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文序

豊中市は大阪平野の北西部に位置し、緑なす千里丘陵と猪名川に

よって形成された肥沃な沖積平野を抱え、自然環境に恵まれた良好

な地域であります。このめぐまれた環境を生活舞台として古来より

人々が活動を続け、大地に多 くの足跡を刻んで現在にいたっていま

す。一方、今世紀始めごろからは商都大阪のベッドタウンとして、

また交通網の要衝として開発が進められ、近代的な者Б市へ大きく変

貌を遂げてまいりました。

このたび報告する遺跡を含め、この地域は 5世紀から8世紀にか

けて土器を生産した桜井谷窯跡群として周知されています。かって

は数十基にも及んでいた窯跡は年々姿を消し、10基にも満たない状

況になっていきました。今回報告するこの窯跡も開発に伴うもので、

調査後まことに残念ながら消滅してしまいました。

調査の実施にあたっては、諸先生方にご指導を賜 り、また土地所

有者、近隣の方々には文化財の重要性をご理解いただき、多大なご

協力を賜 りました。さらに文化庁、大阪府教育委員会ならびに関係

機関には、格別のご指導とご配慮をいただきました。

このような各方面のかたがたのお力添えにより、豊中市の文化財

保護行政が一層推進できますことに対し、皆様に厚 くお礼申し上げ

ます。

平成 8年 3月

豊中市教育委員会

教育長 青木 伊織



例   言

1.本書は大阪府豊中市永楽荘 4丁 目に所在する桜井谷窯跡群2-
29号窯跡 (TN2-29)の 調査報告書である。

2.調査は富田好久 (日 本考古学協会員)が豊中市教育委員会より

依頼を受け、調査団を結成し、行なったものである。調査組織

は第2章で記す。

3.調査は1987年 (昭和62年)11月 31日 から同年12月 23日 まで実施

した。

4.報告書の作成にあたっては、遺物実測・製図・写真整理等の作

業を浅田尚子、漁野しほ、白川万記子、細田智子、岡部純子の

諸氏に分担していただいた。

5。 本書の執筆は出土遺物を浅田 (第 3章 3-(2),(3),(6汗 (axb))、

漁野 (第 3章 3-(1),徽 ),(5),(6汗 (C》 が分担し、その他は柳本

照男が担当した。編集は柳本、浅田が行なった。

6.調査の実施にあたっては、開発者大三建設株式会社、隣地土地

所有者木村賞氏の御協力をいただいた。記して謝意を表す。
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