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所収遺跡名 種別 主な時 代 主な遺 構 主な遺 物 特記事項

戦国時代末期~ 焼土整地層、 被熱面、 カワラケ、 陶磁器、 副葬品のある幼児

江戸時代初頭 洪水堆積層、 内耳土器、 瓦、 灯明 骨埋葬墓
皿、陶製人形、水滴、

江戸時代前期 石垣溝、 石列、

砥沢産砥石、 硯、 石

江戸時代中期
布堀礎石建物跡、 礎石 臼、 碁石、 18世紀初頭~前半

建物跡、掘立柱建物跡、 の大火

松代城下町跡 集落跡 金具、 釘、 工具、 調

江戸時代後期 木樋、 竹樋、 分れ析、 理具、銭貨、キセル、 上水木樋

集水析、 桶、 掘り井戸 万装具、 化粧道具、
幕末 ~ 跡、 明治 20年代の大火

明治時代前期 ガラス製品、 簡甲製

幼児骨埋葬墓 品、 動植物遺体
明治時代後期~

戦前 など など

主に17世紀前半から明治 前半 にかけての町人の住む町屋 と侍屋敷と考えられる遺構が確認さ

れた。土層堆積 から、 およそ4回の大火の痕跡と2回の洪水の痕跡を確認している。18世紀初

頭から前半と考えられる焼土被熱面からは内野山北窯製品などの陶磁器類が倒壊した状況で出

土した。また 、 江戸時代後半期に敷設された上水道管と考えられる 木樋や、 竹樋・析・桶・井

要 約 戸などの水道関係の遺構が多く確認された。 侍屋敷の門付近と推定される地点からは、 筒守と

いう副葬品のある幼児骨埋葬墓も検出された。

出土遺物 には古伊万里や瀬戸 物などの陶磁器、 寛永通宝や天保通宝などの銭貨、 脇差や切羽

などの万装具、 柄鏡や毛抜き・櫛などの化粧道具、 砥沢産の 砥石、 下駄や硯、 キセルなどさま

ざまな種類がある。



長野市の埋蔵文化財 発掘調査報告書一覧

1968年 第l集『信波長j京古墳群j 第57集 『石川条里遺跡(7)J
1976年 第 2 集『浅川西条j 第58集『松原、遺跡目』
1978年 第 3 集 『中村遺跡J 第59集『史跡松代務主真国家墓所』

第 4 集 『塩崎遺跡群j 1994年 第60集 『猪平遺跡・宮ノ下遺跡j
1979年 第 5 集『極崎遺跡群(2)J 第61集『栗田城跡(2)J
1980年 第 6 集『三輪遺跡 →サ水内坐一元神社遺跡』 第句集『浅川扇状地遺跡群 三輪遺跡(5)

第 7 集『田中沖遺跡j 小島柳原遺跡群 上中島遺跡j
第 8 集 『篠ノ井遺跡群j 第63集『松原遺跡lVJ
第 9 集『凹ツ屋遺跡 (第 1 - 3次) 徳間遺跡 塩崎遺跡群(3)J 第64集 『小島柳原遺跡群 宮西遺跡j

1981年 第10集『湯谷古墳群 ・長礼山古墳群・駒沢新町遺跡』 第65集 『浅川扇状地遺跡群 牟礼バイパスB地点遺跡(2)J
第11集『箱清水遺跡 ・大峰遺跡 ・大清水遺跡j 第66集 『石川条里遺跡(8)J

1982年 第12集『浅川扇状地遺跡群 ー牟キレミイパスA . E地点j 1995年 第67集 『浅川扇状地遺跡群 本村東沖遺跡IIJ
1983年 第13集『浅)11扇状地遺跡群迎田遺跡 ・ 第68集 『栗田城跡(3)J

川田条里的遺構・石川条呈的遺構j 第69集 『浅川扇状地遺跡群 徳間本堂原遺跡j
1984年 第14集 『石川条里的遺構(2)ー 上駒沢遺跡』 第70集『八幡田i中遺跡j

第15集 『箱清水遺跡(2)J 第71集『浅川扇状地遺跡群 二ツ宮遺跡(2) 吉田町東遺跡』
1985年 第16集 『石川条里的遺機(3) ・(付上駒沢遺跡、) J 第72集『塩崎遺跡群(8)・石川条里遺跡(9)J
1986年 第17集 『浅川扇状地遺跡群 ー牟礼バイパスB 'C . D地点』 第73集『松代城跡』

第18集 『塩崎遺跡群W 市道松節 小田井神社地点遺跡j 第74集『松代城跡IIJ
1987年 第19集 『土口将軍塚古墳 一重姿遺跡確認、緊急調査一j 1996年 第75集『浅川扇状地遺跡群 吉田四ツ屋造跡

第20集 『三輪遺跡(2)J 三輪遺跡紛ー擬河原遺跡j
第21集 『芹田小学校遺跡j 第76集『浅川扇状地遺跡群 駒沢城跡・
第22集『長野吉田高校グランド遺跡J 小島相1I原遺跡群 中俣遺跡田j

1988年 第23集『横田遺跡群 富士宮遺跡』 第77集『浅川扇状地遺跡群 松ノ木田遺跡、』
第24集 「塩崎遺跡群V 殿屋敷遺跡J 第78集『布施塚l号古墳. 2号古墳j
第25集『小島柳原遺跡群 南川向遺跡j 1997年 第79集『柏尾南遺跡j
第26集『東番場遺跡j 第80集『小島 柳原遺跡群 水内坐一元神社遺跡IIJ
第27集『小柴見城跡J 第81集 『裾花川扇状地遺跡群 村南遺跡j
第28集『宮崎遺跡j 第82集 『浅川扇状地遺跡群 松ノ木田遺跡IIJ
第29集 『浅川扇状地遺跡群 浅川端遺跡』 第83集 『下箕ケ谷遺跡』
第30集『地附山古墳群j 第84集『浅川扇状地遺跡群 吉田古屋敷遺跡』
第31集 『町川田遺跡j 第85集 『上九反遺跡』

1989年 第32集『中条遺跡』 第86集 『裾花川扇状地遺跡群 寺村遺跡j
第33集 『鶴前遺跡』 1998年 第87集 『長野遺跡群 西町遺跡j
第34集『石川条里遺跡仏)J 第88集 『小島柳原遺跡群 水内坐一元神社泣跡皿j
第35集 『篠ノ井遺跡群IIJ 第89集 『裾花川扇状地遺跡群 尾張城跡J

1990年 第36集『屋地遺跡目J 第90集 『西前山古墳』
第37集『篠ノ井遺跡群mJ 第91集 『裾花川扇状地遺跡群 西方遺跡・中沢城館跡j

1991年 第38t長 『栗田城跡 ・ 下字木造跡 ・三輪遺跡(3)J 第92集 『松原遺跡VJ
第39集『塩崎遺跡群(ω 石川粂皇遺跡(5)J 第93集 『楽河原遺跡(2) 田中沖遺跡rnJ
第40集『松原遺跡』 第94集 f浅川扇状地遺跡群 小板屋遺跡j
第41集『小鳥柳原遺跡群 中俣遺跡 ・ 1999年 第95集 『綿内遺跡群 高野遺跡』

i長川扇状地遺跡群 押鐙遺跡 檀回遺跡j 2000年 第96集 『南宮遺跡IIJ (第l分冊 遺構編)
1992年 第42集『田中沖遺跡IIJ 2001年 第96集 『南宮遺跡IIJ (第 2分冊 ・ 造物編)

第43集『南宮遺跡j 第97集 『長野吉田高校グランド遺跡目』
第44集『塩崎遺跡群(7)J 第98集 r 111田氏館跡 岩崎泣跡目』
第45集 f石川条里遺跡の)J 第99集 『浅川扇状地遺跡群 徳間榎田遺跡』
第46集『篠ノ井遺跡群(4)J 2002年 第96集 『南宮遺跡IIJ (第 3分冊・写真編)
第47集『浅川扇状地遺跡群 二ツ宮遺跡 第100集『四ッ屋遺跡IIJ

本堀遺跡 目柳田遺跡・稲i系追跡J ( 2分冊) 第101集『篠ノ井遺跡群(日』
第48集『小島柳原遺跡群 中俣遺跡IIJ 2∞3年 第102集『浅川端遺跡(2)・差出遺跡 三合塚西古墳・石川条里遺跡ω』

1993年 第49集『浅川扇状地遺跡群 三輪遺跡(4)J 2004年 第103集『篠ノ井南条遺跡 浅川扇状地遺跡群辰巳池遺跡
第50集『浅川扇状地遺跡群 本村東沖遺跡j 浅川扇状地遺跡群本郷市l遺跡j
第51集『松原遺跡目j 第ω4集『浅川扇状地遺跡群 天神木遺跡樋爪遺跡権現堂遺跡』
第52集『田牧居帰遺跡』 第105集『浅川扇状地遺跡群 檀田遺跡(2)J
第53集『岩崎遺跡j 2∞5年 第106集『綿内遺跡群 南条遺跡』
第54集『古町遺跡流人塚j 第107� r裾花川扇状地遺跡群 西方遺跡(2)J
第55集『浅川扇状地遺跡群 駒沢新町遺跡IIJ 第108集『浅川扇状地遺跡群 桐原宮西遺跡 ・権現堂遺跡
第56集 f上見林遺跡J 吉田古屋敷遺跡・退目遺跡』
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