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例言

l 本書は、山梨県山梨市における平成 22-年1度 優010年度)開発事業にかかわる試掘・確認調査ならびに

立会調査を実施した市内遺跡発掘調査報告書である。

2 本書は、国庫補助金及び県費補助金を受け、山梨市教育委員会が作成した。

3 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1会が保管している。

4 本書の執筆・編集は山梨市教育委員会 三澤1達也・雨宮弘聡が行った。

5 発掘 。整理作業参加者

深澤さつき、声沢はつ子、直井光江、広瀬侯子、安田絹子、安田敏男、塩沢昌和、藤原千賀子、

沢登淳子、小泉紀子、戸田ひろ、杉山 茜、飯島和美、久保川理栄、佐藤えり子

凡例

1 位置図・全体図等の縮尺は各図ごとに明記した。
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薬師堂遺跡

所在地   山梨市牧丘町千野々宮

開発事業名 その他建築 (宗教施設)

調査期間  平成 22年 5月 15日 ～ 20日

調査面積  126ど ´

調査担当者 雨宮 弘聡

位置図 S=1/10,000

調査結果

2m幅の トレンチを4本、テス トピットを3本設定 し、重機にて掘削後、人力により精査を行ったところ、

T2か ら平安時代の住居跡、TP2及び TP3か ら土坑 4基、T3か ら溝が検出された。T2、 T3は盛土等によ

り適切な保護層が確保できるが、TP3周辺については協議の結果、本調査によって記録保存することとした。
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T2住居跡検出状況 T3溝検出状況

TP2土坑検出状況 TP3土坑検出状況



2 落合館跡

所在地   山梨市落合

開発事業名 個人住宅

調査期間  平成 22年 4月 21日

調査面積  4∬

調査担当者 三澤 達也

調査結果

lm× lmの テス トピットを4箇所設定 し、人力にて礫層上面まで掘削、精査を行ったところ、遺構・遺

物ともに確認されなかった。

位置図 S=1/10,000

調査区全景 テストピット掘削状況



包蔵地外

所在地   山梨市牧丘町室伏

開発事業名 その他建築 (福祉施設)

調査期間  平成 22年 6月 1日 ～ 4日

調査面積  50だ

調査担当者 雨宮 弘聡

調査結果

2m幅の トレンチ及びテス トピットを設定 し、重機にて掘削後、人力により精査 した。地表下 20cmで砂

層となり、90cmで砂礫層となつた。最深で 140cmま で掘削 したところで水が湧出した。調査の結果、遺構・

遺物ともに検出されなかった。
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調査区全景 トレンチ掘削状況



包蔵地外

所在地   山梨市歌田

開発事業名 その他建築 (福祉施設)

調査期間  平成 22年 6月 1日 ～ 5日

調査面積  140∬

調査担当者 雨宮 弘聡

位置図 S=1/10,000

調査結果

2m幅の トレンチ及 びテス トピッ トを設定 し、重機 にて掘削後、人力 によ り精査 した ところ、地表下

10cmか ら砂層 とな り200cmま で河川性堆積層が見 られた。遺構 ・遺物 とも確認 されなかった。
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調査区全景 トレンチ掘削状況



包蔵地外

所在地   山梨市市川、北、南

開発事業名 道路

調査期間  平成 22年 6月 17日 ～平成 23年 3月 31日

調査面積  200ゴ

調査担当者 雨宮 弘聡

調査結果

2m幅のトレンチを設定し、重機にて掘削後、人力により精査した。

切確認されなかった。23年度以降も引き続き調査を行う。

位置図 S=1/10,000

22年度調査区では遺構、遺物 とも一

回
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調査区全景 トレンチ掘削状況



6 包蔵地外

所在地   山梨市牧丘町室伏

開発事業名 その他建築 (消防署 )

調査期間  平成 22年 6月 28日 ～ 7月 2日

調査面積  45ゴ

調査担当者 三澤 達也

位置図 S=1/10,000
調査結果

幅 1.5～ 2mの トレンチを2箇所 (延長 25m)設定 し、重機にてローム層上面まで掘削後、人力にて精

査を行ったところ、時期・性格不明のピット1基を検出した。このピット周辺に他のピットは検出されず、

遺物も皆無であるため、建物等中世以前の遺構である可能性は極めて低いと思われる。
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調査区全景 トレンチ掘削状況



包蔵地外

所在地   山梨市落合

開発事業名 その他 (地盤改良)

調査期間  平成 22年 6月 30日

調査面積  12∬

調査担当者 雨宮 弘聡

位置図 S〓 V10,000

調査結果

ガソリンスタンド跡地の上壌改良に伴う試掘で、ガソリン貯蔵タンク等埋設場所を除いた部分のみの調査

となった。テストピットを4箇所設定し、最深で150cmま で重機にて掘削したが、遺構・遺物は確認されなかっ

た。
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調査区全景 テストビット掘削状況



前田遺跡

所在地   山梨市下神内川

開発事業名 個人住宅

調査期間  平成 22年 7月 9日

調査面積  20.8�

調査担当者 雨宮 弘聡

調査結果

2mX5m程 度の トレンチを2本設定 し、重機にて掘削後、

となり、遺構、遺物とも確認されなかった。

電虚目図 S=1/10,000

人力により精査した。地表下 100cmで礫層

F

戸転塁犀勒

調査区全景 トレンチ掘削状況



9 包蔵地外

所在地   山梨市下石森

開発事業名 宅地造成

調査期間  平成 22年 9月 14日 、15日

調査面積  96だ

調査担当者 雨宮 弘聡

調査結果

2m幅の トレンチを6本設定 し、重機にて掘削後、人力により精査 した。地山層と思われる砂礫層及び黄

褐色ローム層、または地表下 100cmま で掘削 したが遺構、遺物 とも確認されなかった。開発に伴 う掘削は

最深で 55cmであり、地山に達 しない部分については 30cm以上の保護層が確保される。
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位置図 S=1/10,000

トレンチ掘削状況調査区全景
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10 包蔵地外

所在地   山梨市上之割

開発事業名 宅地造成

調査期間  平成 22年 10月 12日 ～ 14日

調査面積  64.8∬

調査担当者 雨宮 弘聡

調査結果

2m幅の トレンチを3本 (総延長 35m)設定し、重機にて掘削後、人力により精査 した。部分的に地山

を掘り込んだカクランが何箇所か見られた。調査範囲内からは遺構・遺物とも確認されなかった。

調査区全景 トレンチ掘削状況



11 寺屋敷遺跡

所在地   山梨市牧丘町千野々宮

開発事業名 農業基盤整備事業

調査期間  平成 22年 11月 8日 ～ 19日

調査面積  6ゴ

調査担当者 雨宮 弘聡

調査結果

テス トピットを設定 し人力により掘削 したところ、現水路及び水路に隣接する畑地側に lm程度の範囲ま

では全面的に近世以降のかく乱を受けてお り、遺構等は検出されなかった。仮設道路部分では礎石状の石を

確認 したが時期、性格は不明。また本殿西側から直径 lm程度のピットを検出したが、時期等は不明。仮設

道路については遺構等を保護する措置を取るよう指示 した。
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位置図 S=1/10,000
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12 薬師堂遺跡

所在地   山梨市牧丘町窪平、千野々宮

開発事業名 農業基盤整備事業

調査期間  平成 22年 11月 8日 ～ 19日

調査面積  10∬

調査担当者 雨宮 弘聡

位置図 S=1/10,000

調査結果

テストピットを4箇所設定し、人力により掘削、精査した。TPl、 TP2よ り土師器、縄文土器が出土する

とともに、それぞれ縄文時代の上坑を1基、時期不明のピットを3基を検出した。テストピット周辺から遺

構が検出される可能性が高いため、仮設道路部分については30cm以上の保護層を確保するよう指導し保存

措置とした。水路改修部分については本調査によって記録保存とした。

TPl土坑掘削状況 TP2ビット検出状況



13 曲田遺跡

所在地   山梨市牧丘町倉科

開発事業名 その他建築 (工場 )

調査期間  平成 22年 11月 30日 ～平成 23年 3月 18日

調査面積  175�

調査担当者 雨宮 弘聡

調査結果

調査は駐車場造成部分、工場新築部分の 2回に分けて行った。駐車場造成部分は2m幅の トレンチを設定

し、重機にて掘削後、人力により精査を行った結果、縄文時代の性格不明ピット2基、溝 1基を検出した。

いずれも地表下 100cm以上からの検出であり、遺構は保護される。一方、工場新築部分はトレンチを3本、

テストピット2箇所を設定し調査したところ、住居跡 l軒、溝 1基を検出した。いずれも工場新築範囲から

は外れるため、遺構を検出した範囲については保護措置を取るよう指導した。
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位置図 S=1/10,000

14



遺物検出状況

トレンチ掘削状況

調査区全景

遺構検出状況
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14柿木田遺跡

所在地   山梨市小原西

開発事業名 宅地造成

調査期間  平成 22年 12月 14日 ～平成 23年 1月 14日

調査面積  84だ

調査担当者 雨宮 弘聡

調査結果

当該地は周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれていなかったが、開発面積が広範囲に及ぶため試掘・確認調査

によって遺跡の所在を確認した。 2m幅の トレンチを2本設定 し、重機にて掘削後、人力により精査 した。

道路部分 トレンチ (Tl)は責褐色ロームまで、分譲区画部分 トレンチ (T2)は市内南部に広 く堆積する

黒褐色土並びに下層の礫層 (地表下 100～ 150cm)ま で掘削 したところ、Tlの黄褐色土中から北に延び

る遺構プランを検出した。時代・性格が不明確であったため トレンチを拡張 し確認 した結果、古墳時代の住

居跡であることが判明した。遺構は分譲区画部分に延びているため、住宅建設の際に協議が必要となる旨指

導を行った。なお、調査地周辺は柿木田遺跡として新たに登録 した。
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Tl住居跡検出状況

T2掘肖」】犬況 出上遺物 (台付甕)



15 包蔵地外

所在地   山梨市下井尻

開発事業名 店舗

調査期間  平成 23年 1月 27日 ～ 2月 2日

調査面積  110∬

調査担当者 雨宮 弘聡

位置図 S=1/10,000
調査結果

当該地は旧地盤が南向き斜面であつたのを過去の施設建設の際北側で最大 100cm以上の切上をし、南接

する県道万力・小屋敷線と同程度の高さに造成 している。調査では トレンチを5本設定 し、重機にて掘削後、

人力により精査 した。地表下 15cmで礫層となり、最深で 200cmま で掘削 したが礫層が続 き、遺構、遺物と

も確認されなかった。
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調査区全景
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トレンチ掘削状況



16 日下部病院前遺跡

所在地   山梨市上神内川

開発事業名 その他建築 (病院)

調査期間  平成 23年 2月 9日 ～ 14日

調査面積  75∬

調査担当者 三澤 達也

調査結果

幅 15～ 2mの トレンチを3箇所 (延長 40.5m)設定 し、重機にて表土及び地下構造物を除去、人力にて

精査を行ったところ、T3では地表下 10cmで西側を隣接 して南西流する笛吹川の河川堆積層とみられる砂層

が見られ、Tl、 T2、 T3と もに60cm～ 90cmで砂礫層 となった。遺構・遺物はともに検出されなかった。新

設する建物の範囲に遺跡が存在する可能性は極めて低いと思われる。なお、開発対象地の中央部分を南西流

する水路の改4多箇所について工事立会を行つているが、遺構・遺物等は確認されなかった。

T]掘削状況

19

T3掘削状況



17 宗高東遺跡

所在地   山梨市下石森

開発事業名 その他建築 (農業用倉庫 )

調査期間  平成 23年 2月 23日

調査面積  2∬

調査担当者 雨宮 弘聡

調査結果

lm× lmのテス トピットを2箇所設定 し、

100 c mま で掘削 したところで砂礫層となり、

位置図 S=1/10,000

人力 により掘削、精査 した。 TPlは

遺構、遺物 とも確認 されなかった。

150 c m、  TP2イ よ
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テストビット掘削状況
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埋蔵文化財包蔵地一覧表

霞跡叱 目鰤名 種別 所在地 ゛代 薦者 (旧 県番号及び週跡名等)

)5001 彰差遺跡 散布地 水□字影差 平安 中世

)5002 む制遺跡 散布地 水□字和田 電文 平安

R田窪遺跡 散布地 堀内字源田窪 中世

)5004 池平遺跡 散布地 水口字馳平 電文

レ山遺跡 散布地 水口字形山 電文 。中也

卜揚遺跡 散布地 堀肉写小揚 平安

)5007 (工北遺跡 散布地 太工写日髯 j墳・平安 )5051大工北遺跡

営平遺跡 散布地 水□字堂平 平安 )5001堂平遺謝

雪原遺跡 散布地 太工字芦原 平安

)5010 (工南遺跡 散布地 太工字井ノ久保前 電文 )5002大工南遺跡

)5011 与)日し遺跡 散布地 市川字平山 電文 )5064市サロし遺跡

)5012 川西遺跡 散猜地 布川字植田 電文 )5003市川西遺跡

)5013 直田遷跡 散猜地 布川字植田 電文 )5089植囲遺跡

)5014 (北南遺跡 敬襦地 布川字於北 平安 )5045市川東還跡

)5015 申明前遺跡 敬布地 布川字神明前 平安

)5016 ミ塚遺跡 敬布地 布川字犬塚 平安

朽川東遺赫 散布地 布川字神明前 電文

)50,8 悲通西遺跡 訣冷地 東字切通 平安

)5019 昌下遺闘 散布地 □字堤下 平安

)5020 褻の本道下遺跡 散布地 東字際の木道下 島文 平安 ,5005村 西遺跡

)5021 」西遺跡 散布地 東写村西 電文

)5022 毛山遺跡 散布地 東写丸山 電文

)5023 (久保遺跡 散布地 東写大久保 電文・平安

)5024 刀通南遺跡 散布地 東字切通 電文・平安

)5025 刀通東澄跡 散布地 東字切通 平安

)5026 通詰裏遺跡 散布地 北写樋話裏 平安・中世

)5027 ,島遺跡 款布地 東写中昌 尾文・平安

)5028 K保西遺跡 款布地 東字久保 平安

)5029 F河原遺跡 その他 東写下河原 つ世。近世

)5030 食北北遺跡 その他 市川写於北 ,世 。近世

)5031 ヨ片山遺跡 その他の霊 北字西片山 ,世 。近世

)5032 D通北遺跡 その他 東字切通 コ世。近世

)5033 尺田遺跡 社寺跡 東字東田 ,世 。近世

〕5034 К保遺跡 教布地 東字久保 子安 )5006久 保遺跡

〕5035 停下西遺跡 敦布地 東事 p下 子安 )5007中 下西遺謝

〕5036 畳メ」遺跡 敦布地 東字萱メ」 邑文

05037 営屋敷遺跡 敦布地 ミ寧堂屋叡 電文・平安

05038 添田遺跡 敦布地 霜寧添田 電文

05039 災保田違跡 教布地 煮字久保田 毘文 )5030久 保田遺跡

05040 江曽原遺跡 柔藩跡 工曽原字店瀬 電文 古墳・平安 )5004江 曽原遺跡

D5041 上コブケ遺Ell 集落跡 北字上コブケ 尾文・平安

05042 兄川河床遺跡 その他 萄字上兒川 (兒 )|け ]床 ) B石器 )5042江 曽原史前遺物包蔵地

D5043 翻之田東遺跡 敦布地 [徳寺字間之田 7安 )5082宮 田遺跡

天神前遺跡 敦布地 [徳寺字天神前 亀文・平安・中世 る083天神前遺跡

〕5045 翻之田西遺跡 敦布地 [徳寺字間之田 j墳・平安 汚981岩 間遷跡

〕5046 泉ノ前遺跡 敦布地 ξ力字原ノ前 矢良 万080原前遺跡

〕5047 長田遺謝 教布地 J根字長田 電文

〕5048 電田遺跡 その他の墓 也根字臓田 や世 近世

〕5049 金桜遺跡 教布地 魯合字金桜 亀文・平安 る078金桜遺跡

〕5050 延命寺遺跡 案落跡 各合字延命寺 ふ生・平安 る050延命寺遺跡
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自飾卜6 畳跡筈 重B」 所在地 〔代 薦老 (旧 県番号及び遺謝名等 )

干原田遺跡 敦布地 落合字千原CB j墳・平安 ,5076中 沢遺跡

)5052 と蔵久保遺跡 敦布地 落合字地蔵久保 平安 )5077池保遺謝

)5053 欠之下遺跡 敦布地 正徳寺字欠之下 や世

)5054 花桜遺跡 敦布地 落合字花桜 平安・中世

)5055 落合市道遺跡 散布地 邁合字市道 平安

)5056 正徳寺前田遺跡 敦布地 E徳寺写前田 平安

)5057 林際遺跡 残布地 E徳寺字林際 平安

)5058 屋敷遺 Ell 演布地 き合字屋敷 平安・中世 る08握敷遷Dl

'5059
堀之内遺跡 枚布地 き合字堀之ぬ 平安 る085前 田遺跡

小金田遺跡 敦布地 L岩下字小金田 儲文

半座池遺跡 狭布地 g合字半座池 古墳・平安 る086半座遺跡

]屋之前遺跡 技布地 魯合字団屋之前 平安

三牧地遺跡 救布地 上岩下字三牧地 平安・中世

)5064 卜武家遺跡 柔落跡 上岩下字小武家 子安・中世 )5075武 家遺跡

三富寺遺跡 敦布地 こ徳寺字三宮寺 7安・中世

)5066 九ツ塚遺跡 鼓布地 正徳寺字九ツ塚 7安 中世

五亦尊遺跡 鼓布地 正徳寺写五鉢尊 7安

05068 寺の下遺跡 教布地 」ヽ原西写寺の下 邑文

05069 平塚遺赫 致布地 上神内川字平塚 子安 )5036平 塚澄跡

)5070 塚越遺跡 散布地 上神内川字塚越 j墳・中世 )5038塚 越遺跡

)5071 陰原遺謝 散布地 上神内川字松原 や世

)5072 日下部病院前遺跡 散布地 上神内川字水上 j墳 )5035日 下部病院前遺跡

)5073 八王子遺跡 散布地 小原東字八王子 電文

)5074 立石遺跡 集落跡 小原東字立石 電文・奈良・平安 )5021立司遺跡

)5075 ヨ下部遺跡 集落跡 小原東字大泉庵 電文・奈良・平安・中世 )5022大泉庵遺謝 05023原堰遺跡 05024大 jFB北遺跡 05088日 下部遺跡

5久保遺跡 牧布地 小原東字西久保 罵文・平安

)5077 Fノ 原遺跡 箋布地 3B市場字下ノ原 亀文

)5078 代堀遺謝 救布地 Jヽ原東字太堀 雲良・平安 〕5025大 幅東遺跡 05026大堀南遺跡

〕5079 雪ノ前 (七 日子)遺跡 蒸落跡 ぢ日市場字自ノ前 電文・古墳・奈良・平安 七日子遺El1 05008宮 ノ前遺跡  05011宮 ノ前南遺跡

)5080 ロノ窪遺麟 救布地 ぢ日市場字西ノ窪 巳文・平安 〕5014西 ノ久保遺跡

)5081 天神原南遺跡 敦布地 ぢ日市場字天神原
『

安 〕5013天神原遺跡

)5082 窪現窪経塚 ⊆塚 3日市場権現窪 ,世・近世

)5083 十王堂遺跡 敦布地 七日市場字十王堂 員良・平安 D5016+王堂遺跡

“

沢遺跡 敦布地 七日市場字中沢 子安 〕5015中 沢遺跡

〕5085 伸明遺跡 敦布地 七日市場字神明 長良・平安 〕5109東 後屋敷遺跡

〕5086 下弥勒遺跡 致布地 七日市場字下弥勤 電文・平安 〕5009上 川窪遺跡

)5087 天神原北遺跡 教布地 tB市場字天神原 電文・平安 〕5010下弥勒遺跡

)5088 帽畑北遺跡 敦布地 下井尻字相畑 ぢ墳

団0南遺跡 敦布地 下井房字相畑 コ但

吾土遺跡 炭布地 三ヶ所字唐土 ξ煩・中世

,5091 飛沢遺跡 釈布地 下井尻字飛沢 ,世・近世

,5092 狐塚遺跡 改布地 下井尻字狐塚 子安

,5093 御屋敷南遺跡 救布地 F井尻字御屋敷 電文・平安

御屋敷北遺 Dll 救布地 F井尻字御屋敷 平安

)5095 阿弥陀堂遺跡 救布地 F井開字阿弥陀堂 電文・古墳・奈良・平安 〕5012石原遺跡 05017阿弥ダ堂遺跡 05018宮ノ西遺謝

天神原遺跡 牧布地 F井尻字天神原 平安

)5097 宮ノ西遺跡 救布地 F井尻字宮ノ西 雪煩・中世

)5098 前田違跡 救布地 下神内川字前田 平安

)5099 三ノ上遺跡 救布地 下神内川字宮ノ上 平安

)F9100 と手原遺跡 救布地 L石森字上手原 罵文 )5034上 手原遺跡

)5101 完間遺跡 救布地 三ケ所字浅間 平安・中世

)5102 雪原遺 IElltl 救布地 三ケ所字吉原 平安
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週跡No 遷跡召 腫B」 五在地 時代 言老 0日 県番号及び遺LIl筈 等)

)5103 大橋遺跡 散布地 三ケ所字太橋 平安 。中世

〕510И 通□遷跡 散布地 Jヽ原東字樋□ j墳・平安・中世

〕5105 河野氏屋敷 その他 三ケ所字新町西 や世・近世

)5106 祈町東遺跡 敦布地 三ケ所字新町東 亀文

'5107
ケ所遺跡 集落跡 三ケ所字寺平 7安 中世 )5027三 ヶ所遺跡

)5108 澱冶屋久弥遺跡 敦布地 鳴居寺字鍛冶屋久弥 古眉

)5109 東後屋敷遺跡 表落跡 東後屋敷字小屋敷 電文・奈良・平安 )5029東 後屋敷遺跡

)5110 天神前東遺闘 救布地 大野字天神前 電文・平女 05052天 神前東遺跡

)5111 高畑遺跡 ミ落跡 大野字高畑 電文・古墳・平安 〕5054天 神前西遷跡

)5112 榎本田遺跡 救布地 太野字榎本田 子安 る055榎田遺跡

)5113 く高北遺跡 救布地 下石森字宗高 子安 〕5046宗高北遺跡

,511 ミ高南遺跡 喪布地 下石森字宗高 5生・古墳 )5049宗 高南遺跡

)5115 ミ高西遺跡 枚布地 下石森字宗高 雪墳 )5050宗 高西遺跡

〕5116 天神前北遺跡 敦布地 (野字天神前 平安 )5053天 神前】し遺跡

)5117 石道遺跡 敦布地 (野字市道 平安 )5056寺 前遺跡

)5,18 レツ本遺跡 集落跡 ド神内川字杉本 古墳 )5057杉 木遺跡

〕5119 曇林遺跡 救布地 下石森字雲林 古墳 平安 る048雲林遺跡

)5120 ミ高東遺跡 敦布地 下石森字宗高 電文 る047宗高東遺跡

)5121 ヨ敷添遺跡 技布地 下石森字屋敷添 目文 平安・中世 〕5043林 ノ上遺跡 05044添 森遺 Pi」

)5122 上石森塚越遺跡 致布地 上石森字塚越 罵文・平安 〕5042道 下遺跡

〕5123 自ノ前遺跡 敦布地 下石森字自ノ前 子安 ,5041屋 敷遺跡

05124 上黒本遺跡 敦布地 上石森写上黒木 ミ良・平安 。中世 )5040上 黒木遺謝

〕5125 金山林遺跡 散布地 上石森字金山林 j墳・平安

〕5126 堀ノ内遺跡 集落赫 上石森字堀ノ内 子安

)5127 晨遺跡 散布地 三ケ所字原 古墳 05031郵 田遺跡

)5128 夏木遺跡 敦布地 陽居寺字榎本 苫墳 る033鴨底寺遺謝

)5129 L之割八王子遺跡 敦布地 上之割字八王子 平安

〕5130 三ク所梨木遺跡 教布地 三ク所字梨本 平女

)5131 梨木遺跡 敦布地 上之割字梨本 平安

)5,32 金山遺跡 救布地 秋田字金山 子安

)5133 歌田金桜遺跡 毅布地 駅田字金桜 7安

)5134 塗畑西遺跡 攻布地 駅田字松畑 古 墳

)5135 公畑東遺跡 釈布地 釈田字松畑 縄文・古墳・奈良 汚058松畑遺跡

)5136 即嶽堂遺跡 釈布地 秋田字御嶽堂 古 墳

〕5137 5条遺謝 談布地 次臼字西条 平安

)5138 上町遺跡 敦布地 F粟原字上町 百墳・平安・中世

)5,39 □田遺 PJT 教布地 上栗原字西田 電文・平安 )5065西 田遺跡

〕5140 思屋 0」 遺跡 敦布地 下粟原事紺屋町 ∬生・古墳 平安 )5060紺 屋遺跡

J後遺跡 改布地 下栗原字宮後 子安 )5062宮 後遺跡

)5142 し川通遺跡 狽布地 下棄原字北川通 骰
一

〕5063】 9+1後遺LI

)5143 上沼遺跡 萩布地 つ村字上沼 j墳 。平安

D5144 東小路遺跡 攻布地 和村字東小路 電又・平安 短066西小躇遺跡

〕5145 大林北遺跡 散布地 L栗原字大林 亀又・弥生 古墳・平安 。中世 〕5067太 林北遺跡

〕5146 太林南遺跡 散布地 と栗原字大林 平安 )5068太林南遺LI

〕5147 ,道北遺跡 散布地 上栗原字中追 平安

)5148 ,道南遺跡 敦布地 上栗原字中道 平蜜

)5149 又昌院西LLttre/T 教布地 矢坪 骰
一

)5061永 昌院西山遺謝

)5150 量源寺前古墳 j墳 上万力字蟹沢 S墳 )5070蟹 沢古墳 (長源寺前古墳 )

)5151 観音塚古墳 j墳 也之根写天狗前 j墳
爛071観音塚古墳 (ダ 狩沢古墳)

)5152 山寺古墳 j煩 上岩下写上蟹田 S墳 る072山寺古墳

,5153 天神塚古墳 j墳 上岩下字上天神山 盲 墳 )5074天神la~古墳

,5154 限洞寺古墳 j療 L岩下字牧洞山 百 墳 )5073牧洞寺古墳
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)5155 平塚古墳 古墳 L神内川字平塚 j墳 )5037平塚古墳

)5156 電荷塚古墳 古墳 L神内川字塚越 j墳 )5039稲荷塚古墳

)5157 沖田駕雷煩 古墳 L栗原字沖田 j墳

)5158 や堰鍬名墳 古墳 L栗原字中道 j墳

)5159 3じ 塚古煩 古墳 三ケ所字原 j墳 )5032ふ じ塚古墳

)5160 岩下高墳群 古墳辞 [岩下 j墳

)5161 」根古墳群 古墳辞 也根 j墳

)5162 三士塚 ヨ主塚 L万力字藤塚 Eせ )5069富士塚

)5163 琵茜塚 その他 駅田字松畑 ,世・近世 )5059琵護塚古墳

)5164 仏沢効跡 城館跡 刀差字八幡山 ,世

)5165 切差の城山跡 婉館跡 刀差字八幡山 ,世

)5166 丸山の峰文合跡 城館跡 に字大平山 Ⅲ世

)5167 御前山城跡 叛館跡 L岩下 ,世

)5168 11山 の峰火台跡 城館跡 [徳寺字棚山 HD世

'5169
コ山効跡 城館跡 晨写西山 や世

)5170 野背坂西城跡 城館跡 叱写大平山 中世

,5171 武田金吾屋敷跡 効館跡 ミ後屋敷字小屋敷 中世

,5172 落合館跡 城館跡 暮合字屋敷 中世

)5173 上野氏屋勲 颯館跡 黒写久保 近世

)5174 城伊庵屋敷跡 城館跡 t禅内川写幸ノ前 中世

,5175 連方屋敷 城館跡 三ケ所写連方 中世 )5028連 方屋敷 山梨県指定堂跡

,5176 隻田義定館跡 城館跡 〕ヽ原東字白山 中世 )5019安 田氏館跡

)5177 賓田義定館跡 城館跡 Jヽ原西字八王子 中世

,5178 栗原氏屋致跡 城館跡 L粟原字西神 中世

)5179 菓原氏屋致跡 城館跡 ,村字西小路 中世

)5180 大野砦跡 颯館跡 代野字三十六 中世

)5181 荒神山窯跡 窯跡 ミ写荒神山 平安・中世

)5182 留八幡神社境内 神 社 陀字仲OJ 中世

)5183 ヨ八幡神社社家妨中群 社寺跡 陀 中世・近世

)5184 にイ
=堤

堤防遺跡 3カ字正月林 近世 」梨市指定2跡

)5185 ∃安陣屋跡 0屋跡 ―町田中字梨ノ木 近世 L梨市娼定堂跡

)5,86 膏水陣屋跡 算屋跡 陀字デウノコン 近世 L梨市芋旨定堂跡

)5187 足原田遺跡 集落跡 3カ字足原田 古墳・平安 中世 L梨市指定宝跡

)5188 市本田遺跡 案落跡 卜原西字柿木田 古煩

)5189 □り田遺跡 葉落跡 陀写廻 り田 古墳

)5190 曽棚遺跡 案落跡 陀字中膳棚ほか 平安

〕9001

',平

遺跡 敦布地 貿丘町柳平 電文

偏平遺跡 敦布地 貿丘町北原上塩平 電文 。平安

〕9003 上ノ向遺跡 訳布地 支丘町北原北添川 平安

貫塚遺跡 訳布地 貿丘町北原上野原 電文・平安

上野原遺師 訳布地 貿fI町北原上爵原 電文・奈良 平安 中世・近世

〕9006 上ノ原遺謝 案落跡 貿丘町収平上ノ原 髭文・奈良 平安

)9007 H東遺跡 訳布地 貿丘町収平上ノ原 罵文・古墳・奈良 。平安

奈立破魔場遺 P/T 双布地 貿丘町牧平膝立 平安・奈良・中世

甲手沢遺跡 訳布地 貿丘町牧平押手沢 電文

)9010 j宿道上遺跡 ミ落跡 皮丘町西保中古宿道上 電文・古墳・奈良・平安

)9011 」ヽ林遺跡 双布地 皮丘町西保中古宿道上 電文 平安 中世・近世

)9012 差鱚 跡 改布地 皮丘町西保中太村上 子安

'9013
理破魔射場違跡 訳布地 皮丘町西保中太村上 電文 平安 中世

)9014 j西源寺遺跡 喪布地 皮EIBJ西保中 電文・弥生 古墳・奈良 平安 中世・近世

)9015 □破策射場遺跡 狭布地 皮丘町西保中 邑文・奈良 平安 。中世・近世

)9016 黒破魔射場遺跡 双布地 灰丘町西保中 邑文・弥生・古墳・奈良・平安・中世・近世
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遺 LIINo EElll名 ⊆
=」

所在地 唐代 臆者 (旧 県番号及び還跡名等 )

09017 L平遺跡 救布地 実丘町西保中 B石器・縄文・平安・ 中世 。近世

09018
=家

道東遺跡 改布地 実丘町西保中 E文

09019 笙家道西遺跡 訳布地 実丘町西保中 電文 平安

09020 0ノ 前遺跡 双布地 隻丘町西保中 亀観

09021 キ戸窪遷跡 双布地 実丘町西保中 電文・中世 近世

09022 ぺ幡山遺跡 双布地 実丘9」 西保中下八幡山 尾文

09023 完台遺跡 双布地 夜丘町西保中荒台 電文・平安

09024 ,田圃遺71T 双布地 隻丘町西保中下御所 子安 。中世 近世

09025 □保丸山西遺跡 毅布地 斑丘町西保中下丸山 電文・奈良 。平安

09026 g保下丸山遺跡 救布地 笑丘町西保中下丸山 電文・弥生・古墳 奈良 平安 。中世・近世

09027 去喩庵遺跡 救布地 笑LE町西保下法喩庵 電又・平安 。中世 近世

09028 陀井遺跡 救布地 笑丘町西保下法向奄 電文・平安・中世 。近世

09029 F木曾遺跡 技布地 実EE町西保下下本曾 子安・中世・近世

09030 毒智潰謝 救布地 寝丘町倉科真留 電文

09031 □中尾遺鱗 技布地 実丘町西中尾 亀文・奈良・平安・ 中世・近世

09032 □裏遺跡 技布地 隻丘町倉科西裏 電文・平安

09033

'尾

1遷跡 技布地 実丘町倉利 電文・奈良・平安 近世

09034

'尾

2遷跡 技布地 実E10J倉利 電文・平安

09035 ヨ野遷跡 技布地 隻丘OJ倉科 電文・弥生・奈良・平安・中世

09036 匡下遺跡 救布地 隻丘0」 倉科堰下 昌文

09037 朽地 B遺跡 技布地 隻丘0」 西保下 電文・余良・平安 中世

09038 キ戸川遺跡 救布地 実丘町西保下 B石器・縄文 奈良 平安 。中世

D9039 再地 A遺跡 救布地 隻丘町西保下 亀文 。中世

D9040 △山遺跡 救布地 笑丘町西保下込山 亀吹・余良・平安

09041 也寺遺跡 技布地 笑丘町倉科山寺 亀文・奈良・平安

09042 コ華原遺跡 改布地 笑丘町室伏下 電文

D9043 鸞豊原遺跡 技布地 貫丘町倉科山寺 電文・奈良・平安・ 中世

〕9044 石地 C遺跡 技布地 笑丘OJ倉科 電文・奈良・平安

〕9045 5平沢遺跡 救布地 笑丘町倉科 電又・奈良・平安・中世

宅山 A遺跡 教布地 笑丘町倉科丸山 邑文

〕9047 牝山 B遺跡 救布地 父丘町倉科丸山 亀文

〕9048 ニツ塚遺跡 救布地 夜EE町倉科ニツ塚 電文・奈良・平安 中世

]処遺跡 救布地 夜丘町倉科 電文 奈良・平安・ 中世

g山遺跡 技布地 笑丘町倉科西山 電文 奈良・平安・ 中世

'9051
J田遺跡 技布地 板丘町倉科西山 電文

)9052 もの沢遺跡 牧布地 実丘町倉科滝の沢 電又・弥生 。余良・平安

'9053
令の宮遺跡 救布地 実丘町倉科鈴の自 B石器・縄文・弥生・古墳 平安 。中世・近世

)9054 (石遺跡 救布地 実丘al倉科鈴の自 電文

'9055
L罫田遺跡 牧布地 又丘町倉科鈴の自 電又・弥生・古 lll●・奈良 平安 。中世・近世

〕9056 コ畑遺跡 救布地 実丘町室伏下 電文・平安 ,中世

〕9057 末組遺跡 牧布地 実丘町倉科林組 電文・弥生・平安

〕9058 L野田東遺跡 枚布地 文丘町倉科上野田 日石蓋・縄文・奈良 平安・中世 。近世

)9059 日屋 A遺跡 牧布地 実丘町倉科 電文・平安

〕9960 B屋襲 跡 救布地 隻丘町倉科 平安

)9061 公葉遺跡 攻布地 冥丘町窪平松葉 電又・弥生・奈良・平安・中世

'9062
彗遺Lt 改布地 隻丘町窪平階 電文・弥生・奈良・平安

)9063 東大庭遺跡 改布地 貿丘町東大庭 島文

)9064 尼ノ内遺跡 改布地 冥丘町塞平堀ノ肉 島文

〕9065 賃進屋敷遺跡 釈布地 貿丘町窪平堀ノ内 目文

)9066 薬師堂遺跡 蕉落跡 枚丘町窪平堀ノ内 昌又

〕9067 大久保遺跡 萩布地 牧丘町窪平堀ノ内 罵文

,9068 皮ノ前遺跡 枚布地 枚丘町窪平堀ノ内 罵文

つ
々

Ｏ
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巨闘Nα 畳LIl名 厘別 F在地 |き代 備考 (旧 県番号及び還PTl名 等 )

)9069 貴吹遺跡 枚布地 冥丘町窪平堀ノ内 屁文・平安

υ原遺跡 双布地 隻丘0」 室伏下無田 縄文

)9071 寺屋敷遺跡 双布地 隻丘町千野々富寺屋勲 縄文

)9072 竜当遺跡 双布地 箕丘町袖口大室隋当 亀文・奈良・平安

,9073 袖□西山遺跡 萩布地 隻丘町柚□西山 電文・奈良・平安

〕90イ 4 東上遺跡 敦布地 実丘町剃□東上 電又

)9075 上袖□遺 PIF 致布地 皮丘町/1dl□ 電文・奈良 平安 中世

〕9076 言山遺跡 敦布地 庚丘町和□ 電文・奈良・平安

)9077 久ヽ保遺跡 敦布地 庚丘OJ室伏上大久保 電文 奈良・平安・中世

09078 膏水窪遺跡 歌布地 皮丘町柚□東下 電文 奈良・平安 。中世

09079 中久堰遺跡 集落跡 皮丘町室伏(乙ヶ妻 ) 電文・平安

丸山遺跡 融布地 牧丘 0」 成沢(大沢 ) 電文

)9081 や牧効lL遺 跡 城館跡 伎丘町城古寺 中世 。近世

)9082 閤瀬屋敷址遷跡 碗館跡 隻丘町倉科上部田 中世・近世

)9083 琵琶城址遷跡 成館跡 実丘町西保下辻屋 ,世

)9084 Jヽ日雰城謝 駐館跡 笑丘町西保下小田野 子安 中世 L梨市指定雙跡

由田遺跡 柔落跡 実丘町倉科膳棚 電文・古墳 平安

乞桜神社奥社地肺 社寺跡 夜丘町利□高天原 電又・平安 中世 也梨市指定宝跡

,9087 幸遺跡 (申 請中) 不明 夜丘町隼 ,世・近世

)9088 建懸関 Pll 城館跡 皮丘町牧平 や世 J梨市才旨定宝跡

10001 金久保遺跡 敦布地 三富上柚木字塩原 邑文

10002 aノ木遺跡 炭布地 三富上柚木字塩原 平安

i0003 寺井遺跡 枚布地 三富上柚本字寺井 電文 中世

10004 川上遺跡 枚布地 三富上柚木字稲子沢 平安・中世

10005 電子沢遺跡 枚布地 三富上柚木字稲子沢 古墳・平安 。中世

10006 芹沢遺 PJI 敦布地 三富上柏木字馬込 電文・中世

奥平遺跡 技布地 三富上40木字馬込 電文

下荻原遺跡 技布地 三富上柏木字下荻原 屁凱・弥生・平安

10009 上問坂遺跡 敦布地 三富下釜□字興南 縄度・中世

10010 下釜□第一遺PT 敦布地 三富下釜□字興南 縄文・弥生・平安

10011 下釜□第二遺跡 敦布地 三富下釜□字興南 縄文

10012 又原遺跡 教布地 三富川浦字上奴原 平安

iO013 上灰原遺跡 致布地 三富)け甫字上荻原 尾文・平安 。中世

10014 R沢遺跡 散布地 三富サ|け甫字上双原 尾文・平安 。中世

'0015
∃遺跡 散布地 三富川浦字雷 邑文・平安・中世

10016 見畑遺跡 散布地 三富川浦字雷 7安・中世

iO017 易ノ平遺謝 敦布地 三富サ|け甫字湯ノ平 電文・中也

10018 S」 当遺跡 枚布地 三富サ|け甫字湯ノ平 7安 。中世

10019 天科第一遺PT 敦布地 三富川浦字天科 近世 近世のみ要検討

(科第二遺跡 幾布地 三富川浦字天科 平安

10021 ∃川第一遺謝 技布地 三富サ|け甫字円川 平安・中世

10022 ¶川第二遺跡 牧布地 三富サけ甫字円川 不明 嚢検討

]山遺跡 欲布地 三富上釜□字青笹 平安・中世

10024 司遺跡 教布地 三富徳和字徳Tl 中世

盆原第一遺跡 敦布地 三富徳Tl字徳和 平安・中世

な原第二遺跡 敦布地 三富徳和字徳Tl 7安・中世

10027 大久保遺跡 致布地 三富徳和字徳和 7安・中せ

篭作遺跡 炭布地 三富徳TO字徳禾□ 【安 中世

億禾□遺跡 炭布地 三富徳不0字徳和 電文・中世

水久保遺跡 枚布地 三富徳 /Tll字 徳和 7安・中世

10031 城山劾郭遺橋 晩館跡 三富下釜□ ,世 」梨市指定史跡

10032 川浦□留番所 磯館跡 三富川浦 丘也 J梨市J旨定史跡

つ
０



2010年度 試掘・立会調査一覧表

試掘 単位 :話

No. 遺跡筈 遺跡No. 所在地 調査期間 調査原因 調査面積 開発面積
臓者 (主な遺橋、
置物など)

1 薬師堂遺跡 09066 牧丘町千野 々富 H22.4.12-416 その他建物
(宗教柿譜)

126.0 2,448 住居跡、土師器

つ
と 落合館跡 05172 落 合 日224.2H 個人住宅 4.0 32[

3 包蔵地外 牧丘町室伏 引22.61-6.4 幅祉施設 500 11,36C

4 包薗地外 歌田 引22.6.1-65 保育園 140.0 2,738

5 包蔵地外 市サ||、 南、北
日22.617-
日233.31 道路 200.0 533,409

6 包蔵地外 牧丘町室伏 H22.6.28～ 7.2
その他建物
(消防⌒署Ⅲ 450 1,263

7 包蔵地外 落合 H22.630 地盤改良 12.0 1,480

8 前田遺跡 05098 下神内川 H22.7.9 個人住宅 20.8 402

9 包蔵地外 下石森 J22.914、  15 宅地造成 96.0 2,797

10 包蔵地外 上之割
H22.10.12-
10.14 宅地造成 64.8 1,296

寺屋敷遺跡 09065 千野々富
H2211.8～
1119

農業基盤整備
事業 6.0 75 礎石、陶磁益h

12 薬師堂遺跡 09066 夜丘町窪平
H22.11.8-
11.19

農業基盤整備
事美

10.0 19C 土坑、縄文土蓋

13 曲田遺跡 09085 枚丘町倉科
日22.11,30′―V

H23.3.18 工場 1750 21,lЧ l 住居跡、縄文土器

14 肺本田遺跡 小原西
引2212.14～
引23.1.14 宅地造成 84.0 1,690 住居跡、土師器

15 包蔵地外 下井尻 引23.1.27-22 苫舗 110.0 5,947

16
日下部記念病
院前潰脇

05072 上神内川
引23.2.9-
引23.2.14

その他建物
(病隋Ⅲ 75.0 27,712

17 宗高東遺跡 05120 下石森 日23.2.23 その他建物
(倉庫 )

4.0 649

18 包蔵地外 落合 H23.3.30 そのlt建靱
(福祉施設)

200 965

No.181こついては調査時期の都合 |こ より省略した。
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立会

Nα 遺跡名 遺跡No. 所在地 調査原因 開発面積 調査期間

1 歌田金桜遺跡 05133 歌田 個人住宅 363.52 日22.4.9

つ
乙 宗高南遺跡 05114 下石森 個人住宅 28700 H22428

3 小武家遺跡 05064 上岩下 個人住宅 229,84 日224.28

4 三ヶ所遺跡 05107 三ヶ所 電気工事 (本柱樗設工事) 2.00 →22.5,14、  520

5 太堀遺跡 05078 小原東 個人住宅 287.33 引22514

6 東小路遺跡 05144 中村 個人住電 324.64 引22.5.15、  5.17

7 宗高南遺跡 05114 下石森 個人住宅 301.79 ■22.6.16

8 山根古墳群 05161 也根 個人住宅 373.03 日22.621

9 天神前北遺跡 05¬ 16 大野 個人住宅 7¶ 654 H22,7.2

10 屋敷添遺跡 05121 下石森 その他建物 (自動車倉庫) 99.37 H2275

小武家遺跡 05064 上岩下 個人住宅 279.28 日22.7.20

つ
と 栗原氏屋敷跡 05178 上栗原 個人住宅 (倉庫) 25831 H22723

13 三ヶ所遺跡 05107 三ヶ所 個人住宅 276.64 引22.825

14 三ヶ所遺跡 05107 三ヶ所 姻人住宅 298.74 H22830

15 三ヶ所遺跡 05107 三ヶ所 個人住宅 500.00 引22.9,1

16 三ヶ所遺跡 05107 三ケ所 電気工事 (支線設置工事) 1.00 引229H6

17 三ヶ所遺跡 05107 三ヶ所 個人住宅 498.00 引22.917

18 天神原北遺跡 05087 t5日 市場 個人住宅 88.41 122.101

19 宗高南遺跡 05114 下石森 但人住宅 264.99 引22.10.4、  10.6

20 丸山遺跡 09080 牧丘町成沢 個人住宅 30580 引22.10.12、  10.14

つ
と 三ヶ所遺跡 05107 三ヶ所 個人住宅 274.03 引22.1012

つ
な

つ
ム 大堀遺跡 05078 小原西 その他建物 (作業所) 67.90 →2210.20

つ
０

つ
と 三ケ所遺跡 05107 三ヶ所 個人住宅兼工場又は店舗 633.16 H22.1025

24 日下部遺跡 05075 小原東 個人住宅 38491 H22.10.26

25 三ヶ所遺跡 05107 上之割 個人仁電 5¬ 6.53 日22.10.27、  1.27

26 三ヶ所遺跡 05107 三ヶ所 個人住宅 279,00 日2210.29

フイの
と 塚越遺跡 05070 上神内川 その他開発 (地下埋設物ボーリング調査) 874.26 H22.11.4

28 小武家遺跡 05064 上岩下 廻人住宅 20156 H2211.5

29 阿弥陀堂遺跡 05095 下井尻 個人住宅 39800 日22.12.6

30 三ヶ所遺跡 05107 三ヶ所 個人住宅 255.57 H23117

つ
０ 大堀遺跡 05078 小原東 個人住宅 491.00 日23.1.31

32 間之田西遺跡 05045 正徳寺 個人住宅 299,99 日23.2.1

つ
０
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