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埋蔵文化財は、文献史料のない時代はもちろん、文献等が残されている時代でも、県内

各地域の歴史・文化について、具体的な生活の姿を伝える貴重な資料であり、個性豊かな

地域遺産として欠かせないものです。

県内には現在 14,600か所を越える遺跡 (埋蔵文化財包蔵地)が :あ り、平成 19年度も県

内で 356件の発掘調査が実施されました。中でも、千曲川の堤防整備工事に先立って行わ

れた中野市柳沢遺跡の発掘調査において発見された銅丈と銅鐸 (巻頭図版 1参照)は、「東

日本初」「国内初」という言葉と共に報道され、全国的に注目される大発
i見

となりました。

なお、この青銅器埋納坑の発見により、.北信濃の地で青銅祭器を使用した弥生時代特有の

祭祀が行われていたことが裏付けられました。また、佐久市西近津遺跡群の建物跡の柱穴

からは、「郡」の刻書がある須恵器が出土し、佐久郡衛との関連をうかがわせるものとな

りました。いずれも、話題性が高く、その調査結果の公開は注目を集めました6

こうした調査状況や成果を的確に把握し、その情報を積極的に公開していくことは埋蔵

文化財保護行政を進めていく上での基本的な取り組みであると考えます。

この「長野県埋蔵文化財発掘調査要覧」は(昭和45年度の創刊以来不定期に刊行され

てきましたが、平成 6年度からは毎年刊行されることとなり、今回で 19冊 目となります。

本書では平成 19年度の埋蔵文化財保護行政の現状と発掘調査の概要や県宝に指定されて

いる考古資料の保管・活用状況をまとめ́ました6

-方、埋蔵文化財包蔵地内では、道路建設や農業基盤整備などの公共事業に加えて、民

間の宅地造成事業や個人住宅建設が行われるなど、依然として多くの開発事業が行われて

います。埋蔵文化財の保護を進めるためには、各種開発事業者の方々をはじめ関係機関と

の適切な調整はもちろんのことt県民の皆様の御理解と御協力がますます重要になってお

りますが、本書がその一助となれば幸いです。

本書の刊行に際して、市町村教育委員会等から資料の提供等の御協力をいただきました。

ここに厚く感謝申し上げます。

平成 21年 1月

長野県教育委員会教育長

山 口 利 幸
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1 本書は、平成 19年度における埋蔵文化財保護行政の状況と長野県内で実施された埋蔵文化財包

蔵地 (遺跡)の調査概要をまとめたものである。なお、事務手続き上、平成 19年度中に文化財 ご:生

涯学習課埋蔵文化財係において、届出や報告について受け入れたものを基本としている。    i

2 平成 19年度の普及公開活動と指定文化財及び本発掘調査の概要を作成するについては、市町村

教育委員会、倶わ長野県文化振興事業団長野県埋蔵文化財センター(長野県立歴史館の協力を得た。

3 平成 19年度の調査概要については、以下の項目を掲載した。           ■

(1)本発掘調査           :      
｀

ア 文化財保護法第92条または第99条の第 1項の規定により発掘届、発掘終了報告が提出され

た発掘調査及び史跡等の現状変更に伴う発掘調査の概要を掲載した。
~イ

 年度は、原則として県教育委員会が発掘届 (通知)を受理した時点とした。    ・

ウ 記載項目の内容については、次の点に留意した。      :

例

旧石器、縄文、弥生、古墳、奈良、平安、中世、近世、近・現代の

男Jと した。,                       _
.原

貝Jと して遺構名 `数量 (時期)の順とした。 1~
なお、土墳は土坑とした。                  ‐

⑩出土遺物       記述は時代または時期の順とした。              i
⑪所見・特記事項    発掘主体者の所見等に従つた。

(2)試掘・確認調査

ア 埋蔵文化財試掘 。確認調査報告をもとに作成した。

イ 年度は、原則として県教育委員会が試掘・確認調査報告を受理した時ノ点とした:

(3)工事立会          ‐

ア 文化財保護法第 93条または第 94条の規定により土木工事に伴う発掘届 (通知)が提出された

もののうち、工事立会として処理したものを掲載した。

イ 年度は、原則として土木工事発掘届 (通知)を受理した時点とした:

4 発掘調査された遺跡の写真ほか、掲載写真については、当該市町村教育委員会、長野県埋蔵文

化財センター及び長野県立歴史館から提供を受けた。

5 第Ⅲ章 長野県宝 (考古資料)について、平成 19年度までに指定されたものについて掲載した6

また、活用状況、保管場所への交通手段等については、当該市町村教育委員会から提出された内

容をもとに作成した。

6 掲載市町村名について、平成 19年 4月 1日以降の各事業が行われた時ノ点での新旧市町村名で表

記した。

卿 の時代

⑨検出遺構
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I ―
平成、19年度の埋蔵文化財保護行政

埋蔵文化財保護行政の動向

概 要

文化庁文化財部記念物課は、平成 19年 2月 に『埋蔵文化財の保存と活用鮮反告)一 地域づくり・

ひとづくりをめざす埋蔵文化財保護行政―』―を刊行した。この中で埋蔵文化財行政の基本的な考え

方としてt「地域に所在する埋蔵文化財を正確に把握しくそれぞれの内容・価値に応じて適切に保存

し活用すること」、「埋蔵文化財は土地に埋蔵された状態を保持していること,に意味があることから、

現在ある状態のまま将来に伝えていくこと」を挙げる。そして社会構造の変化等により、遺跡の価

値を損なう開発事業が計画された場合には、事業計画との円滑な調整を行い、重要な遺跡に関して

は史跡指定を図り、やむを得ず開発事業を実施する場合には、次善の策として記録保存のための発

掘調査を実施し、保存の措置を講ずることと説明する。

この考え方を、埋蔵文化財行政の構造として、①把握と周知、②調整、③保存、④活用の4点に

整理し、それぞれに調査が不可欠であると説くσ

本県では、①遺跡の所在と内容を把握し、これを周矢日化するための取り組みとして、「周知の埋蔵

文化財包蔵地の実態調査」を平成 18年度に実施し、時代別・内容別に遺跡を整理した。また、毎

年行われる文化財保護行政担当者会議等を通じて、遺跡の周知・徹底を推進している。  ‐

②開発事業計画に伴う事前調整については、毎年 7月 に「平成○〇年度以降実施予定の公共事業

等に係る埋蔵文化財及び史跡・名勝・天然記念物の保護について」を事業所に照会、市町村教育委

員会を通じて、遺跡保護協議の実施を推進している。また県教育委員会の調整が必要な遺跡保護協

議に関しては、 9月 ～ 12月 を目途に実施している。

③保存には現状保存と記録保存があり、現状保存については遺跡保護協議の上、計画変更をお願

いする場合、史跡等の指定対象とする場合がある。県史跡指定については、須坂市石小屋洞穴ほか

6件の検討を行い、このうち飯山市南本城城跡について、指定調査を実施した。また国史跡指定に

関しては、平成 17年度に通知した「広域史跡指定と整備・活用の推進について」に基づき、飯田

市内主要古墳群さらに下諏訪町星ヶ塔遺跡を保存する措置として、文化庁を交えた調整協議に入っ

た:記録保存の措置は、県内で245件 (法 93条・法 94条 773件中)の発掘調査が実施され、「梓

久保金山遺跡B地′点発掘調査報告書」(川上村教育委員会)ほか64冊の発掘調査報告書が刊行された。

④現状保存された遺跡をはじめt出土した文化財の活用については、平成 19年度発掘調査速報

展「善光寺を掘る !」 (長野市教育委員会)をはじめ、県内各地で32件の普及・公開事業が実施さ

れた。また文化庁主催の「発掘された日本列島2007」 が 9月 に県立歴史館にて開催され、千曲

市社宮司遺跡出土の六角木瞳 (複製)が展示 ,公開された。

平成 19年度に内閣府で実施した「社会意識に関する世論調査」で、日本の国や国民について誇

りに思うことに「長い歴史と伝統」を挙げた割合は43.6.%にのばる。平成 19年 10月 の「文

化審議会文化財分科会企画調査会報告書」では、地域のアイデンティティを確保し、そのきずなを

維持するものとして、文化財や伝統的な文化の価値が見直され、文化財を継承しながら、日々の暮

らしを豊かにする施策が求′められる時代になってきていると提言する。
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(2)「世界文化遺産暫定一覧表」記載候補資産の提案について

従来、世界遺産登録は国主導で行われてきており、地域に登録推進運動はあつても、地域の意向

が登録に直結することはなかった。平成 18年 9月 に文化審議会文化財分科会世界文化遺産特別委

員会が発足し、その審議結果を受けて文化庁は、国内暫定下覧表に記載する資産の候補を都道府県

と市町村が共同で提案することを求めた。これによつて当分 (数年)の間、文化遺産に限り、地域

提案 (公募)の形がとられることとなうた。

平成 18年度に、長野県は3件を市町 (長野市、松本市、南木曽町)と の共同で提案したが、審

議の結果長野県の 3件全てが「継続審議」とされた。

平成 19年度には、長野県は 9月 に 1件新規提案 (岡谷市)し、継続審議とされていた 3件はそ

れぞれ調査・研究を進め12月 に再提案した。本県の提案は次のとおり。 ,

○善光寺と門前町 (長野市)

|    ○松本城 (松本市)

○妻籠宿・馬籠宿と中山道二
『夜明け前』の世界一 (南木曽町、中津り|1市、岐阜県)

○日本製糸業近代化遺産

～日本の近代化をリニ ドし、世界に羽ばたいた糸都岡谷の製糸資産ん:(岡谷市)

(3)発掘調査 _

平成 19年度、県内の発掘調査件数は 356件 (平成 18年度圭388件 )、 内 101件 (平成 ′18年度

=108件 )で本調査が実施 された。昨年度と比較して発掘件数は微減 したが、最近 10年間を見

ると300件前後で増減を繰 り返している。開発に伴 う緊急発掘が 349件 と大部分を占め、研究あ

るいは保存目的の学術発掘は 7件であった。

本発掘調査が実施された市町村は 13市、4町、4村で本発掘が実施された。市町村別に見ると
:佐

久市が 30件 と圧倒的に多くt長野市 12件、飯田市 10件 と続 く。

以下時代ごとに主な調査成果をあげる。

旧石器時代は長野市南曽峯遺跡で昨年度調査区に隣接する地区の調査が行われ、下層の切出形

のナイフ形石器を含む石器群に伴 う礫群が検出された。「神子柴型石斧」「ネ申子柴型尖頭器」の標

識遺跡 として著名な南箕輪村神子柴遺跡の発掘調査報告書が、調査から50年の時を経て刊行さ

れた。

続いて縄文時代の成果をあげるg茅野市小堂見遺跡では竪穴住居跡 3軒 と貯蔵穴等を含む土坑

群が検出され、中期初頭の集落の一部であることが確認された。茅野市中御前遺跡では縄文時

代中期後半の竪穴住居跡 6軒が検出され(環状集落の一端と推測された。山形村三夜塚遺跡・

下原遺跡では灌漑用送水管更新に伴 う、事実上の総延長 1.2キ ロ弱に及ぶ トレンチ調査が実施

された。直径 12m弱の大型竪穴住居跡の他 25件の竪穴住居跡が検出され、大規模な集落の存在

が明らかとならた。箕輪町上の林遺跡では中期中葉から後葉の竪穴住居跡 13軒、掘立柱建物

跡 2軒、土坑 10基を検出が検出され、井戸尻式期住居跡よ、り「二単位抽象文上底有孔鍔付土器」

を含む下括性が高い土器群が出土した。

弥生時代は転機 ともいえる大きな発見があつた年 となった。中野市柳沢遺跡では弥生時代中

期の青銅器埋納抗が検出され、銅支 7点銅鐸 1点が出土した。銅文は大阪湾型 6点 と九州型 1点

の型式が見られ、両者の同時埋納は全国初の事例である。銅鐸は外縁付鉦式の流水文銅鐸である。

弥生時代中期の水田跡及び礫床木棺墓群が検出されており、埋納坑との関連が注目されている。

これまでの東 日本の弥生文化の常識を大きく塗 り替える重要な発見と位置付けられる。発掘調査

は平成 20年度にも継続 して実施される。千曲市八幡遺跡群では工場建設に伴 う調査により集落
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跡の調査が実施され 22軒の竪穴住居跡が検出された。佐久市内では中部横断自動車道に関連す

る弥生時代集落の発掘調査が実施されている。佐久市周防畑遺跡では後期の円形周溝墓 7基が検

出され、県内最大級のヒスイ製勾玉が出土している。佐久市西近津遺跡では昨年度に話題 となっ

た長辺 18mの大型竪穴住居跡 らに連なる集落が調査され、多くの竪穴住居跡等が検出された。飯

田市方角東遺跡と矢崎遺跡では方形周溝墓の調査が行われた:長野市水内坐―元神社遺跡では古

墳時代に埋没 した河川沿岸に形成 された弥生中期の集落域及び弥生後期～古墳前期の墓域の調

査が実施された。

古墳時代の成果をあげる。松本市宮北遺跡では後期の竪穴住居跡 3軒を検出され、良好に

残存する窯跡の発掘が行われた。この竃は袖、煙道の構築法や竃内での甕の使用方法を考え

る上で良好な資料 となろう。飯田市西の塚遺跡では申期から後期の新規古墳 1基が検出され

た6墳丘t埋葬施設 とも削平されていたが、周溝内から葺石や土師器、須恵器、埴輪片が出

土 した。茅野市構井 二阿弥陀堂遺跡では 7世紀末葉から 8世紀初頭の終末期古墳の調査が行

われたが、須恵器以外に主な出土遺物はなかつた:佐久市内:で は根々井居屋敷遺跡t白 山遺

跡群下原遺跡、西一本柳遺跡XV等 の集落遺跡が調査 されている。飯■市月の木遺跡では月

の本古墳に先行する古墳時代中期の集落跡及び周溝墓の調査が実施 された。

古代の成果は以下のとお りである。旧善光寺境内にあたる長野市元善町遺跡からは多量の

瓦片が出土した。なかでも「湖東式軒丸瓦」 と呼ばれる単弁六弁蓮華文軒丸瓦はこれまで確

認 されていた川原寺系ではなく山田寺系の瓦の可能性が指摘 される。佐久市周防畑遺跡群大

豆田遺跡 I・ Iでは 28軒の竪穴住居跡が調査 されt動物や印花文が施 された灰釉小瓶が出土

した。佐久市西近津遺跡では掘立柱建物跡群が検出された。建物跡の柱穴から佐久郡街 との関

連性をうかがわせる「郡」と刻書された須恵器が、竪穴住居跡からは銅製私印が出土した。共に

古代の有力者の存在が想定される発見となった。塩尻市平出遺跡では史跡整備事業に伴 う学術

発掘調査で、10世紀後半から 11世紀前半の住居跡の広がりが確認 された。中野市茶臼峯窯跡

では窯での破損品の捨て場として利用されたと思われる土坑が検出された。茅野市の中核的集落

として知られる阿弥陀堂遺跡では 8軒の竪穴住居跡が検出された。

中世の成果をあげる。千曲市屋代遺跡群城ノ内遺跡では幅 7～8mの居館の堀跡が検出され、

断面観察から土塁状の盛土の存在も明らかとなつた。「八 日市場」という地籍が残る千曲市東條

遺跡では石組みを備える 6軒の方形竪穴状遺構や石組井戸 9基、礎石建物跡 2棟などが検出され

た。また、井戸から出土した「迷故三 〇0」 と墨書された木簡も出土した。県史跡飯田市鈴岡城

跡では遺跡公園整備に係る学術発掘が行われ、郭に沿つた溝、多くの柱穴が検出された8飯綱町

表町遺跡では矢筒城跡 と関係すると思われる戦国時代の建物跡 0井戸跡などが検出された。長野

市善光寺門前町跡では善光寺門前町跡の造成にともなう水路跡 と推定される中世の石積遺構が

検出された。茅野市御社宮司遺跡では集落跡が調査され竪穴建物跡、掘立柱建物跡が検出された。

長野市裾花川扇状地遺跡群御所遺跡では居館の外縁部が調査され、柱穴群が検出されている。東

御́市外山城跡では峰火台と言われている土塁が トレンチ調査され、焼礫、火床部、灰層等が確認

.さ れた。

近世の成果をあげる。佐久市金井坂遺跡では塚や馬頭観音や御岳信仰に関する石碑が調査さ

れた。中野市千田遺跡では複数枚の近世の水田跡が検出された。松本市松本城三の丸跡 (小柳町

第 2次)の調査地は三の丸武家地 (1日 町名 :ガW,町)の下角にあたる。検出された井戸、水道管、

ごみ穴、屋敷境に伴 う杭列、溝状遺構等境界遺構等は絵図資料との一致が確認された。検出され

た 4つの生活面に共通する屋敷地の境界遺構も確認された。長野市松代城下町跡は武家屋敷地の

殿町にあたり、幕末から明治以降の溝や小穴が検出された。
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(4)普及公開活動 と指定文化財

平成 19年度は、坂城町をはじめ 18遺跡で現地説明会が行われた。中野市柳沢遺跡では 11月

3日 、4日 の二日間に 1,890人 の見学者が訪れた。県埋蔵文化財センター職員の説明に熱心に耳

を傾ける参加者の姿は、その関心の高さがうかがえるものであった。長和町の史跡星糞峠黒耀石

原産地遺跡の現地説明会では 300人、佐久市西近津遺跡群では 200人を越え、安曇野市三枚橋遺

跡・藤塚遺跡では 100人 の参加者を数えた。千曲市東條遺跡、坂城町上五明条里水田址でも 100

人近い見学者が訪れ、その他の遺跡でも多くの見学者が訪れた。

平成 19年度においては、現地説明会は前年度より若干開催数は減少 したが、市町村教育委員

会や博物館などが中心となって独自に計画 0実施 した講演会・学習会・体験学習等の普及・啓発

活動は増加 し、参加者も増加傾向となっている。

長野県立歴史館では、文化庁主催の「発掘された日本列島 2007」 が開催され、重要な遺跡・

遺物の最新情報が身近で得られることもありlヶ 月の開催期間に 6,000人 近い見学者が訪れた。

学習会では、子供たちを対象にした体験型の学習会が平成 18年度も人気があった。飯島町飯

島陣屋元気もりもり塾では、縄文土器作 りやクヌギ粉の餅の試食などを子供たちが体験した。さ

らに、博物館や小・中学校などが、土偶作 り、縄文布作 り、勾玉の制作、黒耀石の石器作 り、古

代火起こし、遺跡発掘や土器洗浄の体験など、様々に工夫をこらした企画で親子での参加者を集

めた。今後とも子供たち対象の魅力ある学習会が開かれ、古代や文化財に目を向ける子供たちが

増えていくことが期待される。

埋蔵文化財関係の指定文化財では、例年になく指定数が少なかった。飯島町の針ケ平第一遺跡

出土石器が飯島町有形文化財に指定され、飯山市の大倉崎館跡出土瓦質風炉が飯山市有形文化財

として指定された。県指定としては、平成 17年度に史跡指定された中野市高遠山古墳からの出

土品が県宝に指定された。

これまでのバブル期においては、多くの開発行為に伴 う発掘調査に追われる日々であつた埋蔵

文化財担当者は多かったことと思われる。未だ都市部や道路関連では慌 しく発掘調査をせざるを

得ない地域もあるが、近年の全体的な発掘調査の横ばい状況を考えれば、これまで蓄積された資

料や調査成果をより積極的に公開し、埋蔵文化財への普及・啓発を図るよい機会ではないかとも

考えられる。

長野県教育委員会も例外ではないが、各市町村教育委員会ならびに埋蔵文化財担当者のよリー

層の奮起に期待するところである。

写真 1 平成 19年度に刊行された報告書 (茅野市教育委員会提供)
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2埋 蔵文化財保護行政の現状

(1)埋蔵文化財包蔵地の把握
ア 埋蔵文化財包蔵地の数および市町村別の分布図 (表 1)ヽ     H20日 3月 31日 現在

埋蔵文化財包蔵地の総数14フ 635件 (古墳群中の単独古墳を除く)

※平成19年 1月 に実施した文化庁全国調査を基準とする。

く地図の区分の説明〉       ′

_報 告 書 :詳細分布調査等の結果、違跡地図及び遺跡台帳を冊子にまとめてあるもの。

1/○○○:市町村独自の遺跡地図を作成してあるもの。数字は縮尺。

空  欄 :昭和51～ 53年に県教育委員会が作成したマイラーベTスの青焼きのもの。

市町村名 遺跡数 種類 市町村名 遺跡数 種類 市町村名 遺跡数 種類

長野市 741 1/10000 下諏訪町 報告書 麻績村 69 1/10000

松本市 684 1/1万 ,報告書 32 富士見町 1/1万 ,報告書 62 生坂村 58 1/10000

上田市 872 1/2万 ,1/1万 ,報告書 原 村 、 98 1/10000 63 山形村 43 1/10000

岡谷市 1/6000 34 辰野町 1/25000 朝日村 25 報告書

飯田市 1248 報告書 35 箕輪町 222 報告書 筑北村 63

諏訪市 242 報告書 36 飯島町 120 1/10000 66 池田町 128 報告書

須坂市´ 182 1/10000 37 南箕輪村 1/10000 67 松川村 39

小諸市 252 報告書 38 中川村 96 1/10000 68 白馬村 57 報告書

伊那市 425 1/10000 39 宮田村 72 1/10000 69 小谷村 38 報告書

駒ケ根市 176 1/25000 40 松川町 70 坂城町 148 1/20000

中野市 240 1/2万 ,1/1.5万 41 高森町 182 1/10000 小布施町 99 1/10000

大町市 294 報告書 42 阿南町 120 1/25000 72 高山村 1/10000

飯山市 324 報告書 43 清内路村 27 1/10000 73 山ノ内町 46 1/25000

14 茅野市 347 1/25000 44 阿智村 170 1/10000 74 木島平村 26 1/10000

塩尻市 302 1/10000 45 平谷村 75 野沢温泉村

佐久市 1459 1/5千 ,報告書 46 利艮ココ本寸 33 76 信州新町 59 1/10000

千曲市 517 報́告書 47 下条村 1/10000 77 信濃町 173 報告書

東御市 420 1/5000口 報告書 48 売木村 1/10000 78 飯綱町 145 報告書等

安曇野市 398 1/1万 ,1/2万 ,報告書 49 天竜村 23 1/25000 /1ヽ り‖本寸 53 1/12500

20 小海町 70 報告書 50 泰阜村 141 80 中条村

佐久穂町 1/1万 ,報告書 喬木村 1/10000 栄 村 46 1/25000

22 川上村 57 報告書 52 豊丘村 1/25000

23 南牧村 135 報告書 53 大鹿村

24 南相木村 25 報告書 54 上松町 1/25000

25 Jヒ本目冽ヽ本寸 報告書 55 南木曽町 68 1/30000

26 軽井沢町 報告書 木曽町 1/1万 ,2.5万

27 御代田町 88 1/10000 57 木祖村 53 1/25000

28 立科町 180 1/10000 58 王滝村 24 1/25000

29 長和町 1/25000 59 大桑村 69 1/25000

30 青木村 64 1/10000 60 波田町 1/10000
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大規模開発事業地内における詳細分布調査

国庫補助事業として、中部横断自動車道建設用地内において、遺跡の有無を確認するための試掘

調査を実施した。           ~
※場所と期間

,試掘調査地 (1回 目)は、南佐久郡佐久穂町大字高野町に所在する小山寺窪遺跡隣接地①及び大

字畑に所在する上野月夜原遺跡の隣接地②。調査期間は、平成 19年 8月 29日 ～9月 13日 の間。

・試掘調査地 (2回 目)は、南佐久郡佐久穂町大字声野町に所在すo佐久西小学校裏遺跡及び北沢∫
遺跡の隣接地③、さらに佐久市大字臼田町に所在する上滝 :中滝・下滝遺跡の隣接地④。調査

|

期間は、平成 19年 12月 10日 ～12月 12日 の間。

※結果     ■

6①は既存の小山寺窪遺跡より東 50mの位置に、径 20cmほ どの柱穴状遺構を複数基確認し、石

鉢の破片等の出土遺物をともに採集した。落ち込みの状況から遺構と判断し、遺跡認定 (小山

寺窪遺跡の範囲拡大)を佐久穂町教育委員会、県埋蔵文化財センタこ、国土交通省長野国道事

務所と協議し行つた。

・②では縄文時代後期の摩滅した土器片の出土はあったが、遺構を推定できる落ち込み等は確認

できなかった。結果、当該地区においては、遺跡は存在しない可能性が高いと判断した。

・③は北沢川に面する北側斜面地に、掘立柱建物跡を推定できる柱状の遺構を確認した。出土遺

物はなく、建物跡の時期認定はできなかった。佐久穂町教育委員会、県理蔵文化財センター、

国土交通省長野国道事務所と協議の結果、周知の遺跡範囲の拡大ではなく、新発見の遺跡と

して新規登載することで合意され、次年度以降、県埋蔵文化財センターで記録保存の措置を

実施する方向と決定した。

?④では、遺構・遺物の発見がなく、遺跡が存在する可能性は極めて低いと判断した。

(2)発掘調査                         1 :
ア 発掘届等の件数と原因 (図 1～ 3、 表 2・ 3)

.平成 19年度の土木工事等に伴 う発掘の届出及び通知の件数は、民間によるもの 513件 と国の機関

等によるもの 260件の合計 773件にのばり、前年を34件下回らた。県教育委員会は 773件の届出及

び通知の内約 32%に対して、遺構・遺物の有無や量を把握するための確認調査又は記録作成のため

の本発掘調査を実施するよう指示又は勧告した。

一方tこ うした開発事業に係る緊急発掘調査は、、財団法人長野県文化振興事業団埋蔵文化財セン

ターが行つた 18件をあわせて 349件にのばり、昨年度と比較すると32件減少した。

緊急発掘調査のうち、記録作成のための本発掘調査は 96件と全体の約 28%程度で、残 り72%が

確認調査である。市町村教育委員会の精力的な確認調査と、それに基づく開発事業者との保護協議
|

の結果、設計変更等が図られ、埋蔵文化財が破壊されずに済んだ例も多い6

こうした緊急発掘調査を事業内容別にみると、住宅建設が全体の約 27%で最も多く、道路・鉄道
|_

建設、公園 0宅地造成・学校建設がそれに次いでいる6

総計 11億 5445万円にのばる調査費用の 69%は、国の機関等が負担している。

なお、市町村教育委員会による保存目的の範囲確認調査及び大学等の研究機関による学術調査は

7件であった。
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表2 開発事業種別発掘調査件数

図 1 年度別発掘調査件数

( )内 は平成 18年度

,1
住宅 :観光 :その

学校 :ほか
建設 :― 開発 : 他

※.事業種別費用統計とT致するよう項目を変更したため、前年度の数値は参考。不明のものは空欄

件 450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 234567891011 1213 141516 171819

年度

図2 開発事業に伴う負担者別発掘調査費用

組合 9,347
公社公団 0

民間企業・個
人 33,433

総額 11億 5445万 円

その他 4,672

都道府県
130,152

市町村
200,395

公団公社 地方自治体

図3 開発事業に伴う事業種別発掘調査費用

土地区画整理,

5,565

電気ガス水道,

10,438

農業,17,909

河lliロ ダム
,

115,871

公園u宅地造
成,学校 ,

301517

工場・店舗 =そ
_

の他建物,

54,144   総額 11億 5445万 円

住宅,47,430

観光開発,0

その他,20,105
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表 3 埋蔵文化財発掘―届等件数

番号 市町村名
92条 99条 93条 94条 96条 197条

合  計術

杏

学

調

急

査

緊

調
小 計

学術

調査
試 掘 本 掘

急

杏

緊

調 試 掘 本 掘 小計
掘

示

発

指
立会

指示

慎重
工事

小計
掘

示

発

指

〈
〓
一不

立

指
慎重
ェ事

小計
状

存

現

保

掘

示

発

指

〈
〓

一不

立

指

重

事

慎

工
小計

長野市 42

松本市
1 1

上田市
1

岡谷市
1 1 1

飯田市
1 1 48 1

諏訪市
1 1 1 1

須坂市
1

小諸市

伊那市
1 1 1

駒ヶ根市
1

中野市
1

大町市
1 1

飯山市
1 1

茅野市 44

塩尻市
1

佐久市
21

千曲市
1 1 1 1

東御市
1 1 1 1 1 1

安曇野市
1 1

小海町

佐久穂町
1 1 1

川上村
1 1 1 1 1

南牧村

南相木村

北相木村
1

軽井沢町

御代田町

立科町

長和町
1 1

青木村

下諏訪町
1 1

富士見町
1

原村
1 1 1

辰野町
1 1 1 1

箕輪町

飯島町

南箕輪村
1 1 1 1

中jΠ村
1 1

宮田村

松川町

高森町
0 1

阿南町

清内路村
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番号 市町村名
92条 99条 93条 94条 96条 ,97条

合  計術

杏

学

調

急

杏

緊

調
小計

学術

調査
試 掘 本掘

緊急

調査
試 掘 本掘 小計

掘

示

発
指

△
〓
一不

立

指

重

事

慎

工
小計

発掘

指示

〈
ム
一不

ニユ
指

1真 重
ェ事

小計
現状
保存

掘

示

発

指

〈
〓
一爪

エユ
指

重
事

慎

工
小計

44 阿智村
1 1 1 1 1 1

平谷村

根羽村

下條村

売木村

天龍村

泰阜村

喬木村

豊丘村
1 1

大鹿村

上松町

南木曽町

木曽町

木祖村

王滝村

大桑村

波田町
1 1 1

麻績村
0

生坂村

山形村
1 1 1 1

朝日村

筑北村

也田町

松川村

白馬村

/1ヽ 確ゝ本寸

坂城町
1 1

小布施町

高山村
1 1 1

山ノ内町
1 1 1 1

木島平村

野沢温泉村

信州新町

信濃町
1 1

飯綱町
1 1 1 1 1

rlヽ jlI本寸

中条村

栄
1村

計 144 1154
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(3)市 町村埋蔵文化財担 当職員配置状況 (平成 19年 5月 )

38市町村 (81市町村中)94人
配置率 46.9%

内訳

18市 (68人 )

13町 (18人 )

7村 ( 8人 )

木曽町

囲

明

圏

1人

2γ 3人

4人 以上

~10丁



(4)普及公開活動 と指定文化財

ア 現地説明会

遺 跡 名 主  催  者 遺 跡 概 要 開催 日 見学者数

町横尾遺跡Ⅱ 坂城町教育委員会
縄文時代から平安時代の集落跡。墨書土器などが出
土。

19.7.22 60人

千曲市東條遺跡 県埋蔵文化財センタニ 鎌倉時代の推定古道 「一本松街道」沿いに礎石建物
跡、石積竪穴建物跡、井戸跡等で構成される集落跡。

19。 6.24 97A

茅野市御社宮司遺跡 県埋蔵文化財センタ, 鎌倉時代の推定古道「御射山道」沿いヒ厩跡を中心と
する小集落跡。

19。 7.12 35A

中野市宮沖遺跡 県埋蔵文化財センター 古墳時代後期の竪穴建物跡を中心とした集落跡。 19.7.28 42人

坂城町上五明条里水田址 県埋蔵文化財センター 平安時代中期の竪穴建物跡、掘立柱建物跡で構成され
る集落跡。鉄鐸を副葬する木棺墓など。

19。 9。 2 84人

中野市柳沢遺跡 県埋蔵文化財センター
弥生時代中期後半から後期前半の青0同器埋納坑、水田
跡、礫床木棺墓など。

19.11.3,4 1,890人

佐久市西近津遺跡群 県埋蔵文化財センター
古代佐久郡衛に関わりをもつ有力者の居宅跡。銅印や
「郡」刻書土器など。

19.11.11 212人

史跡星糞峠黒耀石原産地遺跡 長和町 縄文時代の黒耀石採掘址群。 19.8.26 300A

湯倉洞窟 高山村公民館 縄文草創期～の遺物や約7000年前の埋葬人骨が出±。 19.8。 25 34人

上原城下町遺跡 茅野市教育委員会 弥生時代から近世の集落跡6 19.12.22 40人

鈴岡城跡 飯田市教育委員会 県史跡 「鈴岡城址」の二の郭及び堀の調査。 19.6.9 60A

方角東遺跡 飯田市教育委員会 弥生時代後期の方形周溝墓。 19.8。 10 20A

月の木遺跡 飯田市教育委員会 古墳時代前期～中期の集落跡・墓域、中世の居館址。 19。 10.6 60人
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遺 跡 名 主  催  者 遺 跡 概 要 開催 日 見学者数

理兵衛堤防 中川村教育委員会
江戸時代後期に松村理兵衛忠欣・常邑・忠良の 3代に
わたり築かれた80m余 の石積堤防の有無確認。

19.10.21 70ノ、

渋取田遺跡 上田市教育委員会 古墳時代後期から平安時代の集落遺跡。 19.9.29 50人

大室古墳群 長野市教育委員会 5～ 7世紀に築造された総数約500基 の古墳群。 19.11.10 78人

三枚橋遺跡・藤塚遺跡 安曇野市教育委員会 奈良・平安時代の集落跡。 19。 11.23 100人

下瀬河原遺跡 阿智村教育委員会 神坂峠麓園原の古墳時代 。近世の遺跡。 19.11.24 30A

中川村 理兵衛堤防 (江戸時代後期)現地説明会写真2

-12-
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イ 速報展・企画展

テーマ 主  催  者 内 容 場 期  間 観覧者数

村上義清と風林火山の時代
坂城町
坂城町鉄の展示館

戦国時代の武将村上義清と、武田・上杉
氏に関する展示

坂城町鉄の展示館 19。 9。 15-11.25 3,854人

企画展 「わが町文化財展」 松本市立考古博物館

松本市立博物館・松本市立考古博物館所
蔵の国・県・市指定の文化財を紹介、展 松本市立考古博物館 19。 10.13-20.1 1,167人

速報展示 「発掘された松本
2007」

松本市教育委員会
平成19年度に松本市内で行なわれた発掘

調査の成果を紹介 し、出土品を展示
松本市時計博物館 20。 2.15-2.22 365人

資料展 鳴呼牧之島城 信州新町博物館
甲州流築城術を今に伝える城に関する古
文書、古図面等、パネル展示

信州新町美術館 19。 10.6-11 500ノ、

長野県埋蔵文化財センタ‐

設立25周年記念展 「埋もれ
ていた信州遺産の発見」

長野県埋蔵文化財センター

長野県立歴史館

埋蔵文化財センターの調査遺跡から選 り

すぐりの資料を展示
長野県立歴史館 19.5。 19-7.1 5,962人

長野県埋蔵文化財センター

速報展 「長野県の遺跡
2007」

長野県埋蔵文化財センター

長野県立歴史館
長野県伊那文化会館  ―

長野県教育委員会

平成18年度の発掘調査で出土した資料の

展示
長野県伊那文化会館 7.5～ 7 1:029人

県庁ロビニ展「長野県の遺
跡発掘2008」

長野県教育委員会
中野市柳沢遺跡と佐久市西近津遺跡群の

出土品、パネルを展示    : 長野県庁 1階 ロビー 20。 2.5-2.15

「写真でみる長野県の遺跡
発掘2008」

長野県埋蔵文化財センター 平成19年度の発掘調査遺跡をパネルで紹
介

しなの鉄道屋代駅 千曲

市民ギャラリー
20.2.18-2。 26

長野県埋蔵文化財センター

速報展 「長野県の遺跡
2008」

長野県埋蔵文化財センター

長野県立歴史館
長野県伊那文化会館
長野県教育委員会

平成19年度の発掘調査で出土した資料の

展示       : 長野県立歴史館 3.15↑ Y5 12,978ノ、

企画展 縄文時代の黒耀石

鉱山を考える
長和町
明治大学博物館

鉱山とは何かを考える素材として、黒耀
石・サヌカイ トの流通に関連する資料
や、時代を超えて、国内外の鉱山の事例
を紹介

明治大学黒耀石研究セ
ンター

19。 8.1～ 9。 30 1,437A

長野県埋蔵文化財センター

速報展 「長野県の遺跡発掘
2007」

長野県埋蔵文化財センター

長野県立歴史館
平成18年度の同センタ_調査成果を速報 ' 当館企画展示室 19。 3.17-5 10,125人

春季展
埋もれていた信州遺産の発
見―長野県埋蔵文化財セン

ター25年 の歩みから一

長野県埋蔵文化財センター

長野県立歴史館
長野県埋蔵文化財センター設立25周年の

発掘調査成果を展示 60遺跡1,000点 ― 当館企画展示室 19.5。 19～7.1 5,960人

発掘された日本列島2007
文化庁

長野県立歴史館

全国巡回展 「新発見考古速報展」
全国51遺跡の考古資料470点 を展示

当館企画展示室 19。 9.1へ′9.30 5,906人

長野県埋蔵文化財センター

速報展 「長野県の遺跡発掘
2008」

長野県埋蔵文化財センター

長野県立歴史館
平成19年度の同セ

|ン

ター調査成果を速報 当館企画展示室 3.15-5
3,142人

(3月 末まで)

企画展「武田信玄の史跡―

武田信玄の残 した足跡一」
茅野市神長官守矢史料館

戦国時代武田信玄諏訪統治時代の山城や

出土遺物を展示
茅野市神長官守矢史料館 18.7.28-9。 24 1,712人

特別展 |
「尖石遺跡―試掘調査の成

果から一」

茅野市尖石縄文考古館

平成 2年度からの試掘調査で出土した資

料の公開展示と尖石縄文集落の構造と変

遷を探る

尖石縄文考古館
特別展示室

19。 7.14-12.28 22,178人

ロビー写真展
史跡公園・竜神池周辺の野
鳥たち

茅野市尖石縄文考古館
尖石史跡公園・竜神池周辺の野鳥の写真

展

尖石縄文考古館
ロビー

20.3.1-3.30 1,167人

発掘 北原遺跡 高森町歴史民俗資料館
平成 17、・18年度に実施した北原遺跡発掘

調査の速報と出土遺物 (北原式土器・石

器・古墳副葬品)を展示
高森町歴史民俗資料館 7.1～ 7.31 587人

秋季展示「鏡栢景―古墳～
近世下伊那の鏡―」

飯田市上郷考古博物館
飯田下伊那に現存する古墳時代から江戸

時代の鏡を展示
飯田市上郷考古博物館 19。 10。 27-12.2 486人
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テーマ 主 _ 催  者 内 容 場 期  間 観覧者数

特別展 苅谷原遺跡発掘出
土品展

中川村歴史民俗資料館

平成12～ 15年度にかけて 4次にわたり行
なわれた弥生時代の苅谷原遺跡の学術発
掘調査の成果を、土器や石器んどの遺物
と写真、及び説明パネルを中心に構成し
て展示

中川村歴史民俗資料館 19。 11.3-11.29 157人

企画展 「中野市の歴史と文

化」
中野市教育委員会

中野市の原始・古代から明治時代までの

歴史を紹介 (中野市歴史民俗資料館が所
蔵する県宝、市指定有形文化財を展示)

中野市歴史民俗資料館 19.8。 31～ 10.28 855人

平出古代の村発掘展 塩尻市立平出博物館
「平出遺跡公園古代の村地区」の発掘調
査によつて出土した遺物の展示等

塩尻市立平出博物館 19.8。 7～8.24 1,062人

小段遺跡発掘展
塩尻市立平出博物館
塩尻市洗馬公民館

小段遺跡の調査成果の発表と、発見され
た遺物の展示

塩尻市洗馬支所 19。 10。 20、  21 200人

速報展 平成19年度の発掘
調査

信濃町教育委員会
平成19年度におこなった発掘調査で出土
した遺物の速報展示

町内の公民館 4ヵ 所

19。 10.27028
19。 11。 3・ 4

19。 11.24025
20.3.1 32

約2,000人

戦国領主屋代氏と屋代家文
千山市教育委員会 千山市指定文化財屋代家文書を展示 森将軍塚古墳館 19。 4.1～ 5。 6 7,101人

発掘された日本列島2007

地域展

着飾った古代人
千曲市教育委員会 縄文時代か ら平安時代の装飾品を展示 森将軍塚古墳館 19。 9。 1↑V10. 10 6,506人

特別展 上田地方の奈良
平安時代の生活と文化

上田市立信濃国分寺資料館

上田地方の奈良・平安時代の遺跡から出
土した土器・陶磁器・金属器・木製品な
どを展示

上田市立信濃国分寺資料
館  . 19.4。 1～ 5。 20 2,226人

特別展 古代信濃の文字 上田市立信濃国分寺資料館
県内の遺跡から出土した墨書土器・刻書
土器 0文字瓦・銅印などを展示

上田市立信濃国分寺資料
館

9.15-11.4 2,426人

発掘された古牧の遺跡展 長野市教育委員会
平林東沖遺跡を中心とした古牧地区の遺
跡の紹介

長野市立古牧公民館 19」 11.3 182人

発掘された吉田地区の遺跡 長野市教育委員会
吉田古屋敷遺跡の平成19年度発掘調査の

速報展            ヽ 長野市立吉田公民館 20。 2。 2.25-2.29 500人

第 9回平成19年度発掘調査
速報展 「善光寺を掘る‐

!」
長野市教育委員会

平成19年度に行つた発掘調査の出土遺物
等を展示

長野市立博物館ロビー 20。 3.29-5.6 5,200人

北相木村の外からきたモ

ノー考古資料から見る地域
間交流

北相木村考古博物館
村内各地で出土した、他地域との関連が
ある遺物を展示

北相木村考古博物館 19:11.2-20。 1。 27 253人

ミニ企画展「相木城ってど
んな城」

北相木村考古博物館 中世の山城相木城を写真で紹介 北相木村考古博物館 20.2.1へ′3.31 43人

東御市の化石と埋蔵文化財
展

東御市教育委員会

アケボノゾウ化石発掘調査で出土したゾ

ウ・植物等の化石と、市内の主要な遺
物・最近の発掘調査により出土した遺物
を展示

東御市文化会館展示室 19。 12.15-12.23 328人
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ウ 講座 口講演会 ロシンポジウム

テーマ 主  催  者 内 容 場 開催日 参加者数

坂木街道塾「北日名経塚をはじ
めとした坂城町の信仰」

(株)ま ちづくり坂城
青木下遺跡 (古墳時代)、 北日名経
塚 (平安時代)な どを通して、坂城
町の信仰の歴史を解説

坂城町コミュニ

ティーセンター
19。 10:30 35人

第29回あがたの森考古学ゼミ
ナール 松本市立考古博物館

「近代・現代の長野県内の考古学
史」            、
講師 :宮 下健司
「松本の遺跡 と発掘」
講師 :直井雅尚

あがたの森文化会館 19。 7.14,7.21 120人

長野県の遺跡発掘2oo7

調査報告会 1
長野県埋蔵文化財センター 飯綱町表町遺跡 千曲市東條遺跡

佐久市西近津遺跡群の報告
長野県立歴史館 19。 4。 14 120人

長野県の遺跡発掘2007

講演会1
長野県埋蔵文化財センター 古代・中世の村落

講師 :京都大学教授 金田章裕
長野県立歴史館 19。 4。 14 120人

長野県の遺跡発掘2007

調査報告会2
長野県埋蔵文化財センター

茅野市御社宮司遺跡 茅野市構井・

阿弥陀堂遺跡 伊那市東高遠若宮武
家屋敷跡の報告|  |

長野県伊那文化会館 19。 7.14 160人

長野県の遺跡発掘2007

講演会2
長野県埋蔵文化財センター 高遠城とその城下町を考える

講師 :信州大学教授
1笹

本正治
長野県伊那文化会館 19.7.14 160人

長和町民大学
長和町教育委員会
明治大学博物館

明治大学文学部准教授吉田 優
「地域史調査と中山道
―長久保宿石合家文書について二」

長和町和田コミニ

ティセンター
19.8 58人

長和町民大学
長和町教育委員会
明治大学博物館

明治大学キャンパスツアー 博物館
特別展見学 「明治大学所蔵 村絵図
の世界故郷の原風景を歩く」

明治大学博物館 19。 10。 26 50人

長和町民大学
長和町教育委員会
明治大学博物館

明治大学文学部教授安蒜 政雄
「考古学と黒耀石」

長和町和田コミニ

ティセンター
47人

長和町民大学
長和町教育委員会
明治大学博物館

明治大学博物館学芸員 日比 佳代子
「過去の記録を未来に伝える

長和町アアカイブス」
長和町和田コミニ

ティセンター
20。 1.25 42人

長和町民大学
長和町教育委員会
明治大学博物館

明治大学博物館学芸員外山 徹
「日本の伝統工芸 ―和紙一」

長和町和田コミニ

ティセンター
20。 3.28 45人

考古学講座

野尻湖周辺の先土器時代遺跡群
長野県立歴史館

野尻湖周辺の発掘調査成果
講師 :大竹憲昭

当館講堂 19。 5 62人

考古学講座
古代善光寺平と松本平の大遺跡

長野県立歴史館
食器の変遷から見た集落展開の意義
講師 :原明芳

当館講堂 19.6.23 70人

考古学講座
浅間山ろくの縄紋ムラと土器

長野県立歴史館
浅間山ろく縄文中期の遺跡分布の意
味、土器胎土分析
講師 :水沢教子

当館講堂 19。 7.28 64人

考古学講座
伊那谷の古墳文化

長野県立歴史館
下伊那の古墳文化の展開と特徴
講師 :県埋文センター若林卓

当館講堂 人

考古学講座

遺跡探訪会
長野県立歴史館

飯田市内の古墳見学
講師 :飯 田市教育委員会 渋谷恵美
子

当館講堂 19。 10。 13 人

考古学講座
遺跡に見る古代から中世の展開

長野県立歴史館
遺跡の展開から見た北信の中世
講師 :県埋文センター市り|1隆之

当館講堂 19。 11.24 39人

特別考古学講座
シンポジウム「柳沢遺跡を考え
る」

長野県立歴史館
長野県埋蔵文化財センター

銅剣・銅鐸を出土した柳沢遺跡の意義
を検討
講演 :笹沢浩・工楽善通

当館講堂 20。 3.15 320人

やさしい信濃の歴史講座
信州産黒曜石を求めて

長野県立歴史館
原始の信州産黒曜石の流通
講師 :谷和隆

当館講堂 19。 11.11 85人
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テーマ 主  催  者 内 容 場 開催日 参加者数

やさしい信濃の歴史講座

古代の信濃ブラン ド
長野県立歴史館

古代の信濃産物
講師 :黒岩龍也

当館講堂 19。 12.9 78人

やさしい信濃の歴史講座

海を渡る銭、地に埋まる銭
長野県立歴史館

中世の渡来銭・埋納銭
講師 :偉 田伊史

当館講堂 20。 1.13 97人

信州ふれあい歴史講座
遺跡から歴史を読む②

長野県立歴史館

下呂石と黒曜石から縄文時代を見る

講師 :県埋文センタニ鶴田典昭

矢じり作 りのムラー茅野市駒形遺跡
の調査成果から     :
講師 :県埋文センター贄田明

当館講堂 19。 4.21 67人

信州ふれあい歴史講座
遺跡から歴史を読む③

長野県立歴史館

土師器甕と古代信濃の交流
講師 :県埋文センタァ藤原直人
井戸跡の話一千山市東條遺跡から―

講師 :県撰文センター小林秀行

当館講堂 19。 4.28 72人

信州ふれあい歴史講座
石から見た信州文化の源流

長野県立歴史館

日本列島人類文化のはじまり
下再び竹佐中原遺跡を考える一

講師 :大竹憲明     _´
縄文文化のはじまり

講師 :谷和隆

当館講堂 20.2.2 163人

春季展 考古学フォーラム 長野県考古学会 _

長野県立歴史館
県内における戦跡考古学の現状と課

題
当館講堂 19.6.17 51人

発掘された日本列島2007 講演
長野県立歴史館

信州の遺跡から歴史を読む
講師 :宮下健司

当館講堂 19:9。 8 79人

講演会 「信玄の時代の遺跡」 茅野市神長官守矢史料館

「考古学から見た諏訪の山城」

講師 :県埋文センター 河西克造
「武田時代の諏訪の遺跡」

講師 :茅野市教育委員会 柳り|1英司

茅野市役所議会棟
大会議室

19。 9。 15 50人

第12回縄文文化講座

講演会   j

蓼科文庸・縄文文化輝く会
茅野市教育委員会
茅野市尖石縄文考古館

「有効鍔付土器の形 と用途」

講師 :前 山梨県埋蔵文化財センター

長沢宏昌         、
「有効鍔付土器の図像世界」

講師 :井戸尻考古館長 刀ヽ林公明

茅野市役所議会棟
大会議室

H19.8.26 60人

縄文文化大学講座
茅野市尖石縄文考古館

「尖石遺跡一尖石集落観はどう変
わったか一」
講師 :第 2回尖石縄文文化賞受賞者
勅使河原彰
尖石縄文考古館学芸員 ガヽ林深志

尖石縄文考古館 、

ガイダンスルーム
H18.10。 6 53人

縄文ゼミナール 茅野市尖石縄文考古館
「黒曜石 3万年の旅」

講師 :浅間縄文 ミュージアム 堤隆
尖石縄文考古館
ガイダンスルーム

H19。 6.3 58人

縄文ゼ ミナール 茅野市尖石縄文考古館
「ストーンロードをたどる」
講師 :安 中市教育委員会 大工原豊

尖石縄文考古館
ガイダンスルーム

H19。 7.15 69人

縄文ゼ ミナール 茅野市尖石縄文考古館
「黒潮を渡らた黒曜石」
講師 :沼津市教育委員会 池谷信之

尖石縄文考古館
ガイダンスルーム

H19。 9。 16 62人

縄文ゼミナール 茅野市尖石縄文考古館
「信州産黒曜石と旧石器時代人」
講師 :長野県立歴史館 大竹憲昭

尖石縄文考古館
ガイダンスルーム

60人

縄文ゼミナーィレ 茅野市尖石縄文考古館
「黒曜石の流通の背景を探る」
講師 :長和町教育委員会 大竹幸恵

尖石縄文考古館
ガイダンスルーム

H19。 12.16 50人

縄文ゼ ミナール 茅野市尖石縄文考古館
「黒曜石の山を掘る」
講師 :下諏訪町教育委員会 宮坂清

尖石縄文考古館
ガイダンスルーム

48人

秋季展示講演会「東アジアの中
の和鏡一文様と鋳造技術から
二」

飯田市上郷考古博物館
久保田智康氏の講演会
和鏡について文様と鋳造技術を主体
として位置づけた

別府上コミュニ

ティーセンター
19。 10.27 54人

秋季展示講演会 「飯田下伊那の

金属器」
飯田市上郷考古博物館

片山祐介氏の講演会
飯田下伊那の古墳時代の金属器特に
武具 0馬具等を中心にした位置づけ

飯田市上郷考古博物

館
19。 11.17 20人
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テーマ 主  催  者 内 容 場 開催日 参加者数

考古学基礎講座 「縄文の道、弥
生の道」

飯田市上郷考古博物館

考古学的な資料から考えられる縄文
時代や古墳時代の道についてわかり
やすく解説
講師 :吉川金利

飯田市上郷考古博物
館

20.2。 24 22A

館長講座 「渡来系文化と在地勢
力の競合―座光寺と竜丘の古墳
文化―」

飯田市上郷考古博物館
座光寺地区と立岡地区の古墳文化に
ついてわかりやすく解説
講師 :岡 田正彦

飯田市上郷考古博物
館

20.3。 9 38人

講座 「中野市を考古学する」
(全 3回)・

中野市
中野市の石器時代から古墳時代まで
を解説 講師 :中野市歴史民俗資料
館副館長 中島庄一

中野市中野保健セン

ター _

19。 10.31011.22
12.19

3回合計
21人

「高梨氏館跡」国史跡指定記念
講演会

中野市教育委員会
作家 童門冬二先生講演会
演題 歴史に生かすまちづくり
一高梨氏館跡国指定を機会に一

中野市市民会館ホー
ル

19。 5。 13 600人

近世文書講座 (古文書)

(全 9回)i 中野市教育委員会

中野市の平野・高丘地区在住の個人
が所有する江戸時代 (中期～後期)

の古文書を解説
講師 :岩戸貞彦先生

中野市西部公民館
西部文化センター

19。 7。 9～ 20。 3.10

(毎月第2月 曜 日に

開催 )

9回合計
89人

地域学習講座 ふるさと歴史探
訪      ―

(全 5回 )

中野市教育委員会
中野市内の遺跡を見学し、現地で解
説を行 う
講師 :田 中毅、河野実、檀原長則

中野市中央公民館

19。 5。 22

5。 290
6.12・

6.27・

7。 11

5回合計
78人

地域学習講座 歴史講座
(全 3回 )

中野市教育委員会
武田氏の滅亡、上杉家臣団の中の北
信武士の動向を解説
講師 :湯本軍一

中野市中央公民館
19。 11.8・ 11:22・

11.29

3回合計
135人

郷土の歴史講座
(全 9回 )

中野市教育委員会
中野市北部地域の身近な歴史を学習
講師 :徳永泰男

中野市北部公民館

19。 7.11-20。 3.12

(毎月第2水曜 日に

開催 )

9回合計
210人

教養講座 古文書教室

(全 7回 )

中野市教育委員会
中野市永田地区の古文書の解読を教
習
講師 :樋 口和雄

豊田公民館・豊田文

化センタ=

19。 8.22 ・

9。 28・  10。 240
11.21・  12.19・

1.2302.27

7回合計
94人

地域史講演会「中野市柳沢遺跡
調査速報」

中野市教育委員会
中野市柳沢遺跡における最新の考古
学情報を解説
講師 :県埋文センター 上田典男

中野市市民会館会議
室

20。 2.9 150人

平出歴史大学 塩尻市立平出博物館
回

回

「銅鐸のまつ りと信濃」
「釣手土器の誕生」

塩尻市立平出博物館
19。 7115

19。 8。 26
139人

平出博物館土曜サロン 塩尻市立平出博物館
総合テーマ 「まう りの心と造形」

4  (全 5回 )

塩尻市立平出博物館

19.5。 12

19。 6。 9

19.7.21

19。 8。 19

19.9。 15

307人

松本 0木曽地区遺跡発表会 塩尻市立平出博物館
平成19年度に松本・木曽地区で行わ
れた遺跡の発掘調査概要を一般向け
に紹介

塩尻総合文化セン

ター 120A

若澤寺を語る 波田町教育委員会
若澤寺跡で実施された総合調査に伴
う調査報告書発刊記念講演会

波田町中央公民館
波田町保健福祉セン

タ=

19。 8。 11

19。 8。 25
80人

研究大会 「信濃の古代郡衛」 長野県考古学会
榎垣外遺跡と恒川遺跡を比較検討し
ながら古代史の謎を解明する。

カルチャーセンター
20。 2116

20.2:17
120人

駒込の歴史 駒込地区公民館
佐久市駒込の天神小根遺跡を中心に

佐久の旧石器・縄文時代について説
明。

駒込公民館 20.1.27 70人

It\afr,f\n v 7 (社)佐久労働基準協会
佐久市の原始古代について、考古資
料を用いて説明ё

小諸グラン ドキャッ
スルホテル

20.2.5 50人

歴史講座 I(佐久の原始 0古代
を知ろう !)

臼田勝間園

佐久市臼田の大奈良遺跡など佐久の

旧石器から弥生時代までについて説
明。

臼田勝間園 20。 2.20 60人

阿久遺跡保存30周 年シンポジウ
ム  「阿久遺跡が語 りかける糸電
文の心」

30周年シンポジウム実行委員会
原村

当時を振り返り、環状集石群など構
築された謎に迫る
原村埋蔵文化財収蔵庫公開

原村中央公民館
原村埋蔵文化財収蔵
庫

11 ・ 3-11 85人
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テーマ 主  催  者 内 容 場 開催日 参加者数

信濃町の自然と歴史講座 野尻湖ナウヤンゾウ1博物館
科野の古墳=森将軍塚古墳とその活
用から

信濃町公民館古間支

館
19。 7.19 14人

「親子で学ぼう」麻績村中央公
民館・麻績小学校合同講演会

麻績村中央公民館
/Jヽ 1許本交PTA

麻績 「麻績の歴史」
講師 :長野県立歴史館 宮下健司

麻績小学校 20。 1.17 151人

「麻績の歴史を学ぼう」～おみ
図書館講座γ

おみ図書館
「戦国時代の麻績」
講師 :長野県立歴史館 宮下健司

麻績村役場 研修室 19。 10ざ 13 78人

「麻績の歴史を学ぶ会」第39
回研修会

麻績村中央公民館     麻績
の歴史を学ぶ会

「アジアの棚田」
講師 :長野県立歴史館 宮下健司

麻績村役場 研修室 19。 12.16 57人

『文化としての食べ物～食べら
れるものと食べ物～』

千曲市さらしなの里歴史資料館

文化による食バ物観の相違に関する
講演
講師 :文化人類学者 西江雅之

千曲市さらしなの里
歴史資料館

20。 3.23 57人

市民講座講演会「千曲市東條遺
跡の調査と蘇民将来符」

上田市立信濃国分寺資料館

千曲市東條遺跡と蘇民将来符につい
て
講師:県埋文センター主任調査研究員

岡村秀雄

上田市立信濃国分寺
資料館

19。 6.24 36人

市民講座講演会「縄文時代遺跡
の最新の調査成果」

上田市立信濃国分寺資料館

縄文時代の最新の遺跡・遺物につい
て          '
講師:県埋文センター調査部長

平林彰

上田市立信濃国分寺
資料館

19。 9.2 36人

特別展講演会 「遺跡出土の墨書
土器が語るもの」

上田市立信濃国分寺資料館
墨書土器のもつ意味や特色について

講師 :群馬県埋蔵文化財調査事業団専

門員 高島英之

上田市立信濃国分寺
資料館

19。 9。 30 38人

特別展講演会 「古代信濃の文

字」
上田市立信濃国分寺資料館

墨書土器や銅印などの文字資料につ
いて概観
講師:国立歴史民俗博物館長 平川南

上田市立信濃国分寺
資料館

19。 10。 21 52人

遺跡の発掘と地域の歴史 長野ロータリークラブ 善光寺古代瓦について
ホテル国際21 藤の

間
19。 5.22 40人

遺跡の発掘と地域の歴史 長野市立城山公民館 発掘された善光寺瓦 長野市立城山公民館 19。 10.5 40人

遺跡の発掘と地域の歴史 信濃史学会 古代から中世の善光寺
長野市立博物館会議
室

20。 3.29 50人

井戸尻文化講座① 井戸尻考古館

月のコスモロジー
ー石器時代の世界観のモデルとなら
た月の循環運動と図形一

講師 :井戸尻考古館館長 小林公明

ニユミ

ザ

コ

ラ

町
プ

見

・

士

イ

｛昌
テ

20。 2.24 50A

井戸尻文化講座② 井戸尻考古館
むらの形に表された世界観
講師 :井戸尻考古館学芸員 樋 口誠
司      ′

富士見町コミュニ

ティ・プラザ
20。 3.2 48A

井戸尻文化講座③ 井戸昴考古館 t
蛇図像と神話文脈
講師 :民俗学研究者 田中基

富士見町コミュニ

ティ・プラザ
20。 3.16 65人

秋の歴史集中講座 (全4回 ) 安曇野市教育委員会

「縄文時代の安曇野」
「安曇野の古墳」  ―

「古代瓦から見た明科廃寺」
「国府の対岸」

安曇野市豊科公民館
安曇野市穂高会館

19。 9。 150 9。 22 ・

10。 200 11.17
300人

いきいき生涯学習講座・埋蔵文
化財講座 (全 11回 )

東御市教育委員会
東御市及び周辺の遺跡や博物館を巡
り、埋蔵文化財について学ぶ

東御市立図書館
内及び周辺遺跡
物館

市

博 19.5。 11-20。 3.7 延べ210人

市民考古学教室 東御市教育委員会

東御市出土遺物を貸し出した渋川市
北橘博物館や、周辺の埋蔵文化財セ
シター・博物館をもり、埋蔵文化財
について学ぶ

群馬県渋川市北橘歴

史資料館・同市群馬

県埋蔵文化財セン

ター・榛東村耳飾 り
|

館

19。 12.2 28人
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工 学習会・その他

テーマ、 主  催  者 内 容 場 開催日 参加者数

飯島陣屋元気もりもり塾
:「城跡探検と土器探 し」

飯島町歴史民俗資料館

飯島城の見学、十王堂坂の上
遺跡で表面採集
講師 :伊藤修 (飯島町文化財
調査委員)

飯島城、十王堂坂の上遺跡 19.6.23 34人

飯島陣屋元気もりもり塾
「不思議な模様の縄文土器づ

くり」

飯島町歴史民俗資料館 土器の成型 と野焼き 飯島町文化館 19。 9。 8、 10.21 50人

飯島陣屋元気もりもり塾
「縄文人が食べたどんぐりは
うまいのか」

飯島町歴史民俗資料館

あく抜きしたクヌギの実を粉
にして試食
講師 :瀬戸美恵子・田中初子
(王滝村、郷土料理ひだみ)

飯島町歴史民俗資料館・飯島
陣屋

´
30A

飯島陣屋元気もりもり塾
「ダンボールでよろいかぶと
づくり」

飯島町歴史民俗資料館 ダンボールで甲冑をつくる
飯島町歴史民俗資料館・飯島
陣屋、飯島町文化館  _ 20。 2.2、 2.3、 3.1 38人

飯島陣屋元気もりもり塾
「戦国動乱 !岩間山城の戦
い」

飯島町歴史民俗資料館
自作の甲冑を身に着け、本物
の山城跡で合戦

飯島町歴史民俗資料館・飯島
陣屋、岩間城、御嶽山

20.3.16 32人

「勾玉作 り」
坂城ライオンズクラブ・ (株 )

坂城町振興公社
勾玉作 りの体験 びんぐしの里公園 19.5。 13 120人

「坂城 未来への提言」 坂城町立坂城中学校 坂城の歴史を振 り返る 坂城中学校 19.5。 31 170人

火おこし体験学習 坂城町立坂城小学校 火おこしの体験 坂城町和平キヤンプ場 19.7.19 65A

遺跡見学会 坂城町立村上小学校 学区内の遺跡の見学 町内村上地区 19,7 41人

火おこし体験学習 坂城町立村上小学校 火おこしの体験 坂城町和平キャンプ場_
19.7.18 38人

社会見学「わたしたちの坂
城」巡り

坂城町立坂城小学校 県宝格致学校の見学・学習 県宝格致学校 19。 9.26 52ノく

「夏休み土器・土鈴づくり講
泥韮l」

松本市立考古博物館
土器・土鈴づくりと野焼き
講師:考古博物館職員

松本市立考古博物館
19。 7.28、  8.10、

8。 18
16人

馬場信房 と牧之島城 信州新町公民館・ 歴史教室 講師 :駒込幸典 信州新町福社会館 20.01.28 25人

黒耀石体験 ミュージアム友の

会     , 長和町教育委員会
史跡公園の清掃・学習会・遺
跡分布調査他

黒耀石体験 ミュージアム・黒

耀石原産地帯のフィール ド
毎月第1日 曜日 総計180人

保存処理講習会 長野県立歴史館
木製品の保存処理
講師 :水沢教子

当館遺物整理室・保存処理室 10人

企画展体験講座 長野県立歴史館
黒曜石で弓矢を作ってみよう

講師 :大竹幸恵
当館 19。 9.23 54人

企画展体験講座 長野県立歴史館 勾玉づくり 当館
19。 9。 2・ 9016・
23・ 30

167人

縄文教室

縄文時代の布を作つてみよう
茅野市尖石縄文考古館 縄文布づくりの体験 茅野市尖石縄文考古館 19.5。 27 20人

縄文教室
土偶を作つて野焼きしよう

茅野市尖石縄文考古館 土偶の製作と野焼き 茅野市尖石縄文考古館 19.7.28-7 28人

縄文教室
土器を作って野焼きしよう

茅野市尖石縄文考古館 土器の製作と野焼き 茅野市尖石縄文考古館 19.8。 25-8。 26 32人
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テーマ 主  催  者 内 容 場
｀

開催日 参加者数

縄文教室
カゴを作ってみよう

茅野市尖石縄文考古館
縄文のカゴ編み技法に学ぶ、
ツルを使ったカゴづくり体験

茅野市尖石縄文考古館 19。 11。 11 18人

縄文教室

縄文時代のアクセサ リーを

作つてみよう 、

茅野市尖石糸電文考古館 粘土を材料に耳飾り製作体験 茅野市尖石縄文考古館 1.27 18人

縄文教室

黒耀石で石器を作つてみよう
茅野市尖石縄文考古館

黒耀石を使らた石器づ くり体
験

茅野市尖石縄文考古館 20。 3(23 25A

茅野市5000年

尖石縄文まつり'07
茅野市5000年尖石縄文まつり実
行委員会

尖石縄文文化賞授賞式

縄文火祭 り

縄文食
とがりんぴっく (競技)等

尖石縄文公園他 19.10.6-19。 10。 7 4000人

玉造部の会 飯田市上郷考古博物館
滑石で勾玉づくり
講師 :考古博物館職員

飯田市上郷考古博物館 19.4。 22、 12。 16 13人

ぎやまん工房 飯田市上郷考古博物館
ガラス製装身具づくり
講師 :考古博物館職員

飯田市上郷考古博物館
19.5.6、 8.5

20.1.12
52人

縄文土器をつくつてみよう 飯田市上郷考古博物館
小中学生対象の土器づくり教
室 講師 :考古博物館職員

飯田市上郷考古博物館 19,7.1 5人

大人の土器づくり教室 飯田市上郷考古博物館
大人を対象に本格的な土器づ

くり 講師 :考古博物館職員
飯田市上郷考古博物館 19。 6.23-6.24 5人

夏休み原始体験 飯田市上郷考古博物館

土器による煮炊き、火おこし

体験
講師 :考古博物館職員

飯田市上郷考古博物館 19。 7.29 19人

下伊那古墳探検隊 飯田市上郷考古博物館
飯田下伊那の古墳の見学会
講師 :考古博物館職員

飯田市上郷考古博物館 19.′ 5 18人

伊那谷の城郭探訪V 飯田市上郷考古博物館
城郭址の見学会
講師 :下條史学会 原薫

飯田市上郷考古博物館 20人

秋季展示解説会 飯田市上郷考古博物館 秋季展示の展示解説 飯田市上郷考古博物館 19。 11.4、  12.1 12人

古代の遺跡で土器を拾お う ! 飯山市ふるさと館

長峰遺跡群を中心に歩き、土
器のかけらを拾った。
講師 :文化財保護審議会会長
高橋桂

長峰遺跡群他 19.4,21 16人

飯山の遺跡と古墳めぐり 飯山市ふるさと館

市内の古墳、遺跡を歩きなが
ら、講師に説明していただい
た。
講師 :文化財保護審議会会長
高橋桂

市内遺跡・古墳 19.5 15人

縄文土器作 り教室 飯山市ふるさと館
土器つくりと野焼き

講師 :ふ るさと館市民学芸員
田村 0城

飯山市ふるさと館 19。 7.28 15人

平出遺跡公園体験学習講座 塩尻市立平出博物館
石器作 りなど、原始・古代に

関する体験学習 (全 7回 )

平出遺跡公園ガイダンス棟 18.4。 28ほ か 計100人

「まが玉を作うてみよう」 諏訪湖博物館・赤彦記念館 勾玉づくり 諏訪湖博物館 0赤彦記念館 19。  7.1 9A

「黒耀石で石器を作ってみよ

つ」
諏訪湖博物館・赤彦記念館 石器づくり 諏訪湖博物館 0赤彦記念館 19. 8.11 13人

第 12回梨久保縄文セミナー 土師の会
縄文
奏

食作り、縄文土器太鼓演 岡谷市長地公民館
史跡梨久保遺跡

10。 13-10。 14 55人

第28回 少年考古学教室 に久市教育委員会
埋蔵文化財発掘調査の体験学

習
佐久市瀬戸 馬瀬口遺跡 19.8.2～ 8。 3 46人

ジュニア教室「弓矢を作って
飛ばしてみよう」

原村教育委員会

弓・矢・石鏃づくり

講師 :武藤雄六  (原村教育
委員会文化財係 )

原村中央公民館 19。 6.30 35人

野尻湖のひみつツアー 野尻湖ナウマンゾウ博物館
野尻湖 と旧石器の遺跡見学
講師 :博物館職員

野外 (野尻湖周辺) 19.7.29 6人
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テーマ 主  催  者 内 容 場 開催日 参加者数

博物館 ミニ講座 野尻湖ナウマンゾウ博物館
石器づくり

講師 :博物館職員
野尻湖ナウマンゾウ博物館

19。 5.5、 8.2・ 40
6・ 8・ 11012・
140 160 180 19

610人

土器作 り 千曲市さらしなの里歴史資料館 土器作 りと野焼き
千曲市さらしなの里歴史資料
館

19。 4.1-19。 10。 8 269人

古代編物作 り 千曲市さらしなの里歴史資料館
ガマの網代編製品作

′
り 編具

を使っての花瓶敷き作り
千曲市さらしなの里歴史資料
館

19.4.1-20。 3.31 5人

石器作 り 千曲市さらしなの里歴史資料館 黒耀石の石器作 り
千曲市さらしなの里歴史資料
館

19。 4。 1ハし20.3.31 258人

古代火起こし 千曲市さらしなの里歴史資料館
各種火起こし器による着火体
験

千曲市さらしなの里歴史資料
館

19。 4。 1-20。 3.31 2,345人

縄文飾り玉作り 千曲市さらしなの里歴史資料館
滑石によるH種類のペンダン

ト作 り
千曲市さらしなの里歴史資料
館

19。 4.1～20.3.31 947人

縄文人変装 千曲市さらしなの里歴史資料館
縄文服を身につけて縄文人に

変身
千曲市さらしなの里歴史資料
館

19.4.1-20。 3.31 1,293人

木の実ペンダント作り 千山市さらしなの里歴史資料館
トチの実を使つたペンダン ト

作 り
千曲市さらしなの里歴史資料
館

19。 4。 1-20,3.31 15人

ジャンベ教室 千曲市さらしなの里歴史資料館
西アフリカの伝統打楽器
“ジャンベ"の演奏を学ぶ

縄文まつ りで成果を披露

千曲市さらしなの里歴史資料
館

19.7,15ハ ▼10。 29 延べ123人

縄文人の知恵袋教室 千曲市さらしなの里歴史資料館 縄文編布づくり
千山市さらしなの里歴史資料
館    ｀ 19。 12.8-20.3.15 延入73人

親子体験教室 千山市さらしなの里歴史資料館
石器作 りと古代食体験、草木
を使ったコニネターや楽器作
りなどを親子で体験

千曲市さらしなの里歴史資料
館

19。 8。 4ヘノ
9。 2 42A

古代陶芸クラブ 千曲市さらしなの里歴史資料館 須恵器等製作
千山市さらしなの里歴史資料
館

19。 5.20-11 延べ80人

さらしなの里縄文まつ り
さらしなの里縄文まつ り実行委

員会         、

縄文時代の衣食住体験イベン

ト
さらしなの里古代体験パーク 19。 10.28 5,000ノ、

古墳探検隊 千山市森将軍塚古墳
勾玉づくり・火起 し0ガ ラス

玉づくりなどの体験
千山市森将軍塚古墳 19.5。 26-20.2.23 228人

親子古墳教室 千山市森将軍塚古墳
勾玉づくり,埴輪づくりの体
験

千曲市森将軍塚古墳 19:7.29,8。 12 20人

ガラス玉作 り教室 千曲市森将軍塚古墳 ガラス玉づくりの体験 千曲市森将軍塚古墳 19。 7.21-7.22 38人

ボランティアガイ ド養成講座 千曲市森将軍塚古墳
長野県の古代と森将軍塚古墳
について

千曲市森将軍塚古墳 20。 1.20ハ ‐3。 16 163人

親子歴史体験教室 上田市立信濃国分寺資料館
弥生土器や国分寺瓦づくりな
どの体験教室を10回開催

上田市立信濃国分寺資料館他 19。 7.29-11.24 249人

発掘調査体験学習 長野市立吉田小学校 発掘および土器の洗浄作業 長野市 吉田古屋敷遺跡 19。 6.20-6.28 120A

職場体験学習 長野市立櫻ヶ岡中学校 土器の洗浄と復元作業 長野市埋蔵文化財センタ∵ 19。 10。 17-10.18 4人

発掘調査見学会 長野市立柳原公民館 水内坐一元神社遺跡の見学 長野市 水内坐一元神社遺跡 19。 11。 13 30ノk

春の縄文体験学習 井戸尻考古館
飾り玉づくり、丸木弓の的当
てなど

井戸尻史跡公園 19。 5。 5 100人
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土器づくり教室 土器 づ く りの会
生地作 りから野焼きまで行
い、文化祭に出品する

ゆとりろ (公民館活動施設)

井戸尻史跡公園
19。 6.2～ 10.21 23人

夏の縄文体験学習 井戸尻考古館
飾 り玉づくり、丸木弓の的当
て、黒曜石の石器づくりなど

井戸尻史跡公園 19.8.4-8.5 90人

高原の縄文王国収穫祭
高原の縄文王国収穫祭実行委員

各種ワークショップ、フォル

クローレ演奏、祭式と神話の

再現
井戸尻史跡公園 19。 10。 21 500人

東御市史跡めぐり 東御市教育委員会
市内の主な史跡・文化財 (古

墳・登 り窯跡・山城等)の 見
学

市内各地 19。 6。 3 28人

縄文体験キャンプ
NPO法人 「根っこの会」・東
御市教育委員会

縄文小屋 とその周辺に泊ま
り、縄文時代の話を聞き、黒

曜石のナイフを作 り、そのナ

イフで肉を切 り、火起 しをし
て縄文料理を作 り、食べる。

東御市立和小学校樹木園・縄
文小屋

19。 9。 11-9.12 55ノ、

地域の歴史学習講座 「園原の

歴史と文化を考える」
智里西公民館

園原の歴史 0文化について

講師 :阿智村教育委員会 中
里信之

森林拠′点施設
19. 8。  29-11
27

50人

夏休み歴史体験講座 縄文土
器をつくろう

追分郷土館
縄文土器、動物、女神 (土

偶)の作成体験
追分郷土館 19.8.4へ′8.5 33人

写真3  “飯島陣屋元気もりもり塾" 縄文人も食べたどんぐり餅の試食の様子

(飯島町教育委員会提供 )
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オ 出版物

発行者 圭
自

名 発行年月

川上村教育委員会 梓久保金山遺跡B地点発掘調査報告書 18.3

坂城町教育委員会 開畝遺跡Ⅳ 20.3

坂城町教育委員会 町横尾遺跡Ⅱ 20。 3

坂城町教育委員会 坂城町内遺跡発掘調査報告書2007 20.3

坂城町教育委員会 青木下遺跡んよみがえる古代の祈 り～ 20.3

松本市教育委員会 松本市文化財調査報告No。 191 ゴヒ起し遺跡―発掘調査報告書一

松本市教育委員会 松本市文化財調査報告No.192 下出口遺跡―発掘調査報告書T

松本市教育委員会 松本市文化財調査報告NO。 193 岡の官遺跡―第 2次発掘調査報告書二 20. 3. 21

松本市教育委員会 松本市文化財調査報告No。 194 高畑遺跡第2・ 3・ 405次丁発掘調査報告書■ 20. 3. 24

松本市教育委員会 松本市文化財調査報告No.195 平田本郷遺跡―第6次発掘調査報告書一

松本市教育委員会 松本市文化財調査報告No.196 中山古墳群 14015 カニホリ東・西遺跡―発掘調査報告書―

松本市教育委員会 松本市文化財調査報告No。 197 史跡松本城二の丸土塀跡一発掘調査報告書一

松本市教育委員会 中山史跡マップ 20. 3. 30

松本市教育委員会 中山史跡めぐリマップ 3(埴原城跡)
20。  3. 30

松本市教育委員会 中山史跡めぐリマップ4(埴原牧)

松本市教育委員会 申山史跡めぐリマップ3(向畑・坪ノ内古墳群)

信州新町教育委員会 信州新町文化財調査報告書No。 11 「信りlT薪町の仏さま」 19。 3.31

長野県埋蔵文化財センタ 長野県埋蔵文化財センター発掘調奪報告書No83 東高遠若官武家屋敷跡 20。 3

長野県埋蔵文化財センタ 長野県埋蔵文化財センター発掘調査報告書No84 構井・阿弥陀堂遺跡 20。 3

長野県埋蔵文化財センタ 長野県埋蔵文化財センター 年報24 20.3

長野県埋蔵文化財センタ 長野県埋蔵文化財センタニニュース みすずかるvol。 13～ 15
19。 8  19。 11

20.3     _

長和町教育委員会 第3回黒耀石のふるさと祭 り企画展 「縄文時代の黒耀石鉱山を考える」図録 19。 8.1

長和町教育委員会
概報・鷹山遺跡群4 長野県小県郡長和町鷹山遺跡群2007年 度調査概報

一史跡整備に伴 う星糞峠黒耀石原産地遺跡第1号採掘址の調査―
20.3.｀25

長野県立歴史館 長野県立歴史館たよりVol.51～ 54

19。 7.1

19。 9。 5

19。 12.15

20.3.27

長野県立歴史館 ブックレット『信濃の風土と歴史14 わざわい一人びとのくらしと災害一』 20.3.24

長野県立歴史館 研究紀要14号 19。 3.31

長野県立歴史館 速報展リーフレット

茅野市教育委員会 『小堂見遺跡二店舗および医療施設建築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書一』 19。 7

茅野市教育委員会 『中沢遺跡一宅地造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書一』 19。 9

茅野市教育委員会
『下島遺跡 下ッ原遺跡一平成 18・ 19年度広域営農団地農道整備事業八ヶ岳西麓地区に伴う緊急発掘調

査報告書一』
20。 3

茅野市教育委員会 『阿弥陀堂遺跡Ⅶ―平成 19年度宅地造成およびに集合住宅建築工事に伴う緊急発掘調査報告書二』 20.3

茅野市教育委員会 『構井・阿弥陀堂遺跡―集合住宅建築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書―』 20。 3
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発行者 圭
日 名 発行年月

茅野市教育委員会 『市内遺跡Ⅱ一平成 18・ 19年度埋蔵文化財発掘調査報告書―』 20。 3

長野県伊那建設事務所
伊那市教育委員会
長野県埋蔵文化財センタ

国補道路改築事業一般国道152号伊那市高遠バイパス関連 県宝旧馬島家住宅跡庭園整備関連
埋蔵文化財発掘調査報告書―伊那市内一´

東高遠若宮武家屋敷遺跡     
｀ 20.3

高森町教育委員会
高森町埋蔵文化財発掘調査報告書第22集 山吹新田原遺跡・追分遺跡・千早原遺跡・牛牧新田原遺跡・鐘鋳

°

原A遺跡・中平遺跡
19.11

飯田市上郷考古博物館 秋季展示 「鏡栢景―古墳～近世下伊那の鏡

「

」′図録 19。 10

飯田市教育委員会 はりつけ原遺跡 20。 3

飯田市教育委員会 ママ下遺跡 20.3

飯田市教育委員会 川路大明神原遺跡―携帯電話中継基地局鉄塔建設に先立つ埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書― 20.3

飯田市教育委員会 川路大明神原遺跡一個人住宅建設に先立つ埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書一 20。 3

飯田市教育委員会 羽場曙遺跡 方角東遺跡 . 20.3

飯田市教育委員会 おかん塚古墳 20。 3

飯田市教育委員会 恒川遺跡群 (田 中倉恒外地籍) 20.3

飯田市教育委員会 恒川遺跡群下恒川A地籍出土木製品編― 20。 3

中野市教育委員会 中野市文化財調査報告書第5集 東江部村山田庄左衛門家文書目録Ⅲ
~20。

3.31

中野市教育委員会 大久保館跡 ―市道草間農協線道路改良工事に伴 う調査報告書― 19。 12.28

塩尻市立平出博物館 平出博物館紀要第25集 20。 3

塩尻市立平出博物館 博物館講座ノー ト第22集 20.3

塩尻市教育委員会 史跡平出遺跡 一平成18年度史跡等総合整備活用推進事業に係る発掘調査概報一 20。 3

塩尻市教育委員会 小段遺跡 地方道路交付金 (交通安全)事業に伴 う埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書 ‐20。 3

下諏訪町教育委員会 黒耀石原産地遺跡分布調査報告書Ⅱ 一星ヶ塔遺跡一 20,3

岡谷市教育委員会 扇平遺跡発掘調査報告書 (概報) 20。 3.21

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書 第148集 市道遺跡Ⅲ 辻遺跡 儘田遺跡Ⅱ 西裏遺跡 20.3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書 第149集 小山崎遺跡群 反田遺跡 20.3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書 第150集 戸坂遺跡Ⅳ・鳥坂城跡 20。 3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書 第151集 東五里田遺跡Ⅲ 20。 3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書 第152集 市内遺跡発掘調査報告書2006 20。 3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書 第153集 野沢館跡Ⅷ・Ⅸ・X 20。 3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書 第154集 岩村田遺跡群 西一本柳遺跡XV 20.3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書 第155集 北畑遺跡 I・ Ⅱ 北浦遺跡 I 20.3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書 第156集 周防畑遺跡群 大豆田遺跡 I_・ Ⅱ 20。 3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書 第157集 寄塚遺跡群 寄塚遺跡 20.3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書 第158集 岩村田遺跡群 北一本柳遺跡Ⅳ 20。 3

性久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書 第159集 三千東遺跡群 市道遺跡Ⅳ

佐久市教育委員会 佐久市文化財 年報 16 20.3

諏訪市教育委員会 諏訪市埋蔵文化財調査報告第63集 「市内遺跡試掘調査報告書 (平成 19年度) 」 20.3.25
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発行者 圭 名 発行年月

原村教育委員会
原村の埋蔵文化財 72 雁頭沢遺跡 (第 13次)久保地尾根遺跡 (第 11次)出寺平遺跡 (第 2次)三枚田遺跡 (第 5

次)

20・ 3

野尻湖ナウマンゾウ博物館 野尻湖ナウマンゾウ博物館研究報告第16号 第16次野尻湖発掘報告書 20.3.1

信濃町教育委員会 七ツ栗遺跡発掘調査報告書―神子柴型石斧と旧石器・縄文時代の遺跡一 20.2.22

信濃町教育委員会 平成19年度町内遺跡発掘調査報告書一大道下遺跡ほか一

千曲市教育委員会 屋代遺跡群 城ノ内遺跡100屋代遺跡群 荒井遺跡6 20.3

千曲市教育委員会 町裏遺跡 20。 3

千曲市教育委員会 人幡遺跡群 大道遺跡 20.3

千曲市教育委員会 平成18年度 千曲市埋蔵文化財調査報告書 20。 3

千曲市教育委員会 長野県千曲市遺跡分布図 20.3

上田市教育委員会 上田市文化財調査報告書第103集 市内遺跡 平成 20年度市内遺跡発掘調査報告書 20。 3

上田市立信濃国分寺資料館 特別展図録 古代信濃の文字 19。 9。 15

長野市教育委員会 所報No.18 20.2

長野市教育委員会 長野市め埋蔵文化財第120集 浅川扇状地遺跡群 吉田古屋敷遺跡 (5) 20.3

長野市教育委員会 長野市の埋蔵文化財第121集 長野遺跡群 元善町遺跡 善光寺門前町跡 (2) 20.3

長野市教育委員会 長野市の埋蔵文化財第122集 浅川扇状地遺跡群 ニツ宮遺跡(3)浅川端遺跡 (3) 20。 3

長野県富士見町教育委員会 徳久利遺跡 平成19年度個人住宅建築及び個人農地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 20.3

東御市教育委員会 平成19年度市内遺跡確認調査概要報告書 20。 3

東御市教育委員会 東御市市内遺跡分布調査報告書 20.3
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力 新指定文化財 (埋蔵文化財関係)

名 称 種 月可 指定年月日 所 在 地 概 要 所有者

針ヶ平第一遺跡出土石器 飯島町有形文化財
飯島町飯島2357

(飯 島町陣嶺館)

昭和61年の調査によつて出土 した旧石器時代の石器・砕

片・礫808′点。
飯島町

高遠山古墳出土品 県 宝 19.5。 1
中野市歴史民俗資
料館

高遠山古墳 (平成17年3月 28日 県史跡指定)は 4世紀前
半に築造された古墳で、後円部に2つ の埋葬施設を有す
る東日本最古級の前方後円墳である。出土品には、鉄剣
4点、銅鏃4点、鋤鍬先1点、鉄斧1点、刀子1点 tヤ リガ
ンナ2点、管玉4点、ガラス玉5点 、他土器類16点 が出土
し、4世紀前半の築造を考えさせられる出土品のセット
となつている。

中野市

大倉崎館跡出土瓦質風炉 飯山市有形文化財 19。 11.20 飯山市大字飯山
1434-1

抹茶・煎茶を沸かす瓦質の釜。火窓は三箇所あり、やや
大きめの半月形の部分は炭を出し入れした部分、他の二

箇所は小さい火窓で、ハー ト形・三日月形である。
文様は口縁部外面に櫛歯文、胴下半に花文と蓮弁文を

スタンプしている。脚は雲形のものが三足貼り付けられ
ている。雲形には双葉文が配されている。

飯山市

■
■
１
一■
■
■
■
＝
■
■
■
■

写真4 飯山市有形文化財 大倉崎館跡出土瓦質風炉

(飯 山市教育委員会提供)
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(5)補助事業

ア 埋蔵文化財関係補助金事業 立 :円 )

補助事業者 補 助 事 業 名 補助対象経費
補助対象経費部分の内訳

国庫補助金 県費補助金 市町村負担金

松本市 市内遺跡 発掘調査等 1,000,000 500,000 0 500,000

上田市 市内遺跡 発掘調査等 1,800,000 900,000 0 900,000

岡谷市 市内遺跡 発掘調査等 10,000,000 5,000,000 0 5,000,000

飯 田市 市内遺跡 発掘調査等 11,000,000 5,500,000 270,000 5,230,000

諏訪市 市内遺跡 発掘調査等 1,000,000 500,000 0 500,000

茅野市 市内遺跡 発掘調査等 3,540,000 1,770,Oo0 0 1,770,000

佐久市 市内遺跡 発掘調査等 12,000,000 6,000,000 0 6,000,000

東御市 市内遺跡 発掘調査等 2,00o,000 1,000,000 0 1,000,000

長和町 町内遺跡 琴掘調査等 4,000,000 2ダ
‐000,000 0 2,000,000

下諏訪町 町内遺跡 発掘調査等 5,787,000 2,893,000 434,000 2,460,000

富士見町 町内遺跡 発掘調査等 1,000,000 500,000 0 50_0,000

原村 村内遺跡 発掘調査等 840,000 420,000 0 420,000

山形村 村内遺跡 発掘調査等 1,545,000 772,000 -0 773,000

坂城町 町内遺跡 発掘調査等 2,000,000 1,000,000 0 1;000,000

信濃町 町内遺跡 発掘調査等 1,400,000 700,000 0 700,000

茅野市
埋蔵文化財等
再整理

埋蔵文化財保存活
用整備事業

3,750,000 1,875,000 0 1,875,000

東御市
埋蔵文化財等
再整理

埋蔵文化財保存活
用整備事業

2,000,000 1,000,o00 0 1,000,000

合  計 17件 64フ 662,000 32,330,000 704ヮ 000 317628,000
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イ 記念物 (史跡 口名勝・天然記念物・文化的景観)補助金事業 :円 )

補助事業者 補 助 事 業 名 補助対象経費
補助対象経費部分の内訳

国庫補助金 県費補助金 市町村負担金

長野市 大室古墳群
史跡等・登録記念物
保存修理

37,500,000 18,750:000 2,812,000 15,938)000

長野市
松代城跡附新御
殿跡

史跡等・登録記念物
保存修理 2,750,000 1,925,000 0 825,000

上田市
'

信濃国分寺跡
史跡等・登録記念物
保存修理

8,000,000 4,000,000 400,、000 3,600,000

伊那市 高遠城跡
史跡等・登録記念物
保存修理

38,748,000 19,374,000 0 19,374,000

茅野市 尖石石器時代遺跡
史跡等・登録記念物
保存修理

3,000,000 1,500,000 225,000 1,275,00o

佐久市 龍岡城跡
史跡等・登録記念物
保存修理

13,760,000 6,880,000 0 6,880,000

千曲市
娘捨 (田 毎の

月 )

史跡等・登録記念物
保存修理

31,200,000 15,600,000 2,340,000 13,260,000

長和町 、 和田宿本陣 (中

山道)

史跡等・登録記念物
保存修理

32,673,000 16,336,000 0 16,337,000

長和町
永代人馬施行所
(中 山道)

史跡等・登録記念物
保存修理

17,500,000 8,750,000 0 8,し 750,000

南木曽町 中山道
史跡等 Q登録記念物
保存修理

2,500,000 1,250,000 187,000 1,063,000

宗教法人長国寺
松代藩主真田家
墓所

史跡等・登録記念物
保存修理  ´

13,000,000 6,500,000 0 6,500,000

長野市
松代城跡附新御
殿跡

史跡等総合整備活用
推進 118,750,000 59,375,000 0 59,375,000

塩尻市 平出遺跡
史跡等総合整備活用
推進

54,750,000 27,375,000 2,737,000 24,638,000

千山市 娘捨棚田 文化的景観保護推進 2,000,000 1,000,000 0 1,000,000

上田市 信濃国分寺跡
史跡等買上げ (直接
買上げ)

50,000,000 40,000,000 1,650,000 8,350,000

茅野市
上ノ段石器時代
遺跡

史跡等買上げ (直接
買上げ)

47,000,000 37,600,000 0 9,400,000

塩尻市 平出遺跡
史跡等買上げ (直接
買上げ)

110,572,000 88,45「7,000 3,648,000 18,467,000

長野市 大室古墳群
史跡等買上げ (先行
取得償還)

78,941,000 63,151,000 2,604,000 13,186,000

合  計 18件 662,644,000 417,823,000 16,603,000 228,218,000
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(6)会議及び研修           ‐

ア
く
市町村埋蔵文化財担当者発掘調査技術研修会

日  時  平成 20′ 年 1月 23日 (わ
｀

場  所  長野県 千曲市

参加人員  91 名 (長野県内)

イ 関東甲信越静地区担当者会議・研修会

① 平成 19年度関東甲信越静地区埋蔵文化財行政担当者会議   =        :
日 時  平成 19年 11月 1日 (本>2日 (a
場  所 :長野県 長野市

参カロ人員  9 名 (長野県内)

協議内容  「埋蔵文化財の諸課題の協議

現地視察  大室古墳群、史跡文武学校、史跡松代城跡附新御殿跡、松代大本営象山地下壕

② 平成 19年度関東甲信越静地区埋蔵文化財担当職員共同研修協議会         :
同 時  平成 19年 11月 28日 は)29日休 )

場  所  静岡県 磐田市

参加人員  7 名 (長野県内)

講演    「国分寺研究の現状及び諸問題」

鯨都大学大学院文学研究科教授 上原真人)

「遠江国分寺跡の調査概要について」

催綱市教育委員会文化財課キ杏 安藤 寛):

「古代寺院の保存と活用」
~    (文

化庁文 麒梓Б記念物課調査官 清野孝之)

現地研修  遠江国分寺跡(旧見付学校附磐田文庫

ウ 文化庁等主催埋蔵文化財担当職員講習会

① 平成 19年度第 1回埋蔵文化財担当職員等講習会

日  時  平成 19年 9月 6日肉 ～8日 (土)0月 8日 (土)=現地見学会)

場  所  福島県 白河市 0(小峰城跡 =現地見学会)

参加人数  3 名
´
(長野県内)

講義内容  「埋蔵文化財行政の現状と課題 2007」

(文化庁文化財部記念物課主任調査官 坂井秀弥)     ´

「世界遺産について」 (文化庁文化財部記念物課主任調査官 本中 員)

「埋蔵文化財保護行政におけ
′
る発掘調査」

(文化庁文化財部記念物課調査官 禰宜田佳男)―

講演    「考古遺産の保全と活用一三位一体による地域つくリー」

(愛媛大学法文学部教授 下条信行)′

基調報告  「何のために掘るのか―太宰府史跡の保存と活用」

(九州国立博物館アジア文化交流センター 赤司喜彦)

ほか3報告   
´
千
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② 平成 19年度第2回埋蔵文化財担当職員等講習会

日  時  平成20年 1月 10日肉 ～12日 (土)0(1月′12日 (土)=現地見学会)

場
｀

所  兵庫県 姫路市 0(現地見学会 =県立考古博擁 D      i
参加人数  3 名帳野県内)

講演内容  「まちづくりと文化財」(東京大学大学院工学研究科 西村幸カ

講義内容・講演 0基調報告  第1回と同内容

工 市町村文化財担当者ブロック会議

管 内
｀
開 催 日 場 所 加

喘

参

市
主 な 議 題 等

事 務 所

平成 20年

2月 22日

佐 久 穂

町 生 涯

溜 館

11

1ヨ勃l数 (嘲 mTl

2県教委報貴「埋蔵文化財行政、この1年」

3佐久穂町生涯学習館施設の視察

上田教育

事 務 所

平成 20年

2月 22日

上 田市

役 所 第

二庁舎

15

1市町村文化財保護の現状と問題点について

2文化財の防火対策の取り組みほか 1議題

3舞田石造金王五輪塔 0上田城跡視察

伊那教育

事 務 所

平成 20年

2月 27日

伊 那 教

育 事 務

所

19‐

1講演:ミ ヤマシロチョウの現状と保護 :

2国指定以外の文化財修復等に利用できる補助金につ

いてほか 3議題

飯田教育

事 務 所

平成 20年

2月 22日

飯 田 市

保 険 セ

ンター

11
1事例発表 微 田市・樹 |1町、「引釧→

2り |1相ノヽ郎人形美術館視察

松本教育

事 務 所

平成 19年

10月 2日

木曽福

島斜 官 22

1事例発表 1(本樹 →

2市町村事業紹介

3木曽福島郷土館施設の視察

長野教育

事 務 所

平成 19年

11月 22日

木 島 平

村 公 民

館

20

1文化財の範囲が複数市町村にまたがる場合の指定手

続きについてほか3議題

2市町村等指定文化財の紹介

3根塚遺跡く算額(水穂神神視察
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オ 独立行政法人文化財研究所 奈良文化財研究所埋蔵文化財センター研修

研修
区分

課  
´
程 実 施 期 日 定員 内 容 受 講 者 |

一
般
研
修

遺 物 観 察 調 査 課 程 6/4-6/29 16
各種の遺物調査に必要な基礎的
知識

｀
と技術の研修

な し

専

F日

研

修

Ｉ
程

真
課

写
＞

財
礎

化
基

文
＜

7/9-7/25 10
埋蔵文化財の写真撮影等に関し
て必要な基礎的知識 と技術の研
修

な し

Ⅱ
程

真
課

写
＞

財
用

化
応

文
＜

7/25-8/8 10
埋蔵文化財の写真撮影等に必要
な専門的知識 と技術の研修

県埋蔵文化財センター 1名

古代・中近世瓦調査課
程

9/6-9/13 20
古代・中近世遺跡出土、瓦の調査
研究に関して必要な専門的知識
と技術の研修

な し

地方官衛遺跡調査課程 10/1-10/5 12
地方官衛遺跡の調査研究に関し

―

て必要な専門知識 と技術の研修

岡谷市教育委員会    1名

飯田市教育委員会    1名

学
＞物

科
遺質

存
機

・
缶
小

保
Ｋ

I

課 程
10/16-10/24 10

遺物・遺構の保存科学的な調査
法及び保存修復修理に関する基
礎知識 と技術の研修

な し

学
＞物

科
遺質

存
機有

保
＜

Ⅱ

課 程
10/24⌒‐11/1 10

遺物 0遺構の保存科学的な調査
法及び保存修復修理に関する基
礎知識 と技術の研修

県埋蔵文化財センター  1名

報 告 書 作 成 課 程 11/7ハVl1/16 20
見やすく読みやすい報告書の作
り方 と、図録 0学術誌編集の基
礎に関する研修

県埋蔵文化財センター  1名

遺 跡 地 図 情 報 課 程 11/27-11/30 16
埋蔵文化財の調査研究へのGI
Sの応用に関する基礎的知識の

研修
な し

測 量 外 注 課 程 12/10-12/14 10
測量外注管理に必要な基礎知識
と仕様書作成の実際についての

研修
県禅蔵文化財センター  1名

遺 跡 整 備 活 用 課 程 1/15-1/25 12
遺跡の保存・整備に必要な専門
的知識 と技術の研修

飯田市教育委員会    1名

竪穴建物遺構調査課程 2/4-2/8 12
古代を中心とした堅穴建物の話
査研究に必要な専門的知識 と技
術の研修

県埋蔵文化財センター  ■名

地 質 環 境 調 査 課 程 2/21-2/28 12

環境考古学の基幹を構成する地
質環境分野の最新の研究法とそ
の成果についての専門的知識 と
技術の研修

県埋蔵文化財センター 1 1名
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Ⅱ 平成19年 の調査概要

本発掘調査

①遺跡所在地 ②遺跡の時代 ③遺跡の種類

④調査期間 ⑤調査主体 ⑥調査担当者 |

⑦調査の原因、目的 ③調査面積 ⑨検出遺構

⑩出土遺物 ①所見 ⑫調査報告書

'(1) 
長野市           1-

8585 長野遺跡群 元善 町 遺跡

①長野市大字長野字元善町500②古代～近世③寺院

跡④H191 2。 15～ 4。 5⑤長野市教育委員会⑥宿野隆史

⑦寺院建物建設③500⑨竪穴住居跡、溝跡(土坑⑩土

器、陶磁器、瓦、石塔、銭貨⑪調査地は善光寺南西部

に位置する大本願敷地内である。中世以前の明瞭な

建物遺構は確認されなかったが、多量の古代瓦片が

出土した8′なかでも「湖東式軒丸瓦」と呼ばれる単

弁六弁蓮華文軒丸瓦の出土により、衆目を集めると

ともに善光寺についての新たな課題が提起された。

⑫長野市教育委員会『長野市の埋蔵文化財第121集

長野遺跡群 元善町遺跡 善光寺門前町跡 (2)』

~平
成

20年 3月 刊行。         _

あさかわせんじょうち       ら、たつみや

8586 浅川扇状地遺跡群 ニツ宮遺跡

①長野市稲田3丁 目1841②弥生～古墳③集落跡④

H19.4。 23～ 5。 l⑤長野市教育委員会⑥小林和子⑦工

場建設③180⑨溝跡 1、 土坑・小穴44⑩弥生土器、土師

器⑪ニツ宮遺跡は浅川扇状地扇端部に位置する大

規模複合集落であるが、調査地においては住居跡等

は認められず、集落域の外縁に位置するものと判断

される。⑫長野市教育委員会『長野市の埋蔵文化財

第122集 浅川扇状地遺跡群 ニツ官遺跡 (3)浅川端

遺跡 (3)』 平成20年 3月 刊行。

①長野市中御所2丁 目442-1ほ か②中世③居館跡④

H19.6。 4～ 6。 15⑤長野市教育委員会⑥青木和明⑦土

地区画整理③500⑨溝跡 1、 土坑2、 カマ ドl⑩土器t陶

磁器⑪中世居館跡の内郭部分(南西隅に位置すると

目される範囲の調査を行つた。⑫起因事業最終年度

刊行予定。

①長野市吉田2丁 目278-1ほ か②縄文～平安③集落

跡④H19。 6。 11～ 6。 27⑤長野市教育委員会⑥小林和

子⑦宅地造成③200⑨溝跡 1、 小穴3⑩弥生土器①浅

川端遺跡は浅川扇状地扇央部に位置し、縄文γ平安

時代まで数多くの遺構が確認されているL今調査に

おいてはわずかな溝・小穴の検出にとどまり、遺跡

の東端部にあたると考えられる。⑫長野市教育委員

会『長野市の埋蔵文化財第122集 浅川扇状地遺跡群

ニツ宮遺跡 (3)浅川端遺跡 (3)』 平成20年 3月 刊行。

①長野市吉田3丁 目811-2②弥生～平安③集落跡④

H19。 4.2～ 4.55。 28～ 7.1l⑤長野市教育委員会⑥宿

野隆史⑦市街地再開発③400⑨竪穴住居跡43、 土坑く

溝跡⑩弥生土器、土師器、須恵器、右製品⑪調査地は

浅川扇状地遺跡群の中央部にあたり南東への緩斜

面に立地する。竪穴住居跡は弥生時代中期および古

墳時代後期のものが主体である。⑫長野市教育委員

会『長野市の埋蔵文化財第120集 吉田古屋敷遺跡

(5)』 平成20年 3月 刊行ご

8590 善光寺門前町跡

①長野市大字長野字大門82-3②中世③集落跡④ 、

H19。 7。 4γ 7。 17⑤長野市教育委員会⑥宿野隆史⑦店

舗建設③30⑨溝跡、土坑、小穴⑩土器、陶磁器、石製

品、銭貨⑪調査地は善光寺参道に面する大門町に位

置する。南北に延びる溝跡が確認され、中世末頃に

埋没した水路跡と推定される。⑫長野市教育委員会

『長野市の埋蔵文化財第121集 長野遺跡群 元善町

遺跡 善光寺門前町跡 (2)』 平成20年 3月 刊行。

8588 跡寝理
雌
Ш蝙

柿
川

基
浅群跡寝理

発
地

』
状

望
扇

姉
川

雄
浅

跡寝理
腱
敷一離韓剖群跡寝理

粥
地

』
状

望
扇

姉
川

雄
浅ｎ

υ
０
０

Ｅ
Ｕ

０
０

浸
跡

筋
館

詠
居」

晰
ご
仕

なヵ、
中群跡寝理

男
地

』
状

望
扇

必
川

曲
花

贅
裾７８５８
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8591

8594

①長野市大字栗田240ほか②古墳～中世③集落跡④

Hl19。 6。 18～ 9.5⑤長1野市教育委員会⑥青木和明⑦土

地:区画整理③ l:,100⑨竪穴住居跡20、 溝跡4、 土坑⑩

土器、陶磁器①中世居館外縁の居住域遺構の存在と

古墳～平安時代集落遺跡の広がりを確認 した。⑫起

因事業最終年度刊行予定。       _

①長野市大字長野字元善町455-l②古代～近世③

寺院跡④H19。 9。 25ん 10。 12⑤長野市教育委員会⑥宿

野隆史⑦住宅建設③6o⑨盛土造成跡:、 礎石状遺構⑩

土器、陶磁器I瓦、土壁 (古代～近世)⑪l調査区南端

部で検出された右積遺構は南に面をそろぇ、北側は
盛土造成がされていた。盛土内には多量の布目瓦、

土師器などが包含されておりt平安時代後期から鎌

倉時代の造成と推_定 される。⑫長野市教育委員会 |

『長野市の理蔵文化財第121集 長野遺跡群 元善町

遺跡 善光寺門前1町跡 (2)』 平成20年 3月 刊行。

8593 7鶴
ま
ェ
す

=完
霜撻遺訴    .  :

①長野市大字小島字三ツ家沖824-2ほ か②弥生中

期～中世③集落跡④H19。 10.5～ 1214⑤長野市教育

委員会⑥青木和明⑦市民センタ∵建設③2,100⑨ 竪

穴住居跡 11、 溝20、 周溝墓4、 埋没河川跡l⑩土器、石

器①古墳時代に埋没したと推定される河川跡、その

沿岸に形成された弥生中期の集落域および弥生後

期～古墳前期の墓域、さらには中世段階の居住およ

び田畑耕作関係遺構を検出した。⑫平成21年度刊行

予定。

長野県埋蔵文化財センター⑥鶴田典昭⑦鉄道③80

⑨礫群 1(旧 石器)、 竪穴住居跡2(平安)、 土坑2(平安)

竪穴住居跡 (平安)2⑩土器 (平安)石器 (旧 石器=ナイ

フ形石器、石核 縄文〒石鏃)①旧石器時代のブロッ

クは、いずれも昨年度調査の続きである。Ⅲa層 の

ブロックでは黒曜石の剥片と砕片、Ⅲc～Ⅳ層のブ

ロックでは黒曜石のナイフ形石器とチャこ 卜の石

核、剥片等が出土した。また、下層のブロックに伴

う礫群が発見され、遺跡の性格を考える上で重要な

資料が追加された。⑫未刊 平成23年 3月 予定。

8596 南曽峯遺跡          ｀
`

①長野市豊野大字蟹沢字南曽峯2742-A番 地ほか②:

縄文γ古墳、平安③散布地④H10。 8。 6～ 9.21⑤長野

県埋蔵文化財センター⑥鶴田典昭⑦鉄道③127⑨河

川跡 1、 土坑 1、 ピット26、 溝跡2(縄文早期以前～平

安)⑩土器鮮電文早期=押型文、沈線文系、条痕文系

土器・縄文前期、弥生中期、平安)石器、石製品嚇電

:文 =石鏃、削器、局部磨製石斧、景1片、石核 弥生

中期圭勾玉、中世=五輪)埴輪 (古墳)⑪調査区(2b

区)のほぼ全域に広がる溝の覆土から、縄文早期 0

前期、弥生中期|、 平安時代の遺物が多数出土した。

溝は縄文早期以前の河りII跡で、少なくとも弥生中期

までは窪地だつた。豊野町史では、河川跡東側の丘

陵上に弥生時代申期の環濠集落を想定しているがt

遺物は流路西縁側|か らも多く出土しており、当該期
の集落跡が河川跡西側にも広がっていたことと想

定される。河川跡出土の埴輪破片は、丘陵上に未知

の古墳が存在したことも示唆している。覆土申に土

器と共に多量に検出された礫が古墳の構築材であ

る_可能性を考慮する必要がある。⑫未干」 平成23

年3月 予定。

(2) 松本市

8597 宮北遺跡

①松本市里山辺字原バタ1413番地ほか②古墳～平

安 0近・現代③集落跡④H19,3.13～ 4。 27⑤松本市教

育委員会⑥関沢聡、小山貴大、宮島義和、吉井理⑦

集合住宅③152⑨竪穴住居跡5(古墳3t平安2)、 溝跡2、

(古墳 1、 不明1)、 土坑41(古代、近・現代)⑩土師器

(古墳～平安)、 須恵器 (古墳)、 金属製品(近 0現代古

墳)⑪当遺跡の第 5次調査。検出した 5軒の竪穴住

居跡のうち、2件のカマ ドの残存状態が非常に良好

で、カマ ドの構築や使用法を考察するうえで貴重な

資料が得られた。⑫未刊。
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』
代

わ
松

①長野市松代町松代2-2②近世③集落跡④

H19.12。 17～ 12。 21⑤長野市教育委員会⑥宿野隆史

⑦貯水槽建設③60⑨溝跡 1、 小穴⑩陶磁器、銭貨⑪調

査地は松代城下町跡の武家屋敷地である殿町にあ

たる。検出された溝跡、小穴は幕末から明治以降の

所産と推定される。⑫平成20年度刊行予定。

①長野市豊野大字蟹沢字南曽峯2742■番地はか②
旧石器・縄文 0平安③集落跡④H19。 6。 20～ 11.28⑤

跡寝理
硫
峯

緩由
日

税
南５９５８
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8598

①松本市筑摩4406-2②古墳～中世③集落跡④

H19。 4.9～ 6。 7⑤松本市教育委員会⑥三村竜一、内田

陽一郎、吉井理⑦道路③213⑨竪穴住居跡5(古墳後

期から平安)、 竪穴状遺構2、 土坑22、 河川氾濫跡l⑩

土師器、須恵器、陶磁器、石器、石製品、鉄製品⑪ l

回目の調査であり、新遺跡である。調査地は薄川の

南300mに位置し、古墳時代後期、奈良、平安時代の

良好な土器が出土した。⑫未刊。

8599 女鳥羽川遺跡 (第 6次 )

①松本市女鳥羽2丁 目6番②弥生③集落跡④H19。 5.7

～5。 28⑤松本市教育委員会⑥竹原学、横井奏⑦非常

災害等③6⑨竪穴住居跡 1、 土坑2、 溝状遺構l⑩土器、

石器⑪河川敷内に位置し、河川の浸食により遺構や

遺物が失われてしまう恐れがあるため調査を実施

したところ、弥生時代中期後半の遺構と遺物を確認

した。これまでの女鳥羽川遺跡は縄文晩期を主体と

した遺跡であり、近隣の岡の宮遺跡、横田古屋敷遺

跡との関連を含めて将来的に遺跡の範囲、名称を再

検討する必要がある。⑫未刊。

8600 岡の宮遺跡 (第 2次 口A～ C地区 )

①松本市元町2丁 目6番②弥生③集落跡④H19。 5.7～

5.28⑤松本市教育委員会⑥竹原学、横井奏⑦河川③

32⑨竪穴住居跡2、 土坑3、 ピット4、 溝状遺構l⑩弥生

土器、石器⑪今回の調査区は女鳥羽川の河川敷に所

在し、前出の女鳥羽川遺跡 (第 6次 )と は一体の集落

と考えられる。⑫未刊。

8601 出 川 南 遺跡

①松本市芳野179番 129ほ か②古墳、奈良～平安、中

世～近世③集落跡④H19.9.3～ 10。 31⑤松本市教育

委員会⑥三村竜一、宮島義和、内田陽一郎、小山貴

大、吉井理⑦集合住宅③383⑨竪穴住居跡2(古墳 1、

不明1)、 掘立柱建物跡2(不明)、 土坑8、 ピット12、

溝状遺構6⑩土師器、須恵器①14回 目の調査。撹乱

を広範囲に受けていたため、古墳時代の遺構面のみ

調査した。住居跡2軒から炭化物と被熱した礫、土

坑の一つには焼土と炭化材が認められた。⑫平成21

年3月 刊行予定。

たまち

田町遺跡

①松本市開智2丁 目9番 10号②縄文、奈良～近世、近

現代③集落跡、城下町跡④H19。 9。 25～ 11。 16⑤松本

市教育委員会⑥関沢聡、三村竜一、宮島義和、内田

陽一郎⑦史跡整備③152⑨武家屋敷に伴 う雪隠、三

和土、溝、土坑⑩縄文土器、縄文石器、土師器、須

恵器、内耳鍋t陶器、磁器、瓦、銭貨、金属製品⑪住

宅内に設置した トレンチから、高橋家は享保年間に

建設、以後に改築、改修されていることが判明した。

また現在はない主屋南西部の雪隠の位置を確認し

た。本調査は近世武家屋敷の復元に伴 う調査だが、

縄文土器、打製石斧、土師器、須恵器等が出土した

ことから、これまで詳細が不明だつた田町遺跡の時

代を確認することができた。⑫平成21年刊行予定。

8603

①松本市大手3丁 目84番 1ほ か②近世③城館跡④

H19。 9。 18～ 12.18⑤松本市教育委員会⑥竹原学、小

山貴広、横井奏、吉井理⑦集合住宅③508⑨土坑22、

ピット5、 溝状遺構6、 屋敷境遺構 1、 埋設桶 (井戸)4、

水道管2(集石l⑩陶磁器、金属製品、本製品、骨・

角製品、自然遺物⑪三の丸跡は上 0中級の武家屋敷

地であり、伝世する絵図によれば調査区は二つの屋

敷にまたがっている。調査の結果、4面の生活面を

検出し、各時代を通じて屋敷地を分ける境界の遺構

を確認した。また境界設置以前の遺構を確認でき、

武家屋敷形成の過程を知るうえで有意義な調査と

なった:⑫平成21年 3月 刊行予定。

写真5  松本城三の丸跡での調査状況
´
     (松 本市教育委員会提供)

8604 県 町 遺跡

①松本市県1丁 目1530番地4②奈良、平安～中世、近

現代③集落跡④H19。 12.6～ H20。 3.27⑤松本市教育

委員会⑥三村竜一、関沢聡、 宮島義和、内田陽一

郎、吉井理⑦集合住宅③595⑨竪穴住居跡 19、 竪穴

状遺構6、 溝25、 土坑120、 ピット153⑩弥生土器、
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土師器、須恵器、灰釉陶器、緑釉陶器、輸入磁器 (白

磁・青磁 )、 木製品、砥石、つき臼、丸輌、釘、銭

貨ほか① 14回 目の調査。今回の調査区は遺跡の北西

部に位置 し薄川から800mほ ど離れているが、平安時

代の遺構は薄川の氾濫により堆積 した礫層の下か

ら検出された。出土 した土器から、9世紀後半に属

すると推定される遺構が多い。⑫平成20年 3月 刊行

予定。

(3)上 田市

8605 中の沢遺跡

①上田市小泉字中ノ沢②縄文～平安③散布地④

H19.10。 10～ H19。 12。 10⑤上田市教育委員会⑥和根

崎剛⑦道路③350⑨土坑 4基 (縄文ほか)、 集石遺構

(時期不明)、 掘立柱建物跡など⑩土器、石器類⑪

平成19年度に続く第二次調査。遺構の残存状況は不

良であつたが、従来、平安時代の遺跡とされていた

が、縄文時代後晩期のものと考えられる石鏃や箱清

水式土器の破片などが出土し、縄文時代の土坑が検

出された。⑫平成21年 3月 刊行予定。

写真6 上田市 中の沢遺跡での調査風景

(上 田市教育委員会提供 )

8606 渋取田遺跡

①上田市諏訪形字渋取田②縄文～平安③集落跡④
H19.6。 H～ H19.11。 6⑤上田市教育委員会⑥中沢徳
士⑦県営水道浄水池増設③2,000⑨ 竪穴住居跡、掘
立柱建物跡、溝跡、井戸跡など⑩土器、石器、鋼製

品、鉄器、硯⑪遺跡南方の後期古墳群との関連を伺

わせる集落址である。⑫平成21年 3月 刊行予定。

8607

H19。 12。 28 ⑤上田市教育委員会⑥中沢徳士⑦史跡

整備③800⑨竪穴住居跡、板塀跡⑩瓦、土器、銅銭⑪

尼寺の区画施設について新たな知見⑫平成22年 3月

刊行予定。

(4)岡 谷市

8608 間下丸山遺跡

①岡谷市山下町1-8-4②縄文③集落④H18.5。 30～

H19.4.23⑤岡谷市教育委員会⑥会田進⑦河川③
l,486⑨竪穴住居跡1、 小竪穴54(縄文)⑩土器、石

鏃、石錐等 (縄文)⑪縄文時代後期の遺構の発見が

あり、遺跡西側の範囲を知ることができた。⑫長野

県諏訪建設事務所、岡谷市教育委員会『間下丸山遺

跡』平成19年 3月 16日 刊行。

(5)飯 田市

8609 西の塚遺跡

①飯田市上川路417-1他②古墳③古墳④H19.4.24～

5.14⑤飯田市教育委員会⑥澁谷恵美子⑦個人住宅

③255⑨古墳 l⑩土師器、須恵器、埴輪⑪直径20m程

度の円墳を新たに確認した。調査は全体の1/3程度

である。上部は削平され、埋葬施設は不明。周溝内

から土師器 0須恵器 0埴輪が出土しているが、時期

の特定は難しい。周辺の状況から、中期末から後期

にかけての古墳と考えられる。⑫平成20年度刊行予

定。

8610

①飯田市駄科1714-8他 ②中世③城跡④H19。 5。 7～

6。 29⑤飯田市教育委員会⑥羽生俊郎⑦公園整備③

521⑨堀 1・ 堀底畝状遺構 3・ 溝・柱穴⑩陶磁器 0

焼米 (中世)、 土器 0石器 (縄文・弥生)①二郭 (L
字型をした最大の平場)内 に多数の柱穴が分布する

こと、曲輪の縁辺に沿つて大部分で溝が廻らされて

いること、曲輪内で造成がなされていることが確認

された。また、三郭の外側の堀は薬研堀あるいは片

薬研堀の形態であること、堀底に畝状の障壁がある

ことが確認された。⑫平成20年度刊行予定。

8611 開善寺境内遺跡

①飯田市上川路1002-9他 ②縄文 0古墳・平安 0中世

贅
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①上田市国分②奈良③寺院跡④H19。 10。 16～
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③集落跡④H19。 5.7～ 6。 29⑤飯田市教育委員会⑥澁

谷恵美子⑦その他の建物 (水洗 トイレ)③ 14⑨ 竪穴

住居跡 1(古墳)、 土坑 2、 溝跡 2(古墳以降)⑩土器

(縄文 0古墳)、 灰釉陶器、中世陶磁器、石器 (縄文)

①溝跡は東西方向にほぼ直線的に延びる。古墳時代
の竪穴住居跡を切ることから、古墳時代以降とみら

れ、溝の形態等から区画溝としての性格が考えられ

る。また、縄文時代中期初頭の土器が出上しており、

概期の集落の存在も想定される。⑫平成20年度刊行

予定。

8612 方角 東 遺跡

①飯田市羽場町 3丁 目760番地他②弥生 。申近世③

集落址・その他の墓④H19。 7。 9～ 8.21⑤飯田市教育

委員会⑥羽生俊郎⑦区画整理 (公園造成)③ 980⑨

方形周溝墓 3(弥生)⑩土器・石器 (縄文 0弥生)

①微高地上に分布する弥生時代後期とみられる方

形周溝墓を調査した。⑫平成19年度刊行。

8613 恒川遺跡群

①飯田市座光寺4959-5②縄文～中世③集落跡・官衛

④H19。 8。 28～ 9。 3⑤飯田市教育委員会⑥羽生俊郎⑦

個人住宅③6.2⑨土坑⑩土器 (弥生～平安)、 石器 (弥

生)①土坑のうち 1基は柱の抜き取り痕が確認され

たため、掘立柱建物址を構成する土坑とみられる。

時期とその他の土坑の性格は不明。⑫平成20年度刊

行予定。

8614 恒川遺跡群

①飯田市座光寺4725-5・ 6②縄文～中世③集落跡 0

官衛④H19。 11。 1～ H。 2⑤飯田市教育委員会⑥下平

博行⑦個人住宅③5。 35⑨建物址柱穴 (平安)・ 溝 (平

安)⑩土師器・須恵器 0灰釉陶器 (平安)①柱穴は、

直径 lm程度の大型の掘りかたで露盤石を有する。

相当規模の建物と考えられる。⑫平成20年度刊行予

定。

8615 月の木遺跡

①飯田市川路②縄文～中世③集落跡④H18。 5。 23～

H19.11。 7⑤飯田市教育委員会⑥坂井勇雄、下平博行

⑦道路③6,900⑨住居址 (縄文2、 弥生 1、 古墳27中

世14)、 周溝墓2(弥生～古墳)、 掘立柱建物址24

(中世)、 土坑50、 溝址28、 井戸址l⑩土器 。石器

(縄文・弥生)、 土師器 (古墳)、 陶磁器 (中世)、

本製品 (中世)①台地の南側で中世の集落跡、北側

で古墳時代中期を中心とする集落跡を確認 した。⑫

平成20年度刊行予定。

8616 矢崎遺跡

①飯田市上郷別府737-1他②縄文、弥生、古墳、平安

③集落跡・その他の墓④H19。 8e l～ 12。 7⑤飯田市教

育委員会⑥澁谷恵美子⑦道路③l,161。 31⑨竪穴住

居跡13(縄文～古墳、平安)、 土坑25、 溝跡 6、 方形周

溝墓 l⑩土器 (縄文～古墳)、 灰釉陶器、中世陶器、鉄

製品、玉類、石器 (縄文、弥生)①縄文時代前期、弥生

時代後期、古墳時代中期～後期、平安時代の集落跡

を確認。これらは舌状台地の中央最高部に分布が集

中する。また、弥生時代においては台地縁辺部に方

形周溝墓があり、同下台地上において集落と墓域が

把握できた。⑫平成20年度刊行予定。

写真7  飯田市 矢崎遺跡での調査状況

(飯 田市教育委員会提供 )

8617 切石遺跡群

①飯田市鼎切石②縄文、弥生③集落跡 。その他の墓

④H19。 10。 15～ 12.19⑤飯田市教育委員会⑥羽生俊

郎⑦道路改良③l,512⑨周溝 10土坑 1(古墳)⑩
土器 (古墳)(縄文、弥生)⑪未周知の古墳時代中期
の古墳のものとみられる周溝と同時代の土坑墓を

調査した。中央自動車道西宮線を中心に分布する集

落・墓域の東限とみられる。⑫平成20年度刊行予定。

8618 下村遺跡

①飯田市大字千栄620-1ほ か②中世、近世③散布地、

集落跡、城館跡④H19。 11。 15～ 12.12⑤長野県埋蔵文

化財センター⑥藤原直人、自沢勝彦、河西克造⑦道
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路③ら,588⑨竪穴住居跡 1、 土坑1(古墳)⑩土器、石器

=こ も編み石(古墳)①北側に集落が広がると予想さ

れたが、平成18年度飯田市の試掘調査では遺構が確

認されていないことからit単独で存在した可能性が

強い。谷地形の底部で竪穴住居跡で検出される例は

少なく、貴重な発見となった。⑫未刊 平成23年 3

月予定:

8619 井戸端遺跡    ‐ 1:  ~

①飯田市大字千栄593-1ほ か②中世、近世③集落跡

④H19。 8。 27～ 12.12⑤長野県埋蔵文化財センター⑥

藤原直人、白沢勝彦⑦道路③3,800⑨ 土坑288(中世

以降)、 溝14(中 世以降)、 掘立柱建物跡5(中 世以

降)5。 ⑩内耳土器 (中世)陶磁器 (中世以降)石器 (中

世以降)く 鉄製品 (中世以降)①中世から近世の土坑

,(柱穴)を多数検出した。また、14条 の溝状遺構の内♪

8条はテラス状に掘 り窪められた溝であつた。テラ

ス状の遺構は東 ?北信地方では山城に伴っているた

め、本遺跡でも鶯ヶ城跡との関わりを考えなくては

ならない。⑫未刊 平成23年 3月 予定。

(6) 中野市

①中野市大字草間字茶臼峯②旧石器、奈良、平安

③生産遺跡④H17。 9.26～ 11。 18、 H18。 9。 4～ 12。 13

⑤中野市教育委員会⑥田中俊行⑦道路③l,690⑨石

器集中部 (旧 石器)、 土坑 (古代)⑩石器 (旧 石器)、 土

師器(須恵器 (古代)①奈良 :平安時代以降の土坑の

一部は周辺の窯に関係する破損品の捨て場として

利用された可能性が考えられる。右器は土層の堆積

状況から製作・使用・廃棄等の過程を前提とするよ

うな原位置での出土ではないと考えられる。⑫平成

19年 2月 刊行。

8621 宮沖遺跡

①中野市大字豊津字宮沖②古墳ん中世③集落跡、水

田跡④H19。 4。 16γ 9。 12⑤長野県埋蔵文化財セン

ター⑥市川隆之、綿田弘実、白沢勝彦⑦河川 (築堤)

③9,470⑨ 堅穴住居跡30(古墳～平安)掘立柱建物跡

2以上 (古墳、中世)、 土坑1800(古墳～中世)、 焼

土跡16(中 世)、 水田跡4(古墳、中・近世)、 畑跡

1(中世)、 溝跡18(古墳、奈良、中0近世)⑩土器・

陶磁器 (縄文～近世)、 石器 (縄文)、 土製品 (平安く

中世)、 石製品 0鉄製品 (古墳 0中・近世)他⑪調

査地は斑尾川左岸の氾濫原と河岸段丘からなる。氾
:

濫原内は河川堆積物層が認められ、水田層が連続し

ていた。第2面 までが近世、最下面水田層は第2面に

近いことから、大きく遡らない時期と思われる。段

丘上は縄文時代の河道跡状くば地が斜めに調査区

を横断し、その上層で古墳時代前期頃と思われる水

田跡、くば地が洪水土の堆積で平坦化した上面で古

墳前期、古墳後期～奈良、平安時代の集落跡、中世

の集落跡や畑跡、中世の集落跡がみつかった。⑫未

刊 平成23年 3月 予定。

8622 千田遺跡

①中野市大字豊津字千田②中世、近世③水田跡④

H19。 9。 11～ 9e25⑤長野県埋蔵文化財センター⑥市

川隆之⑦河川 (築堤)③61070⑨ 水田跡 (中世、近世)_
⑩なし⑪最下面に河川礫層があり、その上層に洪水

砂層や水田層が重なっていることが確認され、斑尾

川の氾濫原であつた場所を水田に利用しているこ

とが把握できた。上層は風化礫を多く含む特徴から

千田10区 の2面 (戦 国時代)に相当し、下層水田は3

面 t4面 のいずれかにあたる。⑫未刊 平成23年 3

月予定。

やなぎさわ

8623 柳 沢 遺跡

①中野市柳沢字屋敷添②縄文、弥生、平安～近世③

集落跡、水田跡④H19.9.3～ 12.14⑤長野県埋蔵文化

財センター⑥綿田弘実、市川隆之、廣田和穂、白沢勝

彦、上田典男、大沢泰智⑦河川 (築堤)③6,000⑨敷

石住居跡2(縄文)、 青銅器埋納坑 1、 水田跡、水路跡 、

3、 礫床木棺墓 10、 土器棺墓1(以上弥生 )、 溝跡 29、

土坑1183(以上縄文～近世)⑩土器・陶磁器 縣電文～

近世)、 石器 嚇電文 0弥生)、 石製品絲電文～近世)、

漆器 (近世)、 青銅器→同文70銅鐸1(弥生)銭貨 (近世)

⑪平安時代砂層上を第 1調査面とし、近世末頃の建

物跡 と推定されるピット群 と溝跡のほか、中世・平

安時代に属す土坑を検出した。第2調査面では昨年

度調査 した弥生中期後半γ後期の水田跡に伴 う幅2

m前後の溝跡が調査区西端を縦断するように検出

された。特筆されるのは4A区で青銅器埋納坑、6

A区を中心に礫床木棺墓が検出されたことである。

埋納坑には大阪湾型銅文2点 を含む7点 と同下個体

の可能性が高い銅鐸破片2点 を埋納 していた。礫床

木棺墓は埋納坑から約4om北 に群在する。北に離れ

た滝ノ沢川付近に位置する8区では縄文中期末の集

落跡を検出し、沢状地形からは礫に混 じつて多量の
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遺物が出土した。弥生後期初頭の土器棺墓もある。

⑫未刊 平成24年 3月 予定。

(7) 茅野市

8624 上原城下町遺跡

①茅野市ちの786-2ほ か②縄文～近世③集落跡④
H19.3。 26⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住

宅③25⑨竪穴住居跡 2、 土坑 5(古墳 0平安)⑩土器

(́弥生～平安)、 黒耀石①複数時期の遺構の重複が

認められるが、水田開削によリー部が削平されてい

る。O茅野市教育委員会『市内遺跡Ⅱ』平成20年 3

月刊行。

①茅野市ちの2545、 2542-24、 2543-9② 縄文γ中世

③集落跡④H18。 4.25～ H19。 5.7⑤茅野市教育委員会

⑥小池岳史⑦その他建物 (病院)③ 204⑨古墳 1く

土坑11絲電文～中世)⑩土器 (縄文～中世)①無石郭

の終末期古墳と思われる遺構と、時期不詳の掘立柱

建物が検出された。⑫茅野市教育委員会『市内遺跡

I』 平成19年 3月 刊行。

①茅野市北山下島6863②縄文③散布地・生産遺跡④

H19.5.8～ 7。 12⑤茅野市教育委員会⑥柳川英司⑦農

業基盤整備事業③600⑨土坑 4(縄文)⑩土器、石器

(縄文)①近代の造成による切土、盛土がなされ、旧

地形の遺存は少なく、今回の調査は台地縁辺の斜面

部に当たる。⑫茅野市教育委員会『下島遺跡 0下 ッ

原遺跡』平成20年 3月 刊行。

①茅野市玉川4189-8② 縄文③集落遺跡④H19.6.1～

6。 12⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住宅③
198⑨竪穴住居跡6、 土坑58(縄文)⑩土器、石器 (縄

文)①遺構配置から縄文中期後半の環状集落北側の

住居群と考えられる。⑫茅野市教育委員会『市内遺

跡Ⅱ』平成20年 3月 刊行。  ~｀

Hl■ 8。 1～ 10.31⑤茅野市教育委員会⑥柳川英司⑦

集合住宅③l,047⑨竪穴住居跡4(縄文)08(平安)、

土坑65(縄文 ご平安)⑩土器、石器 (縄文～平安)

①沖積地における縄文中期後半の集落の在 り方や、

平安時代後半の集落が確認され、該期の拠点的な集

落であることが改めて確認された。⑫茅野市教育委

員会『阿弥陀堂遺跡Ⅶ』平成20年 3月 刊行。

8629 御社宮司遺跡

①茅野市宮川5809-5番 地ほか②中世、近世③集落跡

水田跡④H19.生 16～ 8.2⑤長野県埋蔵文化財セン

ター⑥河西克造、藤原直人⑦道路 (国道バイパス)③

2,500⑨ 竪穴建物跡 1、 掘立柱建物跡2、 土坑138、 溝

1(以キ中世),竪木21(近世)⑩山茶碗 (轟安～中世)

灰釉陶器 (平安)内 耳土器、おろし皿、カワラケ、

常滑産の甕、青磁 (以上中世)― 、陶磁器 (近世)、 黒芝

曜石 (縄文)鉄製品、青銅製品、銭貨、土錘、炭化種

子(竹く骨片 (以上中世)①調査区ほぼ全域で中世遺

構が確認され、田沢沢川まで集落が広がっているこ

とが把握できた。方形の竪穴建物跡や掘立柱建物跡

など居住関係遺構が広範囲に分布するなかで、これ

ら遺構が希薄となる調査区中央部から直径約2m、 深

さ約lmの 円形の大型の土坑や方形の土坑などが数

基まとまる傾向が見られた。土坑内の投棄された炭

化種子、多量のカワラケや青鋼製品、骨片が特筆さ

れる。今年度調査区と昨年度調査区(Ⅱ ―②区)と の

境界を通る現道は、中世の御射山道の比定地である。

道路直下から約1.5m間 隔で円形の土坑がほぼ直線

的に並ぶ列が2列確認された。現道と軸がズレてい

るが、道路に関係した施設の可能性もあろう。⑫未

刊ヽ平成21年 3月 予定。

(8) 塩尻市

8630

①塩尻市大字宗賀413二 3他②縄文、古墳、平安③集

落跡④H19.7.19～ H2Q3。 24⑤塩尻市教育委員会⑥

小松 学⑦史跡等総合整備活用推進事業③800⑨堅

穴住居跡7(縄文 1、 古墳1(平安5)⑩土器鮮電文、古

墳、平安)、 石器 (平安)、 、土製品 (古墳)_、 金属

器 (平安)① 10世紀後半γll世紀前半の平安時代の

集落様相を把握できた。⑫平成21年 3月 刊行予定。

(9)佐 久市

しもじま  しも っ ぱら

8626 下島・下ツ原遺跡
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8628 阿弥陀堂遺跡
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いまいみや の まえ

8632 今井宮の前遺跡

① 佐久市長土呂1721-2、 1720-6ほ か②弥生～中

世③集落跡④H17.H.21～ H19.3。 22⑤佐久市教育委

員会⑥林幸彦、佐々木宗昭t森泉かよ子⑦道路③

2,206⑨ 竪穴住居跡26、 竪穴状遺構 2、 掘立柱建物跡

9、 土坑34、 溝跡22、 ピット117(弥生～平安、不明)⑩

石器 (縄文、弥生、奈良、平安)、 土器 (縄文～平安)、

陶磁器 (中世、近世)ミ 鉄製品(奈 良、平安)⑪弥生後

期から平安時代までの集落跡。動物や印花文が施さ

れた灰釉小瓶が出土した。⑫佐久市教育委員会『佐

久市埋蔵文化財調査報告書第156集 周防畑遺跡群

大豆田遺跡 I・ Ⅱ』平成20年 3月 刊行。

①佐久市今井宮の前440-1ほ か②中世、近世③散布

地④H19.4。 23～5.16⑤長野県埋蔵文化財センター

⑥櫻井秀雄⑦道路③3,000⑨ なし⑩土器 (中世、近

世)〇本遺跡では中世を中心とする遺構は南側の段
/

丘縁辺に分布しており、北側の台地部では希薄に

なつている⑫未刊 平成23年 3月 予定。

に ご り              「

8633 濁 り遺跡

①佐久市塚原字濁り521ほか②弥生～近世③散布地

④H19.4.18～、5.24⑤長野県埋蔵文化財センター⑥

川崎保、藤松慎一郎⑦道路③6,000⑨溝⑩土器、石器

(弥生～中世)① 自然流路は検出されたがt遺構は検

出されなかった。佐久市教育委員会の調査部分で検

出された (古代 ?)水 自層に相当する層は検出され

なかつた。⑫未刊 平成23年 3月 予定。

きたはた

8634 北畑遺跡群

①佐久市桜井字西北谷585-1ほ か②弥生～平安③散

布地④H19。 4.10～ 6.8⑤長野県埋蔵文化財センター

⑥廣瀬昭弘⑦道路③2,200⑨ 自然流路2⑩なし⑪片

貝川の氾濫砂礫層や千曲川に由来する砂礫面まで、

圃場整備時の造成により削平されており、片貝川が

氾濫した際に形成された自然流路が2本確認された

ものの、遺構は存在しなかつた。⑫未刊 平成23

年3月 予定。

8635 仁東餅遺跡     f
①佐久市伴野字大仁田1311はか②弥生、平安③集落

跡④H19.5.16～ 7:13⑤長野県、埋蔵文化財センター

⑥廣瀬昭弘、櫻井秀雄⑦道路③17,000⑨ なし⑩土器

(中世、近世)①現水田耕土下が片貝川の氾濫による

砂礫層となるこ とが確認され、遺構は存在 しなかっ

た。⑫未刊 平成23年 3月 予定。

8636 周防畑遺跡群           :
①佐久市長土呂字大豆田176-2は か②弥生、平安③

集落跡④H19。 4。 16ん 7.9⑤長野県埋蔵文化財セン

ター⑥上田真、寺澤政俊、川崎保、藤松慎一郎⑦道
｀
路③l,900⑨ 竪穴住居跡13(弥生・平安)、 掘立柱建

物跡3(平安)(墓址7(弥生)、 土坑70(弥生 0平安)、

溝4(不明)⑩土器・石器 (弥生～平安)、 'ヒ 不イ製勾

玉、銅鏃⑪北区では、北部で弥生時代後期の竪穴住

居跡2軒t南部で平安時代の竪穴住居跡3軒が新たに

検出されたほか、昨年度、一部が調査された住居跡

3軒の残 りの部分検出されたき南区でも新規5基を含

む円形周溝墓や土坑墓の墓址7基、新規4軒を含む竪

穴住居跡6軒ほかの弥生時代中0後期の遺構が検出

された:南区で出土したヒスイ製の勾玉は県内最大

級で、弥生時代のこの地域を考えるうえでの好資料

である。⑫未刊 平成23年 3月 予定。

8637 北裏遺跡群         :
①佐久市伴野字堰下1026はか②縄文・平安～近世③

散布地④H19.5。 29～ 9。 21⑤長野県埋蔵文化財セン

ター⑥廣瀬昭弘、桜井秀雄⑦道路③7,700⑨ なし⑩´
土器 (縄文～近世)①遺跡群は、虚空蔵山の台地上か

ら片貝川沖積平坦面にかけて広がる。今年度の調査

対象は下段の平坦面で、基本的には片貝川の氾濫に｀

よる砂礫層が広がる。ただし、調査区内南側の虚空

蔵山寄りでは砂礫層内に遺物を含む黒褐色土が確

認されたため、この部分を中心に面的調査を実施し

た。明確な遺構は存在せず、自然流路状の黒褐色

土・砂層堆積部を中心に遺物が出土した。⑫未刊

平成23年 3月 予定。

にしちかつ

8638 西近津遺跡群  、

①佐久市デ土呂1789ほか②縄文～中世③集落跡、古

墳④H19。 4.10～ 12。 20⑤長野県埋蔵文化財センター

⑥柳沢亮ほか⑦道路③16,500⑨ 竪穴住居跡351(弥

生～平安)掘立柱建物跡54(古墳～平安)土坑1649、

溝跡40(弥生～鎌倉)円 形・方形集溝墓12(弥生)古墳

2(古墳)遺物集中4、 柱穴列1(縄文～平安)石集中

1(弥生～平安)⑩土器=「郡」「大井」刻書土器、石器、

金属器→同印、骨、炭化材⑪弥生後期は、竪穴住居

跡以外に墓域 (円 形・方形周溝墓、
´
木棺墓)、 東西
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方向に集落を区切る大規模な溝跡 (幅 2× 深 さ1.5

m)な ど当時の集落構成を考察できる調査成果を得

た。古墳前期は湧玉川沿いの崖上に方墳2基があり、

その南側に集落が存在する。後期になると調査範囲

全体に竪穴住居跡を中心 とした集落が大きく展開

す る6奈良時代には掘立柱建物跡が群立する。それ

らは地方有力者の居宅跡である可能性が高い。建物

跡の柱穴から発見された「郡」刻書須恵器は、当時

の佐久郡衛 との関連性をより高める資料 といえる。

また平安時代の竪穴住居跡から発見された銅製私

印は、この一帯が有力者の集落であつたことを示唆

させる。平安時代の終わ りには集落はなくなり、調

査区全体には大規模な溝が縦横に張 り巡 らされて

いる:こ の溝の使用 目的は今のところ不明であるが、

埋没土からはウマや ウシの骨が多く出土 している。

この溝跡は中世前半には埋没 し、それ以後の遺構は

みつかつていないb⑫未刊 平成24年 3月 予定。

ちかつ

8639 近津遺跡群

①佐久市長土呂字上宮原894ほか②縄文～古墳・平

安③集落跡④H19。 8。 31～ 12。 20⑤長野県埋蔵文化財

センター⑥廣瀬昭弘ほか⑦道路③6,600⑨ 竪穴住居

跡6(古墳 0平安)、 落とし穴3(縄文)、 土坑5、 溝跡3

⑩土器・石器 (縄文～古墳・平安)①今年度は東端の1

区 (3,500ピ)と 西端8区 (3,100ピ)を調査対象と

した。1区では平安時代の住居が平坦面に構築され、

陥穴土坑は谷状に低まうた部分に構築されている。

8区では古墳時代後期の2軒の住居がやや高位の平

坦面に構築され、古墳時代前期の 1軒は田切 りの谷

に近い部分にある。両調査区とも散在的に住居が存

在する状況であり、集落構造などについては未調査

部分の調査をふまえて検討する必要がある。⑫未刊

平成23年 3月 予定。

ヽや うら               |
8640 家浦遺跡

①佐久市下小田切242-1他 ②縄文～平安③散布地④

H19。 5。 10～ 6。 l⑤佐久市教育委員会⑥冨沢一明⑦道

路③97⑨土抗9、 溝址3、 ピット63嚇電文～平安)⑩土

器、石器、石製品鮮電文～平安)、 陶磁器⑪住居址は確

認されなかったが(出土遺物などから周辺部に集落

址の展開する可能性を指摘できる。⑫刊行未定。

8641 鳥坂城跡 戸坂遺跡Ⅳ

①佐久市新子田1079-2②縄文～中世③集落跡、城館

跡④H19。 5。 21～ 5。 23、 6。 18⑤佐久市教育委員会⑥林

幸彦⑦土砂採取③170⑨竪穴住居址 1(平安)、 溝跡

5(弥生、不明)⑩土器、土製品(弥生～平安)⑪土砂

採取がおこなわれた地点で、竪穴住居址、溝祉を確

認 した。断面のみであるがV字状の溝祉 も確認 して

いる6⑫佐久市教育委員会『佐久市埋蔵文化財調査

報告書第150集 戸坂遺跡Ⅳ・鳥坂城跡』平成20年 31

月刊行。

8642 岩村 田遺跡群 ―西一本 柳 遺跡 XV
①佐久市岩村田字常木上2329■ l②弥生～:中世③集

落跡④H19。 6。 7～ 7。 5⑤佐久市教育委員会⑥上原学

⑦店舗③320⑨竪穴住居跡 18、 掘立柱建物跡3、 土坑5、

溝跡5、 ピット(弥生～平安)⑩土器、土製品 (弥生～

平安)、 鉄製品 (奈 良、平安)、 羽口①調査対象地を

含めた周辺は湯川北岸の第 2段丘上に展開する弥

生時代から中世にいたる複合遺跡で非常に遺跡密

度の濃い地域である6⑫佐久市教育委員会『佐久市

埋蔵文化財調査報告書第154集 岩村田遺跡群 西
一本柳遺跡XV』 平成20年 3月 刊行。

8643 馬瀬 口遺跡群 馬瀬 口遺跡

①佐久市瀬戸460他②古墳～平安③集落跡④
H19。 7.24～ 9。 10⑤佐久市教育委員会⑥羽毛田卓也

⑦道路③900⑨竪穴住居跡 8、 溝跡 5(古墳～平安)

⑩土器、石器 (古墳～平安)①対象地は帯状低地に挟

まれた帯状微高地上に立地し、古墳時代から平安時

代にわたる複合遺跡である。⑫平成21年度刊行予定。

①佐久市野沢394-4②縄文～中世③集落跡④
H19。 7.26～ 8.27⑤佐久市教育委員会⑥林幸彦、佐々

木宗明⑦宅地造成③225⑨竪穴住居跡3、 土坑2

溝跡2、 ピット38(古墳、平安)⑩土器、1′ 石器 (古墳く

平安)、 二彩陶器 (平安)⑪宅地造成の道路部分にて

調査が行われた。平安時代の二彩陶器の出土は貴重

な資料となった。⑫佐久市教育委員会『佐久曹埋蔵

文化財調査報告書第151集 東五里田遺跡Ⅲ』平成
20年 3月 刊行。

①佐久市野沢字下木戸258-1他②中世～近世③集落

跡、城館跡④H17.7625～ H19。 9。 7⑤佐久市教育委員

会⑥林幸彦、森泉かよ子⑦道路③481⑨竪穴状遺構

7、 溝状遺構 16、 土坑72、 ピット175(中 世t近世)

⑩土器、陶磁器、石製品、鉄製品 (中 世、近世)①中

世の野沢城に係る堀跡、近世の町屋の様子などを窺

ひがしごり た

8644 東五里田遺跡Ⅲ

のざわかんせき

8645 野沢館址Ⅷ・Ⅸ・X
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い知ることができた。⑫佐久市教育委員会『佐久市

埋蔵文化財調査報告書第153集 野沢館跡Ⅷ・Ⅸ・

X』 平成20年 3月 刊行。

8646 金井坂遺跡他

①佐久市春日300-7先 ～佐久市協和8381-1先 ②縄文

平安、近世、近現代③散布地④H19。 6.26～ 9。 20⑤佐

久市教育委員会⑥上原学⑦道路③3,500⑨祭祀場

(近世～現代)⑩土器、石製品 (近世)、 陶磁器 (近世
～近代)①尾根から斜面にかけて、古墳状の墳丘や、

馬頭観音や御岳信仰に関する石碑が認められ、修験

道の修行場、修験の道であったと考えられる。⑫平

成21年度刊行予定。

みやうら                          i
8647 宮浦遺跡

①佐久市桜井字前田290T17他 ②縄文～中世③集落

跡、散布地④H19。 4。 16～ 10。 16⑤佐久市教育委員会

⑥小林員寿⑦道路③3,400⑨ 竪穴住居址20、 土坑18、

溝跡 5、 ピット120(弥生～中世)⑩土器、石器、灰

釉陶器、鉄器 (縄文～平安)、 青磁、陶器 (中世)①対

象地周辺は現在は平坦であるが旧地形は微高地が

複雑に展開しており、集落はその微高地上に存在し

ている。弥生から平安までの住居址を認めたが、特

に全県的に資料の乏しい弥生時代中期前半の遺構、

遺物が確認された。⑫刊行未定

8648 西―里塚遺跡 I

①佐久市平塚23976② 弥生～中世③集落跡④
H19。 10.17～ 10。 31⑤佐久市教育委員会⑥羽毛田卓

也⑦道路③15⑨竪穴状遺構 1(中世以降)⑩なし⑪

遺物は確認されなかったが、中世以降のものと思わ

れる竪穴状遺構を検出した。⑫平成21年度刊行予定。

8649 岩村 田遺跡群 北一本 柳 遺跡Ⅳ

①佐久市岩村田字北一本柳2007-1他 ②弥生～中世

③集落跡④H19。 12。 3～ 12.24⑤佐久市教育委員会⑥

出澤力⑦宅地造成③189⑨溝跡 3(弥生)、 ピット(不

明)⑩土器 (弥生)、 土製品 (弥生)⑪周辺に展開する

弥生時代後期集落に伴 う環濠と思われる溝跡を確

認した。⑫佐久市教育委員会『佐久市埋蔵文化財調

査報告書第158集 岩村田遺跡群 北一本柳遺跡
Ⅳ』平成20年 3月 刊行。

8650

①佐久市長土呂1183-7他②縄文～平安③集落跡④
H19。 11。 12～ H20。 1。 8⑤佐久市教育委員会⑥冨沢一

明⑦道路③580⑨土器、石器 (縄文～平安)、 陶磁器

⑩竪穴住居址19、 土坑10、 掘建柱建物址5(弥生～平

安)く 古墳址 l①田切地形の帯状微高地上に展開す

る集落の一部が確認された。また古墳址の周溝の下

部も確認された。⑫刊行未定。

8651 岩村田遺跡群 西八 日町遺跡Ⅳ

①佐久市岩村田2130-6他 ②弥生～中世③集落跡④
H19。 10。 1～ H20.3。 26⑤佐久市教育委員会⑥上原学、

森泉かよ子⑦土地区画整理③818⑨竪穴住居址

25(古墳～平安)、 掘建柱建物址9、 土坑 (古墳～)、

溝跡 (平安～)、 ピット(不 明)⑩土器、石製品、鉄製

品 (古墳γ平安)、 陶磁器 (中世)①調査対象地は湯川

北岸の第 2段丘上に展開する弥生から中世に渡る

複合遺跡であり、今回の調査でもその集落の一部が

確認されている。⑫刊行未定。

にしちかつ      にしちかつ

西近津遺跡群 西近津遺跡V
写真8  佐久市野沢館址での調査状況

(佐久市教育委員会提供 )
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8652 白山遺跡群 下原遺跡

①佐久市三河田445-1他 ②弥生～中世③集落跡④

H20。 1.20～2.28⑤佐久市教育委員会⑥上原学⑦3道

路③360⑨竪穴住居址 1(古墳)、 竪穴状遺構22、 土

坑18(中 世)、 掘建柱建物址 1、 溝跡 3(不 明)、 ピッ

ト⑩土器、石製品 (古墳～平安)、 陶磁器、鉄製品、

古銭 (中世)、 硯⑪道路整備に伴 う調査により、古墳

時代の住居址と、中世の竪穴状遺構を確認した。調

査対象地南方には、中世の城館跡である今井城跡が

あり、これらの竪穴状遺構は城、あるいはそれに関

係する集落の一部と考えられる。⑫平成21年度刊行

予定。

(10)千曲市

8653 八幡遺跡群 大道遺跡

①千曲市大字八幡3297番地2②弥生～平安③集落跡

④H19.4。 2～ 4。 16⑤千曲市教育委員会⑥小野紀男⑦

商品置場③100⑨竪穴住居跡8(弥生)、 ピット2(弥

生)⑩土器 (弥生～中世)①平成18年度からの継続

調査。弥生時代後期の集落跡が調査され、北陸系統

及び東海系統の土器が出土した。⑫「人幡遺跡群大

道遺跡」平成20年 3月 刊行         |

8654 粟佐遺跡群 琵琶島遺跡

①千曲市大字小島3128番地 1ほか②平安～中世③

集落跡④H19。 7。 31～ 9。 13⑤千曲市教育委員会⑥寺

島孝典⑦道路③850⑨ ピット7(平安)、 畝状遺構 (中

世)溝跡1(中世)、 河川跡l⑩土器 (平安～中世)①

平成16年度からの継続事業で、4年 目の調査となる。

今回検出された河川跡は、粟佐遺跡群東端の位置を

示すものと思われる。⑫未刊 事業最終年度刊行予

定。

8655 町裏遺跡

①千曲市大字桑原H56番地 1ほか②平安～中世③

集落跡④H19。 8.20～ 9。 4⑤千曲市教育委員会⑥小野

紀男⑦道路③240⑨礎石柱建物跡1(中世)、 自然流

路⑩土器 (平安～中世)⑪平成15年度からの継続事

業で、今年度が調査最終年度となる。これまでの調

査では平安時代の竪穴住居跡が検出されているほ

か、遺構は伴っていないが縄文時代の石器が出土し

ており、周辺に縄文時代の集落が存在する可能性が

考えられる。⑫ 「町裏遺跡」平成20年 3月 刊行

写真9 千曲市町浦遺跡での発掘風景

(千曲市教育委員会提供 )

8656 大池 南 遺跡

①千曲市大字人幡字人幡芝山2イ ー379番地②縄文

③集落跡④H19.10。 4～ 10。 1l⑤千曲市教育委員会⑥

寺島孝典⑦衛生施設③29⑨なし⑩土器 0石器 (縄文)

①遺構の検出には至らなかつたが、縄文時代の土器

片と石鏃、石皿などが出土した。⑫未刊 平成20

年度刊行予定。

8657 屋代遺跡群 荒井遺跡

①千曲市大字屋代字荒井1205番地ほか②弥生～中

世③集落跡④H19。 10。 31～ H.6⑤千曲市教育委員会

⑥寺島孝典⑦変電設備③32⑨柱列跡1(弥生)、 溝跡

1(弥生)、 土坑1(弥生)、 ピット4(弥生)⑩土

器 0石器 (弥生～平安)①検出された遺構は全て弥

生時代中期後半のもので、溝跡は調査区内を円形に

巡り、その内部に柱列跡が検出された。調査範囲が

限られており明らかではないが、その様相から平地

住居の可能性も考えられる。⑫「屋代遺跡群城ノ内

遺跡10 屋代遺跡群荒井遺跡6」 平成20年 3月 刊行

8658 松 田館跡

①千曲市大字八幡3033番地②中世～近世③城館跡

④H19。 11。 15～ H.26⑤ 千曲市教育委員会⑥小野紀

男⑦範囲確認③15⑨ 土塁1(中世)、 礎石建物跡1(中

世)⑩土器 (古墳～近世)⑪松田家資料整備事業に伴

い、松田館跡の南側土塁の調査を実施。館跡内より

礎石建物跡を検出した。⑫未刊 事業最終年度刊行

予定。
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8659 小島遺跡

①千曲市大字小島2811番地4は か②弥生～中世③集

落跡④H20.1。 28～ 1.31⑤千曲市教育委員会⑥寺島

孝典⑦道路③50⑨水田跡 (中世)⑩土器・陶磁器 (中

世)①調査区のほとんどが破壊を受けており、中世
の水田跡を検出できたに過ぎない。⑫未刊 事業最

終年度干け行予定。

8660 松 田館跡

①千曲市大字人幡3033番地②中世～近世③城館跡

④H20。 3。 10～ 3.28⑤千曲市教育委員会⑥小野紀男

⑦範囲確認③30⑨掘立柱跡3(中 世)、 整地面3(中 世
～近世)⑩土器 (平安～近世)⑪県宝松田家住宅主屋

南側の調査を実施。寛政の古図による主屋の張り出
し部分の痕跡を確認することはできなかったが、中

世面より掘立柱建物跡を検出した。 ⑫未刊 事業

最終年度刊行予定。 ´

8661 東 条 遺跡

①千曲市大字人幡字東條3885ほ か②古墳～中世③

集落跡④H19。 4.16～ 11。 30⑤長野県埋蔵文化財セン

ター⑥岡村秀雄、小林秀行、市川桂子⑦道路③5,700

⑨竪穴住居跡31、 掘立柱建物跡 1、 土坑470、 焼土坑
4(古墳～奈良)、 礎石建物跡2、 井戸跡9、 溝跡5、 竪

穴状遺構6、 焼土跡2、 土坑896(中世)⑩土器 (古墳～

近世)、 石器、金属器、木器=木簡、骨など(中世)

⑪今年度調査区は、以前の調査で検出された古墳時

代後期から平安時代の集落域にあたり、古墳時代後

期の住居跡等が多数検出された。また、鎌倉時代後

半以降の中世の遺構 0遺物が昨年度調査区上方に続

く傾斜地より多数確認された。調査区の西側にあた

る「八日市場」地籍から石組みを備える方形竪穴状

遺構や石組井戸、礎石建物跡などが発見され、中世
の集落景観を考察する上で貴重な遺構群となつた。
なお、井戸跡から出土した「迷故三・・」墨書木簡

は、県内では初出例である。⑫未刊 23年 3月 予定。

(11)東御市

8663 伊勢原遺跡

①東御市常田②縄文③集落跡④H19.12.26⑤東御市

教育委員会⑥堀田雄二⑦住宅団地建設③41⑨竪穴

住居址7(縄文10古墳10平安5)、 土坑5(縄文10

平安4)⑩土器 (縄文・弥生 0古墳・奈良 0平安 0

中世)、 石器 (縄文)、 陶磁器 (中世～近世)⑪縄

文時代中期前葉の遺物がまとまって出土した。平安

時代の集落の中心部で、遺構が集中して検出された。

⑫平成19年度刊行。

①東御市羽毛山②中世③山城跡④H19。 12。 26⑤東御

市教育委員会⑥堀田雄二⑦学術発掘③8⑨土塁 1、 火

床部2⑩焼礫6、 古銭l⑪峰火台と言われている土塁

で、焼礫・火床部 0灰 の層 0版築されていることを

確認。⑫平成19年度刊行。

(12)安曇野市

8665 三枚橋遺跡 口藤塚遺跡

①安曇野市穂高6765-2② 縄文・奈良 0平安③集落跡

④H18。 9。 26～ 11.30⑤安曇野市教育委員会⑥高原正

文、土屋和章⑦その他建物 (交流学習センター)③
約2,000ピ ⑨竪穴住居跡25、 溝跡、ピット、土坑⑩
土器 (縄文晩期、土師器、須恵器)、 鉄製品、石器、
石製品⑪河川の氾濫が著しい場所であり、抽出洪水

とやまじょうせき

8664外山城 跡

8662

①千曲市力石字中村449ほ か②平安③水田跡④
H19。 10。 2⑤長野県埋蔵文化財センター⑥贄田明、寺
内貴美子、山崎まゆみ⑦道路③620⑨ なし⑩なし⑪
今年度の調査区には集落跡、水田跡は広がっていな
い⑫未刊 平成23年 3月 予定。

群跡一還
刊
里

』
条

」
石

ち力、力

写真10  東御市伊勢原遺跡での出土状況

(東御市教育委員会提供 )
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跡に奈良から平安時代にかけての住居や柱穴を彫

り込んで集落を形成 している。⑫平成20年度刊行予

定。

(13)1富 士見町

ご し
´
ょだいら

8666御所 平

①諏訪郡富士見町富士見10751ほか②縄文・平安③

集落跡④H19e 10。 31～ 11。 19⑤富士見町教育委員会

⑥小松隆史⑦農業基盤整備事業③225⑨⑩竪穴住居

址3(縄文)、 掘立柱建物址4(縄文)土坑514(縄文)、

焼土址5(縄文)、 埋設土器4(縄文)、 黒耀石集積

(縄文)i⑩土器 係電文)、 石器 (縄文)①縄文時代

中期中葉から後期の中核的集落。台地上に広い範囲
´

にわたらて集落が展開していたことが今回の調査

で明らかとなつた。⑫刊行予定なしЪ

とっ く り                         ｀

8667 徳久利遺跡     |
①諏訪郡富士見町11836-8ほ か②縄文③集落跡④

H19。 11:15～ 11。 28⑤富士見町教育委員会⑥小松隆

史⑦個人住宅③460⑨ なし⑩なし⑪以前に耕地利用

のため削平されている。⑫長野県富士見町教育委員

会『徳久利遺跡』平成20年刊行。

8668徳久利遺跡´

①諏訪郡富士見町11840-1ほ か②縄文③散布地④

H19.11。 15～ 11。 28⑤富士見町教育委員会⑥小松隆

史⑦農地③l,600⑨集石2(縄文)⑩土器 (縄文)、
:

石器 絲電文)①縄文早期押型文期の集石が2基調査

された8縄文中期から後期の集落跡として知られた

本遺跡だが、早期の集落も存在することが推察され

た。⑫長野県富士見町教育委員会『徳久利遺跡』平

成20年刊行。    .  (

(14)原村

がんとうさわ

8669 雁頭沢遺跡

①諏訪着『原村室内②縄文`平安③集落跡④H19.6115

～7。 1l⑤原村教育委員会⑥平出一治⑦個人住宅③

59:3⑨ なし⑩土器 (縄文)⑪すでにローム層まで削

平されており、遺構を検出するまでには至らなかつ

た。⑫平成19年度刊行。      l

①諏訪郡原村室内②縄文・平安③集落跡④H19。 7。 20

～8。 20⑤原村教育委員会⑥平出一治⑦個人住宅③

39⑨なし⑩土器 (縄文)t石器 (縄文)⑪わずかな

土器片は出土したが遺構を検出するまでには至 ら

ず、集落跡からは外れていたようである:⑫平成 19

年度刊行。

8671 出寺平遺跡

①諏訪郡原村上里②縄文・平安③集落跡④H19。 9。 20

～10.4⑤原村教育委員会⑥平出下治⑦個人住宅

③50。 2⑨なし⑩なし⑪地表下30～50c mに は礫を

多く包含する黒褐色土の堆積が見られた。このよう

な礫包含層から当地方では遺構が検出された事は

なく、遺跡の外縁部ないしは遺跡外と思われるが、`

狭い限られた範囲の調査であり遺跡の範囲を明ら

かにする事は出来なかつた。これからも注意深く見

守る必要があろう。

⑫平成19年度刊行。

(15)箕輪町             :

8672 本 城遺跡        i
①上伊那郡箕‐輪町中箕輪10284-l② 縄文0古墳～平

安③集落跡④H18。 7:3～H2003。 21⑤箕輪町教育委員

会⑥赤松 茂⑦③4000⑨ 竪穴住居址1(平安)、 掘立

柱建物址4｀(縄文)土坑2(縄文)く ピジト (時期不

明)、 口■ムマウンド1(時期不明)⑩土器 (縄文、

土師器、須恵器)、 石器 (縄文)①過去4次の調査で

古墳時代から平安時代の集落跡が確認されている

が、今回の調査では平安時代の竪穴住居跡 1棟が確

認されている。⑫平成19年度刊行。      1

8673 1め 1甘遺断 ′
|

①上伊那郡箕輪町中箕輪13238②縄文・弥生・平安

③集落跡④H19.4。 20～ H20。 3。 13⑤箕輪町教育委員

会⑥赤松 茂⑦学校③4o6⑨竪穴住居址14(縄文、

弥生、平安)、 掘立柱建物址2(縄文t平安)、 土坑10

(縄文)⑩土器 (縄文)(右器 (縄文)①段丘突端

部の平坦面に形成されたく縄文時代中期中葉及び後

葉の中核的集落であることがわかつた:同前期後半

と後期の遺物もしており、集落の形成時期が広がる

可能性が指摘される。また、弥生時代後期と平安時

代の集落跡が切り合って検出している。⑫平成20

年度刊行予定。

8670 跡寝理
ね
根
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8677 跡達
理一権

れ
町

(16)大桑村

8674 大野遺跡

①木曽郡大桑村大字長野597番地②縄文・平安・中

世③集落跡④H10.6.H～ 6e29⑤大桑村教育委員会

⑥勝野英下⑦その他の開発 (携帯電話無線中継基地

局建設)③ ll⑨溝状遺構 1条 (平安時代)⑩陶器テ

ンバコ1箱⑪当遺跡が南側の山ろく部へさらに広

がりをもつて包蔵ざれていることが再確認される

とともに、当遺跡の全容解明に向けた斬新がはから

れた。⑫刊行未定  ヽ

(17)阿智村

8675 上の 平 遺跡

①下伊那郡阿智村智里3593-2他②縄文・平安～近

現代③散布地④H18。 7.1～ H19。 4。 21⑤阿智村教育委

員会⑥高樋孝助、中里信之⑦その他の建物 (ビジ

ターセンター建設)③ 3434⑨ フラスコ状土坑 (縄文

時代)、 土坑・畝状遺構 (平安か)、 近世屋敷跡、

溝跡⑩縄文中期土器、灰釉陶器、陶器 (中世t近世、

近代)、 梅花双雀鏡 (中世)。 ⑪保存状況は悪く、

中世以前の明確な遺構は発見されなかつた。しかし

ながら、地山直上に見られた畝状遺構t近世屋敷跡、

溝跡とともに、灰釉陶器を伴う数力所の土坑、有孔

鍔付土器の口縁音

`な

ど縄文中期の土器(縄文時代フ

ラスコ状ピシトが検出された。⑫平成20年度刊行予

定。

(18)坂城町

8676 開畝遺跡

①埴科郡坂城町大字中之条字開畝2164番地ほか②

縄文 0弥生・奈良 0平安③集落跡④H18。 6.5～

H19.2.26⑤坂城町教育委員会⑥助川朋広⑦町営住

宅③l,500⑨竪穴住居跡3(弥生1、 平安2)、 土坑 ―

64(縄文33、 平安4t不明27)、 竪穴状遺構4(不明)

⑩土器 (縄文～平安)、 石器 (縄文)⑪縄文時代の土

坑が数多く検出された。調査区外に集落 (住居址)

が広がるものと思われる。⑫坂城町教育委員会『開

畝遺跡Ⅳ』H20。 3:28

①埴科郡坂城町大字南条4682二 1ほか②縄文、弥生、

古墳、平安、中世③集落跡④H19。 6。 5～ 8。 9⑤坂城町

教育委員会⑥時信武⑦道路③800⑨竪穴住居跡10

(縄文3、 弥生1、 古墳2、 平安4)、 土坑21(縄文4t

弥生 1、 中世 1、 不明15)、集石遺構、焼土址⑩土器

(縄文～平安)、 石器 (縄文)、 金属製品 (中世)

①縄文時代～平安時代の集落跡を検出。特に平安時

代においては密度の濃い集落であつたことが明ら

かになった。⑫坂城町教育委員会『町横尾遺跡Ⅱ』

H20。 3。 28                   -

8678 上 五 明条里水 田址

①坂城町上平字出浦150ほ か②古墳、平安③集落跡

④H19。 5.7～ 12.1l⑤長野県埋蔵文化財センター⑥

贄田明、寺内貴美子、山峙まゆみ⑦道路③7,339⑨

竪穴住居跡 29、 掘立柱建物跡 11、 土坑258、 溝跡 16(以

上古墳、平安 )、 墓跡2(平安)⑩土師器、須恵器 (古墳、

平安)瓦塔、鉄鐸、紡錘車 (平安 )、 子持ち勾玉、石

製品 (古墳)①6世紀代 と10世紀代に所属する集落が

営まれていたことが判明した。坂城町の調査によれ

ば、今年度調査区南側の竹内製作所敷地内でも両時

期の遺構が検出されてお り、集落域は、近隣一帯の

広範囲に及ぶものと推測 される。特筆すべきは10

世紀後半の木棺墓が検出された点で、脚部付近 と腰

部付近から紡錘車 と鉄鐸が出土 した。⑫未刊 平成

23年 3月 予定。

(19)山形村

8679 三夜塚遺跡、
「
下原遺跡  「

①東筑摩群山形村6381番地1ほ か②縄文③集落跡④

H19。 5.14～ 11。 12⑤ 山形村教育委員会⑥和田和哉⑦

農業基盤整備事業 (灌漑用配水管更新工事)③l,236

⑨竪穴住居跡25、 土坑169、 ピツト268(縄文)⑩土

器 `石器 (縄文)⑪三夜塚遺跡では、縄文時代前期

末の遺構や遺物が確認され、径12m弱の大型竪穴住

居跡が検出された。下原遺跡では、縄文時代後期中

頃の遺構や遺物が発見され、遺跡の時期が中期のみ

に留まらないことが確認された。両遺跡からの発見

の大半は、中期後葉の遺構や遺物であつた。⑫平成

20年度刊行予定。
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(20)飯綱町

8680 表 町遺跡

①飯綱町大字牟礼字表町2178-1ほか②縄文・平安

～中世③集落跡④H19.4。 9～ 6.29⑤長野県埋蔵文化

財センター⑥中野亮一⑦道路③4,200⑨竪穴住居跡

2(平安)、 掘立柱建物跡4以上、溝跡5(平安、戦国)

土坑149(縄文、平安～戦国)⑩土器・石器 (縄文、戦

国)、 金属器⑪17年度からの発掘は、本年度ですべ

て終了となつた。本遺跡では、二つの時代における

生活の痕跡が確認された。第1は 、南北約350mに お

よぶ調査区ほぼ全面で建物跡・井戸跡など、戦国時

代の遺構が確認された。

本遺跡は中世矢筒城跡南に隣接し、古くから城と

関係する集落の存在が言い伝えられていた。城の存

在時期と重なる集落の確認は最大の成果である。第

2に平安時代の住居跡が9軒確認された。この周辺で

平安時代集落の確認例は少なく、この地方の平安時

代の様子、また小規模集落のあり方を考える上での

貴重な資料となった。

さらに第3と して、約100基確認された縄文時代の

落とし穴があげられる。中でも縄文時代後期頃と思

われる溝状土坑は、ほぼ等間隔に並んで何本もの列

をなして掘られている。縄文時代の狩猟文化の一端
ン
が垣間見える好資料となろう。⑫平成21年 3月 刊行

予定。
'

8681 橋詰遺跡

①飯綱町大字牟礼522番地4②縄文時代晩期③集落

跡④H19。 8.1～ 8。 1l⑤飯綱町教育委員会⑥横山かよ

子⑦個人住宅建設③180ぽ⑨土坑 (穴 )-8基⑩整理

箱 (縦60cm× 横44cm× 深さ30cm)-5箱、縄文土器多

数・土製耳飾約30点・石剣模倣の土製品 。勾玉 (ヒ

スイ ?)0石鏃・石錐・石斧⑪調査範囲の大部分が

撹乱状態にあつたが、遺物包含層をできる限り探り

調査した。縄文晩期の土器片、石鏃、耳飾などが出

土。特に耳飾の数は約30点 と多い。石斧は極端に少

なく、打製、磨製、各1点 のみの出土である。しか

しこれらは遺構のなかから出土したものではない。

遺構は土坑 (穴、直径40cmぐ らい)8基検出。遺跡の

中心からは外れる。⑫平成21年度刊行予定。
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2試掘 L確認調査

番号 遺 跡 名 所  在  地 1 調 査 期 間 調 査 主 体 調査の原因・目的

8682 浅川扇状地遺跡群 長野市吉田1丁 目21-24他 H19.3.27～ H19,3.28
長野市埋蔵文化財
センター ' その他の建物

8683 浅川端遺跡 長野市吉田2丁 目278-1 H19.4.5
長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

8684 長野遺跡群 東町遺跡 長野市大字長野字東町105-1ほか H19.4.26
長野市埋蔵文化財
センタニ

庫裏新築

8685 長野遺跡群 元善町遺跡 長野市元善町455-1、 468-1 H19.4.26
長野市埋蔵文化財
センター

個人住宅

浅川扇状地遺跡群 長野市大字南堀252上 3他 H19.5.8
長野市埋蔵文化セン
ター

集合住宅

8687 浅川扇状地遺跡群
長野市大字上駒沢字新町373-1
他

H19.5.22
長野市埋蔵文化セン
ター

宅地造成

8688 長野遺跡群 長野市大門町82-3 H19.5。 23
長野市埋蔵文化セン
ター

店舗

8689
浅川扇状地遺跡群 松ノ

木田遺跡   : 長野市浅川東条300-2 H19.5.28
長野市埋蔵文化財
センター

その他建物(老人福祉
施設)

8690 元善町遺跡 長野市元善町455 H19.6.18
長野市埋蔵文化財
センター

その他建物(寺院改
築)

8691 田牧居帰遺跡
長野市稲里町田牧字北樋沢107-3

他   :
H19.7.13

長野市埋蔵文化財
センター

宅地造成

8692 浅川扇状地遺跡群 長野市大字徳間字中南577-2_他 H19.7.13
長野市埋蔵文化財
センタニ

その他の建物 (診療
所)

8693 小島口柳原遺跡群 長野市大字小島字中俣道東785他 H19.7.23
長野市埋蔵文化財
センター

その他開発 (老人福
祉施設)  一

8694 安茂里遺跡群 長野市大字安茂里字中道696-1他 H19.7.31
長野市埋蔵文化財
センタ‐ 宅地造成

8695 小島・柳原遺跡群 長野市大字小島字土井堰南717-2 H19.8.7
長野市埋蔵文化財
センター

宅地造成

8696 石川条里遺跡隣接地
長野市篠ノ井塩崎字北小宮2187番

地 外   ` H19.8.20
長野市埋蔵文化財
センター

その他の建物 (保育
園)

8697 浅川扇状地遺跡 長野市浅川押田190他 H19。 9。 13
長野市埋蔵文化財
センタニ

宅地造成

8698 天神木遺跡 長野市稲田2丁 目 H19.8.31
長野市埋蔵文化財
センター

公園造成

8699 南宮遺跡
長野市篠ノ井東福寺字五反田1076-

2他 H19。 9`25
長野市埋蔵文化財
センター

その他開発 (陸砂利
採取)

8700 裾花川扇状地遺跡群 長野市中御所2丁 目415-1 H19.11.22
長野市埋蔵文化財
センター 土地区画整理

8701 松代城下町跡
長野市松代町松代字馬場町1424-5

他
H19110。 9

長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅

8702 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字栗田字西番場323-3番

地 他
‐ H19。 10。 12

長野市埋蔵文化財
センタ■

土地区画整理

8703 裾花川扇状地遺跡群 長野市大字栗田字部屋田74-1他 H19.10。 16
長野市埋蔵文化財
センター

宅地造成

8704 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字南長野字山王1205-10

他
H19110.16

長野市埋蔵文化財
センター

道路

8705 大塔城跡
長野市篠ノ井ニツ柳字大当1419-3

他
H19.10,22

長野市埋蔵文化財
センター

その他の建物 (携帯
電話基地局 )

8706 裾花川扇状地遺跡群 長野市大字栗田字西番場240他 H19.10.31
長野市埋蔵文化財
センター

土地区画整理

8707 長野遺跡群
長野市大字西長野字塩ノ入654-1

他
H19:12.21

長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅

8708 水内坐=元神社遺跡 長野市大字小島702他 H19.11.2
長野市埋蔵文化財
センター 学校建設

8709 裾花川扇状地遺跡群 長野市中御所二丁目430-1番地 他 H19.12.14
長野市埋蔵文化財
センター

土地区画整理

8710 浅川扇状地遺跡群 長野市三輪9丁 目102 H20,2.12
長野市埋蔵文化財
センター

宅地造成

8711 浅川扇状地遺跡群
長野市大字上駒沢字新町331-2の
一部 他

H19.2.28
長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅

8712 宮北遺跡
松本市大字里山辺字堰添1358番 1、

他2筆           ~ H18.1.10 松本市教育委員会 集合住宅

-47-



番 号 遺  跡 名 所 在 地 調 査 期 間 調 査 主 体 調査の原因 r目 的

8713 北大妻東遺跡 (近接地) 松本市梓川倭478番他 H19,1.18～ 1.24 松本市教育委員会 宅地造成

8714 柳由遺跡 松本市浅間温泉1丁 目1280-6 H18.1.19 松本市教育委員会
その他の建物 (診療
所)

8715
梓川地区埋蔵文化財未確
認地域

松本市梓川倭2815番他 H19,1.30-31 松本市教育委員会 店舗

8716 出川南遺跡 松本市芳野1012番 6他 H18.3.14 松本市教育委員会
その他の開発 (不動
産売買)

8717 岡田松岡遺跡
松本市大字岡田松岡字桶田306番 1

他
H19.3.15～ 16 松本市教育委員会 集合住宅

8718 高畑遺跡
松本市村井町837番 1(筑摩野中学
校 )

H19.3.19 松本市教育委員会 学校建設

8719 小松下遺跡 松本市筑摩4丁 目4406番地他 H19.6.27.28 松本市教育委員会 道路

8720 神沢遺跡 (近接地 )′ 松本市蟻ヶ崎1744(1770他 H19.4.19-H19.4.23 松本市教育委員会 道路

8721 白川遺跡 松本市大字壽豊丘字中村529番 1 H19.4.13・ 4.16 松本市教育委員会 宅地造成

8722 出川南遺跡 松本市芳野6番 H19.4.23-4.25 松本市教育委員会 集合住宅

8723 埋蔵文化財未確認地域 松本市開智二丁目295番 、他5筆 H19.5.1～ 5.2 松本市教育委員会 集合住宅

8724 松本城三の丸跡小柳町
松本市大手3丁 目78-イー2、 86-1
他3筆

H19.6.5～'6.22 松本市教育委員会 集合住宅

8725 松本城下町跡
松本市深志2丁 目63-12、 64-1
66-3他

H19.5.30～ 6.1、 7.11～

7.13
松本市教育委員会 集合住宅

8726 南栗遺跡 松本市大字島立字申曽根4646番 9 H19.6.28 松本市教育委員会 個人住宅

8727 岡田西裏遺跡
松本市大字岡田下岡田63番地、外2

筆
~ H19.6.25～ 6126 松本市教育委員会 宅地造成

8728 新井遺跡 松本市大字里山辺1495番 1、 外9筆 H19.6.11-6.12 松本市教育委員会 宅地造成

8729 埋蔵文化財未確認地域 松本市梓川倭1090番 2、 外2筆 H19.5.24 松本市教育委員会 宅地造成

8730 井川城址
松本市井川城―丁目4542-1の 一

部
H19.5.22 松本市教育委員会 集合住宅

8731 西桐原遺跡
松本市大字入山辺1870、 1871-イ、
1872

松本市教育委員会 道路

8732 新村口島立条里的遺構 松本市大字島立字イカリ300番 1 H19.2.21 松本市教育委員会 店舗
・

8733 新村・島立条里的遺構
松本市大字新村字喜右衛門田2927

番 1、 8筆
H19.2.19～ 2.20 松本市教育委員会 店舗

8734 向山遺跡 (近接地) 松本市大字岡田町字柏田114番 1 H19。 7.6 松本市教育委員会 集合住宅

8735 筑摩遺跡 松本市筑摩1丁 目3318番 1 H19.7.17 松本市教育委員会 集合住宅

8736 県町遺跡 松本市大字里山辺字道添4020番 1 H19。 7.19 松本市教育委員会 宅地造成

8737 氷室館跡 (近接地) 松本市梓川倭2571番 H19。 7.23-7.24 松本市教育委員会 宅地造成

8738 下三子遺跡 (近接地) 松本市大字笹賀5831番 5;6,7 H19.7.26 松本市教育委員会 集合住宅

8739 天神ノ木遺跡 松本市大字岡田松岡587番 1、 外3筆 H19.8.6～'8.9 松本市教育委員会 農業基盤整備事業

8740 柳田遺跡
松本市浅間温泉1丁 目211番 1、 他5

筆
H19.8.23・ 24 松本市教育委員会 宅地造成

8741
梓川地区埋蔵文化財未確
認地域

松本市梓川梓755番 の内 H19.9.27 松本市教育委員会 学校建設

8742 トウコン原遺跡
松本市大字岡田松岡字原田297番

地1、 字桶田298番
H19。 9.21 松本市教育委員会 宅地造成 ∫

8743 神田遺跡 松本市神田二丁目810番 1、 2 H19。 10.1 松本市教育委員会 宅地造成

8744 本郷上高田遺跡
松本市浅間温泉二丁目113番 1、 外5

筆
H19.10.5 松本市教育委員会 宅地造成
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8745 神戸遺跡 松本市大字笹賀3045番 1 H19.10.10 松本市教育委員会 工場

8746 県町遺跡 松本市県1丁 目530番 4 H19.11.19～ 11.20 松本市教育委員会 集合住宅

8747 岡田町遺跡 松本市大字岡田町769番 H19.8.20口 21 松本市教育委員会 集合住宅

8748 原五反田遺跡 (近接地) 松本市大字原1096-1、 7番イ、他 H19.8.27～ 29 松本市教育委員会
その他の建物 (給食
センター)

8749 瀬黒遺跡
松本市寿北五丁目1086番 1、 1086

番7
H19.9.3 松本市教育委員会 集合住宅

8750 高畑遺跡 松本市大字芳川村井町888番 1 H19.9.7 松本市教育委員会 集合住宅

8751 横田古屋敷遺跡 (近接地) 松本市元町―丁目8番 他3筆 H19.10.19へ'10.22 松本市教育委員会 集合住宅

8752 埋蔵文化財未確認地域 松本市梓川倭579番 1、 2 H19.10.25 松本市教育委員会 宅地造成

8753 下三子遺跡 (′近接地 ) 松本市大字笹賀6089番 7他2筆 H19.11.9 松本市教育委員会 集合住宅

8754 本郷上高田遺跡
松本市浅間温泉二丁目176番 9、 180

番8
H19、 11,12へ′11.13 松本市教育委員会 集合住宅

8755 県町遺跡 松本市県3丁 目6番 1号 H19.11.28 松本市教育委員会 学校建設

8756 五輪遺跡
松本市野溝木工2丁 目402番 4、 469

番
H19.12.7 松本市教育委員会 集合住宅

8757 柳田遺跡
松本市浅間温泉―丁目211番 1他 4

筆
H19.10.29γ H19.11.6 松本市教育委員会 集合住宅

8758 神田遺跡 松本市神田―丁目749番 他4筆 H19.12.5 松本市教育委員会 集合住宅

8759 出川西遺跡 松本市出川町1720番 1、 4 H19.12.11 松本市教育委員会 宅地造成

8760 沢村遺跡
松本市沢村―丁目1724番 1、 1724

番5、 1725番
H19.12.13 松本市教育委員会 公園造成

8761 水汲遺跡 (近接地) 松本市大字水汲字竹原57番の一部 H19.12.25 松本市教育委員会 集合住宅

8762 海岸寺遺跡
松本市大字入山辺1941-イー2、

1944、 1961-3 1也
H20.2.5～ 2.6 松本市教育委員会 道路

8763
梓川地区埋蔵文化財未確
認地域

松本市梓川倭1391番 、1392番 、
1393番 、他3筆

H20.2.12 松本市教育委員会 宅地造成

8764 北大妻東遺跡 松本市梓川倭477番3の一部 H20.2.14 松本市教育委員会 集合住宅

8765 岡田田中遺跡
松本市大字岡田下岡田字仲田85番

1

H20.2.18 松本市教育委員会
その他の建物 (老人
福祉施設)

8766 原庭遺跡 (近接地) 松本市梓川倭97番 H20.2.19 松本市教育委員会 宅地造成

8767 原庭遺跡 (近接地) 松本市梓川倭2079番 1 H20.2.26 松本市教育委員会
その他の建物 (社員
寮)

8768 下三子遺跡(近接地 )
松本市大字笹賀5921番 (松本市立
二子小学校敷地内)

H20.1.7 松本市教育委員会 学校建設

8769 元原遺跡 (近接地) 松本市桐二丁目961番 1、 他6筆 H20。 1.22 松本市教育委員会 集合住宅

8770 西桐原遺跡
松本市大字入山辺1787番 、1789-
イ番、他

H20.1.23-1.28 松本市教育委員会 道路

8771 大村立石遺跡 (近接地)
松本市大字大村字祢添1090番 、
1093番

H20.1.29 松本市教育委員会 集合住宅

8772 島内山田遺跡 松本市大字島内字大峯8908番 1 H20.1.31 松本市教育委員会
その他の開発 (携帯電
話アンテナ用鉄塔)

8773 宮原遺跡 上田市秋和字権現 H19.5.25・ 28 上田市教育委員会 宅地造成

8774 常入遺跡群 上田市常入―丁目472 H19.7.6 上田市教育委員会 工場

8775 中の沢遺跡・半過古墳群 上田市小泉字中沢 H19.7.9～ H19.7.10 上田市教育委員会 道路

8776 上田城跡 上田市中央四丁目 H19.8.1～ 8.3 上田市教育委員会 集合住宅
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8777 染屋台条里水田跡遺跡 上田市古里字紋蔵 H1938.16 上田市教育委員会 宅地造成

8778 染屋台条里水田跡遺跡 上田市古里字紋蔵 H19.10.18 上田市教育委員会 宅地造成

8779 染屋台条里水田跡遺跡 上田市住吉字鳥居町 H19.11.6 上田市教育委員会
その他開発 (駐車場
造成)

8780 茂沢東遺跡 上田市平井字茂沢 H19.12.18 上田市教育委員会
農業基盤整備事業(農

道等を含む)

8781 染屋台条里水田跡遺跡 上田市上野字大和町 H19.12.27～ H20.1.7 上田市教育委員会 集合住宅

8782 染屋台条里水田跡遺跡 上田市古里字大畑 H19.11.19～ 20 上田市教育委員会 道路

8783 染屋台条里水田跡遺跡 上田市古里字篠井原 H20.1.25 上田市教育委員会 宅地造成

8784 染屋台条里水田跡遺跡 上田市古里字膳ノ橋ほか H20.1.29 上田市教育委員会 道路

8785 日向の館跡推定地 上田市真田町長字日向 H20,2,1 上田市教育委員さ その他の建物 (東屋)

8786 染屋台条里水田跡遺跡 上田市古里字大畑 H20.2,25 上田市教育委員会 道路

8787 外畝遺跡 岡谷市山手町T丁目2673-1他 H18.4,7 岡谷市教育委員会 個人住宅

8788 上屋敷遺跡 岡谷市長地出早三丁目9-9 H18:5。 2 岡谷市教育委員会 個人住宅

8789 海戸遺跡 岡谷市天竜町二丁目二-16 H18.6.5 岡谷市教育委員会 個人住宅

8790 紺屋垣外遺跡 岡谷市東銀座一丁目1-4 H18.7.4 岡谷市教育委員会 学校建設

8791 榎垣外遺跡 岡谷市長地小萩4799-9 H18.5.24 岡谷市教育委員会 個人住宅

8792 深沢遺跡 岡谷市新開1941-1外 H18.6.5 岡谷市教育委員会
その他開発(資材置き
場)

8793 柳海途遺跡 岡谷市柳海途1453-1外 H18.7.31 岡谷市教育委員会 その他開発(駐車場)

8794 権現堂遺跡 岡谷市長地小萩―丁目4872-1外 H18.8.2 岡谷市教育委員会 集合住宅

8795 榎垣外遺跡 岡谷市長地源―丁目3094-1 H18.8.1 岡谷市教育委員会
その他の建物(貸住
宅)

8796 横道上遺跡 岡谷市赤羽―丁目7579-2 H18.9。 22 岡谷市教育委員会 個人住宅

8797 榎垣外遺跡 岡谷市長地小萩三丁目2756-1 H18.9,5 岡谷市教育委員会 その他開発(駐車場)

8798 上向B遺跡 岡谷市長地6227二 8 H19。 2.27～ 3.20 岡谷市教育委員会 個人住宅

8799 榎垣外遺跡 岡谷市長地梨久保―丁目4745-1 H19。 3.8 岡谷市教育委員会 個人住宅

若宮遺跡 岡谷市湊4655外 H19:1.25 岡谷市教育委員会 砂防ダム

8801 新倉長塚遺跡 岡谷市川岸中三丁目3556番地外 H19。 2.26 岡谷市教育委員会 開発事業(河川)

8802 扇平遺跡 岡谷市長地出早二丁目5576=4外 H19。 1,25 岡谷市教育委員会 開発事業(道路)

8803 小田井遺跡・若宮遺跡 岡谷市湊三丁目4503-4外 H19.1.25 岡谷市教育委員会 開発事業(河川)

大洞遺跡、箱川原遺跡、
箱川原南遺跡

飯田市箱川1201‐ 1番地他 H19.3.12^′ 14 飯田教育委員会
その他の開発 (工 業 _

用地調査 )

井戸端遺跡 飯田市千栄584-3 H19。 3.30 飯田教育委員会 宅地造成

北方野池遺跡 飯田市北方3433-1 H19.4.5 飯田教育委員会 集合住宅

8807
松尾北の原遺跡・上の城
跡

飯田市松尾久井396-1、 227二 2 H19.4.4 飯田教育委員会 店舗

8808 三日市場城跡 飯田市三日市場1163番 地他 H19ご 5.16 飯田教育委員会
その他の建物 (配送
センター)
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切石遺跡群 飯田市鼎切石 H19.7.3 飯田教育委員会 道路

8810 方角東遺跡 飯田市白山通り3丁 目351-2番地 H19.7.20 飯田市教育委員会
その他の建物 (保育
園)

8811 北方西の原遺跡 飯田市北方9番 6・ 10、 9番2の一部 H19.10.1～ 10.9 飯田市教育委員会 個人住宅

8812 恒川遺跡群恒川B地籍 飯田市座光寺4725-5、 -6 H19.11.1～ 11.2 飯田市教育委員会 個人住宅

8813 堀尻遺跡 飯田市上郷飯沼3313-1他 H19.12.21 飯田市教育委員会 道路

8814 塚原遺跡 飯田市桐林2936-4他 H19.12.27 飯田市教育委員会 道路

8815 久保田1号古墳 飯田市川路898-1 H20.1.28 飯田市教育委員会 個人住宅

8816 塚原二子塚古墳 飯田市桐林3051-1他 H19,12.19～ H20.2.26 飯田市教育委員会
保存目的の範囲内容
確認調査

8817 清水遺跡 諏訪市豊田3456-1 H19.6.14-15 諏訪市教育委員会 個人住宅

8818 清水遺跡 諏訪市豊田3652-2 H19.12.21～ H19.12.25 諏訪市教育委員会
地方公共団体が実施する

保存 目的の範囲確認調査

8819 御社宮司社遺跡 諏言方市大和1-11280-1、 11282-1 H20.2.25 諏訪市教育委員会 農業基盤整備事業

8820 立ヶ花表遺跡 中野市大字立ヶ花字表872-1ほか H19.11.19-11.30 長野県埋蔵文化財
センター 鉄道

8821 板垣平遺跡 茅野市ちの2241、 2245 H19.4.10 茅野市教育委員会 自然崩壊

8822 外垣外遺跡
茅野市宮川字外垣外6063-132の一

部
H19。 4.20 茅野市教育委員会 個人住宅

薮原舟久保三角塚遺跡
茅野市玉川薮原舟久保三角塚
4391-13ほか

H19.3.12～ 4.27 茅野市教育委員会 個人住宅

8824 上原城下町遺跡 茅野市ちの字原田1092-1 H19.5.15 茅野市教育委員会 個人住宅

8825 小堂見遺跡 茅野市玉川神之原3080-2・ 3ほか H1914.16-4.27 茅野市教育委員会 店舗

8826 小堂見遺跡 茅野市玉川神之原3082-1ほか H19,4:16-4.27 茅野市教育委員会 店舗

8827 上原城下町遺跡 茅野市ちの字大町804-8 H19.3.29 茅野市教育委員会 個人住宅

8828 上原城下町遺跡 茅野市ちの字播磨小路1297-2ほか H19.6.25 茅野市教育委員会 個人住宅

8829 式部汐遺跡 茅野市玉川藤塚3654-2・ 6番地 H19,7.10 茅野市教育委員会 個人住宅

8830 式部汐 茅野市玉川藤塚3654-2・ 6番地 H19・ 7・ 10 茅野市教育委員会 個人住宅

8831 上原城下町遺跡 茅野市ちの693-2番地 H19・ 7・ 24 茅野市教育委員会 個人住宅

8832 山寺遺跡 茅野市豊平1817番 地他9筆 H19.8.7～ 8.9 茅野市教育委員会 その他建物(特養老)

8833 中沢遺跡 茅野市玉川10240,1番地ほか H19.6.29～ 7.10 茅野市教育委員会 宅地造成

8834 上原城下町遺跡
茅野市ちの字六勺1210-1の 一部ほ
か              ′

H19.9.25 茅野市教育委員会 個人住宅

8835 尖石遺跡
茅野市豊平南大塩4355-2、 4359番
地

H19.4.9～ 4.17 茅野市教育委員会 農業基盤整備事業

8836 大桜遺跡 茅野市米沢北大塩4834-1・ 2・ 9番地 H19.7.8～ 8.6 茅野市教育委員会 個人住宅

8837 上原城下町遺跡 茅野市ちの字六勺1209-4、 1210-6 H19.10.11 茅野市教育委員会 個人住宅

8838 石小屋1・ 2号墳
茅野市玉川529番 地、593番地 1、

593番地2        ~ H19。 10.22・ 23 茅野市教育委員会
その他開発(駐車場増
設工事 )

8839 上原城下町遺跡
茅野市ちの字六勺1209-2、 1210-1・

4
H19.6.26・ 27 茅野市教育委員会 宅地造成

8840 上原城下町遺跡 茅野市ちの2320-2 H19.11.19 茅野市教育委員会 その他の建物(物置)
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8841 家下遺跡 茅野市ちの字横内境286-4、 5 H19.11.19 茅野市教育委員会 個人住宅

8842 干沢城下町遺跡 茅野市宮川字城下2767-2番地 H19.11.12 茅野市教育委員会
その他の開発(駐車
場)

トクアミ遺跡 茅野市豊平字バチ山4937-1番 地 H19.11.19 茅野市教育委員会
その他の建物(大学研
究棟)

8844 構井口阿弥陀堂遺跡
｀

茅野市ちの2538-1、 -9 H19。 11.5 茅野市教育委員会
その他の建物 (大学
研究棟 )

8845 上原城下町遺跡
茅野市ちの字播磨小路1342、 1345、

1369-2、 1372、 1372-4の 一音F
H19。 11.16 茅野市教育委員会 個人住宅

白拍子遺跡群(隣接) 佐久市取出町字仲道160他 3筆 H19.4.12 佐久市教育委員会 宅地造成

8847 和田遺跡 佐久市湯原856-1ほか H19.4.16-20 佐久市教育委員会 市道建設

枇杷坂遺跡群 佐久市岩村田1315 H19.4.19・ 20 佐久市教育委員会
その他建物(医院ロテ
ナントビル)

8849 筏室遺跡群
: 佐久市安原字内堀584-1ほか H19.4.20 佐久市教育委員会 集合住宅

8850 岩村田遺跡群 佐久市岩村田字行人塚375-1 H19F5.7 佐久市教育委員会 集合住宅

8851 金井坂遺跡 佐久市春日3000-7番地先ほか H19.4.19～ 4.27 佐久市教育委員会 道路

8852 寺畑遺跡群 佐久市猿久保742‐1.742-5、 744 H19.5.21 佐久市教育委員会 集合住宅

8853 中原遺跡群 佐久市中込字荒子3847-1 H19.6.20 佐久市教育委員会 集合住宅

8854 合浜田遺跡 佐久市根岸字合浜田3969-3ほか H19.6.18・ 20 佐久市教育委員会 宅地造成

8855 東立科B口 D・ E・ F遺跡 佐久市東立科 H19.6.13～ 26 佐久市教育委員会 道路

8856 中堰遺跡 佐久市平賀字中堰 H19.6.4・ 7 佐久市教育委員会 宅地造成

8857 根々井居屋敷遺跡 佐久市根々井字上屋敷5401537 H19.5.30日 31～ H19.6.4 佐久市教育委員会 宅地造成

8858 濁り遺跡 佐久市塚原丸山550-1 H19.5.31・ H19.6.1 佐久市教育委員会 宅地造成

8859 東五里田遺跡
佐久市野沢字梨ノ木345番 1、 346番

1・ 7・ 8
H19.6.5 佐久市教育委員会 宅地造成

8860 中堰遺跡 佐久市平賀字中堰 H19.6.4・ 7 佐久市教育委員会 宅地造成

8861 根々井居屋敷遺跡 佐久市根々井字上屋敷540L537 佐久市教育委員会 宅地造成

8862 濁り遺跡 佐久市塚原丸山550-1 H19.5.31・ H19.6.1 佐久市教育委員会 宅地造成

8863 東五里田遺跡
佐久市野沢字梨ノ木345番 1、 346番

1・ 7・ 8
H19.6.5 佐久市教育委員会 宅地造成

8864 上ノ城跡 佐久市臼田3409 H19・ 7・ 5 佐久市教育委員会
その他開発(携帯無線
基地)

8865
今井西原遺跡Ⅱ 白山遺
跡群下原遺跡

佐久市横和511-3他 佐久市三河田
445-1

H19・ 4・ 11～ 4・ 24 佐久市教育委員会 道路

8866 鳥坂城跡 戸坂遺跡Ⅳ 佐久市新子田1079-2 H19・ 4・ 24・ 25 佐久市教育委員会 土砂採取

8867
近津遺跡群下宮原遺跡
周防畑遺跡群 )

佐久市長土呂900-2・ 1056-2 H19・ 4・ 12～ 4・ 18 佐久市教育委員会 道路

8868 中堰遺跡 佐久市平賀字中堰 H19.6.4・ 7 佐久市教育委員会 宅地造成

8869 根々井居屋敷遺跡 佐久市根々井字上屋敷540・ 537 H19.5.30・ 31、 6.4 佐久市教育委員会 宅地造成

8870 濁り遺跡 佐久市塚原丸山550… 1 H19.5:31・ H19.6.1 佐久市教育委員会 宅地造成

8871 東五里田遺跡
佐久市野沢字梨ノ木345番 1、 346番

1・ 7・ 8
H19.6.5 佐久市教育委員会 宅地造成

8872 上ノ城跡 佐久市臼田3409 H19・ 7・ 5 佐久市教育委員会 その他開発
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8873
今井西原遺跡Ⅱ 白山遺
跡群下原遺跡

佐久市横和511-3他 佐久市三河田

445-1
H19・ 4・ 11～ 4・ 24 佐久市教育委員会 道路

8874 鳥坂城跡 戸坂遺跡Ⅳ 佐久市新子田1079-2 H19・ 4・ 24・ 25 佐久市教育委員会 土砂採取

8875
近津遺跡群下宮原遺跡
周防畑遺跡群)

佐久市長土呂900-2・ 1056-2 H19・ 4・ 12～ 4・ 18 佐久市教育委員会 道路

8876 長土呂遺跡群 佐久市長土呂上聖端156番 1外 H19.6.25、 7.11.17.18 佐久市教育委員会 店舗(ホテル)

8877 東五里田遺跡 佐久市野沢字西五里田394番4 H19・ 7・ 9・ 11‐ 1́3 佐久市教育委員会 宅地造成

8878 離山遺跡 佐久市田口字山腰5709番 1他2筆 H19.7.23 佐久市教育委員会 その他開発輛主車場)

8879 西一里塚遺跡群 佐久市平塚239-1他 H19.7.23 佐久市教育委員会 道路

前田遺跡群 佐久市塚原字長塚984-4・ lo H19.7.30 佐久市教育委員会 住宅

8881 長明塚遺跡 佐久市野沢字五反田331番2の一部 H19.8.20 佐久市教育委員会 住 宅

8882 寺畑遺跡群 佐久市猿久保517-1外 H19.8.14.16.29～ 31 佐久市教育委員会 その他建物(遊戯店)

8883 馬瀬口遺跡
佐久市瀬戸460番地先から佐久市
新子田2029番地先

H19.5.23γ 5。29 佐久市教育委員会 道路

8884 田島古墳 佐久市北川字田島62-イ H19.9:18-10.10
長野県埋蔵文化財
センター

道路

8885 枇杷坂遺跡群 佐久市岩村田1318-7外 H19.10.16 佐久市教育委員会 店舗

8886 枇杷坂遺跡群
佐久市岩村田円正坊 1266-10ロ

1318-4
H19。 1側 6・ 17 佐久市教育委員会 店舗

8887 桟敷遺跡 佐久市安原字桟敷1526-1 H19.10.18 佐久市教育委員会 宅地造成

8888 周防畑遺跡 佐久市長土呂字半塚16鵜 -7 H19.11.6 佐久市教育委員会 ガスロ水道口電気等

8889 岩村田遺跡群
佐久市岩村田字北一本柳2007-1

2008-1,2008-2
H19.11.9・ 10 佐久市教育委員会 宅地造成

8890 中反田遺跡群 佐久市田口5615-1
H19.10.30-11.2、 11.5～

7
佐久市教育委員会 宅地造成

8891 平賀中屋敷遺跡群 佐久市平賀字樫藪726-10・ 736 H19.12.11 佐久市教育委員会 道路

8892 西近津遺跡 佐久市長土呂字〆畑1917-2・ 10 H19.11.27～ 29 佐久市教育委員会 集合住宅

8893 浅井城跡 佐久市新子田字丑ケ久保851番 外 H19.12.12 佐久市教育委員会 道路

8894 栗毛坂遺跡群 佐久市岩村田字東赤座3766-1 H19rl l.26 佐久市教育委員会 集合住宅

8895 城下遺跡 佐久市臼田字城下39-1他 H19.11.22 佐久市教育委員会 店舗

8896 栗毛坂遺跡群 佐久市岩村田北―丁目5番 10・ 11 H20。 1.16 佐久市教育委員会 集合住宅

8897 長土呂遺跡群 佐久市長土呂字下小路1451-1・ 4 H20[1.3 佐久市教育委員会 集合住宅

8898 三枚平遺跡Aほか 佐久市大沢三枚平1290-1ほか H20.1.7 佐久市教育委員会 道路

8899 下滝遺跡 佐久市湯原字滝1252-1ほか H19。 12.21 佐久市教育委員会 道路

8900 西の張遺跡 佐久市小宮山字西の張567ほ か H19.12.19 佐久市教育委員会 道路

8901 岩村田遺跡群
佐久市岩村田字曲口1968-1、 字観
音堂2100-1

H20.1.29 佐久市教育委員会 店舗

8902 大中沢遺跡 佐久市大沢下中沢1290-1ほか H20.12.26 佐久市教育委員会 道路

8903 滝遺跡 佐久市滝962-1 H19.12.25 佐久市教育委員会 道路

8904 塚原屋敷添遺跡 佐久市平塚字屋敷裏129-1 H20.2.12 佐久市教育委員会 宅地造成
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8905 岩村田遺跡群 佐久市岩村田2338-4 H20.2.21・ 22 佐久市教育委員会
その他の建物(ウェデイ〕
グ会場兼店舗)

8906 八幡遺跡群 千曲市大字八幡3289‐ 5番地他 H19.3.12～ H19,4.16 千曲市教育委員会 工場

8907 吉野町遺跡 安曇野市豊科2988番地 H19.11.8
安曇野市教育委員

個人住宅

8908 戦場ケ原B遺跡 南佐久郡川上村大字梓山 H20.2.12-15 川上村教育委員会 農業基盤整備事業

8909 武川遺跡
諏訪郡富士見町境字東平881番地
他12筆

H19。 11.19～ H19.11.19
富士見町教育委員
会

その他の開発(建設資
材置き場)

8910 越道遺跡
上伊那郡辰野町大字平出2355-2ほ
か

H19.8.22～ 9,11 辰野町教育委員会 集合住宅

8911 箕輪遺跡 上伊那郡箕輪町大字三日町911-1 H19.3.9～ 22 箕輪町教育委員会 店舗

8912 藤山遺跡
上伊那郡箕輪町大字中箕輪1023■

番地 1

H19.7.20～ _10.30 箕輪町教育委員会 学校建設

8913 箕輪遺跡
上伊那郡箕輪町大字三日町900番

地2他
H19。 11.27日 28 箕輪町教育委員会 店舗

8914 並木下遺跡
上伊那郡箕輪町大字中箕輪4219番
地 1

H20.1.24～ 2.5 箕輪町教育委員会
その他開発(工場用造
成地)

8915
七久里遺跡、権現原遺跡
隣接地

下伊那郡阿智村春日1157-1、 一
2、 1156他 H19.4。 28,5.8 阿智村教育委員会 工場

8916 中関遺跡 下伊那郡阿智村春日2488 H19.10.22 阿智村教育委員会 集合住宅

8917 万場遺跡 木曽郡大桑村大字殿1873番 地 H19.9.26-10.9 大桑村教育委員会 個人住宅

8918 川向Ⅱ遺跡
木曽郡大桑村大字野尻350-1
353-1他 H19.12.19～ H19.12.26 大桑村教育委員会 道路

8919 章原遺跡 東筑摩郡波田町字葦原 H20。 1.28 山形村教育委員会 個人住宅

8920 込山A遺跡 埴科郡坂城町大字坂城字水上6184 H19.4.16 坂城町教育委員会
その他建物 (賃貸住
宅)

8921 井浦遺跡
埴科郡坂城町大字上平字出浦286

-1番地ほか
H19.5.22 坂城町教育委員会 集合住宅

8922 上五明条里水田祉
埴科郡坂城町大字上五明578、 579-

1
H19。 10.1-110.2 坂城町教育委員会

その他建物(消防団詰
所建設)

8923 大木久保遺跡
埴科郡坂城町大字南条保地2394‐ 1

他
H19.12.12～ 13 坂城町教育委員会 道路

8924 開畝遺跡 埴科郡坂城町大字中之条 H20.1.21～ 22 坂城町教育委員会
その他の建物 (給食
センタJ― )

8925 出浦遺跡
埴科郡坂城町大字上平字出浦296

番地
H19。 11.5-6 坂城町教育委員会 集合住宅

8926 込山遺跡群 埴科郡坂城町大字坂城字辻6022-1 H20.1.28γ 29 坂城町教育委員会
その他開発(駐車場造
成)

8927 史跡佐野遺跡 下高井郡山ノ内町大字佐野 H19.9.14～ H19。 9。 18 山ノ内町教育委員会 ガスロ水道・電気等

8928 立が鼻遺跡
上水内郡信濃町大字野尻字海端
264-1から265-7番地先 野尻湖底

H19,3.21～ H19,3.26 野尻湖発掘調査団 学術研究

8929 東裏遺跡
上水内郡信濃町大字柏原字東裏
464--7

H19.4.25-5。 7 信濃町教育委員会 個人住宅

8930 大道下遺跡 上水内郡信濃町大字穂波1867-1 H19,5.23-6.4 信濃町教育委員会 工場

8931 緑ヶ丘遺跡
上水内郡信濃町大字柏原字小丸山 :

2528-12
H19.9.3 信濃町教育委員会 個人住宅

8932 大久保南遺跡
上水内郡信濃町大字柏原字216-1、

841-1、 854-1
H19.9.4-12 信濃町教育委員会 道路

8933 東裏遺跡
上水内郡信濃町大字柏原字東裏
481‐ 1

H19.11,7 信濃町教育委員会 個人住宅

表町遺跡
上水内郡飯綱町大字牟礼字表町
2125--3・ 2128……3

H19.5.31 飯綱町教育委員会 個人住宅

橋詰遺跡 上水内郡飯綱町大字牟礼522番 地4 H19.8.1 飯綱町教育委員会 個人住宅
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3627 杵渕氏館跡 長野市篠ノ井杵渕797-1番地先 H19.3.12～ 10.30
長野市埋蔵文化財
センター ガス・水道・電気等

3628 光林寺裏遺跡 長野市篠ノ井小松原段ノ原 H19.4.4～ 4.30
長野市埋蔵文化財
センター

その他開発 (活断層
調査 )

3629 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字栗田舎利田653番 17の
ァ音F

H19.5。 7～ 7.27
長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

3630 松代城下町跡 長野市松代町松代223～ 346番地 H19.5.下旬～10.31
長野市埋蔵文化財
センター

ガスロ水道口電気等

3631 吉田町東遺跡 長野市吉田三丁目953-1 H19.5. 25～ 8. 20
長野市埋蔵文化財
センタ■

店舗

3632 松代城跡 長野市松代町松代1471番地先 H19.5.14～ 7.31
長野市埋蔵文化財
センター

ガスロ水道・電気等

3633 元善町遺跡
長野市大字長野東之門町417-1地 先か
ら長野市大字長野元善町657地先

H19.5.8～ H20.3.31
長野市埋蔵文化財
センター 道路

3634 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字南長野字石堂町並1174-1、

1442-2、 1445, 1446-1、 1447-1、 144871
H19.4.16～ H20.4.20

長野市埋蔵文化財
センター 店舗

3635 浅川扇状地遺跡群 長野市大字南堀250-5 H19.6.未 ～
長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

3636 浅川扇状地遺跡群
長野市大字富竹字山道西760ロ

753-1の一部
H19.5.29-8.24 長野市埋蔵文化財

センター 集合住宅

3637 塩崎遺跡群 長野市篠ノ井塩崎字並柳294番 1 H19.7.1へ′10.31
長野市埋蔵文化財
センタT

その他開発 (携帯電
話中継基地)

3638 裾花川扇状地遺跡群 長野市大字高田前河原1130-1他 H19.8.20～ H20.3.10
長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

3639 浅川扇状地遺跡群 長野市中越二丁目80-1、 80-4 H19.6.10～ 6.20
長野市埋蔵文化財
センター

宅地造成

3640 浅川扇状地遺跡群
長野市大字富竹字大道北869-1
869…-3 H19.7.15-12.25 長野市埋蔵文化財

センター 店舗

3641 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字鶴賀字峯村1番 1の一
音F

H19.7.17-9.28 長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

3642 石川条里遺跡 長野市篠ノ井ニツ柳字中条1886- H19.8.1-H20:1.31 長野市埋蔵文化財
セジター 個人住宅

3643 裾花川扇状地遺跡群 長野市中御所1丁 目308-1他 H19.4.27～ H20.10.24
長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

3644 浅川扇状地遺跡群
長野市大字上駒沢字寺浦908-
11、 12

H19.8.1-12.20 長野市埋蔵文化財
センター

その他の建物 (社会
福祉施設 )

3645 裾花川扇状地遺跡群
長野市若里1丁 目781二 1、 781-
2、 768--1、 7ヽ69--1

H19.7.27-9.28 長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

3646 長野遺跡群 長野市大門町67番地 H19.9.11-H20.3,20 長野市埋蔵文化財
センター

店舗

3647 浅川扇状地遺跡群 長野市平林2丁 目404-1、 403-1 H19.8.6～ 9.30
長野市埋蔵文化財
センター 店舗

浅川扇状地遺跡群
長野市中越2丁 目99-1、 99-2、 99

-3他      ~ H19.8.20-9.30 長野市埋蔵文化財
センター

宅地造成

3649 浅川扇状地遺跡群 長野市上松三丁目1326-1 H19.11.13～ H19.12.30
長野市埋蔵文化財
センター

宅地造成

3650 町川田遺跡 長野市若穂川田字町沖2699番 1 H19.11.1～ H19.12.31
長野市埋蔵文化財
センター

その他の開発 (携帯
電話中継基地局)

3651 松原遺跡
長野市松代町東寺尾字松原東
3241番4

H19.lo.1～ 12.31
長野市埋蔵文化財
センター

その他開発 (携帯電
話基地局 )

3652 浅川扇状地遺跡群
長野市浅川東条342～ 346-3番地
先

H19.10.1～ H20.3.14
長野市埋蔵文化財
センター

河 川

3653 小島・柳原遺跡群
長野市大字柳原1679-6～ 1683-3

及び大字村山16-1
H19.11.ブt― H22.3.14

長野市埋蔵文化財
センター

'可

りII

3654 大室遺跡 長野市松代町大室字室牧3番 H19.1211-H20.3.31 長野市埋蔵文化財
センター    ー

その他開発(携帯電
話中継基地局)

3655 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字高田字五分一沖541番
4

H19.11.1～ H19.12.31
長野市埋蔵文化財
センター

その他開発(第一種
通信事業)

3656 檀田遺跡 長野市檀田2丁 目917番、920番 H19.10.22-H19.12.26 長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

3657 駒沢新町遺跡 長野市大字上駒沢292-65 H19.11.9～ H19.12.26
長野市埋蔵文化財
セン|ター 集合住宅
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3658 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字鶴賀字王神721番 1、

722番 1、 686番 1

H20.6.2～ H21.10.31
長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅

3659 長野遺跡群 長野市大字長野元善町491番地 H19。 10.10～ H19.11.20
長野市埋蔵文化財
センタ=

その他の建物 (参道
敷石整備 )

3660 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字稲葉字北村前沖2603

番1の一部・2547番 18
H19.11.未 ～H20.3.未

長野市埋蔵文化財
センタニ 店舗

3661 松代城下町跡 長野市松代町松代1321-1番地先 H19.11.1～ H20.3.31
長野市埋蔵文化財
センター

その他の開発 (雨水
函渠、下水道管渠 )

3662 安茂里遺跡群
長野市大字安茂里字中道696番 1、

697番 1、 698番 1

H19.9“ 未～H19.11.未
長野市埋蔵文化財
センター´ 宅地造成

3663 岩崎遺跡 長野市若穂綿内6718番地先外 H19.11.5～ H20.3.14
長野市埋蔵文化財
センター

ガスロ水道・電気等

3664 水内坐―元神社遺跡 長野市大字柳原829-2番地先 H19.12.中 ～H20.2.25
長野市埋蔵文化財
センタT ガス・水道口電気等

3665 松代城下町跡
長野市松代町松代329-1番～
418-2番地先 他

H19.11.T― H20.12.31
長野市埋蔵文化財
センター

ガス・水道・電気等

3666 長野遺跡群 長野市大字長野盲塚1108番4他 H19.11.30～ H20.3.25
長野市埋蔵文化財
センタT

その他の建物 (1建物
解体 )

3667 浅川扇状地遺跡群 長野市大字富竹字山道西718他 H19,12.未 ～H20.未
長野市埋蔵文化財
センター

宅地造成

3668 屋地遺跡
長野市松代町東条字東荒町3097-
lt 3096の 一部

H19.12.25～ H20.3.31
長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅

3669 浅川扇状地遺跡群
長野市大字富竹字山道東1179の 1

部、1181:
H19。 12.25～ H20.3131

長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅

3670 松代城跡 長野市松代町松代14-1番地 先 H19.12.17ん H20.3.14
長野市埋蔵文化財
センタニ

その他開発 (水路工

事 )

3671 松代城下町跡 長野市松代町松代1360Tl H20.1.7～ H20.3.14
長野市埋蔵文化財
センター

河 川

3672 松代城跡 長野市松代町松代283-3番地 先 H19。 12.10～ H20.3.14
長野市埋蔵文化財
センター

その他の開発 (雨水
函渠、下水道管渠)

3673 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字西尾張部字若宮北
194、 195、 196-1、 198-2他

H20.8.1～ H21.12.未
長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅

3674 仲俣遺跡
長野市大字柳原字上過上木2254

番2、 2254番3
H20.1.8～ H20.3.21

長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

3675 徳間本堂原遺跡 長野市大字徳間字本堂原1071-1 H2012.1～ H20.3.31
長野市埋蔵文化財
センター

道路

3676 和出遺跡 長野市大字田子字南町533番1他 H19.12.未 ～H20.3.31
長野市埋蔵文化財
センター

道路

3677
和田城跡
天神山遺跡
朴 ∩ Il:空 Jト

長野市田野口 H19.12.25～ H20.3.20
長野市埋蔵文化財
センタニ

その他の建物 (砂防
えん堤)

3678 裾花川扇状地遺跡群 長野市大字高田645-1 H20.1.15～ 3131
長野市埋蔵文化財
センター

店舗

3679 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字高田字五反田1707-3、

1712
H20.1.15～ 3.31

長野市埋蔵文化財
センター

店舗

3680 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字稲葉字母袋沖775-1、

775-21也
H20.3.1へ′11.30

長野市埋蔵文化財
センター

その他の建物 (ホテ
ル)

3681 浅川扇状地遺跡群
長野市大字富竹字山道東1172、

1170の 一音「、1171-1の 一部
H20.1.19～ H20.3.31

長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅

3682: 長野遺跡群 長野市大字長野字上長野1225-1 H20.1.15～ H20.2.8
長野市埋蔵文化財
センター

その他開発 (更地
化 )    _

3683 石川条里遺跡
長野市篠ノ井ニツ柳字中条1907番

2、 1958番 6 1 H20.1.30～ 3.31
長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅

3684 和田塚本遺跡群 長野市若穂保科字和田3272-2 H20.1.21-H20.3,28
長野市埋蔵文化財
センター

)可

'II

3685 長野遺跡群 長野市大字西長野6-口 H20.2.6-2.26
長野市埋蔵文化財
センター

その他の開発 (認定
電気通信事業)

3686 松代城下町跡
松代町松代1380-1番ん1401番 地

先 他
H20.3上旬～12.31

長野市埋蔵文化財
センター

ガスロ水道・電気等

3687 松代城下町跡
松代町松代1276-1番～1322-6番

地先 他
H20.3上旬～12.31

長野市埋蔵文化財
センター

ガス・水道・電気等

3688 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字南長野南石堂1315番

地8
H20.3.未～H21,6.20

長野市埋蔵文化財
センター

その他の建物 (ホテ
ル)

3689 塩崎遺跡群
長野市篠ノ井塩崎3069-3番 γ
4058番地先

H20.2下旬～10.31
長野市埋蔵文化財
センター

ガス・水道・電気等
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3690 松代城下町跡 長野市松代町松代1043先 H20.3.1-11.30
長野市埋蔵文化財
センター

ガス・水道・電気等

3691 松代城下町跡 長野市松代町松代1374-21地先 H20.2.25-H20.3.25
長野市埋蔵文化財
センター

道路

3692 長野遺跡群
長野市大字長野字上長野 1237-4、

5、 6、 13
H20.3.未 ～H20.5.未

長野市埋蔵文化財
センタニ 集合住宅

3693 浅川扇状地遺跡群
長野市大字東和田字大道北沖242

番地
H20.3.17-H20.7.10

長野市埋蔵文化財
センタニ 集合住宅

3694 長原14号墳
長野市若穂保科字中道北3050番

地 16、 3060番45
H20.2.29-H20.3.14

長野市埋蔵文化財
センタT

その他の建物 (フェ
ンスの改修工事 )

3695 浅川扇状地遺跡群 長野市浅川押田190番外 H20.3.15r‐ 5.20
長野市埋蔵文化財
センター

宅地造成

3696 浅川扇状地遺跡群
長野市大字上駒沢字原670番イの
31677番 1、 677番二、677番ホ

H20.3未 ～6未
長野市埋蔵文化財
センター

宅地造成

3697 元善町遺跡
長野市元善町482、 484～ 486番地
先

H20.3.12-5.30
長野市埋蔵文化財
センター

ガス・水道・電気

3698 浅川扇状地遺跡群 長野市稲田2丁 目532番 16、 18 H20.5.7～ 9.15
長野市埋蔵文化財
センタT 個人住宅

3699 浅川扇状地遺跡群 長野市大字北堀字川北384-1 H20.4.1-6.30
長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

3700 出川西遺跡 松本市南松本1丁 目2018二 18 H19.4.30-6.30 松本市教育委員会 個人住宅

3701 新田山遺跡 松本市大字内田739-28-29 H19.4.27～ 5.7 松本市教育委員会 集合住宅

3702 百瀬遺跡 松本市寿中1丁 目2220-3 H19.5.1～ 8.10 松本市教育委員会 個人住宅

3703 島内上平瀬遺跡 松本市島内6673-8 H19.6.10～ 9=30 松本市教育委員会 個人住宅

3704 神戸遺跡 松本市大字笹賀3058番 3 H19.5.31^,*E 松本市教育委員会
その他の建物 (事務
所と倉庫 )

3705 県町遺跡 松本市県1丁 目4-17番地先 H19.5.1～ 5.31 松本市教育委員会 道路

3706 百瀬遺跡 松本市寿中1丁 目2220-2 H19.未定～H19.9.30 松本市教育委員会 個人住宅

3707 松本城下町跡 松本市本庄1丁 目214二 1、 212他 H19.5.20-9.21 松本市教育委員会 個人住宅

3708
三の宮遺跡t新村`島立
条里的遺構

松本市大字島立字明道1798-3 H19.6.1～ 9.1 松本市教育委員会 集合住宅

3709 松本城下町跡 松本市桐2503番 1他6筆 未定～H20.10.31 松本市教育委員会
その他の建物 (寺

院)

3710 新田山道遺跡
松本市大字内田字新田山道北711

-4、 711-5の各一部
H19.7.9-12.5 松本市教育委員会 個人住宅

3711 下三子遺跡 松本市大字笹賀5515番 7、 5516番3 H19.5.30～ 11.30 松本市教育委員会
その他の建物 (新聞
販売店併用住宅)

3712 岡田松岡遺跡
松本市大字岡田松岡字桶田306-
1、 308-1、 二3

未定～H19.9,30 松本市教育委員会 集合住宅

3713 田町遺跡
松本市開智2丁 目1616-11、 -12、
1616-15の 一音F

未定～H19.8.31 松本市教育委員会 個人住宅

′3714 県町遺跡 松本市県1丁 目1979-4 H19.6.1～ 7.31 松本市教育委員会 集合住宅

3715 神林川西遺跡 松本市大字神林字上水612番 2 未定～H19.8.14 松本市教育委員会 個人住宅
｀

3716 新村口島立条里的遺構 松本市大字新村3097-5 H19.6.1-12.20 松本市教育委員会
その他の建物 (長

屋 )

3717 押込遺跡 松本市梓川梓7308番地3地先 H19.6.4～ 8.20 松本市教育委員会
ガスロ水道口電気等
(下水道 )

3718 新井遺跡 松本市大字里山辺1564番 7 H19.6.18～ 9.15 松本市教育委員会 個人住宅

3719 小松下遺跡 松本市筑摩4丁 目4406番 2、 他 未定～H19.12.28 松本市教育委員会 道路

3720 岡の宮遺跡 松本市旭2丁 目609-4、 60975 H19.8.1へ′11.20 松本市教育委員会 個人住宅

3721 松本城下町跡 松本市北深志3丁 目572-1、 -2 H19.7.9へ′10.27 松本市教育委員会 個人住宅
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3722 高畑遺跡
松本市大字芳川村井町字下河原
775-10 H19.6.25-10.30 松本市教育委員会 個人住宅

3723 新田山道遺跡
松本市大字内田字新田山道北711

-4、 -5 未定γH19。 12.20 松本市教育委員会 個人住宅

3724 本郷上高田遺跡
松本市浅間温泉2丁 目108-11
108-19

H19.7.20へ ′11.20 松本市教育委員会 個人住宅

3725 本郷高田遺跡
松本市浅間温泉2丁 目176-1
1251中-7 未定～H19.11.30 松本市教育委員会 個人住宅

3726 松本城下町跡
松本市大手二丁目338-17、 335-
4他

H19.8.1-12.1 松本市教育委員会 個人住宅

3727 南栗遺跡 松本市大字島立字中曽根4646番 9 H19,7.20～ 12.30 松本市教育委員会 個人住宅

3728 松本城下町跡 松本市北深志3丁 目636-3 H19.7.31～ 10.30 松本市教育委員会 個人住宅

3729 新村・島立条里的遺構 松本市大字和田字境1295番 1 未定～H19.11.20 松本市教育委員会 個人住宅

3730 大村立石遺跡 松本市大字大村字屋敷添366番地 H19.8.1-8.31 松本市教育委員会
その他開発(基地局
建設)

3731 岡の宮遺跡 松本市女鳥羽三丁目521番 H19.8.1～ 8.31 松本市教育委員会
その他開発(基地局
建設)

3732 入山辺南方遺跡 松本市大字入山辺527番 9 H19.8.20～ 3.1 松本市教育委員会 個人住宅

3733 出川西遺跡 松本市双葉2532番 24 未定～H19.10.30 松本市教育委員会 個人住宅

3734 三の宮遺跡
松本市大字島立字古屋敷3265T2
他4筆

H19.7.末 日～10.31 松本市教育委員会 個人住宅

3735 横田古屋敷遺跡 松本市横田1-127-1 H19.8.未定～11.30 松本市教育委員会 個人住宅

3736 柳田遺跡 松本市浅間温泉1丁 目202-9 H19。 8.未定～10.30 松本市教育委員会 個人住宅

3737 島立条里的遺構 松本市大字島立2966-2 H19.未定～H19.12.10 松本市教育委員会 個人住宅

3738 松本城跡 松本市大手三丁目城西二丁目 H19.9.10～ H19。 9.15 松本市教育委員会
がス・水道・電気等
(上水道)

3739 狐塚遺跡
松本市沢村3丁 目1976-1、 -3、

1977-6
H19.未定～H20.3.10 松本市教育委員会 個人住宅

3740 松本城下町跡
松本市中央3丁 目634-1、 632-4t

630-1
H19.9.未定～H20.1.10 松本市教育委員会 集合住宅

3741 松本城跡 松本市丸の内9-32 H19.10.末 ～H20.2.15 松本市教育委員会 学校建設

3742 岡の宮遺跡
松本市女鳥羽3丁 目563-16、 569-
9,582-4

H19。 12.3～ H20.5.30 松本市教育委員会 個人住宅

3743 神田遺跡 松本市神田1丁 目810番 1、 2 H19.10.未 定～10.31 松本市教育委員会 宅地造成

3744 新田山道遺跡 松本市大字内田739-27、 -38 H10。 lo.未定～H20.3.1
4 松本市教育委員会 集合住宅

3745 矢作遺跡
松本市大字岡田伊深字のきし434

番、435番
H1 9.10.t8^,H20.1.1 I 松本市教育委員会

その他開発(携帯電
話無線基地局)

3746 高宮遺跡 松本市高宮北347-8、 -7、 -4 H19.12.20-H20.3.20 松本市教育委員会 店舗

3747 大輔原遺跡 松本市大字大村字道添346-18 H19.11.28～ H20.481 松本市教育委員会 個人住宅

3748 城山腰遺跡 松本市宮渕2丁 目719-4 H19.12.7～ H20.3.20 松本市教育委員会 個人住宅

3749 松本城下町跡 松本市北深志2丁 目541-1 H19.11.16～ H20,1.30 松本市教育委員会 個人住宅

3750 寿小赤遺跡 松本市大字寿小赤2205-1 H19.12.1´ ↓H20.3.31 松本市教育委員会 個人住宅

3751 旧射的場西遺跡
松本市沢村3丁 目2072-7、 -9、 一

10
H19.1 1.tE-H20.1.31 松本市教育委員会 集合住宅

3752 宮北遺跡 松本市大字惣社字垂口628-3 H19.12.7～ H20.3.10 松本市教育委員会 個人住宅

3753 五輪遺跡 松本市宮田413番4 H19.12.1-H19.12.20 松本市教育委員会
その他の開発 (基地
局建設)
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3754 小屋遺跡
松本市大字芳川村井町字古町205
--188、 ‐-189 H19.12.3～ H20.3.31 松本市教育委員会 個人住宅

3755 県町遺跡 松本市県2丁 目4164-1 H19.12.10-H20.3.31 松本市教育委員会 集合住宅

3756 岡田松岡遺跡 松本市岡田下岡田2-5 H19。 12.未 定～H20.2.28 松本市教育委員会 個人住宅

3757 神田遺跡
松本市神田1丁 目787-2、 788-21
他

: H19.12。 ～H20.3.25 松本市教育委員会 集合住宅

3758 東桐原遺跡
松本市大字入山辺1583番地、他29

筆
H19。 12.15-H20.3.10 松本市教育委員会

農業基盤整備事業
(農道等含む)

3759 下出口遺跡 松本市大字岡田町字原田35071 H19.12.未 定～H20.4.30 松本市教育委員会 個人住宅

3760 新井遺跡 松本市大字里山辺字横道1738-8 H20.1.未定～H20.3.20 松本市教育委員会 個人住宅

3761 松本城跡 松本市大手三丁目58-1 H20.未定～H20.5.31 松本市教育委員会
その他の建物 (事務
所ビル)

3762 新村口島立条里的遺構 松本市大字和田 H20.1.15,ψ H24.3.31 松本市教育委員会 道路

3763 県町遺跡 松本市県2丁 目2o30-4 H20.1.月に痴己～H20.4.30 松本市教育委員会 個人住宅

3764 高畑遺跡
松本市大字寿豊丘字長川原1421

番17
H20.未定～H20.6.30 松本市教育委員会 個人住宅

3765 梶海渡遺跡 松本市大字神林字板鳥4100-8 H20.未定～H20.4.30 松本市教育委員会 個人住宅

3766 大輔原遺跡 松本市大字大村字堰添339番 1 H20.2.20r・ 4.30 松本市教育委員会 集合住宅

3767 新村遺跡 松本市大字新村2008番 1 松本市教育委員会 個人住宅

3768 小屋遺跡
松本市大字芳川小屋字東村307-
14 _ H20.3.11-7.20 松本市教育委員会 個人住宅

3769 神田遺跡 松本市神田1丁 目642-2、 643の 内 H20.3.21～ 9.15 松本市教育委員会 個人住宅

3770 大輔原遺跡 松本市大字南浅間576-9 H20.未定～H20.5.31 松本市教育委員会 個人住宅

3771 蟻ヶ崎遺跡
松本市蟻ヶ崎4丁 目588-7、 -8、

-14、 -16 H20.3.10～ 6.10 松本市教育委員会 個人住宅

3772 筑摩遺跡 松本市筑摩2丁 目2952番 9 H20.未定～7.10 松本市教育委員会 個人住宅

3773 松本城下町跡 松本市大手4丁 目～中央3丁 目 H20.3.28～ H20.7.31 松本市教育委員会 河 川

3774 竹渕遺跡 松本市寿北六丁目756番 1 H20.3.31～ 7.31 松本市教育委員会 個人住宅

3775 鳥居前遺跡
松本市浅間温泉3丁 目33-7、 -9、

33-11の 内、-12の 内
H20.未定～7.31 松本市教育委員会 個人住宅

3776 中入城址 松本市大字入山辺4634～ 8363-2 H20.10.10～ H21.2.20 松本市教育委員会
農業基盤整備事業
(農道等含む)

3777 松本城下町跡 松本市中央429-日 、一イ H19.10.15～ H20.3.31 松本市教育委員会 店舗

3778 松本城跡 松本市大手4丁 目221-6、 7-16 H19.10.1～ H20.3.31 松本市教育委員会 個人住宅

3779 岡田町遺跡 松本市岡田町字中島292-3 H19.10.1～ H20.1.31 松本市教育委員会 個人住宅

3780 南栗遺跡 松本市大字島立字中小路4863-3 H19,9.25-H20.1:25 松本市教育委員会 個人住宅

3781 真田山城跡
上田市真田町 長 字 ノlヽ月1堂
4933‐ 62イ也

H19.10.1-H20.2.28 上田市教育委員会 道路

3782 宮下遺跡 上田市古安曽1641-1～ 1680-8 H19.10.1～ H20.1.31 上田市教育委員会 道路

3783 上田城跡 上田市二の丸4番 58号 ′ H19.10.20-H19。 11.20 上田市教育委員会
その他の開発(気象
観測)

3784 渕ノ上遺跡
´

上田市腰越字音F屋 田 H19● 118中 ～H20.3.14 上田市教育委員会 道路

3785 和合遺跡
上田市小泉字和合1957-口 先～
1963-1先       ′ H20.2.1-H20.3.15 上田市教育委員会 道路
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3786 上田城跡 上自市中央西―丁目6500番地1先 H2012.1-5.30 上田市教育委員会 道路

3787 染屋台条里水田跡遺跡 上田市住吉170-9 H20.3へ′12 上田市教育委員会
その他の開発 (斜面
対策工事 )

3788 鳥屋城跡遺跡 上田市東内字小屋坂1459-1 H20.3中旬～3下旬 上田市教育委員会
その他の開発 (遊歩
道整備)

3789 榎垣外遺跡
岡谷市長地梨久保1-6-19(長地梨
久保1丁 目4110-4)

H19.5.可し守9.30 岡谷市教育委員会 個人住宅

3790 榎垣外遺跡
岡谷市長地片間町二丁目2533-1

ほか
H19.7.17～ 11.2 岡谷市教育委員会

ガス・水道・電気等
(下水道)

3791 天王垣外遺跡 岡谷市本町三丁目 H19.10.15～ H19.12.21 岡谷市教育委員会
ガス・水道・電気等
(上 水道 )

3792 志平遺跡
岡谷市川岸東二丁目9858Ta
9858-8

H19.12.10～ H20.1.30 岡谷市教育委員会
その他開発(児童遊
園地整備工事 )

3793 榎垣外遺跡
岡谷市長地梨久保2丁 目4136番の
一部

H20.2.29-5.30 岡谷市教育委員会 個人住宅

3794 天王垣外遺跡 岡谷市中央町2丁 目5437-1他 H20.9.未 ～H22.3.未 岡谷市教育委員会 河 川

3795 榎垣外遺跡
岡谷市長地柴宮二丁目2293番 1ほ

か      

′ H20。 4.26-8.23 岡谷市教育委員会 個人住宅

3796 堀ク内遺跡 岡谷市東銀座二丁目9175-9 h19.11.5-H19,11.10 岡谷市教育委員会
その他開発(浸透マス・

排水日配管など除去 )

3797 西の原遺跡 飯田市北方374-11 H19.4.15～
′
10.30 飯田市教育委員会 個人住宅

3798 上の坊遺跡 飯田市上川路311二 1、 -4 H19.4.2～ 10.末 日 飯田市教育委員会 個人住宅

3799 中原遺跡 飯田市桐林2473-14他 H19.5.1～ 9,30 飯田市教育委員会 個人住宅

円通寺南遺跡 飯田市下殿岡94575 H19.5.20´v9,30 飯田市教育委員会 個人住宅

3801 下山遺跡 飯田市鼎下山697-1他 H19.4.15^′ 10,31 飯田市教育委員会
個人住宅兼工場ま
たは店舗

3802 川狩遺跡 飯田市龍江4721番 1 H19.6.1～ 8.31 飯田市教育委員会
その他開発 (携帯電話
基地局の設備追加 )

3803 飯田城下町遺跡 飯田市桜町二丁目5番地 H19.4.25-10.25 飯田市教育委員会 店舗

3804 駄科塚越遺跡 飯田市駄科445番地2及び3 H19.6.1-11.30 飯田市教育委員会 個人住宅

3805 長野原遺跡 飯田市長野原515番 地 H19.6.1～ 9.30 飯田市教育委員会
その他の開発 (防火
貯水槽)

3806 明遺跡 飯田市松尾明5131-2他 H19.5.1～ 7.31 飯田市教育委員会 宅地造成

3807
大御堂付近遺跡・大御
堂跡

飯田市山本2844 H19.5.10-5.21 飯田市教育委員会
その他の開発 (石仏
墓石の修復 )

3808 松林遺跡 飯田市座光寺2172-10 H19.5.7～ '8.31 飯田市教育委員会 個人住宅

3809 西の塚遺跡 飯田市上川路416-1、 2番地 H19.5.6～ '5.31 飯田市教育委員会
その他農業関連事
業(簡易圃場整備)

3810 寺沢遺跡 飯田市竹佐575、 576-2他 H19.6.15^′ 10.22 飯田市教育委員会
その他の建物 (斎

場)

3811 飯田城下町遺跡 飯田市本町4丁 目61番地 H19.6.18-12.25 飯田市教育委員会 個人住宅

3812 経塚原遺跡 飯田市三日市場1607番 地 H19.6.29-8.23 飯田市教育委員会
その他の開発(防災
ヘリポート)

3813 南本城城跡 飯田市座光寺2519番 地 1 H19.6.18～ 9.30 飯田市教育委員会
その他の建物 (ネ申
社)

3814 原の平遺跡 飯田市上久堅916-1 H19.6.25～ 7.3 飯田市教育委員会
その他農業関連事
業(耕地入口工事 )

・
3815 上野遺跡群 飯田市座光寺2875-1 H1987.1-10.15 飯田市教育委員会 個人住宅

3816 上山遺跡群 飯田市鼎上山1573番 2 H19,8.20-11.30 飯田市教育委員会 個人住宅

3817 宮の前遺跡 飯田市大門町96 H19,7.25へ ′10.31 飯田市教育委員会 個人住宅
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3818 切石遺跡群 飯田市鼎切石4333-5 H19.8.1^′ 12.5 飯田市教育委員会 個人住宅

3819 東栄町遺跡
飯田市東栄町3137番 3、 3409番 1

3410番 15
H19。 9。 10-10.31 飯田市教育委員会

その他の建物(駐車
場)

3820 長清寺遺跡 飯田市中村11-14 H19.8.10-11.30 飯田市教育委員会 個人住宅

3821 山の田遺跡 飯田市滝の沢6993-47 H19.9.1～ H20.2.中旬 飯田市教育委員会 個人住宅

3822 切石遺跡群 飯田市鼎切石4358-3、 4355-1、 -2 H19.9.3～ H19.12.8 飯田市教育委員会 個人住宅

3823 黒臼梶垣外遺跡 飯田市上郷黒田1644-9 H19.9.3～ H19.11.30 飯田市教育委員会 個人住宅

3824 鼎東平遺跡群 飯田市松尾代田773‐ 1 H19。 9.26■ψ H20.1.19 飯田市教育委員会 個人住宅

3825 細新遺跡 飯田市龍江3453番地2 H19.10.15-H20.3.20 飯田市教育委員会
その他の建物(集会
施設)

3826 鼎東平遺跡 飯田市松尾代田773=5 H19.10.16～ H20.1.27 飯田市教育委員会 個人住宅

3827 三反田遺跡 飯田市上郷黒田280-2｀ H19.10.1-H20.1.20 飯田市教育委員会 個人住宅

3828 切石遺跡群 飯田市鼎切石3945-1、 -7 H19.10.10～ H20.8.31 飯田市教育委員会 宅地造成

3829 松尾代田遺跡
飯田市松尾代田1436-2、 -1

1437、 1585-3
H19.10.15-12.30 飯田市教育委員会 宅地造成

3830 開善寺境内遺跡 飯田市上川路1000番地 開善寺 H19.11.10-12.28 飯田市教育委員会
その他の開発(標識
板設置)

~3831
大森遺跡

飯田市大瀬木920-1、 -6、 924-1

他
H19.11.～ H20.3. 飯田市教育委員会 道路

3832 松尾城遺跡
飯田市松尾城3862-1-部、3868-1
の二部

H19,10.22～ H20.3.31 飯田市教育委員会
その他の建物 (警察
官派出所)

3833 切石遺跡群 飯田市鼎切石4993番 1 H19.12.1～ H19`12.15 飯田市教育委員会
その他開発(携帯電
話中継基地)

3834 箕瀬遺跡 飯田市大久保町2550二 1 H19.12.1-H20.3.31 飯田市教育委員会 集合住宅

3835 野添遺跡 飯田市伊豆木1597番 4 H20:1.1-H20.4.30 飯田市教育委員会
その他開発(携帯電
話中継基地)

3836 宮ノ上遺跡 飯田市宮ノ上3971-3、 3977 飯田市教育委員会 集合住宅

3837 鼎中平遺跡 飯田市鼎中平276671、 2775-2 H20.1.7～ H20.3.29 飯田市教育委員会 集合住宅

3838 高岡1号古墳 飯田市座光寺3366 H19.11.25～ H19.11.30 飯田市教育委員会
その他の開発 (建物
解体)

3839 下の原遺跡
飯田市下殿岡338、 369-1、 371-1
他

H19.11.26～ H20.1.31 飯田市教育委員会
その他の開発 (馬主車
場拡張)

3840 恒川遺跡群新屋敷地籍 飯田市座光寺4823番地 H19.12.25～ H19,12.28 飯田市教育委員会
その他の開発 (馬主車
場) ~

3841 松島桜産遺跡 飯田市南信濃和田859-3他 H19.12.5-H20.3.10 飯田市教育委員会
その他の建物 (重力
式擁壁)

3842 飯田城下町遺跡
飯田市江戸町1丁 目240-1、 241ニ

1

H19.12.3～ H19.12.5 飯田市教育委員会 集合住宅

3843 三尋石遺跡
飯田市大瀬木1004-2、 1014-1の
各=部

H19.12.5～ H20.4.17 飯田市教育委員会 集合住宅

寺所遺跡 飯田市松尾新井6001 H20.1.7～ H20.4.25 飯田市教育委員会 個人住宅

3845 経塚原遺跡 飯田市中村1578番 1 H20.1.20-H20.7.30 飯田市教育委員会
その他開発(携帯電
話のアンテナ鉄塔)

3846 塚原遺跡、塚原古墳群 飯田市桐林2905-1 H20.1.21-H20.1.31 飯田市教育委員会
その他の建物 (解説
板、標柱 )

3847 黒田梶垣外遺跡 飯田市上郷黒田164477 H20.1.21～ 3.31 飯田市教育委員会 個人住宅

3848 鈴岡城跡・遠見原遺跡 飯田市駄科216-3他 H20.2.1～ H20.3.28 飯田市教育委員会
ガス・水道・電気等
(水道)

3849 富の平遺跡口鳥屋平遺
跡

飯田市伊賀良大瀬木鳥屋同志集
会所西側 大瀬木3426番地14他

H20.2.12～ H20.3.末 日 飯田市教育委員会
農業基盤整備事業
(農道等含む)
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3850 小池遺跡 飯田市竜丘桐林3161番地1他 H20.2.25～ H20,3.28 飯田市教育委員会 道路

3851 宮垣外遺跡 飯田市上郷別府1675-3、 1678-1 H20.2.15-3.15 飯田市教育委員会 店舗

3852 水城遺跡 飯田市松尾上溝3405番地2他 H20.2115～ H21.3.31 飯田市教育委員会 道路

3853 水晶山砦跡 飯田市伊豆木2855-5
H20.4.上旬～H20.5.上

旬
飯田市教育委員会

その他の開発 (通信
鉄塔 )

3854 宮下原遺跡・塚原遺跡
飯田市桐林2945-4、 2922-1
22047~4、 3417--3、 3500

H20.2.25～ H20.3.10 飯田市教育委員会
その他の建物 (道路
大型案内標識 )

3855 地蔵面遺跡 飯田市鼎名古熊2079-1 H20.2.28-4.30 飯田市教育委員会 集合住宅

3856 羽入田遺跡 飯田市龍江4528 H20.4.1-6.30 飯田市教育委員会 個人住宅

3857 経塚原遺跡日経塚原2号
飯田市三日市場1893番地1ほか28

筆
H20.3.1-H20.9.30 飯田市教育委員会

その他の開発 (工業
用地造成 )

3858
月の木遺跡田大畑遺跡・

幾島館跡
飯田市川路7639番地3から4756番

地30
H20.3.24-H20.3.31 飯田市教育委員会 道路

3859 丸山遺跡 飯田市曙町70-18 H20.4.29-9.21 飯田市教育委員会 個人住宅

3860 小寺子遺跡 飯田市座光寺2941番 14 H20.3.31～ 7.10 飯田市教育委員会 個人住宅

3861 大安寺遺跡
諏訪市大字豊田字平林3590-1ほ
か

H19.4下旬～10.30 諏訪市教育委員会 個人住宅

3862 西沢遺跡 諏訪市大字湖南字西沢4743ほか H19`5.1ん ,9.1 諏訪市教育委員会 個人住宅

3863 武居畑遺跡 諏訪市中洲1159 H19.11.17 諏訪市教育委員会
その他の開発 (獣侵
入防止柵 )

諏訪神社上社遺跡 諏訪市中洲宮山1番地 H19.11.末 ～H19.12.末 諏訪市教育委員会 その他建物(勅願殿)

3865 小河原遺跡群 須坂市大字小河原68 H19.4.10～ 9.末 日 須坂市教育委員会 個人住宅

3866 塩川・須坂・ノト山遺跡群 須坂市大字塩川字寺沢457-5 H19.4.20～ 9.8 須坂市教育委員会 個人住宅

3867 橋場遺跡 須坂市大字日滝郷原580 H19.5.14～ 未定 須坂市教育委員会 個人住宅

3868 塩川・須坂ロノ1ヽ 山遺跡群 須坂市大字須坂字宗石1265-9 H19.5.21～ 6.25 須坂市教育委員会
その他の建物 (物

置 )

3869 塩川口須坂・′Jヽ 山遺跡群 須坂市大字塩川字神田477-1 H19.6.7～ 9.27 須坂市教育委員会 個人住宅

3870 米持遺跡 須坂市大字米持275-1ほか H19.10.5-H20.3.6 須坂市教育委員会 個人住宅

3871 鎌田山遺跡 須坂市大字日滝 1 H19.10～ H20.3.19 須坂市教育委員会
その他の開発 (体育
館耐震補強工事 )

3872 塩川・須坂ロノト山遺跡群
須坂市大字須坂1528711528-19
1528-23 1532-3 1541-4 1514-5

H19.9.6γ H20.3.31 須坂市教育委員会
その他開発(多 目的
防災広場建設工事 )

3873 井上・幸高遺跡群
須坂市大字井上字北町224・ 2194ロ

2195-2      1
H20.1.13-H20.6.30 須坂市教育委員会 個人住宅

3874 塩川・須坂・小山遺跡群 須坂市大字塩川字神田488-1 H20.3.10～ 6.10 須坂市教育委員会 個人住宅

3875 米持遺跡 須坂市大字米持607-17 H20.3.末～7.31 須坂市教育委員会 個人住宅

3876 南原遺跡 須坂市臥竜6丁 目151-3 H20.3.末～9.30 須坂市教育委員会 個人住宅

3877 古町古城遺跡 伊那市伊那音F5511-1 H19.10.未 ～H20.3.未 伊那市教育委員会
その他開発 (旧傾斜
地崩落対策)

3878 辻垣外遺跡 伊那市手良野口1036番 1 H19.12.1-H20.5.31 伊那市教育委員会
その他の開発(携帯電
話用無線基地局設備)

3879 熊ノ森遺跡 伊那市長谷市野瀬1737番 地1 H19.12.17-H20.6.30 伊那市教育委員会
その他開発(携帯電話
用無線基地局設置)

3880 日向畑遺跡 伊那市美籍1979 H20.1.10γ 4.19 伊那市教育委員会 個人住宅

3881 大原北遺跡 長野市赤穂16711-3 H19.7.26-12.22
駒ヶ根市教育委員

集合住宅
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3882
大原北遺跡、大原南遺
跡、垣外遺跡

駒ヶ根市赤穂16715番地4先 H19.8.琳ミー H20.3.31
駒ヶ根市教育委員

ガス・水道・電気等

3883 原垣外北原遺跡 駒ヶ根市赤穂14604-16 H19.8.未 ～12.20
駒ヶ根市教育委員

個人住宅

原垣外遺跡 駒ヶ根市赤穂11675-17 H19.10.25～ H19`12.31
駒ヶ根市教育委員

個人住宅
´

元宮神社東遺跡 上伊那郡宮田村1238-2、 1238-5 H20.4.1～ 7.31
駒ヶ根市教育委員

集合住宅

3886 日向坂遺跡 駒ヶ根市下平4396-7、 4396-10 H20.3.25-6.30
駒ヶ根市教育委員

個人住宅

3887 姥懐遺跡
中野市大字小田中字姥懐1017-
15

H19.4.20-7. 30 中野市教育委員会
その他開発 (第一種
通信事業)

3888 茶臼峯窯跡 中野市大字草間字茶臼峯1037二2 H19.4:20-7. 30 中野市教育委員会
その他開発 (第一種
通信事業)

3889 柳沢遺跡 中野市大字柳沢字小石原1051番 1 H19.11.1～ H19.12.31 中野市教育委員会
その他の開発 (携帯
電話中継基地局)

3890 壁田城跡 中野市大字壁田2507ハ3他
H19.11.中 旬～H19.11

下旬
中野市教育委員会 道路

3891 山の神遺跡 大町市常盤7926-1他 H19.6.～ H19.12. 大町市教育委員会 公園造成

3892 飯山城下武家屋敷 飯山市大字飯山1090-1
H19.6.上旬～H2Q2.下

旬
飯山市教育委員会

その他の建物 (官 公
署 )

3893 外垣外遺跡
茅野市宮川字外垣外6063番 1・ 2の
一部ほか

H194.20-6.19 茅野市教育委員会 個人住宅

3894 上原城下町遺跡 茅野市ちの字原田1092-1 H19.5.10-10.31 茅野市教育委員会 個人住宅

3895 上原城下町遺跡 茅野市ちの字播摩小路1297番ほか H19,6.15～ 8.31 茅野市教育委員会 個人住宅

3896 式部汐遺跡 茅野市玉川字藤塚3654-2ほか H19,7.5-10.5 茅野市教育委員会 個人住宅

3897 上原城下町遺跡 茅野市ちの693-2 H19.6.25-11.25 茅野市教育委員会 個人住宅

3898 大桜遺跡 茅野市米沢4384-1ほか H19.7.3-12.10 茅野市教育委員会 個人住宅

3899 上原城下町遺跡
茅野市ちの字六勺1210-1の 一部ほ
か

H19.8.20～ H19.11.30 茅野市教育委員会 個人住宅

3900 上原城下町遺跡 茅野市ちの字六勺1209-4、 1210-6 H19.10.1～ H20.3.20 茅野市教育委員会 個人住宅

3901 家下遺跡 茅野市ちの横内境286-3 H19.11.26-H20.2.17 茅野市教育委員会 個人住宅

3902 上原城下町遺跡 茅野市ちの2320-2 H19.11.1-H19。 12.20 茅野市教育委員会 その他建物(物置)

3903 上原城下町遺跡 茅野市ちの播磨小路1342番 の一部 H19.11.1～ H20.2.28 茅野市教育委員会 個人住宅

3904 家下遺跡 茅野市ちの字横内境286-4、 286-5 H19.11.16-H20.5.15 茅野市教育委員会 個人住宅

3905 上原城下HT遺跡 茅野市ちの上原316-7 H20.1.8～ H20.4.8 茅野市教育委員会
個人住宅(宅地造成
含む)

3906 荒玉社周辺遺跡
茅野市安国寺姫宮土地区画整理
事業地内16街区6・ 12・ 1日 14・ 5画地

H20.2.25-3.21 茅野市教育委員会 土地区画整理

3907 久輛添遺跡 佐久市大田部字西屋敷212-1 H19.5.20´↓
9。 15 佐久市教育委員会 個人住宅

3908 蛇塚遺跡群 佐久市安原字北御堰1152-1 H19.5。 7-11130 佐久市教育委員会 個人住宅

3909 西裏遺跡群 佐久市伴野字北裏933-1の 内 H19.4.23-6.30 佐久市教育委員会 個人住宅

3910 野沢城跡 佐久市原字屋敷512 H19.4.28-7.22 佐久市教育委員会 個人住宅

3911 平賀中屋敷遺跡群 佐久市平賀5252-4 H19.6.中 ～10.初 佐久市教育委員会 個人住宅

3912 宮の上遺跡群 ク生夕t司日利麦禾口484-2、 486-2 H19.5.未～-10.未 佐久市教育委員会 個人住宅

3913 梨の木遺跡 佐久市中込字曲坂3611-190 H19.5.30-9.23 佐久市教育委員会 個人住宅
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3914 宮の上遺跡群 佐久市横和字内屋敷486-2 H19.5.30-9.29 佐久市教育委員会 個人住宅

3915 下町屋遺跡 佐久市大沢字下町屋166-2ほか H19.7.1-10.10 佐久市教育委員会 個人住宅

3916 西赤座遺跡 佐久市岩村田字六供後3608-3 H19.7.未 ～未定 佐久市教育委員会 個人住宅

3917 道添遺跡 佐
.久

市塚原2351-1 H19.7.未 ～未定 佐久市教育委員会 個人住宅

3918 栗毛坂遺跡群 佐久市岩村田字東赤座3736-5 H19.8.3-12.15 佐久市教育委員会 個人住宅

3919 香坂屋敷遺跡 佐久市香坂字屋敷288771 H19.9.未 ～H2Q2.未 佐久市教育委員会 個人住宅

3920 大堀遺跡 佐久市前山字大堀302-1ほ か H19.11.未 定～未定 佐久市教育委員会 宅地造成

3921 大堀遺跡 佐久市前山字大堀302‐1ほか H19.11.未 定～未定 佐久市教育委員会 宅地造成

3922 家浦遺跡 佐久市下小田切字家浦256-1
H19.10.未 定～

H19.12.25
佐久市教育委員会 個人住宅

3923 上平遺跡群 佐久市南岩尾1549-9外    
‐

H19.10.下 ―H20.3.下 佐久市教育委員会 道路

3924 長土呂遺跡群 佐久市長土呂144-6から167-1 H19.12.1～ H20.3.17 佐久市教育委員会
ガス・水道・電気(下

水道)

3925 平賀中屋敷遺跡
佐久市平賀字中屋敷5305-1
5308

H20.2.26～ H20.8.10 佐久市教育委員会 個人住宅

3926 周防畑遺跡群 佐久市長土呂字周防畑1124-5′ 未定～H20.2.29‐ 佐久市教育委員会 個人住宅

3927 長土呂遺跡群 佐久市長土呂字聖石440-6 H20.2.25～ H.20,7.25 佐久市教育委員会 集合住宅

3928 蛇塚遺跡群
佐久市新子田字北野馬久保 1862三

6
H20.1.28-3.29 佐久市教育委員会 個人住宅

3929 岩尾城跡 佐久市鳴瀬字北びわじま602-47 H20.411～ 8.31 佐久市教育委員会 個人住宅

3930 周防畑遺跡群
佐久市長土呂字周防畑1124番 1

1124番 5
H20.4.1～ 9.30 佐久市教育委員会 個人住宅

3931 枇杷坂遺跡群
佐久市岩村田字蟹沢 106174、

1061-7        :
H20.4.未～未定 佐久市教育委員会 個人住宅

3932 西大久保遺跡群 佐久市下平尾字六間511番4 H20.4.25-9.25 佐久市教育委員会 個人住宅

3933 日ノ尾遺跡 千曲市土口南556～ 8、 556～ 9 H19.4.15-8115 千曲市教育委員会 工場

3934 道前遺跡
千曲市大字生萱字西湯沢253‐ 1

253‐ 2、 253-3
H19.6.1～ '8.31 千曲市教育委員会 工場

3935 大宮遺跡
千曲市大字雨宮字大宮62番の一

音「
H19.5.25～'8.31 千曲市教育委員会 集合住宅

3936 唐崎遺跡
千曲市大字生萱1-9他3筆 大字
雨宮926番 1他16筆

H19.6.1-10.32 千曲市教育委員会
~

工場

3937 須坂遺跡 千曲市大字羽尾字本郷1829地先 H19.4へ′11.30 千曲市教育委員会 道路

3938 更埴条里水田址 千曲市大字屋代字内田128-6 H19.9.1-H20.3.15 千曲市教育委員会
その他の建設 (老人

福祉施設)

3939 荒砥城跡
千曲市大字上山田3482-11,3471-

4,3471-5,3470-6
H19.9-10 千曲市教育委員会 道路

3940 三本木遺跡 千曲市大字上山田字神戸825-2 H19.6下旬～H20.2.28 千曲市教育委員会
その他の建物 (子育
て支援センター)

3941
勝山遺跡・西芝原遺跡・

中村遺跡口東芝原遺跡
千曲市大字若宮 H19.9.初～H20.3.初 千曲市教育委員会

ガス・水道・電気等
(上水道)

3942 須坂遺跡 千曲市大字若宮 H19.9.上～H20,3。初 千曲市教育委員会
ガスロ′水道 ,電気等
(上水道 )

3943 仙石遺跡群・塚穴遺跡 千曲市大字羽尾 H19.9.上 ～H20.3.初 千曲市教育委員会
ガス・水道・電気等
(上水道)

3944 仙石遺跡群 千曲市大字羽尾 H19.9。 上～H20.3.初 千曲市教育委員会
ガス・水道口電気等
(上水道)

3945 窪河原遺跡 千曲市大字雨宮字窪河原540番 地 H19.10.1～ H19.12.28 千曲市教育委員会
その他の建物(会社
事務所)
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3946 窪河原遺跡・北野遺跡
千曲市屋代 1504、 1503-1雨宮
401-5、 694-2、 695、 69771、 698-2

H19.9.末 ～H19.12.末 千曲市教育委員会 道路

3947 城之内遺跡 千曲市大字屋代字城ノ内1343-3 H19.10.*E'" 12.tFE 千曲市教育委員会 工場

3948 町浦遺跡 千曲市大字雨宮413番地先 H19.10.～ H21.3.29 千曲市教育委員会
農業基盤整備事業
(農道等含む)

3949 羽場遺跡 千曲市大字上山田1040番地先 H19.10.～ H19.11.30 千曲市教育委員会
農業基盤整備事業
(農道等含む)

3950 倉科水田址 千曲市大字倉科558-2 H19,10-H20.2.25 千曲市教育委員会 公園造成

3951 仙石遺跡群 千曲市大字羽尾2197-2番地先
H19.10.下 旬～

H19.12.10
千曲市教育委員会 道路

3952 八幡遺跡群 千曲市大字八幡3300-2 H19.11.未 ～H20.3.未 千曲市教育委員会
その他の建設 (検査
台 )´

3953 生萱水田址遺跡 千曲市大字生萱595-1地先 H19.12.未 ^」H20.3.30 千曲市教育委員会 道路

3954 窪河原遺跡 千曲市大字雨宮字窪河原540番地 H20。 1.7～ H20.3.31 千曲市教育委員会
その他の建物 (倉

庫 )

3955 城ノ内遺跡 千曲市屋代1393番 地 H20.1.未 ～2.未 千曲市教育委員会 がス・水道・電気等

3956 八幡遺跡 千曲市大字八幡1943-2番 地他 H20.1.未 ～ H20.3ご未 千曲市教育委員会 道路

3957 南沖遺跡 千曲市大字粟佐字南沖1607他 H20.2.14-4.30 千曲市教育委員会
その他の建設 (倉

庫 )

3958 三本木遺跡 千曲市大字上山田830 H20.2.14-3.20 千曲市教育委員会
ガスロ水道・電気等
(下水道 )

3959 青原寺大門遺跡 安曇野市穂高有明3461-1他 H19.6.1～ 6.30
安曇野市教育委員 その他の建物 (庫

裡・檀信徒会館 )

3960 中条遺跡 安曇野市明科光610-2番地 H19.5.8
安曇野市教育委員 その他の開発 (個 人

の駐車場造成)

3961 鳴沢A遺跡 安曇野市三郷小倉506番 3 H19.8.1_～ 10.末 日
安曇野市教育委員 その他の建物 (資材

置場)

3962
中在地遺跡(矢原遺跡
群)

安曇野市穂高607番 6、 10 H19.5.21～ 8.31
安曇野市教育委員 その他の開発 (馬主車場

使用のため整地舗装)

3963 中条遺跡 安曇野市明科光675番地 1 H19.6.30-7.20
安曇野市教育委員

宅地造成

3964 三角原遺跡 安曇野市三郷温6671_の 一部 H19.8.1´V10.30 安曇野市教育委員 その他の建物 (農業
用倉庫 )

3965 町屋敷遺跡 安曇野市明科中川手2259 H19.7.19～ H20.1.31
安曇野市教育委員

個人住宅

3966 宮脇遺跡 安曇野市穂高6477番地他1筆 H19.7.20～ 9.10
安曇野市教育委員

道路

3967 塩川原上ノ平遺跡
安曇野市明科七貴7679-1、 -3、

7680-1、 7681-2、
H19.9.1´■10.30

安曇野市教育委員 その他建物(放送設
備)

3968 佛法寺跡
安曇野市豊科高家3004番地1先か
ら2391番 1地先及び2990番地1先

H19.10-H20.3
安曇野市教育委員 ガス・水道・電気等

(下水道 )

3969 熊倉遺跡
安曇野市豊科高家3013番地1先か
ら2408番 6地先及び2363番地先

H19.8～ H20.1
安曇野市教育委員 ガス・水道・電気等

(下水道 )

3970 小海渡遺跡
安曇野市豊科高家4615番地1先か
ら1455番 1地先

H19.9～ H20.3
安曇野市教育委員 ガス・水道・電気等

(下水道 )

3971 真々部氏館跡
安曇野市豊科高家5811番地5先か
ら5815番 1地先及び5846番地1先

H19,8～ H20.1
安曇野市教育委員 ガス:水道・電気等

(下水道 )

3972 真光寺跡
安曇野市豊科高家6083番地1先か
ら5961番 地先及び5972番地6先

H19.9～ H20.2
安曇野市教育委員 ガスコ水道口電気等

(下水道 )

3973 小岩嶽下木戸遺跡
安曇野市穂高有明2949番地31先

から3008番地1先
H19.9～ H20.2

安曇野市教育委員 ガスロ水道・電気等
(下水道 )

3974 空保木城跡
安曇野市穂高牧1124番 地1先から
802番 地先

H19.8～ H20.1
安曇野市教育委員 ガス・水道口電気等

(下水道 )

3975 荒神堂遺跡
安曇野市穂高牧802番地先から805

番地2先
H19。 9～ H20.3

安曇野市教育委員 ガス・水道・電気等
(下水道 )

3976 梶海渡遺跡
安曇野市豊科4143番地1先から
3829番地先

H19.11～ H20.1
安曇野市教育委員 ガス・水道二電気等

(下水道)

3977 上生野遺跡 安曇野市明科東川手13805番 1 H19,11.1-H20.3.31
安曇野市教育委員 その他の開発 (携帯電

話のアンテナ基地局 )
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3978 宗徳寺遺跡 安曇野市穂高7137番地4 H19.10.1～ H20.12.31
安曇野市教育委員 その他の建物 (本

堂・書院改築 )|

3979 鳥羽遺跡口鳥羽館跡 安曇野市豊科119-5他 1筆 H19.10.25-12.25
安曇野市教育委員

道路

3980
藤塚遺跡・北才の神遺
跡

安曇野市穂高2636-2他 9筆 H19.11.20-H20.2.25
安曇野市教育委員

道路

3981 真々部幅下遺跡
安曇野市豊科高家5000番 1,2,3,500

番1,5002番
H19.10.25-H20.10.24

安曇野市教育委員
土砂採取

3982 宮脇遺跡
安曇野市穂高6477の一部、6477-
3の一部、6459-6の 一部

H19.10.未 定～

H19.12.20

安曇野市教育委員
店舗

3983 栗の木下遺跡
安曇野市三郷温2180-1、 2183-1
他

H19.11.30´ YH20.3.31
安曇野市教育委員

集合住宅

3984 神谷遺跡 安曇野市穂高牧913-1 H19.12.1-H20.2.28
安曇野市教育委員

個人住宅

3985 堂原遺跡 安曇野市三郷温4194番 4 H20.1.10～ H20.3.31
安曇野市教育委員 その他の開発 (駐車

場 )

3986 穂高神社境内遺跡 安曇野市穂高6079 H20.4.1´VH20.4.15 安曇野市教育委員 その他の開発 (拝殿
改築 )

3987 宮脇遺跡 安曇野市穂高6438番地 外 H19.11.20r‐ H20.1.30
安曇野市教育委員 農業基盤整備事業

(農道等を含む)

3988 山崎遺跡 安曇野市穂高牧1846番地 H19.11.27～ H20.3.15
安曇野市教育委員 農業基盤整備事業

(農道等を含む)

3989 伊勢宮遺跡:狐城
安曇野市明科七貴8922番地2他 3

筆、7164番地3他3筆
H19.12.10～ H20.3.14

安曇野市教育委員
道路

3990 草深遺跡 安曇野市穂高牧1422 H19.12.15～ H19.12.15
安曇野市教育委員 その他の建物(農業

用倉庫)

3991 三枚橋遺跡 安曇野市穂高柏原954-1 H20.1.20～ H20.3.10
安曇野市教育委員 その他の開発 (展示

場 )

3992 他谷遺跡 安曇野市穂高牧980-3 H20.2.1～ H20.7.30
安曇野市教育委員

個人住宅

3993 給然寺古屋敷遺跡 安曇野市明科中川手112-4、 ァ10 H20.3.1-H20.7.31
安曇野市教育委員

個人住宅

3994 なかじま遺跡 安曇野市堀金三田1253-2 H20.3.1-H20.12.31
安曇野市教育委員

個人住宅

3995 南松原遺跡 安曇野市三郷小倉5483-5他2筆 H20.2.12～ H20.3.31
安曇野市教育委員

)可 Jll

3996 田多井古城下遺跡 安曇野市堀金三田地区 H20.2.12-H20.3.31
安曇野市教育委員

道路

3997 法蔵寺館跡 安曇野市豊科5639-1、 5672-8
H20.1.未定～H20.3.未

定
安曇野市教育委員 その他の建物 (職員住宅

解体・敷地整備工事 )

3998 上生野遺跡 安曇野市明科13905-1他3筆 H20.1.28～ H20.3.19
安曇野市教育委員

道路

3999 草深遺跡 安曇野市穂高牧893番3 H20.2.29-5.30
安曇野市教育委員

個人住宅

小瀬幅遺跡 安曇野市豊科田沢4875-1 H20.2.4-H20.3.19
安曇野市教育委員 その他の開発 (急傾

斜地崩壊対策工事)

4001 三枚橋遺跡 安曇野市穂高1483、 1482番 1 H20.4.10～ 6.30
安曇野市教育委員

店舗

4002 宗徳寺遺跡 安曇野市穂高9353 H20.4.7～ 5.15
安曇野市教育委員

宅地造成

4003 中在地遺跡 安曇野市穂高791-3、 -12 H20.5.1-5.31
安曇野市教育委員 その他の開発 (来客

用駐車場 )

4004 荒神堂遺跡
安曇野市穂高牧802番地先から
1040番 地1先

H20.4.～ H20.10
安曇野市教育委員 ガス・水道・電気等

(下水道)

戦場ケ原B遺跡 南佐久郡川上村大字梓山513T2 H19.11.1～ H20.3.10 川上村教育委員会
農業基盤整備事業
(農道等を含む)

明神原遺跡 小県郡長和町大門字下原800番 H19.12.1-H20.4.30 長和町教育委員会
その他開発(携帯電
話アンテナ)

4007 男女倉Ⅲ遺跡
男女倉A遺跡

長和町和田5309-143 H19.12.未 ～ H20.3.20 長和町教育委員会
その他の建物 (防災
無線 )

鷹山遺跡群第 I遺跡 長和町大門3625-lo H19.12.未 ～H2Q3.20 長和町教育委員会
その他の建物 (防災
無線)

4009 内久根遺跡
諏訪郡下諏訪町字内久根606-1ほ

か
H19.5.未 ～10.未

下諏訪町教育委員
その他建物(蔵 )
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4010 秋宮境内遺跡
諏訪郡下諏訪町字八幡町3577番

地
未 定

下諏訪町教育委員 その他開発(案内板
設置)

4011 稲荷平遺跡 諏訪郡下諏訪町字宮津子3398-1 未定
下諏訪町教育委員

個人住宅

4012 青塚遺跡 諏訪郡下諏訪町3347 H20.3.10～ H20.5.20
下諏訪町教育委員

個人住宅

4013 御所平北遺跡 諏訪郡富士見町富士見10977ほか H19.8.20～ H20.2.20
富士見町教育委員 農業基盤整備事業

(農道等含む)

4014 蕗河原遺跡 諏訪郡富士見町境葛窪4702ほか H19.8.10～ H20.2,10
富士見町教育委員 その他建物(コミュニティ

施設)

4015 藤内遺跡の近隣 富士見町落合字藤内3722番地15 H19,9.1-H20.8.31
富士見町教育委員

個人住宅

4016 新道遺跡 諏訪郡富士見町境9505-1番地先 H19.9.1～ H19.12.10
富士見町教育委員

ガス1水道・電気等

4017 葛窪遺跡 諏訪郡富士見町字泉前3968番 1 H19.12.1～ H20.5.31
富士見町教育委員 その他開発(携帯電

話中継基地)

4018 小母沢遺跡
諏訪郡富士見町落合字梨木原
5762-7

H20.1.20-H.20.1.25
富士見町教育委員 その他の建物 (駐車

場)

4019 田端遺跡 諏訪郡富士見町境1822-1 H20.1.25f‐ 7.25
富士見町教育委員

個人住宅

4020 中山遺跡 諏訪郡富士見町富士見7870-2 H20.3.20～ 8.31
富士見町教育委員 その他建物(ユースホス

テル)

4021 向尾根遺跡 諏訪郡原村6562-1 H19.9.1-H20.3.20 原村教育委員会
その他の建物(駐在
所)

4022 前尾根遺跡 原村上尾根8492-1 H19.10.1～ H19.11.20 原村教育委員会
その他開発(農作業
所)

4023 半平蔵遺跡 上伊那郡辰野町大字平出2192-41 H19.4.1～ 8.13 辰野町教育委員会 個人住宅

4024 青木原遺跡 上伊那郡辰野町大字伊那富4889 H19.5.28-10.31 辰野町教育委員会 個人住宅

4025 大栗沢遺跡
上水内郡辰野町大字小野4184番

地先
H19.3.13～ 9.28 辰野町教育委員会 砂防ダム

4026 前田遺跡
上伊那郡辰野町大字伊那富2809-
2

H19.7.未～8.未 辰野町教育委員会 その他の建物

4027 堀上遺跡 上伊那郡辰野町大字辰野517-2 H19.11.1-H19.11.30 辰野町教育委員会 道路

4028 前田遺跡
上伊那郡辰野町中央76番地・64番

地
H20.1.7～ 3.29 辰野町教育委員会 集合住宅

4029 丸節遺跡 上伊那郡辰野町大字平出617番地 H19.12.17～ H20.1.31 辰野町教育委員会
農業基盤整備事業
(農道等含む)

箕輪遺跡
上伊那郡箕輪町大字三日町959二 1

ほか
H19。 7.20～ H20.4。 19 箕輪町教育委員会 店舗

4031 箕輪遺跡
箕輪町大字三ケ日町字曽根田890-

1ほか
H19.10.8ん H20.2.18 箕輪町教育委員会 集合住宅

4032 福与城東遺跡
上伊那郡箕輪町大字福与字丸山
1615番

H19.10.10～ H20.3.30 箕輪町教育委員会
その他開発(携帯電
話アンテナ) :

大庭平遺跡
上伊那郡箕輪町大字東箕輪3953

番地5他 H19.11.12～ H19.12.21 箕輪町教育委員会 道路

箕輪遺跡
上伊那郡箕輪町大字中箕輪11336

番地1先 他
H19。 11.12-H20.3.21 箕輪町教育委員会 道路

4035 長田東遺跡
上伊那郡箕輪町大字中箕輪2134

番地ほか
H20.2.19´し3.26 箕輪町教育委員会

ガス・水道・電気(下

水道)

箕輪遺跡
上伊那郡箕輪町大字三日町912-1

ほか5筆
H20.3.5-5.30 箕輪町教育委員会 店舗

4037 北又遺跡 上伊那郡箕輪町大字4387番地1他 H20.2.25～ H20.3.26 箕輪町教育委員会
ガス・水道・電気(下

水道)

4038 箕輪遺跡 上伊那郡南箕輪村字中田3813-3 H19.11.6～ H20.2.12
南箕輪村教育委員

個人住宅

4039 箕輪遺跡 南箕輪村3846-1ほか4筆 H20.4.未～H20.5.未
南箕輪村教育委員

工場

4040 大草城址 上伊那郡中川村大草5058ほか
｀

H19.12.3～ H20.3.10 中川村教育委員会 道路

4041 主つ塚上遺跡 上伊那郡宮田村4078番地 H19.10.10～ H20.3.15 宮田村教育委員会 個人住宅
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番号 遺  跡
´

名 所  在  地 工 事 期 間 調 査 主 体 調査の原因ロロ的

4042 中越2遺跡 上伊那郡宮田村7437-1 H19.11.1-H19.12.20 宮田村教育委員会 宅地造成

4043 中越1遺跡 上伊那郡宮田村7559-2.7559-3 H20.3.28-6.30 宮田村教育委員会
個人住宅兼工場ま
たは店舗

武陵地遺跡 下伊那郡高森町下市田276-1 H19.4.19-5,10 高森町教育委員会 個人住宅

北原遺跡 下伊那郡高森町下市田2952二 10: H19.5.20～ 9.30 高森町教育委員会 個人住宅

堂垣外古墳 下伊那郡高森町下市田2125-1他 H19.7.10へ ′12.28 高森町教育委員会 道路

4047 根・ココ遺跡
下伊那郡高森町下市田1646-1
1651-1他 H19.7.1-11.20 高森町教育委員会 集合住宅

4048 天伯堂遺跡
下伊那郡高森町牛牧2687-13、 一

11、 2671-1
H20.2.18～ H20.4.30 高森町教育委員会 個人住宅

4049 金部3号古墳 下伊那郡高森町下市田2084-4 H20.1:15-H20.2,20 高森町教育委員会
がス「水道 1電気等
(電気等)

4050 金部3号古墳・全部遺跡
下伊那郡高森町下市田2o84-1,一
2,-4

H20.1.25～ 2.10 高森町教育委員会 宅地造成

4051 中島遺跡
下伊那郡高森町山吹1115番 1の一

部、2の一部 :

H20.1.許可日～

H20.6.25
高森町教育委員会 個人住宅

4052 下瀬河原遺跡
下伊那郡阿智村智里3474=1
3477-1他       ~ H20.1,7～ H20.3.31 阿智村教育委員会 道路

4053 鼠海渡遺跡
東筑摩郡波田町字鼠海渡606171
-5t6058-4 H19.11.27～ H20.3.31 波田町教育委員会 集合住宅

4054 葦原遺跡 東筑摩郡波田町1865番 地 H20.4.未定～9.30 波田町教育委員会 個人住宅

4055 葦原遺跡 東筑摩郡波田町1882番 地 H20.5.1～ 9.1 波田町教育委員会 集合住宅

4056 堂村遺跡 東筑摩郡山形村字鳴神3365二 1 H19.5.20～ ′11.15 山形村教育委員会 個人住宅

4057 淀の内遺跡 東筑摩郡山形村字大池原242-3 H19.6.1～ 7.31 山形村教育委員会 個人住宅

中町立道西遺跡 東筑摩郡山形村3865-1 H20.3124～ 3.31 山形村教育委員会
その他の開発 (学校
進入路舗装)

4059 南条遺跡群
埴科郡坂城町大字南条字越田
728‐ 1他

H19.5.1～ 7.31 坂城町教育委員会 宅地造成

宮上遺跡 埴科郡坂城町大字中2条977-1 H19.3.23～ 4.12 坂城町教育委員会
その他の開発 (教員
住宅の解体 )

4061 込山遺跡群
埴科郡坂城町大字坂城字土井の

入
H19.5～ 8 坂城町教育委員会 ガス・水道・電気等

4062 中之条遺跡群 坂城町大字坂城字大反田2558他 H1987.17-10.31 坂城町教育委員会 工場

4063 中之条遺跡群 埴科郡坂城町大字中之条 H19.8.未～H20.3.未 坂城町教育委員会 ガス・水道・電気等

4064 出浦遺跡 坂城町大字上平字出浦216-1他 H19.10.1～ H19.10.30 坂城町教育委員会
その他開発(駐車場
造成 )

4065 南条遺跡群
坂城町大字南条北押出600-1、 606-1～

606-4、 607■ 1、 608、 612、 613
H19.10.頃 ～H20.1.末 坂城町教育委員会

'可

りll

4066 中之条遺跡群
坂城町大字四ツ屋9334-1、 9334-3

番地
H19.10.頃 ～H20.6.末 坂城町教育委員会

'可

りII

4067
中之条遺跡群・開畝遺
跡・四ツ屋遺跡群

坂城町大字中之条字開畝口東町菫西町・寺
浦・上町口豊饒堂、大字坂城字原・成久保

H19.10.9～ H20.3.28 坂城町教育委員会
ガス・水道・電気等
(下水道 )

4068
中之条遺跡群(寺浦遺
跡・東町遺跡 )

埴科郡坂城町大字中之条
H19.10.上旬～H20.3.下

旬
坂城町教育委員会 ガスロ水道口電気

4069 開畝遺跡 埴科郡坂城町大字中之条 H19.10.T― H19.12下 坂城町教育委員会 ガス・水道・電気

4070 島遺跡
坂城町大字上平1484-1、 1481-2、 1480-2、

1476、 1472-1、 1470-2、 1469-1、 1409-2、 H19.12～ H20.4.末 坂城町教育委員会 道路

4071 金井西遺跡群
埴科郡坂城町大字南条5981-1地

先
H19.12.上 ～ 12.下 坂城町教育委員会 ガス・水道口電気等

4072 田町遺跡群
坂城町大字坂城字田町655573ほ
か

H19.12.20～ H21.3.31 坂城町教育委員会 道路

4073
込山遺跡群・日名沢遺
跡群

坂城町大字坂城字社宮神日名沢 H19。 12.下 ～H20.3.中 坂城町教育委員会 ガス・水道・電気等
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番号 遺 跡  名 所  在  地 工 事 期 間
′

調 査 主 体 調査の原因・目的

4074 込山遺跡群
埴科郡坂城町大字坂城字辻
6022-1他

H20.2.1～ H20.3.10 坂城町教育委員会
その他の建物 (馬主車
場 )

4075 南条遺跡群 埴科郡坂城町大字南条 H19.12.未 ～H20.3.上 坂城町教育委員会 ガス・水道・電気等

4076 田町遺跡群 埴科郡坂城町大字坂城 H20.2下旬～3下旬 坂城町教育委員会 ガス・水道・電気等

4077 上五明条里水田址 坂城町大字上五明字塚田578ほか H20.2中旬～3.下旬 坂城町教育委員会 ガス・水道口電気

4078
上五明条里水田址・出
浦遺跡

埴科郡坂城町大字上平2-3・ 1 H20.3.1～ 3.31 坂城町教育委員会 道路

4079 福井原2遺跡
上高井郡高山村大字牧字福井原
1937番

H20.4L未～H20.6.未 高山村教育委員会
その他開発(携帯電
話中継基地)

=里塚遺跡 信濃町古間一里塚986-2 H19.4.5～ 4.20 信濃町教育委員会 個人住宅

4081 長水A遺跡 信濃叶大字柏原字長水4836-1 H19.6.1～ 8.31 信濃町教育委員会
その他開発 (第一種
通信事業)

4082 上ノ原遺跡 信濃町大字柏原字上ノ原169-4 H19.4.25～ 8:31 信濃町教育委員会 個人住宅

4083 御料遺跡
上水内郡信濃町大字平岡字裏屋
敷添1635-5  ' H19.4.16-12.20 信濃町教育委員会 個人住宅

4084 貫ノ木遺跡 信濃町野尻滝沢770-1、 770-2 H19.6.1-11.30 信濃町教育委員会 個人住宅

4085 吹野原B遺跡 信濃町古間1461-20 H19.6.25～ H19.6.30 信濃町教育委員会 個人住宅

東裏遺跡
信濃町大字柏原字上ノ原266-3、
266--8

H19:7.1-10.31 信濃町教育委員会 個人住宅

4087 照月台遺跡
上水内郡信濃町大字野尻字上ノ原
759二 11

H19.9.10～ H19.12.20 信濃町教育委員会 個人住宅

4088 小古間遺跡 上水内郡信濃町古間1300-1他 H19.10.10～ H19.10.27 信濃町教育委。員会
その他農業開発事
業 (公道整備)

4089 吹野原B遺跡 上水内郡信濃町大字古間1461-17 H19.10.10～ H20.3.31 信濃町教育委員会 個人住宅

緑ヶ丘遺跡
上水内郡信濃町大字柏原字小丸
LL2520-1

H19.11.5～ H19.12.25 信濃町教育委員会
その他の建設 (物

置 )

4091 庚申塔遺跡
上水内郡飯綱町大字牟礼2487-
2.2487-… 3

H19.5.29～ 7.31 飯綱町教育委員会 個人住宅

4092 庚申塔遺跡
上水内郡飯綱町大字牟礼字裏町
2472-1

H19110.10～ H20.4.30 飯綱町教育委員会 個人住宅

4093 庚申塔遺跡 上水内郡飯綱町大字牟礼2497-3 H19.11.15～ H19812.31 飯綱町教育委員会
その他の建物 (倉

庫 )
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Ⅲ 長野県宝 埋蔵文化財 (考古資料 )

1 松本市  桜ヶ丘古墳出土天冠 (古墳時代)(昭和 44年 5月 15日 指定)

(1)保管状況と現状

平成 16年にリニューアルされた松本市立考古博物館内に、同古墳出土品とともに、天冠の出土

品とレプリカが展示されている。出土品は劣化を防ぐため樹月旨漬けの状態にされている。

(2)活用状況

桜ヶ丘古墳出土の天冠が朝鮮半島との関連を指摘されていることから、古墳の立地する松本市浅

間温泉の周辺団体が主催する「渡来人まつ り」の際に貸出し、考古博物館学芸員が解説するコーナ

ーを設けたりもしている。

(3)現地への交通手段

JR松本駅バスターミナルから松本電鉄中山線バスで 20分、中山霊園入口下車、徒歩 5分。

自動車の場合は、長野自動車道松本 I.Cま たは塩尻北 I.Cか ら約 20分。

2 松本市  弘法山古墳出土品 (古墳時代)(平成 5年 8月 12日 指定)

(1)保管状況と現状

平成 16年にリニューアルされた松本市立考古博物館内に、展示コーナーを設けて出土品を展示

している。弘法山古墳の築造は 3世紀末とされ、東 日本でも最古の古墳のひとつとしてよく知られ

ている。同館の展示の目玉として、これを目当てに訪れる考古学ファンも多い。

(2)活用状況

東 日本の代表的な初期

古墳として、古墳関連の企

画展を開催する際は欠 く

ことのできない資料 とし

て、他館からの貸出し依頼

が多い。また、同館から 3

kmほ ど離れた場所にあ

る弘法山古墳は、昭和 51

年に国史跡に指定され、現

在は周辺一帯が公園 とし

て整備されている。墳丘か

らは松本平を一望でき、桜

の咲 く時期は多 くの市民

でにぎわつている。遠方か

らおいでになる方々は、同

館 と古墳を一緒に見学していかれることが多い。

(3)現地への交通手段

上記、桜ヶ丘古墳出土天冠の項と同じ。

弘法山古墳出土品

(松本市教育委員会提供〕
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3 辰野町  新町 (泉水)遺跡出土土偶 (縄文時代)(昭和 54年 4月 16日 指定 )

(1)保管状況 と現状

昭和 10年 2月 に、新町の開田工事の際に発見され、当時の伊那富尋常高等小学校に寄贈 された。

その後辰野中学校に移管され、昭和 54年の県宝指定に際し、辰野町教育委員会に移管された。

現在は辰野美術館に保管・展示されている6             1
(2)活用状況

~美
術館の考古遺物展示室に展示されている6左腕が欠けているが、́両腕を広げ足をふんばってい

るように作られ、体部には沈線 と縄文による文様が施されている。仮面をつけたような表現と文様

に特徴があり、焼成もよく、縄文時代後期の土偶の逸品といえる。このようなことから、近年考古
~学

の資料 としてばかりでなく、美術館のワークショップ等の活動で、造形の美しさを学ぶ縄文時代

の代表的な作品として、活用されている。

|(3)現 地への交通手段

JR中央線辰野駅で下車し、タクシーで約 8分。                   1_
中央自動車道伊北インターチェンジから車で 10分。                    ~

4 飯田市  下伊那出土の富本銭・和同開称銀銭 (平成 12年 3月 27日 指定)

(1)保管状況と現状   ‐    l

平成 12年に指定され、指定以来、飯田市美術博物館にて保管・展示されている:通常はレプリ

」力を常設展にて展示し、特別展などでは実物が展示されるι

(2)活用状況              「
_

これまでの他館等への展示|に′よる貸出は 1件のみである。

(3)現地への交通手段

JR飯 田線飯田駅で下車し、徒歩で約 10分。

5 飯田市  眉庇付冑 (昭和 60年 11月 21日 指定)

(1)保管状況と現状

昭和 60年に指定され、指定以前から飯田市考古資料館にて保管・展示されていたが、平成元年

に飯田市美術博物館が開館するのにあわせ同館で保管・展示され、通常は常設展で展示されている。

(2)活用状況

比較的他館への展示による貸出は多い。

(3)現地への交通手段
´

JR飯田線飯田駅で下車し、徒歩で約 10分。

6 中野市  高速山古墳出土品 (古墳時代)(平成 19年 5月 1日 指定)

(1)保管状況と現状

平成 19年に指定され、中野市歴史民俗資料館で常設展示してきた6しかし、長期の展示は劣化

が心配されため、平成 20年 5月 、脱酸素剤及びシリカグルと共にシァルパックに密封し、養生中

ン    である。改めて、保存処理が必要かどうか事後の経過を見て検討する。

(2)活用状況

長野県最古の前方後円墳出土遺物として、研究者からの特別閲覧の要望が多い。今後内外にその
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重要性をアピール していく。

(3)現地への交通手段

長野電鉄長野線中野松川駅で下車し、徒歩で約 10分。

7 塩尻市  柴宮銅鐸 (弥生時代)(昭和 40年 1月 14日 指定)

(1)保管状況と現状

昭和 40年に指定され、塩尻市立平出博物館にて保管 。展示されている。

(2)活用状況

平出博物館において常設展示されているほか、他博物館への貸 し出しも多い資料である。

(3)現地への交通手段

JR中央本線塩尻駅で下車し、タクシーで約 5分。

8 塩尻市  平出遺跡出土 緑釉水瓶 (平安時代)(昭和 40年 1 14日 キ旨1定 )

(1)保管状況 と現状

平出遺跡発掘の発端 となった遺物 として、塩尻市立平出博物館にて保管・展示 されている。

(2)活用状況

平出博物館において常設展示 されている。また、同博物館にて販売 している各種グッズのデザイ

ンにも使用 されている。

(3)現地への交通手段

JR中央本線塩尻駅で下車 し、タクシーで約 5分。

9 塩尻市  菖蒲沢窯跡出土 瓦塔 (奈良時代)(平成 8年 2月 15日 指定)

(1)保管状況と現状

平成 8年に指定され、塩尻市立平出博物館にて保管 0展

示されている。現在までのところ、復元された瓦塔の中で

は全国一の高さを誇るとい うこともあり、その迫力が来館

者の目を引いている。

(2)活用状況

平出博物館において常設展示されている。また、同博物

館にて販売 している各種グッズのデザインにも使用されて

いる。

(3)現地への交通手段

JR中央本線塩尻駅で下車し、タクシーで約 5分。

10 宮田村  中越遺跡出土品 (縄文時代)(平成 14年 10月 24日 指定)

(1)保管状況と現状

指定以来、土器は宮田村文化会館ロビーに展示され、それ以外の遺物は宮田村民会館の収蔵庫に

て保管されている。

・

　

月

写真 13 菖蒲沢窯跡出土瓦塔 (奈良時代)

(塩尻市教育委員会提供 )
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(2)活用状況   |:_    :
村内に多くの歴史資料を展示し公開する歴史博物館的施設がないので、不特定多数の皆さんに見

ていただく機会は少ない。村内の歴史学習の資料として活用 している。       :
(3)現地への交通手段                           |

JR飯 田線宮田駅で下車して車で約 10分。

中央自動車道駒ヶ根インタァから車で 5分。   ‐

11 上田市  鳥羽山洞窟遺跡出土品 (古墳時代)(平成 19年 1月 11日 指定)

(1)保管状況 と現状

指定物件 247点が上田市丸子郷土博物館で保管。展示されている。須恵器の二重はそうや、石01、

鉄剣t鹿角装刀子、鉄製馬具など、古墳以外から―括出土した副葬品として、当該期の貴重な資料

であうo ―            |
遺跡の時代は古墳時代中期 (5世紀中頃)でく依田川に面した岩壁にある洞窟に、死体を埋めな

い曝葬が行われた痕跡が関孝二氏らの発掘調査 (昭和 41～43i年 )で明らかになった。国内では稀

少な葬法が行われた遺跡で、多くの人骨や副葬品も発見され、研究上たいへん貴重であることから、

昭和 53年に国史跡にも指定されている。
~類

例の少ない曝葬関:連資料として著名であり、県外の研究者からの照会も多い。

(2)活用状況          :
企画展等で他の博物館への貸し出しも多い。

(3)保管展示箇所への交通手段 ‐ ■

:(上田市丸子郷土博物館)しなの鉄道大屋駅で下車、千曲バス鹿教湯温泉行に乗車約 30分  ‐

「博物館前」バス停下車、徒歩 3分。 _ ・ 、
"キ=粋

i′

12 上田市  唐沢 B遺跡出土品 (縄文時代)(平成 12年 9月 21日 指定)

(1)保管状況と現状

指定物件 32点が上田市立信濃国分寺資料館で保管 `展示されている。遺跡は標高 1,260mの 菅平

高原に所在 し、名所・唐沢の滝のすぐ北側に立地する。昭和 43.年 に森嶋稔氏ら千曲川水系古代文

化研究所による発掘調査が行われ、神子柴型石斧や尖頭器などの優品が出土した。また、土地所有

者や地元研究者が表面採集 した石斧等が寄贈され(合計 321点 が県宝に指定されている。

石器群は約 15,000年前の後期旧石器時代末から縄文時代草創期のものでt石斧や剥片石器類の

素材には、東北地方産と推定される硬質頁岩や群馬・新潟産と思われる黒色頁岩等が特徴的に用い

られている。石器は集中して出土したが、製作を思わせる剥片や砕片類は認められなかった。

また、電子顕微鏡による使用痕分析の結果、石器はごく一部を除いて未使用品であることが判明

した。こうした状況から、石器集中遺構は保管や交換のためのデポであることが想定されt南箕輪

村の神子柴遺跡をはじめ、他の神子柴系石器群の出土状況と同様t当時の交易のあり方等を示す重

要な事例であると考えられる。

(2)活用状況

企画展等での借用依頼が多く、各地の博物館にたくさんの見学者が訪れた。

(3)保管展示箇所への交通手段

(上 田市立信濃国分寺資料館)しなの鉄道信濃国分寺駅で下車、徒歩約 5分。
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13 長野市  伝川柳将軍塚古墳出土品 ,(古墳時代)(昭和 49年 1月 17日 指定)

(1)保管状況と現状          
°

昭和 49年に指定され、布制神社の社宝とされている。布制神社からの寄託により、長野市立博

物館にて鏡 6面・琴柱状石製品 2・ 勾玉・管玉・小玉が展示されている。

(2)活用状況

長野市立博物館の常設展示においてt長野の古墳時代を知る資料として活用されて
｀
いるも

(3)現地への交通手段

長野市立博物館へ、 JR長野駅から車で 20分。 JR長野駅から県庁 0松代行バスにて人幡原で

下車、徒歩で約 3分。

14

(1)

木島平村  根塚遺跡出土品 (弥生時代)(平成 9年 4月 14日 指定)

保管状況と現状

平成 9年に指定され、指定以来、相応

の (セ キュリティーが完備 された)博物

館に恵まれず、本島平村公民館にて保管

されたままとなっている。しかしながら、

出土品については、他博物館への貸 し出

し実績は多い。

(2)活用状況

出土品以外の資料 (発掘経過など)

については、本島平村若者センターにて

展示。

他́博物館への貸し出しが多い。

(3)現地への交通手段

根塚遺跡及び若者センター (資料館 として)

豊田飯山 ICよ り車で 20分  JR飯 山駅よリタクシーで 15分

JR飯山駅より路線バス「中村」で下車、徒歩 10分

15 富士見町 札沢遺跡出土 動物装飾付釣手土器 (縄文時代)(平成 11年 3月 18日 指定)

(1)保管状況と現状

平成 11年に指定され、指定以来、県立歴史館にて保管されている。常設展でも展示された。

(2)活用状況                  (
県内外から展示のための借用希望、写真の掲載希望も多い。

(3)現地への交通手段

信濃鉄道屋代駅ズは屋代高校前駅で下車し、徒歩で約25分。

16 富士見町  縄文土器 曽利遺跡出土品 (縄文時代)(昭和50年 11月 4日 指定)

(1)保管状況と現状

昭和 50年に指定され、指定以来、井戸尻考古館にて保管・展示されている。現在井戸尻考古館

写真 14 木島平村 根塚遺跡出土品 刻書土器 (弥生時代)

(木島平村教育委員会提供)
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にて指定物件すべてが展示され、当展示品を目当てに当博物館を訪れる見学者は多い。また指定物

件 7点のうち、「水煙渦巻文深鉢」は、
｀
これまで他博物館への貸 し出し実績も多く、書籍などへの

掲載希望も年間十数件をかぞえる。

(2)活用状況    :
一部は他博物館への貸 し出しも行つている。また、海外で活動するアーティス トの作品に用いる

ために複製を作成 したり、地域で開発・販売されている特産品のラベルデザインに採用されるなど、

その知名度はきわめて高く、館のシンボル的存在となうている。

(3)現地への交通手段

JR中央東線信濃境駅で下車し、徒歩で約 15分。

中央自動車道小淵沢 ICよ り約 15分。

写真15   富士見町 曽利遺跡出土品 (縄文時代)

(富士見教育委員会提供)

17 佐久市  下茂内遺跡出土品 (旧石器時代)(平成 18年 4月 20日 指定 )

(1)保管状況 と現状

平成 18年に指定 され、指定以来、県立歴史館にて保管・展示 されている。現在県立歴史館にて

一部が展示 され、旧石器時代 コーナーの主要展示品のひ とつである。

(2)活用状況

実物・写真 ともに県内外の博物館か らの貸 し出 し希望 も多い。

(3)現地への交通手段

「長野県立歴史館」 信濃鉄道屋代駅又は屋代高校前駅で下車 し、徒歩で約 25分。

18 信濃町  日向林 B遺跡出土品 (旧石器時代)(平成 19年 1月 11日 指定)

(1)保管状況と現状

平成 19年に指定され、指定以来、県立歴史館にて保管・展示されている。現在県立歴史館にて

一部が展示され、旧石器時代コーナーの主要展示品のひとつである。

(2)活用状況

実物。写真 ともに東京国立博物館など他博物館への貸 し出し実績が多い。     :
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(3)現地への交通手段

「長野県立歴史館」 信濃鉄道屋代駅又は屋代高校前駅で下車 し、徒歩で約 25分。

19 筑北村  安坂将軍塚第 1号古墳出土品 (古墳時代)(昭和 47年 10月 16日 指定)

(1)保管状況と現状

昭和 47年に指定され、剣・鉾 0直刀等の出土品は、筑北村坂井歴史民俗資料館にて保管・展示

されている。当館の目玉ともいえ、当展示品を目当てに当博物館を訪れる見学者も多い。

(2)活用状況

当展示品を目当てに当博物館を訪れる見学者もあるなど、当博物館の目玉であるとともに、これ

までに他博物館への貸し出し実績もある。

(3)現地令の交通手段

JR篠ノ井線冠着駅で下車し、徒歩で約 60分。

長野道麻績 ICよ り車で 10分。

写真 16   筑北村 安坂将軍塚古墳出土品 (古墳時代)

(筑北村教育委員会提供)

20 大町市  山寺廃寺跡出土品 (中世・鎌倉時代)(平成 11年 9月 6日 指定 )

(1)保管状況 と現状

平成 11年に古瀬戸瓶子 2点、古瀬戸四耳壺 0青 白磁水注・土師器小皿 0写経石各 1点、合計 6

点が指定 され、指定以来、大町市社閏田にある大町市民俗資料館にて保管・展示 されている。また、

このほかの出土品 2点が市指定有形文化財 となってお リー緒に展示 されている。

(2)活用状況

県宝指定出土品のほかに、山寺廃寺での出土品 2点が市指定有形文化財 となってお リー緒に展示
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されている。民俗資料館の裏山山頂が出土品の出土地で、民俗資料館より徒歩 20分で出土地を訪

れることが出来る。

(3)現地、の交通手段

JR大糸線信濃大町駅で下車し、市民バスまたはタクシーで約 10分。

21 阿智村  神坂峠祭祀遺跡出土品 (古墳時代)(平成 17年 9月 26日 指定)

(1)保管状況と現状 :    :

現在阿智村公民館に収蔵され、今後、阿智村文化財収蔵館に移動し、保管・整備する予定である。
｀
(2)活用状況          :

他博物館べの貸し出し実績が1幾つかある9今秋には、今年春オープンした東山道 :園原ビジタ■

センターの企画展にて展示を予定している。

(3)現地への交通手段

南信交通、駒場―昼神方面バス停留所 「役場人口」下車徒歩 5分。

22 千曲市  箭塚遺跡出土品 細形銅剣 (弥生時代)(昭和 49年 11月 14日 指定)

(1)保管状況と現状                                ノ

昭和 40年に指定された。発見は江戸時代であり、佐良志奈神社の社宝として大切に保管されて

きた。また、国の重要美術品の指定も受けている。県宝指定後、長野市立博物館等にて保管・展示

されていたがt平成 4年、出土遺跡の地元1日 戸倉町にさらしなの里歴史資料館が建設されたため、

現在同館にて展示されている。中野市柳沢遺跡の青銅器発見に端を発 し、中部北陸地方の青銅器文

化の再評価め機運が高まり、銅剣を視察に訪れる研究者が増加 している。

(2)活用状況

長野県立歴史館でのレプリカ展示、他博物館からの写真や情報提供依頼があり、́資料実見に訪れ

る研究者も多い。

(3)現地への交通手段
: JRし

なの鉄道戸倉駅で下車し、タクシーで約 10分6

23 諏訪市  フネ古墳出土品 (古墳時代)(平成 2年 2月 19日 指定)          「 ―

(1)保管状況と現状

昭和 34年に発見 0調査された 5世紀代とみられる古墳の出土品で、全国的に出土例の限られる

蛇行剣をはじめ豊富な副葬品で知られる。平成 2年に指定され、諏訪市博物館にて保管している。―

昭和 60061年に国庫補助事業により保存処理を行つた。蛇行剣など一部は常設展示され、博物館

め代表的な展示品の一つとして見学者も多い。

(2)活用状況

常設展示のほか、企画展示等で公開を図つている。平成 18年に博物館で開催 した古墳時代に関

する企画展では展示の中心的な位置を占めた。保存処理は施 してあるがもともと劣化が著しいため、

原貝J貸 し出しは行つていない。                               /

(3)現地への交通手段

諏訪市博物館へは、 JR中央本線上諏訪駅で下車し、バスで約 30～40分。

中央自動車道諏訪 ICよ り車で約 5分。
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