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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 14,000か所を超える遺跡 (埋蔵文化財包蔵地)があり、平成 17年度も県

内で 284件の発掘調査が実施されました:中でも話題性の高からたものとしては、三遠南

信自動車道建設に伴う飯田市竹佐中原遺跡の発掘調査において、後期旧石器時代 (3万～

1万 5千年前)よ りも古いと考えられる、県内最古の石器が 200点以上出土したことが挙

げられます8国内の類似遺跡に比べても出土した石器の数が極めて多かったこともあり、

その調査結果は注目を集めました。こうした調
~査

1大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、今ン回で 17冊目となります。

本書では平成 17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内史跡の保存・

整備・活用状況をまとめました。               ・ 1

-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、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 19年  1月

長野県教育委員会教育長

:   山 口 利 幸



傾」

1 本書は、平成 17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 17年度中に文化財・生

涯学習課埋蔵文化財ユ三ットにおいて、届出や報告にういて受け入れたものを基本としている:

2 平成 17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、(財)長野県文化振興事業団長野県埋蔵文化財センタァ、長野県立歴史館の協力を得た。

ロ

3 平成17.年度め調査概要についてはヽ以下め項自を掲載した:   : :

(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、

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。

②遺跡の時代

⑨検出遺構

⑩出土遺物 ■

⑪所見 0特記事項

(2)試掘・確認調査

ア 埋蔵文化財試掘

イ 年度は、原則と

発掘終了報告が提出され

イ 年度はミ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も
:ウ 記載項目の内容については、次の点に留意した。     l

旧石器、縄文、弥生、古墳、奈良、平安、中世、近世、近・現代の

別とした。   「

原則として遺構名 0数量 (時期)の順とした。

なおt OO址は○○跡、土墳は土坑としたg

~記
述は時代または時期の順とした。         :

発掘主体者の所見等に従った。            l l

O確認調査報告をもとに作成した。

して県教育委員会が試掘・確認調査報告を受理した時点とした。

(3)i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 長野県史跡について、要覧 17では平成 17年度までに指定された県指定史跡に限?て掲

載した。また、整備状況と現状、活用状況、現地への交通手段については、当該市町村教育委員

会から提出された調査書をもとに作成した。

6 掲載市町村名について、平成 16年度中に合併となった市町村については新市町村名で表記した。

平成 17年度中についても市町村合併が行われたが、平成 17年 4月 1日 以降の各事業が行われた時

点での新旧市町村名で表記した。
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平成 17 年度の埋蔵文化財保護行政

1 埋蔵文化財保護行政の動向

(1)概 要

平成 16年の通常国会において「文化財保護法」の一部を改正する法律が成立し、平成 17年 4月

1日 から施行された。今回の改正は、人と自然の関わりの中で作り出されてきた文化的景観及び生活
や生産に関する用具、用品等の製作技術など地域にぉいて伝承されてきた民俗技術を新たに保護の対
象とするとともに、近代の文化財等を保護するため建造物以外の有形の文化財にも登録制度を拡充す
るものであった。特に文化的景観は文化財体系図に導入された新分野であり、平成 18年 1月 26日 、
重要文化的景観の第 1号 として「近江八幡の水郷」(滋賀県近江八幡市)が選定された。県内でも、
千曲市が「娘捨の棚田」の重要文化的景観選定を目指したシンポジウムを行うなどの動きが見られ、
今後の動向が注目されるところである。

:

平成 17年度も数々の発掘成果が残されたが、中でも県民の関心が高かったのは三遠南信自動車道

飯田南インターチェンジ建設に伴う飯田市竹佐中原遺跡の出土品であろう。同遺跡の発掘調査として
‐は平成 13年度開始以来く最大の成果を挙げている (詳細は後述)3出土した石器は後期旧石器時代

よりも古いと考えられるが、現在の年代測定技術はそれを完璧に証明するに至っていない。正確な年
代測定を後世の新技術に託すため、国土交通省飯田国道事務所、県埋蔵文化財センター、県教育委員

会の間で、同インタニ敷地内のす画に工事も発掘もしない土地を残すことを協議申である。

年度初頭には、各地から文化財の火災が報告された。41月 26日午後 9時 15分頃、岡谷市の国指

定史跡梨久保遺跡 (縄文時代中期)においで、夏季イ:ベ ントに備えて敷地内に積んであった廃材から

出火し、周囲約 25ビを焼いた。翌 27日午後 8時 20分頃には、塩尻市指定史跡小丸山遺跡におい

て、復元された縄文時代の竪穴住居から出火し、
イ
:一棟が全焼、いずれも原因不明であるた。県教育委

員会は4月 28日 、市町村教育委員会、歴史館、埋蔵文化財センタニ宛にFAXに よる二斉連絡を行
い、遺跡火災への留意を依頼している。さ

´
らに5月 14日 午後 6時 50分頃、松本市中山の市立考古

博物館敷地内で、復元された竪穴住居二棟が全焼した。やはり、不審火であつた。県教育委員会は前

回同様一斉連絡により注意を喚起するとともに、従来、史跡や文化財として登録されていないために

所在が不明であった県内の復元住居について、実態調査を行った。幸い、遣跡や出土品そのものへの

被害はなからたものの、人為的な災害を念頭に置いた文化財の安全対策の強化が必要であることを感
じさせる一連の事件であった。=

長野県に所在する文化財の多さを物語るニュースもあつた。平成 18年 2月、、農林水産省が日本の

農業を支えてきた用水としてまとめた「疎水百選」に、八ヶ郷用水 (中野市)、 善光寺平用水 (長野

市)、 |五郎兵衛用水 (佐久市)、 塩沢堰
:(立

科町)、 拾ケ堰 (安曇野市)の 5箇所が選定されたのに続
`き

て財団法人日本城郭協会が発表した「日本 100名城」に、松代城、小諸城、上田城、高遠城、松

本城の 5件が選ばれた。数の上で前者は岩手県と並び、後者は愛媛県や兵庫県と並び、全国最多であ
」 るよこれらは県内文化財の一部にすぎないg県教育委員会としてはt膨大な数の文化財を県内市町村

と連携して保護していくために、引き続き努力していくことが求められている。

二
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(2)平成 16年度包括外部監査結果に係 る措置

平成 15年度を監査対象年度とし、芸術文化振興事業に係わる公の施設の管理における法規準拠性

青
及び適切性、lF?ぃ ζT呼

1'午 9月 2‐

‐7甲 1),、
平成 17年 3月 31:1日 まで、地方自治法第252条

の37第 1項の規定に基づき包括外部監査が実施された:    ‐         |
その結果、埋蔵文化財センターから歴史館への出土品の移管手続きについて、「(歴史館、埋蔵文化

財センターいずれも文化振興事業団所属であった間は正式手続きが省略されてきたが、歴史館が県直

営とならたため、)保管責任を明確にする上でも、引き渡し時の検収手続きを正式に行う必要がある。

また、引き渡しを効率的に行う上で、歴史館と埋蔵文化財センタことの間で合意に至らた分類方法に

従って、データと現物の移管を行う手続きを決めておくことが必要である」との監査報告がなされた。

_それを受け、文化財・生涯学習課、歴史館及び埋蔵文化財センターの三者で調整会議を重ね、平成

17年度以降に移管される埋蔵文化財を対象に、「埋蔵文化財の移管手順について (平成 17年 10
月31日 )」 として移管手続きを定めた。

また、「歴史館の埋蔵品の収蔵スペースは限界に近づいており、今後は施設の拡充が必要となる。

どのような資料を歴史館のいずれの場所に受け入れていくかについて一定の方針を立てることが必

要である。また、埋蔵品の整理のための適正な人員配置を確保し、整理計画を速やかに策定する必要

がある。」との監査結果も報告され、県教育委員会としては、選別収納等について引き続き検討を行

いながら、市町村や関係機関との調整に基づく整理計画の策定等を検討していくこととした。

(3)発掘調査  :

平成 17年度、県内の発掘調査件数は 284件にのぼり対前年比 84%強 となったち12年度減少に

転 じた開発に伴う緊急調査は平成 15年度に微増するものの、平成 17年度はわずかな減少となっ

たカミ調査件数全体では 300件 を前後する数でほぼ横ばいの状態であるご本調査件数だけを市町

村別にみると、茅野市が 30件弱、松本市が 10件以上、長野市、佐久市が 10件弱あり都市部や

道路建設などの大規模事業が続 く地域では依然として緊急調査の件数は多い。

また、長野市、松本市、上田市、茅野市、塩尻市、高遠町では、史跡整備に関わる調査が行わ

れている。

以下時代ごとに主.な 調査成果をあげて見ることとする。

旧石器時代は、飯田市竹佐中原遺跡で、13年度から,16年度に引き続き調査が行われた。13

年度調査では後期旧石器時代石器群とは異なった特徴を持った石器群を検出し、14年度調査で

は4地点から後期旧石器時代の特徴をもつ石器群が発見や、局部磨製石斧などが出土したが、平

成 15年度の調査では縄文時代土器ほかの遺物は出土 したものの、旧石器時代石器等の集中部は

確認されなかった6しかし平成 16年度には再び 10m範囲から 30点ほどの石器が出土 し、平成

13年度以来のまとまっ、た石器群が確認された6さ らに 17年度調査では後期旧石器時代よりも古

いと考えられ最古級と考えられる石器が 213点出土 した6全国での同時期と考えられる各遺跡で

は 20点程度の出土傾向であり、200点以上の石器の出土は初めてである。竹佐中原遺跡関連で

は、平成 13年度から 15年度にかけての調査成果が報告書としてまとめられた。他旧石器時代遺

跡関係では、長野市南曽峯遺跡で調査が行われ遺物集中が確認され、南牧村矢出川遺跡では角

錐状石器、掻器など細石刃よりも古いとされてぃる石器が出土 した。また信濃町立が鼻遺跡で

は第 16次調査が行われ、化石や遺物がなぜ当地点にあるのかを検討するための調査であρた6

縄文時代は、今年度非常に多 くの調査が行われた。集落跡の調査 として大町市長平 1遺跡

において後期前半の柄鏡型敷石住居跡が 3軒調査 された。松本市では中山地区霊園造成工事

に伴い新たな遺跡 として力ニホリ西・東の 2遺跡が確認され、両遺跡から合わせて竪穴住居
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跡 37軒以上、他多 くの遺構が検出されるなど前期末葉から中期初頭にかけての大遺跡となっ

た。中野市千田遺跡では、中期の竪穴住居跡 53軒及び多 くの遺構が調査され、環状集落の一

角が確認されたもこれらの中には新潟県内の遺跡で確認されている長方形石囲い炉を持つ竪

穴住居跡も確認され、また新潟県内に主体的に分布する遺物群が多量に出土した。また原村

久保地尾根遺跡では、中期後半の典型的な環状集落の一部が調査された。また墓穴が 1基確

認されたがその中から翡翠と琥珀の玉が出土し、宮田村田中下遺跡では

'前
期の墓 1基から

は円周状に2点 の磨製石斧が突き刺さった状況で発見され、また別の墓 1基からは磨製石斧

3点 と土器 1点が副葬品として出土した。辰野町羽場崎遺跡では、後期前半の配石遺構を中

心として、その下層には中期の集落跡が検出され、
'さ

らにこれらに伴う大量の遺物が出土し

たことから、町内屈指の規模となる縄文時代遺跡であることが確認された。山ノ内町では、

史跡佐野遺跡の現状変更等に関連する調査行われ、遺構は検出されなかったもののt後期か

ら晩期にかけての土器片や石器等の出土があうた6

弥生時代は、千曲市力石条里遺跡では、弥生時代前期末葉からの墓域や集落跡が確認され

た6佐久市一本柳遺跡群西一本柳遺跡では佐久地方では資料が少ない後期前半の資料が蓄積

されるごととなり、同市1西T里塚遺跡では、竪穴住居跡や円形・方形周溝墓他が多数検出さ

れ、調査対象地は現在平坦地とならているが、微高地や低地が埋もれている状況も調査され

た。また同市森平遺跡では、湯川に近接する低位段丘上に中期後半の集落が発見され、これ

まで発見されていなかった遺跡であることから、弥生時代の集落立地を再考する材料となっ

た。長野市小島・
ン
柳原遺跡群水内坐一元神社遺跡では、後期環濠集落の調査 も行われた。高

森町では下伊那地域の弥生時代標識遺跡である北原遺跡の調査が行われく時間的 :予算的に

もきびしい状況の中、調査が行われたが、中期後半の拠点的集落であることが再認識される

結果となつたσまた遺物調査では、大町市海ノロ上諏訪社に伝わる神宝の銅支に鹿の絵が表

現されているとの研究成果が公表された。

古墳時代は、長野市では史跡大室古墳群整備に伴う調査が行われ、大室古墳群全体では 7

世紀後半の横穴式石室を持った古墳が多いが、エントランス整備を行っている地区では 5世

紀代の古墳が多 く、また 5世紀後半の築造と考えられている第 241号古墳からは埴輪が出土

したとの調査成果が得られたし松本市中山古墳群では、墳丘や横穴式石室の上半分は過去の

掘削により存在しないが、第 62号古墳では当地域では見られない大型方形の横穴式石室 (当

地域での一般的な横穴式石室は小型長方形を呈する。)が発見され、石室を構築した後、改め

て石室を縦に三分する仕切 り石積が行われていた。当構造の石室は国内では非常に珍 しく、

朝鮮半島において戦前に調査例が 1例 あるようである。千曲市杉山古墳群での調査では、竪

穴式石室をもつ積石塚古墳や六角形の積石塚古墳が発見され、これなで大室古墳群を中心に

善光寺平で発見されてきた積石塚古墳とは様相をまったく異にする積石塚古墳群が発見され

ることとなった。高森町北原遺跡では、墳丘及び石室の上半部が過去の掘削によりなくなっ

てはいるが、残存する横穴式石室の形態から、飯田市座光寺地区の高岡 1号古墳などに見ら

れる石室形態と同様なものとわかり、座光寺地区で確認された3例 に加え4例 目の同形態石

室となった。当石室形態
|は

朝鮮半島百済期に錦江下流域構築された石室形態との関連が強く

指摘されているものであり、非常に貴重な発見となった。l飯田市では、塚原古墳群等の史跡

指定に向け、平成 18年度にかけて市内を代表する古墳の総合調査が進められている。

17年度の古墳時代調査での特徴は、非常に貴重な構造をもつ古墳や横穴式石室が発見され

たことである。

古代は、上田市小泉水田条里遺跡では、東山道と考えられる遺構が検出された。l県 内 3例

-3-



目の発見となった。松本市元原遺跡、蟻ヶ崎遺跡、岡田西裏遺跡や千曲市町裏遺跡、長野市

篠ノ井遺跡では、奈良から平安時代にかけての集落跡の調査が行われた。千曲市更埴条里水
田址返町地点では、平安時代竪穴住居跡のカマ ド内から土器が廃棄された状態で出土 した。

飯山市上野遺跡や茅野市大悦南遺跡では、平安時代竪穴住居跡が谷地形にそって構築されて
いる調査成果が得られている。

中世は、千曲市東條遺跡では、石組みの井戸跡から漆器の優品が多量に出土 し、中世屋敷
地の存在が推測される。飯綱町表町遺跡では、矢筒城跡の南一帯に広がる台地上を調査 し、

1  15世紀後半から 16世紀にかけての集落跡が発見された。城との関係をランが得る上で好資

料が得られた。松本市松本城二の丸跡での史跡整備の伴う調査では、土塁内側裾部に石列、

集石、木材が検出され、土塁内側裾部にあった石垣胴木、裏込めの可能性を指摘できる資料
を得ることができた。長野市長野遺跡群善光寺門前町跡では、中世から近世にかけての調査
が行われ、敷地を南北に区画する溝跡や柱穴、地下室等の遺構調査を行い、中世から近世に

かけての善光寺門前町跡の生活遺構を確認 した。茅野市荒玉社周辺遺跡では、井戸跡 5‐基を

はじめ生活遺物が主体であるため、隣接する干沢城下町遺跡に類似する、中世の文献資料に

見られる「大町」の跡ではないかと考えられる資料となった。また同市御社宮司遺跡では、中

世以降の畦畔状遺構が発見され、埋没時期が近世であることが確認された。下諏訪町四王前

田遺跡では、検出遺構から中世町屋の下部であることが確認された。箕輪町と南箕輪村にま

たがる箕輪遺跡では、古代末葉から中世にかけての水田跡や中世末葉から近世初頭にかけて

に木杭で構成される水路状遺構が発見されている。

近世は、高遠町の東高遠若宮武家屋屋敷遺跡では、バイパスエ事に伴う、県史跡旧馬島家

住宅移転に伴う庭園整備に係る調査が行われ、関連遺物の出土や礎石等の発見に加え庭園が

幾度かの改変を受けていることがわかった。また、史跡整備に伴う同市高遠城跡の調査では、
二の丸での枡形虎口周辺と厩、土蔵があつたと推定される箇所及び南曲輪での枡形、lF]推 定

値の調査を行った。二の丸では近世の城内べの給排水施設の一部と考えられる遺構を確認し

たが、枡形については全容を明かにすることはできなかった。南曲輪地域は撹乱がひどく良

好な調査はできなかったが、礎石の可能性を考えさせられる石が確認された。波田町の若澤

寺遺跡では、中世の 1400年代に元寺場跡からの移転事実を遺構として確認することはできな

かつたが、その栄華を示す「若澤寺丁山之絵図」と|の 整合がとれる成果となった。

近・現代については、高遠町の東高遠若宮武家屋屋敷遺跡で遺構、遺物が確認されている。

(4)普及公開活動 と指定文化財

平成 17年度は、県埋蔵文化財センターをはじめ 17遺跡で現地説明会が行われた。長野市善光

寺門前町跡では 1000人、飯田市竹佐中原遺跡では 358人、飯田市飯田城跡では200人、中野市

千田遺跡.。 り|1久保遺跡、佐久市西一里塚遺跡、佐久市市道遺跡ではloO人以上、茅野市構井・阿

弥陀田堂遺跡、飯綱町表町遺跡、飯田市鈴岡城跡、高森町北原遺跡では100人弱の見学者が訪れ

た。

また、長野県立歴史館ではミュージカルを交えた企画展示会「地下4メ ートルの縄文伝説―屋

代遺跡群・愛と出会いの四千年」が開催され、また同館所蔵の信濃町日向林B遺跡出土石器が ド

イツでの展示会から返却になった事を期に、「ドイツから帰ってきた石器」と題した企画展示会が

開催された。長野県埋蔵文化財センターでは、飯田市において竹佐中原遺跡出土石器や周辺遺跡

出土石器の実物を見学しながら、研究者のみならず一般の方々を交えた意見交換会やシンポジウ

ムが開催された。長野市教育委員会では、史跡松代城跡附新御殿跡の解体修理に伴い(通常公開
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をしていない部分を公開した「うらがわ探検ツアー」や、土蔵修理に伴う「修理事業体験」を行うな
ど、ユニークな試みも行われた。また坂城町では、坂城町PTA連 合会や小中学生約 40名 によ

り県史跡葛尾城跡での清掃活動が行われた。ここで紹介した事業は本の数例であり、県内埋蔵文
化財に係る施設や市町村教育委員会では普及啓発等に工夫を凝らして努力 している様子がうか
がえる。

平成 17年度においては、現地説明会や講演会・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。

埋蔵文化財関係の指定文化財では昭和 56年度に史跡指定された阿智村の神坂峠遺跡の出土品
や平成 16年度に県史跡指定を受けた木島平村の根塚遺跡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った埋蔵
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 長野市 善光寺門前町跡での現地説明会  (長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)        H18.3.31現在

埋蔵文化財包蔵地の総数 14,334件 (古墳群中の単独古墳を除く)

〈地図の区分の説明〉

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

1/○00: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ースの青焼きのもの。

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 742 1/10000 下諏訪町 報告書 麻績村 66 1/10000

松本市 682 1/1万 ,報告書 32 富士見町 157 1/25000 62 生坂村 58 1/10000

上田市 868 1/2万 ,1/1万 ,報 告書 33 腰買 本寸 1/10000 63 山形村 43 1/10000

岡谷市 1/6000 34 辰野町 250 1/25000 64 朝日村 24 報告書

飯田市 1242 報告書 35 箕輪町 ― 222 報告書 65 筑北村 64

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

須坂市 182 1/10000 37 南箕輪村 1/10000 67 松川村 40

小諸市 284 報告書 38 中川村 1/10000 白馬村 76 報告書

伊那市 423 1/10000 39 宮田村 1/10000 小谷村 報告書

駒ケ根市 183 1/25000 40 松川町 182 70 坂城町 159 1/20000

中野市 242 1/2フ5,1/1.5フ 5 高森町 1/10000 小布施町 95 1/10000

大町市 241 報告書 42 阿南町 126 町史 72 高山村 65 1/10000

飯山市 259 報告書 清内路村 27 1/10000 73 山ノ内町 1/25000

茅野市 336 1/25000 44 阿智村 178 1/10000 74 木島平村 26 1/10000

塩尻市 301 1/10000 45 平谷村 75 野沢温泉村 20

佐久市 1415 1/5千 ,報告書 46 根羽村 33 76 信州新町 5ヽ7 1/10000

千曲市 519 報告書 47 下条村 96 1/10000 77 信濃町 173 報告書

東御市 1/1万 ,報告書 48 売木村 1/10000 78 飯綱町 144 報告書等

安曇野市 389 1/1万 ,1/2万 ,報告書 天竜村 23 1/25000 79 ノJヽり:1本寸 53 1/12500

20 小海町 報告書 50 泰阜村 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 98 1/25000

23 南牧村 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 33 報告書 55 南木曽町 1/30000

26 軽井沢町 127 報告書 木曽町 182 1/1万 ,2.5万

27 御代田町 74 1/10000 57 木祖村 45 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 1/10000 60 波田町 20 報告書
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イ 大規模開発事業地内における詳細分布調査

国庫補助を受けて、中部横断自動車道建設にかかる遺跡の有無を確認するための試掘調査を計画

した。事業の進捗状況や用地買収の状況等により、平成 17年 7月 25日 から7月 29日 までの5日 間

と、平成 17年 12月 12日 から12月 20日 まで7日 間の計 12日 間の試掘調査を行つた。この結果、

7月 の試掘調査では、
´
濁り遺跡の包蔵地範囲が拡張する見込みとなり、12月 の調査では (仮称)久

保田遺跡と (仮称)森平遺跡が新発見の遺跡となる可能性が強まつた。

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

平成 17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 436件 と国の機関
: 

等によるもの 259件の合計 695件にのばり、前年を 107件上回つた。県教育委員会は 695件の届出

及び通知の内約 35%に対してく遺構 P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j

一方、―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 278件にのばりt昨年度と比較すると25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 108件 と全体の約 39%程度で、残 り61%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。

こうした緊急発掘調査を事業内容別にみると、道路建設が全体の約 24%で最も多く、個人住宅の

建設、集合住宅、宅地造成、がそれに次いでいる。

総計 10億 8792万円にのぼる調査費用の45%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

6件であった。

表2 開発事業種別発掘調査件数 ( )内は平成 16年度
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図1 年度別発掘調査件数

(件 )
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図2 開発事業に伴う負担者別発掘調査費用 図3 開発事業に伴う事業種別発掘調査費用
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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

計学術

調査

急
査

緊
調

小 計
術
査

学

調
試 掘 本掘

緊急

調査
試 掘 本掘 小 計

掘

示

発
指

〈
〓
一不

立

指
慎重
工事

小 計
掘

示

発
指

立会

指示

慎重
工事

小 計
状
存

現
保

発掘

指示

〈
〓
一不

立

指
慎重

工事
小 計

1 長野市
1 1

109

松本市
1 1 25 1 158

上田市

岡谷市
1 1

飯田市
60 127

諏訪市
1 1

須坂市
l 1

小諸市

伊那市
1 1 1

駒ヶ根市
1 l 1 1 1

中野市
1 1 l

大町市

飯山市
1 1

1

茅野市
1 1 92

塩尻市

佐久市

千曲市
1

東御市

安曇野市
1 32

小海町

佐久穂町

22 川上村

南牧村
1 1 1 1

南相木村

北相木村
1 1 1 1

軽井沢町

御代田町
1

立科町

長和町
1 1 1 1 1

青木村

下諏訪町
1

32 富士見町
1

原 村
1 1

辰野町
1

箕輪町
1 1

飯島町
1 1 1

南箕輪村
1 1 1 1 1 1

中JIIオ寸
1 1 1

宮田村
l 1 1

松川町

高森町
1 1

5可 雇綺田丁

青内路村
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番号 市町村名
92条 99条 93条 94条 96条 197条

合 計術
査

学

調
緊急

調査
小 計

術

査

学

調
試 掘 本掘

急

査

緊

調
試 掘 本掘 小 計

発掘

指示

△
ム
一不

立

指
慎重
工事

小 計
発掘

指示

△
〓
一不

立

指
慎重
工事

小計
状
存

現
保

掘
示

発
指

（〓
一不

工

指
惧菫

工事
lヽ 計

阿智オ寸
1 1 1 1 1 1 1

平谷村

根羽村

下條村

売木村

ヲこ青旨オ寸

泰阜村

喬木村
1 1 1

52 豊丘村
1 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

麻績村

生坂村

山形村
1 1 1 1

朝日村

筑北村

池田町
1 1 1 1 1

松川村

白馬村

小谷村

坂城町
1 1 1

小布施町

高山村

山ノ内町
1 1 1 1 1

木島平村
1 1 1

野沢温泉村

信州新町

信濃町
1 1 1 1 1 1 1

飯綱町
1 1 1 1 1 1

小川村

中条村

栄 村

計
1 1 260 266 155 256 436 259 1
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(3)市町村埋蔵文化財担当職員配置状況 (平成 17年 5月 現在)

4 2市町村 (

配置率 4

0 2市町村中)98人
2%

野沢温泉村内訳

17市 (68人 )

16町 (20人 )

9村 (10人 )

ヽ

―

ヽ
l・

西
摯長野市

~=

大町市

1村 l 生坂村

〓

　

北

露

彗̈

×

IFl

ノ千濠 _ ジ
」
リ
エ

万
】

武石対 嵐i::!:ヽ メ
暉華砕琴1・ ζ:準奪華義戸こ」ノ7:::i:ん曇甕要藝亜亜董亜Ⅸ

Tヽ■ギ叫当要イ::::バ

鞣
日日疏籐

哺

「術
驚
麗

耳

ノ覆 語 で
隋
　
．
■

曇

覆

曇
繹

―
薄ヽ  震

∃ 吻 翻 饉翻璽回谷 市

ノ
ノ/梶

嘉疑
  繁祖γ

賢霧輻
」1“

駄

「

~こ
ぎ卜:v::「

“市

５

，野

ｔ

ｃ茅

，

等

ヽ
聴 ―、

,反 野 Щ  こ
|

:ガrⅢ凌下ぜ段:::::::::1

上
ギ
‐‥‥‥
‥‥‥‥

」ｙ

ゝ
南木曽町

屹

□   1人

囲  2～ 3人

塵菫目 4人以上

ィ
く
―

〆
ミ
＼
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(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

飯田市竹佐中原遺跡 県埋蔵文化財センター 後期旧石器を遡る可能性のある石器群 17.6.4・  5、  7.16 358A

中野市千田遺跡、川
久保遺跡

県埋蔵文化財センター 縄文時代中期の集落跡と中近世水田跡 17.8.6 117人

茅野市構井・阿弥陀
堂遺跡

県埋蔵文化財センタニ 縄文時代前期初頭から平安時代、中世にかけての集落
跡

17.10。 23 74A

飯綱町表町遺跡
―

県埋蔵文化財センター 中世の村落跡 17.10。 29 72ノヽ

佐久市 西一里塚遺跡 県埋蔵文化財センター 弥生時代後期の墓域、平安時代以降の水田跡 17.11.19 112人

善光寺門前町跡
長野市教育委員会
竹風堂 古墳時代から近世の集落跡 18.3.18 1,000A

水内坐一元神社遺跡 柳原公民館 弥生中期から奈良時代の集落跡 17.5。 31 23A

中山古墳群第15次 松本市教育委員会 古墳時代後期の古墳横穴式古墳群 17。 11.13 100A

松本城下町跡 (小池
町 1次 )

松本市教育委員会 近世の城下町町屋跡 18。 3.22 40人

鈴岡城跡 飯田市教育委員会
二の郭の南側をめぐる堀に直行する「竪堀」を確認し
た 17.11:2 84人

飯田城跡 飯田市教育委員会
飯田城の北堀の一部及び追手門に通じる土橋の一部を
確認した 18.3。 11 200人

市道遺跡Ⅳ 長野県佐久建設事務所 弥生時代から中世にわたる集落跡 17.11.2 100人

長平 I遺跡
大町市教育委員会
大町市文化財センター

縄文時代早期末、前期前半t後期前半の集落跡、後期
前半の柄鏡形敷石住居跡公開

17.8.21 25A

箕輪遺跡 箕輪町教育委員会 水田跡 (水路跡ほか) 17.6.25 30人

北原遺跡 高森町教育委員会 弥生時代中期の住居群と新発見古墳 17.12.10 40A

北原遺跡 高森町教育委員会 弥生時代中期の拠点的集落と中世用水路跡 18.3.5 70A

名篭遺跡 山形村史談会 縄文早期・前期・中期・後期・晩期、中世の遺跡 17.8.31 30A

名篭遺跡 山形村教育委員会 縄文早期・前期・中期・後期・晩期、中世の遺跡 17:11.23 15人

立が鼻遺跡 野尻湖発掘調査団
旧石器時代の遺跡。ナウマンゾウ等の化石と石器等の
遺物が出土 18.3.31 52A
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イ 速報展 ,企画展
王ヽ 催 者 内 容 場 期  間 観覧者数

特別展 里帰りした赤羽刀
―GHQ接収刀の輝き― 長野県立歴史館

文化庁から本館へ譲渡された赤羽ソ」や国
′

i

剣を展示
長野県立歴史館企画展
示室

5.21～ 6.26 4,057人

夏季企画展 地下4mの
『縄文伝説』一屋代遺跡群
愛と出会いの4千年一

長野県立歴史館
屋代遺跡群出」1の 土器から当時の人びとの
交流 。交易についての仮説をス トーリー化

長野県立歴史館企画展
示室

17。 7.16～ 9。 4 5,012人

特別公開 六角木瞳―極楽
浄土への道じるベー

長野県埋蔵文化財センター、長野
県立歴史館

千山市社宮lil遺跡出tの 国内最占の本製仏
塔 (複製)及び関連資料を展示

長野県立歴史館企融i展
テit室

17.H。 19ヽ

18.1_15
2,867人

長野県埋蔵文化財センター
速報展「長野県の遺跡発掘
2006」

長野県埋蔵文化財センター、長野
県立歴史館 平成17年度に調査した調査成果を速報展示

長野県立歴史館企山i展

示室
3.18～ 5。 11 10,651人

県埋蔵文化財センター速報
展 :長野県の遺跡発掘2004 長野県埋蔵文化財センター 平成16年度に調査した埋蔵文化財資料の展

不
伊那文化会館 17。 7.20～ 7.31 838人

飯田市竹佐中原遺跡出土品
展覧会

長野県埋蔵文化財センター 飯田市竹佐中原遺跡C地点、D地点出上の石
器群の展示             、 飯田倉1造館 18.2.H～ 2.19

写真で見る長野県の遺跡発
掘2006 長野県埋蔵文化財センター 平成17年度調査の写真資料の展示し 千曲市屋代駅市民ギャ

ラリー 18.2.23～ 303

第 7回長野市埋蔵文化財発
掘調査速報展

長野市教育委員会 (長野市埋蔵文
化財センター)

市内遺跡の調査速報展 長野市立博物館 18.3。 H～ 4。 9 923人

2005ま る博七タコラボレー
ション企画展「いにしえの
信仰」 :

松本市、松本市教育委員会 古墳時代にみられる「水辺の祭祀」を再
現、展示する。 松本市立考占博物館 17。 7.23～ 8.28 655人

秋季企画展「松本城ができた
頃」

松本市立考占博物館
松本城 。城 ド町の資料を中心に実物資料、
写真資料を展示。松本城の変遷を紹介。

17.10。 22～ 12 593人

出張展示「第34回 島立地区芸
術文化祭 特別展示 島立
温故知新」「

松本市立考古博物館、島立公民館
島立地区内出上品及び調査の写真パネル等
を展示。 17.H.13～ H。 18 651人

移動博物館:パ ネル展「江
戸時代の美～城下町の焼き

″〕」   :
松本市立考古博物館

松本城下町跡から出土した焼き物を様々な
視点から撮影した写真パネルで展示。

八 十一.1銀行松本営業部
ウィンドウーギャラ
リー

17.12.1～ 18.1.5

「発掘された松本2005～ 松
本市遺跡報告会」

松本市立考占博物館、松本市教育
委員会文化財課

平成17年度中に調査、整理された遺跡の報
書と発掘成果の展示。

松本市時計博物館 18。 2.9～ 2。 16 430人

上田地方の弥生文化 L田市立信濃国分寺資料館
上田地方の弥生時代の遺跡から出土したュl
器・石器等を展示

L田市立信濃国分寺資
精ほ富

17.4.1～ 5。 22 1,924人

上田地方の古代 。中世の仏
教文化  1 ´ 上田市立信濃国分寺資料館

長野県内の遺跡から出七した古瓦、仏像、
仏具などを展示

LFH市立信濃国分寺資
料館

17.9。 17～ 11.13 2,683人

速報展示「辻前遺跡から出
てきた木の道具」 飯田市教育委員会

辻前遺跡より出上した古墳時代の木製品
(農 具・部材)を 展示 飯「Π市考古資料館 7.7.26～ 18.3。 H 439人

春季展示「発掘された飯田
下伊那の奈良 。平安時代 l

飯田市恒川遺跡群出上遺構・遺物を中心に
当地方の様相を考察

飯田市上郷考古博物館 17.5。 21ヽ 7.18 595人

夏休み特別展示「考古学から
見た飯田。下伊那の渡来系
文化」

飯田市上郷考古博物館
占墳時代の渡来系i宣 構・遺物をとおして、
中央政権における当地方の位置、特に馬を
介しての係りを考察する

飯田市 11郷 考占博物館 17。 7.26ヽ 9 326人

秋季展示「下伊那唐草文土
器」―縄文中期後葉伊那谷南
部の地域性

飯田市上郷考古博物館
縄文時代中期後葉期に当地方で見られる下
伊那唐卓文系 L器の紹介及びその変遷を通
し、下伊那縄文人の気質を考察する

飯田市上郷考Jf博 物館 10.1～ 11 437人

竜丘地区文化祭「鈴岡城力L
公園の歩み展」

飯田市竜丘公民館 鈴岡城力L公園整備について 竜」■公民館 800人

資料公開展「諏訪の縄文土
器」 諏訪市博物館

諏訪市博物館が所蔵する諏訪郡内の縄文「ll

器を展示 諏訪市博物館 17.4.29～ 6.5 1,761人

原始・古代テーマ別考古展 駒ケ根市立博物館 駒ケ根市立博物館 18。 1.17～ 5。 7 250人
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主  催  者 内 容 場 期  間 観覧者数

特別展
ギL文時代の基

茅野市尖イf縄 文考:If館

中ッ原遺跡出 tlの 「仮面の女神」が墓から
出 Lし たことに着日し、縄文時代の葬送儀
礼を取りあげ、縄文人の死生観を探る

尖石縄文考古館
特別展示室

17.10.1～ H。 6 5,226人

企画展
尖石縄文考占館上偶レプリ
カコレクション展

オ:野 ilF尖 石縄文考ざf館

|]宝 。県宝上偶の比較研究資料として尖石
縄文考古館では、全国の代表的な土偶レプ`

リカを製作、収蔵しているが、これらの資
料を展示し縄文人の精神世界や縄文時代の
造形美を探る

尖石縄文考古館
特別展示室

17.7.9～ 8。 28 14579人

出張展
梨ノ木j菫 跡出張展

梨ノ木i童 跡の所在する地区公民館におい

て、写真・ il器等を展示し、調査成果を紹
介

下占田公民館 9。 17～ 9。 25 90人

ロビー写真展
史跡公障|の 冬の鳥

尖イi史跡公園周辺に生息する冬鳥の写真展
尖石縄文考古館
ロビー 18.2.7(3。 19 1:035人

速報  :
討L文 の !ll茅野を掘るVol.2
`01～ '05

オ:野 市尖石縄文考古館(茅野市教
育委11会 文化財課

2001年 から2005年 市内j童跡で発掘調査した
縄文時代から近代までσ2考 占学成果を紹介

尖石縄文考古館
特別展示室

1。 15～ 3.21 1472人

企‖bi展

ヨ反訪の文字史お|

神長官守矢史料館
iif代 の墨書上器や中陛卒塔婆、中lし から近
代にかけての守失文書を併せて展示し、文
字資料から地域の歴史を考える

神長官守矢史料館展示
室

17.8。 9～ 9。 25 955人

Lハ l:の 公開 岡谷市教育委員会 ntl 市立岡谷美術考古館 通 年 6,293人

組文人の折り li訪と:lj、シ:平 lll博 物館
j童跡から発見された上偶などのi豊物から、
縄文人について考える 塩尻市立平出博物館 8。 2～ 8 825人

写真で振 り‐i医 る｀
14出 の移り

変わり
塩尻 ||∫ 立｀

14出 博物館
F出 地|え 内の家庭に残されている写真の展
ド

塩尻市立平出博物館 H.19～ 12.8 173人

14出 発掘2003展 塩ルと市立平出博物館
F`成 16年度の平出i査跡発掘調査成果の発
表 。紹介

塩尻市立平出博物館 2。 15～ 3 383人

長｀
141i童跡発Jlll調 査速報展

人町 rll‐ 文化財センター、大町市民
俗資料館

長平 Ii宣跡発掘調査概要の紹介 大町市民俗資料館 17.10。 31～ 11。 3 200人

ナIll葬 と夕「り T‐ 曲 |ド 教育委Jl会 埋非施設と出土i童 物 森将軍塚吉墳館 17.4:1～ 5.8 6,316人

11と 水と火の芸術展 佐久穂町公民館
縄文時代から現代に至るまでの土器。陶磁
器などの展示

佐久穂町生涯学習館
花の郷・茂来館
町民ギャラリー

18。 2.310～ 2.24 200人

まぼろ:し の資料|一 栃原ソ1陰
i量跡 。1983報 |:F―

北相木村考ドf博物館 1983年 の調査時の写真・遺物の展示 北相木村考古博物館 H.3～ 18 1 229人

ll・ 1耀イi体験 |ミ ュージアム企
‖詢i展  一|IL界 のII、1耀 イf一

ム:耀 イi体験 ミュージアム
マヤ。アステカ文明における黒耀石資料
(小田静夫先4Lコ レクション)の展示

黒耀石体験 ミュァジア
ム

明治大学黒耀石研究セ
ンター

17.8.1～ 9。 30 4,000人

ミニ企山i展示「もっと知り
たい!11、1耀 石と原産地」

ドl〕に:訪 ‖「教育委員会

黒耀石原産地遺跡や関連遺跡で発見さっれ
た遺物 。写真パネルを展示し、原産地の様
F‐ や黒耀准i製 石器の製作 。使用方法につい
てわかりやすく解説。

下諏訪総合文化セン
ター 17.8。 8～ 8.20

箕輸i世跡展 箕輪町教育委二1会 出 lli豊物の展示ほか 箕輪町郷土博物館 17.6.25～ 7.24 431人

新発見の考ll「
j士物展 「IIII付教育委il会 最新の発掘調査の成果を展カ 宮田村民会館 17.H.5～ :11.6 150人

i童跡 Iり月査報

'F展

波lll「 J‐ 教育委11会
若洋キ遺跡調査報告展。出 11遺物、地形図
等資料展示 波田町中央公民館 17.10。 29～ 10。 30 1,000人

:if代 の折 り 。原IIい 坂城lll「 教育委11会、坂城町 占ザi時代の祭祀及び経塚出 L!1高 の展万 坂城町鉄の展示館 17.9.2～ 10。 3 2,250人

速報 ｀
14成 17年度の発抽llサ J

査 |!i濃 町教育委il会 町内公民館 (4箇所)

17.10。 22 ・23、

17.11.5・ 6、

17.11。 26 ・27、

18.3.4・ 5

2,000人
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ウ 講座・講演会・ シンポジウム

ァ ー マ 主  催  者 内 容 場 開催日 参加者数

春季展示特別講演会「日本刀の
歴史と赤羽刀」

長野県立歴史館
日本刀の歴史などを概観 講
師 三日本美術刀剣類保存協会長
野北支部理事 峰村竹三

長野県立歴史館講堂 17.6.4 94人

夏季企画展講演会「善光寺平地
下6mに埋もれた遺跡群の謎」

長野県立歴史館
長野盆地の遺跡が深く埋もれた
理由 講師 :信州大学教授 赤
羽貞幸

長野県立歴史館講堂 17.7.30 97人

夏季企画展講演会「酒 ?。 クル
ミ・クリ、縄文人の植物文化」

長野県立歴史館
縄文時代の植物の利用と研究
講師 :東京大学教授 辻誠一郎

長野県立歴史館講堂 17.8。 7 70人

六角木瞳展講演会 長野県立歴史館
社宮寺遺跡の六角ボ瞳の歴史的
意義 講師 :大谷女子大学教授
藤沢典彦

長野県立歴史館講堂 17.12.4 167人

手前味噌講座「菅ノ沢遺跡の製
鉄について」

長野県立歴史館
菅ノ沢遺跡の成果と課題 講
師 :県埋蔵文化財センター調査
研究員 藤原直人

長野県立歴史館講堂 17.4。 17 14人

手前味噌講座「消えた古墳が今
よみがえる」

長野県立歴史館
三分遺跡の成果と課題 講師 :

県埋蔵文化財センター調査研究
員 桜井秀雄

長野県立歴史館講堂 17.4。 17 14人

手前味噌講座「中世掘'立柱建物
跡と縄文時代前期の土器」

長野県立歴史館
肩平遺跡の成果と課題 講師 :

県埋蔵文化財センタ■調査研究
員 藤原直人

長野県立歴史館講堂 17.4。 24 33人

手前味噌講座「同じ台地に営ま
れた2つの大集落」

長野県立歴史館
茅野市長峯遺跡と聖石遺跡の調
査成果 講師 :県埋蔵文化財セ
ンター調査研究員 柳澤 亮

長野県立歴史館講堂 17。 4。 24 33人

手前味噌講座「松本盆地におけ
る平安時代のくらし」

長野県立歴史館

三郷村三角原遺跡における平安
時代集落の変遷 講師 :県埋蔵―

文化財センター調査研究員 廣
田和穂

長野県立歴史館講堂 17.5。 1 58人

手前味噌講座「社宮司遺跡にみ
る律令支配から中世的世界への

転換」
長野県立歴史館

八幡遺跡群の成果と課題 講
師 :県埋蔵文化財センター調査
研究員 町田勝則

長野県立歴史館講堂 17.5。 1 58人

手前味噌講座「弥生・古墳時代
の地域交流と稲作」

長野県立歴史館
箕輪遺跡の成果と課題 講師 :

県埋蔵文化財センター調査研究
員 市川隆之

長野県立歴史館講堂 17.5.8 33人

手前味噌講座「信州で最初に焼
かれた土器はどれだ」

長野県立歴史館
仲町遺跡の成果と課題 講師 :

県埋蔵文化財センター調査研究
員 鶴田典昭

長野県立歴史館講堂 17.5。 8 33人

やさしい信濃の歴史講座「戦い
の始まりとクニの統一」

長野県立歴史館
県内弥生時代の遺跡から考察
講師 :県立歴史館総合情報課長
宮下健司

長野県立歴史館講堂 17.1115 94人

考古学講座「東日本の中期縄文
『愛伝説』」

長野県立歴史館
土器から見た人間の移動、交
易、婚姻 講師 :県立歴史館考
古資料課学芸員 水澤教子

長野県立歴史館講堂 17.5。 28 41人

考古学講座「栃原岩陰遺跡と千
曲川上流域の縄文文化」

長野県立歴史館
千曲川上流の縄文文化の特徴と

研究の現状 講師 :北相木村考
古博物館学芸員 藤森英二

長野県立歴史館講堂 17.6。 18 40人

考古学講座「屋代遺跡群出土の
縄文イノシシ」

長野県立歴史館

遺跡や骨からみた縄文時代のイ
ノシシの生態を 講師 :県立歴
史館考古資料課学芸員 岡村秀
雄

長野県立歴史館講堂 17.7.18 67人

考古学講座「東畑遺跡と犀川流
域の縄文文化」

長野県立歴史館
筑北村東畑遺跡での調査と研究
成果 講師 :県埋蔵文化財セン
ター調査研究員 柳澤 亮

長野県立歴史館講堂 17.9。 24 67人

考古学講座「千曲川源流の縄文
遺跡を訪ねて」

長野県立歴史館
南佐久、山梨の縄文遺跡を訪ね
る 講師 :県立歴史館考古資料
課学芸員 岡村秀雄

当地域の各遺跡 17.10。 30 24人

考古学講座「海にあこがれた信
州の縄文文化」

長野県立歴史館

信州の遺跡から出土した海に関
する遺物を考察 講師 :県立歴
史館考古資料課学芸員 川崎
保

長野県立歴史館講堂 17.11.26 32人
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信州ふれあい歴史講座「篠ノ井
方田塔と渡来系氏族について一
平安時代初頭の仏教文化一」

長野県立歴史館
占代の石塔について考える 講
師 :県立歴史館考古資料課学芸
員 川崎 保   ・

長野県立歴史館講堂 18。 1.21 152人

信州ふれあい歴史講座「埴輪に
込められた″亡、」

長野県立歴史館
県内の主な埴輸出土古墳を概観
講師 :県埋蔵文化財センター調
査研究員 土屋哲樹

長野県立歴史館講堂 18.1.21 152人

信州ふれあい歴史講座「城を壊
すことの意味」

長野県立歴史館
中世城郭の破壊事例を考察 講
師 :県埋蔵文化財センター調査
研究員 河西克造

長野県立歴史館講堂 108人

信州ふれあい歴史講座「文字資
料からみる奈良。平安時代」

長野県立歴史館

県内の古代遺跡出上の文字資料
を概観する 講師 :県埋蔵文化
財センター調査研究員 石 L周
蔵

長野県立歴史館講堂 18.1.28 108人

信州ふれあい歴史講座「́佐久平
における中世的開発」

長野県立歴史館
佐久市自田地区の開発の歴史を
推定する 講師 :県埋蔵文化財
センター調査研究員 入沢昌基

長野県立歴史館講堂 18.2。 11 147A

信州ふれあい歴史講座「平安時
代の大洪水、その日のヤシロム
ラ」

長野県立歴史館

9世紀後半の洪水災害と復興へ
の道のりをたどる 講師 :県埋
蔵文化財センター調査研究員
寺内隆夫

長野県立歴史館講堂 18.2,11 147A

信州ふれあい歴史講座「善光寺
平における古代の開発につい
て」  

‐ ―
長野県立歴史館

旧長野市街地における条里的遺
構の検討 講師 :文化財 。生涯
学習課 福島正樹

長野県立歴史館講堂 18。 2.25 123人

信州ふれあい歴史講座「文化財
の指定について」

長野県立歴史館
国・県指定文化財の概要と手続
き 講師 :文化財・生涯学習課
丸山信顕

長野県立歴史館講堂 18.2.25 123人

信州ふれあい歴史講座「縄文時
代のクルミ貯蔵穴」

長野県立歴史館
中野市栗林遺跡の調査事例をも
とに検討 講師 :県立歴史館考
占資料課学芸員 岡村秀雄

長野県立歴史館講堂 18。 3.11 160人

信州ふれあい歴史講座「野火附
遺跡と古代の牧」

長野県立歴史館
小諸市野火附遺跡の調査成果か
ら考察 講師 :県埋蔵文化財セ
ンター調査研究員 上田 真

長野県立歴史館講堂 108人

信州ふれあい歴史講座「矢筒城
と15世紀後半の村」

長野県立歴史館
飯綱町牟礼表町遺跡の発掘調査
報告 講師 :県埋蔵文化財セン
ター調査研究員 中野亮一

長野県立歴史館講堂 18。 3.18 108人

長野県埋蔵文化財センター速報
展調査報告会

長野県埋蔵文化財セン
タニ

平成17年 度の調査成果の報告
講師 :各調査担当者

伊那文化会館 107人

長野県埋蔵文化財センター速報
展講演会

長野県埋蔵文化財セン
ター

樋口昇 一氏を司会に「八ヶ岳山
麓の縄文文化をめぐって」の
トークショー

伊那文化会館 17.7.30 107人

報告会 。講演会・シンポジウム
「六角木瞳と信濃中世の幕開
け」

長野県埋蔵文化財セン
ター

六角木瞳をめぐる歴史的評価に
ついて、専門家による講演及び
シンポジウム

長野県立歴史館講堂 17.12.4 167人

長野県埋蔵文化財センター速報
展調査報告会

長野県埋蔵文化財セン
ター

17年 度の同センタニ調査成果を
報告 講師 :各調査担当者

長野県立歴史館講堂 18.4。 8 116人

長野県埋蔵文化財センター速報
展講演会

長野県埋蔵文化財セン
ター

「アフリカ夫陸の狩猟採集民」
講師 :田 中二郎 京都大学名誉
教授

長野県立歴史館講堂 18.4.8 116人

地域セ ミナ∵ 小島地域公民館
さ

‥

る
師

ふ
講

と小島の埋蔵文化と歴史
青木和明

小島公民館 17.6.19 60人

長野郷上史研究会講演会
長野郷土史研究会朝陽支
音Б

地下のムラ跡から見た占代の朝
陽

朝陽公民館分室 17。 9。 18 60人

遺跡の発掘と地域の歴史
県老人大学長野学部同窓
会三輪支会

三輪地区を中心とした市内遺跡
について 講師 :風間栄一 三輪公民館 18。 2.15 15人

第1回 あがたの森考古学ゼ
ナール「お城を掘るJ

松本市立考古博物館

国内の著名な城と城 下町の発掘
調査を講演「戦国の城を掘る」
講師 :奈良大学助教授 千田嘉
1専

あがたの森文化会館 17.7.2 100人
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第2回 あがたの森考古学ゼミ
ナール「お城を掘る」

国内の著名な城と城下町の発掘調
査を講演「赤穂城の発掘調査」講
師 :赤穂市教育委員会 中田宗伯

あがたの森文化会館 17。 7.9 60人

第3回 あがたの森考占学ゼミ
ナール「お城を掘る」

松本市立考占博物館

国内の著名な城と城下町の発掘調
査を講演「居館から城郭ヘー史跡
武田氏居館の発掘調査から一」講
師 :甲 府市教育委員会 佐々木満

あがたの森文化会館 17.7.16 60人

第4回 あがたの森考占学ゼミ
ナール「お城を掘る」

松本市立考古博物館

国内の著名な城と城下町の発掘調
査を講演「掘 り出された松本城と
その城下町一最新の発掘成果から
一」講師 :松本市教育委員会 竹
内靖長

あがたの森文化会館 17.7.23 75人

「発掘された松本2005～ 松本市
遺跡発掘報告会」

松本市立考古博物館、松
本市教育委員会文化財課

平成17年中に調査、整理された遺
跡の報告と発掘成果の展示 講
師 :文化財課職員

松本市時計博物館 18.2。 11 55人

社宮司遺跡出土の六角木lliに つ
いて

上田市立信濃国分寺資料
館

千曲市社宮司遺跡から出土した六
角木瞳について 講師 :町田勝則

17.9。 25 40人

村上義清を苦しめた真田幸隆 旧真田町教育委員会 一般市民対象の講演会 旧真田町民会館 17.12.18 105人

山城探索講座 旧真田町公民館
山城に登り遺構などについて学習
する 旧真田町民会館 10回 229人

春季特別講演「考古学が語る奈
良・平安時代のむら」

飯田市上郷考古博物館
該期の遺跡立地及び住居跡の数量
から集落の変遷の様相を概観 1
講師 :ガ、平和夫

飯田市 L郷考古博物館 17.6.18 40人

秋季展示講座第 1回「縄文時代
中期後葉に於ける関東 。山梨の
土器様相」

「

加曽利E式 。曽利
式―

飯田市上郷考古博物館
下伊那唐草文系土器に多大な影響
を及ぼした加曽利E式 ・曽利式に
ついて 講師 :今福利恵

飯田市上郷考古博物館 17.10。 16 22人

秋季展示講座第2回「下伊那唐
草文土器と現代の下伊邦人気
質」

飯田市上郷考占博物館
下伊那唐草文土器の特質と現代の
下伊那人気質の共通点について
講師 :吉川金利

飯田市上郷考古博物館 17.11.5 22人

館長講座「考古学からみた飯
田 。下伊那の渡来系文化」

飯田市 L郷考古博物館
館長による夏季特別陳列の解説
講師 :岡 田正彦

飯田市上郷考古博物館 17.9。 4 17人

考古学基礎講座「考古学研究法
1」 一年代

飯田市 L郷考占博物館
文献資料のない時代における暦年
代決定の方法についての講義

飯田市上郷考古陣物館 18。 3.18 10人

竜丘地区文化祭特別講演「中世
山城と鈴岡城址公園縄張図につ
いて」

飯田市竜丘公民館
中世山城としての鈴岡城力Lに つい
て 講師 :福原圭一 飯田市竜丘公民館 17.11.5 50人

やさしい考古学入門講座 (全 6

回)

諏訪市公民館
諏訪市博物館

諏訪地方の遺跡、遺物を時代ごと
にわかりやすく解説

諏訪市公民館
諏訪市博物館

18。 1.19～

2。 23
186人

考古学講座 。郷土を学ぶ講座 駒ヶ根市立博物館 古東山道 文化センター 17.11.10 20人

第 10回梨久保縄文セ ナ ー 岡谷市教育委員会
戸沢充則先生講演会、刈谷俊介先
生講演会、縄文食作り。勾工作り
講習会、縄文土器太鼓演奏

カルチャーセンター

史跡梨久保遺跡
17.8.6・

8。 7
76人

第 9回縄文文化講座
県宝指定記念『仮面土偶』講演
会

蓼科文庫・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

「まほろばの国の信濃」
講師 :杉山二郎 茅野市役所議会棟大会議室 17.5。 7 100人

第10回 縄文文化講座
県宝指定記念『土偶 仮面の女
神』講演会

蓼科文庫・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

「縄文人の考え方」
講師 :吉野裕子
「縄文時代の女性を巡る諸問題」
講師 :杉山二郎

茅野市青少年自然の森研修
棟

17.8。 21 130人

遺跡調査スライド報告会
茅野市尖石縄文考古館
茅野市教育委員会文化財
課

2001～ 2005年 度までに発掘された
代表遺跡3ケ 所について調査担当
者よリスライドを交えて調査概要
を説明

尖石縄文考占館
ガイダンスルーム

18.1.15 50人
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新尖石縄文考古館
開館 5'劃 年記念講演会

茅野市尖石縄文考古館

「考古地域史の試み―考古資料か
ら原始・古代の歴史を生き生きと
描 き出す一」
講師 三戸沢充則

茅野市青少年自然の森研修
棟

17.7。 18 180人

縄文文化大学講座
「縄文時代の葬送儀礼―縄文中期
以降の上偶を伴う葬送儀礼―」
講師 :土肥 孝

尖石縄文考古館
ガイダンスルーム 17.10。 8 82人

縄文ゼミナール
「八ケ岳山麓縄文時代の信仰とま
っり」
講師 :長崎元廣

尖石縄文考古館
ガイダンスルーム 17。 7.31 48人

「
出歴史大学 塩尻市立平出博物館

「銭から歴史をよむ」を総合テー
マに計3回実施

塩尻市立平出博物館
17。 7.24 。

9。 4 ・ 10。 23
146人

｀
「 出博物館土曜サロン 塩尻市立平出博物館

「地域に華開いた文化」を総合
テーマに計6回 塩尻市立平出博物館

17.6.18。

7.16・

8。 27・

9。 17・

11.5。  12.10

386人

松本・木曽地区遺跡発表会 塩尻市立平出博物館
平成17年度の松本・木曽地域の発
掘調査成果を発表

塩尻総合文化センター 18.2.~26 85人

石神教養講座「佐久の原始占代
その 2」

石神区
旧石器時代から縄文時代にかけて
の佐久の歴史

佐久市石神公会場 17。 11。 19 40人

「佐久の文化財」佐久と平賀の 小学生を対象とした歴史講座 佐久市平賀中宿公会場 17.12.11 40人

長和町

霧ケ峰・八ケ岳周辺の黒耀石原産
地保有市町村のサミット及び記念
講演会 講師 :坪井清足、小田静
夫

黒耀石体験 ミュージアム 17.9。 4 300A

講演会「比匠尼原遺跡の土器か
ら甦る縄文の文化とロマンを訪
ねて」       :

原村の占代ロマンを探る
実行委員会

遺跡から出土 した土器の文様につ
いて、また考古学に見せられた人
生について 講師 :刈谷俊介・武
藤雄六

原村中央公民館 17.6。 4 200人

井戸尻文化講座①
選ばれた地、坂平 一井戸尻j量

跡群のはじまリー
富 士見町井戸尻考古館

井戸尻文化がこの地に華開いた時
代と様子 講師 :小松隆史

町民センター 18。 3.5 40人

井戸尻文化講座②
り|き 継がれた精神 ―上器かえ
大地ヘー

井戸尻文化の出界観がその後どう
変化したか 講師 :樋口誠司

コミュニティプラザ 18。 3.12 43人

井戸尻文化講座③
三千年の時空 ―地域社会の起
源

一

   :

富士見町井戸尻考占館
井戸尻文化の時代、地域社会形成
の様子 講師 :小林公明

コミュニティプラザ 18。 3.19 56人

箕輪遺跡展関連講演会 箕輪町教育委員会
箕輪遺跡の発掘調査でわかったこ
と 箕輪町文化センター 17.7。 10 68人

方、るさとの歴史アラカルト 飯島町中央公民館
針ケ平第 ‐j童跡 (旧 石器時代)

縄文の上偶・石器について 飯島町文化棺 17.7.21 20人

||1形村歴史講演会 |11形外寸方、るさとf云澤(貪官
発掘調査により判明したことを解
説

山形村 トレーニングセン
ター 18。 2.25 60人

文化財ツアー 縄文芸術とのll

会い 波 l¬ 町教育委員会 全 2回 尖石、井戸尻考古館の視察
波田町公民館、東京国立博
物館他

17。 7.9・

8。 20
60人

才T澤寺シンポジウム2006 波田町教育委員会 若澤寺遺跡調査報告講演会 波田町中央公民館 17.9。 18 130人

歴史講座講演会「 II「墳時代のイ
メージ ーその流れの中での本
郷大塚ドf墳 と八

「
鎧塚占墳―」

古墳についての基礎的事項や多くの素
朴な疑間について、最新の考古学研究
の成果からスライドを交えて分かりや
すい講座とした 講師 :石野博信

須坂市南部地域公民館 17。 9。 10 80人
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工 学習会 0そ の他
ァ ー マ 主  催  者 内 容 場 開催日 参加者数

保存処理と科学分析 長野県立歴史館
1呆仔処理講省貧 講帥 :県工
歴史館考古資料課学芸員 水
澤教子

長野県立歴史館遺物整理室
保存処理室

17.8.26 17人

市町村職員研修 長野県
長野県の歴史 講師 :県立歴
史館総合情報課学芸員 田村
栄作

自,台会瀬官 17.4。 15 45人

市町村職員研修 長野県
長野県の歴史 講師 :県立歴
史館総合情報課学芸員 中41■

昭雄
松本合同庁舎 17.4.20 45人

市町村職員研修 長野県
長野県の歴史 講師 :県立歴
史館総合情報課学芸員 霜田
英子

佐久合同庁舎 17.4.22 55人

市町村職員研修 長野県
長野県の歴史 講師 :県立歴
史館文献資料課学芸員 児玉
卓文

伊那合同庁舎 17.4.28 25人

日本ナイル・エチオピア学会
講演会

日本ナイル 0エチオピア学会
古代千曲川の水連 講師 :県
立歴史館考古資料課学芸員
jll山奇 イ果

戸倉創造館 17:4.16 400人

長野県職員研修 長野県
長野県の歴史 講師 :県立歴
史館総合情報課学芸員 田村
栄作

長野県自治研修所 17.4.17 32人

望月歴史民俗資料館講座 佐久市教育委員会
旧石器時代 講師 :県立歴史
館文献資料課学芸員 児玉卓
文

駒の里 17.5。 11 40人

望月歴史民俗資料館講座 佐久市教育委員会
縄文時代 講師 :県立歴史館
文献資料課学芸員 児玉卓文

駒の里 17.6.8 40人

望月歴史民俗資料館講座 佐久市教育委員会
弥生時代 講師 :県立歴史館
文献資料課学芸員 児玉卓文

駒の里 17.7.13 40人

望月歴史民俗資料館講座 佐久市教育委員会
古墳時代 講師 :県立歴史館
文献資料課学芸員 児玉卓文

駒の里 17.8。 10 40人

望月歴史民俗資料館講座 佐久市教育委員会
律令国家の成立 講師 :県立
歴史館文献資料課学芸員 児
玉卓文

駒の里 17。 10.12 40人

勾玉づ くり教室 生坂小学校
勾玉づ くり 講師 :県立歴史
館総合情報課学芸員 :田村栄
作     ―′

生坂小学校 17.6.3

あづみの公園・友の会講演会 あづみの公園・友の会
山の神遺跡とその周辺 講
師 :県立歴史館考古資料課学
芸員 川崎 保

安曇野市穂高町公民館 17.6.3 40人

親子ふれあい研修会 信里小学校
勾土づ くり 講師 :県立歴史
館総合情報課学芸員 黒岩龍
也

信里小学校 17.7.9 130人

体験教室 安茂里小学校
勾土づ くり 講師 :県立歴史
館総合情報課学芸員 田村栄
作

安茂里小学校 17。 9.17

総合的な学習の時間 信州大学付属長野小学校
縄文土器の野焼きと縄文料理
講師 :県立歴史館総合1青報課
長 宮下健司

信州大学付属長野小学校 17.10。 24 60人

春日井市
墨書土器について 講師 :県
立歴史館考古資料課学芸員
川崎 保

春日井市民会館 17.11.12 1,000人

回學院天學21COE研究集会 回學院大學
東北アジアからみた縄文文化
講師 :県立歴史館考古資料課
学芸員 川崎 保

国學院大學 17.11.26 80A

長野県考古学会秋季大会 長野県考古学会

竹佐中原遺跡・屋代遺跡群
講師 :県立歴史館文献資料課
学芸員 大竹憲昭 。同考古資
料課学芸員 水澤教子

宮田村公民館 17.11.26 40人

長野市立公民館連絡協議会主
事研修会

長野市立公民館連絡協議会
県都長野市の歴史と風土 講
師 :県立歴史館総合情報課長
宮下健司

若穂公民館 17.12.7 140人

長野市学校事務研究会 長野市
長野市の歴卑と風土 講師 :

県立歴史館総合情報課長 宮
下律司

長野市ふれあい福祉センター 17.2.3 100人

飯田市竹佐中原遺跡調査報告
会・シンポジウム 長野県埋蔵文化財センター

竹佐中原遺跡の調査所見 講
師 :県立歴史館文献資料課学
芸員 大竹憲昭

飯田創造館 17.2。 18 80人

男女共同参画講演会 明科町
縄文時代の女と男 講師 :県
立歴史館考古資料課学芸員
水澤教子

安曇野市明科公民館 17.3.18 60人

発掘調査体験学習
信州大学教育学部付属長野小学
校 (長野市教育委員会)

体験学習 水内坐一元神社遺跡 18.5。 20 80人

バス見学会 松本市立考古博物館 市内の発掘現場と遺跡見学 高畑遺跡ほか 17.5。 13 25人

「親子勾玉づくり、火おこし体験
講座」

松本市立考古博物館
火起こしと勾玉製作 講師:考

古博物館職員
松本市立考古博物館 17.8.10 34人

「縄文土器づくり講座」 松本市立考古博物館
土器つくりと野焼き 講師:考

古博物館職員
松本市立考古博物館 17.7.30、  9。 10 56人
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テーマ 主  催  者 内 容 場 開催 日 参加者数

「埴原城を歩く」
松本市立考古博物館、重要文化
財馬場家住宅

県史跡埴原城の登山 講師 :考

古博物館職員
埴原城 17。 11.6 15人

親子歴史体験教室「縄文土器
や土偶を作ろう」

上田市立信濃国分寺資料館
縄文時代中期の土器を粘土で

作る
上田市立信濃国分寺資料館 17.8。 1 37人

親子歴史体験教室「弥生土器
を作ろう」

上田市立信濃国分寺資料館 弥生土器を粘土で作る 上田市立信濃国分寺資料館 17.8.8 25人

親子歴史体験教室「埴輪を作
ろう」

上田市立信濃国分寺資料館 古墳時代の埴輪を粘土で作る 上田市立信濃国分寺資料館 17.8.20 27人

親子歴史体験教室「国分寺瓦
を作ろう」

上田市立信濃国分寺資料館 古代の国分寺瓦を粘土で作る 上田市立信濃国分寺資料館 17.11。 12 21人

土器作り教室 飯田市上郷考古博物館
土器作りから焼成、土器によ
る煮炊 きを行う

飯田市上郷考古博物館
17。 7.2 ・ 17.7.9 0

17.9。 3・  17.10。 29
16人

勾玉作 り教室 飯田市上郷考古博物館 滑石による勾玉製作 飯田市上郷考古博物館 18.1。 210 18.3.19 8人

ぎやまん工房 飯田市上郷考古博物館
巻き付け技法によるガラス製
装身具の製作 ― 飯田市上郷考古博物館

17.6.11・

17.11.26
18.2.26

24人

見学会「身近にある古代を見
に行こうⅧ」

飯田市上郷考古博物館
座光寺地区の古墳見学 講
師 :岡 田正彦

飯田市座光寺 17.5。 29 18人

見学会「伊那谷の城郭探訪
Ⅲ」

飯田市上郷考古博物館
松岡氏関係の城郭見学 講

師 :岡 田正彦、木村昌之、松
島高根

飯田市座光寺・高森町 17.10。 15 14人

こども考古陣くらぶ「縄文土
器をつくってみよう」

飯田市上郷考古博物館
土器作 りから焼成、土器によ
る煮炊 きを行う

飯田市上郷考古博物館
17.7.2・  17.7.9・

17.9。 3・  17.10ら 29
13人

こども考古博くらぶ「勾玉を
つくってみよう」

飯田市上郷考古博物館 滑石による勾玉製作 飯田市上郷考古博物館 18.1,21・  18.3.19 7人

こども考古博くらぶ「ぎやま
ん工房」

飯田市上郷考古博物館
巻き付け技法によるガラス製
装身具の製作

飯田市上郷考古博物館
17.6.110
17。 11.26 ・

18.2.26
22人

大昔の郷土学習 飯山市教育委員会
考古資料を見て、触れて、1郷
土の歴史を学習する 飯山市埋蔵文化財センター 17.4。 13 44人

飯山市の古代 (出張講座) 飯山市教育委員会
考古資料を見て、触れて、郷
土の歴史を学習する 飯山小学校 17.5。 13・  5。 25 80ノゝ

埋蔵文化財センター職場体験 飯山市教育委員会 土器洗浄・注記・復元 飯山市埋蔵文化財センター 17.7.25。  7.26 3人

子ども文化財めぐり 飯山市教育委員会 市内指定文化財の現地見学会 市内各地 17.8.10 33人

縄文教室
原始のアクセサリーを作って
みよう

茅野市尖石縄文考古館
粘土・ガラス・滑石を材料に
した耳飾 り。勾玉 。けつ状耳
飾 り製作体験   ―

茅野市尖石縄文考古館
17.5,15

5。 22

5。 29

23人

縄文教室
黒耀石で石器を作ろう

茅野市尖石縄文考古館
黒耀石を使った石器づ くり体
験

茅野市尖石縄文考古館 17.6.5 23人

縄文教室
打製石斧でイモ掘 りをしよう

茅野市尖石縄文考古館 打製石斧作りとイモ掘 り体験 茅野市尖石縄文考古館 17.7.24 12人

縄文教室
夏休み親子縄文教室

茅野市尖石縄文考古館 親子による市内遺跡見学 茅野市尖石縄文考古館 17。 7.30 30人

縄文教室
土器と土偶を作って野焼きを
しよう

茅野市尖石縄文考古館
土偶と縄文土器の製作と野焼
き

茅野市尖石縄文考古館
17.8。 27

8.28
17人

縄文教室
石器と土器を使ってみよう

茅野市尖石縄文考古館
石器・土器を使って調理や加
工を体験

茅野市尖石縄文考古館 17.9。 10 7人

縄文教室
史跡公園でカゴを編もう

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

茅野市尖石縄文考古館
17`11。 12

H。 13
ll人

縄文教室
原始機ではたおり

茅野市尖石縄文考古館 原始機を作って機織 り体験 茅野市尖石縄文考古館 17.7.24 14人

茅野市5000年 尖石縄文まつ
り' 05

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 17.10.8

17.10。 9

4,000ノk

ぎゃらリーと―く 諏訪市博物館
「諏訪の縄文土器」展 関連
イベント

諏訪市博物館 17.5。 3～ 5。 5 33人

ジュニア教室「さあ 勾玉を
作ってみよう」

原村教育委員会
勾王をロウ石で作り、ベィダ
ントとキーホルダーを製作す
る。

原村中央公民館 17.6.18 32人

ひらいでワンパクゼ ミナール塩尻市立平出博物館
勾玉づくり。火起し。ガラス
玉づくりなどの体験

塩尻市立平出博物館 17.2.27～ 8。 13 46人

市民文化財研修 中野市教育委員会
文化財の大切さを知り、その

保存や活用について考えた

松本市立博物館、重要文化財
馬場家住宅、重要文化財 旧
開智学校

17.10。 13 23人
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ァ ー マ 主  催  者 内 容 場 開催 日 参加者数

少年考古学教室 佐久市教育委員会 土偶、埴輪の製作体験 文化財課事務室 17.8.4 34人

縄文式釣り針を使ったマス釣
り体験

北相木村教育委員会
シカの骨を材料にした釣り針
づ くりと、それを用いたマス
釣り

「長者の森」村キャンプ場 17.8.13 40人

旧石器時代概論 黒耀石体験 ミュージアム 黒耀石体験 ミュージアム友の
会活動・ミニ講座 黒耀石体験 ミュージアム 17.11.4 30人

縄文時代概論 黒耀石体験 ミュージアム 黒耀石体験 ミュージアム友の
会活動・ミニ講座 18。 1.8 25人

石器の学習会
黒耀石体験 ミュージアム友の
会活動,石器の見方を学ぶ、石
器をるくる     ′

黒耀石体験 ミュージアム 17.6.4 。 10。 2 0

11.4 。 12.3 30人

黒耀石のミチを探す 黒耀石体験 ミュージアム友の
会活動 霧ケ峯高原 17.7.2 20人

星糞峠黒耀石原産地遺跡見学 黒耀石体験 ミュージアム 黒耀石体験ミュージアム友の
会活動

現地 17.6.19 28人

追分遺跡群見学会 黒耀石体験 ミユージアム 黒耀石体験 ミュージアム友の
会活動 現地 17.6。 19 25人
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学級キッズ・クラブ
。はにわをつくって

|

下諏訪町立諏訪湖博物館 土偶・埴輪作りの体験 下諏訪町立諏訪湖博物館 17.5。 29 39人

あおぞら学級キッズ 。クラブ
「まが玉をつくってみよ
う !|

下諏訪町立諏訪湖博物館 勾工作りの体験 下諏訪町立諏訪湖博物館 17.6.25 42人

野外体験「来て・見て・さ
わって!黒耀石」

下諏訪町教育委員会
黒耀石剥片の切れ味体験,弓矢
の的当て,黒耀石の打割 り実演
等,黒耀石を用いた野外体験

下諏訪町あすなろ公園 17.8.20 91人

遠足 下諏訪南小学校
6年生が林道を遠足し、星ケ
塔遺跡を見学 東俣国有林 。星ケ塔遺跡 17.10。 8 38人

星ケ塔 トレッキング 下諏訪町教育委員会、南信森林
管理署

国有林内の林道をトレッキン
グし、黒耀石原産地遺跡を見
学。

東俣固有林 。星ケ塔遺跡 17.10。 22 47人

あおぞら学級キッズ・クラブ
「石器をつくってみよう !」

下諏訪町立諏訪湖博物館 黒曜石の石鏃作りの体験 下諏訪町立諏訪湖博物館 17・。11。 13 39人

あおぞら学級キッズ 。クラブ
「 ドングリを食べてみよ
う !|

下諏訪町立諏訪湖博物館 ドングリクッキー等の試食 18。 2.26 34人

縄文体験学習 富士見町井戸尻考古館
丸木弓の的当て、飾 り玉づ く
りなど 井戸尻史跡公園 17.5.5 50人

土器作り教室 富士見町井戸尻考古館
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、井戸尻史跡公園 17.6.H～ 10.16 12人

縄文体験学習 富士見町井戸尻考古館
丸木弓の的当て、黒曜石の矢
尻づ くり、飾り玉づ くりなど 井戸尻史跡公園 17.8。 7-8.8 68人

高1原 の縄文王国収穫祭
高原の縄文王国収穫祭実行委員

各種ワークシヨップ、縄文笛
コンサート、祭式と神話の再
現

井戸尻史跡公園 17.10。 16 450人

ふるさと歴史アラカルト (教
員のための地元歴史学習会)

飯島町教育委員会 針ケ平第T遺跡 (旧 石器時
代)縄文時代の上偶 飯島陣屋跡 17.7.28 10人

指定文化財特別公開 箕輪町教育委員会
文化財保護強調週:間 関連で町
指定有形文化財の特別公開

箕輪町郷士i博物館 17:11。 3 80=A

縄文土器作り 穂高西中学校  (穂高町教育委
員会)

町内の縄文遺跡から出土した
縄文土器をモデルに縄文土器
を製作して`野焼きを行う

~
鐘の鳴る丘集会所ほか

17.6.2・ 6.16・

6。 23・ 7.14・  7.21

8:25。 9.8・ 9。 15

9f22・ 9.29(製作 )

180人

縄文土器作り 穂高牧地区子ども会育成会
(穂 高町教育委員会)

町内σ)縄文遺跡から出上した
縄文上器をモデルに縄文土器
を製作し、野焼きを行う

牧地区公民館
17:8。 28 (麟理
作)、 11.6(野 焼
き)

15人

縄文土器作り 穂高宮城地区子ども会育成会
(穂 高町教育委員会)｀

町内の縄文遺跡から出上した
縄文土器をモデルに縄文土器
を製作し、野焼きを行う

鐘の鳴る丘集会所
17・ 5。 14(製作′)、
8.6(野 焼き)

36人

土器づ くり 千曲市さらしなの里歴史資料館 土器づくりと野焼き さらしなの里歴史資料館 17.4.1-10。 30 112人

占代編物づくり 千曲市さらしなの里歴史資料館
ガマの網代編製品づ くり,編 具
を使っての花瓶敷きづ くり

さらしなの里歴史資料館 17.4。 1-18.3.31 47人

石器づ くり 千曲市さらしなの里歴史資料館 黒耀石の石器づ くり さらしなの里歴史資料館 17.4。 1～ 18.3.31 435人

古代火起こし 千山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

さらしなの里歴史資料館 17.4。 1-18.3.31 4,549人

縄文飾 り工作り 千曲市さらしなの里歴史資料館
滑石による4種類のペンダン
ト作り作り

さらしなの里歴史資料館 17.4。 1札 18.3b31 1,706人
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テーマ 主  催  者 内 容 場 開催日 参加者数

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

さらしなの里歴史資料館 17.4.1～ 18.3.31 2,706A

千曲市さらしなの里歴史資料館 須恵器等製作 さらしなの里歴史資料館 17.5。 ～11 延べ97人

占代布づ くり教室 千曲市さらしなの里歴史資料館 縄文編布づくり さらしなの里歴史資料館 17.12～ 18.3 延べ65人

さらしなのりl縄 文まつり
さらしなの里縄文まつり実行委
員会  (千曲市教育委員会)

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 17.10。 30 5,000A

占ザi探検隊 T:山 市森将軍塚吉墳館
埴輪 。鏡・勾工作り等を通じ
て歴史に親じむ 森将軍塚古墳館 15.5。 21-18.2.18 228人

T‐ 曲市森将軍塚占墳館
埴輪・勾工作り等を通じて歴
史に親しむ

森将軍塚古墳館 17.7.24 ・8.7 45人

ガ ラ ス E作 り教室 T^曲 市森将軍塚古墳館 ガラスエ作り 森将軍塚占墳館 17.7。 9。 7.10 55人

科野のムラお田植えまつり
森将軍塚まつり実行委員会 (千

曲市教育委員会)

科野のムラ田植えイベント 科野の里歴史公園 17.6.12 350人

森将1に塚まつり
森将軍塚まつり実行委員会 (千

曲市教育委員会)

森将軍塚イベント 科野の里歴史公園 17.11.3 10,000A

丘造体験教室 太町Iド 文化財センター 勾玉等の製作体験 大町市文化財センター 17.7.30 23人

体験教室
びんぐし子どもフェステ ィバル

実行委員会  (坂城町教育委員
会 )

勾玉づくり びんぐし公園 17.5。 22 50A

史跡探訪 史跡探訪 坂城町上平地区 17.6.12 10人

勾 Eづ くり (株)ま ちづ くり坂城 勾玉づ くり
坂城町中心市街地コミュニ

テイーセンター 17.10。 1 38A

勾 Eづ くり 村 L小学校PTA 勾王づ くり 村上小学校 17,11.5 40人

文化財オリエンテーリングC 木島平村公民館 村指定文化財巡り
原大沢福寿草・御魂山忠魂
碑・御魂山神代桜 。日向城
跡・西小路シダレザクラ

17.4。 24 16人

文化財オリエンテーリングC 村指定文化財「算額」巡り 村内全 8面の「算額」観賞 17.7.17 28人

博物館 ミニ講座
イI専濃町野尻湖ナウマンゾウ博物
餌:

石器づくり 野尻湖ナウマンゾウ博物館 17.8.1～ 8.15 500A

」::::::::li::|ご
:::::::::::::::::::::::::::::::|::::|::::::::::::!!:::::::::::::::::::::|||:

写真 2 坂城町 びんぐし子 どもフェスティバルにての勾玉づ くり (坂城町教育委員会提供 )

一-22-―

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一



オ 出版物

発行者 童
日 名 発行年月

長野県埋蔵文化財センター 長野県埋蔵文化財センター 年報22 18.3

長野県埋蔵文化財センター 埋文ニュース「みすずかる」通巻 7号 17。 8

長野県埋蔵文化財センター 埋文ニュース「みすずかる」通巻8号 17.12

長野県埋蔵文化財センター 埋文ニュース「みすずかる」通巻9号 18。 3

長野県埋蔵文化財センター 県営畑地帯総合整備事業野辺山地区埋蔵文化財発掘調査報告書―南牧村内その2-矢出川遺跡群 17.9

長野県埋蔵文化財センター 一般国道18号 (坂城更埴バイパス)埋蔵文化財発掘調査報告書 1-千曲市内その1-社宮司遺跡ほか 18.3

長野県立歴史館 長野県立歴史館たよりvol.43～ 46

17.6。 17(

9.100
12.17・

18.3.17

長野県立歴史館 夏季企画展示図録「地下4mの F縄文伝説』～屋代遺跡群愛と出会いの4千年～」 17.7。 15

長野県立歴史館 ブックレット「信濃の風土と歴史12 いのる人びと一信仰と祭リー」 18.3.24

長野県立歴史館 研究紀要12号 18.3。 31

長野県立歴史館 速報展リーフレット 18.3

長野市教育委員会 長野市埋蔵文化財センター所報 N016 17。 7

長野市教育委員会 長野市の埋蔵文化財第106集  綿内遺跡群 南条遺跡 17.12

長野市教育委員会 長野市の埋蔵文化財第111集  石川条里遺跡 (11)・ 浅川扇状地遺跡群 本村東沖遺跡 (3)・ 上長畑遺跡 17。 10

長野市教育委員会 長野市の埋蔵文化財第112集  浅川扇状地遺跡群 吉田町東遺跡 (2) 18.3

長野市教育委員会 長野市の埋蔵文化財第113集  小島柳原遺跡群 水内坐一元神社遺跡 (4) 18.3

長野市教育委員会 長野市の埋蔵文化財第H4集 松代城下町(3) 18.3

松本市教育委員会 松本市出川西遺跡Ⅷ緊急発掘調査報告書 18.3

松本市教育委員会 松本市岡田西裏遺跡Ⅲ緊急発掘調査報告書 18.3

松本市教育委員会 松本市筑摩遺跡Ⅲ緊急発掘調査報告書 18.3

松本市立考古博物館 松本城三の丸跡大名町 1緊急発掘調査報告書 18.3

松本市立考古博物館 松本城下町跡東町3緊急発掘調査報告書 18.3

松本市立考古博物館 松本城総堀跡緊急発掘調査報告書 18.3

松本市立考古博物館 松本市神道原遺跡立会調査報告書 18.3

松本市立考古博物館 「考古館新聞」ヽ33 17.5

松本市立考古博物館 「考古館新聞」No34 17.7

松本市立考古博物館 「考古館新聞」ヽ35 17.10

松本市立考古博物館 「考古館新聞」 3ヽ6

上田市立信濃国分寺資料館 信濃の古代 。中世の仏教文化と関係遺跡 17.9

飯田市教育委員会 栗屋元遺跡 18.3
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発行者 童
日 名 発行年月

飯田市教育委員会 上山遺跡群 18.3

飯田市教育委員会 沖平南遺跡 18。 3

飯田市教育委員会 飯田城下町遺跡 18。 3

飯田市教育委員会 駄科権現堂遺跡・安宅3号古墳 18。 3

飯田市教育委員会 恒川遺跡群一遺物編その2(弥生・古墳時代)一 18。 3

飯田市教育委員会 秋季展示図録「下伊那唐草文土器」 17.10

茅野市教育委員会 『大悦南遺跡Ⅱ―「丸山工業団地」造成工事に伴う発掘調査報告書―』 18.3

茅野市教育委員会 『塩之目尻遺跡一県営ほ場整備事業豊平地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書二』 18。 3

茅野市尖石縄文考古館 『宮坂英式資料目録 1』 18.3

茅野市尖石縄文考古館 『「土器先生」の考古学手記』 18.3

茅野市尖石縄文考古館 『新尖石縄文考古館開館5周 年記念考古論文集』 18。 3

岡谷市教育委員会 榎垣外・梨久保遺跡発掘調査報告書 (概報)平成17年度 榎垣外遺跡ほか岡谷市内遺跡発掘調査報告書 18。 3

岡谷市教育委員会 国道20号線バイパス関連遺跡発掘調査報告書 18。 3

諏訪市教育委員会 諏訪市埋蔵文化財調査報告第61集「市内遺跡発掘調査報告書(平成17年度)」 18.3

伊那市・伊那市教育委員会 伊那市歴史シンポジウム「伊那の歴史・地域性と先人の知恵」 18.2

塩尻市立平出博物館 平出博物館紀要 第23集 18。 3

塩尻市立平出博物館 平出博物館講座ノート 第20集 18.3

塩尻市立平出:博物館 企画展示会図録「縄文人の祈 り」 18。 3

塩尻市教育委員会 史跡平出遺跡一平成16年度記念物保存修理事業 (環境整備)に係る発掘調査概報一 18.3

千曲市教育委員会 屋代遺跡群大境遺跡 8発掘調査報告書 18.3

千曲市教育委員会 東條遺跡発掘調査報告書 18。 3

千曲市森将軍塚古墳館 平成15・ 16年度千曲市埋蔵文化財発掘調査報告書

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第133集  曽根城遺跡Ⅳ。下曽根遺跡Ⅷ・前田遺跡V・ 鋳師屋遺跡Ⅲ 18.3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化bl‐調査報告書第134集  下信濃石遺跡

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第135集  開戸田遺跡・樋村遺跡Ⅲ・扇田遺跡 18.3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第136集  天神小根遺跡 18.3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第137集  地ヶ入遺跡 0地 ケ入砦跡・畳石遺跡 。午房沢遺跡 0西駒込遺跡 18.3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第138集  市内遺跡発掘調査報告2004 18.3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第139集  西一本柳遺跡XⅢ 18.3

佐久市教育委員会 佐久市文化財「年報14」

中野市歴史民俗資料館 平成17年度企画展「栗林遺跡と千曲川水系の弥生土器」展示図録 17.11
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発行者 名童
日 発行年月

中野市教育委員会 長野県中野市遺跡詳細分布図

県史跡内堀館西側堀の発掘調査

上野遺跡XI

原村の埋蔵文化財70 久保地尾根遺跡 (第 10次発掘調査)

羽場崎遺跡発掘調査報告書

田中 下遺跡第 3次調査―村道118号 線付替 Lヽ事に伴 う埋蔵文化財発掘調査報告吉―

箕輪遺跡一フラッションセンターしまむら箕輪店新築_工 事に伴う単蔵文化財第17次緊急発JIII調査報ri吉

葎写渥警長花誘撃晨 曇 軍 膀 鶴 釉 響
設「わかな」及び認知症対応型共「1生活↑護「わかな」建設 li Jlに

高森町埋蔵文化財発掘調査報告書第22集  平成18年度町内遺跡発掘調査報1午 言          .

第1回企画展図録一世界の黒耀石展一

平成17年度町内遺跡発掘調査報告書―狐久保遺跡他―

18.3

18.3

17.11

中野市教育委員会

飯山市教育委員会

飯山市教育委員会 18.2

大町市教育委員会
大町建設事務所 18。 3

富士見町教育委員会 18.3

富士見町教育委員会 18.3

原村教育委員会 18.3

辰野町教育委員会

宮田村教育委員会 18.3

箕輪町教育委員会 18.3

18.3
箕輪町教育委員会

高森町教育委員会 18.3

黒耀石体験 ミュージアム
17.7

信濃町教育委員会 18.3

写真 松本市教育委員会が平成 17年度に刊行 した報告書
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力 新指定文化財 (埋蔵文化財関係)

名 称 不重 ガJ 指定年月卜1 所  在  地 概 要 所有者

根塚遺跡出 ll謂 県宝
下高井郡木島平村
人字往郷914-6

平成8年度から平成12年度のかけて行われた調査によって
出上した渦巻文装飾付鉄剣や土器など362点 。 木島平村

県宝
下伊那郡阿智村

・
駒

場468-1
昭和43年 に神坂峠の発掘調査が行われた際に出土した石製
摸造品など1,289点 。

阿智本す

4i婦平出土銅造J冊花双
鳥八稜鏡

大町市有形文化財 大町市八坂1108-1 八坂生婦平で昭和40年 代に発見された八稜鏡。 大町市

向生仏屋敷出_L灰釉陶
器広口瓶

大町市有形文化財 18.3.27 大町市美麻17668
美麻青具向生仏屋敷で戦前に発見されたほぼ完形の灰釉陶
器広口壷。

田中一志
大町市寄託

千見山城跡 大町市史跡 18.3。 27
大町市美麻25450-
ロー3他

美麻千見の南西部にある中世山城。 若林定利他6名

人塩山城跡 大町市史跡 18。 3.27 大町市美麻855他 美麻大塩の西部にある中世山城。 倉品愛子他5名

堀の内遺跡 大町市史跡 18。 3.27 大町市美麻856他 大塩山城跡東北麓にある中世居館跡を中心とした遺跡。 伊東久雄他5名

権現山堂屋敷跡 大町市史跡 18。 3
大町市美麻新行権`
現山

美麻新行の権現山東南麓にある堂屋敷と伝えられる礎石建
物跡が残る中世遺跡。 美麻新行戴神社

鞍掛山産出のハダカイ
ワシ属の化石

高山村天然記念物
上高井郡高山村大
字牧1629-ロ ー3

約1600万年前の化石。当時、本村が200m以上の海底で
あったことを知る資料。             | 高山村

高井小学校出 たの旧石
器時代の石器  「 高山村有形文化財

上高井郡高山村大
字牧1629-ロ ー3

旧石器時代、本村に人々が住んでいたことを裏付ける資
料。 高山村

llI方 寺の雲室書簡 飯山市有形文化財 17.5。 26 飯山市大字照里 武田雲室書簡を屏風に仕立てたもの。 西方寺

鳥踊り 飯山市無形民俗文化財 17.5。 26 飯山市内全域 鳥踊り 飯山市鳥踊り保存会

|lllJ‐ 11ネ申本士糸砲信i 束御市有形文化財 17。 12.1 束御市下之城宮屋
敷169-l

「文安二年」と線刻があり、保存状況も良好です。高さ18

cmの 青鋼製。 両羽神社 :

店渡11遺跡の人体絵画
ll器

宮 ヒ見町有形文化財 18.3.9 富士見町井戸尻考
占館

黒色顔料で、出産する人体が描かれた縄文時代中期後葉の

深鉢。具象的な絵画が描かれたものは、この時代ほかに類
例がない。

富士見町

坂 [li童跡の 11偶 富士見町有形文化財 18。 3.9 富士見町井戸尻考
占館

近隣の資料には無い細密な模様が刻まれた、縄文時代中期
後葉の土偶の佳作品。 富士見町

藤内遺跡 1 富 lf見 町史跡 18.3.9 富士見町鳥帽子
伊那谷から西南関東まで広がる井戸尻文化の、祭祀セン
タ=的な集落。出上品の一部は国重要文化財に指定されて
いる。    :

富士見町
一部民有地

l舌
｀
|え

j豊 勘: 富士見町史跡 18.3。 9 富士見町烏帽子 縄文時代中期後葉の、典型的な環状集落。 富士見町
鳥帽子区
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(5)補助事業

ア 埋蔵文化財関係補助金事業 単位 :円

補助事業者 補 助 事 業 名 補助対象経費
補助対象経費の内訳

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 4,270,000 2,135,000 0 2,135,000

高森町 町内遺跡 発掘調査等 2,270,000 1,135,000 0 1,135,000

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

佐久市 市内遺跡 発掘調査等 10,000,000 5,000,000 0 5,000,000

東御市 市内遺跡 発掘調査等 4,000,000 2,000,000 0 2,000,000

原村 村内遺跡 発掘調査等 220,000 110,000 0 110,000

上田市 市内遺跡 発掘調査等 1,600,000 800,000 0 800,000

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 1,000,000 500,000 0 500,000

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

富士見町 町内遺跡 発掘調査等 2,070,000 1,035,000 0 1,035,000

飯田市 市内遺跡 発掘調査等 10,748,000 5,374,000 420,Oo0 4,954,000

波田町 町内遺跡 発掘調査等 4,000,000 2,000,000 0 2,000,000

茅野市 市内遺跡 発掘調査等 3,343,000 1,671,000 66,000 1,606,000

下諏訪町 町内遺跡 発掘調査等 4,700,000 2,350,000 352,000 1,998,000

千曲市 市内遺跡 発掘調査等 5,000,000 2,500,000 225,000 2,275,000

御代田町 町内遺跡 発掘調査等 2,000,000 1,000,000 150,000 850,000

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 2,950,000 1,475,000 0 1,475,000

千曲市
広報資料等作
成

埋蔵文化財保存活
用整備事業 5,000,000 2,500,000 0 2,500,000

合  計 19件 76,1711000 389085,000 19213,000 361873,000
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イ 記念物 (史跡 0名勝・天然記念物 0文化的景観)補助金事業 (単位 :円

補助事業者 補 助 事 業 名 補助対象経費
補助対象経費の内訳

国庫補助金 県費補助金 市町村負担金 ′

飯田市 天竜峡
史跡等保存管理計画
策定 3,000,000 1,500,000 0 1,500,000

上田市 上田城跡
史跡等・登録記念物
保存整備 61,700,000 30,850,000 4,627,000 26,223,000

(長門町)

長和町
星糞峠黒曜石原
産地遺跡

史跡等・登録記念物
保存整備 10,430,000 5,215,000 0 5,215,000

長野市 大室古墳群
史跡等・登録記念物
保存整備 50,000,000 25,000,000 3,750,000 21,250,00o

茅野市
尖石石器時代遺
跡

史跡等 0登録記念物
保存整備 13,000,000 6,500,000 975,000 5,525,000

千曲市
族捨 (田 毎の
月)

史跡等・登録記念物
保存整備 13,000,000 6,500,000 975,000 5,525,000

長野市
松代城跡附新御
殿跡

史跡等 し登録記念物
保存整備 90,000,000 45,000,000 0 45,000,000

上田市 信濃国分寺跡
史跡等 0登録記念物
保存整備 7,500,000 3,750,000 375,000 3,375,000

南木曽町 中山道
史跡等・登録記念物
保存整備 3,000,000 1,500,000 225;000 1,275,000

(臼田町)

佐久市
龍岡城跡

史跡等 0登録記念物
保存整備 4,725,000 2,362,000 0 2,363,000

中野市
十三崖チョウゲ
ンボウ繁殖地

史跡等・登録記念物
保存整備 10,000,000 5,000,000 0 5,000,000

(高遠町)

伊那市
高遠城跡

史跡等・登録記念物
保存整備 24,000,000 12,000,000 0 12,000,000

塩尻市 平出遺跡
史跡等総合整備活用
推進 73,000,000 36,500,000 3,650,000 32,850,000

長野市
松代城跡附新御
殿跡

史跡等総合整備活用
推進 42,500,000 21,250,000 0 21,250,000

千曲市 嬢捨の棚田 文化的景観保護推進 2,000,000 1,000,000 0 1,000,000

塩尻市 平出遺跡
史跡等買上げ (直接
買上げ)

58,425,000 46,740,000 1,928,000 9,757,000

上田市 信濃国分寺跡
史跡等買上げ (直接
買上げ)

37,986,000 30,388,000 1,253,000 6,345,000

(高遠町)

伊那市
高遠城跡

史跡等買上げ (直接
買上げ)

7,450,000 5,959,000 0 1,491,000

長野市 大室古墳群
史跡等買上げ (先行
取得償還)

81,501,000 65,200,000 2,688,000 13,613,000

合  計 19件 59312171000 3521214,000 2014461000 2201557,000
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(6)会議及び研修

ア 市町村埋蔵文化財担当者発掘調査技術研修会

日  時  平成 17年 10月 28日 (金)

場  所  長野県立歴史館   参加人数49名

現地研修  なし

講  演  「遺跡の把握・調査方法から保存 。活用まで」

(文化庁文化財部記念物課埋蔵文化財部門主任文化財調査官 坂井秀弥)

事例報告 「平出遺跡の実践から」(塩尻市立平出博物館学芸員 小松 学)

:        「千曲市の事例から」 (千曲市教育委員会文化財係長 矢島宏雄)

「国営アルプスあづみの公園での事例から」

(長野県教育委員会文化財・生涯学習課教育支援主事 上田典男)

(長野県埋蔵文化財センター調査部長 市澤英利)

イ 関東甲信越静地区担当者会議・研修会

① 平成17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 17年 H月 1日 (ス)・ 2日 (わ

場  所  新潟県 新潟市|

協議内容  「開発事業の短縮化と埋蔵文化財の取り扱いについて ft」

現地視察  日本海東北自動車道関連調査遺跡
,胎内市野池遺跡、神林村西部遺跡

史跡 奥山荘城館遺跡

・胎内市章駄天山遺跡、胎内市江上館跡

② 平成 17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

日  時  平成 17年 11月 24日 (木)025日 (0
場  所  山梨県 甲府市

参加人員  12名 (長野県内)

テ ー マ  「地震災害と文化財行劇

基調講演  「総 県中越地震における文化財等の被害状況について」

(長岡市立科学博物館 ガヽ熊博史)

「新潟県中越大震災に伴う文化財保護行政の対応について」

(新潟県教育庁文化行政課 ,ゴ跡す 亮)

事例報告  「山梨県内における地震痕跡の調査事例」 (玉穂町教育委員会 今村直樹)

現地研修  山梨県指定史跡甲府城跡 0山梨県立博物館「かいじあむ」

ウ 文化庁等主催埋蔵文化財担当職員講習会              ヽ

① 平成 17年度第1回埋蔵文化財担当職員等講習会

日  時  平成 17年 6月 30日 (木)～ 7月 1日 (金)。 (7月 2日 (土)平現地見学会)

場  所  群馬県 前橋市・(群馬町=現地見学会)              |
参加人数 -4名 (長野県内)

講演内容 「イギリスの遺跡保謝  (岡山大学教授 稲田孝司)

講義内容 「埋蔵文化財保護行政の現状と課題 2005」

(文化庁文化財部記念物課主任文化財調査官 坂井刻の
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「近代遺跡調査と登録記念物」

(文化庁文化財部記念物課主任文化財調査官 磯村幸男)

「埋蔵文化財関係の補助事業について」   :
(文化庁文化財部記念物課文化財調査官 禰互田佳男)

「遺跡を把握し、保存・活用する」 (佐賀県教育庁文化課 徳富則久)

「史跡保渡田古墳群の整備 :活用と北谷遺跡の保剖  (群馬町教育委員会 若狭 徹)

「遺跡を保護・活用する 安国寺集落遺囲  (国東町教育委員会文化財課 金田信子)

「埋蔵文化財行政に求められるもの」切『脱町企画情報観光課 佐藤晃一)

「町合併に伴う文化財行政の推移について」(兵庫県篠山市教育委員会 西田辰博)

「遺跡と地域の関わり、市民参加」(東村山市ふるさ―と歴史館 石川政行)

② 平成 17年度第2回埋蔵文化財担当職員等講習会

日  時  平成 18年 1月 12日 (和～13日 (Oj。 (1月 14日 (土)〒現地見学会)

場  所  滋賀県 大津市 。(大津市 。南滋賀町=現地見学会)

参加人数  2名
講演内容  「埋蔵文化財の保存と活用」 (岡山大学教授 稲田孝司)

講義内容  「遺跡の保存と活用」 (守山市教育委員会 山崎秀二)

「史跡保渡田古墳群の整備・活用と北谷遺跡の保謝  (若狭 鶴 :はなし

他は、第 1回 と同様の講義内容    i

工 市町村文化財担当者ブロック会議

管 内 開 催 日 場 所
参  力日

市町村
主 な 議 題 等

佐久教育

事 務 所

平成 18年

2月 28日

立科町中

蛤 薄 官
8

1事例発表 (立科町)

2文化財の活用事業にういて

上田教育

事 務 所

平成 18年

2月 24日

上田合同

庁舎
6

1動植物の指定と保護施策について

2文化財審議委員及び発掘調査員の報酬単価について

側 隊 育

事 務 所

平成 18年

2月 21日

長谷村公

爵 官   |
16

1合併に伴う文化財の取り扱いについて

2埋蔵文化財発掘調査報告書刊行について

3遺物管理台帳について  ほか

飯田教育

事 務 所

平成 18年

2月 16日

飯田市美

術博物館
8

1事例発表 (飯田市 0喬木村・高森町)

2講演 :遺跡の把握・調査方法から保存・活用まで

3飯田市美術博物館 阿軒剛 見学

松本教育

事 務 所

平成 18年

2月 14日

松本市中

央図書館
13

1合併に伴う指定文化財の扱いについて

2発掘調査実施の判断基準について

3現地視察研修 (重要文化財旧開智学校)

長野教育

事 務 所

平成 18年

2月 14日

公＋
Ｕ

姜
↑訥

雖
12

1資料館等の運営に係る諸問題について

2指定文化財の防火体制について

3´視察研修 (歴史民俗資料館 。一茶ゆかりの里)
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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

埋蔵文化財基礎課程 8/22～ 8/30 16
遺跡の発掘調査を進めるために
必要な考古学の基礎的知識の研
修

な し

遺 物 観 察 課 程 8/30～ 9/16 沢
Ｕ
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ヨ

研

修

保 存 科 学 課 1程 5/12■ 5/26 16
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、

文 化 財
`写

真 課 程 6/1～ 6/24 12
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

な し

跡
程

泣退衛
課ヽ

嗜
査

方地
調 7/12t7/26 16

官衛遺跡の調査研究に必要な専
門的知識と技術の研修 _ 飯田市教育委員会    1名

遺 跡 環 境 調 査 課 程 10/13～ 10/28 16 漏駿窯言編脈ギ壇曇ぁ雪興奨彗
を推定復原する方法を学ぶ研修

な し

写 真 基 礎 課
:程

11/24～ 12/7 16
埋蔵文化財の写真撮影等に必要
な基礎的知識と技術の研修

県埋蔵文化財センター  1名

自 然 科 学 的
年 代 決 定 法 課:程 12/13～ 12/21 20

自然科学的手法による年代演1定
に関する基礎的知識の研修

な し

報 告 書 作 成 課 程 1/11～ 1/20 24
見やす く読みやすい報告書の作
り方と、図録・学術誌編集の基
礎に関する研修

な し

程
＞

課
器

査
磁

調
陶

器
世

磁
中

陶
＜ 2/1～ 2/9 20

中世遺跡出土陶磁器の調査研究
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  1名

遺 跡 保 存 整 備 課 程 2/16～ 2/24 16
各種遺跡の保存整備・活用に必
要な専門的知識と技術に関する
研修

な し

特

層J

研

lタ

の
程

品
課

製
学

漆
科

土
存

出
保 9/28～ 9/30 20

出土漆製品の保存科学的研究の
下環として、歴史的及び技術的
な変遷と科学的調査方法に関す
る研究      ‐ |

県埋蔵文化財センター  1名

遺 跡 地 図 情 報 課 程 11/8～ 11/11 24
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

長野市教育委員会
県埋蔵文化財センター

名

名

動 物 考 古 学 課 程 3/7～ 3/10 沢
Ｕ

遺跡出土の動物遺存体研究に必
要な専門的知識と同定技術の研
ll多

な し
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H 平成17年度の調査概要

1 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 ⑪所見 ⑫調査報告書
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①長野市上松1丁 目588-2ほ か②弥生、平安③集落
跡④H17。 3。 3～ 3。 31⑤長野市教育委員会⑥青木和明

⑦集合住宅③450⑨竪穴住居跡 7、 土坑・小穴130、

溝跡 6、 河原跡 (弥生、平安)⑩土器(弥生、平安)、 石
器 (弥生)⑪弥生時代後期、平安時代の集落跡と河川
流路痕跡を確認した:集落遺跡の縁辺部に該当する

ものと判断できる。⑫長野市教育委員会『長野市の

埋蔵文化財第111集 石川条里遺跡(11)浅川扇状地
遺跡群本村東沖遺跡(3)上長畑遺跡』平成17年 10

月刊行。

7884 釜i｀1曽秩死遺跡群 王貿賄遺跡
①長野市大字上駒沢字寺浦956ほ か②中世③集落跡

④H17。 3。 22～ 3.31⑤長野市教育委員会⑥青木和明

⑦宅地造成③200⑨土坑 4、 溝跡 5(中世)⑩土器、陶

磁器 (中 世)⑪土坑及び溝は耕作関係遺構と推定さ

れ、中世段階の上駒沢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111集 石川条里遺跡 (11)浅川扇状地遺跡

群本村東沖遺跡(3)上長畑遺跡』平成17年 10月 刊

行。

①長野市大字長野字大門511-l②古墳～近世③集
落跡、門前町跡④H18。 2。 13t3。 23⑤長野市教育委員
会⑥宿野隆史⑦店舗③300⑨竪穴住居跡、掘立柱建

物跡、溝跡 (中 世)、 地下室、井戸 (近世)⑩土器、陶磁
器、瓦、石製品、金属製品、古銭(古墳～近世)⑪調査
地は善光寺参道に面する大門町に位置するも敷地を

南北に区画する溝跡や柱穴、地下室など、中世から

近世にかけての善光寺門前町跡の生活遺構を確認
。した。⑫平成18年度刊行予定。

7886

①長野市中御所2丁 目454-1番地②古墳三中世③集
落跡④H17。 10。 17～ 11。 14⑤長野市教育委員会⑥青
木和明⑦土地区画整理③650⑨土坑10、 溝跡 3、 小穴
多数(中 世)⑩土器、陶磁器(古墳～中世)⑪申世居館
跡の外郭から外縁部に位置すると目される範囲の

調査であり、同期居住域の存在を示す柱穴、土坑等
の分布を確認した。⑫起因事業最終年度刊行予定。

7887月 ILヨ・輸1場諄翫 摯 解え
ま
重
す壁完

‐
神社遺跡

①長野市大字小島字岡田堰南481-1ほ か②弥生、古
墳③集落跡④H17.4。 4～ 4。 20⑤長野市埋蔵教育委員
会⑥青木和明⑦宅地造成③280⑨竪穴住居跡8、 土坑
39、 溝跡 1、 周溝墓 1(弥生、古墳)⑩土器、石器 (弥

生、古墳)⑪弥生時代後期から古墳時代に属する環
濠集落の外縁部に位置すると推定される。⑫長野市
教育委員会『長野市の埋蔵文化財第113集 ガヽ島柳原
遺跡群 水内坐一元神社遺跡(4)』 平成18年 3月 刊
行6

78881櫨・輸譜普講辛み稿種壁完

神社遺跡

①長野市大字小島字岡田堰南482-1ほ か②弥生、古
墳③集落跡④H17。 4。 H～ 6。 20⑤長野市埋蔵教育委
員会⑥青木和明⑦宅地造成③760⑨竪穴住居跡40、

掘立柱建物跡 1、 土坑117、 溝跡29、 周溝墓 1(弥生～

奈良)⑩土器、石器(弥生二奈良)⑪弥生時代から古
墳時代の集落域であり、弥生時代後期環濠集落範囲
内に位置すると推定される。奈良時代以降、水田造
成が実施され、水田域として今日に至ったものと判

没
跡

お
町

些
馴

協
門

粥
寺

」
識群跡一退謝̈５８８７
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断される。⑫長野市教育委員会『長野市の埋蔵文化
財第113集小島柳原遺跡群 水内坐一元神社遺跡
(4)』 平成18年 3月 刊行。

7889 南曽峯遺跡

①長野市蟹沢南曽峯②旧石器、縄文、弥生、平安③集
落跡④H17◆ 9。 14～ 12.9⑤長野県埋蔵文化財セシタ
ー⑥鶴田典昭、西 香子⑦鉄道(北陸新幹線工事)③
l,700⑨遺物集中(旧石器)、 土坑、ビット、溝跡(縄

文、弥生、平安)く 竪穴住居跡 (平安)⑩なし⑪僅かに
削平されていない月見台丘陵の丘陵部と裾部を調
査し、丘陵部からは平安時代の集落の一部と、旧石
器時代の遺物集中を発見した。裾部からは弥生時代
中期の遺物を包含する溝跡を発見した。⑫刊行未
定。

7890 篠 ノ井遺跡群

①長野市篠ノ井塩崎5893-1ほ か②古墳～平安③集
落跡、古墳④H18。 3.1～ 3。 25⑤長野市教育委員会⑥
風間栄一⑦道路③400⑨古墳 1、 竪穴住居跡 2、 掘立
柱建物跡 2、 井戸跡 1、 土坑、小穴 (古墳～平安)⑩
土器、鉄製品、石製品、陶器(古墳～平安)⑪平安時代
の集落域ならびに古墳時代中期の墓域の一端を確
認した。千曲川流路に沿って時代ごとの土地利用状
況をうかがう新たな情報を取得した。⑫平成18年度
刊行予定。

7891 史跡 大室古墳群

①長野市松代町大室②古墳③古墳④H17。 7。 29～ 3。

29⑤長野市教育委員会⑥時信武史、千野 浩⑦記念
物保存修理事業③34(26号墳)、 29(27号墳)、 26(28、

29号墳)、 50(241号 墳)、 20(242号 墳)、 20(A号墳)、

14(B号墳)、 20(C号墳)、 16(D号墳)、 31(ハ号墳)、

計26o⑨古墳H(古墳)⑩土器(弥生～古墳)⑪第8年
次として、エントランスゾーン下部に分布する11

基の範囲確認調査を行った。また本年度改修を行っ
た音無川流路部分に関して3箇所の トレンチによ
る試掘調査を行ったが、古墳を含めた遺構はなかっ
た。⑫未刊。

(2)松 本市

7892 第 8次

①松本市岡田町523番地-l②縄文、古墳、平安③集
落跡④H17。 4。 4～ 4。 28⑤松本市教育委員会⑥三村竜
一、岡崎武祥⑦宅地造成③426⑨竪穴住居跡 6、 土坑
80、 小穴153、 谷地形 (縄文、古墳、平安、不明)、 竪穴
状遺構 (平安)、 柱列 (平安)⑩土器 (縄文、古墳、平安、
不明)、 陶磁器 (平安)、 玉類、石製品、鉄製品 (古墳 )、

石器 (縄文)⑪当遺跡の第 8次調査。縄文時代前期末
や古墳時代中期、平安時代の集落跡を調査した。当
遺跡での縄文時代前期末の発見は初めてである。古
墳時代の遺物にも良好なものがある。⑫松本市教育
委員会『岡田西裏遺跡Ⅷ』平成18年 3月 刊行。

跡一還
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写真 4 長野市 大室古墳群での調査風景
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7893 筑摩遺跡 第 3次

①松本市筑摩2丁 目2851-l②弥生、古墳、平安③集

落跡④H17.4。 25～ 5。 17⑤松本市教育委員会⑥竹内

靖長、清水 究⑦宅地造成③71。 9⑨竪穴住居跡 3

(古墳、平安、不明)、 土坑 (弥生、不明)、小穴18、

溝跡(近世末以降)⑩土器 (弥生、古墳、平安)、 陶磁

器(平安)、 金属製品(不明)⑪当遺跡の3次調査。平

安時代の遺物に見るべきものがある。⑫松本市教育

委員会『筑摩遺跡Ⅲ』平成18年 3月 刊行。i  l

7894 _蟻 ヶ崎遺跡 第 3次

①松本市松本市蟻ヶ崎3丁 目②奈良、平安③集落跡
④H17。 4.18～ 5。 31⑤松本市教育委員会⑥小山高志、
内堀 団⑦その他の建物(同 窓会館建設)③330⑨竪
穴住居跡 5、 土坑20(奈良、平安)⑩土器、灰釉陶器、
石器、金属製品(奈良ミ平安)⑪当遺跡の3次調査。先
の調査に続き、奈良及び平安時代の集落跡を確認し
た。⑫平成19年 3月 刊行予定。

①松本市芳川村井929下 1他②縄文、奈良、平安、中世

③集落跡④草17。 1。 17■ 5.31⑤松本市教育委員会⑥

菊池保夫、朝倉下樹、小山貴広⑦道路③l,286⑨竪穴

住居跡 6(奈良、平安)、 土坑246(小穴800、 溝跡(奈

良、平安、中世)⑩土器 (縄文、奈良、平安)、 石器(縄

文)、 陶磁器、鉄製品、鉄滓(中世)⑪当遺跡の4次調
査も隣接する1203次調査区と合わせ、鎌倉時代の

集落の一端を把握した。⑫未刊:‐   r

①松本市北深志3丁 目531②古墳、近世③城下町跡

④H17。 6。 29～ 7.20⑤松本市教育委員会⑥小山高志、

内堀 団⑦集合住宅③63⑨竪穴住居跡 3(古墳)、 土

坑17(近世)⑩土器、石器(古墳)、 陶磁器、瓦、金属製

品(近世、近代)⑪松本城下町の範囲内として試掘を

行ったところ、古墳時代と考えられる遺構・遺物が

確認され、新発見の遺跡として本調査となった。近

世・近代の下層に古代の遺跡が残っていた。⑫未

干J。

7897

①松本市丸の内1番3号②中世t近世③城下町跡④
H17。 8。 29～ 9。 30⑤松本市教育委員会⑥竹内靖長、清
水 究⑦店舗③71。 8⑨土坑70、 小穴48、 溝状遺構 3、

溝跡2(中 世～近世、)、 堀跡 (中 世)⑩土器 (縄文、中
世～近世)t陶磁器、内耳鍋、下駄t箸、羽子板他木製
品、鎌、釘他金属製品、屋根板材、柱材 (中 世‐近世)

⑪当地点の第 1次調査。tt I～ Ⅳ検出面は16世紀末
‐19世紀後半の整地層で、建物基礎 (掘立柱建物跡)

が良好な状態で発見された。最下層では未発見の堀
跡が発見され、幅 5m以上、深さ2。 2m以上の片薬研
堀で(16世紀末の松本城築城期に人為的に埋めら‐れ

たと考えられる。⑫松本市教育委員:会『松本城三の

丸跡大名町第1次』平成18年 3月 刊行。

①松本市大字岡田伊深1518番イ②中世③城館跡
④H17。 10.13～ 11。 l⑤松本市教育委員会⑥竹内靖:

長、清水 究⑦その他開発(遊歩道造成)③ 9。 9⑨竪
堀と推定される落ち込み(中世)⑩なし⑪土層断面
の観察から、山城の竪堀と考えられる落ち込みを確
認した。た.だ し、開発で破壊の恐れのある深さlm
までの調査であったため判然としない。⑫未刊。

7899 平畑遺跡

①松本市並柳2丁 目369番2②弥生③基④H17。 10。 ュ3
■11。 l⑤松本市教育委員会⑥小山高志く内堀l団

⑦
集合住宅③45⑨再葬墓、溝跡(弥生)⑩土器、石器 (弥

生)⑪弥生時代の再葬墓と思われる遺構が確認され

注目されるも
｀
⑫未千け6

7900 中山古墳群        :
①松本市大字中山4883番地他②古墳③古墳④H16。

4。 10～ H17。 12。 7⑤松本市教育委員会⑥三村竜一、岡
崎武祥⑦その他開発(墓地公園造成)③15,235⑨横
穴式石室13(古墳)⑩土器、玉類、金属製品、人骨(古

墳)⑪同古墳群の2次にわたる14、 15次調査。古墳
はすべて上部構造は失われており、石室下部のみの

検出となった。62号古墳は石室が縦に2つ に仕切ら
れた形態で注目される。⑫平成20年 3月 未刊予定。
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7901 カニホ リ西遺跡

①松本市大字中山4883番 地他②縄文、奈良、平安、近
世③集落跡④H16。 4.10～ H17.12。 7⑤松本市教育委
員会⑥三村竜一、岡崎武祥⑦その他開発 (墓地公園
造成)③ 8,334⑨竪穴住居跡13、 集石13、 竪穴状遺構
8、 溝跡6、 土器捨場 (縄文)、 土坑370、 小穴163(縄文、
古墳)⑩土器、石器(縄文)、 陶磁器片(近世)⑪新発見
の遺跡の2年次にわたる初めての調査。縄文時代期
の集落は日当たりの良い南向き急斜面にまとまっ
て検出された。自然地形を利用した土器捨場から多
量の土器片が出土した。⑫平成20年 3月 未刊予定。

7902 カニホ リ東 遺跡

①松本市大字中山4933下 5番地他②縄文、奈良、平
安、近世③集落跡④H16.4。 10～ H17。 12。 7⑤松本市教
育委員会⑥三村竜一、岡崎武祥⑦その他開発 (墓地
公園造成)③6,901⑨ 竪穴住居跡24、 集石 1、 竪穴状
遺構4(縄文)、 土坑237、 小穴290(縄文、古墳)、 溝跡
8、 炭焼窯 (奈 良、平安、近世)⑩土器、石器 (縄文)、 陶
磁器片 (近世)⑪新発見の遺跡の2年次にわたる初
めての調査。縄文時代前期末から中期初頭の集落は
日当たりの良い南向き急斜面にまとまって検出さ

れた。この時期における特徴的な集落として注目さ
れる。⑫平成20年 3月 未刊予定。

(5次 )

① 松本市丸の内4番 1号②中世～近代③城館跡④
H17。 5。 16～ 11。 30⑤松本市教育委員会⑥竹内靖長、
清水 究⑦史跡整備③152:l⑨土塁盛土層、土坑 5、

小穴14、 溝状遺構 1、 集石 2、 石列 1、 水道遺構 (中 世
～近世)⑩内耳鍋、陶磁器、土師器、瓦 (中 世～近世)

⑪松本城二の丸の北東隅櫓及び土塀復元のための

第5次調査。土塁内側裾部に石列、集石、木材が検出
され、土塁内側裾部にあった石垣の胴木、裏込めの

可能性を指摘された。⑫未刊。

7904 元原遺跡

①松本市桐2丁 目1135②縄文、奈良、平安③集落跡、
④H17。 7.26～ H。 28⑤松本市教育委員会⑥朝倉一

樹、小山貴広⑦土地区画整理③l,771⑨竪穴住居跡
7、 竪穴状遺構 1、 土坑117、 小穴274、 溝跡 7(奈良、
平安)⑩土器、石器 (縄文、奈良、平安)⑪同遺跡の初
めての調査。奈良、平安時代の集落を確認。⑫平成
19年 3月 刊行予定。
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力ニホリ東遺跡での調査  (松本市教育委員会提供 )
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(3) 岡谷市

し み ず だ           :
7905 清水田古墳

①岡谷市梨久保2-12-4292-ハ ほか②古墳③古墳
④H16。 6。 9～ H17。 4。 15⑤岡谷市教育委員会⑥会田
進⑦道路③195⑨円墳(古墳)⑩鉄製品等(柄頭、鉄
鏃)(古墳)⑪諏訪湖北古墳群の資料が充実した。⑫
岡谷市教育委員会『国道20号バイパス関連遺跡発掘
調査報告書』平成18年 3月 31日 刊行。

7906 広畑遺跡

①岡谷市川岸上4丁 目市道②縄文③集落跡④H16.

8_18～ H17。 4。 15⑤岡谷市教育委員会⑥会田 進⑦
ガス・水道・電気③132⑨竪穴住居跡5(縄文)ほ か
⑩土器、石器(縄文)⑪縄文時代集落跡の密集地であ
ることが確認できた。⑫未刊。     /

(4)飯 田市,

①飯田市羽場558番地ほか②縄文～古墳、申世③そ
の他の遺構(墓 )④耳17。 7.15■ 7。 20⑤飯田市教育委
員会0坂井勇:雄〇遭路③55◎芳形油活墓1(弥生)11

円形墓1(中世)⑩土器(弥生)〇弥生時代め方形嵐
溝墓め活の■部と墓状遺構と息われる直径約1轟

:

の円形土坑を確認 した6こ の墓場状遺構は周辺調査

例などから中世墓と考えられる。集落から離れた墓

域と考えられる。⑫未定6    :

7908鈴岡城 跡

①飯田市駄科226■ 1ほか②中世③城④H17。 11。 2

～11。 18⑤飯田市教育委員会⑥澁谷恵美子く坂井勇
雄、下平博行、羽生俊郎⑦その他の開発 (大型バス駐

車場)③ 63⑨竪堀 1(中 世)⑩ なし⑪二の郭の南側に
めぐる横堀に直行する竪堀の一画と考えられる。調
査は堀に直行する南北方向と北東佃1に 一ヶ所設定
した。堀は基盤の花商岩層を掘り込み、幅は最大6.8

m程度であるが、深さについては後世の掘削及び農
地利用のため本来の深さは不明。後世のm削平はあ
るものの西佃1上半部については比較的堀の痕跡が

残っているようである。⑫未定。

7909

①飯田市座光寺3556-3②縄文～近・現代③集落跡、
官衛跡④H17.12。 19～ 12。 22⑤飯田市教育委員会⑥
坂井勇雄、下平博行、羽生俊郎⑦個人住宅③9⑨溝跡
1、 土坑 1く ピット_2(不 明)⑩土器 (弥生二平安)、 石
器 (弥生)⑪地下室以外は立会い調査を実施した8調

査地は平成16年度の調査では弥生時代後期、奈良時
代、平安時代の竪穴住居跡が確認されている。今回
は性格や時期が不明である。⑫未定。

7910 辻原遺跡

①飯田市山本南原②縄文③散布地④H17.4.22～

5:31⑤長野県埋蔵文化財
=セ ンター⑥石上周蔵⑦道

路③750⑨陥し穴1鮮電文)⑩土器、石器(打製石斧)

(縄文)⑪陥し穴が発見されたのみで、調査区東側■

帯が遺跡の中心と考えられる。⑫平成18年度刊行。

7911 竹佐中原遺跡    ′|

①飯田市山本②旧石器:縄文③旧石器ブロック跡
④H1714.18～ 9.3⑤長野県埋蔵文化財センタニ⑥若
林 卓く鶴田典昭⑦道路③l,600⑨遺物ブロック2

(1日 石器)⑩石器(珪質ホルンフ手ルスを主体とした
石器群:、 局部磨製石斧(砥石)(旧右器)⑪後期旧石器
を1遡 ると考えられる珪質ホルンフェルス製に石器
群を主体としたプロツタを発見した6ブロック内に
礫群2箇所と台石が検出され、当時の生活面を示し
ていると捉えられた。⑫刊行未定。
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①飯田市川路5②縄文、弥生③集落跡④H17。 8。 18t
12。 2⑤長野県埋蔵文化財センター⑥右上周蔵、若林
卓、白沢勝彦⑦道路③2,600⑨ 竪穴住居跡 4)、 陥穴
6、 土坑絣電文、弥生)⑩土器、石器 (打製石斧)(縄文、
弥生)① これまでに発見されていた縄文時代中期中
葉から後葉の集落跡の続きを発見した。また弥生時
代後期にも集落が形成されたことも判明した6⑫千J

行未定。                  ‐

-36-



(5)塩 尻市

7913 史跡 平出遺跡

①塩尻市宗賀413-3ほ か②縄文、平安③集落跡
④H17。 7.20～ H18。 3。 25⑤塩尻市教育委員会⑥小松
学⑦記念物保存修理事業(環境整備)③2,000⑨ 竪穴
住居跡1(縄文)竪穴住居跡12(平安)、 掘立柱建物跡
3(古墳～平安)⑩土器、灰釉陶器、金属器(平安)①

H世紀前半のまとまった集落様相を把握できた。⑫
平成19年 3月 刊行予定。

(6)中野市

7914 川久保遺跡

①中野市豊津堰添②古墳～近世③集落跡、水田跡
④H17。 4。 1～ 12。 26⑤長野県埋蔵文化財センター⑥
市川隆之、入沢昌基、山崎まゆみ⑦その他の開発 (築

堤工事)③9,000⑨竪穴住居跡36(古墳～中世)、 掘立
柱建物跡10以上)、 水田跡、畑跡(古墳、中世、近世 )、

溝跡、土坑 (中 世、近世)⑩土器、陶磁器(古墳～平
安)、 砥石、紡錘車、石臼、石鉢、曲げ物、柱材、刀子(古

墳～近世)、 陶磁器 (中 世、近世)⑪斑尾川が千曲川に
合流する左岸に立地。古墳後期の集落が営まれた以
後、度重なる洪水に遭遇しながらも集落域、生産域

として土地利用されている。⑫刊行未定。

7915 千田遺跡

①中野市豊津千田②縄文～近世③集落跡④H17。 4.

18～ 12e22⑤長野県埋蔵文化財センター⑥綿田弘
実、柳澤 亮、久保光男、入沢昌基、河西克造⑦その
他の開発 (築堤工事)③ 12,720⑨ 竪穴住居跡64(縄文
～古墳)、 掘立柱建物跡 2(古墳、中世)、 土坑 (縄文
他)⑩土器(縄文～古墳)、 石器、土製品、石製品(縄

文)、 陶磁器 (中 世、近世)⑪縄文時代中期中葉から後
期初頭にかけての環状集落の一画を調査。新潟県に
主体的に分布する遺物群が多量に出土。ほか、弥生
時代後期、古墳時代後期、中世の集落跡の一端も発
見。⑫刊行未定。

①中野市立ヶ花鍋土②旧石器、縄文、奈良、平安③散
布地④H17。 10。 26～ 12.21⑤長野県埋蔵文化財セン
ター⑥鶴田典昭、西 香子⑦鉄道(北陸新幹線工事)

③450⑨溝跡、土坑(縄文、奈良、平安)⑩土器(奈良、
平安)、 石器(旧石器)①旧石器が僅かに出土したこ
とから、調査地の西方に集中地点のあることが予想
された。⑫刊行未定。

さわだなべつち

7916 沢田鍋土遺跡

写真 6 中野市 千田遺跡での遺構・遺物の出土状況  (長野県埋蔵文化財センター提供 )
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(7)飯 山市

うえの                ´

7917 上野遺跡

①飯山市大字常盤字道上②縄文、弥生③集落跡④
H17.4。 11～ 5。 2⑤飯山市教育委員会⑥望月静雄⑦そ
の他の建物 (公民館)③ 19。 4⑨柱穴跡 3(不明)⑩土

器(縄文、弥生)⑪谷地形に沿つて平安時代の住居

址が構築される。⑫飯山市教育委員会『上野遺跡

XI』 平成17年 11月 刊行。

(8)茅 野市

7918 大悦 南 遺跡

①茅野市宮川9800-3他②平安③集落跡④H17。 4。 21

～5。 17⑤茅野市教育委員会⑥百瀬一郎⑦工場③700

⑨竪穴住居跡 2(平安)⑩土器 (平安)⑪谷地形に沿
って平安時代の住居址が構築されるё⑫茅野市教育

委員会『大悦南遺跡』平成17年 3月 刊行。

7919 前宮遺跡´

①茅野市宮川2029-l②平安～近世③社寺跡④H17。

10。 13～ 10。 20⑤茅野市教育委員会⑥百瀬一郎⑦水
道敷設③l15⑨なし⑩土器(平安、近世)⑪近世を中
心に遺物が発見されているが、ゴミ廃棄に係わるも
のか⑫刊行予定なし。      1

7920 -本木遺跡

①茅野市玉川8477-19②縄文③散布地④H17。 12。 8⑤

茅野市教育委員会⑥百瀬下郎⑦駐車場③34⑨なし

⑩なし⑪遺構・遺物の検出がなく、表土層以下埋土
保存されている。⑫刊行予定なし。

7921 芥沢遺跡

①茅野市金沢2196-2ほ か②縄文・平安③集落跡④
H17。 12。 14⑤茅野市教育委員会⑥百瀬一郎⑦下水道
敷設③3⑨縄文(陥 し穴)⑩なし⑪掘削断面に陥し穴
が確認される。⑫刊行予定なし。

①茅野市宮川安国寺姫宮土地区画整理事業地内6街

区9ほか②中世・近世③集落跡④H17。 1。 19⑤茅野市
教育委員会⑥百瀬二郎⑦集合住宅③19⑨なし⑩な
し⑪河川氾濫原で遺跡範囲外。⑫刊行予定なし。

①茅野市豊平字観音原2440-l②縄文③散布地④
H17。 1。 28⑤茅野市教育委員会⑥百瀬一郎⑦個人住
宅③200⑨なし⑩なし⑪開田のために作成されてい
る。⑫刊行予定なし。

7924 神ノ木遺跡

①仮換地茅野市経営体育成基盤整備事業芹ケ沢土
地4-23二 15-1従前地湖東足ノ沢3722②縄文③集落跡
④H18。 1。、30⑤茅野市教育委員会⑥百瀬一郎⑦個人
住
｀
宅③18⑨なし⑩なし⑪掘削は盛土内で収まり、地

下に影響を与えない。⑫刊行予定なし。

うえはらじょうかまち

7925 上 原城下町遺跡    :
①茅野市ちの字千鹿頭・1842-4ほ か②縄文・古墳・中
世③集落跡 `城館跡④H18。 2。 3⑤茅野市教育委員会

⑥百瀬∵郎⑦個人住宅③70⑨ なし⑩なし⑪旧住宅
建設時に削平され(旧地形は生きてはぃない。⑫干J

行予定なし。

7926 荒玉社周 辺遺跡

①茅野市宮川17街区15016② 中世③集落跡④H17。

4。 1～ 5。 9⑤茅野市教育委員会⑥柳川英司⑦集合住
宅③86⑨井戸址 4■ 火葬遺構 10土坑200溝址 1・

造成面2(中世)⑩土器・陶磁器・鉄製品(中 世)①平
成13、 14、 16年度に行った発掘調査に近接している

場所の調査区であるが、以前の調査に比べて井戸址
5を はじめ遺物も生活遺物が主体であるため、隣接

する干沢城下町遺跡に類似する、中世の文献史料に

見られる「大町」の跡ではないかと考えられる。⑫
刊行予定なし。

7927 小堂見遺跡

①茅野市玉川字上ノ宮上3254-2②縄文③集落跡

④H17.3。 17⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦その

一-38-―

むこうっぱら

7923 向 原遺跡
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他の建物③20⑨ なし⑩なし⑪調査地はハードロー

ムまで削平を受け遺構等は遺存していない。⑫刊行
予1定 なし。

7928 上原城下町遺跡

①茅野市ちの字原田1102-l②縄文～近世③集落跡
④H17.3。 25⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人
住宅③4⑨なし⑩なし⑪住宅基礎の掘削が盛り土内
に収まることを確認。⑫刊行予定。

7929 上御前遺跡

①茅野市玉川3112-5②旧石器・縄文・平安③集落跡

④H17。 4。 18⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人

住宅③25⑨なし⑩なし⑪調査地点は遺跡範囲ほぼ

中央だが、住宅基礎の掘削が盛り土内に収まること
を確認。⑫刊行予定。

7930 中 原遺跡

①茅野市豊平148他②縄文③集落跡④H16。 11.5～

12。 4⑤茅野市教育委員1会⑥小池岳史⑦工場③675⑨

⑩竪穴住居址13(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)⑩土器 (縄文)、 石器 (縄

文)①縄文時代中期後半の中核的集落で、台地の平
坦面に環状集落が形成されていたと推測される遺
跡で、調査の結果それを裏付けることができた。集
落の継続時期が後期初頭にまで至る可能性が指摘
される。⑫刊行予定なし。

7931 高部遺跡

①茅野市宮川436-4ほ か②縄文～古墳・平安・中世
③集落跡④H17。 5。 12⑤茅野市教育委員会⑥小池岳
史⑦その他の開発③5⑨なし⑩土器(縄文、古墳、平
安)、 黒耀石(縄文)⑪畑地造成時に大掛かりな切り
盛りがある。⑫刊行予定なし。

7932 藤塚遺跡

①茅野市玉川3580T2②縄文③集落跡④H17。 4。 28～

4。 29⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住宅③
47⑨配石跡1(縄文)⑩土器(縄文)、 石器・黒耀石(縄

文)⑪縄文中期後半の土器・石器と共に配石遺構が

検出された。大規模な環状集落と想定される本遺跡
の集落構造を解明する上に重要であり、配石遺構と

微地形の関係にういても注目される。⑫刊行予定。

7933 痩尾根遺跡

①茅野市湖東2069-1ほ か②縄文③散布地④H17。 5。

21⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住宅③15

⑨なし⑩なし⑪調査範囲に遺構が存在する可能性
は極めて低く、出土遺物も皆無。西側の基礎掘削は

遺物包含層までは達していないことを確認。⑫刊行
予定。

ひ が も じ            '
7934 日鴨寺遺跡

①茅野市泉野6924-l②縄文③集落跡④H17。 6。 6⑤茅
野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住宅③20⑨なし

⑩なし⑪遺跡主体から外れていると考えられる。⑫
刊行予定。

①茅野市ちの1322-l②縄文～近世③集落跡④H17。

5。 23～ 5。 24⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人
住宅③103⑨竪穴住居跡1(古墳)t暗渠溝跡 (近世)

⑩土器(古墳)、 陶器(近世)⑪古代の竪穴住居跡1軒
と近世以降の暗渠排水路が検出された。⑫刊行予
定。

①茅野市ちの2o3二 1l②縄文～近世③集落跡④H17。

6。 13⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住宅③
4⑨なし⑩なし⑪遺構・遺物検出されず。⑫刊行予
定。

7937 長峰遺跡

①茅野市宮川11131-1l②縄文③集落跡④H17.6。 20

⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住宅③74⑨

なし⑩なし⑪遺構・遺物検出されず。⑫刊行予定。

うえはらじょうかまち

7935 上 原城下町遺跡

うえはらじょうかまち

7936 上 原城下町遺跡
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7938

①茅野市ちの播磨小路土地区画整理地内7街区②
縄文～近世③集落跡④H17。 6。 21⑤茅野市教育委員
会⑥小池岳史⑦個人住宅③105⑨ なし⑩土器(古墳、
中世)、 陶器(近世)、 砥石⑪遺構の検出はなかったが
自然流路内から土器片が少量検出される。⑫刊行予
定。

7939 茅野和田遺跡

①茅野市玉川1667-1ほ か②縄文・古墳・平安③集落
跡④H17。 6.8⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人
住宅③19⑨なし⑩土器(平安)⑪遺構は検出されな
かったが、平安時代土器片が検出されたため、遺跡
範囲の拡大を行う。⑫刊行予定。

7940 -本木遺跡

①茅野市玉川8450-5②縄文③散布地④H17.7。 5⑤茅
野ヽ市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住宅③97⑨なし
⑩なし⑪遺構・遺物が検出されず。⑫刊行予定。

7941 家下遺跡

①茅野市ちの258376②縄文～近世③集落跡④H17.

5。 9｀ 7。 22⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住
宅③28⑨土坑 ?l⑩土器 (弥生、古墳、中世)⑪建物

外周及び地下倉庫の基礎掘削範囲を調査。土器片に
は磨耗痕があり、土層の堆積状況から洪水等により

再堆積したものと確認ざ⑫干J行予定。

①茅野市ちの747-l②縄文～近世③集落跡④H17.

7。 11～ 8.9⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住
宅③9⑨竪穴住居跡2(古墳、平安)、 土坑 5、 溝跡 1

⑩土器(弥生、古墳、平安)、 磁器(近世)①弥生時代か
ら平安時代の遺構が濃密に分布する。⑫刊行予定。

7943 上原城下町遺跡

①茅野市ちの1326-l②縄文～近世③集落跡④H17.

9。 9⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦その他の開発
③70⑨ なし⑩なし⑪なし⑫刊行予定な_し 。

7944

①茅野市金沢5569②縄文・平安③散布地④H17。 9。 27

⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦その他の開発③
2⑨なし⑩なし⑪遺構・遺物なし。⑫刊行予定な
し。

7945 中島遺跡

①茅野市玉川1356T3②縄文・平安③集落跡④H17.

10。 11～ 10。 12⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個
人住宅③137⑨掘立柱建物跡1(縄文)、 土坑3(縄
文)⑩土器(縄文)⑪棟持柱を持つ2間 ×1間の掘立
柱建物跡が検出されている。⑫刊行予定。

7946 上原城下町遺跡

①茅野市ちの1331-l②縄文～近世③集落跡④H17.

11。 13⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦その他の開
発③7⑨性格不明落ち込みl⑩土器(古代、中世)、

銭貨(中 世)⑪古代から中世の土器片、銭貨を含む遺
物包含層を確認するが、掘削はこの層まで及ばず駐
車場下に保存されている。⑫刊行予定なし。

しもかにが わ ら            、

7947 下蟹河原遺跡

①茅野市ちの3296-1ほ か②弥生ァ中世③集落跡
④H17。 12。 19⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人
住宅③2⑨なし⑩土器(古墳、中世)⑪掘削は現耕土
内で収まり、遺物包含層は保存されている。⑫刊行
予定。

7948 小堂見遺跡

①茅野市玉川3306-7②縄文・平安③集落跡④H17。

12。 21⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住宅③
57⑨なし⑩黒耀石⑪現地形とは異なり、調査地′点の
東側に浅い谷が入り込んでいる。⑫刊行予定。

7949 茅野和田遺跡

①茅野市玉川1686-2②縄丈・古墳・平安③集落跡
④H17。 11。 l⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人
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7942 上 原 城下町遺跡
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住宅③97⑨ なし⑩土器(縄文)⑪調査地点は、遺跡隣
接地であるが、土器が出土したことより、遺跡範囲
を調査地点まで拡大し、遺跡分布図の修正を図っ
た。⑫刊行予定

7950上の 平 遺跡

①茅野市豊平8800Tl②縄文・平安 。近世③集落跡

④H17。 11。 4～ 11.5⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史
⑦個人住宅③134⑨竪穴住居跡 1(縄文)、 土坑24(縄

文)⑩土器 (縄文、平安)、 石器 (縄文)⑪縄文中期初頭
竪穴住居跡と前期,末葉以降の土坑が検出された。こ
の内掘削が及ばない範囲については、遺構上面プラ
ン確認に留ゅ、埋め土にて保存する。本遺跡は継続
性の高い集落であることが確認された。⑫刊行予
定。

｀

'951 

結誓登銀遺跡
①茅野市ちの543②弥生・古墳③散布地④H17。 12.26

⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦その他の開発③
なし⑨なし⑩なし⑪造成工事は現況地盤に盛り土
され施行。⑫刊行予定なし6‐

7952 駒形遺跡       :
①茅野市米沢5069-l②旧石器尋電文③集落跡④H18。

1。 6⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史・百瀬一郎⑦ガ
ス・水道・電気③ l⑨なし⑩なし⑪遺構・遺物は確
認されなかった。⑫刊行予定なし。

7953 御社宮司遺跡

①茅野市宮川5816-5②縄文～近世③集落跡④H18。

1。 10⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住宅③
l⑨なし⑩なし⑪造成工事は現況地盤に盛り土さ
れ施行された。⑫刊行予定。

7954 駒形遺跡

①茅野市米沢②縄文③集落跡④H17。 8。 22～ 12。 2⑤

長野県埋蔵文化財センター⑥藤原直人、贄田 明⑦
道路③400⑨竪穴住居跡15、 方形柱穴列4、 土坑(縄

文)⑩土器、石器(石鏃、石匙、石錘、凹石、石皿、黒曜
石原石)(縄文)⑪平成16年度調査できなかった道路

下部分では、竪穴住居跡や方形柱穴列が激しく切り
あう状況で発見された。取り付け道路部分の調査か
ら集落域の北端が把握できた:⑫平成18年度刊行予
定。

7955 御社宮司遺跡

①茅野市宮川②平安、中世、近世③集落跡④H17。 7.

13～ 9。 30⑤長野県埋蔵文化財ャンター⑥河西克造、
廣田和穂⑦道路③834⑨水田跡 (平安、近世)、 竪穴、
溝跡、集石(近世以降)⑩土器、灰釉胸器、陶磁暮t石

器(打製石斧:凹石)、 鉄釘(平安、中世、近世)⑪中央
自動車道建設時の発掘調査で確認されていた「中世
以降の畦畔状遺構」と同一の遺構が発見され、その
埋没時期が近世で、バイパス用地まで広がっている
ことが判明した。⑫刊行未定。

①茅野市ちの②縄文～古墳、平安、中世③集落跡
④H17。 4。 21～ 11。 30⑤長野県埋蔵文化財センター

⑥藤原直人、土屋哲樹⑦道路③5,000⑨ 竪穴住居跡
35、掘立柱建物跡2t溝跡(集溝墓、土坑 (縄文～古
墳、平安、中世)⑩土器、石器(石鏃、石匙、凹石(石

皿)、 金属製品(古銭、刀子)(縄文～古墳、平安、中|
世)⑪縄文時代前期前葉から中世まで集落域として

活用されていた状況が判明した。⑫平成19年度刊行
予定。               l

(9)千曲市

7957 屋代遺跡辞 援シ鴨 遺跡

①千曲市大字屋代1313番地②縄文|～ 中世③集落跡
④H17.6。 6～ 619⑤千曲市教育委員会⑥小野紀男⑦
その他の建物 (オ イルタンク埋設)③70⑨ なし⑩な
し⑪以前建設されていた建造物の基礎が深部にま
で達しており、すでに遺跡が破壊されている状態で
あらたため、遺構・遺物は全く検出されなからた。
⑫平成18年度刊行予定。

まちうらいせ き   ヽ

7958 町裏遺跡

①千曲市大字桑原1156番地1ほか②平安～中世③
集落跡④H17。 12.5～ 12。 13⑤千曲市教育委員会⑥寺
島孝典⑦道路③270⑨竪穴住居跡4(平安)、 不明遺

7956 繕井・向箭 重遺跡
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構 (中 世)⑩土器 (平安～中世)⑪平成15年度からの

継続事業で、3年 目の調査となる。これまでの調査

で奈良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 4棟が

確認されている。また、中世の遺構も検出され、周辺

に中世の居住域が展開している可能性が考えられ

る。⑫平成18年度刊行予定。

や しろ

7959 屋代遺跡群

①千曲市大字雨宮519番地l②縄文～中世③集落跡

④H17.10.3～ 10。 25⑤千曲市教育委員会⑥小野紀男

⑦その他の建物(事務所)③ 150⑨竪穴住居跡22(弥

生、古墳、平安、不明)、 掘立柱建物跡 3、 溝跡 3、 土坑
8、 ビット4(弥生～中世)⑩土器 (弥生～中世)①弥
生時代から平安時代にかけての集落跡を調査。竪穴

住居跡ほか多くの遺構を検出した。⑫千曲市教育委
員会『屋代遺跡群 大境遺跡 8』 平成18年 3月 刊

行。

育委員会⑥寺島孝典⑦道路③700⑨竪穴住居跡 6、

土坑 2、溝跡 2(平安)、 水田跡 1(中 世以降)⑩土器、

陶器、古銭 (平安、中世以降)⑪調査地は約70cmの比

高差が存在し、北側の低地部分からは中世水田跡が

検出されているが、その下層からは遺構・遺物は検
出されていない。南側の高地部分からは平安時代の

住居跡 6棟のほか、溝跡、土坑等の遺構が検出され
ている。⑫平成18年度刊行予定。

7961
そりまちち てん

返町地点

①千曲市大字屋代字返町569番地l②弥生～平安③

集落跡④H18。 3。 13～ 3。 22⑤千曲市教育委員会⑥寺

島孝典⑦その他の開発 (携帯電話無線基地局建設)

③67⑨竪穴住居跡 1、 溝跡 2(平安)⑩土器 (平安)

①上信越自動車道の調査と同様、微高地上の集落跡
と思われ、検出された住居跡のカマド内からは、土

器が廃棄された状態で出土した。⑫平成18年度刊行
予定。

①千曲市大字八幡4983番 地2ほか②近世～近・現代
③社寺跡④H18。 3。 8～ 3。 23⑤千曲市教育委員会
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五十里地点

①千曲市大字屋代字五十里659番地3ほか②平安、中
世③集落跡、水田跡④H17e10。 18～ 11。 1l⑤千曲市教

写真7 千曲市 屋代遺跡群大境遺跡での調査  (千曲市教育委員会提供)
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⑥小野紀男⑦記念物保存修理事業 名勝「娘捨 (田

毎の月)」 長楽寺発掘調査③20⑨石段 (近世～近代)

⑩陶磁器、瓦(近世～近代)⑪明治時代の絵図等によ

り、長楽寺観音堂と娘石との間に石段があったこと

が記録されている。現在実施している長楽寺整備事

業に反映させるため、その依存状況調査を行ったと
ころt観音堂へと登る15段 の石段が良好に検出され

た6石段は両脇に縁石を持ち、幅は140cm前後を測
る。勾配は約40度である。⑫刊行予定。

すぎやま         :
7963 杉山古墳群

①千曲市大字倉科字杉山②古墳③古墳④H17.8。 29

～9。 17⑤千曲市教育委員会⑥佐藤信之⑦学術調査
③150⑨古墳2(古墳)⑩土器、人骨(古墳)⑪保存を
目的とした確認調査。⑫平成18年度刊行予定。

7964 粟佐遺跡群 琵琶島遺跡

①千仙市大字小島3162番地 3ほか②平安、中世③集
落跡④H17。 11。 14～ 11。 25⑤千曲市教育委員会⑥小

野紀男⑦道路③95⑨水田跡 1、 溝跡14tピ ット4(中
―世)⑩土器片(平安、中世)⑪現地表下80cmで 中世と

考えられる水田面を検出:そ の下層に畝状の形態を
とる複数の溝跡を検出した。⑫事業最終年度刊行。

7965‐ 賞T造詠
:

①千曲市本宇八幡東体②奈良、平安、中世③集弯跡
④H17。 811■12:9⑤長野県埋蔵文化財センター⑥町
田勝則、小林秀行⑦道路③l,200⑨竪穴住居跡2(奈

良、平安)、掘立柱建物跡 9、溝跡、水田跡、井戸跡、土

坑 (奈良～中世)⑩土器、本製品(漆器、曲げ物、箸、

籠、下駄)金属製品(古銭)(奈良、平安、中世)⑪族捨

方面からの土石流押し出しの末端部の傾斜地を調
査。石組みの井声跡から

´
は漆器の優品が出土し、中

世の屋敷地の存在が推測される。⑫刊行未定。

7966

①千曲市上山田字薬師堂②弥生、古墳、平安、中世③
集落跡④H17:4。 19～ 12.6⑤長野県埋蔵文化財セン

ター⑥西 香子、山崎まゆみ⑦道路③2,305⑨竪穴
住居跡 6(弥生)、 溝跡、土坑、水田跡(弥生、古墳、平
安、中世)⑩土器、石器 (弥生、古墳、平安、中世)⑪対

象地の調査をほぼ完了。弥生時代前期末から中世に

かけて、土地の状況に応じて墓域、集落域、生産域に

活用されてきた状況を明らかにできた。⑫干J行未

定。 _

(10)佐 久市

7967 扇田遺跡

①佐久市内山字扇田7125-2ほか②古墳二平安③
集落跡④H16。 7。 5～ H17。 6。 17⑤佐久市教育委員会⑥
上原 学、小林具寿、冨沢一明、佐々木宗昭⑦道路③
2,400⑨竪穴住居跡91、 掘立柱建物跡 6、 土坑30、 溝
跡 1、 ビット43(古墳～平安、不明)⑩石器 (弥生～平
安)、 土器 (古墳～平安)、 玉類(古墳)(鉄製品(奈

良く平安)⑪古墳時代後期から平安時代後期の集落
跡。⑫佐久市教育委員会『佐久市埋蔵文化財調査報
告書第135集 開戸田遺跡 樋村遺跡Ⅲ 扇田遺跡』平
成18年 3月 刊行。

ち げ い り      ち げ い りとりであと  たたみいし

7968 地ヶ入遺跡 地ヶ入砦跡 畳 石遺

①佐久市志賀1324二 3ほ か②縄文、平安、中世③集落
跡、砦跡、散布地④H8,12.18ミ H17。 6。 17⑤佐久市教
育委員会⑥須藤隆司、林 幸彦、小林具寿、羽毛田

卓也、出澤 力⑦道路③17,190⑨竪穴住居跡 5(平

安)、 竪穴状遺構 7、 溝跡 2、 土坑・火葬墓 9、 ビット

(平安～中世)⑩土器、石器(縄丈、平安、中世)、 金属
製品、陶磁器 (中 世)⑪各遺跡は志賀川に面した北側
に連なる山麓傾斜地や谷部、尾根上斜面に存在す
る。中世の砦跡や平安時代の小規模な集落跡が確認
され、縄文時代の遺物が確認されている。平成17年

度は西駒込遺跡を調査しt縄文時代石器が出土して
いる。⑫佐久市教育委員会『佐久市埋蔵文化財調査

報告書第137集 地ヶ入遺跡 地ヶ入砦跡 畳石遺跡

牛房沢遺跡 西駒込遺跡』平成18年 3月 刊行。

7969
きたばたけ

北 畑遺跡

①佐久市桜井字下田599-1ほか②縄文、弥生、平安
③集落跡④H17110。 3～ 11.26⑤佐久市教育委員会⑥
小林員寿⑦道路③l,500⑨土坑23、 溝跡4、 ビット
71、 遺物包含層 1(縄文、弥生、平安)⑩土器、石器(縄

文、弥生、平安)⑪調査地は集落跡の縁辺部にあたる
と考えられ、集落跡は現桜井集落の地下に包蔵され
ていると推測される。⑫平成20年 3月 刊行予定:
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7970 -寒恥i遺跡群 西一本 柳遺跡 XⅢ

①佐久市大字岩村田字下樋田1777-l②弥生～平安
③集落跡④H17。 4。 5～ 4。 27⑤佐久市教育委員会
⑥小林具寿⑦その他の建物 (貸事務所)③337⑨竪穴
住居跡35、 掘立柱建物跡 5、溝跡 1、 土坑 1、 ビット
27(弥生～平安、不明)⑩土器、土製品、鉄製品、石製
品(弥生～平安)⑪当地に展開する一連の集落遺跡
の一部であり、今回の調査では佐久地方では資料が

少ない弥生時代後期前半の資料が蓄積された。⑫佐
久市教育委員会『佐久市埋蔵文化財調査報告書 第
139集 西一本柳遺跡XⅢ』平成18年 3月 刊行。

7971 市道遺跡 Ⅲ 他

①佐久市跡部46-6ほか②弥生～中世③集落跡、包
蔵地④H16。 9。 9～ H17。 11。 28⑤佐久市教育委員会⑥
冨沢一明、出澤 力、佐々木宗昭⑦道路③8,000⑨ 竪
穴住居跡106、 掘立柱建物跡37、 土坑151、 溝跡21、 ピ
ット432(弥 生～平安)、 竪穴状遺構9(中世)⑩土器、
石製品、土製品(弥生～平安)金属製品(奈良、平

安)、 ⑪現地表から1。 5か ら2。 Omの ところで弥生時
代から中世の遺構・遺物が確認された。周囲はほ場
整備がされているが、その下の地下遺構が破壊を受
けていない部分がかなりの面積に広がることが確
認された。また竪穴住居跡から「風字硯」が確認さ

れている。⑫平成20年 3月 刊行予定。

7972 西一里塚遺跡

①佐久市岩村田平塚②弥生、平安③集落跡④H17。

4。 21～ 12.22⑤長野県埋蔵文化財センター⑥寺内隆
夫、自沢勝彦、桜井秀雄⑦道路③10,400⑨ 竪穴住居
跡 9、 円形・方形周溝墓11(弥生)、 溝跡、土坑、水田跡
(弥生、平安)⑩土器、石器・石製品(石鏃、磨製石斧、
勾玉)、 土偶、本製品(建築部材)、 ガラス玉(弥生、平
安、近世)⑪調査対象地は現状平坦面となっている
が、微高地や低地が埋もれている状況が確認でき(

それぞれの特性に応じた土地利用がなされていた
状況が把握できた。⑫刊行未定。

7973 森 平遺跡

①佐久市横和森平②弥生、平安③集落跡④H17。 8。 22

～12。 22⑤長野県埋蔵文化財センター⑥寺内隆夫、
桜井秀雄⑦道路③3,000⑨竪穴住居跡11、 掘立柱建
物跡・平地住居跡12、 環濠 (弥生)、 溝跡、土坑、墓跡
(弥生、平安)⑩土器、石器 (磨製石鏃、太形蛤刃石斧、
扁平形刃石斧、砥石)(弥 生、平安)⑪湯川に近接する

低位段丘上に発見された弥生時代中期後半の集落
跡である。これまで知られていなかった遺跡で、

妻難露難華難
=華
華難轟轟‖韓:薔薫琳蒙群縦::群:禅群難難藩葺織:薄華豪華華華華華毒難彗華華華轄難難彗難華護華藝覇覇瓢圏鐵灘墨騨 薦:難薫薔難垂薄難葺葺華華難葺華華難華華華華華華華華華華華講
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7970 T本 柳遺跡群 西一本 柳遺跡 XⅢ

①佐久市大字岩村田字下樋田1777-l②弥生～平安

③集落跡④H17。 4.5～ 4。 27⑤佐久市教育委員会

⑥小林具寿⑦その他の建物 (貸事務所)③337⑨竪穴
住居跡35、 掘立柱建物跡 5、 溝跡 1、 土坑 1、 ビット
27(弥生～平安、不明)⑩土器、土製品、鉄製品、石製
品(弥生～平安)⑪当地に展開する一連の集落遺跡
の一部であり、今回の調査では佐久地方では資料が

少ない弥生時代後期前半の資料が蓄積された。⑫佐
久市教育委員会『佐久市埋蔵文化財調査報告書 第
139集 西一本柳遺跡XⅢ 』平成18年 3月 刊行。

7971 市道遺跡 Ⅲ 他

①佐久市跡部46-6ほ_か②弥生～中世③集落跡、包

蔵地④H16。 9.9～ H17。 11。 28⑤佐久市教育委員会⑥
冨沢二明、出澤 力、佐々木宗昭⑦道路③8,000⑨ 竪

穴住居跡106、 掘立柱建物跡37、 土坑151、 溝跡21、 ピ

ット432(弥 生～平安)、 竪穴状遺構9(中世)⑩土器、
石製品、土製品(弥生～平安)金属製品(奈良、平
安)、⑪現地表から1。 5か ら2。 Omの ところで弥生時
代から中世の遺構・遺物が確認された。周囲はほ場
整備がされているが、その下の地下遺構が破壊を受
けていない部分がかなりの面積に広がることが確
認された。また竪穴住居跡から「風字硯」が確認さ

れている。⑫平成20年 3月 刊行予定。

7972 西―里塚遺跡

①佐久市岩村田平塚②弥生、平安③集落跡④H17。 ―

4。 21～ 12。 22⑤長野県埋蔵文化財センター⑥寺内隆
夫、自沢勝彦、桜井秀雄⑦道路③10,400⑨竪穴住居
跡 9、 円形・方形周溝墓11(弥生)、 溝跡、土坑、水田跡
(弥生、平安)⑩土器、石器・石製品(石鏃、磨製石斧、
勾玉)、 土偶、木製品(建築部材)、 ガラス玉(弥生、平
安、近世)⑪調査対象地は現状平坦面となっている
が、微高地や低地が埋もれている状況が確認でき、
それぞれの特性に応じた土地利用がなされていた
状況が把握できた。⑫刊行未定。

7973 森 平遺跡

①佐久市横和森平②弥生、平安③集落跡④H17.8。 22
～12。 22⑤長野県埋蔵文化財センター⑥寺内隆夫(

桜井秀雄⑦道路③3,000⑨竪穴住居跡11、 掘立柱建
物跡・平地住居跡12、 環濠 (弥生)、 溝跡、土坑、墓跡
(弥生、平安)⑩土器、石器 (磨製石鏃、太形蛤刃石斧、
扁平形刃石斧、砥石)(弥生、平安)⑪湯川に近接する

低位段丘上に発見された弥生時代中期後半の集落
跡である。これまで知られていなかった遺跡で、

写真 8 佐久市 一本柳遺跡群西一本柳遺跡の弥生時代竪穴住居跡での遺物出土状況

(佐久市教育委員会提供 )
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佐久地方の弥生時代の集落立地を再考する材料と

なる。⑫刊行未定。

①佐久市協和和田②縄文、弥生、平安、中世、近世③

散布地④H17‐ 7113～ 8.31⑤長野県埋蔵文化財セン

ター⑥寺内隆夫、中野亮一⑦道路③3,000⑨溝跡、ピ

ット、焼土跡 (縄文、弥生、平安、中世)⑩土器、石器

(砥石)(縄文、弥生、平安、中世、近世)⑪調査対象地
からは城郭に係わる施設は確認されなかった。発見
された溝跡は土地の境界を示すものと考えられる。

⑫平成18年度刊行予定。

(11) 東御市           、フ

7975 前原遺跡

①東御市和②縄文t古墳t平安～近世③集落跡

④H16。 5。 26～ H17.3。 30⑤東御市教育委員
:会

⑥堀田

雄二⑦道路、宅地造成③128⑨土坑 2(古墳～平安)

⑩石器 (縄文、弥生)、 土器(縄文～平安)、 灰釉陶器

(平安)、 陶磁器、瓦 (中 世以降)⑪わずかな範囲であ
ったが、遺物が集中して検出された。調査区南側は

良好に保存されており、西側にかけて遺跡が広がっ

ているものと思われるも⑫東御市教育委員会『平成
16年度:市内遺跡発掘調査概要報告書』平成17年 3

月刊行。   l

(12)

7976

安曇野市

①安曇野市明科東川手533く 534-1ほ か②古墳、平安

③集落跡④H17.5。 16～ 6。 12⑤ (旧 )明科町教育委員会

⑥山越正義、請地 誠⑦道路③225⑨古墳 1(古墳)、

竪穴住居跡 1(平安)⑩土器、王類 (古墳)①限られた

調査区であることと、耕作のため墳丘の削平等によ

り、古墳の規模、構造t葬送儀式等は推測の域を出な
い。平安時代竪穴住居跡についても同様である。⑫
『潮神明宮前遺跡Ⅱ 明科町の埋蔵文化財第13集』
明科町教育委員会 平成17年 9月 30日 刊行。 |:

ひがしおぐら   :     1             _ ´

79771東小倉遺跡  :‐ ‐    ■ i

①安曇野市三郷小倉②縄文③集落跡④H17.9。 27■ :

12.15⑤安曇野市教育委員会⑥那須野雅好、今村

克⑦道路③220⑨竪穴状遺構 1、 溝跡 2、 土坑52(縄

文)⑩土器 (縄文)① これまでの付近の調査結果か

ら、集落遺構の密集地と考えられたが、昭和初期
の簡易水道施設と重複 しており、遺物包含層及び遺

構に多大な影響が及んでいたことが判明した。今回
は、同遺跡の西側境の確認や、同遺跡で暮らしてい

た人々に影響を与えたと思われる自然水路が確認
できたことが成果である6⑫『東小倉遺跡V安曇

野市の埋蔵文化財第 1集』安曇野市教育委員会 平
成18年 3月 9日 刊行。          1

(13) 南牧村

7978

①南牧村大字野辺山字ニツ山②旧石器③集落跡

④H17。 4。 11～ 6。 2⑤長野県埋蔵文化財センター、南
牧村教育委員会⑥寺内隆夫、中野亮二⑦農業基盤整
備事業 (農道)③3,000⑨石器ブロック(旧石器)⑩石
器 (角 錐状石器、掻器、石核、剥片)(旧石器)⑪矢出川
の右岸、飯盛山北麓に位置し、野辺山原面と飯盛山
から北へ延びる丘陵との境界線上近くに立地する。
特に旧石器時代の石器ブロックは、農業による土地
の改変が及んでいない部分から細石刃より古い上

記の石器が出土した。本遺跡群の石器文化を考える
上で好資料となった。⑫南牧村教育委員会『矢出川

遺跡群下南牧村の埋蔵文化財第 2.集
=』

平成17年 9

月干Jtt。  ‐                   1

(14)川 上村

7979

①川上村大字秋山52丁 l②近世③生産遣跡④H17ら

5,6～ 11。 4⑤川上村教育委員会⑥長崎 治⑦学術調
査③20⑨ なし⑩陶器、土器、鉱山臼類、鉄製品、鋼製
品、銭貨 (近世)①遺構の検出はなかったが、武田氏
の金山開発による金精錬過程の手掛かり及び稼業

時期を究明する手掛かりが得られた。⑫平成19年度

刊行予定。|

(15) 原村      :_

7980 大石遺跡      ■‐

①原村菖蒲沢②縄文③集落跡④H17。 4。 18～ 4。 28⑤
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原村教育委員会⑥平出一治⑦その他の建物 (物置)

③24⑨ なし⑩土器、石器(縄文)⑪昭和50年 の中央自

動車道建設の関連工事において、当該地区は当事傾

斜しており、畑を平にするためにローム層まで土を

取り除き、工事で不必要になった土を埋めていた。
したがって当事に遺跡は消滅してしまっていた。⑫
原村教育委員会『原村の埋蔵文化財小報 21大石遺

跡 (第 5次発掘調査)』 平成18年 3月 刊行。

7981 久保地尾根遺跡

①原村室内②縄文③集落跡④H17。 5。 16～ H。 4⑤原

村教育委員会⑥平出一治⑦宅地造成ほか③2,726⑨

竪穴住居跡 9、小竪穴跡173、 焼土跡 2(縄文)、 墓穴

1、 溝跡 1(近 ・現代)⑩土器 (縄文、平安)、 石器 (縄

文)⑪縄文時代中期と平安時代後期の複合遺跡であ

ることがわかった。縄文時代は中期後半における典

型的な環状集落の一部を調査したが、黒土中に構築

された不明瞭な住居跡も見られた。小竪穴跡は墓穴
と思われるしっかりとしたものが多く、1基だけで

はあるが翡翠と琥珀の玉が出土した。なお小竪穴跡
の中には調査進行途上で黒土中に構築された住居

跡の柱穴であることが明らかになったものもある。

平安時代は土師器破片が数点出土しただけで、遺構
の検出はなかった。⑫原村教育委員会『原村の埋

蔵文化財小報 20久保地尾根遺跡 (第 10次発掘調

査)』 平成18年 3月 刊行。

7982 裏の尾根遺跡

①原村中新田②縄文③散布地④H17。 5。 10～ 5。 14⑤

原村教育委員会⑥平出一治⑦その他の建物 (原村保

険老人施設)③226。 16⑨なし⑩土器 (平安)、 内耳鍋

(中 世)⑪縄文時代、平安時代、中世 ?の複合遺跡で

あることが明らかになった。⑫原村教育委員会『原

村の埋蔵文化財小報 22裏の尾根遺跡 (第 2次発掘

調査)』 平成18年 3月 刊行。

(16)富士見町

7983 大花北遺跡

① 富士見町境7183-1ほか②縄文③集落跡④H17。

9。 28～ 10。 18⑤富士見町教育委員会⑥樋口誠司、小
松隆史⑦その他の開発(石積み工事)③72⑨竪穴住
居跡 1、 建物跡、墓、貯蔵穴等(縄文)⑩土器、石器(縄

文)⑪平成14年度調査区で検出した墓群の外周部に
あたる。⑫富士見町教育委員会『大花北遺跡・小母
沢遺跡』平成18年 3月 刊行。

7984 千沢遺跡

①富士見町境7264ほ か②縄文③集落跡④H17。 9。 1

～10。 4⑤富士見町教育委員会⑥樋口誠司、小松隆史

写真 9 原村 久保地尾根遺跡での俯腋写真  (原村教育委員会提供 )
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原村教育委員会⑥平出一治⑦その他の建物 (物置)

③24⑨ なし⑩土器、石器 (縄文)⑪昭和50年 の中央自

動車道建設の関連工事において、当該地区は当事傾

斜しており、畑を平にするためにローム層まで土を

取り除き、工事で不必要になった土を埋めていた。

したがって当事に遺跡は消滅してしまってぃた。⑫

原村教育委員会『原村の埋蔵文化財小報 21大石遺

跡 (第 5次発掘調査)』 平成18年 3月 刊行。

7981 久保地尾根遺跡

①原村室内②縄文③集落跡④H17.5。 16～ 11.4⑤原

村教育委員会⑥平出一治⑦宅地造成ほか③2,726⑨

竪穴住居跡 9、小竪穴跡173、 焼土跡 2(縄文)t墓穴

1、 溝跡 1(近 ・現代)⑩土器 (縄文、平安)、 石器 (縄

文)⑪縄文時代中期と平安時代後期の複合遺跡であ

ることがわかった。縄文時代は申期後半における典

型的な環状集落の一部を調査したが、黒土中に構築

された不明瞭な住居跡も見られた。小竪穴跡は墓穴

と思われるしっかりとしたものが多 く、1基だけで

はあるが翡翠と琥珀の玉が出土した。なお小竪穴跡

の中には調査進行途上で黒土中に構築された住居

跡の柱穴であることが明らかになつたものもある。

平安時代は土師器破片が数点出土しただけで、遺構
の検出はなかった。⑫原村教育委員会『原村の埋

蔵文化財小報 20、久保地尾根遺跡 (第 10次発掘調

査)』 平成18年 3月 刊行。

7982 裏の尾根遺跡

①原村中新田②縄文③散布地④H17.5。 10～ 5。 14⑤

原村教育委員会⑥平出一治⑦その他の建物(原村保
険老人施設)③226.16⑨なし⑩土器(平安)、 内耳鍋
(中世)⑪縄文時代、平安時代(中世?の複合遺跡で

あることが明らかになった。:⑫原村教育委員会『原
村の埋蔵文化財ガ■風22裏の尾根遺跡(第 2次発掘
調査)』 平成18年3月 刊行。

(16)富士見町

① 富士見町境7183-1ほ か②縄文③集落跡④H17。

9。 28～ 10。 18⑤富士見町教育委員会⑥樋口誠司、小
松隆史⑦その他の開発(石積み工事)③72⑨竪穴住
居跡 1、 建物跡、墓、貯蔵穴等(縄文)⑩土器、石器(縄

文)⑪平成14年度調査区で検出した墓群の外周部に
あたる。⑫富士見町教育委員会『大花北遺跡・小母
沢遺跡』平成18年 3月 刊行。

7984 干沢遺跡

①富士見町境7264ほ か②縄文③集落跡④H17。 9。 1

～10:4⑤富士見町教育委員会⑥樋口誠司、小松隆史

おおばなきた

7983 大花北遺跡

′写真 9 原村 久保地尾根遺跡での俯腋写真  (原村教育委員会提供 )
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⑦道路③924⑨竪穴住居跡 2、 小竪穴等 (縄文)⑩土

器、石器 (縄文)①縄文時代後期の井戸遺跡に隣接す
る地点で、住居跡の炉跡と思われる焼土を検出し

た。東には別の時期の集落が広がっている可能性が

考えられる。⑫刊行予定なし。

こばあさわ             ヽ

7985 小母沢遺跡   ′

①富士見町落合字梨木原5772-l②縄文③集落跡

④H17。 6。 28～ 9.3⑤富士見町教育委員会⑥樋口誠

司、小松隆史⑦個人住宅③397⑨小竪穴10、 焼土跡 1

等 (縄文)⑩土器、石器 (縄文)⑪縄文時代中期の小竪

穴群のほか、性格 ご時期不詳の特殊な遺構が検出さ

れた。⑫富士見町教育委員会『大花北遺跡・小母沢

遺跡』平成18年 3月 刊行6:

こばあさわ

7986 小母沢遺跡

①富士見町落合字梨木原5772-l②縄文③集落跡

④H17。 6。 28～ 9。 3⑤富士見町教育委員会⑥樋口誠

司、小松隆史⑦個人住宅③893⑨小竪穴20等 (縄文)

⑩土器、石器(縄文)⑪縄文時代中期の小竪穴群が検

出された。⑫富士見町教育委員会『大花北遺跡・小

母沢遺跡』平成18年 3月 刊行。

(17)下 諏訪町

7987 四王前田遺跡

①下諏訪町字前田5199丁 2ほ か②縄文～中世③集落

跡④H17。 7.4～ H18。 3。 20⑤下諏訪町教育委員会⑥宮

坂 清、田中慎太郎⑦工場建設③l,100⑨竪穴住居

跡 7(古墳t古代)、 土坑39(弥生～中世)、 方形竪

穴 2(中世)、 井戸 3(中世)⑩土器、石器 (縄文～中

世)、 金属製品(弥生～中世)、 陶磁器、石製品、人骨、

動物骨 (中 世)⑪諏訪湖湖岸より約600mの 低地,に 立

地する遺跡で、旧来より縄文時代晩期から弥生時代
の遺跡として知られていたが、本調査で弥生時代か

ら中世の遺構が重複して検出されたも弥生時代中期

の土坑が近接 して確認され、土器もまとまって出土

している。また中世の遺構として井戸、柱穴群、同時

期のものと思われる2基の方形竪穴が確認されて

おり、当該地区が町屋の一部であったことが考えら

れるも⑫平成21年 3月 刊行予定6  :

(18)辰 野町           ‐

7988 矢沢原遺跡

①辰野町大字樋自458-l②縄文二平安、近世t近 ・

現代③集落跡、道路跡④H17。 1。 13～ 6`24⑤辰野町教

育委員会⑥赤羽義洋⑦その他の建物 (高齢者福祉施

設)③2,700⑨竪穴住居跡 9(縄文～古墳)、 陥穴 3、

土坑 7(縄文)、道路遺構 3(近世～近・現代)⑩土

器 (縄文～平安)、 石器 (縄文)、 陶磁器 (近世～近・現

代)⑪山麓から西にのびる町内有数の扇状地に所在
し、一帯に広がる各時代の集落跡の一部を今回調査
した。少なくとも近世以降、昭和50年代のほ場区画

整理工事まで継続して使用された道路跡が出土し|
た。⑫未刊。

7989 羽場崎遺跡

①辰野町大字辰野字堀上787-1ほ か②縄文③集落
跡、墓域、祭祀跡④H14。 10。 10～ H17。 6。 2、 H17。 6。 8～

7。 14⑤辰野町教育委員会⑥福島 永⑦道路③2,000

⑨竪穴住居跡16、 敷石住居跡 2、 配石墓 5、 配石遺構
1、 土坑240(縄文)、 竪穴建物跡2(中世)⑩土器

｀
、

石器 (縄文)①縄文時代後期前半の配石遺構を中心
として、その下層には縄文時代中期の集落跡が検出
された。またこれらの遺構とともに多量の遺物も出

麦縫源遭ふこ取 〕こ:t罵婁£漫竺3轟菖LT琴賽
査は途中であるが、一時中断し埋め戻す予定。⑫未

干J。

7990 堂村遺跡

①辰野町大字辰野字堀上856ほ か②縄文、平安③墓
域④H14.9.2～ H14。 10。 2⑤辰野町教育委員会⑥大木
丈夫⑦道路③2,600⑨竪穴住居跡2(縄文、平安)、 小
竪穴跡2、 土坑9(縄文)⑩土器(縄文、平安)①縄文
時代中期の土坑が出土した。⑫未刊。

,

7991 甘露井遺跡

①辰野町大字辰野字堀上114-2ほか②縄文③集落
跡④H14.6:24～ H14。 8。 30⑤辰野町教育委員会⑥大
木丈夫⑦道路③2,000⑨竪穴住居跡1(平安)、 土坑
(墓 )他30(縄文)⑩土器(縄文、平安)⑪縄文時代中期
の住居跡や土坑が出土した。⑫未刊。
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7992 丸山下遺跡    ■  1

①辰野町大字辰野字堀上1367-7ほか②縄文③集落
跡④H14。 3。 26～ H14。 5。 30⑤辰野

:町
教育委員会⑥福

島 永⑦道路③800⑨土坑5(縄文)⑩土器(縄文)⑪

縄文1時代の土坑が出土した。⑫未刊。

①高遠町大字東高速城跡②中世、近世③城館跡

④H17。 10。 3～ 11.16⑤高遠町教育委員会⑥丸山敵一

郎、嶋田佳寿子⑦史跡高遠城跡整備③147⑨枡形石
′

垣、建物跡、給排水施設 (近世)⑩陶磁器 (中 世、近世)

⑪城跡内4箇所において調査を実施した。ニノ丸で

は枡形虎口周辺と厩、土蔵があったと推定される箇

所、南曲輪では枡形、門があったと推定される箇所
の調査を実施した。ニノ丸では江戸時代の城内へ水
を供給したと考えられる給排水施設の下部と考え

られる遺構を検出したが、調査区域外べ連続してお

りく枡形の全容解明には至らなかったど南曲輪の虎
日の調査ではt後世の撹乱が著しく、明確な遺構は

見られなかったが、礎石かと思われるような石が確

認されてぃる。⑫平成18年 3月 刊行。

①高遠町大字東高遠②近世③集落跡④H17.9。 20～

12.7⑤長野県埋蔵文化財センター⑥廣田和穂⑦道

路、県史跡旧馬島家住宅庭園整備③650⑨建物跡、導

水施設、池状遺構、土坑 (近世～現代)⑩陶磁器(高速

焼土管)、 金属器 (古銭、小柄)、 石製品(石筆、碁石)、

木製品(将棋駒、櫛)(近世～現代)⑪旧馬島家移転に

伴う礎石やその下面及び庭部分を調査。庭は何回も

改変されながら現在に至っていることが判明した。

⑫平成19年度刊行予定。

(20)箕輪町

みの わ              ´

7995 箕輪遺跡

①箕輪町大字三日町893番地1ほか②中世～近代 :

③生産遺跡(水田後)④H17.4。 11～ 8.5⑤箕輪町教育
委員会⑥赤松 茂⑦店舗③3,622⑨水田跡 1〈水路
状遺構 1、 竪穴状遺構 1(中世■近世)、 耕作関連遺
構 1、 溝状遺構(近世～近代)⑩土器、灰釉陶器(平

安)、 陶磁器 (中 世～近代 )、 金属器 (平安～近世)、 木

器類 (申 世t近世)、 石器類 (申 世～近代)⑪中世末か

ら近世初頭の木杭で構成される水路状遺構を検出

するё遺構は隣接する町道建設に先立つ発掘調査で

検出した同遺構の継続状況を確認した。駐車場箇所

は 5本の トレンチによる試掘調査を行つた。⑫箕輪

町教育委員会『箕輪遺跡―平成17年度ファッション

センターしまむら箕輪店新築工事に伴う埋蔵文化

財第17次緊急調査報告書』平成18年 3月 刊行。

7996 堰下遺跡

①箕輪町大字東箕輪3234番地5ほか②縄文、平安③
集落跡④H16。 5。 26～ 12。 21⑤箕輪町教育委員会⑥赤
松 茂⑦道路③850⑨掘立柱建物跡 1(平安)、 ビッ

ト3(時期不明)⑩土器(縄文、平安)、 石器 (縄文)、 鉄

製品(平安、不明)、 ⑪部分的に遺構の確認できる箇
所はみられたものの、ほとんどが耕作による破壊を
受けていた。⑫箕輪町教育委員会 :『堰下遺跡―平成
16年度単独道路改良事業に伴う埋蔵文化財緊急発

掘調査報告書』
「
平成16年 3月 刊行。

(21)南 箕輪村          「

7997 箕輪遺跡

①南箕輪村中田②平安～中世③生産遺跡(水田後)

④H17.4。 13～ 8。 10⑤長野県埋蔵文化財センター⑥
河西克造、広田和穂⑦道路③4,200⑨水田跡t溝跡

(平安～中世)⑩土器、陶磁器 (山 茶碗、自磁)、 金属
器 (煙管)(平安～中世)石器(打製石斧、扁平片刃石

斧)(縄文)①これまでの事例のように、砂礫層の高
まりと高まりの間の低地で、古代末から中世にかけ
ての水田跡が検出された。⑫平成18年度刊行予定。

(22) 宮田村

7998 田中下遺跡

①宮田村3135-l②縄文ミ奈良、平安、近世③集落跡

④H17。 9。 1～ 10。 21⑤宮田村教育委員会⑥小池 孝

⑦道路③400⑨竪穴住居跡 1、 土坑 3(縄文)、 掘立柱
建物跡 1、 溝跡 1、 (奈良、平安)⑩土器 (縄文、奈良く

平安)、 石器 (縄文)⑪縄文時代と奈良・平
~安

時代、近

世に至るまでの複合遺跡と考えられる遺跡のうち、

縄文時代前期と奈良・平安のそれぞれ集落跡の一部
を調査した。縄文時代前期の土坑からは磨製石斧 3

跡泣退
｝
帥

け
家ぶ武

紳宮
初
若

島
吐渥

］古同
研
東４９９７

-48-―



点と土器 1点が出土。遺物は副葬品であり、土坑は

墓であると考えられる。⑫宮田村教育委員会『田中
下遺跡第 3次調査―村道118号線付替工事に伴う埋

蔵文化財緊急発掘調査報告書』平成18年 3月 刊行。

(23)高森町

7999 北原遺跡

①高森町下市田1753ほ か②縄文～古墳、平安、中世

③集落跡、古墳④H17。 9。 27～ H18。 3。 31⑤高森町教
育委員会⑥松島高根⑦道路、その他建物(集会施設)

③l,421⑨竪穴住居跡27(弥生、平安)、 土坑25(弥生
～平安)、 囲溝跡 3(弥生)、 溝跡21(弥生～中世)、

古墳 2(古墳)、 方形周溝墓 1(古墳)⑩土器 (縄文～

平安)、 石器(縄文、弥生)、 灰釉陶器(平安)、 陶器、青
磁 (中 世)、 鉄・青鋼製品(直刀、鉄鏃、刀子、馬具)(古

墳)、 古銭 (中 世)⑪弥生時代中期後半 (北原式)に は

拠点的な集落を形成する。古墳時代(5世紀～7世
紀)に は段丘端部を利用して方形周溝墓、円墳によ

り構成される墓域を形成している。中世には現景観
につながる水田開発がおこなわれ、これに伴う灌漑
用水路が設けられている。⑫未刊。

①高森町下市田2116-1ほ か②縄文、弥生、古墳、平
安③集落跡、古墳④H17。 4。 26～ 8。 29⑤高森町教育

委員会⑥松島高根⑦その他の建物 (住宅展示場建
設)③446⑨土坑 4(縄文～平安)、 竪穴住居跡 1(弥
生)、 古墳周溝 1(古墳)、 溝跡 2(平安)⑩土器3箱

(縄文、弥生、平安)、 石器1箱 (縄文、弥生)、 馬具 3(古
墳)、 灰釉陶器0。 5箱 (平安)、 青磁若干(中 世)⑪煙減
古墳「北原 2号古墳」の周溝を検出調査し、古墳の

位置や規模等をはじめて確認した。周溝底より馬具
が出土した。周辺は弥生時代。平安時代の集落域と

想定される。⑫未刊。

8001 鐘鋳原A遺跡

①高森町牛牧2624-l②縄文③集落跡④H17。 9。 21～

9.30⑤ 高森町教育委員会⑥松島高根⑦その他の開
発(携帯電話無線基地局建設)③81⑨土坑29(縄文)

⑩土器0。 5箱、石器0。 5箱 (縄文)⑪縄文時代中期後半
の集落域の一画と考えられる。⑫未刊。

(24)波 田町

8002 若澤寺遺跡

①波田町水沢山②近世③寺院跡④H17。 5。 16～ H18.

3.31⑤波田町教育委員会⑥百瀬耕司⑦学術調査③
H,000⑨寺院関連(近世)⑩陶器 (近世)①中世(1400

年代)に元寺場跡から下つたと伝えられる史実を証
明することはできなかったが、その栄華を示す「若
澤寺―山之絵図」と整合がとれた。江戸後期の活用

きたはら

8000 北原遺跡

写真 10 高森町 北原遺跡での トレンチ状調査  (高森町教育委員会提供 )
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点と土器 1点が出土。遺物は副葬品であり、土坑は

墓であると考えられる。⑫宮田村教育委員会『田中

下遺跡第 3次調査一村道H8号線付替工事に伴う埋

蔵文化財緊急発掘調査報告書』平成18年 3月 刊行。

(23)高森町       ‐

7999 北原遺跡

①高森町下市田1753ほか②縄文二古墳、平安、中世

③集落跡、古墳④H17。 9。 27～ H18。 3。 31⑤高森町教
育委員会⑥松島高根⑦道路、その他建物 (集会施設)

③l1421⑨竪穴住居跡27(弥生、平安)、 土坑25(弥生

～平安)t囲溝跡 3(弥生)、 溝跡21(弥生～中世)、

古墳 2(古墳)(方形周溝墓 1(古墳)⑩土器 (縄文～

平安)、 石器 (縄文、弥1生 )、 灰釉陶器 (平安)、 陶器、青
磁 (中 世)、 鉄 0青銅製品(直刀、鉄鏃、刀子、馬具)(古

墳)、 古銭 (中 世)⑪弥生時代中期後半(北原式)に は

拠点的な集落を形成する。古墳時代(5世紀～7世

紀)に は段丘端部を利用して方形周溝墓、円墳によ

り構成される墓域を形成している。中世には現景観
につながる水田開発がおこなわれ、これに伴う灌漑
用水路が設けられている。⑫未刊。

きたはら

8000 北原遺跡

①高森町下市田2116-1ほ か②縄文、弥生、古墳、平
安③集落跡、古墳④H17.4。 26～ 8。 29⑤高森町教育

委員会⑥松島高根⑦その他の建物 (住宅展示場建
設)③446⑨土坑 4(縄文～平安)、 竪穴住居跡 1(弥
生)、 古墳周溝 1(古墳)、 溝跡 2(平安)⑩土器3箱

(縄文、弥生、平安)、 石器1箱 (縄文、弥生)、 馬具 3(古

墳)、 灰釉陶器0。 5箱 (平安)、 青磁若干(中世)⑪煙減
古墳「北原2号古墳」の周溝を検出調査し、古墳の

位置や規模等をはじめて確認した。周溝底より馬具
が出土した。周辺は弥生時代・平安時代の集落域と
想定される。⑫未刊。

8001 鐘鋳原A遺跡

①高森町牛牧2624-l②縄文③集落跡④H17。 9.21～

9。 30⑤高森町教育委員会⑥松島高根⑦その他の開
発(携帯電話無線基地局建設)③81⑨土坑20(縄文)

⑩土器0。 5箱、石器0。 5箱 (縄文)⑪縄文時代中期後半
の集落域の一画と考えられる。⑫未刊。

(24)波 田町

8002 若澤寺遺跡        ノ

①波田町水沢山②近世③寺院跡④H17。 5。 16～ H18。

3。 31⑤波田町教育委員会⑥百瀬耕司⑦学術調査③
ll,000⑨寺院関連(近世)⑩陶器 (近世)⑪中世(1400

年代)に元寺場跡から下ったと伝えられる史実を証
明することはできなかったが、その栄華を示す「若
澤寺―山之絵図」と整合がとれた。江戸後期の活用
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写真 10 高森町 、北原遺跡での トレンチ状調査  (高森町教育委員会提供 )
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以前については確認が取れなかったg⑫波田町教育

委員会『若澤寺を探るⅡ 若澤寺跡調査報告書』平

成18年度刊行予定。

(25)1坂城町  :=

こみやまでぃ―                         「

8003 込山 Dヽ遺跡

①坂城町大字坂城字込山9416-4②縄文～平安、近

世(近代③集落跡④H17.10。 17～ H18。 1。 27⑤坂城町

教育委員会⑥助川朋広⑦店舗③380⑨竪穴住居跡 8

(弥生～平安、不明)、 土坑10(竪穴状遺構 1、 ビツト

(不明)⑩土器 (縄文～平安)、 石器 (縄文)、 陶磁器、

古銭 (近世)⑪現地点は扇状地の扇端部にあたる沖

積地で、縄文時代から平安時代の集落跡の検出が認

められた。また、近世以降は北国街道の道筋に当た

り、当時の状況を推定できる私物の出土が認められ

た。今回の調査では、弥生時代の集落跡や古墳時代

前期の集落跡が検出され、今後の当該期の集落跡を

考える上で非常に参考となる調査成果となった。⑫

平成19年 3月 刊行予定。       r

(26)信 濃町            、

8004 狐 久保遺跡

①信濃町大字野尻字狐久保404-2②縄文、近世③散

布地④H17.4.26～ 5.H⑤信濃町教育委員会⑥渡辺

哲也⑦個人住宅③24⑨ なし⑩土器 (縄文)①調査区
の北東部を中心に縄文時代後・晩期の土器の纏まり
を検出した。遺構は確認できなかったが、信濃町で

は資料数の少ない時期の遺物を得ることができた
ことは意義深い。⑫信濃町教育委員会 F平成17年度

町内遺跡発掘調査報告書―狐久保遺跡他二』平成18

年3月 刊行。

8005 立が鼻遺跡         ‐

①信濃町大字野尻字海端258-1か ら265■ 3番地先
野尻湖底②旧石器③湖底の散布地④H18。 3。 22,4.2
⑤野尻湖発掘調査団⑥渡辺哲也⑦学術研究 (旧 石器
文化の研究と古環境の解明)③208⑨ なし⑩石器 (旧

石器)①1962年から継続して行われてぃる野尻湖底
の第16次調査。キルサイト(狩猟・解体場遺跡)を 裏
付ける資料を得ることを目的に調査を実施した。地

層と化石や遺物の関係の詳しい記録をとり、化石や

遺物がなぜそこにあるのかを検討するための資料

を得ることができた6⑫平成19年 3月 刊行予定。

(27)飯 綱町

8006 表 町遺跡

①飯綱町牟礼表町②縄文、平安、中世③集落跡④
H17。 8.1～ 12。 9⑤長野県埋蔵文化財センター⑥中野
亮二、入沢昌基⑦道路③7,000⑨ 堅穴住居跡 1(平

安)、 掘立柱建物跡 9、 井戸15(中 世)、 土坑、溝跡 (縄

文 平ヾ安、申世)⑩石器(石自、石鉢、くぼみ石)t木製
品(曲 げ物、臼、農具、椀、1杭 )、 金属製品(古銭、釘、鉄
滓)(縄文、平安、中世)、 土器 (平安、中世)⑪矢筒城跡
の南一帯に広がる台地上を調査。15世紀後半から16

世紀にかけての集落跡が発見され、城との係わりを

考える好資料が得られた。⑫刊行未刊。

(28)山 ノ内町

さ の
「                 ｀

8007 佐野遺跡

①山ノ内町大字佐野字畑中ほか②縄文③集落跡
④H17.7.19～ H17。 12.6⑤山ノ内町教育委員会⑥松
本 正⑦上下水道・史跡内現状変更③l,100⑨ な
し⑩土器、石器(縄文)⑪遺構の確認はできなかった
が、土器片や石器 0剥片の出土があった。⑫山ノ内
町教育委員会『佐野遺跡XI』 平成18年 3月 刊行。
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2試掘・確認調査

番号 遺  跡  名 所  在  地 調 査 期 間 調 査 主 体 調査の原因ロロ的

8008 中島遺跡 長野市豊野町蟹沢字中島61-1他 H17.4.25 長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

浅川扇状地遺跡群 長野市浅川5丁 目113-69他 H17.6.8 長野市埋蔵文化財
センター

宅地造成

8010 長野遺跡群 西町遺跡 長野市大字長野字大門町511-1 H17.6.21～ 6122
長野市埋蔵文化財
センター | 店舗

8011 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字稲葉字北村東沖2655-
1他

H17.6.24 長野市埋蔵文化財
センター

' 集合住宅

8012 未周知 長野市大字富竹1312他 H17.7.14 長野市埋蔵文化財
センター その他建物

8013 浅川扇状地遺跡群 長野市大字徳間字中南555-2他 H17.7.20 長野市埋蔵文化財
センター :

その他建物

8014 未周知 長野市豊野町石宮ノ前1928-1(豊

野小学校敷地内)

H17.9.9 長野市埋蔵文化財
センター その他建物

8015 未周知 長野市大字鶴賀清水田1170-6他 H17.9.26 長野市埋蔵文化財
センター その他開発

8016 田牧居帰遺跡
長野市稲里町田牧字下九反151-4

他
H17.10.7 長野市埋蔵文化財

センター「 宅地造成

8017
小島,柳原遺跡群
布野裏遺跡

長野市大字小島字布野裏175 H17.10.13 長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅口店舗

8018 裾花側扇状地遺跡群 長野市大字栗田219-13他 H17.12.| 長野市埋蔵文化財
センター

土地区画整理

8019 石川条里遺跡
長野市篠ノ井御幣川字渋田154-31

他   |: H17.11.30 長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

8020 浅川扇状地遺跡群
八幡田沖遺跡

長野市大字稲葉字八幡田沖2413-
3

H17.12.26 長野市埋蔵文化財
センター その他開発

8021 川田条里遺跡 長野市若穂川田字八反町272-1他 H18.1.23 長野市埋蔵文化財
センター

公園造成

8022 未周知 長野市大字高田字五分一沖588-1

他  ~ H18.2.6 長野市埋蔵文化財
センター

道路

8023 元善町遺跡 長野市元善町486 H18.2.6 長野市埋蔵文化財
センター 店舗

8024 浅川扇状地遺跡群 長野市大字富竹字院台2224他 H18.2.10 長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

8025 浅川扇状地遺跡群 長野市大字南堀字中道南403-7他 H18.2.22 長野市埋蔵文化財
センター

宅地造成

8026 長野遺跡群 長野市大字長野字大門町 H18.3.3 長野市埋蔵文化財
センター その他建物

8027 浅川扇状地遺跡群 長野市吉田3丁 目1088二 15他 H18.3.14 長野市埋蔵文化財
センタT 宅地造成

8028 浅川扇状地遺跡群 長野市上松4丁 目1022-2他 H18.3.24 長野、市埋蔵文化財
センター

宅地造成

8029 仁王門遺跡
南安曇郡梓川村大字梓6638番地・
4300署野劇L4

H16.6.28-10.14 梓川村教育委員会 ガス・水道・電気等

田南遺跡 南安曇郡梓川村大字梓3723番地1 H16.11.29 梓川村教育委員会 ガス・水道・電気等

8031 樋渡し遺跡
松本市大字岡田下岡田字道間314
-2外4筆

H17.6.16 松本市教育委員会
保存目的の範囲内
容確認調査

8032 松本城下町跡
堂町遺跡

松本市北深志3丁 目531番 H17.6.21-6.24 松本市教育委員会 集合住宅

神戸遺跡 松本市大字笹賀3967番 1、 2 H17.7.27 松本市教育委員会 宅地造成

松本城三の丸跡
大名町遺跡

松本市大名町73-2 H17.8.23-8.24 松本市教育委員会 店舗

8035 島内山田遺跡 松本市蟻ヶ崎3丁 目 H17.8.22～ 9.13 松本市教育委員会 道路

8036 百瀬遺跡 松本市蟻ヶ崎3丁 目 H17.10.3へ 1́0.28 松本市教育委員会 集合住宅
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番号 遺  跡 名 所  在  地 調 査 期 間 調 査 主 体 調査の原因・目的

8037 本郷上高田遺跡
松本市浅間温泉2丁 目166番 1、 外
18筆

H17.10.26 松本市教育委員会 宅地造成

8038 神田遺跡 松本市神田1丁 目12番 H1811.13 松本市教育委員会 その他建物

8039 松本城下町跡 松本市中央3丁 目640他 H18.1.23-1.26 松本市教育委員会 集合住宅

松本城三の丸跡土居尻 松本市大手3丁 目59番 の内 H17.12.20-12.21 松本市教育委員会 個人住宅

8041 高宮遺跡 松本市高宮東216-3他 H17112.20へ′12.21 松本市教育委員会 集合住宅

8042 堀の内遺跡 松本市大字里山辺字横堰1967番 1 H18.1.18～ 1.19 松本市教育委員会 その他建物

8043 北町上遺跡 真田町大字本原1602-3 H17.11.30 真田町教育委員会 道路

染屋台条里水田跡遺跡 上田市大字古里字西之手 H17.4.28 上田市教育委員会 店舗

8045 常入遺跡群 上田市大字常入字赤塚 H17.5.2 上田市教育委員会 その他建物

染屋台条里水田跡遺跡 上田市大字国分字権現・上沖 H17.5.16-5.20 上田市教育委員会 道路

8047 染屋台条里水田跡遺跡 上田市大字古里字東之手 H17.5.23-5.24 上田市教育委員会 集合住宅

8048 中ノ沢古墳
中ノ沢遺跡

上国市大字小泉字中沢・北沢 H17.5.24r‐ 5.25 上田市教育委員会 道路

8049 上田城跡 上田市中央4丁 目 H17.6.16-6.17 上田市教育委員会 集合住宅

8050 常入遺跡群 上田市常入1丁 目 H17.7.7 上田市教育委員会 集合住宅

8051 森の木2号墳 上田市大字諏訪形字西棗田 H17.7.28 上田市教育委員会 個人住宅

8052 小泉条里水田跡遺跡 上田市大字小泉字長谷田 H17.10.13-10。 17 上田市教育委員会 集合住宅

8053 渋取田遺跡 上田市大字諏訪形字中堰 H17.11.7へ ′11.8 上田市教育委員会 その他開発

8054 染屋台条里水田跡遺跡 上田市大字古里字膳ノ橋 H17.11.11 上田市教育委員会 道路

8055 常入遺跡群 上田市踏入2丁 目 H17.12.8-12.9 上田市教育委員会 宅地造成

8056 西之手遺跡 上田市大字古里字西之手 H17.12.15 上田市教育委員会 宅地造成

8057 塩田城跡 上田市大字前山字宮本町 H17.12.21 上田市教育委員会 宅地造成

8058 上田城跡 上田市中央4丁 目 H18.1.17 上田市教育委員会 集合住宅

8059 染屋台条里水田跡遺跡 : 上田市大字古里字篠井原 H17.11.29 上田市教育委員会 集合住宅

染屋台条里水田跡遺跡 上田市大字住吉字島田 H17.111.30 上田市教育委員会 集合住宅

8061 染屋台条里水田跡遺跡 上田市大字住吉字横山 H17.12.19 上田市教育委員会 道路

8062 榎垣外遺跡 岡谷市長地小萩3-2891-1他 H16.8.3～ H17.4.15 岡谷市教育委員会 その他開発

8063 梨久保遺跡 岡谷市長地梨久保1丁 目市道 H16.8.1～ H17.4.15 岡谷市教育委員会 ガスロ水道口電気等

8064 能登舟遺跡 岡谷市川岸中1-2325… 1 H16.12.27-H17:4.15 岡谷市教育委員会 学校建設

8065 新倉長塚遺跡 岡谷市川岸西1-3763-1 H16.12.13～ H17..4.15 岡谷市教育委員会 その他開発

8066 榎垣外遺跡 岡谷市長地梨久保1-4739-16他 H16.5.21-H17.4.15 岡谷市教育委員会 その他開発
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8067 後田原遺跡 岡谷市川岸西1-4355-1 H16.5.26～ H17.4.15 岡谷市教育委員会 個人住宅

8068 花岡城址 岡谷市湊字日影小屋3764 H16.7.8～ H17.4.15 岡谷市教育委員会 宅地造成

8069 扇平遺跡 岡谷市長地出早2-5762-8 H16.9.28～ H17.4.15 岡谷市教育委員会 集合住宅

8070 西除入遺跡 岡谷市川岸上2-1190 H16.5.18～ H17.4.15 岡谷市教育委員会 個人住宅

8071 清水田遺跡 岡谷市長地梨久保2-4284-4 H16.5.21-H17.4.15 岡谷市教育委員会 その他開発

8072 榎垣外遺跡 岡谷市長地鎮1-4051-1 H17.3.1～ 4.15 岡谷市教育委員会 個人住宅

8073 禅海塚遺跡 岡谷市山下町1-2769-3 H12.10.5～ H17.4.15 岡谷市教育委員会 その他開発

8074 榎垣外遺跡 岡谷市長地2800 H12.10.13～ H17.4.15 岡谷市教育委員会 工場

8075 榎垣外遺跡 岡谷市長地源1-1-3他 H16:4.5～ H17.4115 岡谷市教育委員会
保存目的の範囲内
容確認調査

8076 前の原遺跡 飯田市桐林512-1他 H17.3.3 飯田市教育委員会 道路

8077 山本遺跡 飯田市山本1666 H17.3.30 飯田市教育委員会
個人住宅兼工場又
は店舗

8078 権現堂前遺跡 飯田市砂払町3-914-2番地 H17.4.27-5.2 飯田市教育委員会 個人住宅

8079 砂払遺跡 飯田市砂払町2-1247-1番 地他 H17.5.12 飯田市教育委員会 道路

8080 川路大明神原遺跡 飯田市川路5501-1他 H17.5.11-5.12 飯田市教育委員会 宅地造成

8081 流田遺跡 飯田市座光寺3874・ 3875-1 H17.4.27-5.13 飯田市教育委員会 集合住宅

8082 権現堂前遺跡 飯田市砂払町3-970-1番地他 H17.6.30 飯田市教育委員会 集合住宅

8083 竹佐中原遺跡 飯田市山本103-1ほか H17.7.5 飯田市教育委員会 道路

8084 切石遺跡群 飯田市鼎切石4634番地他 H17.8.9 飯田市教育委員会 その他建物

8085 切石遺跡群 飯田市鼎切石4682-2 H17.8.8 飯田市教育委員会 その他建物

8086 御猿堂古墳・開善寺境内
遺跡・上川路廃寺

飯田市上川路93271他 H17.9.8 飯田市教育委員会 店舗

8087 酒屋前遺跡 飯田市大瀬木494-1他 H17.11.11～ 11.15 飯田市教育委員会 農業基盤整備事業

飯臼城跡 飯田市常磐町54 H17.11.1 飯田市教育委員会 店舗

8089 権現堂前遺跡 飯田市砂払町995番 地他 H17.11.28へ′11.29 飯田市教育委員会 道路

8090 川路大明神原遺跡 飯田市川路5522-1 H17.12.6 飯田市教育委員会 個人住宅

8091 川路大明神原遺跡 飯田市川路5537番地ほか H17.11.28 飯田市教育委員会 個人住宅

8092
飯田城跡
飯田城下町遺跡

飯田市追手町1丁 目28 H17.12.1 飯田市教育委員会 個人住宅

8093 恒川遺跡群白山地籍 飯田市座光寺4959-4 H17.11.18-11.21 飯田市教育委員会 個人住宅

8094 飯田城下町跡 飯田市知久町2丁 目・扇町 H18.1.11 飯田市教育委員会 道路

8095 化石遺跡 飯田市上郷飯沼3257 H18.1.30 飯田市教育委員会 道路

8096 恒川遺跡群
田中倉垣外地籍

飯田市座光寺5088-7番地他 H18.2.10 飯田市教育委員会 個人住宅
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8097 梅ヶ久保遺跡 飯田市大瀬木2027-40他 H18.2.8 飯田市教育委員会 道路

8098 角道通り遺跡 諏訪市四賀4408-1他 H17.5.6 諏訪市教育委員会 個人住宅

8099 金子城跡遺跡 諏訪市中洲3930 H17.5.18 諏訪市教育委員会 個人住宅

8100 境日向遺跡 諏訪市湖南6173-1 H17.11.24 諏訪市教育委員会 個人住宅

8101 御社宮司社遺跡 諏訪市大和1-11267-1 H17.12.9 諏訪市教育委員会 個人住宅

8102 強清水遺跡 諏訪市上諏訪13338-79 H17.12.14～ 12.16 諏訪市教育委員会 その他開発

8103 御園古城遺跡 伊那市大字伊那334-1 H17.3.22-3.30 伊那市教育委員会 道路

8104 筒沢遺跡 駒ヶ根市赤穂9452-1他 H18.3.23
駒ヶ根市教育委員

道路

8105 柳沢遺跡 中野市大字柳沢字屋敷添 H17.10.24～ 10.25 中野市教育委員会 河 川

8106 大悦南遺跡 茅野市宮川9800-3他 H16.12.6-12.11 茅野市教育委員会 工場

8107 構井 :阿弥陀堂遺跡 茅野市ちの2551-9他 H16.10.19～ H17.1.7 茅野市教育委員会 道路

8108 山寺遺跡 茅野市豊平山寺1854-1他 H17.5.17～'5.24 茅野市教育委員会 道路

8109 神立林遺跡 茅野市豊平南大塩4734-7785他 H17.9.12-9。 16 茅野市教育委員会 農業基盤整備事業

8110 下島遺跡 茅野市北山下島6876-2他 H17.11.4-11.16 茅野市教育委員会 農業基盤整備事業

8111 下ツ原遺跡 茅野市北山姥懐6915-18他 H17.11.4-11.16 茅野市教育委員会 農業基盤整備事業

8112 上原城下町遺跡 茅野市ちの1843-1 H17.10.17 茅野市教育委員会 その他建物

8113 伊豆宮遺跡 東御市常田 H17.2.14～ 3.31 東御市教育委員会 宅地造成

8114 針ノ木沢遺跡 東御市常田 H17.3.11～ 3.31 東御市教育委員会 宅地造成

8115 一本柳遺跡群
佐久市大字岩村田字宮の前1979-

1他
H16.11.2 佐久市教育委員会 宅地造成

8116 西妻神遺跡 佐久市大字中込字西妻神3215-11 H16.10.6、 12.3 佐久市教育委員会 その他開発

8117 栗毛坂遺跡 佐久市岩村田字西曽根54-1 H17.4.26 佐久市教育委員会 工場

8118 上砂田遺跡 佐久市岩村田字西長塚1720-5他 H17.5.12 佐久市教育委員会 集合住宅

8119 枇杷坂遺跡群 佐久市岩村田字下久保田向260-1 H17.5.25-5。 26 佐久市教育委員会 集合住宅

8120 久禰添遺跡 佐久市太田部252-1他 H17.6.9 佐久市教育委員会 その他建物

8121 岩村田遺跡群(隣接) 佐久市岩村田字宮ノ後1915-1 H17.6.10 佐久市教育委員会 集合住宅

8122 梨の木遺跡 佐久市中込字曲坂3611-177 H17.6.4 佐久市教育委員会 個人住宅

8123 常田居屋敷遺跡群 佐久市長土呂1933-17他 H17.4.28 佐久市教育委員会 個人住宅

8124 一本柳遺跡群 佐久市岩村田字下樋田1777-1他 H17.6.8～ 6.10 佐久市教育委員会 店舗

8125 中原遺跡群 佐久市今井字北大塚7-5他 H17.6.7 佐久市教育委員会 宅地造成

8126 栗毛坂遺跡群 佐久市岩村田3734-1 H17.6.22 佐久市教育委員会 集合住宅
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8127 野馬窪遺跡群 佐久市猿久保187-1 H17.7.11-7.12 佐久市教育委員会 学校建設

8128 松の木遺跡 佐久市岩村田1361他 H17.7.20-7.21 佐久市教育委員会 学校建設

8129 国蔵山古墳 佐久市岩村田134575他 H17.7:21 佐久市教育委員会 道路

8130
北畑遺跡群1

北浦遺跡群2 佐久市伴野 H17.8.17-9.5 佐久市教育委員会 道路

8131 前田遺跡群 佐久市塚原984-1 H17.9。 14 佐久市教育委員会 集合住宅

8132 前田遺跡群 佐久市塚原1074-1他 H17.9。 13 佐久市教育委員会 集合住宅

8133 西一里塚遺跡 佐久市根々井1120■ 1 H17.9.15 佐久市教育委員会 その他開発

8134 城下遺跡 他 佐久市下小田切548-1他
H17.7.19-7.22,7.25、

10.18
佐久市教育委員会 道路

8135 野沢城跡 佐久市野沢58-15 H17.10.14 佐久市教育委員会 集合住宅

8136 岩尾城跡 佐久市鳴瀬680 H17.10.21 佐久市教育委員会 その他建物

8137 東大久保遺跡群 佐久市下平尾727 H17.10.27-10.28 佐久市教育委員会 個人住宅

8138 落合居屋敷遺跡 佐久市鳴瀬3609他 H17.10.24 佐久市教育委員会 集合住宅

8139 須釜原3日 15号窯址 佐久市蓬田1251-104他 H17.11.24-11.25 佐久市教育委員会 道路

8140 西久保B遺跡 佐久市春日5908-328他 H17.11.29-11.30 佐久市教育委員会 道路

8141 周防畑B遺跡 佐久市長土呂1614-1他 H17.11.24-11.25 佐久市教育委員会 道路

8142 五庵遺跡 佐久市田口2955 H17.12.14 佐久市教育委員会 その他建物

8143 七曲り下遺跡 佐久市日田1500他 H17.12.15～ 12.19 佐久市教育委員会 店舗

8144 濁り遺跡 佐久市平塚40-1他 H17.12.15～ 12.19 佐久市教育委員会 道路

8145 岩村田遺跡群 佐久市岩村田字下樋田1801-1 H18.1.12 佐久市教育委員会 その他建物

8146 町田遺跡群 佐久市跡部字反田200-1 H18.1.17 佐久市教育委員会 道路

8147 芝宮遺跡群
佐久市長土呂字北下ノ中原803-22
他

H18.1.19-1.20 佐久市教育委員会 集合住宅

8148 濁り遺跡 佐久市岩村田1545-1 H18.2.6～'2:7 佐久市教育委員会 集合住宅

8149 高師町遺跡群 佐久市新子田稲荷坂1413-8他 H18.2.13～ 2.14 佐久市教育委員会
その他農業関連事
業

8150 周防畑遺跡 佐久市佐久平駅北17-4他 H18.2.15-2.16 佐久市教育委員会 集合住宅

8151 枇杷坂遺跡群 佐久市岩村田1545-1 H18.3.6 佐久市教育委員会 集合住宅

8152 塚原屋敷添遺跡 佐久市根々井1395他 H18.3.9～ 3.16 佐久市教育委員会 道路

8153 杉山古墳群 千曲市大字倉科字杉山 H17.8.29-9.17 千曲市教育委員会
保存目的の範囲内
容確認調査

8154 長楽寺遺跡 千曲市大字八幡字嬢捨4983-2 H18.3.8-3.23 千曲市教育委員会
保存目的の範囲内
容確認調査

8155 古屋敷遺跡
東筑摩郡明科町大字東川手318-
2

H17.6.21 明科町教育委員会 個人住宅

8156 町屋敷遺跡
東筑摩郡明科町大字中川手2119
--1、 2120

H17.6.22 明科町教育委員会 個人住宅
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8157 上手屋敷遺跡 安曇野市明科中川手3166-1他 H17.10.18～ 11.11
安曇野市教育委員

その他建物

8158 広瀬東原遺跡群 南牧村大字広瀬 H16.11.26～ H17.1.28 南牧村教育委員会 農業基盤整備事業

8159 板橋茶せきA遺跡群 南牧村大字板橋 H17.1.13～ 2.28 南牧村教育委員会 農業基盤整備

8160 湧玉遺跡
御代田町大字塩野字古海宮1112-
1他

H17.12.18 御代田町教育委員
道路

8161 塩野山遺跡
御代田町大字塩野字浅間山375-
719

H17.11.25-11.30 御代田町教育委員
道路

8162 宮平遺跡 御代田町大字豊昇字宮平1724 H14.9.26-11.30 御代田町教育委員
範囲内容確認

8163 観音沢遺跡 和田村5384-69他 H17.5。 11～ 5.20 和田村教育委員会 道路

8164 矢沢西原遺跡 辰野町大字樋口443-4 H17.4.22 辰野町教育委員会 個人住宅

8165 天神原遺跡 辰野町大字辰野字天神原678-1 H17.11.15～ 11.16 辰野町教育委員会 その他開発

8166 御堂前遺跡 辰野町大字小野1153 H17.12.21 辰野町教育委員会 その他開発

8167 高尾第一遺跡 飯島町田切112-604 H17.6.9-6.10 飯島町教育委員会 個人住宅

8168 大芝東遺跡 南箕輪村2380-462 H17.7.4～ 7.8
南箕輪村教育委員

その他開発

8169 中平遺跡 下伊那郡阿智村智里483番 1、 2 H18.1.13 阿智村教育委員会 その他開発

8170 本郷遺跡 東筑摩郡山形村5361-1 H17.6.18 山形村教育委員会 宅地造成

8171 石原遺跡
北安曇郡池田町大字広津5o8番地
他

H17.8.7～ 9。 16 池田町教育委員会 農業基盤整備事業

8172 上五明条里水田址 坂城町大字坂城字影田263-2他 H17.5.10 坂城町教育委員会 集合住宅

8173 出浦遺跡 坂城町大字坂城字影田263-2他 H17.5。 10 坂城町教育委員会 その他開発

8174 南条遺跡群
中町遺跡

坂城町大字南条字越田739-3 H17.7.19 坂城町教育委員会 集合住宅

8175 南条遺跡群 坂城町大字南条字笹原262-1他 H17.8.5～ 8.8 坂城町教育委員会 宅地造成

8176
込山遺跡群
込山D遺跡

坂城町大字坂城6416-4他 H17.8.3～ 8.4 坂城町教育委員会 その他建物

8177 小野沢遺跡
坂城町大字上平字小野沢1424-1

他
H17.8.22-8.24 坂城町教育委員会 集合住宅

8178 上五明条里水田址 坂城町大字網掛509-2他 H17.10.24 坂城町教育委員会 集合住宅

8179 御堂川古墳群
前山支群

坂城町大字中之条1850-64 H17.10。 27 坂城町教育委員会 その他開発

8180 南条遺跡群 坂城町大字南条字青木下290-1 H17.11.24 坂城町教育委員会 集合住宅

8181 四ツ屋遺跡群 坂城町大字坂城字鎌倉6986-1他 H17.10.27 坂城町教育委員会 その他建物

8182
南条遺跡群
廻り目遺跡

坂城町大字南条6314-1 H18.1.27～ 2.2 坂城町教育委員会 道路

8183 上五明条里水田址 坂城町大字坂城9416-4 H17.8.10～ 8,11 坂城町教育委員会 集合住宅
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2708 平林東沖遺跡 長野市大字平林東沖264-1他 H17.4.20～ H18.4.30
長野市埋蔵文化財
センター

その他建物

2709
浅川扇状地遺跡群
檀田遺跡

長野市檀田区画整理事業地区内
50街区5符号他

H17.5.20-9.30 長野市埋蔵文化財
センター

その他建物

2710
浅川扇状地遺跡群
樋爪遺跡

長野市大字稲田717-2の一部他 未定～H17.8.16
長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅

2711 裾花川扇状地遺跡群 . 長野市大字稲葉字北村沖2643-1 H17.5.30～ 8.31
長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅

2712 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字稲葉字北村前沖2611

他
H17.5.19～ 8.31

長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅

2713
小島・柳原遺跡群
中俣遺跡

長野市大字柳原字上過上木2252-
2他

H17.6.13～ 8.30
長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅

2714 浅川扇状地遺跡群 長野市三輪9丁 目567 H17.5.30-9.28 長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

2715 裾花川扇状地遺跡群 長野市若里3丁 目707-1他 未定～H17.7.30
長野市埋蔵文化財
センター

宅地造成

2716 浅川扇状地遺跡群 長野市大字東和田581-1他 H17.7.10～ 9.30
長野市埋蔵文化財
センター

その他建物

2717 浅川扇状地遺跡群 長野市浅川5丁 目113-69他 未 定
長野市埋蔵文化財
センター

宅地造成

2718 長野遺跡群 長野市大字南長野字鐘ヶ瀬1-1 H17.9.20-12.15 長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅

2719 裾花川扇状地遺跡群 長野市大字高田字高田2008-5他 H17.9。 15-11.15 長野市埋蔵文化財
センター

宅地造成

2720 裾花川扇状地遺跡群 長野市若里2丁 目11-1他 H17.8.10～ H17.11.16
長野市埋蔵文化財
センター

その他建物

2721 吉遺跡 長野市大字吉字神偉田1639番 1 未定～H17.8
長野市埋蔵文化財
センター

その他開発

2722 浅川扇状地遺跡群 長野市徳間1丁 目2-44の一部 H17.10.1～ H18.2.8
長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

2723 浅川扇状地遺跡群 長野市三輪1丁 目1145番 6 H17.9.1-12.15 長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅

2724 浅川扇状地遺跡群 長野市三輪8丁 目119番 未定～H17.12.8
長野市埋蔵文化財
センタニ    : 集合住宅

2725 小島・柳原遺跡群 長野市大字柳原1898番 1の 一部 未定～H17.11.22
長野市埋蔵文化財
センタニ 集合住宅

2726 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字稲葉字北村東沖2730-
1他

H17.9.12～ H18.1.13
長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅

2727 檀田遺跡
長野市檀田土地区画整理地内33

街区
H17.9.16-12.5 長野市埋蔵文化財

センター
店舗

2728 裾花川扇状地遺跡群 長野市大字西尾張部1091-1他 H17.10.25～ H18.2.9
長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅

2729 裾花川扇状地遺跡群 長野市若宮1丁 目10-2他 H17.10.10～ H18.2.20
長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅

2730 浅川扇状地遺跡群
長野市大字東和田字下越境沖45-
4の 一部他

H17.10.3～ H18.1.31
長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅

2731 浅川扇状地遺跡群 長野市大字徳間字三井下630-3他 H17.9.5へ ′11.30
長野市埋蔵文化財
センター

その他建物

2732 浅川扇状地遺跡群 長野市大字富竹字院台2224他 H17.10.11-12.31
長野市埋蔵文化財
センター

宅地造成

2733 裾花川扇状地遺跡群 長野市大字高田字米田1464-1他 未定～H18.2.20
長野市埋蔵文化財
センター

店舗

2734 浅川扇状地遺跡群
長野市大字富竹字山道東1117の

一部他
H17.11.24～ H18.2.17

長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅

2735 浅川扇状地遺跡群 長野市上松1丁 目920-1他 未定～H18.3.20
長野市埋蔵文化財
センター  ヽ 集合住宅

2736 浅川扇状地遺跡群 長野市大字富竹字山道西795-1 H17.12.5～ H18.2.28
長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅

2737 松原遺跡
長野市松城町東寺尾字松原西
2988他

H17.12.15～ H18.4.30
長野市埋蔵文化財
センター

店舗

2738 浅川扇状地遺跡群 長野市大字上駒沢字寺裏923-1 H18.1.10-7.8
長野市埋蔵文化財
センター

集合住宅
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2739 浅川扇状地遺跡群
長野市大字東和田中道南沖315-1

他  ― H17.12.22～ H18.3.31
長野市埋蔵文化財
センター その他建物

2740 浅川扇状地遺跡群 長野市大字富竹字弘誓152他 H17.12.1～ 12.31
長野市埋蔵文化財
センター

宅地造成

2741 四ツ屋遺跡 長野市松城町清野字東沖1739-1 H18.1.24～ 3.31
長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

2742 石川条里遺跡 長野市篠ノ井塩崎字クネ下4195-1 H18.6.1-11.30 長野市埋蔵文化財
センター その他開発

2743 浅川扇状地遺跡群 長野市三輪一丁目1083-1他 H18.2.10～ H19.3.25
長野市埋蔵文化財
センタT 集合住宅

2744
浅川扇状地遺跡群
檀田遺跡

長野市檀田2丁 目873-1 H18.4.4～ 8.31
長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

2745 浅川扇状地遺跡群 長野市吉田4丁 目1312-12 H18.3.13-6.16 長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

2746 桑根井鎧塚古墳群 長野市松代町豊栄南大平5441-1 H18.3-H18.6 長野市埋蔵文化財
センター

その他開発

2747 浅川扇状地遺跡群 長野市大字上松4丁 目1281-2他 H18.4.10～ 8.30
長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

2748 浅川扇状地遺跡群 長野市三輪3丁 目605-1他 H18.3.23-6.30 長野市埋蔵文化財
センター 個人住宅

2749 浅川扇状地遺跡群 長野市吉田1丁 目66-1他 H18.4.17-6.30 長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

2750 浅川扇状地遺跡群 長野市三輪1丁 目1220-1 H17.6.29～ H18.3.10
長野市埋蔵文化財
センター その他建物

2751 松代城下町跡
長野市松代町松代152-24～ 186-3

番地
H17.7.27～ H18.1.23

長野市埋蔵文化財
センタT ガス・水道・電気等

2752 飯綱猫又池遺跡 長野市北部1986-3他 H17.7.25-12.20 長野市埋蔵文化財
センター

その他農業関係事
業

2753 裾花川扇状地遺跡群 長野市大字稲葉字母袋沖771-5 H17.8.1～ 8.12
長野市埋蔵文化財
センター その他開発

2754 松代城下町跡
長野市松代町松代1191-1～ 4120-
1番地

H17.9.l H18.1.23
長野市埋蔵文化財
センター

ガス・水道・電気等

2755 長野遺跡群 長野市大字長野字大門町68-1外 未定～H17.9 長野市埋蔵文化財
センター その他開発

2756 松代城下町跡
長野市松代町松代 1440-6～ 1481-
1

未 定
長野市埋蔵文化財
センター

ガス・水道・電気等

2757 松代城下町跡 長野市松代町松代1009-7～ 556-4 H17.10.1～ H18.3.31
長野市埋蔵文化財
センター

ガス・水道口電気等

2758 松代城下町跡 長野市松代町松代784-1番地先外 H17.10～ H18.3.31
長野市埋蔵文化財
センター

ガス,水道・電気等

2759 裾花川扇状地遺跡群
東番場遺跡

長野市大字栗田331番地～334番
地先

H17.11.21～ H18.3.15
長野市埋蔵文化財
センター

道路

2760 松代城下町跡 長野市松代町松代1308～ 1364 未 定
長野市埋蔵文化財
センター

ガス・水道・電気等

2761 裾花川扇状地遺跡群 長野大字鶴賀南千歳町、上千歳町 H17.11.15～ H18.3.31
長野市埋蔵文化財
センター

道路

2762 長野遺跡群 長野市大字南長野字聖徳546-1 H17.11.24へ′11.30
長野市埋蔵文化財
センター

ガスロ水道・電気等

2763 石川条里遺跡 長野市篠ノ井ニツ柳5617-1331 H18.1～ H18.8 長野市埋蔵文化財
センター

ガス・水道・電気等

2764 大柳遺跡 長野市若穂綿内4787番地先外 H18.2.20-9.27 長野市埋蔵文化財
センター

ガス・水道・電気等
｀

2765 長野遺跡群 長野市大字南長野妻科210-1地 先 H17.10.25～ H18.3.14
長野市埋蔵文化財
センタT

その他農業関係事
業

2766 小島柳原遺跡群
長野市大字北長池1647-3番地先
外

H18.2.20～ 5.31
長野市埋蔵文化財
センター

ガス・水道・電気等

2767 松代城下町跡 長野市松城町松代馬場町 H18.2.24-3.14 長野市埋蔵文化財′
センター 道路

2768 松代城下町跡 長野市松城町松代代官町 H18.2.27-4.27 長野市埋蔵文化財
センター

道路

2769
上野遺跡  

´

牟礼バイパスD地点
長野市上野1丁 目1576-2地 先外 H18.3.2～ 7.31

長野市埋蔵文化財
センター

ガス・水道・電気等

2770 松本城跡 松本市城西2丁 目3-3の内 H17.5.1-10.30 松本市教育委員会 個人住宅
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2771 岡の宮遺跡 松本市旭2丁 目1475-5 H17.4.15-7.15 松本市教育委員会 個人住宅

2772 松本城下町跡 松本市城東1丁 目1236-1他 H17.4.15～ 8.31 松本市教育委員会 個人住宅

2773 岡田西裏遺跡
松本市大字岡田町字一ツ家509-
14 未定～H17.8.31 松本市教育委員会 個人住宅

2774 岡の宮遺跡 松本市旭1丁 目824 未定 松本市教育委員会
個人住宅兼工場又
は店舗

2775 神戸遺跡 松本市大字笹賀3846番 2 H17.5.15-12.20 松本市教育委員会 個人住宅

2776 竹渕遺跡
松本市寿北6丁 目730番 10、 730番
4、 744雇昏6               ´ 未 定 松本市教育委員会 個人住宅

2777 宮北遺跡
松本市大字惣社字町屋553-11
-12 H17.6.6-10.30 松本市教育委員会 個人住宅

2778 松本城下町跡 松本市深志2丁 目619番イの2 未 定 松本市教育委員会
個人住宅兼ェ場又
は店舗

2779 三の宮遺跡 松本市大字島立字堰添1777番 6 H17.未定～10.31 松本市教育委員会 個人住宅

2780 向原遺跡 松本市寿北7丁 目1175番 5 H17.5.30-8.27 松本市教育委員会 個人住宅

2781 小屋遺跡 松本市大字芳川小屋字新林645番
12

H17.7.20-12.20 松本市教育委員会 個人住宅

2782 北栗遺跡 松本市大字島立字川添3841番 1 H17.7.1-11.30 松本市教育委員会 個人住宅

2783 尖屋敷遺跡 松本市梓りll梓 7354番 2の二部 未定～H17.7.30 松本市教育委員会 その他開発

2784 岡田田中遺跡
松本市大字岡田下岡田字川端54
-イ ー2の一部他

H17.7.1-11.25 松本市教育委員会 個人住宅

2785 北栗遺跡 松本市大字島立3847-1.3848-1 H17.7.5へ ′10.31 松本市教育委員会 個人住宅

2786 松本城下町跡
本町南遺跡

松本市深志2丁 目1-7 H17.未定～9.10 松本市教育委員会 その他開発

2787 三才山本村遺跡
松本市大字三才山字前田387番 1、

2
H17.6.20～ 7.4 松本市教育委員会 個人住宅

2788 大輔原遺跡 松本市元町3丁 目312-14 H17.7.25-12.15 松本市教育委員会 個人住宅

2789 秋葉原古墳群 松本市大字新村596番 2 未 定 松本市教育委員会 個人住宅

2790 南栗遺跡 松本市大字島立字樋田4479番 2 H17.7.25-H18.1.24 松本市教育委員会 個人住宅

2791 岡田町遺跡
松本市大字岡田伊深字一ヅ家342
-10 未 定 松本市教育委員会 個人住宅

2792 新村・島立条里的遺構 松本市新村67-5 H17.7.15～ H18.1.30 松本市教育委員会 個人住宅

2793 松本城下町跡 松本市城東2丁 目155-1、 2 未 定 松本市教育委員会 個人住宅

2794 下神遺跡
松本市大字神林字北田尻3677-
11

H17.8.10～ H17.12.15 松本市教育委員会 個人住宅

2795 惣社遺跡
松本市大字里山辺字扇田1198番
2、 1198番 15他 未定 松本市教育委員会 宅地造成

2796 松本城下町跡
松本市北深志2丁 目550-1、 927-
1

H17.12.22-H18.3.31 松本市教育委員会 集合住宅

2797 新井遺跡 松本市大字里山辺字角畑1545-6 H17.未定～H17,11.25 松本市教育委員会 個A4■宅

2798 松本城址 松本市城西二丁目250-47、 48他 H17.9。 15～ H.18.3.31 松本市教育委員会
個人住宅兼ェ場又
は店舗

2799 松本城址 松本市城西二丁目250-50、 51他 H17.9。 15～ H.18.3.31 松本市教育委員会 個人住宅

2800 下原遺跡 松本市大字里山辺字‐T原1640-6 H17.9.15～ 12.15 松本市教育委員会
個人住宅兼工場又
は店舗

2801 松本城下町跡口堂町遺
跡

松本市北深志3丁 目464番 1、 464番
2

H17.未定～H18.2.末 日 松本市教育委員会 個人住宅

2802 松本城下町跡・岡の宮
遺跡

松本市旭1-1-18 H17.9.20へ′10.31 松本市教育委員会 個人住宅
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2803 松本城下町遺跡 松本市中央3丁 目1298-6 未定～H18.1.31 松本市教育委員会 集合住宅

2804 野田遺跡
松本市大字寿豊丘字元郷蔵敷地
533番 8

未定～H17.11.30 松本市教育委員会 個人住宅

2805 白姫遺跡
松本市大字寿白瀬渕字宮下2091

番3
H17.9.未 定～12.31 松本市教育委員会 個人住宅

2806 松本城下町跡 松本市旭1丁 目1027-5 未定～H17.12.25 松本市教育委員会 個人住宅

2807 松本城下町跡 松本市旭1丁 目1027-4 未定～H18.1.23 松本市教育委員会 個人住宅

2808 和田中遺跡
松本市大字和田字中沖2220-口、
222-1他 未定～H18.2.20 松本市教育委員会 工場

2809 大輔原遺跡
松本市大字大村字屋敷添37g_2
他

H18.3.1～ H18.5.28 松本市教育委員会 集合住宅

2810 城山腰遺跡 松本市宮渕3丁 目1058番 1他 H17.10.29～ H18.3.20 松本市教育委員会 個人住宅

2811 平田本郷遺跡 松本市平田東2丁 目15678他 H17.10.25-11.10 松本市教育委員会 その他建物

2812 新井遺跡 松本市大字里山辺1545-7 未定～H18.2.3 松本市教育委員会 個人住宅

2813 北栗遺跡 松本市大字島立3902-3他 H17.11.15～ 松本市教育委員会 個人住宅

2814 堀の内遺跡 松本市大字里山辺2053-1 H17.未定～H18.6.30 松本市教育委員会 個人住宅

2815 本郷上高田遺跡
松本市浅間温泉2丁 目109、 108番 1

他
H17.11.15～ H18.1.20 松本市教育委員会 宅地造成

2816 松本城下町跡 松本市城東1丁 目1213番、2528番 H17.未定～H18.2.28 松本市教育委員会 集合住宅

2817 松本城跡口土居尻遺跡
松本市大手2丁 目250-143、 250-
144

未定～18。2.10 松本市教育委員会
個人住宅兼工場又
は店舗

2818 今村遺跡 松本市大字笹賀747 H17.12.2へ′18.3.31 松本市教育委員会 個人住宅

2819 松本城下町跡
松本市城東2丁 目1481番 1、 1481番
2

H17.11.28-18.3.20 松本市教育委員会 集合住宅

2820 元原遺跡 松本市桐1丁 目1113-3 未定～18.5.31 松本市教育委員会
個人住宅・その他開
発

2821 沢村遺跡
松本市沢村 1丁 目1731-1、 1729-
4

未定～18.3.31 松本市教育委員会 個人住宅

2822 一ッ家遺跡
松本市大字内田字エリ穴426-1
426--4

H18.1.20～ 未定 松本市教育委員会 個人住宅

2823 松本城下町跡 松本市城東2丁 目154-2 未定～H18.5.31 松本市教育委員会
個人住宅兼工事又
は店舗

2824 新村遺跡 松本市大字新村字前田2089番 1 未定 松本市教育委員会 個人住宅

2825 沢村遺跡 松本市沢村1丁 目1731-4 H18.2.2～ H18.5.30 松本市教育委員会 個人住宅

2826 大輔原遺跡 松本市大字南浅間581番9他 H18.4.1～ 8.5 松本市教育委員会 集合住宅

2827 惣社遺跡
松本市大字里山辺字ヨモギ田1252

-2他
H18.3.1～ 5.31 松本市教育委員会 個人住宅

2828 大輔原遺跡
松本市大字大村字堰添383-5、 一

38
H18.2.6～ 3.31 松本市教育委員会 集合住宅

2829 宮北遺跡 松本市大字惣社字垂口628番 6 未定～H18.1.31 松本市教育委員会 個人住宅

2830 松本城下町跡 松本市旭1丁 目891-2、 891-4 H18.未定～3.30 松本市教育委員会 個人住宅

2831 柳田遺跡 松本市浅間温泉1丁 目199-6他 H18.3.1～ 8.31 松本市教育委員会 個人住宅

2832 松本城下町跡 松本市城東1丁 目191-1他 H18.未定～H18.3.16 松本市教育委員会 店舗

2833 下神遺跡
松本市大字神林字古町1867-11
他

H18.未定～H18.4.20 松本市教育委員会 個人住宅

2834 南荒井遺跡 松本市大字神林2332-9 未定 松本市教育委員会 個人住宅
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2835 県町遺跡 松本市県1丁 目2164-1他 H18.3.20-9。 20 松本市教育委員会 個人住宅

2836 北栗遺跡 松本市大字島立字角田4193-1他 H18.5.10-11.30 松本市教育委員会
1捏全彗

宅兼
干
場又

2837 神田遺跡 松本市神田1丁 目12番 H18.3.10～ 5.31 松本市教育委員会 その他建物

2838 高宮遺跡 松本市高宮東216番3他 H18.4.15～ H19.10.15 松本市教育委員会 集合住宅

2839 柳田遺跡 松本市浅間温泉1丁 目202-8他 H18.未定～4.30 松本市教育委員会 個人住宅

2840 惣社遺跡 松本市大字惣社字惣社56番他 H18.3.1～ 8.15 松本市教育委員会 集合住宅

2841 新村遺跡
松本市大字新村字東山王1953-1
番地他

H18.2.26～ H19.2.28 松本市教育委員会 学校建設

2842 新村遺跡
松本市大字新村字塚田2117-3番
地他

H18.2.26～ H19.2.28 松本市教育委員会 学校建設

2843 高宮遺跡 松本市高宮東221番 1他 H18.3.10～ 6.15 松本市教育委員会 店舗

2844 和田中遺跡 松本市大字和田字東沖2184-1、 3 H18.未定～7.15 松本市教育委員会 個人住宅

2845 上二子遺跡 松本市大字笹賀4203番 4 H18.4.17-11.30 松本市教育委員会 個人住宅

峰ノ平遺跡 松本市蟻ヶ崎1699-2～ 1890 H17.未定～H17.8.31 松本市教育委員会 ガス・水道・電気

2847 平瀬遺跡
松本市島内7232番地から7264番
地

H17.7～ 9.30 松本市教育委員会 道路

2848 蟻ヶ崎遺跡 松本市蟻ヶ崎4丁 目 未定～H17.9.16 松本市教育委員会 ガス・水道・電気等

2849 四ツ谷遺跡
松本市清水2丁 目1817-10先 ～
18027… 7

H17.8.22-9.30 松本市教育委員会 ガス・水道・電気等

2850 岡の宮遺跡 松本市女鳥羽3丁 目 H17.9.1-12.15 松本市教育委員会 ガス・水道・電気等

2851 松本城下町跡
松本市大手5丁 目1321-1先 ～377
-6 H17.8.1-10.31 松本市教育委員会 ガス・水道・電気等

2852 宮原遺跡 松本市梓川上野1839地 3 H17.9.1-12.15 松本市教育委員会 ガス・水道・電気等

2853 荒海渡遺跡 松本市梓川上野2268地 3 H17.9.1-12.15 松本市教育委員会 ガス・水道・電気等

2854 大輔原遺跡
松本市大字南浅間619-5番 先か
ら612-2番 地

H17.8.29-10.20 松本市教育委員会 道路

2855 県町遺跡 松本市県2丁 目 H17.未定～10.28 松本市教育委員会 ガス・水道・電気等

2856 平田本郷遺跡 松本市平田西2丁 目305-3番 地他 H17.9.20-11.30 松本市教育委員会 その他建物

2857 松本城跡 松本市大手2・ 3丁 目 H17.9.15～ 11.15 松本市教育委員会 ガス・水道・電気等

2858 神戸遺跡 松本市大字笹賀3475 H17.11.1～ H18.3.20 松本市教育委員会 その他建物

2859 秋葉原古墳群 松本市大字新村714-4、 714-5他 H17.11.1～ H18.1.20 松本市教育委員会 道路

2860 松本城下町跡 松本市中央3丁 目 未定～H18.2.28 松本市教育委員会 ガス・水道・電気等

2861 神田遺跡 松本市神田624-1 H17.11.15～ H18.3.30 松本市教育委員会 道路

2862 林城跡 (大城 ) 松本市入山辺7341 H17.12.19-18.3.20 松本市教育委員会 その他開発

2863
天神海道遺跡
海岸寺遺跡

松本市入山辺1530、 8732 H18.1.10～ H18.3.10 松本市教育委員会 農業基盤整備事業

2864 入山辺南方遺跡 松本市入山辺587 H18.1.10～ H18.3.10 松本市教育委員会 農業基盤整備事業

2865 横田古屋敷遺跡 松本市横田2丁 目148番 6、 148番 24 未 定 松本市教育委員会 集合住宅

2866 松本城下町跡
松本市中央3丁 目399番地から413

番地
未定～H18.2.28 松本市教育委員会 ガス・水道・電気等
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2867 惣社遺跡
松本市大字惣社58-6番地先から
59-1番地まで

H18.2.13～ '3.20 松本市教育委員会 道路

2868 島内北方遺跡 松本市島内字前田6640-3 未 定 松本市教育委員会 個人住宅

2869 常入遺跡群 上田市踏入2-1221-2 H17.7～ H17.10 上田市教育委員会 工場

2870 上平遺跡 上田市真田町傍陽字上平2722-1 H18.5.15-7.31 上田市教育委員会 その他開発

2871 反田遺跡 上田市大字福田字福田220-2他 H17.5-H17.7 上田市教育委員会 河 川

2872 枠木遺跡 上田市大字本郷18=1 H17.7～ H17.8 上田市教育委員会 ガス,水道・電気等

2873 上田城跡
上田市中央4丁 目7-20地先から7-
36地先まで

H17.6.29-9.16 上田市教育委員会 ガスロ水道 0電気等

2874 小泉条里水田跡遺跡 上田市大字小泉863-3他 H17.9～ H17.10 上田市教育委員会 ガスロ水道・電気等

2875 渋取田遺跡 上田市大字諏訪形613 H17.10～ H17.11 上田市教育委員会 その他開発

2876 小泉条里水田跡遺跡 上田市大字小泉 H18.1～ H18.3 上田市教育委員会 ガスロ水道・電気等

2877 高田遺跡 上田市字小泉高田 H18.2～ H18.3 上田市教育委員会 ガス1水道・電気等

2878 東町田申遺跡 岡谷市長地柴宮3-481他 H17.8.1-12.15 岡谷市教育委員会 個人住宅

2879 上ノ原遺跡 岡谷市長地出早2-5832-5 H18.1.20～ 4.25 岡谷市教育委員会 個人住宅

2880 海戸遺跡
岡谷市天竜町3丁 目(県 道岡谷茅
野線 )

H17.6.20-12.26 岡谷市教育委員会 ガス,水道・電気等

2881 牛平遺跡 岡谷市内山 H17.10.11～ 12.28 岡谷市教育委員会 ガス・水道・電気等

2882 梨久保遺跡 岡谷市長地梨久保2丁 目 H18.1.27～ 3.28 岡谷市教育委員会 河 川

2883 塚原遺跡 飯田市桐林2876 H17.3.22-3.29 飯田市教育委員会
その他農業関係事
業

2884 大東遺跡 飯田市大瀬木4215-3、 4217-1 H17.5.10-7.31 飯田市教育委員会 集合住宅

2885 力二田遺跡 飯田市山本4115 未 定 飯田市教育委員会 農業基盤整備事業

2886 寺所遺跡 飯田市松尾水城5585-1 未 定 飯田市教育委員会 個人住宅

2887 水城遺跡 飯田市松尾水城34ol-3 未 定 飯田市教育委員会 個人住宅

2888 羽場曙遺跡
飯田市丸山羽場第二区画整理地

内仮換地18街 区7の一部、18街区
8

H17.5.6-7.24 飯田市教育委員会 個人住宅

2889 今村遺跡 飯田市上郷黒田894-6 H17.4.21～ 4.28 飯田市教育委員会 宅地造成

2890 久米宮下遺跡 飯田市久米1595番地 未 定 飯田市教育委員会
その他農業関係事
業

2891 大瀬木熊野遺跡
飯田市大瀬木1033番 1の 一部、
1020番 1の 一部

H17.6.17～ 9。30 飯田市教育委員会 集合住宅

2892 上溝遺跡 飯田市松尾上溝2770-1 H17.6.1-6.15 飯田市教育委員会 個人住宅

2893 正泉寺遺跡 飯田市座光寺4093-8 H17.6.1～ 8.25 飯田市教育委員会 集合住宅

2894 恒川遺跡群 飯田市座光寺3708番 3 H17.6.27-8.27 飯田市教育委員会 店舗

2895 小野子遺跡 飯田市上久堅5452 H17.5。20-6.20 飯田市教育委員会 農業基盤整備事業

2896 ミカド遺跡 飯田市上郷黒田1543 H17.6.1-10.31 飯田市教育委員会 集合住宅

2897 飯田城下町遺跡 飯田市本町3丁 目大横19 H17.5.16ん 未定 飯田市教育委員会
個人住宅兼工場又
は店舗

2898 黒田社宮司原遺跡 飯田市上郷黒田2723-2他 H17.6.20-9.30 飯田市教育委員会 その他建物
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2899 久保田1号古墳 飯田市川路898番地 1 H17.6.20～ 7.末 日
,

飯田市教育委員会 個人住宅

2900 鼎東平遺跡 飯田市松尾代田770番 1 H17.6.末 日～9.30 飯田市教育委員会 個人住宅

2901 花立遺跡 飯田市座光寺2428-1他 H17.6.26-9.30 飯田市教育委員会 個人住宅

2902 北方野池遺跡 飯田市北方3430他 H17.6.20～未定 飯田市教育委員会 集合住宅

2903 鼎中平遺跡 : 飯田市鼎中平1949-1の 一部 H17.8.1-11.30 飯田市教育委員会 個人住宅

2904 前の原遺跡 飯田市桐林865-3の,部 H17.6.10～ H17.10.14 飯田市教育委員会 個人住宅

2905 山本西平遺跡 飯田市山本2942-2 H17.7.1～ H17112.15 飯田市教育委員会 個人住宅

2906 下の原遺跡 飯田市下殿岡454-18、 432二 1 未 定 飯田市教育委員会
その他農業関連事
業

2907 今村遺跡 飯田市上郷黒田894-6 H17.7.17～ 9.30 飯田市教育委員会 個人住宅

2908 阿弥陀寺遺跡 飯田市丸山町2丁 目6804-3 未 定 飯田市教育委員会 その他建物

2909 市場屋敷遺跡 飯田市上殿岡286番 2、 289番 4 H17.8.1～18.22 飯田市教育委員会 個人住宅

2910 流田遺跡 飯田市座光寺3753-2 H17.8.1-12.20 飯田市教育委員会 個人住宅

2911 飯沼棚田遺跡 飯田市上郷飯沼3700-5、 3699-1 H17.8.5～ H17.11.30 飯田市教育委員会
個人住宅兼工場又
は店舗

2912 宮の先遺跡 飯田市三日市場221-1、 221-2 H17.5.10～ 9.30 飯田市教育委員会 工場

2913 下山遺跡 飯田市鼎下山856-1 H17.8.10～ H18.1.31 飯田市教育委員会 宅地造成他

2914 円通寺北遺跡 飯田市上殿岡703-1、 2他 H17.8.17-12.31 飯田市教育委員会 その他建物

2915 南本城城跡 飯田市座光寺2503番地他 H17.10～ H18.3 飯田市教育委員会 その他開発

2916 恒川遺跡群 飯田市座光寺4960-17、 4962-3 H17.7.10-10.31 飯田市教育委員会 個人住宅

2917 塚原遺跡
塚原3号古墳

飯田市桐林2819-2 H17.9.1～ H9.3 飯田市教育委員会 個人住宅

2918
御猿堂古墳口開善寺境
内
上川路廃寺

飯田市上川路932-1他 H17.9末 日～11末 日 飯田市教育委員会 店舗

2919 飯田城跡 飯田市追手町2丁 目676 H17:9.20-10.15 飯田市教育委員会 個人住宅

2920 長野原遺跡
ニツ塚1号古墳

飯田市長野原273-3他 H17.9。12～ H18.1.31 飯田市教育委員会 個人住宅

2921 大島遺跡 飯田市長野原587-1 H17.10。 1～ H18.1.15 飯日市教育委員会 集合住宅

2922 長野原遺跡・西羽場古
墳

飯田市長野原182‐ 5 H17.9。 10～ H17.12.20 飯田市教育委員会 個人住宅

2923 水城遺跡 飯田市松尾水城3462-3 H17.10.3～ H18.3.3 飯田市教育委員会 個人住宅

2924 駒沢川南遺跡 飯田市桐林2663 H17.10.1～ H17.10.31 飯田市教育委員会 工場

2925 上溝遺跡 飯田市松尾上溝2770-1 H17.10.15～ H17.11.26 飯田市教育委員会 個人住宅

2926 駄科北平遺跡 飯田市駄科305-1 H17.11.1～ H18.3.末 日 飯田市教育委員会 個人住宅

2927 恒川遺跡群 飯田市座光寺4758-1 H17.11.1～ H18.3.31 飯田市教育委員会 個人住宅

2928 地蔵面遺跡 飯田市八幡町483-1 H17.11.1～ H18.3.1 飯
‐
田市教育委員会 集合住宅

2929 飯田城跡 飯田市主税町18 H17.11.4～ H18.3.31 飯田市教育委員会 その他建物

2930 増泉寺付近遺跡 飯田市大瀬木3674-3 H17.12.3-H18.2.15 飯田市教育委員会 個人住宅
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2931 酒屋前遺跡 飯田市大瀬木494-1、 495-1 H17.11.15～ 18.3.31 飯田市教育委員会 農業基盤整備事業

2932 松林遺跡 飯田市座光寺2193-32、 2193-37 H18.2.1～ H18.4.末 日 飯田市教育委員会 店舗

2933 目光原遺跡 飯田市上郷黒田236-1 H18.1.10～ H18.6.30 飯田市教育委員会 その他建物

2934 長野原遺跡 飯田市長野原264-1他 H18.3.1～ 7.23 飯田市教育委員会 個人住宅

2935 稲井遺跡 飯田市鼎上山1613-1 H18.3.15-8.15 飯田市教育委員会 個人住宅

2936 西の塚遺跡 飯田市上川路942-1 H18.2.1～ 4.30 飯田市教育委員会 個人住宅

2937 殿岡垣外遺跡 飯田市下殿岡174番地2他 H18.2.1～ 6.15 飯田市教育委員会 工場

2938 水城遺跡 飯田市松尾水城3462-4他 H18.2.15～ H18.7.31 飯田市教育委員会 個人住宅

2939 座光寺中島遺跡 飯田市座光寺891‐45 H18.2.15～ H18.7L31 飯田市教育委員会 個人住宅

2940 市場遺跡・棚田遺跡 飯田市座光寺2622-1他 H18.2.末 日～3.25 飯田市教育委員会 道路

2941 市場遺跡 飯田市座光寺2543-1他 未定 飯田市教育委員会 その他開発

2942
代田下遺跡
代田獅子塚古墳

飯田市松尾代田1560-11 H18.3.10～ 6.30 飯田市教育委員会 個人住宅

2943
北本城城跡
棚田遺跡

飯田市座光寺2535番地2～ 1850番

地4
未 定 飯田市教育委員会 道路

2944 河原林遺跡ほか50遺跡
飯田市 (井賀良・鼎・松尾・竜丘・飯
田・上郷・座光寺・山本・I‖ 路地区
の国口県・市道 )

H17.7.以 降～H26.3.末 飯田市教育委員会 ガスロ水道口電気等

2945 飯田城下町遺跡 飯田市扇町2542-3番 地他 H17.7末 ～H18.3 飯田市教育委員会 道路

2946 飯田城下町遺跡 飯田市上飯田5259-10番地 H17.9.1～ H18.3.31 飯田市教育委員会 その他建物

2947 安宅遺跡 飯田市駄科1292-6 H17.7.22～ 9。 9 飯田市教育委員会 その他建物

2948 高田遺跡 飯田市高羽町6丁 目34-1他 H17.11～ H18.3 飯田市教育委員会 道路及び河川

2949 高越遺跡 飯田市正永町1丁 目1289-2他 H17.12.10～ H18.2.28 飯田市教育委員会 道路

2950 正永寺原遺跡
飯田市正永町2丁 目7041番地1～

7052曜昏劇L5
H17.11～ H18.3 飯田市教育委員会 道路

2951 兎城跡
飯田市龍江345番 6、 345番 7、 367

番14
H18.1.1～ H18.3.31 飯田市教育委員会 道路

2952 新井遺跡,発句遺跡
清水遺跡

飯田市松尾新井6958番地1他 H18.3.20～ H20.3.31 飯田市教育委員会 道路

2953
飯田城跡
飯田城下町遺跡

飯田市銀座1丁 目5番地1～扇町 1

丁目14番地
H18.1.末 日～3.24 飯田市教育委員会 道路

2954 飯田城跡
飯田市追手町1丁 目23番地1～ 16

番地       ´ H18.1末 日.～ H18.3.24 飯田市教育委員会 道路

2955 川路大野遺跡 飯田市川路4552-4番 地他 H18.3.15～ 3.31 飯田市教育委員会 宅地造成

2956 藪越遺跡 飯田市上郷飯沼南条3346他 H18.3.13～ 3.31 飯田市教育委員会 河 川

2957 飯田城跡 飯田市追手町2丁 目655番地7 H18.3.10-3.31 飯田市教育委員会 その他開発

2958 米持遺跡 須坂市大字米持加持畑677他 H18.1.13～ '5.27 須坂市教育委員会 個人住宅

2959 宮原遺跡 須坂市大字日滝字宮原903=2 H18.3.13～ 4.11 須坂市教育委員会 個人住宅ヽ

2960 井上口幸高遺跡群 須坂市大字井上字御堀2487-2他 H18.2.25-6.30 須坂市教育委員会 個人住宅

2961 小河原遺跡群 須坂市大字小河原北組沖1360他 未定～H17.12.10 須坂市教育委員会 道路

2962 原垣外,七免川遺跡 駒ケ根市赤穂11678地先 H17.9へ′18.3.30
駒ケ根市教育委員

ガス“水道口電気等
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2963 五加遺跡
中野市大字中野字五箇269-2他 、
字西條境333-6他

H17.11.1～ H18.3.31 中野市教育委員会 道路

2964 鴨田遺跡 中野市大字永江字鴨田3665-1先 H17.11.1～ H18.3.31 中野市教育委員会 河 川

2965
風巻遺跡
安源寺遺跡

中野市大字安源寺字清水422-3
他

H17.10.20～ H18.3.17 中野市教育委員会 農業基盤整備事業

2966 桜沢遺跡群
南沢北遺跡

中野市大字桜沢1145-1 未定 中野市教育委員会 その他開発

2967 上原城下町遺跡 茅野市ちの1326-1 H17.5.9～ 6.30 茅野市教育委員会 その他開発

2968 上御前遺跡 茅野市玉川字宮ノ上3112-5 H17.4.14～ 9.30 茅野市教育委員会 個人住宅

2969 藤塚遺跡 茅野市玉川小堂見3580-2 H17.4.24-11.30 茅野市教育委員会 個人住宅

2970 高部遺跡 茅野市宮川高部438-1他 未 定 茅野市教育委員会 その他開発

2971 痩尾根遺跡 茅野市湖東2069-1他 H17.5.23～ 8.31 茅野市教育委員会 個人住宅

2972 上原城下町遺跡 茅野市ちの263-11 H17.6～ 茅野市教育委員会 個人住宅

2973 上原城下町遺跡
茅野市ちの播磨小路土地区画整
理地内7街区 未定 茅野市教育委員会 個人住宅

2974 日鴨寺遺跡 茅野市泉野字笹原畑6924-1 H17.6.1～ 7.31 茅野市教育委員会 個人住宅

2975 中島遺跡 茅野市玉川字中島1357-7 H17.6.2～ 茅野市教育委員会 個人住宅

2976 長峰遺跡 茅野市宮川字久保11131-11 H17.6.14～ 6.24 茅野市教育委員会 個人住宅

2977 上原城下町遺跡 茅野市ちの上原747-1 H17.6.16～ 10.16 茅野市教育委員会 個人住宅

2978 一本木遺跡 茅野市玉川字市道8450-5 H17.7.6～ 9.30 茅野市教育委員会 個人住宅

2979 家下遺跡 茅野市ちの字家下2583-6 H17.5.9へ ′11.30 茅野市教育委員会 個人住宅

2980 頭殿沢上遺跡 茅野市金沢5569 H17.9.1-18.5.31 茅野市教育委員会 その他開発

2981 中島遺跡 茅野市玉川字中島1356-3 H17.10.20～ 18.2.20 茅野市教育委員会 個人住宅

2982 一本木遺跡 茅野市玉川8477719 H17.11.20へ′18.4.10 茅野市教育委員会 その他開発

2983 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6街区9他

H18.1.9～ 4.27 茅野市教育委員会 集合住宅

2984 上原城下町遺跡 茅野市ちの1331-1 未定 茅野市教育委員会 その他開発

2985 小堂見遺跡 茅野市玉川字細畑3306-7 H17.12.10～ 茅野市教育委員会 個人住宅

2986 一本木遺跡 茅野市玉川字市道8472-13他 H18.1.10-6.10 茅野市教育委員会 個人住宅

2987 御社宮司遺跡 茅野市宮川字仲田5816-5 H18.1～ H18.3 茅野市教育委員会 個人住宅

2988 向原遺跡
′

茅野市豊平字観音原2440-1他 未定 茅野市教育委員会 個人住宅

2989 上原城下町遺跡 茅野市ちの字千鹿頭1842-4他 H18.2.3～ 3.30 茅野市教育委員会 個人住宅

2990 裏田遺跡 茅野市塚原2-3733-1他 H18.4.3～ 4.14 茅野市教育委員会 その他開発

2991 前宮遺跡 茅里予市宮川2029-1他 H17.7.1～ 9.30 茅野市教育委員会 ガス・水道口電気等

2992 駒形遺跡 茅野市米沢5069-1 未定 茅野市教育委員会 ガスロ水道口電気等

2993 干沢城下町遺跡 茅野市宮川3790他 未定～H18.5.30 茅野市教育委員会 道路

2994 東大久保遺跡群 佐久市下平尾字杢仏727 H17.10.20γ 18.3.10 佐久市教育委員会 個人住宅
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2995 周防畑遺跡群 佐久市大字長土呂字菱林908-1 未定 佐久市教育委員会 その他建物

2996 芝宮遺跡群 佐久市長土呂字下高山717-5 H18.5.25-9.25 佐久市教育委員会 個人住宅

2997 松の木遺跡 佐久市岩村田字狭石1444-1他 H18.5.1～ H18.11 佐久市教育委員会 店舗

2998 東大久保遺跡群 佐久市下平尾字杢仏757-4他 H18.6.1-10.30 佐久市教育委員会 個人住宅

2999 中金井遺跡群 佐久市小田井字荒田884-1他 H17.10～ 18.3.10 佐久市教育委員会 ガスロ水道口電気等

3000 周防畑遺跡群 佐久市長土呂1712-3他 未定 佐久市教育委員会 道路

3001 周防畑遺跡群 佐久市塚原487-10他 未定 佐久市教育委員会 道路

3002 周防畑遺跡群 佐久市長土呂1643-5他 未定 佐久市教育委員会 道路

3003 周防畑遺跡群 佐久市長土呂1691-3 未定 佐久市教育委員会 道路

3004 竜岡城跡 佐久市田口2978-2 H18.3.1 佐久市教育委員会 その他開発

3005 天神城跡 佐久市協和 H18.3～ H20.3 佐久市教育委員会 道路

3006 町浦遺跡
千曲市大字雨宮字窪河原534-7

他
H17.4.1～ 6.30 千曲市教育委員会 その他建物

3007 城ノ内遺跡 千曲市大字屋代字城ノ内1336 tE^'Hl 7.7.15 千曲市教育委員会 その他開発

3008 力石条里遺跡群 千曲市大字上山田字三本木672-3 H17.9.1～ 千曲市教育委員会 宅地造成

3009 石原A遺跡 千曲市大字八幡字郡南1122-18 H18.3.10-7.1 千曲市教育委員会 その他建物

3010 来光塚遺跡
千曲市大字新田字西上川原2132-
1

H18.2.20-8.20 千曲市教育委員会 その他開発

3011 円光房遺跡 千曲市大字羽尾1778-1他 H17.4～ H17.7 千曲市教育委員会 河 川

3012 鳥林遺跡 千曲市大字桑原2857-7他 H17.3～ H17.5 千曲市教育委員会 道路

3013 大池南遺跡 千曲市大字八幡2-620 未定～H17.5.30 千曲市教育委員会 その他開発

3014 東歩行山遺跡 千曲市大字羽尾字東畑2183-7先 未定 千曲市教育委員会 道路

3015 漆原遺跡 千曲市大字新山字漆原 H17.7～ H17.11 千曲市教育委員会 ガス・水道・電気等

3016 北内川遺跡 千曲市大字内川1268番地先 H17.7～未定 千曲市教育委員会 道路

3017 更埴条里水田址
千曲市大字屋代字工在家436番地
7                      .

H17.8^,tE 千曲市教育委員会 道路

3018 若宮遺跡
佐良志奈神社遺跡

千曲市大字若宮字村西、字村東 H17.8～ H18.3 千曲市教育委員会 ガス百水道・電気等

3019 若宮西遺跡
西洞古窯址

千曲市大字若宮字大西 H17.8～ H18.3 千曲市教育委員会 ガス・水道口電気等

3020 鋳物師屋遺跡 千曲市大字鋳物師屋 未定 千曲市教育委員会 道路

3021 力石条里遺跡群 千曲市大字新山・力石 H17.9～ H17.12 千曲市教育委員会 道路

3022 更埴条里水田址 千曲市大字屋代 未定 千曲市教育委員会 道路

3023 大池南遺跡 千曲市大字八幡 H17.9～ H17.11 千曲市教育委員会 その他開発

3024 屋代遺跡群 他 千曲市大字雨宮、大字土口 未定 千曲市教育委員会 道路

3025 須坂遺跡 千曲市大字須坂 未定～H17.10.30 千曲市教育委員会 道路

3026 中島遺跡 千曲市大字鋳物師屋 未定 千曲市教育委員会 道路

―-66-―



番号 遺  跡  名 所  在  地 工 事 期 間 調 査 主 体 調査の原因 8目 的

3027 粟佐遺跡群 千曲市大字小島3181-1他 H17.9～ H18.1 千曲市教育委員会 公園造成

3028 屋代遺跡群 千曲市大字雨宮24-1他 H17.9～ H17.11 千曲市教育委員会 道路

3029 生萱水田址 他 千曲市大字生萱210-1地 先 未定～H20.3.29 千曲市教育委員会 農業基盤整備事業

大池南遺跡 千曲市大字八幡2-620 H17.10～ H18.2.28 千曲市教育委員会 ガスロ水道口電気等

3031 生萱水田址 他 千曲市大字生萱359-1地 先 未定～H20.3.29 千曲市教育委員会 農業基盤整備事業

3032 力石条里遺跡群
千曲市大字上山田字薬師堂66-1

から大字力石11-1まで
未定んH17.9.30 千曲市教育委員会 道路

3033 力石条里遺跡群 千曲市大字上山田、大字力石 H17.10～ H18.3 千曲市教育委員会 ガスコ水道・電気等

3034 倉科水田址 千曲市大字森47卜1他 未定～H18.2.2 千曲市教育委員会 ガス・水道・電気等

3035 幅田遺跡群 千曲市大字羽尾 未 定 千曲市教育委員会 道路

3036 横まくり遺跡 千曲市八幡2156… 2番地先 H17.11.1～ H19.2.26 千曲市教育委員会 ガス・水道・電気等

3037 力石条里遺跡群 千曲市大字力石 H17.11～ H18.3 千曲市教育委員会 ガス・水道・電気等

3038 釜屋遺跡 千曲市大字上山田字釜屋1293-1 H17.11.15～ 12.15 千曲市教育委員会 その他建物

3039 力石西沖遺跡 千曲市大字力石 H17.12～ H18.3 千曲市教育委員会 ガスロ水道・電気等

宮西遺跡 千曲市大字粟佐字宮西1283-4 H18.1～ 3.17 千曲市教育委員会 道路

3041
若宮西遺跡、西洞古窯
址

千曲市大字若宮字大西 他 H18.1～ H18.3 千曲市教育委員会 ガス・水道・電気等

3042 力石条里遺跡群 千曲市大字力石566-3地 先 H18.1.30～ 3.10 千曲市教育委員会 農業基盤整備事業

3043 粟佐遺跡群
琵琶島遺跡群

千曲市大字屋代1902-2他 H18.1.10-3.10 千曲市教育委員会 ガス・水道・電気等

3044 水上遺跡 千曲市大字上山田2094-6 H18.1.11～ 3.28 千曲市教育委員会 その他開発

3045 更埴田中沖遺跡 千曲市大字杭瀬下84番地 H18.3.9～ 3.13 千曲市教育委員会 その他開発

3046 八幡遺跡群 千曲市大字八幡3303-6地 先 H18.2.15-3.17 千曲市教育委員会 農業基盤整備事業

3047 等々力町巾上遺跡
南安曇郡穂高町大字穂高4611-
1、 4627 未 定 穂高町教育委員会 その他開発

等々力町巾上遺跡
南安曇郡穂高町大字穂高4645-1
の一部、4644-2他

H17.4.20-6.30 穂高町教育委員会 店舗

3049 栗の木下遺跡 南安曇郡三郷村大字温2194-1他 H17.10.1-10.30 三郷村教育委員会 宅地造成

3050 栄町遺跡
東筑摩郡明科町大字中川手4448
-1、 4452-2他 H17.8.25-11.20 明科町教育委員会 集合住宅

3051 姥ヶ池遺跡 安曇野市豊科4198番 3 未定
安曇野市教育委員

その他建物

3052 平上ノ段館 安曇野市明科中川手6761-8 未 定
安曇野市教育委員

個人住宅

3053 柳原遺跡 安曇野市豊科2134-1、 -3 未 定
安曇野市教育委員

個人住宅

3054 三枚橋遺跡 安曇野市穂高1472番地1他 未定～H18.4.30
安曇野市教育委員

その他開発

3055 矢原権現池遺跡 安曇野市穂高997-1 H18.3.10～ 7.30
安曇野市教育委員

その他建物

3056 日光寺遺跡
南安曇郡豊科村大字豊科町 道南
部117,173号

H17.6下 旬～H18.3頃 豊科町教育委員会 ガス・水道・電気等

3057 光遺跡
南安曇郡豊科町大字豊科 町道東
部16号線

H17.6.下 旬～H18.3.頃 豊科町教育委員会 ガス・水道 0電気等

3058 姥ヶ池遺跡
南安曇郡豊科町大字豊科 町道 1

級16号線、町道中部333号線
H17.8:下 旬～H18.3.頃 豊科町教育委員会 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

3059 飯田古宮遺跡
南安曇郡豊科町大字豊科 町道南
部3J号線

H17.9.下 旬～H18.3.頃 豊科町教育委員会 ガス・水道・電気等

3060 光城跡
南安曇郡豊科町大字光2194-イ
(光城山山頂 )

H17.7.21-H17.8.20 豊科町教育委員会 その他開発

3061 常光寺跡
南安曇郡豊科町大字南穂高 公衆
用道路

H17.9.下 旬～H18.3.頃 豊科町教育委員会 ガスロ水道口電気等

3062 小瀬幅遺跡
南安曇郡豊科町大字田沢 町道東
部67、 68号線

H17.9.中 旬～H18.4.頃 豊科町教育委員会 ガス・水道・電気等

3063 上手屋敷遺跡
安曇野市明科中川手2235-1他 10

筆            : H17.11.14へ′12.26
安曇野市教育委員

道路

3064 熊倉遺跡
安曇野市豊科高家2993T l、 -2、

2415-2番 地

H18.1.上 旬～H18.3.下

旬
安曇野市教育委員

道路

3065 仏法寺跡
安曇野市豊科高家2997-1、 -3番
地

H18.1.上 旬～H18.3.下

旬
安曇野市教育委員

道路

3066 田多井古城下遺跡 安曇野市堀金三田lL区 H18.4.1～ H19.3.31
安曇野市教育委員

道路

3067 塩田若宮遺跡
安曇野市明科東川手 1363-1、 1359
--1 H18.1.10～ H18.3.10

安曇野市教育委員
その他開発

矢出川南遺跡
南牧村大字野辺山字ニツ山451-
12他

H17.11.7-18.3.5 南牧村教育委員会 個人住宅

3069 坂上遺跡 北相木村字西丸3213-1 H17.10.20～ 12.20
北相木村教育委員

その他開発

3070 坂上遺跡 北相木村字中尾3366-2他 H17.11.2～ 18.3.10
北相木村教育委員

道路

3071 弁天遺跡
軽井沢町大字軽井沢字長倉往還
南原1052-641 未定

軽井沢町教育委員
宅地造成

3072 弁天A口 B遺跡
軽井沢町大字軽井沢字長倉往還
南原1052-763

H18.3.11^´ 10.11
軽井沢町教育委員

個人住宅

3073 向原A遺跡
軽井沢町大字長倉字川田原1009-
1他 未 定

軽井沢町教育委員
宅地造成

3074 男女倉Ⅳ遺跡 長和町和田字ツチヤ5308-9 未定～H18.6.30 長和町教育委員会 その他開発

3075 和田峠遺跡群
長和町和田字和田山5101-1和 田
山国有林1136レ林小班

未定～H18.6.30 長和町教育委員会 その他開発

3076 鷹山黒曜石原産地遺跡群
鷹山遺跡群第 1遺跡 長和町大門3640-1 未定～H17.12.22 長和町教育委員会 観光開発

3077 ヘイゴロウ遺跡 和田村字小日向5293-5他 H17.8～ H18.1 和田村教育委員会 道路

3078 秋宮境内遺跡 下諏訪町5828 未定
下諏訪町教育委員

その他開発

3079 四王口前田遺跡 下諏訪町字前田5199-2他 H17.9.30γ 18.3.30
下諏訪町教育委員

工場

3080 秋宮境内遺跡 下諏訪町3491-5 H18.1.23～ 5.20
下諏訪町教育委員

その他建物

3081 御田林遺跡 下諏訪町御田林4053他 未 定
下諏訪町教育委員

道路

3082 御所平遺跡 富士見町富士見11029-3 H17.9.12-9.30
富士見町教育委員

その他建物

3083 下田遺跡 辰野町大字樋口字窪畑2018-2 H17.6.6-11.5 辰野町教育委員会 個人住宅

3084 古城遺跡 辰野町平出1888 H18.3.20-5.31 辰野町教育委員会 道路

3085 経塚遺跡 辰野町大字赤羽548-3 H18.3.27～ 3.31 辰野町教育委員会 道路

3086 箕輪遺跡 箕輪町大字三日町字城937-6他 H18.3.10～ 5.31 箕輪町教育委員会 店舗

3087 寺平遺跡 飯島町本郷1724 H17.7.10-10.31 飯島町教育委員会 その他建物

高尾第一遺跡 飯島町田切1-50 H17.7.15～ 10.31 飯島町教育委員会 個人住宅

3089 陣垣外遺跡
前田遺跡

飯島町400-7他 H18.5.1～'8.31 飯島町教育委員会 個人住宅

源八遺跡 中川村片桐6227他 H17.8.20-9.20 中川村教育委員会
その他農業関係事
業
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3091 中越 1遺跡 宮田村7600-2他 H18.1.20～ 6.30 宮田村教育委員会 個人住宅

3092 上平遺跡 高森町原城 H17.10.～ H18.3. 高森町教育委員会 道路

3093 郭遺跡 下伊那郡喬木村加々須～阿島
H17.12.下 旬～18.3.上

旬 _

喬木村教育委員会 道路

3094 殿村遺跡 東筑摩郡山形村4883-3 H17.10.1～ H18.3.31 山形村教育委員会 個人住宅

3095 淀の内遺跡
東筑摩郡山形村458番地 1、 459番

地4
山形村教育委員会 宅地造成

3096 唐沢遺跡
東筑摩郡山形村字神明7223番先
一級河川唐沢河川河川敷内

H17.4.末 日～6. 山形村教育委員会 その他開発

3097 唐沢遺跡
東筑摩郡山形村字唐沢7266-2地
先

H17.5～ H17.11 山形村教育委員会 )可り:|

3098 中町立道西遺跡 東筑摩郡山形村3864-4 H18.4上 旬～H18.4下 旬 山形村教育委員会 その他開発

3099 上五明条里水田址
坂城町大字上五明字島寺510外 9

筆
H17.5.25-12.25 坂城町教育委員会 その他開発

3100 中之条遺跡群
坂城町大字中之条字逆木2580-2

他
H17.9。20-10.20 坂城町教育委員会 その他開発

3101 南条遺跡群 塚由遺跡 坂城町大字南条6720他 H17.12.10～ H18.2.10 坂城町教育委員会 工場

3102 南条遺跡群
御殿裏遺跡(鼠宿)

坂城町大字南条字御殿裏 未定～H17.8 坂城町教育委員会 ガス・水道・電気等

3103 金井東遺跡群 坂城町大字南条字東町金井 H17.9～ H17110 坂城町教育委員会 ガスロ水道 =電気等

3104 南条遺跡群
坂城町大字南条字北押出600-1

他
未定～H17.11 坂城町教育委員会

'可

り!|

3105 成久保遺跡 坂城町大字坂城字成久保8986-2 未 定 坂城町教育委員会 その他建物

3106 出浦遺跡 坂城町大字上平字出浦240 H17.10.25-12.8 坂城町教育委員会 その他建物

3107 金井東遺跡群 坂城町大字南条字大口 未定～H17.12 坂城町教育委員会 ガス・水道・電気等

3108 中之条遺跡群,上町遺跡
東町遺跡,北浦遺跡

坂城町大字中之条字宮上、北川
原、北浦、東町、上町

H17.11～ H18.3.31 坂城町教育委員会 ガス・水道・電気等

3109 上五明条里水田址 坂城町大字上五明字宮下 H18.1～ 5.31 坂城町教育委員会 ガス・水道・電気等

3110 町横尾遺跡 坂城町大字南条字北玄古4668-1 H18.2.1～ 2.24 坂城町教育委員会 その他開発

3111 上五明条里水田址 坂城町大字上五明字鎌原 H18.2～ H18.3 坂城町教育委員会 ガス・水道・電気等

3112 上五明条里水田址 坂城町大字上五明字網掛 H18.2～ H18.2 坂城町教育委員会 ガスロ水道・電気等

3113 金井西遺跡群 坂城町大字南条字金井 H18.2～ H18.2 坂城町教育委員会 ガス・水道 0電気等

3114 中之条遺跡群 坂城町大字中之条字東町 H18.2～ H18.5 坂城町教育委員会 ガス・水道・電気等

3115 佐野遺跡 山ノ内町大字佐野字谷地654-2 H17.10.20-12.31
山ノ内町教育委員

ガス・水道・電気等

3116 佐野遺跡 山ノ内町大字佐野 H17.9.26γ H17.11.30
山ノ内町教育委員

道路

3117 佐野遺跡 山ノ内町大字佐野1167-1他 H17.10.20～ 12.28
山ノ内町教育委員

ガスロ水道・電気等

3118 稲荷境遺跡 木島平村大字穂高2975 H18.4.1～ 9.30
木島平村教育委員

その他建物

3119 東裏遺跡 信濃町大字柏原字東裏 108二 1他 H17.10.1～ H18.12.20 信濃町教育委員会 ガス・水道・電気等

3120 裏町遺跡 飯綱町大字牟礼字裏町2569-4他 H17.12.16～ H1814.30 飯綱町教育委員会 個人住宅

3121 長山遺跡 牟礼村大字平出1943-2 H17.10～ H19.3.31 牟礼村教育委員会 農業基盤整備事業

′
ち
＾
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Ⅲ 長野県指定史跡 2

(1)城 館 跡

1 佐久市 県史跡 拝雪が鮮 (鎌倉時代から戦国時代)(昭和 40年 4月 30日指定)

(1)整備状況と現状    ●   :

昭和 36年 に野沢会館が建設され、昭和 51年からは城山公園として市民の憩いの場として利用さ

れてきたが、平成 14年度から現状変更申請を行い、都市計画課による「まちづ くり総合支援事業」

により、発掘調査に基づいた城山公園整備を実施 している。

(2)活用状況

都市公園として、地域住民の憩いの場として利用されている6

(3)現地への交通手段   |  _
JR小海線中込駅で下車し、徒歩で約 10分。

2 佐久市 県史跡 表非民館飾 (鎌倉時代)(日召和 40年 7月 29日 指定)

(1)整備状況と現状

[標柱 ・説明板の設置。民地であるため整備は行われていない。

(2)活用状況

地域住民の心の拠 り所として認知されている。

(3)現地への交通手段

交通の便は悪い。長野新幹線佐久平駅下車、タクシーで約 10分。

3 佐久市 県史跡 大井が齢 (鎌倉時代から戦国時代)(昭和 46年 5月 27日指定)

(1)整備状況と現状

標柱・説明板が設置されている。一部公園として整備されている。

(2)活用状況

地域住民の心の拠 り所として認知されている。

(3)現地への交通手段

JR小海線岩村田駅で下車 し、徒歩で約 15分。           l    .

4 佐久市 県史跡 岩尾ぽ齢 (室町時代から戦国時代)(昭和 46年 5月 27日 指定 )

(1)整備状況と現状    |
標柱・説明板の設置。民地であるため整備は行われていない。

:(2)活用状況

地域住民の心の拠 り所:と して認知されている。

(3)現地への交通手段

交通の便は悪い。長野新幹線佐久平駅下車、タクシーで約 20分。

5 佐久市 県史跡 華費良ゴ齢 (鎌倉から戦国時代)(昭和 46年 5月 27日 指定)

(1)整備状況と現状
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標柱・説明板の設置。民地であるため整備は行われていない。

(2)活用状況

市内小中学校の社会科学習の教材としての活用や、地域住民の憩いの場として利用されている。

(3)現地への交通手段

交通の便は悪い。 JR小海線中込駅で下車 し、タクシーで約 15分。

6 真田町 県史跡 貿百民館飾 (戦国時代)(昭和 42年 10月 23日 指定)

(1)整備状況と現状

赤松の下枝降ろし、老木の支柱設置を行い、また当所がツツジの名所として有名なことから、病

虫害防除を行うなど、景観に配慮 した整備が行われている。

(2)活用状況

隣接する真田氏歴史館、おはぎ、そばすいとんが名物の真田庵とともに、全国に名を馳せた真田

氏ゆかりの地として、広 く県内外から多 くの方々が訪れている。また、ッッジの名所としても有名

で、花の時期には地元ばか りではなく、観光バスなどで訪れる方々で賑わいを見せ、普段の落ち着

いた雰囲気とはまったく違った活気を感 じることが出来る。

地域の大切な文化財として、地元の管理委員会が主体的な整備を進めていることも重要な点であ

る。

(3)現地への交通手段

JR長野新幹線 。しなの鉄道上田駅で下車 し、 JRバス菅平線 0上田電鉄バス真田菅平線・傍陽

線役場入口下車、徒歩で約 20分。

上信越自動車道上田菅平 Io Cよ り、車で約 10分。

写真 11 真田町 県史跡真田氏館跡遠景  (上田市教育委員会提供 )
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｀
7 上田市 県史跡 芦岩げ器 (室町時代 から戦国時代)(日召和 44年 5月 15日 指定)

(1)整備状況と現状                           ヽ

指定以降、特段の整備等は実施 していませんが、地域住民の皆さんにより、史跡内の遊歩道にあ

じさいを育てています。

(2)活用状況

史跡の北限には、重要文化財の三重塔がある「前山寺」から重要文化財の薬師堂のある「中禅寺」

へ至る遊歩道があり、あじさいの小道として活用 しています。
―

i

(3)現地への交通手段

」R長野新幹線 。しなの鉄道・上田駅で下車 し、市内循環バス「東塩田コース」Iで
東前山停留所

下車、徒歩で約 10分。

8 上田市 県史跡 偏旨ぽ鏃 (鎌倉時代から戦国時代)(昭和 45年 4月 13日 指定)

(1)整備状況と現状

いまこだ説明看板を設置 してある国道脇から現地までの 30mほ どの道は未整備であり、雨の後など

は湿って滑 りやすいなど、支障がある。

岩陰は崩落した部分に上部の土砂が流入するなど、もともとの形状とは異質のものとなっている

と考えられる。庇部が崩落する危険があり、付近に近づかないよう注意を呼びかける掲示をしてい

る。

(2)活用状況

崩落事故などを想定 し、すすんで現地のPR等はしていない。見学の際の危険がないように、整

備を進めていきたいと考えている。

(3)現地への交通手段  i
JR長野新幹線

:し なの鉄道上田駅で下車 して菅平行きバスにて別荘入口で下車、徒歩で約 10

分。    l
i 上信越 :自 動車道上田菅平 I.Cよ り、車で約 40分。唐沢の滝前に公共の駐車ス

^ァ

スがある。_

‐9｀ 諏訪市 ,茅野市 県史跡 諏藷良ぽ獣 (室町時代から戦国時代)(日召和 46年 5月 27日 指定)

(1)整備状況と現状     |
・桑原城跡圭県史跡指定を機に地元有志により「桑原城跡保存会」が結成され、草刈や遊歩道整

備を行ってきている。また市としても本丸までの遊歩道を整備 したり、案内板などの設置をし

ている。市教育委員会では、城の歴史的な意義と保護のための説明板の設置を行っている。

O上原城跡圭民有地として現状保存されている。

(2)活用状況       :
:  ・桑原城跡≡保存会により、地元住民に対 し啓発活動等を行い、地域の憩いの場として利用され

:  ている。また地元の小学生などの遠足や地域学習の場としても広 く活用されている。教育委員

会としても、地域の歴史学習などの講座で探訪するなどして(利活用を図っている。

・上原城跡=現段階では活用は行っていないがt保存整備されている。

(3)現地への交通手段 ―

0桑原城跡

JR中央東線上諏訪駅で下車し、茅野行きバス白狐口又は普門寺で下車し、徒歩で約 30分。
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中央自動車道諏訪 Io Cよ り車で約 10分、又はJR中央東線上諏訪駅から車で約 15分。

・上原城跡

JR中央東線茅野駅で下車 し、上諏訪行きバス頼岳寺下で下車 し、徒歩で約 60分。

10 箕輪町 県史跡 福写ず 齢 (戦国時代)(日召和 44年 7月 3日 指定)

(1)整備状況と現状

平成 10年度から 13年度にかけて、地域文化財・歴史的遺産活用地域おこし事業の適用を受け、

指定地公有地化を進めて同整備に伴い発掘調査及び試掘調査を実施後、本城及び北城に危険防止フ

ェンスを設置 し、城跡活用のための道路・階段の整備、一般見学者用の駐車場整備を行ってきた。

また、地元有志により結成された「福与城を守る会」や町教育委員会による草刈等の環境整備を

通年で実施 している。

(2)活用状況

福与城を守る会及び地元住民が中心となって、地域の活性化をめざしたイベントの開催等、地域

の歴史を知る拠点的な場所として広 く活用すべ く積極的な取 り組みが行われている。また、上記整

備を行って、史跡公園としてよリー般に広 く探訪されるようになった。

(3)現地への交通手段

JR飯田線木下駅で下車し、徒歩で約 15分。

中央自動車道西宮線伊北 Io Cよ り車で約 10分          _

写真 12 箕輪町 県史跡福与城跡  (箕輪町教育委員会提供 )
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11 箕輪町 県史跡 上ノ平 T跡 .(戦国時代)(昭和 44年 7月 3日 指定)    1
(1)整備状況と現状

平成 9年 に地元地域において「上ノ平城跡地域活性化事業委員会」が組織され、これを含む地域

活性化事業への取 り組みが始まり、町と上ノ平城跡地域活性化事業委員会による協議が重ねられて

きたも現状では具体的な整備を進めることは困難であり、,城跡の内容及び性格等を明ら力」こし、整

備計画立案の基礎資料を得ることを目的として、平成 10011年度に内容確認の試掘調査を実施し

た。調査によって得られた結果からは、城郭としての復元等の整備を行うことは困難であり、現況

を維持していく中で上ノ平城跡地域活性化事業委員会と地域住:民 らの手による草刈等の環境整備

を通年で実施している。

(2)」 活用状況       ´

城域を現状のまま保存していくとともに、上ノ平城跡地域活性化事業委員会を中心として周辺地

域を含めた花の種まきや植物の調査、史跡探訪会等、地域の歴史を知る拠点的な場所として広く活

用すべく積極的な取り組みが行われている。

(3)現地への交通手段

JR飯田線沢駅で下車し、徒歩で約 20分。

中央自動車道西宮線伊北 Io Cよ り車で約 5分

12 中川村・松川町 県史跡 縞画が齢 (鎌倉時代から戦国時代)(昭和 55年 9月 8日指定)

(1)整備状況と現状

現状は特に変更はないが、近年は樹木や竹類が生長 し見学等が困難な箇所も出てきている。マツ

ノザイセンチュウによる松枯れが目だらてきている。過去において枯損木を伐採 し、薬剤 くん蒸処

理をしてきたが、予算不足のため現在は手がつけられない状況である。

史跡内の草刈等を、地元住民により定期的に実施 している。

(2)活用状況

各種の見学会や歴史講座などで現地を訪れ、学習する機会を設けている。

(3)現地への交通手段

」R飯田線上片桐駅で下車 し、徒歩で約 10分。

13 飯田市 県史跡 罫間が齢 (鎌倉時代から室町時代)(昭和 46年 5月 27日 指定)、

(1)整備状況と現状

鈴岡城跡は一部後世の改変があるものの、全体としては郭 0堀 ・土塁等が良好に残っている。|

公園としての整備は明治時代に遡 り、地元住民の憩いの場となっている。こうした経過もあり、

敷地内には四阿や遊具等が設置されているが、全体としては現状を維持 した状態で、芝等の整備が
―されているほか、景観を配慮 した樹木の伐採については必要に応 じて現状変更申請をし、実施 して

いる6ま た、鈴岡城跡全体を説明する解説板が設置され、見学の便を図っている。

現在、市関連課と地元竜丘地区住民とで構成する整備委員会が立ち上げられており、都市公園

と史跡公園としての両面から整備計画が策定され、史跡として保存活用を含めた整備が進められて

いる。現在、史跡整備としては史跡保存の大切さを啓発 し、さらに見学に便宜をはかるような説明

板の設置等と縄張 り調査の実施を検討 している6
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(2)活用状況

古くから公園として憩いの場とならており、つつじ等が植栽さ4、 開花の季節にはつつじ祭り等
の行事が盛大に行われている。地元住民を中心とする公園整備委員会では、史跡として後世により
よい形で残し、歴史を学ぶ場としての有効活用が検討されている。周辺には市の天然記念物である
ギフチヨウや活断層の二つである念通寺断層の観察地があり、一帯の利活用を含めた整備を進めて
いる。

(3)現地への交通手段

」R飯田線駄科駅で下車し、徒歩で約 20分。

中央自動車道西宮線飯田 Io Cよ り、車で約 15分。

14 飯田市 県史跡 私建ぽ齢 (鎌倉時代から戦国時代)(昭和 47年 10月 16日 指定)

(1)整備状況と現状

松尾城跡は、昭和 54か ら58年に飯田都市計画公国松尾鈴岡公園として、同じく県史跡鈴岡城跡
も含めた都市計画公園として整備された。公園内には、四阿・藤棚 0遊具・園路などが整備され、
一部には広く芝生が植えられ、植栽として吉野桜ャツツジ類なども多く植えられている。このよう
に市民の憩いの場所として親しまれている一方、城跡公園として縄張り図や城跡の説明板なども設
置されている。ただ、説明板がかなり老朽化しており、再整備が必要な状況である。また、隣接す
る鈴岡城跡が雑木 0竹木等の伐採により、城下のVI望が大変良くなっているのに比べると、城跡の

突端部に雑木が茂 り、眺望が悪いのが難点である6城跡の保存が最優先課題ではあるが、今後地元
などとの協力により、現状変更申請などで改善 していくことも必要と思われる。

(2)活用状況

松尾鈴岡公園として地元・市民の間で憩いの場 となっており、特に芝生が植えられている場所は

遠足・ハイキング等休憩地として多 くの市民が利用 している。

当該公園は、県史跡の松尾城跡と鈴岡城跡を隣接 して含んでおり、両城跡ともに中世において信
濃国守護職だった小笠原氏の居城であることがはっきりしている城跡であり、中世城郭について学
ぶ絶好の史跡といえる。是非両城跡を巡るコースを更に整備・活用し、史跡学習に役立てたい。

(3)現地への交通手段

」R飯田線伊那八幡駅下車、徒歩で約 30分。

中央自動車道西宮線飯田 I.Cよ り、車で約 15分。

15 松本市 県史跡 ポ登環良ぽ齢 (鎌倉時代から戦国時代)(昭和 45年 10月 22日指定・昭和 55年
9月 8日 追加指定)

(1)整備状況と現状                           c
ア 林大城跡・林小城跡

頂付近まで橋倉集落から林道が開いている。登り回は麓の金華橋から遊歩道が整備されてい
る。説明板は小笠原氏城跡全体のものが頂付近に設置されている。

イ 埴原城跡

麓の蓮華寺から登 り口が整備されている。

ウ 山家城跡

登 り回は 3ヶ 所程あるが真中の上手町集落からの登山道が地元の人々によって遊歩道とし
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て整備されている。また案内板 も設置されている。              ‐

工 桐原城跡

追倉沢からの登 り回がやや整備されている6

(2)活用状況

公民館、博物館活動での見学会等で活用されている。また近年雑誌に紹介されたため、見学者も

増加 している。                           、

(3)現地への交通手段

ア 林大城跡 :林小城跡

JR篠 ノ井線松本駅で下車 し、松本バスターミナルから入山辺線里山辺出張所前で下車 し、

徒歩で約 40分。

イ 埴原城跡

JR篠 ノ井線松本駅で下車 し、松本バスターミナルから中山線宮の下で下車し、徒歩で約 50

・  分。

ウ 山家城跡

JR篠 ノ井線松本駅で下車 し、松本バスターミナルから入山辺線徳運寺前で下車 しヽ、徒歩で

約 50分。

工 桐原城跡

」R篠 ノ井線松本駅で下車し、松本バスターミナルから入山辺線桐原で下車し、徒歩で約 50

分。

16 筑北村 県史跡 青新良聯 訴 (戦国時代)(日召和 49年 3月 22日 指定)

'(1)整 備状況と現状

村の東、標高 905mの城山に青柳の殿様が築いた青柳氏城館跡がある。

ここは今、青柳城址公園として、櫓門や遊歩道が整備され、往事の面影を偲びながら林の中を散

策できる公園となっている。

(2)活用状況

鳥や虫の声に迎えられ、林の中を通 り抜けると、青柳城本丸跡に至る。なんといらてもここから

の眺めは圧巻で、眼下には旧坂北村が二望でき、北に聖高原、天気の良い日は北アルプスまで広 く

見渡すことができる。本丸跡からの絶景を眺めれば、青柳の殿様が考えたことが何となくわかる気

持ちになってくる。身近な遠足・登山場所として根強い人気スポットとなっている。

(3)現地への交通手段    i           :
」R篠 ノ井線坂北駅で下車し、青柳宿から徒歩で約 50分。

長野自動車道麻績 Io Cよ り、青柳城址公園駐車場まで車で約 15分、駐車場から徒歩で約 15分。

17 麻績村 県史跡 麻績ゴ齢 (戦国時代)(昭和 49年 3月 22日 指定)

(1)整備状況と現状

村の中心部の北、標高 963mに麻績城跡がある。

麻績城跡へは途中まで車で行 くことができ、そこか
`ら

は遊歩道が整備されている。村中心部の入

口に説明案内板を整備 し、遊歩道にも誘導案内板や標柱を設置 している。

また、平成 16年 11月 には城山 (包蔵地周辺)の整備を行い、駐車場のスペースを拡げ遊歩道途
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中に東屋を新 しく設置 したほか、桜の植栽も行い周辺の公園化を実施 した。
‐

(2)活用状況

村内の歴史研究グループ等による現地学習会のほか、村外からの来訪者も多い6ま た毎年行われ

ている千葉市の小学生の農村体験留学事業の際には麻績城跡への登山も計画的に行われている。

その他、村内の小学生とその保護者を対象に桜の植樹 も行ってお り、地域住民へ も周知されてい

る。             ij    ‐     l  il :    し,  :・

(3)現地への交通手段

JR篠 ノ井線聖高原駅下車、徒歩 5分にて城跡入日、そこから徒歩約 1時間半で城跡到着。

長野自動車道麻績 Ii Cよ り、車で約 20分、城山公園駐車場 (遊歩道入口)。 そこから徒歩で約 1

時間半で城跡到着。

18 朝日村 県史跡 針讐領器 (戦国時代)(平成 4年 2月・20日指定)      i
(1)整備状況と現状

平成 4年 より遊歩道建設や説明板設置が行われた。現状をなるべ く破壊 しないことを基本とした。

(2)活用状況                          :
史跡見学として活用 したり、登 り日付近は公園として整備され、季節ごとにお茶会を催 して観光

地ともなづている6          :     .         ■

(3)現地への交通手段

」R中央線塩尻駅下車、アルピコバス山形線西洗馬公民館前で下車し、徒歩で約 10分。

19 須坂市 県史跡 井王良ゴ齢 (鎌倉時代から戦国時代)(昭和 40年 2:月 25目 指定)

(1)整備状況と現状

館跡は果樹園 (ブ ドウ畑)と なってお り、原形をよくとどめている。説明板が設置されている。

山城跡については、昭和 57年に説明板及びベンチが設置された。山城跡までの道は遊歩道とし

て整備されている6

平成元年度、周辺の旧跡などを含めて「井上歴史の道」 として、散策コースの整備を行うた。

井上区や保存会により草刈等の整備が行われている。       l        i
(2)活用状況

山城までの遊歩道は、遠足コースとして活用されている。        l     i
また、「井上歴史の道」は、生涯学習の場として様々なグル‐プに利用されている:

(3)現地への交通手段             ・             ―

長野電鉄須坂駅下車、タクシーで約 15分。

上信越自動車道須坂長野東 I.Cよ りt車で約 5分3  1 1 三     .‐  ■ 1‐

20 中野市 県史跡 詈彙良T齢 (室町時代から戦国時代)(日召和 44年 7月 3日 指定)

(1)′ 整備状況と現状       :  :
高梨氏城跡 (居館)については、昭和 61年から庭園や建物跡、土塁、空濠等の調査を行い、そ

の結果に基づき都市計画公園事業により近隣公園として整備 し、平成 13年 に高梨氏館跡公園とし

て開園した。

(2)活用状況
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近隣住民の日常生活に溶け込み、また気軽に利用できる歴史的雰囲気を持った憩いの場として、

多くの方々に利用されている。

(3)現地への交通手段

長野電鉄信州中野駅下車、徒歩で約 15分。

21 飯山市 県史跡 飯画ぽ齢 (室町時代から江戸時代)(日召和 40年 7月 29日 指定)

(1)整備状況と現状

平成 12,。 13,14年の 3カ 年事業によiり 、石垣の修理を行い整備を行ってきている。また、保存

のための試掘調査を実施してきており、保存されている地区の確認も行ってきている。

市都市計画課の管理であるが、城跡内の不要な構築物を順次取り除き、本来の城跡らしくなって

きている。                   
′

'(2)活
用状況                                    

′

市民公園として桜まつりなど多くの市民や観光客が訪れている。

(3)現地への交通手段

JR飯山線北飯山駅下車、徒歩で約 10分 6

22 坂城町・千曲市 県史跡 キ:笠良聯 訴 (室町時代から戦国時代)(昭和 49年 1月 17日 指定)

(1)整備状況と現状

近年の里山歩きや小学校等の遠足により、葛尾城跡を訪れる人が多く、遊歩道となっている部分

は削平され、危険な箇所が数力所できてしまった。このため、平成 17年度に史跡の現状変更申請

を行い、2ヶ所の危険箇所については階段を設置し、他の箇所については安全な歩行ができるよう

ステップを設置した。

村上氏館跡については民有地であり、とりわけ整備は実施していない状況である。

(2)活用状況

年間1,000人 の人が葛尾城跡に訪れるが、昨年は坂城町合併 50周年ということもあり、r財す上フ

オーラム」を実施し、その二日目には葛尾城跡にて当時の状況を学習する散策会を実施した。この

散策会は、可能な限り毎年行い、併せて「村上氏」についての理解を深め、1今後の町づくりに活用

していく予定である。

(3)現地への交通手段

・村上氏館跡=し なの鉄道坂城駅で下車、徒歩で約 15分 6

0葛尾城跡=し なの鉄道坂城駅で下車、徒歩で約 1時間20分。

23 信州新町
・
県史跡 積多ビぽ獣 (室町時代から戦国時代)(昭和 41年 3月 31日指定)

(1)整備状況と現状

平成 3年度から平成 9年度にわたり、水堀に架かる本橋の架け替え、三日月堀崩落法面の復旧工

事などの城跡の修復整備を行い、その後も随時、樹木の伐採などの周囲への景観に配慮した整備を

行っている。

(2)活用状況

武田信玄、馬場信房や松平忠輝など、戦国時代に登場する有名な武将の名前が小城とはいえ関わ

っているために、興味を抱いた県内外の歴史愛好家が散策に訪れることも多く、また桜の花見や併
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設されたゲートボール場等によって、地域住民の公園として憩いの場にもなっている。

(3)現地への交通手段

JR篠 ノ井線長野駅から、車で約 30分。」R篠 ノ井線松本駅から、車で約 1時間。

,いずれも国道 19号線で信州新町方面に向かい牧野島へ。(県立犀峡高等学校隣り) :
長野駅前から川中島バス新町行き又は大原行きで八幡平で下車、徒歩で約 5分。

24 中野市 県史跡 詭鵠 訴 (戦国時代)(平成 9年 8月 14日 指定)

(1)整備状況と現状

内堀館跡は、中世豪族の典型的な屋敷跡の景観を今によくとどめていることから、昭和 63年 5

月に旧豊田村の史跡に指定され、さらに平成 9年 8月 に県史跡に指定された。

平成 15年の行われた土蔵の移転改築に伴い、荒地部分の雑草等が除去され、江戸時代後期に飯

山街道の本陣として利用された主屋が望めるようになった。

(2)活用状況

平成 16年度までは主屋で蕎麦打ち道場として活用し親しまれていたが、現在活用は休止されて

いる。

(3)現地への交通手段

JR飯山線上今井駅から、徒歩で約 5分。

25 南木曽町 県史跡 曇轟ヴ齢 (戦国時代から江戸時代)(平成 16年 11月 22日指定)

(1)整備状況と現状

妻籠城跡は、いつ誰によつて築かれたか明らかではない。伝承では、木曽家村が室町時代に築い

たと言われているが、戦国時代に木曽氏の南のおさえとして、武田信玄や木曽義昌によって整備さ

れたことは確かである:

妻籠城は、天正 12年 (1584年)の小牧・長久手の戦いの折、ここも戦場となり、本曽義昌の家

臣山村甚兵衛良勝が、家康配下の菅沼・諏訪 :保科の率いる伊那・諏訪の軍勢を退けている。また

慶長 5年 (16001年)の関ケ原の戦いの時も、妻籠城に軍勢が入っている。          、

妻籠城は典型的な山城で、本曽川と蘭川の合流する断崖上に位置し、いくつかの平地、空堀、帯

曲輪を備えており、かつ江戸時代の古絵図によると、周囲に古城などの地名を残していることから、

よほど規模の大きな構えであったことが知れる。現在でも、いわゆる主郭と言われている所は整地

され公園となっているが(帯曲輪や空堀などはよく原型をとどめている。

県の史跡指定を受け、平成 17年度に老朽化していた県史跡指定の標柱の更新を行った。

指定地内の草刈等を地元住民により定期的に実施されている。

(2)活用状況

主郭部分は整地され、公園として妻籠宿が一望でき、地元住民・観光客に利用されているもまた、

同公園において毎年8月 第 4土曜日に地元観光協会主催の火祭りが行われ、焚き火を囲んで木曽踊

りを踊ったり、太鼓が演奏され、地元住民・観光客で大変賑わっている。

(3)現地への交通手段

JR中央西線南木曽駅下車、妻籠、蘭、広瀬線バス妻籠で下車、徒歩で約 30分。

中央自動車道中津川 I.Cよ り、車で約 30分。
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(2) 産 業・土 木・交通関係遺跡

26 上松町 県史跡 永誓
か
機

し
飾 (江戸時代)(昭和 41年 3月 31日 指定)

(1)整備状況と現状

現状は特に変更はない。この桟は川を渡る橋ではなく、岸壁の岨ずたいに行く波計桟道と言い、

川床の岩に穴をあけて柱を建て、岸壁に穴をあけ木材を差込み桁とし、これを連ねて上に板を並べ

て道としたという。応永 7年 (1400年 )の ことである。慶長 5年には豊臣秀頼が大山城主石川備前

守に命じて桟道を修理させた古文書も残っている。

正保 4年 4月 (1647年 )旅人の松明により焼け落ちてしまった。尾張藩では木曽代官に命 じ長さ

56間 (102m)、 幅 2丈 2尺 (67m)、 高さ7間 (13m)の石垣を慶安元年 (0000年 )に築かせた。

道脇の岸壁に完成の銘文が今も残っている。

その後国道 19号線となり、昭和 41年国道拡幅により中央部 40mを 残 し、2本の支柱を立てて路

盤を維持 し、それ以外はすべてコンクリー ト擁壁に隠れてしまっている。

2本の支柱に耐震工事の必要があると指摘されている。             ‐

(2)活用状況

この近世交通遺跡 (江戸時代)の大石による石垣は対岸からよく観察でき、付近には松尾芭蕉、

山頭火、正岡子規その他の句碑や歌碑等 もあり、「木曽の桟」の見学者も多い。また国道から下に

降 りて大きな積み石に 3ヶ 所に当事の工事担当者などの記録が刻文として残されている。ほとんど

洪水時の河水による摩耗状態であるが、調査者も多々訪れている。対岸に説明板やベンチが設置さ

れ、散策路の草刈等、環境整備も行われている。

(3)現地への交通手段

JR中央西線上松駅で下車、車で約 7分、木曽福島駅で下車、車で約 13分。 (国道 19号線下に

あ り)

JR中央西線上松駅で下車 し、おんたけ交通バス上松・倉本線桟バス停下車、徒歩で約 1分。

写真 13 上松町 県史跡木曽桟跡  (上松町教育委員会提供 )
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27:佐久市 県史跡
‐
i血真着用衆 (時代区分不明)(日召和 58年 12月 ワ6日指定)

(1)整備状況と現状

江戸時代初期に市川五郎兵衛により開かれた五郎兵衛用水は春日村 (現佐久市)か ら用水路を築

いて引水し草原に水田を作るためのものであったι             :
高度の測量技術と土木技術を持ち、足かけ5年の歳月をかけて全長約20kmに及ぶ用水を築いた。

定期的に草刈をして整備している。                  l i
(2)活用状況

地元住民を中心とした「全:長 を歩く会」:な どが、当時をしのびながら歩いている6

(3)現地への交通手段

長野新幹線佐久平駅ないしJR小海線中込駅下車、タクシーで約 15分。

上信越自動車道佐久 Ie cよ り、車で約 20分。

28 御代田町 県史跡 御機由ギ菫球 (江戸時代)(日召和 39年 8月 20日指定)

(1)整備状況と現状

指定後、対の 2基について、個人より町が買上げ町有地とした。平成元年、新たに説明板を設置

し、現在、年に数回の草刈を行い管理している。

(2)活用状況

現在、中山道ウォーキングブームとあいまって、御代田の二里塚を訪れる人は多く、また同じ町

内の小田井宿とセットで見学される場合が多い。                 ´

平成 17年度は、皇女和宮の中山道道中の展示を博物館で行つたところ、展示見学とあわせて、

多くの方々が御代田の一里塚を訪れた。

(3)現地への交通手段

しなの鉄道御代田駅下車、徒歩で約 10分。

29 阿智村 県史跡 損答関 (積答首讐善誹)訴 (江戸時代)(日召和 46年 5月 27日指定)

(1)整備状況と現状                     :
昭和 46年 に長野県史跡の指定を受け、礎石と石垣の一部が残っている。平成 4年 に南門が復元

され、現在では南門の他、番所跡、石垣、稲荷神社ンを見ることができる。(巻頭カラー写真)

(2)活用状況      ′i

浪合の中心地に位置し、また遊歩道も整備され、周辺住民の憩いの場となっており、中京方面か
‐
らの観光客も多く訪れている。

(3)現地への交通手段

」ヽR飯田線飯田駅で下車し、車で国道 153号線を名古屋方面に向い約 40分。

30 松本市 県史跡 埴瞥爾i訴離欄 藷双確 デ飾 (奈良時代から平安時代)(昭和 35年 2月 11日

指定)   1
(1)整備状況と現状

埴原牧は、古屋敷と千石地籍に階段状の平坦面がみられ、繋飼場跡と推察されている。現在は畑

として耕作されている。牧の跡は特定されていないが、現在は畑や水田となっている鉢伏山麓の緩

傾斜面が放牧地域とされている。
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信濃諸牧牧監庁跡は(昭和 39年 に発掘調査された。場所は考古博物館の近接地にあ り'ミ 面積は

約 260ぽ とごく狭い範囲が県史跡となっている。説明板の設置や草刈等を行っている。

(2)活用状況

信濃諸牧牧監庁跡は、考古博物館の近接地にあるので博物館の屋外展示施設として公開している。

(3)現地への交通手段

」R篠 ノ井線松本駅で下車 し、松本バスターミナルから中山線中山霊園口で下車、徒歩で約 5分。

31 松本市 県史跡 諧磐要得遣 (時代区分不明)(昭和 59年 3月 1日 指定)

(1)整備状況と現状

文化史跡として、平成 10年度に歩道整備を実施、平成 11年度には旅篭整備、平成 14年度には

公衆便所の設置を行った。また、野麦峠旧道入リロと頂上付近には長野県教育委員会による看板の

設置がされ、一方旧奈川村は歴史散策マップの作成を行い歴史の道のPRと散策コースとしての魅

力を高めることができた。

しかし、未整備箇所や崩落箇所があり、順次補修が必要であり、順次整備を行い文化史跡の保存

及び観光資源として整備を行っていきたい。

(2)活用状況

訪れる人々に街道の歴史を肌で感 じてもらえる生きた資料館として活用 し、野麦街道散策の魅力

が高まっている6

(3)現地への交通手段

」R篠 ノ井線松本駅にて、松本電鉄上高地線に乗 り換え新島々駅で下車、バスに乗 り換え約 50

分。 (事前にバスのダイヤを確認されることをお勧めします。)

長野自動車道松本 Io Cよ リミ車で約 40分。

(3)陣 屋 跡

32 小諸市 県史跡 綱彫輝瑾飾 (江戸時代)(昭和 39年 11月 26日 指定)

(1)整備状況と現状

平成 15年度に公園整備を行い、平成 16年度には天領の里・御影用水資料館を建設。地元区の協

力を得て展示資料を収集。平成 17年 4月 に天領の里・御影用水資料館が開館。     l
(2)活用状況

資料館は、御影陣屋資料、御影用水資料、県指定文化財「御影の道祖神祭 り」山車模型の展示、

御影用水ジオラマ模型の展示。

公園、資料館の管理は地元御影地区にお願いしている:

資料館の開館は、 4月 から9月 の日曜日であるが、開館日以外の団体での見学希望については、

市教育委員会で対応 している。

見学者は市内、県内外からであるが、特に市内、近隣町村の小学生の郷土学習を中心に活用 して

いる。まだ、史料の収集は継続 して行っている。

(3)現地への交通手段

」R小海線三岡駅で下車、徒歩で約 30分。

しなの鉄道平原駅で下車、徒歩で約 20分。
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｀
JR長野新幹線佐久平駅で下車、車で約 20分。             l
しなの鉄道小諸駅で下車、車で約 20分。        l

33 飯島町 県史跡 伊那ぎ浮 (嶺鷺揮皇)訴 (江戸時代、から明治時代)(昭和 37年 7月 12日指定)

(1)整備状況と現状

平成 2から5年度に、飯島陣屋復元事業を実施。 ::
江戸時代、幕府の代官陣屋だった飯島陣屋は、明治初年には伊那県の県庁となり、伊那県廃止後

は明治中期まで学校校舎として活用されたが取り壊され、姿を知ることができなからたため、発掘

調査・古文書調査にようて、現地で江戸幕府代官陣屋である飯島陣屋を新築復元した。

(2)活用状況

昭和57年からく史跡にちなんだ町をあげての夏祭り「お陣屋まつり」が始まり(今年まで25回

継続している。

飯島陣屋の復元後、平成6年 1月 から飯島町歴史民俗資料館 0飯島陣屋として公開しt博物館活

動を行っている。

復元を契機に、

①「お陣屋行燈市」

②「代官行列を楽しむ会」

③「飯島陣屋友の会」

などが立ち上がり、陣屋にちなんだ町づくりや、文化財愛護意識の高揚が図られるようになうた。

①は、江戸時代の縁日を再現した冬のイベント。

②は、ボランティアグループより古文書に基づく代官行列や、地域の歴史を脚色した芝居を催す町

づくリイベントが行われている。

③は、ボランティアグループにより復元された陣屋の清掃や管理が行われている。

(3)現地への交通手段

」R飯田線飯島駅で下車、徒歩で約 7分。               l
中央自動車道駒ヶ根 Io Cよ り、車で約 15分。

中央自動車道松川 Io Cよ り、車で約 1́5分。

34 中野市 県史跡 軍野質浮 (軍野揮皇)訴 (江戸時代から明治時代)(1召和 39年 11月 26日 指定)

(1)整備状況と現状    '     :
現在、県史跡指定地内には陣屋時代からの石垣、井戸、稲荷社跡があ

′
り、その他旧中野県庁の造

りを模したと言われる旧中野町役場時代からの建物を活用した中野陣屋・県庁記念館がある8

(2)活用状況

中野陣屋・県庁記念館は「市民のふれあいの増進、商業の振興または文化の振興」を目的とした

il イベント、サークルの発表(展示などに利用されている。
l(3)現地への交通手段

:  長野電鉄信州中野駅で下車、徒歩で約 15分。
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(4)学 校 等

35 塩尻市 県史跡 釜井雌 (江戸時代)(平成 13年 9月 20日 指定)

(1)整備状況と現状

昭和 45年 に市史跡に指定。平成 7年に地元からの保存整備の陳情を受け、修復に取り組むこと

となった。工事は平成 9年に着工し、建物の実測調査・写真撮影を行った後、昭和の初期以後に修

理が行われた部分の撤去・取り壊しを行い、本部腐朽箇所は繕い、もしくは部材を取り替えた。後

世改変の箇所で当初形式の判明したものについては、復旧整備を行った。平成 10年度に工事竣工。

(2)活用状況

隣接する「本洗馬歴史の里資料館」には来館者 (年間約 4,000人)が訪れ、釜井庵も同時に見学

されていく。

また、「本洗馬歴史の里資料館」の事業の一つである講演会において、会場としても利用されて

いる。

(3)現地への交通手段

JR中央線塩尻駅前下車、地域振興バス洗馬線釜井庵前で下車、徒歩で約 2分。

JR中央線塩尻駅から、車で約 10分。

長野自動車道塩尻 Io Cよ り、車で約 15分。

写真 14 塩尻市 県史跡釜井庵  (塩尻市教育委員会提供 )
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(5) 碑

36 佐久市 県史跡 北琶薄瑞曇轟 (室町時代)(昭和 44年 10月 2日指定)

(1)整備状況と現状

平成 16年度に県補助金で周辺への景観に配慮 しながら墓碑外柵の修繕を実施 し整備 した。

(2)活用状況

龍雲寺と周辺の歴史的環境 と一体化 しながら、広報等により広 く市民に周知 し活用している。

(3)現地への交通手段

JR小海線岩村田駅で下車、徒歩で約 10分。

JR長野新幹線佐久平駅で下車、徒歩で約 20分。

上信越自動車道佐久 Io Cよ り、車で約 5分。

(6)祭 祀 0社寺跡等

37 千曲市 県史跡 掛栞鬼榊 粗神墜霧留豪鵠訴 (戦国時代から江戸時代)(平成 18年 4月 20日 指定)

(1)整備状況と現状

平成 17年度から平成 22年度の予定で、千曲市は「松田家資料保存整備事業」を実施。県宝指定

の「松田家住宅主屋」の解体修理をはじめ建物群の修理、史跡の堀跡・土塁の整備を行い保存を図

り、広く公開・活用するための整備を行っている。

(2)活用状況

現在修理工事中のため、一般に公開はしていない。工事との関係で、日時を限り広く一般に公開

を行う予定で、整備事業を実施している。

(3)現地への交通手段

しなの鉄道屋代駅で下車し、車で約 15分。武水別神社横の県道を挟み所在。

長野自動車道更埴 I.Cよ り、車で約 15分。

写真 15 佐久市 県史跡北高禅師墓碑  (佐久市教育委員会提供 )
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