そのうち2本は長さ

約 4mの建築材が再利用さており、残りの 1本は

長さ約4.5mの 自然木が使われていた。

堀の掘削年代および櫓の築造年代は、16世紀末

という年代を一定点として与えることができる。

とくに櫓跡周辺では16世紀末の軒丸瓦片が比較的

まとまって出土 した。また、堀の中から出上 した

陶磁器類のなかでは、16世紀末ごろの肥前糸磁器

や土師皿などがもっとも古い。 したがって、櫓の

年代は古式の瓦の再利用などによる残存の可能性

を考慮 して16世紀末以降、堀の掘削年代は堀浚え

による最古期の遺物の消滅を考慮 して16世紀末あ

るいはそれ以前という年代観が妥当であろう。こ

のことは、天正15(1587)年から慶長 3(1598)

年ごろまで岸和田城主である小出秀政が城郭整備

を行なったことと一致する。

その他堀から出上 した遺物では、寛永通賓・塩

壷・硯・煙管 (キ セル)。 メンコなどの玩具や木

製のお箸・ 下駄・桶などの曲物 。漆器椀、食用に

していた貝の殻などがある。なかには、「天下一

御壺塩師 堺見なと伊織」の刻印をもつ塩壷や

「長州赤間関 鈴木資之」の銘をもつ硯がある。

これらの品々は、堀の外側に形成されていた上級

武家屋敷から廃棄された品々であると考えられる。

また、「正保」年銘をもつ瓦が出上 している。こ

の年号は、寛永17(1640)年の岡部氏入封直後に

あたり、当時の城郭整備に関わる瓦であろう。

今回見つかった堀や櫓の遺構は、現在に残る江

戸時代の絵図に描かれている。正保 2(1645)年
や江戸末期ごろの絵図では、今回の調査地周辺は

筆頭家老の中家の屋敷地とその裏を流れる堀が描

かれている。そして、その堀の内側には櫓が描か

れている。

櫓と断定する根拠は、遺構の検出状況に認めら

れる。つまり、裏込めは堀の内側肩ラインに平行

するだけでなく、直交する方向にまわり込んで終っ

ている。このことから、一部分にしか石垣が築か

れていなかったことが推定でき、絵図に描かれて

いる櫓と比定 してよいものと考えられる。今回の

調査により、岸和田城の城郭復元に関する貴重な

成果を得ることができた。

第36図 調査地位置図
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第37図 堀全景



男里遺跡 (96050)
(1)泉南市男里   (2)1000ぱ
(3)平成 8年■月 1日 ～平成 9年 2月 14日

(4)府営地域総合オアシス事業泉南地区・双子池改修 (5)上林 史郎

大阪府の泉州沖に位置する関西国際空港から東

南へ約 6 kn、 泉南市の南部に男里遺跡は所在する。

遺跡は金熊寺川の西、双子池を中心として東西約

1,l km、 南北約1.3knの範囲に広がっている。

男里遺跡のほぼ中央に位置する双子池は、大阪

市内から和歌山に向かう国道26号線から西北へ約

0。 8km、 府道堺・ 阪南線から南へ約0.lkn、 現在の

海岸線までは約 l kmと 泉南地区においては交通至

便の地にある。

今回の調査は、大阪府農林水産部から委託をう

けて実施 した、府営地域総合オアシス整備事業

(泉南地区・双子池改修工事)に伴う第 2次発掘

調査である。

今年度の調査で検出された主要な遺構には、弥

生時代後期～古墳時代前期の大溝・落ち込み、飛

鳥時代の流路・堰 (しが らみ)・ 溝などがある。

また、主要な出土遺物には、弥生土器、古式土師

器、須恵器、製塩土器、瓦器などがある。

池の堤体改修工事に伴う調査であるため、設定

された調査区は、堤体の形に添ったものになる。

調査区の規模は、総延長約170m、 幅約 6nを
はかり、その平面形態は逆 L字状を呈 している。

調査区北部東端付近で検出された弥生時代後期～

古墳時代前期の大溝 1は、旧地形に沿う形で東南

から西北に伸びるもので、その規模は幅約 5m、

長さ13m以上、深さ約1.2mを はかる。大溝 1の

断面は逆台形を呈 し、埋土は下層が茶灰色砂質上、

上層が暗茶色粘質土である。上層の暗茶色粘質土

からは、庄内式上器や布留式上器、製塩土器など

がまとまって出上 している。

また、北部調査区の中央付近では、東南から西

北にかけて伸びる飛鳥時代の自然流路 とが検出さ

れた。流路 1は、調査の行程上、全幅を完掘でき

なかったが、その規模は推定長25m以上、幅約14

m、 深さ1.5m以上をはかるものである。さらに、

流路 1の東肩から中央付近まで設置された堰 (し

がらみ)や、流路の西肩及び流路の東肩、流路肩

から東南方向に掘削された溝 2な どが検出された。

「 しがらみ」は、流路 1の東肩に直交する形で、

径約0,3m、 長さ5.5m以上の丸太を約2.5m間隔

で 2本据えた後、二本の丸大に直交する形で多量

の枝材や切断した幹材を立て掛け、その後、暗灰

色・ シル トで被覆 したものである。おそらく、東

南方向から来た水をこの「 しがらみ」によって制

御して、溝 2に導水 したものと考えられる。なお、

溝 2か らは 7世紀頃の須恵器などが出上している。

なお、遺構内や包含層からは、様々な遺物が出

土 しているが、製塩土器や蛤壷などが目を引く。

庄内式上器に並行する脚合を有する製塩土器が

1,140g出土 している。さらに、溝 3か らは、飛

鳥時代に属するほぼ完形の製塩土器 (鉢形)が出

土 しており、特筆すべきであろう。

今年度の調査においては、流路や溝、落ちみと

いう遺構のみで、集落に直接関係するものは検出

されなかったが、鎌倉時代以降、双子池は古い流

路 (谷)を塞き止め、池堤を構築 して溜池とした

ことが土層の推積より判明した。それ以前の弥生

時代～平安時代にかけては、幾本もの溝や流路が

旧地形に沿う形で、東南から西北に向けて流れて

いたものと考えられる。また、飛鳥時代の堰や導

水の機能を有する溝の検出によって、池内周辺で

当該期の水田跡が見つかる可能性があろう。

第39図 飛鳥時代の製塩上器 (鉢形)実測図

―- 25 -一

ヽ
、

ヽ
、

ノ

К

”
市
部
Ⅵ
瑣

第38図 飛鳥時代のしがらみ (S=1/3)



諸目遺跡 (96054)
(1)泉佐野市上之郷    (2)556ぱ
(3)平成 9年 1月 31日 ～ 3月 17日

(4)府営かんがい排水対策事業 (泉佐野地区) (5)藤田 道子

三軒屋遺跡、諸目遺跡が所在する泉佐野地区で

は、平成 5年度から関西国際空港関連の地域整備

事業の一つとして、農業用水パイプライン布設事

業にともなう発掘調査が実施されている。

この調査は農道など生活道路上パイプラインを

埋設するのに最低必要な幅 lm弱の トレンチを設

定 して掘削していくものであり、したがって遺跡

平面的にとらえることより上層観察を重視 した調

査となった。

今年度本調査を実施 したのは樫井川沿いの道で

総延長556mである。調査区の南半分は三軒屋遺

跡の範囲に、北半分は諸目遺跡の範囲にふくまれ

る。調査区の東側は、条里地割りが良好に残る田

園地帯がひろがり、この部分では農道は地害↓りに

したがって碁盤目に走っている。 しかしトレンチ

が設定された道は、樫井川に沿って蛇行 しており

低位段丘上に広がる田園地帯と樫井川との氾濫原

との境界を示すものであり、遺跡の西限のぎりぎ

りのラインとなると予想された。

三軒屋遺跡に含まれる調査区の トレンチでは、

現地表下 lm前後掘り下げると樫井川の洪水層と

思われる人頭大の石を含む砂礫層が観察できた。

少量ではあるが、陶磁器などをふくんでおり、近

世以降の堆積であると考えられる。

トレンチが樫井川に接近 している箇所で、 トレ

ンチを斜めに横切る石組みを検出した。洪水層の

上層に築かれており、人頭大の川原石を確認 した

範囲で 3段まで積み上げている。調査区は先述の

とおり地形の変化点であり開発に伴い段丘崖に築

かれた土留めであろう。三軒屋遺跡のこの地区の

開発は近世以降であり、 トレンチが設定された道

は遺跡の西限ラインであることが判明した。

諸目遺跡に合まれる調査区の トレンチでは、現

表下から50cn前後掘り下げるとと黄橙色粘土もし

くは砂礫層に到達する。この砂礫層は三軒屋遺跡

の トレンチで観察できた砂礫層と性質がことなり、

段丘を形成 している層と考える。

旧耕作上、床土を除去すると粘土層に至るとこ

ろがほとんどであったが、調査区の北端ではこの

粘土層上面で古墳時代の溝、土残を検出した。周

辺での諸 目遺跡の調査では古墳時代中期前半～後

半にかけての土墳や、掘立柱建物が発見されてい

る。さらに三軒屋遺跡北東部と諸目遺跡南部にか

かる地域で古墳時代後期の埋没古墳が 4基発見さ

れている。今回の調査区で検出した遺物は古墳群

造営の時期に相前後 しており、調査区の範囲は同

時期の集落の南西端に該当するとおもわれる。

第40図 調査地位置図 第41図 古墳時代遺構面
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下田遺跡 (96065)
(1)堺市下田町    (2)130ぼ
(3)平成 9年 1月 8日 ～ 2月 20日

(4)都市計画道路常磐浜寺線建設 (5)井西 貴子

下田遺跡は泉北丘陵をその源として流れる堺市

域最大の河川である石津川の下流域左岸に位置し、

東側を「上野芝合地」、西側を「三光台地」と呼

ばれる谷平野部が、 2つの丘陵と丘陵との合間を

北西方向に伸びており、現地表面での標高が 7～

8m程の微高地上に立地 している。

今回の調査は1993年以降実施されている府道常

盤浜寺線建設に伴う発掘調査時に未売地であった

約130mについて実施 した。

調査地内の層序は 3層に大別できる。

第 1層 灰褐色粘質シル ト。層厚約0.2m。 調査

区南東壁中央部分において自然河川が検出され、

自然河川に伴う自然堤防が幅約 2m検出された。

この自然堤防部分には包含層の堆積は見られなかっ

た。瓦器片が少量出上 した。

第 2層  Mn,Fe分混 り、灰緑色粘質土。層厚約

0.1～ 0.3m。 調査区内では南東方向に向けて約

0,l cn地 山層が下がっており、第 2層も地山層の

下がっている上面では厚 く堆積する。土師器、須

恵器の小片が出上 した。

第 3層 地山層。淡青灰色+茶褐色粘質土。

遺構面は地山層で 1面検出した。自然河川の自

然堤防上で小穴 2基、土坑 1基を検出し、自然河

川がオーバーハングして堆積 した灰緑粘質土層上

面 (自 然尭防)で、小穴 8基を検出した。遺物が

ほとんど出上しなかったので、時期を限定するの

は非常に難 しいが、第 2層出上の遺物が奈良時代

におさまるので、奈良時代を下がらない時期が相

当できるかと考えられる。

今回の調査は、調査面積が狭かったため、自然

河川の両岸、底等を検出することができなかった

が、1993、 1994年度に実施されている調査におい

て検出された遺構の間をつなぐことができた。旧

石津川の分流と考えられる自然河川は両岸に自然

堤防を形成 し、自然河川がある程度安定 した時期

から、集落が営まれたものと思われる。

第42図 調査地位置図
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第43図  自然流路検出状況
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第44図 遺構全体図 (S=1/400)



新堂廃寺
(1)

(3)

(4)

(96067)
富田林市緑ヶ丘    (2)240ぜ
平成 9年 1月 14日 ～ 3月 31日

府営富田林北住宅 (第 I期)建替 (5)井西 貴子

―
―

Ｉ

Ｌ

今回の調査は府営「富田林北住宅」建て替えに

伴う埋管設置に伴い実施 したものである。調査箇

所は新堂廃寺の東側、南北に (約140m)長い ト

レンチ調査である。

今回の調査で検出された遺構で、特筆すべきも

のとして溝 1と Dト レンチの落ちがある。溝 1は

1995年度調査の溝 5と つながる溝と考えられる。

この溝は寺院の東側に 8世紀中葉から9世紀中葉

に展開される集落を区画する溝である。その溝 5

が今回の調査区のBト レンチで検出した溝 1と つ

ながれば、この溝は寺院東側の集落を画する溝と

して機能 し、その集落は1960年度に検出された伽

藍の中央建物 (金堂)のほぼ東まで集落が展開し

ていたものと推測される。

Dト レンチで検出した落ちは、出上 した平瓦が

奈良時代に属する時期に相当することから、新堂

廃寺再建に伴う遺構である。瓦の検出状況が、多

量の瓦を遺棄 した状況 (小破片が多量に検出され

る状況)ではなく、ほぼ完形の平瓦の比率が高かっ

たことから、付近に瓦を使用 した遺構があるもの

と推測される。遺構の性格については調査面積が

狭いため限定することはできないが、再建後の寺

院の東側を画するものか、寺院東側の集落を画す

ると考えられる溝か ら約1.5m西側で検出されて

いることからどちらかに伴う遺構であると推測さ

れる。瓦積基檀を推定するには、上面が削平され

ていることを考慮にいれても瓦が整然と積み

上げられている状況が確認できなかったこと

から無理があると思われる。

今年度は1996年度調査の整理事業も実施 した。

軒丸瓦は13形式16類 に、軒平瓦は4形式 5類に分

類される。また、垂木先瓦 (第46図 6)は飛鳥寺

と同籠であることが確認された。
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第47図 調査区配置図
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第46図  出土軒丸瓦実測図
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第45図 調査地位置図
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中の社・宮の後遺跡 (96069)
(1)岸和田市積川町   (2)72ぱ
(3)平成 8年■月18日 ～12月 3日

(4)主要地方道岸和田牛滝貝塚線建設 (5)枡本 哲

大阪湾に注ぐ大津川上流の 3本の支流のうち、

もっとも南から合流するのが牛滝サ||で ある。この

流域に沿う府道磯の上山直線の建設に伴ってこれ

まで下流から上流へ調査が進められてきた。今回

調査対象とした建設予定区域は中の社・ 官の後遺

跡が所在する積川町で外環状線に接続する一応の

区切りとなる地点であり、工期的に制約される要

素があった。そのため事前に両遺跡の範囲で遺構。

遺物のさらなる分布密度を確かめ、より詳しいデー

タを得る目的で、買収地全域を対象としたグリッ

ド調査にほる試掘を実施 した。調査は現集落の狭

除な町道や畑地に掘削機械を運び入れることが困

難であったため、 lm× 2mの試掘坑を36箇所に

わたって設定 し、すべて人力により掘削した。

調査対象区域の全域で、10～ 40cmの耕作土以下

に灰色・褐色・ 黄色の濃淡を呈する一連の粘質土

の堆積が確認された。地点により量的に若干の違

いはあるものの、これらの上層からは土師器・須

恵器・瓦器の破片が出土 した。これにより中世の

堆積層と判断した。しかし明確な遺構を検出でき

たのは、積川神社裏を流れる牛滝川支流を挟んで、

その南側の段丘面である。ここ宮の後遺跡の範囲

では現地表面からかなり浅 く、深さ40cn以内で達

する砂混じりの粘質土上面において径約2Clcnの ピッ

トを数箇所で検出できた。瓦器の破片がまとまっ

て出上した箇所もある。おそらくこの支流の左岸

段丘端から、現在の外環状線への接続部までの約

150mの範囲に中性の建物を合む遺構の集中する

箇所が想定できよう。同じような出土遺物は北の

対岸の中の社遺跡の範囲にかかる段丘面でも検出

できたが、未買収地がかかっていたため、ここで

の遺構についてはあまりはっきりしない。中の社

遺跡北半部では地形が北西に向けて低 く延び、掘

り下げるにつれて出水が多く、土質も軟弱となる。

明確な遺構とおぼしきものは検出できなかったが、

中世遺物を出土する粘質土の下で、サヌカイ ト製

石鏃ほか石片、縄文あるいは弥生と思われる土器

片がわずかながら出土している。

以上の結果から、建設工事にあたっては全域の

本調査が必要と判断 した。

ワ

第48図 調査区位置図
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木の本遺跡 (96070)
(1)八尾市木の本 2丁 目   (2)30ぽ
(3)平成 9年 1月 13日

(4)平野川改修    (5)亀 島 重則

工事に先立って、試掘調査を行った。試掘坑は、

工事区の上 。下流の両端に2箇所設定 した。

試掘坑A(下流寄り) 川底に堆積するヘ ドロ

層の下、約 lmで、厚さ0.3m弱の灰色粘土が堆

積する。上部層を中心に古墳時代中・後期の上器

片が出土する。土師器 (布留式)を主体に、 5・

6世紀の須恵器・ 弥生土器 (後期～終末期)が出

土。この遺物包合層の下面に接 して、明緑灰色粘

土が広がる。上面は、湧水が多く、精査が困難で

遺構の検出ができなかったが、既掘地点での所見

に照らして、遺構面と考えてよい (約O.P.8.9m)。

この遺構ベース土は、下へ明緑灰色微砂質粘上、

明緑灰色微砂と続 くが、土質は粗粒になる。これ

らの上層から、遺物は出土していない。また、調

査区南端では、現平野川の最下層あるいは、旧平

野川の堆積砂層から、施釉陶器片が少量出土した。

試掘坑B(上流寄り) ヘ ドロ層の直下から、

旧平野川の厚い砂層が、O.P,9。 3m(最深部、厚

さ lm)まで堆積する。北端部では、川の肩が検

出された。土師器・ 陶器・施釉陶器 。磁器 。丸瓦

片が少量出土 した。南端では、重複 して現平野川

の堆積層がみ られる。高さ約9.3mで古墳期包含

層が確認された。、試掘坑Aよ り0.2m高い。 し

かし、下面では8.6～8.7mで、0.3～0.2m低 い。

近くの既掘地点と比べると、包合層の厚さは、同

じであるが、遺構ベース面が0.1～0.2m高い。な

お、包合層の中位で遺構 らしい輪郭をとらえ、精

査したが、湧水が激 しく、その当否は不明のまま

となった。古墳期が 2面の可能性がある。包合層

から出土 した遺物は、土師器 (布留式中 ?～新)

を主体とする。他に韓式糸土器片 (外面格子目叩

き)1点、庄内式 ?甕片がある。

ヘ ドロ層の直下には、近世の旧平野川の跡が確

認された。試掘坑 Bでは、調査区北端で右岸側の

肩を検出しており、試掘坑Aでは、明確にできな

かったが、調査区の南端もしくは、区外に右岸が

くるものと思われる。出土 した陶磁器類には、唐

津焼皿、肥前系碗の施釉陶器、丹波焼 。在地産招

り鉢、土鍋 ?の陶器、伊万里 ?青磁がある。いず

れも17世紀を中心とした時期を示 し、検出された

旧平野川の堆積時期を17世紀とみる。

第 1～ 4層の灰色系粘土層は、遺物の出上がな

く、堆積時期の決め手を欠く。 しかし、周辺での

調査成果からは、古代から中世まで遡ることも考

えられる。工事区が条里の坪境に重なる点もふま

えると、水田関係の遺構の検出も予想される。

古墳期包合層は、土師器 (布留式)を主体とし、

少量須恵器が混 じることから、古墳時代中 。後期

の堆積と考えられる。今回遺構の検出はできなかっ

たものの、既掘地点 (掘立柱建物などを検出)に
も近く、立地や時期も共通することから、同様の

遺構が検出される可能性

が高い。

試掘の結果から、事業

者と協議 し、本調査を実 璽―
|

施 した。 第50図 韓式系土器実測図(S=1'2)

上  層  名

1 灰色 (5Y55/1)粘土,上部はグライ化 して、明緑灰色(10GY7/1)
を帯ぴる。スミ粒を少し含む。
中位以下で、炭酸鉄ノジュール粒を少 し含む (2%)。

2 灰～灰オリープ色 (5Y6/15)粘 土,炭酸鉄ノジュール粒を少 し

合む (5%)。
3 灰色 (5Y5/1)粘 土,炭酸鉄ノジュール粒を含む (10～ 15%)。

4 黄灰～暗黄灰色 (25Y5/15)微 砂質粘土,径 2皿大以下の砂が

少し混 じる。

炭酸鉄ノジュール粒を含む (5～ 7%)。
5 灰色 (75Y5/1)粘 土,土器を合む。スミ粒を少し含む。

炭酸鉄ノジュール粒を含む (上部に限られ、 1%以下)。 古
墳期包含層。

6 明緑灰色 (7 5GY7/1)粘土, 5層 由来 ?の灰色粘上が班点状に
入る。

7 明緑灰色 (7 RY7/1)微砂質粘土。
8 明緑灰色 (10GY7/1)微砂,やや粘質微砂気味。
9 灰白色 (75Y7/15)砂 ,径 2皿大以下主体。
10 オ リーブ灰色 (RY5/1)微 砂質粘土。
m.灰 自色 (75Y8/2～8/1)砂 ,径 lm大以下主体。最上部は径 3

m大以下が多く混 じる。
下部では径 6～ 7 an大、 l ca大 レキが少し混 じる。

12 灰～灰自色 (10Y6/1～ 7/1)微砂質粘土や灰白色 (虫 OY7/1～ 8/1)

微砂～細砂 (fs)のプロックが■層土に混 じる。
r 明青灰色 (5B7/1)粘 土,試掘坑Aの 1に対応。鉄斑が入る。
2' 明緑灰色 (7 XY8/1)粘土と灰色 (5Y71)粘土の混 じった上。
6′  明緑灰色 (10GY7/1)粘土,試掘坑 Aの 6と 同じ土。

試掘坑B(西壁)     (1/80)

調査区全体図、土層断面図
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大和川今池遺跡 (96072)
(1)松原市天美西   (2)1430.0ぽ
(3)平成 8年 11月 5日 ～平成 9年 3月 14日

(4)今池処理場増設   (5)岩 瀬 透

大和川今池遺跡は、昭和52年の今池処理場建設

工事に先立つ試掘調査の際に新規発見され、周知

の遺跡となった。以降、建設工事に伴って発掘調

査が実施されている。現在の遺跡範囲は、今池処

理場を中心として、東西約 l km、 南北約1.45knと

想定されている。

これまで大和川今池遺跡調査会、大阪府教育委

員会、松原市教育委員会、堺市教育委員会などに

より調査が実施されており、弥生時代から近世に

至る、多くの遺構・遺物が検出されており、同遺

跡が一大複合遺跡であることが判明している。

今年度の調査対象地区は、今池処理場の北端部

にあたる焼却炉建設予定地で、近辺では、従前の

調査によって古墳時代前期の掘立柱建物、古代の

道路跡の「難波大道」、平安時代後期からの寺院跡

「観音堂廃寺」関連の遺構などが検出されている。

調査区は処理場以前の攪乱がはげしく、遺存状

況が非常に悪かったが、それにもかかわらず以下

の知見が得 られた。

弥生時代後期以前

南東から北西方向に流れる自然河川を検出した。

一部に トレンチをあけて掘削したが、遺物は出土

しなかった。従前の調査の際に同様の流路が検出

されており、検出面と位置関係からみて同一の遺

構と考えられ、これより弥生時代後期以前とした。

古墳時代前期

竪穴住居の可能性がある土坑 2基、 1間 Xl間

の掘立柱建物 1棟、溝などが検出された。大和川

今池遺跡調査会により調査された、南東に隣接す

る地区でも同様の建物が検出されており、ともに

遺物は少ないが、布留式上器が出上 している。

古墳時代後期

掘立柱建物 3棟、溝、土坑などが検出されてい

る。遺物は少ないが、 6世紀に比定できる須恵器

が出上した。

近世 ～近代

この時期は当地一帯は耕地化されていた。調査

区では鋤溝が多数検出されているが、畦畔は確認

できなかった。周辺の調査でも、農耕に使用 した

と考えられる径 lm～ 2mの素掘り井戸が多数検

出されている。

第51図 調査地位置図

第52図 流路検出状況
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木の本遺跡 (96073)
(1)八尾市木の本 1丁 目   (2)172ぜ
(3)平成 9年 2月 10日 ～ 3月 7日

(4)平野川改修   (5)藤 澤 真依

木の本遺跡は大阪府の東南部八尾市に位置する

古墳時代を中心とする弥生時代～中世の集落跡で

ある。調査地は八尾市木の本 1丁 目で西流する平

野川が八尾南高校の南端で北に屈曲する部分にか

かる了意橋の東側である。

層序

調査区は最大幅4.8m、 延長38m、 面積は172平

方米である。調査の結果確認 した土層は 8層で、

以下の通りである。

第 1層 黒色ヘ ドロ・ 盛上であり、層厚は約 1

mである。

第 2層 灰白色砂 (2.5G Y8/1)であり、層厚

は0。 2mである。調査区南半部旧平野川底の堆積

である。上面の標高はT,P.+10.85mで ある。遺

物は近世の染め付けが出上 した。

第 3層 緑灰色粘土 (10G Y6/1)であり、層

厚は0.3mである。調査区北半部旧平野川肩部を

形成 している。上面の標高はT.P.十 ■ .4mであ

る。遺物は出上 しなかった。

第 4層 緑灰色粘土 (10G Y6/1)と 灰色粘土

(7.5Y4/1)の ブロック層であり、層厚は0.5m

である。上面の標高はT.P.+■ .lmである。遺

物は出上 しなかった。

第 5層 黒褐色粘土 (2.5Y3/2)で あり、層厚

は0,15mで ある。上面の標高はT,P.+10。 6mで

ある。遺物は 6世紀の須恵器を僅かに出上 した。

第 6層 調査区北半部に堆積した灰色砂 (N6/)

であり、層厚は0。 lmである。上面の標高はT.P.

+10.5mである。遺物は土師器小破片が少量出土

した。

第 7層 調査区西北端から東南端に溝上に堆積

した青灰色粘土 (10B G5/1)で あり、層厚は0,2

mである。上面の標高はT.P.10.45mを測る。遺

物は少量の布留式土器と数点の須恵器破片を土 し

た。その他には縄文時代晩期の突帯文土器片が極

少量出土 した。

第 8層 暗灰色粘土 (N3/)で あり、層厚は0.2

mである。上面の標高はT.P.+10.45mで ある。

遺物は古墳時代前期の庄内式上器が多量に出上 し

た。

第 9層 緑灰色粘土 (10G Y6/1:同 色砂混 じ

り)であり、層厚は0,7mである。上面の標高は

T.P.+10。 25mである。遺物は出土 しなかった。

遺構 と遺物

調査は第 3・ 4・ 5。 6。 7・ 8・ 9層上面で

行ったが、明確な遺構は第 1・ 6・ 7面で検出し

た。

第 1面は第 3層の緑灰色粘土 (10G Y6/1)上

面である。調査区南半部が東西方向に伸びる旧平

野川であり、幅4,Om以上、長さ約40m、 深度0.7

m、 埋土は第 2層 白色砂 (2.5G Y8/1)で ある。

遺物は近世の染め付けが出上 した。

第 6面は第 8層暗灰色粘土 (N3/)上面である。

第 7層は溝状に確認 したが、第 8層が窪んだ部分

に堆積 した粘土層である。遺構は幅1.0～2,Om、

深度0,1～0,3mの南西から東北方向の溝を 5条検

出した。古墳時代の土師器を少量出上 した。庄内

式上器と布留式土器を合んでいる。

第 7面は第 9層暗灰色土 (N3/)上面である。

遺構は溝 2条、土坑 1基、ピット1基を検出した。

溝は西北端から東南端を結ぶ幅1.5～ 2.Om深度

0。 15～0.25mの 溝と中央部から伸びる幅1.5m深

度0.2mの 溝がある。前者が後者を切っている。

両溝からは多量の庄内式土器が出上した。土坑は

溝の西南で直径1.5m、 深度0.6mを測る。埋土は

4層で 3層 目から庄内式の甕 5点と壺 1点を出土

した。ピットは直径0。 3m、 深度0.5mを測る。埋

土は黒色粘上で遺物は出土 しなかった。第 7層は

第 7面の溝の影響で第 8層が窪んだ部分に堆積 し

た土層であることが第 7面の調査結果から明らか

になった。
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第54図 井戸SK10遺物出土状況
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