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昭和52年度埋蔵文化財関係調査報告書一覧

凡例

1 乙乙に収品した埋蔵文化財聞係の調盗報告書ー憶は ， 昭如52年度 〈昭和52句~ 4月 1円~同

日年3月31日〉κ刊行きれたものについて，各偲，d府県教背番目会tζ縮会して得た資料をもと

に作製した.

2. -.711<は.!JJ名 ・掲載ill跡名とその時代および遺跡の釘{阻・発行機閣・発行年月の剛に紀

している.

3 符名のうら 偲過府県および市町村教育聾且金で縦脱して刊行している r'電磁文化財調資

機告省』は『哩文傾J.r文化財調子宅報告轡』は『文繍』と略した。

4 i書跡の所周年代と腫顛については，部Jl府県教子f'ti日会作割の町制iともとづき，次のよう

に略した。

服役時代 一・雄 縄文時代 -縄 飛鳥時代 -禍 宅町時代 一・宣

4・ 世 続縄文時代ー絞縄 白鳳時代 一白 験阻時代 司戦

近 世そ 一・近 体生時代 ー・弥 AU時代 一../芦 南北朝時代一耐

先出先石縄士Z宮文RS時B時S代f代t →先
古畑時代 ー古 平安時代 -平 江戸時代 -江

担駆 可定 -嫁 s・t宮崎代 -，著

縄文時代では，早期~暁朋の矧lを.縄早~蝿晩と記したものがある。

護æ}-~ 青古梅'"跡跡 4 宮門

須組織黛 ー.m出 国国分自寺己 ~ } 回V叩出

自生住民搭活居齢跡m、) ・2県議 方形附鴻繕ーー方周 悶~f跡 ・同

銀li!→経
地m白方街衛官街、)ー宮

僚記鍬 司祭

5 今聞の一世袋は，昭和引年度版に引き続き ，tsJJl府県 市町村等の公共機対で発行したも

のを中心iζ ，単行本や維誌!lHc.t.姐般された発銅調夜綴告についても努めて収闘するよう陀した.

Lかし.まだ多〈の取り残しがあると思われるので 収品分の訂正も子育めて，当センターまで

御連絡いただきたい.後日改める予定をある.
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出毎週躍貰自動命道 Ut広島~札観両)鹿蔵文化財包厳地
危縦調傘鰻告書ー広白fBI. )に曲B'C遺跡ー

It泌週lif.l高等学校盟訪問地内穆威文化財包厳地発他調l't
縄告苫一石狩町 iE昨E遺跡一

」帆川流域の泡跡調貧かりー問冊2年度新子O&'空港出品予
定地内発保弘司査報告会百科

札幌市文紺XV

札幌市文繍 XVI

札幌市文鰍xvu
札製市文傾xvm
lO川市均文鰍VI 太麻第3号追跡

ウサクマイ遺跡J!lrr
p;農市文緑風 視隊三"1山 DiIII協における勾古学~I調査

.It調毎週1!t路市柏木BiII跡の発鋸醐貸

耐毎滋札幌出広島町篠ケ同迎跡発掘噛査報告五ケ剛直跡

SH!BISHIUSU 

機割合場遺肺緊急調査鰍告帯

鬼沢B遺跡概石遺跡調資報告

臼尻Bi劉跡発億調査概鰻

ハマ+ス野追跡発掴調査既報

開岨丸一第3次調査繍告ー

相拍遺跡調資報告

ff苗i倉跡

港大開考遺跡調査綴告轡

Jヒ見市中ノ品i圏察発砲掴査線告轡

札滑遺跡

耳跡名 (時代ー縄開11) .~行欄刈発行年月

Jに曲 (おおまがり)B遺跡〈縄中旬抱集r副大曲C(闘中包j 道教長 53.3 

正勝(jまん俗ぐろ〉ビ遺跡 (縄t問中ー包)

コ262.::i 263. S田5，5266.$2曲iII跡〈縄It)-!li活
必L穴)

対却9i由亦 t曲中一旬限必)

¥J 119追跡 〈純娩組組-/1;)

S 41 I i由権 《縄中必し氏)

入麻〔おおあさ〉第四泊跡(続開制IJ - ~)

ウサクマイ虚掛n(輔f(~_アイヌー 1奥様必)

現悔三角山 (L市《ばいさんかくやま)DiII跡〈係文 集活)

ffl* (かしわさ) BiIl跡(縄早中後-.¥1. I!:!状土縫)

高ケ岡〈とみがあか)温跡(縦早~晩ー築様)

ぶJl(しぴ)泡跡〈縄暁基・住居)

戦現台場(どんげんだいぱ)遺跡〈縄中一包j

4 教畳 53.3 

喧教彊 52.10

札幌市教華 日 9

鬼沢(おにさわ) BiIl跡(縄中包)捌石げ』与いし}透跡(縄
平-1.棄却

札幌市教o/i; 52. 6 

札幌市教盛 52. 1 

札雛市教葺 53. 3 

'1対11可噌長 53. 3 

F歳市教聾 52. 8 
千歳了1i教震 53. 3 

.qt.庄市教番 53. 3 

~、島町教岳 53. I 

石狩町教華 日 3

対賠市教聾 53. 3 

仙，jij町教岳 53. 3 

臼尻(うすじの)B遺跡(縄中一泉市)

ハマナス野趣跡(縄前~後袋詰)

開咽丸(かいようまる)温跡〈近ー海底包}

問拍(あいどまり) 梢泊 2遺跡 (蝿翠~晩ー集落}

j'l苗(あお伝え)，盤跡(欄早~土師 目縁 w
ょを大照寺 〈みはとだいしょうじ)透跡 〈縄晩ー集落}

中ノ島((るかのしま)直跡(総暁続縄線文一集洛〉

卒凶j(さっ乙つ)遺跡〈先 5足元富)

3 

阿旬茅都町教書 53 3 

南茅部町教聾 53. 3 

江差町教聾 53. 3 

上ノ国町教聾 53. 3 

奥尻町数蚤 53. 3 

蘭館町教書 4咽市博物館 53.3 

Jt見市 53.3 

西興部村教醤 52.8 



白滝泡跡(線刷lIi盆跡巡問地点)

端野町 1 区JIl 2遺跡一週宮畑韓直道鉱幅，" 草花伴う ~I前調
査 告

白老町t!1，校浜2温蹄ー1977年度試掘調l't報告轡ー

カムイエカシチャシ

苫小牧東留工揖士也市寝蔵文イ出発極調査続畢鰻告轡rr-昭
和5拝臣服

苫小牧市文化財報告5 jti毎週割、蜘1闇苗久米}f遺跡発
掘晦罪報告書且免直路工.()W::伴う埋蔵主化財緊宕調査-

0 クマ γプ2遭跡

吉野遺跡ー禰幌町吉野遺跡尭復調査報告 l~ー

上阻平直跡-jij毎温帯広市上似平遺跡発俗調査報告書ー

鹿追;::!j~宣A遺跡 SHIKAOf KOKO A SIT 
E 

g路市興開泡肺発掘調査報告目

制路市東釧噛第3;a肺尭掘傾告

S精子園町矢沢遺跡調査報告第三次調轡

~;チ間町問料路コタン副首跡発掘調査報告轡

羅臼町文JtJIj報告3 トピニウス IllÆiI~盗跡

粧別市オンネナイ第2地点適齢ー尭徹劉究e被告智一

函館市湯自回出E誼用地内埋厳文{出包厳地発掘調賓館告
智一函館市 日古曾Jl;a跡ー

迫間(とうま〉日遺跡{先ー包〉

端野町 1区 【たんのちょういっく)第2温蝉(縄中ー包)

E宅杖浜 (ζ じよ うはま)2 ift跡【間前-H!車 集落)

カムイエカシチ令シ〈中近世ーチ+シ跡〉

厚真 (あつま) 2遺跡 (蝿ー包) 厚凪7遺跡(蝿早~晩桂周
・擁文集落基} 厚毘8遺跡(縄中~晩・臨調集落〉ー厚
真J(噛描 〈蝿中一包)

久米井((めも、)盗跡〈縄中一集落)

ロクマγ プ2遺跡〈縄中ー包〉

吉野【よしの i盟事(蝿早集議〉

上阻平〈かみいだいら〉遺跡(旧石ー包}

鹿追高睦〈しかおい乙う乙う)A遺跡 {組中一議)

興誹〈おとつ〉 遺跡〈縄中~脱縄集落〉

!./.!i，醐〈ひがしくしろ〉第3iftl跡 (縄早~唖ー集落掛

矢沢 (やざわ〉 泡掛〈圃~アイヌ集搭チゃシ)

f官隊路〈く っしゃろ)コタン遺跡〈縄前 アイ ヌー包〉

トピニウスイ'j l-~‘遺跡(縄早ー終結)

オンネナイ趨跡〈蝿中也)

日吉町 (ひょしちょっ) 1 iA跡 (蝿 暁 集 落〉

白滝村教書 52.11 

治野町教書 53. 3 

白老町教聾 53， 3 

白老町教岳 52， 6 

苫小牧市教畳 53. 3 

苫"唯 市教聾 53， 3 

It内町教書 53， 3 

補幌町教豊田 3

帯広市教書 日 3

鹿追町教聾日 3

貨崎市蝿土惇物館 53. 3 

釧路市鱒土博物館 日 3

a.子屈町教番 53， 3 

弟子屈町綾聾 53， 2 

維臼町教書 53. 3 

肱別市教彊 53， 3 

jti毎週文イ凶保革路会 53. 3 

長沼町観内タ yネトワi創僚の剖鋼J!t タンネトウ迫跡(蝿早 晩ー包) 野村治空知地方史研究協調会 52.12 

北浦ムE尭掘剥査シリ ズ..， 盟配町切U淀川i世亦発掘凋 加茂川 (かもがわ)遭跡 (聞jjijー包)
益百科綴告 研究の部補湿の綿一

千織市文報 I 苗別川前域におりる考古学崎崎資

"嶋市届町台地温跡思磁文化財分布織認調査報告書

ウサクマイ温跡縛(蝿早ーアイヌ)

伎町台地(さくらまちt:~、ち〉 遺跡〈刷局'1-暁アイヌーチャ γ
跡)

療機の竪穴昭和52年直慌11町内遭跡分布調査事撞尭偏傾 伊茶仁 (いら1">1(:)カリカリウス遭跡・伊集仁チンネ第2遺跡(僚
告書一 文オホーツク集議)

A 

北海道出臨企画センタ 52. 4 

千歳市教聾 53. 3 

小僧市教墨田 1

樟海町教墨田 3



北海道iDllI市埋厳文化財分布調査報告初

浜中町浬厳文JtM分布調査線告軍1次線告

昭拘52年度繍臼町内iI!跡分布7調査報告世

膏 森 県

県埋文報第37!息事m市三内遺跡

県埋文報知叫車f捕直自動車道路i.Il世埋磁文イ聞発協
調査報告暫

県埋文制139~必刺哨貰自動車道山Jj'，岬民文{出発掘調
査浪岡町源常平a帥発錨調査報告

県埋文報悶買
宜黒石市高館遺誹発偲調奈銀告

県埋文報第'1m刺捕直自動車道官森眉状道路聞係埋
蔵文化財尭掘調査 三内滞部遺跡尭鋸捕直線告轡

県4里文報第4耳県 むつづサ111f，(開発予定地紙内埋蔵文Jt期拭
掘調査鹿綴

県埋文線第4担保下北地点原子力発屯所建陸予定地内埋A童
文仕掛分布調査報告世

山館遺跡{桂信事〉発健調査組含害

総経金木町藤校i宜跡

厳花貝塚第 11X拘置報告

虚空蔵遺跡尭健調査報告望書

昭如陥拝度浪岡械排発鋸調査報告容疎開械跡

岩手 県

千厩町文化財調査傾告第11長南小組蛇王遺蹄

三崎(皿)遺跡発掘調査報告書

昭如5拝度明後沢遺跡第4次発協調査複線

中田綴趨跡発臨調査線告世

き宇品唱え書?〈重量守E間接弘一鵠品かさ

市川仏、ちかわ)iI!跡〈間早包〉 ポン酔~'tJj IJ (りくしべつ)
川左岸遺跡(蝿早~前一包) 山迫 〈やまみち〉 チ+γ(アイヌ
朗 チャシ跡) 犠浜 (みねはま);島勝(アイヌ期 チャシ跡)

ポン奈志;);11111(ちゃ しべつがわ}左j，t遺跡〈オホーアクー包〉
系企:J;IJJl出岸泡跡 (縄早包〉

三内(さんはもリ 遺跡〈平一袋詰〉

熊沢(くまのさわ)泡跡(蝿前県議a>

源常平(げんじようたい)直跡(縄晩平ー集落)

高館〈たかだて)遺跡〈平聾高〉

三内湾都(さん'.いさわべ);創嫁〈縄中ー集落)

鎌架沼堅y、〈たかほ乙ぬまたであは)遺跡他S;aM;(告知11)

前底下【まえさかした)壇師la也l鋭m綜【各期)

山館(ゃまだて)泡跡(中佐}

藤伎(ふじえだ)過酷(平一集落)

晶花(さL刈まな)貝忽〈闘中一包)

S空磁〈ζ くぞう;醐事〈蝿晩包J
浪岡(はみおか)揖跡〈中城)

蛇王(じやおう〉遭排 (縄後 3駐車)
三崎【みさき)m湯跡 〈縄中 V字状土広)

明後沢(みようEざわ);盤事〈平安ー古lD

中回線〈江かそね);邸機(縄奈-~搭)

-5-

江別市数墨 田 3

浜中町教委 53. 3 

縦臼町教書 53. 3 

県教華日 3

県教書 53.3 

県教岳 53.3

県教書 533 

県教聾 53.3 

県教書 53.3 

県教墨田 3

七戸町教聾 53. 1 

金木町教聾 53. 3 

むつ市教番 目 3

却iI町教聾 53. 3 

副同町教聾 53. 3 

子厩町教書 53. 1 

久等市教岳 53. 3 

前沢町教長 53. 3 

二戸市教吾 53. 3 



太田方八丁遺跡ー昭和5~再度発鋸調査開鮒

太田方八T泡跡型地説明会買科〈君臨 I. 2同〉
太田方八丁遺跡却3次調査現地説明会世料

編沢貝塚

大館町遺跡

立石;J跡発侃調査慨綴

[北上市〕文{聞調査線告2問視プ叫崎温跡努4次調子J
報告相

「胆沢媛跡」一昭相52年度発銀調資院銀ー

谷起烏遺跡第 1次発敏輔交線告啓

a隆美浸透跡置Z号、ff..鋸調査概lIi
tl向合遺跡発掘調資慨F
ニ子刷跡坊官官;J跡調査報告符

昭和51年12月調夜後丹誠跡耳17'*緊急発掘調古担制約
手県紫波e時号rjJ町徳旧所作

岩手県水沢市文化財鰍告容第 1県 高山温跡

岩l'-!'i!:埋文セ ンター文仕掛調護報告制¥]集右手県到t
財発鋸調査略報 〈日目前52<手段コ

岩手県埋文センタ 文化財調子警報告書第2県 都南村iCJ配
遺跡(遺材育編)

拍手県埋文センター文化財閥資綴告書賓~3!長 花巻市山u，
神遺跡 〈昭和応2ll'度、

正J宇県埋文..."ター文{出4調子を栂告符第4US 二戸市択内
趨跡

岩手県埋文センタ ー文{出S調査鰍告嘗第5l1l 江刺市沼の
t遺跡(昭和5辞度)

宮 輔 県

~J文線第52集東北自動車道遺跡調査鰍告i'} 1

県文報第53集宮域県文itM身命略報開拘15泊三度分

1<用方八T(おおたほうはっちょう)遺跡〈平城柵) 藤岡市教葺 53. 3 

太出方八TCおおたほつは勺らょっ〉遺跡 C'"械柵〉 県 教書 52. 6 

A四万八丁(おおたほうはっちょう)遺跡〈平一棋栂) 鶴岡市教書 52. 9 

郷沢 {おそぎわ)m軍(蝿後晩ー且嫁〉 陸前高田市教聾 52.12 

人i柏町 (おおだてちょう)i盟事(縄中-u;琢} 盛岡市敏聾 日 3

立石(たていし)遁跡 〈縄後一配石"'1 大迫町教岳 53. 3 

1，<軍掘(くねんぱL)遺跡(縄晩包j Jl上市教吾 53 3 

胆択械 (いさわじ4う)跡〈平一蹴梅) 水沢市教岳 53. 3 

谷起品{ゃぎしま}泡跡白色包， 一関市教笹 52.9 

厳美世〈げんびけL、〉遺騨(縄中配石 ピッ ト) 一聞市教番 52. 8 

リーl台(しょうじあL、)盗跡〈蝿前 。後配石J 一闇市教委 52. R 

幼i1b':(ぽうだて)壇跡{蝿早ーピy 卜} Jlt市柑'k 52.11 

徳、I(とくたん)揖跡(平日城柵) 矢巾町教吾 52.1 0 

高山(たかやま〉必跡 〈古一集議〉 水沢市教書高山iI跡調t証金 53 3 

民揃(はがせ)B遁跡他〈縄平家~半ー県内ら) 世干唱埋直文化財セ Y ター 53. 3 

必沢(ゆざわ)温跡(縄中後一集沼) 王J与f.~樫厳文化創セン タ 53. 3 

山の神{やまのかみ)i出事 (縄中 iIi物灘車) 科手県埋政文化財セY ターー 日 3

沢内(さわうち)遺跡〈蝿晩一集泌〕 省Iエり用車文仕掛セY ター 53.3 

沼山上(ぬまのかみ〉盗蹄(弥一ー包} 岩手4R埋蔵文{凶4センタ 53. 3 

上t索開(かみふかざわ〉温跡(純一-!.l¥泌)

水戸〈きと)遺跡 (蝿~中包) 佐内面敗 (さはいやしき)遺
跡〈縄~平ー包〉 圏ノ丸 (つるのまる}遺跡(中9 館)安久
見!(あんきゅヲひがし〉 遺跡 (体~中方局〉 回音沢 (かんの
んざわ〉遺跡(中-j思議) 解出 〈くまや)遺蝉(縄~中一白J

県教 畳 53.3 

県教墨田 3

- < ー



県文報11¥剥集湯坪;o跡発掘調査慨報

県文裕!l¥55蝿歴史の週調査結巣略報

県文銀第56狼 1間遺跡発掘調査続報

仙台市文線第13集南小泉迦勝記臨幡宮調査報告容

名阪市士線第4集十三忽遺跡

名取市文綴Jll5聾史跡雷神山古騎昭相5訴事置発掘調d立
候傾ー

。メct'1げごいもん)遭跡(妥詩 集r船 積嫁 (ぬかづか}遺跡(古
代製品~) 兜塚〈かぶとづか)古111<古占柄:

副長手(ゆっぽ〉遺跡〈蝿-!Il洛〉

拠州 〈おうしゅう〉街道 他 LJ<*つやま〉街道(江)他

北沢〈きたざわ}遺跡(弥~包J

南小拠〈みはみ乙いずみ)i量跡{蘇~古車高)

十三忽(じゅうさんづカリ遺跡〈間~平ー集部)

雷神山〈らいじんやま〉古績(古-1;111)

白石市文縄問輔副音崎i酎欄査報告書 観音崎(かんのんざき);tt蹄〈会平一集落)

石巻市文化財だより(第7号) 穆属文化財暗色、尭臨調査 侃崎 〈きつねぎき}スケカリ浜虚岬(中飯仰) 沼海〈ぬまず)
特聾 目ij!<縄一日塚} 梨'"姻{はしのさばた)員塚(縄一民啄〉

利府町文銀第1m川盟古境群

利府町文綴蔀 2~梨 管谷坦宝寺横穴M

三2同町文徳第4m 多高閲朝間査報告轡

南方町文報第 1j長 良者原且縁

中新国町文秘却1m措生遺跡

盟駒町文報第2集曲芸叫宮跡

田尻町文報第 11集王拘宜遺跡

中岡町文線描!集白地跡t古I1It洋
宮城県迫町文報第3m 上ノF，iA遺跡体生後期の住居
跡

多世減聞連壇腕尭掘調査線告空間13冊 伊桔城跡 ! 日日向
52年度発掴調査報告

伊治城跡現地車明会買斜

宮城県多賀峻閣胡査研究所年報 1977多世揖跡町街路間一
度発錨調査睡報一

多官級跡第3(肱発鋸現地説明金百科一ー多目減跡西南隅E
万崎地区一

見l:!t想史直料館年報(昭和52'手直)

川控(かわぷくろ〉古駒郡(古ー古勿〉

官谷道安寺(すがやどうあんじ)t員litCl(古 市場)

多高田 〈たζうだ)薄掛〈中冊

民名}京(らaうじゃばら〉目忽〔縄一目塚)

級生(じよう)遺跡(山代減燭〉

圃五曲1I(つるまるだて〉跡〈中近腔)

天1¥嘘〈てんぐどう)，出場〈奈 平一臨搭}

白地(はくじ)横穴古場11<占一占筑)

上ノ阪 〈ヲえのはら)A遺跡〈弥集活・

伊拍城<，、じじよう〉跡(ぷ平ー域)

伊治域 〈も、じじよう)跡 (条 平一峻)

多世械(たがじょう)跡(ぷ城崎J

多世械 〈たがじょう)跡 〈袋~揖憎，

熊町(くまかり } 当足跡 (tIJ -~)

7-

県 教書 53.3 

叫教笹田 3
叫教書 53.3 

仙台市教聾 日 3

名取市教昏 53. 3 

名阪市教書 田 3

白石市教墨 田 3

石巻市教書 53. 3 

刷府町教聾 53. 3 

和府町教書 53. 3 

三本木町教番 53. 3 

南方町教墨 田 3

中新田町教墨 田 3

聾駒町教書 53. 3 

回尻町教聾 53. :'1 

中図町教笹 田ヌ

「且町教聾 53. 3 

県多西城跡調査研究所 53. 3 

県多賀域紛調査窃究所 52. 7 

~Q多恒雄紛割策研究所 53. 3 

県多賀滅跡調査研究所 52. 6 

車j~世史賢料館 53 3 



53. 3 

53. 2 

52. 8 

52.10 

53. 3 

払悶柵 {ほったのさく〉跡(平ー官〉 県教霊払凹姻跡調査市務所

烏野(とりの〉 遺跡 (府代集落〉 源田平(げんただいら}遣 県 教書
跡〈古代ー集落)

中台〈なかだL、);a跡(古代-1Il蕗〉

大内仮〈おおうちざか)rr遺跡 〈剛 後 集 落)

ユズリ車 〈は)遺跡 (蝿古代-j義務〉

湯出野 〈ゆで唱)迎跡〈蝿晩ー土星E耳)

53. 3 

53. 3 

払囲網跡一割 1. 12次貫録調査概要

高野直跡発鍋掴査報告書

宮城県加葺都宮崎町切込西山信器工房.t切込
学文学徳考古学割究室考古学世料集別冊目

血岡遺跡発偲国企段級

亀岡温跡現地説明会百科

紫山遺蝉発鍾凋1宅復鰻

角田市の遺跡地図

秋 田 県

県文報耳148阜

県文鰻第4錫長

東北大学文学僚考古伊研究室

東北学院大学考古学研究室

刺開院大学考古学研究室

9宮山遺跡発描調炎団

角田市教聾

聞込 【きりどめ}澗跡〔近一貫道〉

亀岡 (かめおか);a跡(家-ip.-P.?)

((1岡 {かめおか〉遺跡 (ぷ~ヰ.!.:-P.?)

紫山 (むりささやま〉遺跡(蝿ー包〉

<ili北大

53. 3 

53. 3 

53. 3 

53. 3 

53. 3 

聾

害

毒

書

聾

教

教

教

教

教

県

県

県

県

県

中台遺跡発俸調査報告書

大内l!<rr遺跡把握調査報告総

ユズリ草;a跡先掘調査報告轡

楊w野遺跡発時剥査概線

岨陥整備地核内(直角北東地主)遺跡分布

日 3

53. 3 

53. 3 

日 3

53. 3 

52. 5 

53. 2 

53. 3 

53. 3 

53. 3 

53. 3 

能代市教書

本荘布教書

白横手市教聾

鹿角市教聾

比内町教蚕

大館 (おおだて〉遺跡〈占代-w高〉

甚法〈くずのり)様跡〈古代議)

大島井〈おおとりい〉遺跡 〈古代~中世~館〉

大場(おおゆ)泡跡(蝿ー配酒}

谷地中(やちなか)遺跡〈古代~中1壁一館)
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畢

書

県教聾

依田輔跡究極調l't'lllll所 秋岡市教聾

秋田市教聾

依田市教書

県文線第5羽忠

県文級車51集

県文報部5~集

県文領軍5滋良

県文報郊54!長
調査鰻告

県文鰻2聴5曙
報告書

県文報第561盟 車J仕揖目自動車坦遺跡分布剖班報告書
幡平十和国踊木

国指定史跡払田傷跡保存菅島1111胃寵定報告

秋田械跡一昭狗52年置秋田駿跡発鋸調査橿報ー

秋阻揖跡lf<21現地説明会置料

史跡秋田域掛保存管理針画 昭相52年度受肺等保存官邸十
画軍定事軍報告

大館遺跡発好調査報告書紋凶県能代市所在一

葛法議跡分布調査報告轡

大鳥井山I 償手市大鳥井山i創砂発錨調査段報

特別史跡大歯周状ダ'J石保存官理計画曹

谷地中 「館J追跡尭掘調査報告魯

教

教

¥¥1 

県

払田栂 〈ほったのさく〉跡〈平一官)

秋図 〈あきた〉域跡 〈占 代 峻 織)

秋田 (あきた)拙肺(古代娘細)

秋田 (あきた}曜跡〈剖てー綬帰}

出羽丘陵総合醐尭!jl草地域内温跡分布調査

八



宮の前a跡

山 形県

叫哩文銀第14集昭如50 日年度山陪県宮農林事草間保遺
跡調査線告脅

県埋文傾第151拠 弓担平海跡 1971年

太立洞穴第三次調査療報

史跡減給栂跡昭師時度発編割程機聾

八森iIl跡ー第 l次第2/X発掘調査報告ー

八幡八議泡跡第2/X尭絡調査且地説明会質料

圧内考古学15 八滋遺跡第 1次第2次発掘調倉報告

松胤

山忠県遺跡地図付山車県埋鼠文化財包蔵地一覧

福島県

叫文縦貫163集 束Jt新鉾組関町、i胆略発婦調査略報V

叫文報部64.U! 伊連西部条盟直偶発銅掴倉慨報U

C¥<文報1I'A5l拠 出嗣久jft跡VI 史跡指定調査機嫌

母畑地区遺跡分布調査報告H

母畑地区i歯跡発掘調査報告 B

夕日民者遭跡朝日長持直跡調fj概観

宮の前{みやのまえ)遺跡〈古代ー包)

的場〈まとはヲ i盆跡〈蝿暁集落} 判中 〈むら伝か);盤亦〈平
~中-m高) 古田 U、るどおり)B泡掛{近ー祭) 助)11(す
けがわ)直跡(平集落) 上台〈うわだい)創務〈平架高}

弓張平(ゆみはりだいら)遺跡(先-!l!落〉

大立〈おおだち) ~，万t遺跡(蝿1，'1-平一澗1')

城姶(きのわ)柵跡(奈平ー城冊〉

八織〈はちもり〉遭跡〈平官? 域冊。)

八縦(はちもり)遺跡 〈平一官? 械燭円

八漉〈はちもの)追跡〈手ー宮9 域情。〉

訟阿倍つばら〉遺跡(蝿前 S応援}

附内声(かきうど〉 遭跡他 〈奈-'f--集落)

{タ週凶部〈だてせいふ)条耳lii情(古代条盟)

閣向久(せきわく)遺跡(袋平ー官)

連中久保(たっちゅうく，"')ilI跡血〈袋平一集落)

佐平林(さへいばやし)遺跡他〈袋平ー集落}

夕日且者〈ゅうひちょっじゃ〉 泡2察側U長者 (あさひちょうじ
ゃ〉遺跡〈弥後~占拠高)

稲川町数聾 52.11 

県教書 53， 3 

県教聾 53， 3 

県教吾県立偉物館 53， 3 

酒田市教委 53. 3 

八幡町教書 日 3

八袋遺跡発臨調査団 52. 8 

庄内考古学会 日 3

直腸考古学会 52.11 

県教書 53. 3 

県 教書 53， 3 

県 教吾 53. 3 

県 教書 53， 3 

県拍聾県文化センター 53. 3 

県教畢県文化センター 53. 3 

いわき市教書 52， 8 

幅迫臨tttl 面迫〈ふくざく)償0¥:{占ー師、〉 問潟市教書冊目F33等学技揮土クラブ 53， 3 

いわき市教書 53. 3 広緩農脳相発事章予定地 {いわき地区〉向型車文他材包届
地分布調査傾告笹

南繍切高山道南北ー拭掘調査唖鰍ー

二本松市文報第3集 tまの鍾附宿

二本紙市文報第4集 m山台E

凪凶部地区厨宮韓合農地制見1I噛地内寝厳文{出t包厳地
分布調世報告書

南ん堀き切た〉(み週跡伝み(開ほり占き~り半〉一県出f日μ帯)(たかやま) 道南北(どうは

塚の組[つかのとし〉 借宿(かりやと)i!I跡〈占ー宵績集落)

閥均台(乙うりゃまだL、)温騨(平 日}

9 

白河市教書 53， 3 

二本松市教書 53. 3 

二本松市教委 53， 3 

郎山市教葺 日 3



ZF確認多調国野査腿報告県書宮胡醐輔地内輔文胡錨地
郎山市教吾 日 3

富岡町埋文線第 1冊 真壁(まカ吋)域跡 〈軍一城) 富岡町教書 53. 3 

富岡町埋文線第 2冊 本町(もとまち)遺跡〈組q・平 集落) 富岡町教書 日 3

南小中i盤赤群発掘閣査車線 嗣之内(あさみのうち)遺跡他(蝿~平集落) 長招町教聾 53. 3 

=白地図丁場A地点調査報告田丁場8地点調査概報 三白地(さんがんじ)遺跡(縄古~平一集部 新地町教書 53. 3 

第3次宮崎iI!跡調査複線 宮崎〈みやさき)遭跡〈弥一基) 金山町教聾 53. 3 

1lI山五番漫跡I 郡山五番 (ζおりやま ζばん)i盤赤(奈平一宮〉 現華町教書 53. 3 

車川町文銀第4巣立謹溜跡 亙富〈伝っくぽ)遺跡 (組中後集議) 提川町教聾 53. 3 

曹戸古場鉾調査報告書 悪戸(あくど)古l/!!平(古古境) 石川町教書 53. 3 

磐線町の文化財日音寺遺跡 観音寺〈かんのんじ)遭跡(平寺〉 第例町教書 53. 3 

三斗的遺跡尭臨調査続報 三斗蒔(さんとまき〉遺跡(縄中性集落) 平田村教番 53. 3 

北会神村北部地区切属文化財調資間報 凪切望(きつねだん)遣制也(弥~平集活) 北会津村教壷 53. 3 

国造 国造〈乙くぞう)iI!跡〈奈平集落) 天栄村教聾 53. 3 

福島県考古学年報7 闘ζ相1久 (せきわく)iI!跡(奈平官) . 1lI山五番 (Cおりやま 福b:J1思考占学会 53. 3 
Ifん)泡跡〈奈ー平一官)

茨 城 県

市之代古境僻発煩調査報告書 市之代(，、ちのだも、)古積鉾〈古 古!Jl) 取手市教書 53. 3 

三反田遺跡調査報告書 三反田〈みただ)遺跡(古占柿集落) 勝田市教書 53. 3 

十五酷t膨官調査報告 l五郎(じゅうとろっ〉臨℃鮮〈古一償穴) 勝田市教聾 日 3

寺畑遺跡調査報告響 寺畑(てらはた)遺跡〈間体一包) 勝図市教聾 53. 3 

目立市文線第2!鳥 目立市赤羽倹穴基E字発鋸調査報告轡 亦叩〈あかはね)ぞ軒て群(古儲穴) 目立市教委 52.11 

日立市文報第3集 目立前大沼遺跡発躯調査報告轡 大沼(おおぬま)遺跡(縄♀条集落掌) 目立市教壷 53. 2 

日立市文線第 4集 日立市六 ツケ縁遺跡尭掘調査報告書 六ツケ潔 (むつかつか)温跡〈先古墳〉 目立市教吾 53. 3 

舟線山古償 α司辺)調資報告 舟塚山(ふさっかやま)古積 (古一古境〉 石岡市教霊 53. 3 

常陸国分寺啓院新築予定地発掘調査報告 常陣国分寺〈ひたち乙くぶんじ〉跡(奈寺) 石司市教聾 53. 3 

北郷Ai盤赤調査報告書 北蝿 〈きたとう)A遺排(先ー包) 郷珂町教垂 53. 3 

下新地BiI!l跡調査報告書 下新地(しもあらじ)B遺跡(制弥一包) !B珂町教委 53. 3 

原前遺紛調査報告曾 原刑(はらまえ)遺跡 郷珂町教聾 53. 3 
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高尾崎遺跡調査線告書 高尾崎 (たかおさき)ift跡〈平一袋詰高)

偽内地下式償穴t*i即弾発仮調査報告曹 内内 (かくなL、)愉沢喜!l(鎌~者ー臨;\~)

鹿島町の文化民四13J1l都市計画街路3. 3 . 10号観 (神 第 1-第4遺跡{綱1-近包)
野~押合組)第区文化財分布拙査報告

111!品町の文itl材揮411l沼尾原遺跡部 l次第2次調i'!間 抽出時(ぬまお勺ばら)遺跡〈縄一集編〉
報

週4し、台遺跡調古報告書

竜ケ崎ニュータウン埋蔵文仕掛劉炎報告 l

臨諜E古事EE字詰諸鵠明文{出調査報告 l

神野菜i/I跡発掘調li鰻告書

下小池東遺跡発掘調査報告書

面何台遺誹桜山占墳発短調査銀告轡

置媛県大宮町小野荒神前遺跡〈質料踊)

栃木 県

栃木県埋蔵文他材調車報告第2ぴA 正生銭視団跡

間木県星雲滋文似材調査報告第21!島 間木~Q昌康文イ凶8保袋
行政年報

栃木県埋蔵文化財調査鰻告第2忽農 民担遺蹄尭掘調資銀告
書

栃木県埋L厳文ft抑制査鰻告~23-!昼

前木県埋蔵文ftM開宜鰻告第241処

番匠崎古績!lil!錨報告書

字書B富市教育;目会埋磁文ft甜報告智郡4集宇都富市地
植野団地内温跡

南河内町埋文鰍罰 1m
晶子町文化財調査報告星の宮ケカチ遺跡

山王寺大樹塚古初

鹿白町教書 53. 3 

腹自町教墨 田 3

腹自町教書 53. 1 

鹿島町教吾 52.11 

道心台〈どうしんだい〉泡跡〈古集議) 阿見町教壷 53. 3 

船軍〈まつば〉喧跡。外八代 〈そとやしろ)遣掛 〈占中古繍 県教宵財団 53.3 
減)

f(おとC)遭 跡 北 今 城 出 川 ん じ ょ っ 〉 酬は盟 醐問団日 3
) 

伸野.!U<かんのひがし)遺跡〈縄貝嫁集落) 神野遺跡発掘圃査会 53. 3 

下小池点〈しも乙いげひがし〉週跡 (古ー集船 下'J、抽東発泡調褒会 53.3 

稲荷台〈い伝りだも、〉 直 跡 桜 山 〈さくらやま〉占墳 (占-，!s高 大滝台i/Il跡調発会 日 3
古t費)

小野天神前(おのてんじんまえ)i園第(鉢必) 県歴史館 53. 3 

'E~ミ銭測〈みぶぜにぶち) i/I跡 (蝿早占平車高)

下野 (Lもつけ)闘肝岬 (奈ー官}

県教聾 53.2 

県教吾 533 

民埠(江がっつみ)i盤跡〈弥占-l詩集落) 県教聾

薬師寺南遺跡(府直醐〕 藁師寺南〈ゃくしじみなみ)占岬〈占~奈平製品g) 県教聾

崎山A遺跡 拡山(さるやま)八適齢(奈ーも集吊〉 県教華

話匠峰(ばんL..うみね)古墳{古一占損) 矢甑市教岳

地権野団地内(みずほのだんちなL、)i酎捧〈弥古奈一製品g) 宇都宮市教蚕
i'/ll宮市雌梅野土地区画質E理組合

嗣極大六天〈きぬいただいろくてん〉遺跡(縄 古 奈ー集落} 南河内町教蚤

且の台〈ほしのみや}ケカチ追跡(衆~平1Il釦 益子町教書

山王寺大桝塚(さんのうじおおますづカリ古担(古一古墳) 早稲国大学出服部
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53. 3 

53. 3 

53. 3 

53. 3 

53.3 

3

3

7

 

3

3

2

 

5

5

5

 



群馬 県

上武国道地縁埋蔵文化財尭掘調査揖鍬W

閉館自動車道新古線地場埋蔵文化財尭勉調査標報W

上且新併陣地場埋蔵文化財発掘調査睡綴W

荒砥五反田遺跡

術保温働時綴 i 昭租5Z8.22.-日 2四

埋滋文仕掛発範男査速報 日高遺跡ー弥生臥lfIt趨績を中心
にー

高崎市日高遺跡〈見車会パンフレット)

高崎市文報4 蛤ノ宮遺跡ー凪崎盤備之n擢に伴う元島名遺
跡E写の調査報告(J)ー

渋川市文化財調査報告丸山古墳

且楽寺週跡

赤脇村文{出調査線告6 "'-1嗣晦白遺跡

iJj-揖付文化財調査線告7 亦鍛村地厳山占績 1

宣懸村埋文報第 i集笠懸村荒神山古積群発綴潟筆報告

苛の配遺跡臨柚古墳調査蝿椴 〈駒沢大学考古学研究室
屡報No.J6)

埼玉県

県哩文報第7集馬軍欄繍5足跡t!.
Il!玉~;I;jlt跡発仮調査報告書草15m 聞鍾自動鼠滋関係埋雌
文化財発好調査報告W

埼玉県直跡発掴調査報告曾第閣誕よ越新鮮線埋磁文{凶4
発縮調資報告曾E

鳩玉県遺跡発掘調査報告書第17終 日本住宅公団同一援出陣
地区埋文化財発調査報告 1

函久保闘音地下式11l発路調査線告

三ツ木【みつぎ) 酉今井(1としいまい)。小角田前〈乙するだ
まえ);o跡〈占~奈平-)駐車井戸}

下蝿(しもとう)第41): 滝川(たきがわ)BC 元品名〈もと
しま伝)B 臼高(ひだか)期 1. 21): 中尾(なかお〉第1次
遭跡(綜~中水回 S忠商方瑚)

森 〈もり) 下佐野 (Lもさの) 1 嗣(ほら) I II .深沢(ふ
かさわ〉 前中原〈まえなかはら);oJ捗(縄~近一集落古漬)

荒砥五反田〈あらとζたんだ)iIJ跡(古ー集落占績〉

新保{しんt剖温跡(弥家'"因。集落?)

日高〈ひt!.カリ週跡(弥水田)

日高 (ひだか〉 温跡〈体水田〉

蹄ノ宮〈すずのみや);o跡〈弥~古一方周集落)

丸山(まるやま)占墳(古占明)

長車守 (ちょうらく じ)遭跡 (中~近ー寺。〉

腹品(かしま)遺跡〈縄弥.5-111.司 3駐車}
地蔵山(じぞうやま〉市横t!.(古-8境)

荒神山〈てんじんやま)古明〈古一市場)

官の沢〈すげのさわ)遺跡縦穴山〈も、ゎhf.i.やま〉占境〈占~
平一占初生産遺憾〉

Jll室繍鎗 〈まむろはにわ)窯跡(古潟)

中期(江かiまり) . l~安寺〈乙うあんじj 久滅前(くじょっま
え);o跡(奈~平集落条盟)

点谷 〈ひがしゃ) ー前山(まえやま) 2号墳 古川端〈ぷるかわ
{ぎた)遺跡〈市~平一古樹集蕗)

舞台 (.s~t二 L 、)泡跡(占一集落語民}

西久保闘音埴内〈κしくぽかんのんげもザ品、〉遺跡〈中~ー地下
式厄)

)2 

県教畢 53. 3 

県教書 53. 3 

県教 吾 53. 3 

県教畢 日 3

県教 聾 53. 2 

県教畢 52.12 

県教吾 53. 1 

高崎市教書 53. 3 

渋川市教聾 53. 3 

尾品町教吾 53. 3 

赤梶村教書 53. 3 

赤梅村教吾 53.3 

笠懸村教吾 53. 3 

駒択大学考古学研究会 53. 3 

県教聾 53. 3 

県教書 53. 3 

県教書 53 3 

県教書 53. 3 

入間市教委 53.3 



lt1勾野地下武広発協淵1電報告書

行岡市文化財調査鰻告第4集大臼顕子依石峰聾および古
績の調車

蝿土百科買¥21集 川崎温跡〔第3次)長官遺跡発俗調査報
告

川口市文化財調査報告第8!!¥ 天神山;ft跡

川口市文化財調炎鰻告第9!!¥ 木曽呂表a跡

深谷市埋文線上監免遭掛

!!I!師腕地U前遺跡

秩父山;t跡

灯鍾遺跡

文化財報告第15l忠商士見市中央温跡/.11

人官市文(tJIl調査報告知富良 白崎貝摩第3次発鉱調査報
告

海之城臨℃畠t学
桶川市文健軍9!長妙ケ苔戸 ，. rr;t跡楽上遺跡

昭如52年度開谷市埋説文化財調査報告 鍋弁薬師寺占繍尭
掘調査報告轡

同組館跡発蝿調査傾告径一1977年

小岩井援場遺跡

後篠沢温陣群白調査

員神古境n第3次調日E
陶磁固 持の岡i創砲事

下康泡跡

田清水南温跡崎玉北部周水路趨誼iζ伴う埋麗文{出発
掴調査鰍告

精神場遺跡勾玉北部悶水路堕世iζ伴う埋蔵文化財発仮調
査傾告

自の繰温跡

北内野地下式111:(きたうちのらかしさ乙う)温跡(中~一地下式
広)

大H帽子l!1<ill¥喧 (だも、にらし峨しL、たいしとう1>') 大EI.t:事〈だ
いにちづか，古樹(鰻 ~î -甑石浴聾 ・ 古墳)

川崎〈かわさき〉遺跡員百 〈俗がみや〉遺跡(縄前平中一
卑議〉

犬神山(てんじんやま)追跡〈先勘両集部〉

A<1'l呂車〈さぞろ告もて〉遺跡〈縄中一集落〉

上敷免〈じよヲしきめん)遺跡〈停申 集落)

薬師跡地刷 (ゃくしとうちまえ〉 趣跡(縄中弥後~古前ー集落)

狭文山〈ちちぷやま)遺跡(縄中弥後~古一集議}

打館(おっζυ 遺跡 〈先 絢弥古歴←m家集落〉

山室〈やまむろ〉溜跡 (先包〉 他

目崎(かいささ〉貝塚(間前ーJl塚 ・3県議)

施之城〈たきのじよう)1/町、証僻 (市此町

砂ヶ谷戸(さいげいと)遺跡楽上(らくじょっ〉直跡(弥後~
古-!!¥稼}

防!t裂師寺(ゃぎいゃくしじ)内債〈古 古境)

河居館〈かわCえやかた〉跡(古代~中ー館)

小岩井草場〈乙いわいわた叫幻 ill跡〈先~蝿早布j←集議〉

後篠沢〈うしろはんざわ}遺跡lll(古平一集落〉

長神(紅がおき)古樹/.1(占ー古樹〉

南頑固(みはみふじた〉 弁の間れ、のおカリ温蝉〈古集落}

下廊〈しもぐるわ);jI跡〈古一集活)

原〈はら) 滑"'爾〈しみずみなみ〉遭跡(古一集落)

精神場〈しょうじんぱ);t跡〈古-~高)

日の議(ひのもり)遺跡〈縄平集落)

-'3ー

人間市教岳 日 3

行岡市教畢 53. 3 

上福岡市教吾 53. 3 

川口市教聾 53. 3 

川口市教書 53. 3 

深谷市敏華 日 3

上尾市教書 53. 3 

上尾市数聾 日 3

衛士見市教書 日 3

M士見市教書 日 3

大宮市教書 53. 3 

所沢市教畳 53. 3 

細川市教番 52.11 

熊谷市教書 53. 3 

川鍾市教書 53. 3 

甑俊市教書 虫 8

闘鶴田I教番 53. 3 

児玉町敏幸 53. 3 

都岡町教岳 53. 3 

」却町教聾日 3

上里町教墨 田 3

神川打数墨 田 3

;ll盟村教畢 53. 3 



武庫虫草山窯跡

八幡遺跡

高田寺院跡発鋸調査報告書

前寵遺跡尭掘調査報告智

土木崎三丁目温跡発鋸調査報告密

画巻遺跡発掘調査報告暫

城ノ越遺跡

勾玉県a閣調査会報告l!'.34l長原遺跡発綴調査報告

大丸山遺跡発鋸調査報告書

千葉県

板並白周古墳醇発掘閣査報告

木下活相}廃寺跡第次発鋸調査機報

千草開品更誇市中尾敏穴発鋸調斉報告

安房国分寺第二次調査既報

千草県埋蔵文化財売促閣査妙縦一昭和50(その2'51年度 一

上韓国分寺台発描時畳間聾V 紙繍Ilil目縁

上輯国分寺台調査瞳綴〈稲何台i盤券台遺跡稲荷台占明
群西谷古境鮮〉

虫草山 (むしくさやま}祭跡(奈~平一議)

八幡(はちまん)遺跡〈純早集落}

高凋(たかおか)寺院跡(奈~平寺)

前誼(まえくぽ〉遺跡(縄後晩ー集落)

土木崎(かみきさき)三r目遺跡(縄中後一集落)

鶴巻(つるまき〉遺跡〈組早後集荷停)

措ノ鍾(しろの乙 u遺跡〈公平集落)

阪(はら〉遺跡(縄平一集落〉

大丸山 (f品、まるやま}遺跡(蝿早一包)

i!(世白貝(さかなみしらがい)古明野(古 古蹟)

木下月断(きおろしべっしょ)廃寺跡(奈寺}

中尾(はかお)倹穴群〈古-1おり

安房(あわ)国分寺跡(長~ヰ)

崎山村教書 53. 3 

都掛11村教書 53. 3 

高岡寺院掛発掘調資会 53. 3 

浦和市遺跡調査会 52. 9 

浦和市温跡調査会 52.12 

浦和市i宣跡調査会 53. 3 

鉄山市減ノ越遺跡調査会 日 3

埼玉県遭跡調査会 53. 3 

大丸山iII跡調査会 52. 7 

県教委多古町教事 53. 3 

県教書 53.3 

1日範幸 53.3 

県教 吾 53.3 

上ノ台〈うえのだL、)遺跡〈蝿弥古一集落)他 県教育庁文化課 53.3 

紙圃原(ぎおんばら)貝塚(縄後貝塚) 上総彫博台遺跡調査団市原市教委 53. 3 

稲荷台(¥、なりだL、)温跡・台 (f，ごしゅ遺跡A地向 踊街台(，、 市原市教聾 53. 3 
なりだい)古繍群西谷(比しゃ)古境III(弥・古歴ー集落
古墳)

国苔貝縁E地夜発掘調査田線 田谷(そや)目縁〈縄中後集高) 市川市教書 53. 3 

松戸市教吾 53. 3 松戸市文イ凶判、報.2 幸図目塚第?次〈昭和52年度)調査 幸田〈乙うで〉貝塚(縄前 周塚)
概報

東(中田tilJ!発鋸調査続報
内葺舗前方後円積実捌

加附台温跡

木更津市菅生第2退跡

木'1':1雲市伊E品順礼街道遺跡発儲調査報告欝

板戸埴遺跡

飛ノ台貝塚

*仲田(ひがしなかtD古墳(古ー古樹)

内葺鎗(っちみのわ)古樹〈古 古墳)

加村台(かむらだい〉遺跡〈弥~古一集活〉

菅生(すζ う)i白砂〈縄~中近世ー包)

君也市教委 53. 3 

君路市教岳 53. 3 

流lJ市教書 53. 3 

君滋lt宮市広被水道局菅生還跡調査会 53. 3 

順礼街道〈じゅんれいかいどっ〉遺跡(蝿 。古集落甚)木更津市附礼街道直閣胡査会 53. 3 

台田〈だいた〉遺跡(縄古集落)・法議妨(ほっけほう)遺 誼踊子市教墨田 3
跡(中減) 北ノ内 (きたのうち)i!t跡〈中一城〉

用ノ台(とび由t:い)目塚 (縄恩且尿) 船縞市教委 53. 3 

14 



江原台第 l遺跡尭掘調査報告3

木戸台遺跡

小堤聾書揖跡

吉高山王遺跡

獅子穴W遺跡発揖調査報告

東内野遭跡第二次尭掘調査概報

飽田;t跡m二出調査報告

毎回市ニッ塚毛厳幼必跡

千草車南邸ニュ タウン 5(有吉遺跡車2次〉

子高市築地台貝嫁 平山古境ー千草東金道路盟設工事tζ伴
う埋蔵文化財調査線告2

佐倉市且谷捧遺跡

千車市荒屋敷目忽 貝縁中央部喧掴調査鰍告ー

平離県荻ノ/h!遺跡

寺沢遺跡

太田大篠塚

第2千成サニ←タウン埋属文化財指担調j'!

山武格ノ提遭跡

嵯苔il!

山田水害iII弥

久由里城枇発揖調査慨報

象納前畑(かんのうまえはた)遭跡

村上新山遺跡発掘報告笥

南台追跡発揖調査報告書{第 1次第2IX)

江原台〈えぱらだも‘}第1遺跡〈縄中弥ー歴集落〉 佐宮市教委 53. 3 

3ト戸台 (きどだい)遺跡(蝿早中近ー包忽) 横芝町教書 53. 3 

小鑓〈おんずみ)聖書泡跡〈ゅー械) 続芝町教畢 52.12 

吉高山王 (ょしたかさんのう);ft跡〈古ー占頃) 印鷹村教聾 52.10 

骨子穴 (ししあ伝〉湿跡〈先端早前一8) 富里村教書舗チ穴vl遺跡発緬調査団 52. 8 

-*内野〈ひがしうちの)必蜘 〈先ー包) 富里打数寄東内野溜跡発錨調査団 53. 3 

健闘〈たけだ〉泡跡〈弥古~臨鼎遜) 朝実地区教書 53. 3 

毛厳妨〈砂ぞ うlまつ)遭跡 (蝿後ー包) 野回市蝿土樽物館毛雌幼遺跡発掘調査回 目 3

f.j古〈ありよし)遺跡〈蝿早~古~袋~宇一集落財)子監県文化財センター 53.3 

3誕地 (っきじ〉台員嫁 〈縄中~睦中集落目星)平 〈財〉ニ[-醤県文仕劃センタ- 53.3 
[JJ (ひらやま)古明〈古一古樹}

且谷il!(ほしゃっ)温跡〈先~縄後占ー包古111) (財〉千葉県文化財センター 53. 2 
千葉県土J創湖発公社

荒録数(あらやしき〉且忽(制中 内前一集落 土拡) 借り'1一車県文仕甜センター 53. 3 
盟!i"(j関東地方建設局 何本道路公団東京地方11!設局

校ノ即〈はぎのはら)i醐 (I!i-平 集 落 寺 〉 臼本文仕酎研究所 52. 9 

守択 (てらさわ〉遺跡〈綱i唱中-1持率一集落〉 日本文化財僻究所 52. 5 

太田大篠啄(おおた おおしのづか}遺跡(先~縄後・弥 m 日本文化財研究所 53. 2 
高包〉

上代新山 (かみだも、しんやま)直跡 (原ー尿) 高岡大福寺 (た 日本文化財研究所 53. 3 
かおかだL、ふくじ〉遺跡(縄中~弥~鹿 集落〉 高岡谷梯〈た
かおかやっ);ft跡(弥~睦ー集遜}同iTl!.A:tu(t.こかおかおおやま)
i血!j;(陸一集議)

繍ノ鑓 (も、のつつみ〉 遺跡 (占 S思議〉

桜拡柑〈さくらやっ);J!跡 (縄後 m..)
山旧水器〈ゃまだみずのみ〉遺跡(袋~平一集車)

久留型〈くるり)峻枇(近城)

続ノ堤i盤掘調査会

住谷w温跡発掘調査団

山団趨跡調査会

久留盟城社発掴調査団

時平4小-、呼#9集侵世t滋稼潟海ぷJ北}t方(むつLようが令 ζ うきたbか2た)遺跡(縄中~奈 E睦E

村J新山 〈むらかみ刷、やま〉 泡蝉(弥-j思議) 村上新山;t跡発鼠調査団

南台〈みえ区みだい)温輯(古 1良港〉 南台直跡発臨調査問
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53.3 

52. 6 

52. 5 

52.10 

53. 3 

53. 3 

53. 3 



重量四季温跡尭臨調庇報告書

調西台遺跡調査侵報

大野減跡発鋸調査傾告

館山嫌跡調官置銀閣次

生谷

妓戸i闘停ー発錨調査段暢

東 京 都

~四拳〔とよしき}遺跡(古製沼〉

捕西台{じようざいだい)遺跡〈古一古積)

大野嫌〈おおのじよう)跡〈中一級〉

館山(たてやま)峻跡 〈近 械)

生谷(おぶかL、)遺跡(縄弥-JIl高〉

広〈ひろ)iI跡(単一県高} 清水作 (しみずさく〉
盗齢 (弥-Ilt集落)

l'.!四季遺掛尭儒調査団 53. 3 

描画台趨跡埋厳文fl:Jij，/e鋸調査回 目 9

大野峻跡緊急発蝿調査会 53. 3 

館山峡跡調査会 53. 3 

生谷直跡発泡調査団 52.10 

坂戸i闘志~属文化財発掘調査団 52.10 

東京総埋蔵文化財調子宅鰍告第51忠一郎拘横穴基緊急調査集 H野市平山台〈ひらやまだい) l'号距t薮 〈奈 横穴)勉
蹄ー

lls教笹 53.3 

『開資研究尭表会問』府中市武属国府間連遺跡の調査 武嗣車問〈むさL乙〈ふ)闇迎ilt跡(古~平ー集落)寵噛聾武厳野文化協会考古学総会 53. 3 

調布市埋d文化財閥凶報告2 調布市深大寺堂山遺跡ー神 深大守主lli(じんだいじどうやま〉遺跡(縄ー包〕 調4布市教書 調布市遺跡調在会 53. 3 
代償物公鰐北

調布市埋属文イU片岡日E傾告3 調布市実篤公園遺跡ー確認
調査ー

関布市埋直文化財調査報告 4 田市市上石阿遺跡

小金弁市宝級 5 l!!針遺跡

1'1芥遺跡東京訊vJ、金!t市立第四小学校木造校舎用改築第
n期J:事に伴う発微調査観報

e襲図寺垣iI跡

日野市直跡調査会年報 1977年度

笹原遺跡

福生市文化財調資線告脱 帽生市長択泡跡

吉祥山吉祥山海跡第 IIX調査詳報

前回総地i

二宮遺跡 1976 

武属国府の調禿E 国府関連遺跡調資昭狗52'F且綴報2

武蔵同府間連iI跡調子育抄鍬 1-白糸台遺跡の調倉!

:x鯖(さねあっζ うえん)坦跡〈嗣ー包) 調布市教書調布市;o跡調査会 53. 3 

上石附(かみいしはら血跡〈古 t!i 王手 集落) 調布m数寄調布市;o，.剖古会 53. 3 

白井(ぬく L、)遁跡 〈醐-m務〉 小φ川市教書 53. 3 

Wt Cぬく L、)泡跡(刷集洛〉 小金井市町J干遺跡調査会 53. 2 

吹上 〈ふきあげ)遭跡 (占~ぶ~平一集落 占攻わ 日野市教壷 日野市遺鳩調査会 53. 3 

伸(明ひ上らや〈ましん)遺め跡いう〈縄え〉 遺Z5跡斜~I~ー吹占別上 〈基ふきあ集洛げ〉〉 温跡 平山 田野市臼遺野跡市調教終墨会
53. 3 

檀塚 【ささづか)虚跡 〈蝿袋詰土;t) 東村山市教聾 53. 3 

長沢〈ながさわ}遺跡(縄-)民議〉 福生市教書 53. 3 

占伐山〈きちじょっやま)遺跡 C$t-蝿~弥~平←lIJ落〕 武威村山市教聾 日 3

前個餅地 (まえだ乙うち)遺跡〈先~江築様) 秋川市教書 52. 9 

二百 〈にのみや〉遺跡{蝿-J忠治) 秋川市敏吾 53. 3 

3武Y厳〉国JUCむさ し乙くふ)跡〈市~江←拠採井戸ijt 地下式横 府中市教聾iI跡府調査中市会 日 3

白糸台 (しらいとだL、)遺跡〈蝿占~手集落古績) 府中市教書 53. 1 
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八王子城跡 I -1977年度箱巡聴概報ー

谷保東方遺跡

昭島市持島林ノ上過跡の調査

中野抑日月小学校校庭遺跡発得調査報告

砧中 3. 4号明調査略報

室ヶ谷戸遺跡調査慨線(西山網島邸地区)

堂ケ谷戸遺跡調査略報〈山下高橋脚)

世田谷区尾山台担塚占墳調査概主主

千歳台遺跡予備調査略報

厳格山遺跡調l't略報

動妓遭跡

問問i盆跡書写

すぐじは描跡

羽ヶ田上 山栂絞上趨跡昭和52年度試樹調査報告

かもっぱら

東京郎町田市武磁凋i宜跡ー 1977年度調査

国分寺市恋ケ寵遺跡第5次 6次調査睡朝一

鈴木遺跡都市計画道路小平 2. 1 . 3号組内

福生前文イtM調査報告咽 福生市のi衛隊

武蔵国府の調査E 国府関連i重跡調査昭平田2年度概報

武厳村山市の遺跡埋躍文化尉を守るために

神奈川県

神奈川県埋民文化財調査報告14 下北原遺跡

川崎市高津区馬絹古境保存活用計画調査報告書

川崎市文線第V冊川崎市高雄区平風久保温跡発掘調査報
告笹川崎市中原区井咽伊勢台遺跡発掘調査報告書

八王子減〈はちおうじじよう)跡〈戦 江一減) 八王子市教垂八王子繊跡調査会

谷保東方(やほとうほう)遺跡(縄・占鋭務横穴j 国立市教吾

拝品林ノ上(，品、じまはやしのうえ〉趨跡〈間早集落) 昭島市教聾

伸明町氷川伸社(しんめいちょうひがわじんじ.)遺跡(古江 中野区教書
一集務古111)

砧中(きぬたちゆっ)3 . 4号明〈古一占墳)

堂ケ谷戸 〈どうがやと)泡跡(蝿~古 車活)

宰ヶ谷戸 〈どつがやと)遺跡(縄~古一集均等)

岨鹿市騎〈吉一古筑〉

千織台(ちとせだっ遺跡(先~蝿包)

線路山(ねづやま);聞協〈先純一土拡ー炉.tJ

動坂不動宜〈どうさかふどうどう〉遺跡(縄江一集落〉

桐悶(くぬぎた)遺跡(縄弥占集落基)

すぐじ山遺跡(細占集落)

出田谷区教委

世田谷区教委

世困谷区教吾

出田谷区教委

世間谷区教吾

世田谷区教吾

重版目塚調盗会

桐周遭跡調査会

すぐじ山温跡調査会

羽ケ田上山総坂上〈はけたうえやまねさかうえ)遭跡〈縄 羽村町羽ヶ田上山担
盟落) 絞上温跡調査会

加産原(かもっぱら)遺跡〈蝿盟高)

武蔵岡(むさしがおか)遺跡(縄平包)

恋ケ謹〈己いがくは〉遭跡〈蝿一集部 土拡〉

鈴木(すずき)温跡(先包〉

武嵐国府(むさし乙くふ〉跡(縄奈平江明~歯〉

市遺跡分布図

五日市町，.庇Ji¥iI跡調査会

氏戚岡遺跡調査会

正ケ窪直跡調査会

小平市鈴木遺跡調査会

福生市教吾

府中市教畢府中市直
跡調査会

武蔵村山市教聾

53. 3 
53. 3 

53 3 
53. 2 

52. 6 

53. 3 

53. 3 
53. 3 

52.12 

53. 3 

53. 3 
日 3

53. 3 
52. 5 

53. 3 

53. 3 

53. 3 

53. 3 

53. 1 

52. 8 

53. 3 

下北京 (Lもきたはら)遺跡(縄中後配石)

馬品目(まぎぬ)古柄(吉 占横)

平風久保(たいらかざく，r)it跡(弥後一集活)合弁図伊噛台(い
だいせだい)温跡(蝿早・弥俊平集落)

県教 事 53.1 

川崎市教吾 53. 3 
川崎市教委 53. 3 
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川崎市文化財調査聾揖，1Il1湯島

昭如5歩手直史跡'1、田原城跡眉峻聾備事量発鋸調査線告書

子ノ神厚木市戸主所在子ノ伸⑤岬の調査

三桁市赤飯i盆跡

浅間神祉園田臨穴占尉群第9号明拘置報告世

新作地ノ谷遭跡一市民プラザ周地内遺跡尭飯調査報告曾

平阜市博物館質料~IO 上ノ入AiR跡発錨調査報告

平塚市憾物館賢軒No.l2十七ノ様温跡也詳細分布調査線
告一砂丘上白i盆跡確認調査

上古沢南遺跡

元総本

仏向町;J肺倹浜市保土ケ苔巨仏向町遭跡却 1次調査縄告

西管【iζしすが〉遺蹄〈縄包〉他 川崎市教墨 田 3

小田回線{おだわらじよう)跡 {近ー媛) 小問原市教書 53. 3 

子ノ神(ねのかみ);oJ勝〈停申 占前後平一集落) 厚木市教聾 53. 3 

w岨(あかきか)遺跡(弥中 後ー県議) 三浦市教畢 52.11 

浅間神社西剛〈せんげんじんじゃにしがわ)償穴古績群(古槌 大和市教聾 53. 3 
穴) つきみ野揖間伸社臨て古境尭掘調査団

新作抽ノ谷(しんさくいげのや〉遺跡〈剣前弥後平一集落〉 川崎市 日 3

岡崎上ノ人(おかざきかみのいり)AiR跡(町俊平一集落〉 平塚市博物館 53. 3 

番匠面(ばんしょうめん)A 傷子原〈なでLζがわら) 畢段 平館市得物館 53. 3 
〈すみぞめ〉 週半地〈みちはんち} 坪ノ内〈つぼのフち}
嗣耳〈みなみはらlC十七ノ滅〈じゅう抵はのいき)(縄後~中-
m~耳)

上古沢南〈かみふるさわみなみ〉遺蝉(縄早前中一車落}厚木市上古民南遺跡調査団 53. 2 

元橋本〈もとはしもと)遺跡 (先ー包) 元揖本i盤面周査団 53. 3 

{L，!<>1町(ぷっとうちょっ〉遺跡(刷早~平集蕗} 仏向町遺跡調査団 52. 9 

車北久保温跡 刺佐久保〈ひがしきたく国iR肺(蝿J珂・弥後平-lI!高日 現Jt，久保遺跡調釜団 52.7 
下丸沢山谷遺跡ー伸奈川県相僕原市下lLiR山谷海跡第2次 下丸沢山谷〈しもくざわさんや〉遺臨(蝿中後 1駐車) 下I1沢山谷;J跡調査団 52. 7 
調査僚機

董利益2 績浜市金沢区董~I谷開発地区埋厳割出発掘調 量制谷帥喧りや〉遭蹄【縄中タ午後ー集落〉 償浜市埋蔵文化財調査吾且会 52.12 
念報告密〈第2集)

平塚市文符節目集 平断行内臨¥:M;U(古一臨り 平摩市教委 日 3

昭和51年度分布陣査報告川崎の遺跡ー付埋属文化財分布 川崎市教聾 52.3 
聞置地図

新 渇県

民私書文線第 13 長岡ユュ タウン (2) 

県埋文館第14 五分ー稲場遺跡

理学臼山城跡発鑓調査概報 1

掴荷山古lI!U発倒閣査報告

岩本地区遺跡発鐙調査概観

民間ニA タウン遺跡発俗調査報告

蛇山(じ φやま)叩号埋(近一掛

，0;;ト帽場〈ζぷいちい刷工)追跡 (古ー包)

春日山〈かすがやま)減跡(室滅}

稲作qLlJ【L、はりやま〉古切U(古古績)

山昌敏〈やまやしき) 1・s.u朗 〈やまはた}遺跡(縄鼎古集搭)

中山〈江かやま) 5号塚'鹿剤〈ざぜん〉縁〈中一忽〉
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県教書 53. 3 

県教 書 53. 3 

上越市教聾 53. 3 

上且市教書 53. 3 

上且市教書 53.3 

長岡市教畢 日 3



谷内休古噴き孝 1号噴尭鋸調査報告啓

出雲崎町乙庄の製鉄祉

反里口遺跡発掘調査報告書

柿崎町文化財第2集

竹田沖条里 新詞県佐富田竹田神条里緊急発掘哨査概報

弥彦山居 1号忽発編調査報告密

富 山 県

富山県描光町瞳出町立野ケ即d臨髭第六次緊急発鋸潤査
概要

富山県高岡市桜谷古墳尭錨閣査報告書

富山県小矢部市自の宮i盟事発掘調査報告書

富山主婦中町細谷遭跡鮮第 1次量百発掘調査四要

冨はl県立山町二ッ爆遺跡発掘調査概要

富山~;t.;J、矢部市聾谷〈かんだに〉地区内埋蔵文itJlt予備調
査機聾

富山県小矢部市竹古島遺跡発鋸調査続報

2山県砺枝市椀畠野(となみしせんだんの)遺跡務予備調
査療報

富山県蛎波市宮森新北島 I遺跡緊;tt発侃調査縄宜

富山県滑川市安田古宮遺跡発掘調}査報告轡

富山市呉羽富図町趨跡発鋸調査報告書

谷内林 (やちばやし〉古Jtltl(古ー古尉) 新井市教聾 53. 3 

金谷川内(かなやζ う割ち鉄) 合清水 (ζ うしみず〕 ー縁の腰〈つ 出雲崎町教書 53. 3 
かの乙し)遺跡〈祭 祉)

反里口〈そりくち)遺跡(縄中後一集落) 津南町教書 53. 3 

金谷(カ屯や)援群(中ー縁) 柿崎町教吾 52.10 

竹田仲条型〈たりだおきじ本うり〉遺跡(奈条里) 真野町教書 ー畑野町教聾 53. 3 

弥彦山届〈やひ乙やまL、)古境野〈古一縁)

省田ケ傑〈ありたがはら)E遺跡(先ー縄キゃンプサイト)
中尾台〈なかおだL、) I . K . J . L . M. F' . D. N. Oi宜跡
(縄奈~平包) 立野新(たてのしん) J . C . B遺跡(蝿
弥中ーキャンプサイト 包) 伸明原(しんめいiまり)C湿

跡(縄包〉 南原(みなみはら)G.L.M.N遺跡(先縄
平一包) 幸台(さちだい)A. B' C遺跡(先・蝿ー包〉

車線〈きょっずか)A' B遺跡(蝿包)他

桜谷(さくらだiζ)古償(古 古繍〉 山岸〈やまぎし)泡跡(古
~中一集落〉

日の宮〈ひのみや)遺跡(先祖古中集落) 道林寺(ど
うりんじ) 1遺跡(縄古中一集落〉 樋働(ひがけ〉遺跡(弥
中集落〉

細谷〈ほそだに)温跡(先ー包〉

ニッ縁〈ふたつつか)遺跡〈蝿早前中弥古集落)

総毘(まつお)遺跡(奈鎌室集落) 棚田(たなだ)遺跡
〈古奈~平中一集落〉 北ー 〈きたいち)v遺跡 〈古 集蕗)

竹企品(たけくらじま)iIl跡(縄 古 袋詰事)他

上和国(かみわだ〉遺跡(組中晩~集務) 宮新(みやしん)
遺跡(奈~平集落) 増山〈ますやま〉遺跡(縄中後奈
中一集落) r次島げこかさ一わじま) 1温跡(先縄奈~平一
包〉ー高沢品目iIl跡(先縄奈築港) 高沢品皿遺跡 〈刷
吉奈ー集落}

富森新北島 1(みやもりしんきたじまいち)温跡(縄平車両耳)

安田古富(やすだふるみや)遺跡〈刷前 中晩一袋詰)

呉羽占田町 (くれはとみたちょう〉 遺跡(縄中娩奈~平 集落)

19 

弥彦村教委 53. 3 

県教委日 3

県教吾 53. 3 

県教吾 53， 3 

県教聾 53. 3 

県教聾 53. 3 

小矢部市教委 53. 3 

県教書 53. 3 

砺波市手頃 53. 3 

県教聾 53.3 

m川 市 教 墨 田 2

富山市教吾 ら3.3 



富山市燦板桂塚発短調査報告

寓山県朝日町大家庄地区内埋底文化財予備調査続報

石川 県

辰口町高座遺跡発掘調査報告

鹿島町徳前C遺跡発掘調変報告(1)

み1咋市寺家チョウェイジ遭跡尭掘調査報告

掴井古f境E学発鋸調査報告書

おまる塚古横榔震調査報告書

笠舞A;宜跡分布調査略報

償江遺跡

弓波廃寺予防範囲確認発鋸調査報告

金沢市JI茸遺跡

画生遺跡

雨の宮古翁群発鋸純資報告轡

石川県文化財分布地図

福井 県

特別院跡一乗谷朝合民遭跡IJ(

特別史跡ー乗谷朝倉正遺跡発掘調世間境整備事業概報

環境整備事業緑色舎 I 特君史跡一乗谷朝倉氏遺跡

福井県埋磁文化財調査報告第21良 重要i宣跡探急確認調奇
報告(1 ) 

福井県勝山市古百遺跡発鋸調査報告書

伊井地区圃尾担整備~JI輩。ζ伴う発掘調査整備事業概要

史跡柏山滅跡1(昭和47年度-52年度尭鋸調査整備事業概
報)

史跡袖山崩跡E 伝抽柑宮跡外濠6Ii認発鋸調査報告

縁線〈っかね)鮭忽(近峰〉

下山新東c1ζざやましんひがし)遺跡(縄前 ・中晩ー包〉 高
僑〈たかはυ遺跡〈縄中後包)

高座 (ζ うざ〉遺跡(網~近袋詰)

徳前〈とくぜん)C遺跡(弥奈集落)

寺家(じげ)チョウェイジi宣跡(中~近ー集落)

温井〈ぬく L、)古崎群〈古一占明)

おまる塚(っか)古繍(古吉積)

笠舞〈かきま~，) A遺跡(縄)

儲証(よ乙え)量跡(奈平一荘家跡)

弓波(いんなみ)廃寺跡(奈寺〉

北塚(きたづか)遺跡(縄集落}

務生(あぞう)遺跡(蝿ー集落)

雨の宮(あまのみや)古噴き学(古 古積〉

乗谷朝倉民(いちじようだiζあさくらし)逮跡(室ー詔涼屋敷
僻)

一乗谷朝由民(，、ちじようだにあさくらし)遺跡〈室武家屋敷
群〉

一乗苔朝富民(も、ちじようだにあさくらし)遺跡(室 武家屋敷
群)

神奈備山(かんなびやま)古噴他7遺掛(古ー古噴出復)

古宮(ふるみや)泡跡〈蝿早~後包〉

東京(くわばら)遺跡(袋一揖落〉

袖山域(そやまじょっ〉跡〈南城)

柏山減〈そやまじよう〉跡拍手目宮(あくわのみや〉跡〈南一械
蛇)

富山市教霊 53. 3 

朝日町教書 53. 3 

県 教吾 53.3 

県教書 53.3 

羽咋市教墨 田 3

七尾市教聾 53. 3 

金沢市教委 53. 3 

金沢市教聾 53. 3 

松在市教畢 53. 3 

加賀市教書 日 3

金沢市教墨 田 3

E口町教委 53. 3 

鹿島町教委 53. 3 

県教番目 3

県 教吾 53.3 
朝自民遺跡調査研究所

県教委 53.3 
朝倉氏盗跡調査研究所

県教委 53.3 

県 教幸 53.3 

勝山市教吾 53. 3 

金銭町教墨 田 3

南条町教委 53. 3 

南条町教聾 53. 1 



福井県大野田和泉村後野遺跡尭出調貧綴告書 後野〈のちの)遺跡(骨中一集落〉 相車打数聾 日 3

山製 県

安遭寺遺跡調査報告書{慨報〉 安遭守〈あんどっじ〉遺跡〈縄中 平集落〉 県 教委 53. 3 

現山車梨町県中地央内道1埋-蔵文化財包蔵地尭綴調査報告書一北巨摩m ニッ嫁[ふたつづカ.) I号初班酷 (ふたはヲ 2号il!(古一古繍〉 県 教聾 53. 3 

御料平泡跡 御恥予科 (ζりょっf品、ら);ft晴 (縄中 配石渚格) 早川町教書 53. 3 

勝沼民館幼調査略報E 勝沼氏断{かっぬましやかた}跡([1'ー酎) 勝沼町教聾 53. 3 

丘駿貫¥5号山型県大泉村跡fril:跡発極明査報告 御所〈ζL")虚跡(縄市中集長露 。包) 山岬l大学考古学研究会 53. 3 

埋内厳)文化財分布調査報告書〈笛吹川沿岸1地改良事草地毎案 県 教書 53. 3 

星 野 県

跡疎開田 跡鹿町田〈あとベまちだ)ift嚇{占集議〉 佐久市教聾 53. 3 

上桜井北 上臨IfJヒ帥‘みさくらいきた)遺跡〈古~平 3駐車〉 佐久布教聾 日 3

組目減跡ー第3次発損害調査時報ー 増田 (しおだ)減跡〈中械〉 t田市教委 53. 3 

直櫛市~l姶杉ノ木古続完御調斉報告 杉の木(すきのき)古樋 〈占-liil!) 直樹市教吾 53. 3 

児嫁遺跡緊急発掘調査療報 児塚[乙づか)ift跡〈蝿 1起訴) 伊郷市教聾 53. 3 

砂場泡跡緊急尭磁調査報告轡 砂崩〈すはIf)遭跡(鈎;袋~平 jM;) 伊郷市教書 53. 3 

丸山清水温跡緊急発短調査報告智 丸山潟水(まるやましみず)i出鼻〈縄平ー集落〉 伊郎市教聾 53. 3 

宮の匝遺跡緊急発編調査傾告書 ?な1の原{みや申はら〉温跡〈蝿奈一集落} 伊知市教岳 53. 3 

中村遺跡緊急尭他調糞報告書 <t村 (f.iかむら〉遣時 〈弥中集落峻) 例町噛聾 53. 3 

おぐし担透跡緊急発調調査線告轡 おぐし択遺跡(縄平 U!f，為〉 伊R'市教書 53.3 

爾出 南開(みはみはら)遺跡(剛ー期採) 駒ケ般市教聾 52. 2 

ょせの台遺跡 埋蔵文化財緊急尭掘調炎報告轡ー ょせの台ift跡(蝿集落) 茅野市教書 53. 3 

毛自醐抽選跡 毛田嗣射dJ(けがみさやま)遺跡(，~-卑落〉 飯田市教書 53‘ 3 

伊自民宮の先 百の先(みやのささ);ft跡(材、'f.-!U部) 飯回市教書 53. 5 

米比開 来見JJI-(くるみばら)遺跡(紘一製品高) 大町市教聾 53. 3 

製久保遺跡第9次尭掘調査眠傾ー 日久保〈なしれま)温跡〈醐集議) 岡谷市教書 53. 2 

員温野跡市の町第埋1厳次文調Z{E出報e第告一4集 塩崎遺跡群 埴崎小?岨地点、 塩崎〈しおざき)遺跡rt(弥~平-l!l;i!i) 長野市教聾 53.3 
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草野市の埋滋文{出師3集中村i醐 ー絵代西制中校地
点遺跡の揖査鰻告ー

岡峰遺蹄第2次発縮調査報告祷 民野県飯山市

開畝製鉄i宣働相 1次調査報告書

百の開遺跡発錨調査報告書

木下北減i盆跡

カヨ「国高波i日

飽和l餌 3. 4・5次尭編調査報告轡

鬼ノ華治績尭掘調査報告書

宮の前遺跡尭揖調査報告容

下吹上

中干嫁嶋遺跡

伊久fJlL瓜遺曲発掘調査慨報

畑櫛工事lと伴う伴野師遺跡立人別査報告

日幾村の文it刻3 上¢原遺跡

掴滋神社盟宮遺跡発抱調査報告書

小丸山遺跡発掘調査略鰻

婦牛原域本屋

三炊飯遺跡

阿久通信1

直路分布調査報告I

瞳阜県

提濃不様聞

茸之上泡跡第 1次-5政調査慨鰍一 大野田久々野町

ツルネ泡跡発掘潟直線告轡

宮ノ綬古績群尭仮調査報告

岐阜県八百津町高崎遺跡尭錫調査鍬告

枯り縁古墳尭掘調査報告書

可児町苔迫間2号古察発錨調査報告

中村 (f，iカ堤rり)遺蝉(縄包) 長野市教委 日 3

問鈴〔おかみね)温跡(弥集落〉 飯山市教吾 52.10 

開畝 〈かいぜ}劃鉄遺跡〈中鍛鉄跡』 板減町教'Ji 53. 3 

宮のか;!(みやのはら)透跡(刷ー鼎高) 高速町教書 52. 3 

木下北城(きのLたきたじょっ)趨跡(弥~平集落) 耳鎗町教聾 52 3 

カコm追跡ー高il!原(たかとうはら)遺跡〈働集落) 飯島町教書 53. 3 

同本'1(そり)遣掛(蝿集落) 官士見町教吾 53. 3 

鬼ノ蓋 【おにのかま〉吉明 (占ー吉明〉 植田町教書 52.10 

宮の前(みやのまえ)遺跡{近伸F協和 池田町教書 日 3

下吹上〈しもふきあげ3遺跡(縄-lI!活〕 望月町教書 53.3 

中子塚壇(ち申うしづかぎかP)itI跡(平一集落) 小布施町教書 53. 2 

伊久|目指耳 n、くまはら}遺跡〈絢弥ー集fIi) 歯木村教葺 53..3 

{宇野岨(とものはら}透跡(制苧県高) 野丘村教書 53. 3 

上の原(うえのはら)遺跡(縄平鼎瑞) 日韓併敗聾 53. 2 

盟富(さとみや〉遺跡(縄-1Il帯) 王滝問教吾 53. 3 

小丸山 (ζまるやま)i血Ij;(体包〉 白馬村教書 53. 3 

柑牛師{きぎゅうばら}遭跡(蝿-1Ili!i) 喬木村教壷 52. 3 

=快眠悼んまいばら)温跡〈蝿繰越) 木島平村教書 52.10 

阿久〈あきゅう)虚跡〈縄-j奥様配石) 長野県考占学会 53. 2 

飯山市教書 52. 8 

ぶ敏叫{ふわ申せき)跡(奈 i敗努) 県教書 53. 3 

堂之上(どうのうえ)遭跡(剛一県高) 県教書久々野町教聾 53. 3 

yルネ遺跡(蝿~弥集落〉 ~山考古学研究会編高山市教書 53. 3 

宮ノ線〈みやのね〉古境〈古 古制) 中津川市教吾 53. 3 

高崎(たかしま〉遺跡〈縄~軍ー包) 八百津町教書 53. 3 

結り塚 (制王りつか)古111(古 市初} 可児町教聾 52. 7 

谷A自r.u(やl[さま) 2号古黛跡〈雄総] 可児町教委 53. 3 
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川合.;o跡尭抱調査報告書

富加町文{樹調査鰻告書第2号古代半布盟を物語る庁
舎曲枇刷埋蔵文{出発掘調査報告

静岡県

県文報車18!長 静岡県埋蔵文化財調査綴告

国道 1号旗筏パイパス〈島国地区〉埋直文itM発掴調査縦告

団ま宮市文報第131長 S藤井原遭跡~園調査官占世遺権届

沼ill市文報第14集中沢田円丸遺跡尭掘調査複線

袋井市井戸ケ谷茸¥1号頃の出資

説枝市埋属文化制発抱調査鰻鰻ー昭如52<手直ー 日本住宅
針由縁綾地区国道 1号島筏パイパス藤綾地区

竹体寺遺跡E 発掘調査極秘

品田市埋厳文化財調査報告鵬田 1号墳、 2号明法措寺
l号喰

海戸;o跡発揖調Il'i(第目次)間報

伊場遺跡発繍調査報告書出3冊伊場遺跡遺物編 1

国鉄浜松工樋内遺跡発仮調査檀線E

国鉄浜松工場内温跡尭猫調査概領国

闇西運動公園内遺跡務 第3次、第4次尭鉱調翌空間報

jl;!甲稲川古議跡第2次発掘調査概宜

町ノ坪古窯跡発掘調査概綴

停岡県鰐田市寺谷;o跡第3次発掘調l!!極細

且辛悶古積調査続報

上民尾遺跡I

割前崎町屋町実跡尭纏謂査機徳

目指;o跡第 01欠発錨調査車線

円詰;o跡第皿次尭掘調査厩報

Bta追跡第IVIX発描調夜蝿傾

向t阿波来師宅調査報告書

川合(かわL、)趨跡(弥~古!l!;1;)

東山浦〈ひがしやまうら)遺跡{古~奈集落〉

可児町教聾 53. 3 

官加町教書 53. 3 

域之崎 {きのさき)遺跡 フネ掛遺跡 (弥古ー集落古繍 寺) 県教聾 53. 3 

岸(きし)遺跡他 〈蝿・弥県高} 県教書島田市教吾 盟Iii占中徳地方JJl設局 日 3

藤井WJ(，、じいばら〉 遺蹄〈占奈平ー県高}

中沢田円丸(江かさわだえんまる)遭跡(先中包とりで}

井戸ヶ谷(いどがや)第I号積〈古後一古繍}

調子ケ谷 【みζがや}温跡他日本住宅公団問地内遺跡 〈総省
奈 ・平 。雄一官製高 ・古繍) 原D地直鋭敏パイパス用地内遭
跡〈綜 i!i奈敏一集落古墳 埴]

竹林寺(ちくりんじ)遺跡(奈平寺)

輯田 (うだ) 1号榔 2号横・ 訟信寺(ほうしんじ) 1号境〈古
古墳)

花戸(たきど)創跡(蝿築様〉

伊崩(いS訂;o肺〈弥一祭器官)

浜総工場内透跡(弥集落)

族経工局内温跡〈弥築港〉

湖西〈乙さも、)週動公閣内温跡僻〈縄~奈一散布地 感)

北早冊{きたわせ)JlI古書事跡〈条 窯)

町ノ呼(まちのつぼ〉古議跡{古ー黛〉

寺谷{てらだiζ)遺跡〈先ー包)

塩辛田(しおからだ)古明(古ー古噴)

上昆尾(かみはがお)i白勝〈冊中後畠〉

里町糞〈ほしのくそ〉遺跡〈蝿ー集落}

日詰{ひづめ)遺跡〈弥~平一盟沼〉

日詰〈ひづめ)遺跡 (弥~事 集落〉

口鈷(ひづめ.)i血多{体~平ー聾品名)

沼m布教墨

沼郡市教書

笹井市教聾

議岐市教幸雄筏市土
地閣尭公社

53. 3 

53. 3 

53. 1 

53. 3 

白岡市敏聾 53. 3 

品田市教聾 日 3

富士宮市教書 53. 3 

浜絵市教聾 53. 3 

浜松市i盟副題沓会 52. 6 

長総市a跡調査会 53. 3 

胡西市教吾 53. 3 

湖西市教壷 52.12 

調西市教書 53. 3 

轡田市教吾 53. 3 

盟井市教聾 53. 2 

中川綴町教蚤 53. 3 

御前崎町教聾 53. 3 

県教聾編南伊E町教吾 53. 2 

県教書届南伊E町敏幸 53. 3 

県教聾編南伊E町教昏 53. 3 

放来(はらL、)倹武〈古一繍穴〉 同格町教書 日本道路公団 53. 3 
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伊豆過信商院敵地内遺跡調査報告書

小軍部小笠町舟久保吉績の調査

浜名m可里村揖山;t跡範囲確認調査既報

月刊文イtJIオ 173 僻岡県議後市御子ヶ谷遺跡の調査駿何
回車太田町田衝;t情ー

日当古繍尭掘調査酷線

量知 県

亜盛遺跡指定但進調査報告皿

環状2号線関係朝日遺跡発錨調査中間続報5

小山塚遺跡付蛾 l竜源院遺跡付紋2大岩古鶏祉aねとお
りる器保遺物

尾根姐市の古窯城山吉積祉輯ケ丘古窯社長坂古賀誌社

印場大塚古尉

豊田市開土貰料館報占 15 高惜遺跡第8政尭悩閣茸暗械

麻生田大橋遺跡軍調内確認措置報告

常滑市文報第sm常槽市矢田地区町古窯雄

大山廃寺発鋸調査中間観報W

高陵寺内発見の中世造事跡

第I配尾張自衛i盤跡発掘調査傾告

鬼盟占羽

世ヶ国遺跡

勝川温跡措置揖報

ー豊田市揮土置料館鰻告14 豊田市埋直文化財調査車矧 5

入額学研究所紀躍車6号 白山厳占壇発掘調査線告

耳富遺跡調査概線3

尾描旭市頑戸川崎社調査暗線

霊知県縄奨冊保尭且塚調査層線

伊豆過信山、ずでいしん〉病院内遺跡〈古ー集落)

舟久保 (ふな く国吉繍〈古古掛

城山〈しろやま〉遺跡(奈平ー集落)

御子ヶ谷〈み乙tJ'や)遺跡 〈奈~平一官)

面南町教壷

小型開J教壷

可聾村教書

第一法担出版

53. 3 

52.9 

日 3

53. 2 

目当〈ひあたり}古明(古ー古樹) 内藤晃届ー日本楽器割量日葛城事業所 52. 7 

*明 (と うめい)内総(平後策〉

朝日 {あさひ〉 泡跡 {弥中~後一集落〉

小山家 (乙やまづ剖 i白砂(中-/.1)

県教書 53.3 

品 数書 53.3

畳繍市歓喜 53. 3 

域lJ(しろやま〉古斉捜社、絹ケ丘 (みどりがおかか古窯祉 長坂
〈はがさか}古策担上〈古中ー熊〉

尾揖掴巾教委 日 3

毘塩勉市教岳 53. 3 

盟国市教墨 田 3

盟川市教書 日 3

常橋市教聾 53. 3 

小牧市教吾 53. 3 

岡崎市教書 53. 2 

面沢市教聾 53. 3 

印場六塚【いん1;1'おおつか〉占初〈古一古墳〕

，'Jif雷〈たかはυ温跡(弥後 』駐車〉

麻生田大橋(あそうだおおはし〉 泡跡 〈蝿後ー晩ー包)

二ノ田 (1ζのた)内線跡繁〈鎌ー縁)

大111(おおやま〉廃寺(奈~平寺)

白b岬寺(とうりゆっじ)泡跡(南基〉

尾曜図面{おわり己〈カ9遺跡〈平一宮}

鬼堕 (きおとし}占槍 (古一占明)

世ケ田(ささがた)i血跡(醐前~瞬包〉

勝川(かちかわ)遺跡〈鎗桂I!!)

南択〈みはみさわ) 2号境 広沢〈ひろさわ) 1号ll!(古中一
古墳集}

非対殿町教書 53.3 

足助町教書 52. 5 

一宮町教聾 53. 3 

句田市蝿ヒt質料館 53. 3 

白山厳〈はくさんやぷ)古繍(占鳥山積)

見直 〈しんぐう)il!跡(蝿晩 市代集落)

楢戸川〈せとがわ〉域社(中}域館〉

係閣 (1まび〉目縁〈純醜一目塚)
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南山大学人踊学研究所 52.12 

真富遺跡調倉会 53. 3 

出銭旭掴戸川土地区画質E理組合 53. 3 

小野田勝ー 52.10 



三 重県

荘温跡調資概線

荘透跡発鋸崎直開設 l

山幅白跡調査慨1i.
北iIii地遺跡発掘目調査既製 1

Jt蝿池遺跡現地説明会百科

斎王宮陛一昭和52<1'度発掘調査概聾

図茂i盆跡調査線聾

地磁僧遺跡尭編閣官報告

名蝿市遺跡調夜間聾

上野市南郷珊市開発区場埋厳文化財郊1次調子を緩告

聞民H法寺山荘描発磁調益昨占

間御前古墳尭掘調査報告

西高山A.B遺跡発縮調査概量

末野BiIl跡尭掘調世慨置

/ll山温跡現岨見明会買料

向井必跡誼掘調査鰍告普

民福塙跡

出張盗鋤剖査複線

滋賀県

昭宇田1年度滋目叫.Xfl:l材調査年報

史跡近江国面調査檀置

北陸自動車泊関連iIl跡昆掘閣査縦告官IV

久野部遺跡尭抽出査報告智(七ノ陣地区)

~'<i控市文ftJ材調硲報告 2 花摘寺跡発鋸調査報告I

荘(しょう)遺跡[占~一集落)

荘〈しょっ)壇跡(古~奥務)

山添〈やまぞえ)遺跡(鎌軍一奥様)

Jじ繍池〈きたほりいげ);a跡(弥後--m溺)

Jt溜池〈きたほりい砂〉 遺跡〈弥後集務}

高王宮〈さいおっきゅう〉跡〈奈官〉

間車げも)遭跡(奈ー集認}

地蔵/(':(じぞうそう)遺跡〈弥中・袋一UH&)

必持黒田(くらもちくろだ〕遺跡〈弥後~一県議〉他

石山 (c、しやま)古川〈占 古繍)他

聞ぬ工法寺 (せき LLょうぼう じ)跡(室ー館)

間御前〈つつどぜん〉古川{古 1~ .tnJ 

凶高111(にしたかやま}遺構〈白 ~-!義務)

末野(すえの);a跡 (袋~ー集荷停)

制山(<:.おりやま);a跡(占-w均等)

向井(むかい)iIl跡 (蝿早集滋)

茂福〈もちJ.<)崎跡(宣域〉

出張〈でiぎり)遺跡〈先ー集議)

南滋賀町(みはみしがちょう〉廃寺崎。 βー集落寺院 問
問追分〈おかだおいわけ〉遭跡〈奈~平-tn 富波(とぱ)溜
跡(古←袋詰) 八置谷〈やえだに)古熊祉(奈寝) . Ji.;之盟
(C"回り〉 遺跡 (弥~平一集長喜基) . 1ii野井(あかのい)遺跡
(古~平官) 下寺世音堂 (Lbでらかんのんとう)衛隊〈白
~平寺〉

県教聾 52. 4 

県教書 53. 3 

県教聾 53. I 

県教吾 日 3

l現数吾 52.11 

県教垂 53.3 

亀山市 53. 3 

屯山市教書 53. 3 

名描市教畳 53. 3 

上野市 日 3

聞町教聾 53. 3 

伊目町教書 52.12 

鈴厚芝市温跡剖査会 52. 6 

鈴鹿市追跡調3宅金 53. 3 

鈴鹿市遺跡調資会 52. 4 

尾賀市趨陣調査会 日 2

t変福城跡調査会 53. 2 

出彊iIl紛調資金 53. 3 

県 教番 53. 3 

近江沼街〈おうみ乙くが)跡〈奈~平ー官)

舶輔(えんれん)古噴〈古 市績)

久野鮒(くのベ)遺跡〈弥後~古ー集落}

花鏑寺〈ははっみでら)跡(白ー寺)

県教華日 3

県教書 53.3 

U理教書 野加日町教書・県文fIM保謹協会 52.12 

事旭市教聾 53. 3 
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新旭町姻川遺跡第3次尭娠捌炎略報

新旭町堀川li駐豪lI¥4次発掘調査略報

京都府

埋昌文イ国4尭掘調査揖報 19市

昭如5拝 1!t4¥t:宮跡発編調査の檀聾現地説明会百科

雄都市文報知41良
減岨市文鰍買16集

緩描市埋文報第H終

血凋市文線型~5~長馬場ケ崎遺跡尭縦崎直線告

亀岡市文報第6集御上人州車守第 31X発鋸調在報告

亀岡市文報担1l長 丹波実路揖発鋸調査報告

向日市文報第4集長両目指震発掘調査第72-8(肱長岡京左
京発鋸調査左京第11-16世立合調査6地区

苦品鹿寺跡発掘調査鰻告

受渡山閣寺尭抱調査報告

途中ケ丘遺跡発掘調貰報告書第3集

飾山町文線車4集途中ケ丘遺蝉発鋸調査領報

木出町埋文鰻第2築上部遺跡E

京都市哩崩文化財研究所機微集 1977-1

常盤東ノ町古場群尭掘調査段轍

京都町1埋厳文化財研究所醐禿報告 1 11';縫策ノ町古11lr.!

仁如寺子悦跡発鋸調査慨矧

大富校掴堂酔尭掘調査聞報

掘川〈ほりかわ)遺跡(古~平 集員会7
掘川(1まりかわ)遭跡〈市~平集落)

恭仁宮(くにのみや)跡(袋ー宮胆) 長岡京(fJ.がおかきょう)
跡(平ー郎塙〉・古殿(ふるどの}週帥(占一集落) 吉田近衛
町(よしだζのえちょう)遭肺(中県高) . I字国 CIれ、だ)10 
号樹(古ー占続) 篠(しの)縫跡訴(平-111)
義恒二宮〈くにのみや〉跡〈衆ー宮島

背野〈あおの〉 遺跡 〈弥ー鼎議}

緑山 (もりやま)透蹄 (網ー集落〉 盟聾塚(えみづか〉占I1lC古
内初)・"迫 CLょうどうJ遺跡〈奈 m高) 下大谷〈しもお

おたに)2号明 (吉一古柄)

芝山 CLltやま)遺跡〈袋~平集落) 芝ケ版(しlぎがはら)
13号初 日，ー占頃〉 久掃111Cくつかわ}遺跡nC占 古墳)

馬場ケ崎Cltliがささ〉遺跡(弥-1県議〉

御上人林(おしょヲにんばやし)廃寺 (奈ー寺)

丹故実路城 (たんぱわろうじじょっ)跡〈中ー械)

長岡京 〈伝がおかきょう}跡 〈平一徳塙}

志水(しみず〉廃寺〈奈寺)

主演山〈みのやま}廃寺〈袋一;.'j:)

途巾ケ丘(とちゅうがおか);a跡(怖~古一集沼)

塗中ケ丘 〈とちゅうがおか〉遺蝉(弥-llî- ~県議)

上競〈とうづ)遺跡(奈ー拠品)

中臣 (はかとみ)遺跡〈弥-11<務) 探は(ふかくさ);/1跡(弥
車高〉 斗'茸自品情iJl(へいあんきゅつみきのつかさ)跡 〈平

一宮蝿} 問削寺(はんぜんじ〉盗跡〈中ー寺)

新組町教墨 田 5

新旭町教書 53. 3 

府 教 番目 3

府教聾 53. 2 

綾iII<市教書 53.3 

城掴市教書 52.10 

減措市教書 53. 3 

む岡市教書 53. 3 

亀岡市教吾 53. 3 

亀岡市教聾 53. 3 

向日市教書 53. 3 

八幡市教書 日 3

八鰭市教聾 53. 3 

館山町教書 日 3

飾山町教書 53. 3 

木津町教吾 53. 3 

京都市埋厳文化財研究所 52.8 

常盤東ノ町 〈ときわひがしのちょう〉古明俳 (占ー古峨}

常盤東ノ町 (ときわひがしのらみ つ)古墳僻〈古 古樹)

仁和寺子院(にんなじしいん〉跡(平手)

大宮相判堂〈おおみやしょっ ζくとう)肺 (if.ー邸宅)

京都市埋威主ft財研究所 由 7

京III市寧嵩文化財研究所 52.12 

京都市埋磁文化財研究所 52. 7 

京和市矧戚文化財研究所 52. 8 
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平安宮内属寮跡発錨調査概報

長岡京跡発錨調査報告京都市埋厳文化財研究所同夜鰍色H

長岡京跡左京耳目位発短調査略報

昼間京一長崎京跡究栃閣査団ニュ ス 3号

昼間京一長岡京跡尭婦調査団ニュースー4号

長岡京長岡京跡聖帽閣査団ニzースー5号

昼間京長蝿京跡発掘調査団ニsースー6号

平安京跡併究調査報告第4絹 西島ili ll:~足跡

平安富朝堂院永2民主跡の尭掘調査

平尾減山古繍郊 I1欠尭甑調査概健

考古学研究室調査鰻告第 I冊域崎市上大谷古墳鮮の調炎
ー試掘調査報告

宮の平古駒郡

京都大学鳩内i跡 調査研究年報昭和5坪度

同志社キャンパス内出土の遣期と週明同志社腔地内埋厳
文化財調査報告盟料編 I

常盤井脂町通跡尭臨調査檀線開志社女子入学，Nロ館噌策
絡点の調査

同車社大学園辺佼地内所在遺跡申尭掘調査報告

置聾文it掛綿谷太学正門ー解体修理にともなっ事前発鍋調
査報告

相国寺田寺域内の発鋸調査 臥安女子明刻授地内の埋嵐文
化調

京都市置か地図史僻名勝 克明紀念物および埋厳文化
財包蔵地所直地図昭臨時8月 !日現在

大阪府

国府温跡尭錨調査凝聾

狭山a跡尭畑調査慣盟

侠山遺跡発掘調査睦聾(外居状腕辿股iζ伴う〉

池上遺跡尭抱調査観望

平安?宮〈へいあんきゅう〉跡〈平-g岨〉

民間京(ながおかきょう}跡〈平-!Il組}

民同京(はがおかきょっ)跡(平部崎)

民間ポ(ながおかき&つ)跡(平ー都瞳J

ID¥'，J京〈征がおかきょう)跡〈平一郎岨)

長崎京〈はがおかきょう)跡(半ー偲揖}

毘同車(芯がおかきょヲ)跡〈平血瞳)

西司直〈にしかも)瓦熊跡(古代一刻)

京総市埋蔵文{凶4研究所

京都市埋厳文it甜研究所

向日市教華 。長崎京跡先制閣l!i悶

長岡京跡発W調査団

長岡京跡発仮調査団

長岡京跡発健措置団

長岡京跡発錨調査団

占代学脇会

古代学協会時京軍需平安宮朝霊院永事草〈へいあんきゅヲちょうどういんえいねいど
う)跡〈平一宮殿)

平花域山(ひらおしろやま)占墳 〈古 .!iJtt) 平安侍物館考占lIl3研究室

上1<.谷〈かみおおたに〉古償隠 (古ー古明) 元興寺仏教民俗百科窃究所考占学級究室

宮の平〈みやのだいり)古繍BI【古 占尉} 府立揖掛高等学桂

京大備内 (きょうだいとうた:.i~ ¥) i出来 〈蝿~中一集落}京偲太学埋厳己主イ国6研究センター

同国主社{どうししゃ〉校地内遺跡 (室 江ー宅地) 同志社大学校地学術調符畢且会

常盤井殿町 (ときわいどのちょヲ〉 遺跡 〈中~集落)

部在 〈みやζだに}中世智(室館}

平安京〈へいあんきょう)跡(平一京市竹

阿佐社大学喧地学術調丹署員会

問陸、社大学校地学術調査書且会

開谷大学校地学術調l'!番目会

相国寺 〈しaう乙くじ)跡(中 寺)

52. 9 

53. 2 

52. 6 

52， 6 

52. 9 

52.11 

53.2 

53. 3 

52. 6 

52. 6 

52. 5 

9

3

6

 

日

日

目

53. 3 

52.12 

52.12 

成$:;次予恒期大学校地学術調l'!番目会 52. 7 

京総市埋厳文化財研究所 52. 9 

府 教壷 53. 3 

府教聾 53. 3 

府教書 53. 3 

府教聾 53. 3 

国間〈乙う);f跡(先-$ 集落)

銚山([まざみやま);&跡 (古~中一集落)

侠山(はざみやま)遺跡(古~中一集落}

也上。、けがみ)遺跡(弥集落〉
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誉回白鳥遺酔発倒調査暗聾

高屋減跡尭鋸調ヂE概聾

岬町遺跡群発編拘置概要

大岡・古池JtA¥晴尭鋸調査厩要

上田町遺跡尭描調査概要

喜志遺跡発鋸調査阻霊

瓜生堂遺跡尭繍調査便宜

西岡除寺跡範囲億総調査既設 i

臼巾遺跡発掘調査線畳{貝塚中央組迎Il!Iζ伴う)

府文線第3[咽闘邑田

且原遺跡現地説明会(V

府中i酷察発掘調査線要E 和泉市府中町所在

良大相市文山材調査獲宜3 畳中iA跡尭臨調間段要B

置木市llIliA跡尭鍋調5待機聾 上組問削困地民

岸粕田市文化財調査復ll'3 土生i艶率先好調子電置要

雌絵師街遺跡範囲硲認調査慣要

船尾西遺跡尭掘調査妙報

四ッ池遺跡発鋸調査眉聾

新金岡町所在温跡尭縮剥査抄報

にさんぎい古繍ー置拙及び二重掘匝正由緒U!，調査概要

正接寺跡尭描詞'i'i樋聾E

垂水南遺跡発緬調査慣喜

男里盗跡発抱調査報告書

高槻市文化財調査線告書耳Hl冊 師家今械遺跡発傍泊予電線
告書旧石器日手代温情の調査

高槻市文イ凶措S査線J}l;l 網上同商跡尭保問責概要2

高槻市文仕尉年総昭和51.5拝度岨上田衡跡

闘病15拝度高石市尭掘調査概要

営川白鳥 (ζんだはくちょう)遺跡日官~中一県沼)

iSiti!暗〈たかやじ本つ)跡(中城)

後輸〈たんのわ〉遺跡他(嗣-rt-:U!沼)

対盟(おおぞの)iA跡ー市地Jt(ふるいけさた〉遭掛〈古~中-
1Il冊

tm町(つえ"ちょう)，副葬(弥-<1'-1Il搭〉

呂志〈きし)iA跡(弥一集落)

瓜生堂(うりゅうどう)iIl跡(弥一線泌〉

岨締本寺(さいりんじ}跡(飛~平~寺)

ld中〈はたf.か)遺跡〈中聾洛〉

陶邑(すえむら〉省篤跡群(古~袋一銭}

長原〈ながはら〉遺跡〈古~中一水間〉

附巾{ふちゅう);釦綜〈弥~古 車両容)

盟申〈とよはか)遺跡(古~【l' 集落)

1l!I(乙おり)i創跡(初、~古 m議)

土生(I;J<)遺跡(.Ii-!英語〉
l!Il甜m筒〈ζうづく'んカ9温蝉〈奈~中ー官 、予)

船尾西 (..s.t~おにし) iftl跡〈弥~古ー集落)

四ッ池〈ょっいげ〉遺跡〈弥~古鼎議〉

筋金同町〈しんかなおかちょう)1ft紅遺跡〈占~小一巣市}

にさんざい古樹〈古ー古樹〉

正法寺 (L"つほうじ〉跡 (T!i-中 寺}

垂水南〈たるみみ低み)遺跡 [Ii-平ー盟高}

男盟(おのさと〉遺跡〈奈-m繕)

f.llli1:今措(ぐんげいましろ)遺跡 (先一県稀)

叫上郡1!j(しまがみぐんが〉跡〈古~平一集落)

附上部街 (しまがみぐんカ9跡〈古~半-lIliii)
大闘〈おおぞの)iA跡〈古~室集落)
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府教吾 53.3 

府教墨田 3

府教聾 53.3 

府教吾 53.3 

府教聾 53.3 

附教書 53.3 

府教書 53.3 

府教豊田 3

府教聾 53.3 

岡 敬聾 53.3 

府教聾 53.2 

和泉市教書 53: 3 

泉大地市教書 53. 3 

茨木市教墨 田 3

t¥-!fD四市教墨田 3

宜野市教書 53. 3 

4界市教聾 53. 3 

堺市教書 53.3 

場市教聾 53. 3 

隣市敏墨 田 3

四時曜市教聾 53. 3 

吹田市教醤 53. 3 

泉南市教吾 53. 3 

高槻市教書 53. 3 

問機市教聾 53. 3 

高即市教書 53. 3 

高石市敏壷 53. 3 



東大匝市埋磁文化財包厳地調査概報17 鬼縁遺跡発掘調査
概要1

車弓削遺跡尭総調査概要

歯瞳古境発掘調査担聾

池島町の条里盗傷調査概傾

山之上天堂遺跡調査機世官占

南向が咽路t乙閲する第 3回砂崩文{凶4予察調査報告魯

寝屋川南部流犠下水道事車長吉ポ yプ場築造工事i乙伴う亀
井;J跡発掘調査報告

大阪府宮水道事業第6次!Ji;盟事車場温水管布設工事"ζ伴う
煙属文化財発抱調査報告轡

鬼穆 (おにつか}趨跡 〈蝿~弥集落〉

JI!弓削〈ひがしゅげ〕 温跡〈弥~祭ー集落}

西陵 (さいりょ う)古境 〈古-1iJt/)

池島町(，、砂じまらょう〉の条盟(?) 

山之上天堂(やまのかみてんどう);盤亦(弥~鎌 m活〉

lI'J，~ (あすか)古Jt/P.I(先~中 集落 古噴)他

f&件 (かんめ);ft跡惜:製品停)

二子山(ふたとやま)古栴 〈古世itn)

東大臣市教畢 53. 3 

八尾市教書 53. 3 

岬町教聾 53. 3 

泉大阪市遺蝉保理調査会 52.11 

枚方市文化財研究調貸金 53. 3 

大眠文fU材センター 53. 2 

大臣文化財センター 53. 3 

大臣文{出 センター 53. 3 

地上;a跡第4分冊の 1・2 ~三器福 池 u，、けがみ)遭跡(弥ー集落} 大阪文{出センター 53. 3 

追手門学院大学文化合学術局考古学研究会 52. 4 

富田林市教書 日 3

寝屋川市教書 53. 3 

学生会館建設に伴う試掘檀霊ーま木市安威2却所αー

百団体市の埋厳文化財ー革本分布図ー

唖IilJII市文化財分布地図

兵庫県

県文線第12冊措 由民且遺跡-HH和49.5(再度調査報告 民組〈なが乙し)泡跡(弥~古-j良市)
轡姫路市長屋遺跡発 繍 査 鰍告曹

三岡市青野ダム鑓設に伴っ埋嵐文化財調査間報

伊円城跡発園調答領告轡即

高砂市文化財報告6 播磨竜山5母Jt/~掘調査報告

西宮市文傾第2集苦楽図白占柵

背野〈あお由)ダム埋設地内の圃跡(古~平一古制帯

伊丹〈いたみ)城跡〈軍一城)

竜山口、つやま)5号制〈古ー占担}

八 卜縁〈やそづか〉傍集mのうち苫掴剣〈くらくえん) 5 . 6 
7号老総(おいまつ) I匂2官制谷〈つるぎだiζ) 2号Jt/(占
後市川膨て式石室崎〉

県教聾 53.3 

県教墨田 3

伊丹市教書 53. 3 

高砂市教墨 田 3

西宮市教憂 国 3

秋』富山崎草野 秋縞IIJ (あきiまやま)古Jt/P.I(占代 l!j'J:tU
朝岡市文級車3m 盟岡市立却土町料館剖i!iff1'<古書第8t忠 七Y城山なつづか〉古情Cf(，!i-古IJ't)

和国山町教書 53. 3 

鰻岡市:il.蝿土間料館瞳同市教聾 53. 3 
七ッ摩市償I1

橋蝉吉田尚温跡 1-7とk調査現地説明会置科 婦附古田l椅 (はりまよしだみはみ);n肺(奈 官〉 古田片山i酷来調査団 53. 2 

奈 良 県

d奈良県史醇名腸天然記昔、物圃古鰍告軍321fU竜田御妨山占 屯旧御妨山(たったζぽうやま)1iJt/ 平野塚穴山{ひらのつか 県 教 聾 日 3
m 付平野埋穴山古績 あはやま〉占埼(古占掛

四



奈良県史跡名勝芳照記令物調査報告第四冊 平群三里古
墳付間峰古墳、慣ケ師古境

諸県史跡名勝究組合物献報告知4冊外鎌山胡古

奈良県史跡名勝天罰記合物調査報告第3500 メスリ山古横

県文報第30l品奈良県古境尭極調査集j柑E

忌部山遺跡発掘調資報告書

奈良県遺跡調査間報 1977年度

平場京左京六条三坊十四呼発掘調査時聾

袋良県鋼所市鴨省音波溜跡調査概報

唐古鍵遺跡発掘調査既報

斑崎町の古績

d奈良県牢陀師大王山iI跡

J'{弓マルコ山古ttl

春日大社奈良朝築地遺構発園調査報告附闘春日大社史
跡地図

4奈良国立文仕掛研究所学報革31冊飛U 綴原富尭掘調査
報告R 藤原宮西方官宿

妥奈良国立文{出研究月伴闘志34冊平域宮発掘調査報告1x

平域宮跡出土木簡概報11

昭和51年度平域宮跡発鏑調査部尭掘際線

三里〈みさと〉古境(古古栂)他

思坂(おっさか) 8号墳〈宵ー占横)他

メスリ山吉噴(古一古切)

都Jl{山〈ひょうたんやま〉古績(古一古境)他

車部IJl(いんベやま〉遺跡(弥一集泌〉

富滝〈みやたき〉遺跡(弥~奈一県高宮〉 紀寺(きでら)跡
(白寺) 山ノ神(やまのかみ}遺跡〈古一包 古代中

祭) 六条山〈ろくじょっやま)遺跡(，::，; 集落〉 被上錨子(わ
きがみかんす〉忽(古ー古境) 大安寺〈だいあんじ)旧境内(奈
寺) 飛，~ (あすか)京岬(荊宮) 種之庄(くほのし ょっ〉

遺跡〈弥一包} 苗吹(ふえふき)古境(古一古境〉 興福寺〈乙
フふ〈じ)旧境内(奈 寺) 首子((ぴζ) ;館跡(古ー古制・
中一嫌〉 高安〈たかやす)遺跡〈奈一条里) 朝聖〈あさずま〉
廃寺(奈寺〉 多(おお〉遺跡(古袋包) ..i丘内 (ζのっ
ち)直跡〈占ー古境〉 田原本町矢節〈骨文)地区(弥中~奈
包〉坐光院(じ ζういん)mllJ遺跡〈古一包中一水田〉 阪井
市纏日向(まきむく〉遺跡(古~奈 告) 法隆寺〈ほうりゅうじ〉
東院隣接地〈飛ー包) 法隆寺旧境内(飛白一寺) 石上〈いそ
のかみ)神宮境内(J奈~中包)

平城京(へいじようきょフ)跡〈奈一郎城)

鴨郡波〈かもっぱ)遺跡〈弥一集落)

唐古〈からζ) 擁〈かき7温跡(弥集落)

経崎大塚(いかるがおおつか)占墳〈古 littl)他

大王山(だいおうやま)遺跡〈弥~中一集落 古頃・基)

マルコ山占績〈古一吉明〉

春日大社〈かすがたいLゃ)(奈型地)

議原(ふじわり)宮跡(白宮世〉

平総(へいじょっ〉宮跡(奈宮阪)

平域(へいじょっ)宮跡(奈宮殿〉

平成(へいじよう)宮跡〈奈一宮間〉
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県 教書 52.10 

県教書 53， 3 

県教畢 52.12 

県 教聾 53. 3 

県土木部 52. 8 

県教畢 53. 3 

奈良市教吾 日 3

復断市教畢 53. 3 

田原志町教委 53. 3 

斑旭町教墨 田 3

榛原町教書 52. 9 

明日香村教書 53. 3 

春日嗣修会 52.12 

奈良国立文イ回初究所 53. 2 

来良国立文化財研究所 53. 3 

d奈良国立文化財研究所 52. 5 

d奈良国立文化財研究所 52. 5 



藤田宮跡発掘調査檀鰻7

平織宮跡第1加次尭熔掲出現地説明会百科

厳原宮跡開21改現地説明会世料

厳原宮帥l1¥22lX現地説明会百科

平揖宗左京三条ニ妨六坪尭鋸調査現Jtt説明会費科

薬師寺西小子同・+字1i1(食雌〉発鋸調査車リ桜並明会商科

山田寺第2次発錨調査且地混明会百科

和敬 山 県
nmlll岩出町綴来考妨院肺発掘調査続線I

紀白川周水趨睦'IIJ草花伴はう発備調査報告書

山崎山古検tI発婚調査線告書

御坊市埋文線描 1~l 御物市枚葉山古均自発備調査報告曾

印南町崎山14号担ー切目崎の窃t;'，、ー尭掘調査報告容

藤田〈ふじわり)宮跡 (白宮匝)

平崎(へいじよう}宮跡〈奈宮居)

議開(ふじわら}宮跡〔白宮匝〉

S薬師臼、じわら〉宮陣〈白一宮阻}

'l'域〈へいじよう〉京跡〈袋ー都繊)

薬師寺(ゃくしじ)(自ー寺〉

山田〈ゃまだ)寺(袋三予}

板米寺〈ねCろでら〉坊院掛(平~江ー寺〉

血蝿〈ちはわ}遺跡〈弥ー集長耳) 猫垣〈いのかき)遺跡〈蝿~
中ー包) . Jt艮凶(きたながた)i量跡〈蝿~弥包〉

山崎山〈やまざきさん〉占l:Ittl(占 占勿〉

秋1庭山(あさばさん)11;墳(古一吉明

崎山(さきやま〕古切俄〈市長古l:It)

奈良国立文仙柵 究所 52. 5 

奈良国立文化財研究所 52. 8 

奈良国立文(tJII僻究所 53. 2 

祭良国立文4凶4研究所 53. 3 

奈良国立文制研究所 52.12 

袋良国立文4回jl滞究所 53. 3 

条良国立文{凶jlll究所 日 1

県敏聾 53. 3 

県教聾 53.3 

県教墨田 3

御I方市微量 53.3 

印南町教聾 53. 3 

京都大学相内遺跡剖査研究年報昭和52年度 掴戸(せと)遺跡(蝿，-1*，'-1県議) 京都大学埋蔵文化財研究センター 53. 3 

廟 取 県

世t木遺跡尭掘調査報告世m A.B.E.H地区 青木〈あおき)渇跡〈瑚~奈-w謡選古制) 県 教聾 53. 3 
因幡園府遺跡発拙調査線告!'IVl 国府地区県宮ほ場整備>jl 問幡 (<、f.ili)fN庁国分寺国分尼寺〈奈~平一宮・寺条里)
車 ζ伴う発調査

県 教聾 53. 3 

大山山鍵;t跡鰐醐控鰻告轡3 凶宮大山山鍵開拓埋設事業 八百i(やえ)却 i遺掛 〈縄~占ー集落)他
iζ伴う措置

県教聾 53. 3 

大憐iII跡 ! 日成市文化財報告別 大倒(だいかく)遺跡{体~古前ー果議) J~取市敏聾 日 3

鳥取市文相V 桂見!酷亦尭掘調査報告谷 隆 見 印hつらみ)遺跡(縄ー包} 鳥取市教聾 53. 3 

どりょう縁占噴他尭磁調査眠要 家の後口〈いえのうしろくち)市樹解出後古掛 '1曜は
たに〉遺跡(~-占-J県議)

倉吉市数聾 53. 3 

伯世雪国庁師自発掘調査 第15政調査の慣聾 (自!'i(ほうき}国昨〈袋~平一宮〉 自吉布教聾 53. 3 
富ノ下遺跡発鋸調査鰍f寺町制51年度 宮ノ下(みやのした)i酷来(古ー築様〉 盆古市教書 日 3

円回6号tn発縦調査報告轡 日開 〈ひばら) 6号明 (古前占積) 米子市教番 53. 2 

鳥取県米チ市背本i劃集H地区遺跡儲ll'.t周査報告啓 宵本〈あおき}遺跡目地区(弥~奈-!I!滋古繍〉 米子市教聾 52. 8 

尾高敏祉品取県米子市尾高城ht発臨調査綴告 尾高〈おだカリ域(宣~江ー減) 米子市教番 53. 3 
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気高町文jtJll鯵告書B 勝且15号績尭鋸調査綴告書

大栄地蟻遺跡群分布掴査報告轡E

片平5号樹発掘調査傾告轡

長和田32.33号摘発掘調斑智占醤

高麗地域iA跡UIll泥頭渇跡調院銀告傷

名柑iA跡群尭似調守宅報告書

師陣遺跡発掘調傘報告轡

晩田 鳥取県旋E町福岡晩間山純i創跡調会四要

天神川抗域下水週、肝擢K伴つ砂丘遺跡の信認調査 鳥取町
長編高浜遺跡 i

島 根 県

石見回附跡機定地調査矧告 I

艮岬iA跡

岩届後古制発掘調査概綴

金崎市ltlf.lJW且鐙術指揮傾告轡
八尾川疏繊条盟iA跡調査概綴

長尾原温跡等遺嗣 糊分{fj調夜輝線

島般県宍迫町縄文鰍 松石占tnM-r5境群と周辺地説

全国i田事地図品級県

岡山 県

岡山県埋厳文化財発掘調査線告20 中匡蝿買自動車道埋設
に伴う発錨調査10

岡山県埋属文{凶S発臨調l't報告宮1中匡蝿閏自動車道建設
に伴う発掘調査11

岡山幌埋蔵文化財発銀調伐鰍告22中国縦買自動事道建設
に伴う発鋸調査12

勝見〔かちみ)15号繍(古中古墳) 堂谷(どうだiζ)旺啄(鎌
ー証ヨ

大谷〈おおたに) 3-5号慣 (占古蹟〉他

片平帥益たひら) 5号明 〈古後ー占tn)

民何回 〈江乙'うた)32.33守鳩(吉中ー占繍)

蛇尾胡〈まつおがしら)遺跡 〈体後~占師'J-集務〉

凶の峯 (1ζしのみね) 浜の阪〈はまのさカリ 撞坂{さるさか)
遺蹄 〈古後軍一戸7嶋 中世畠 集務〉

砺際【とらはら)週跡 〈奈-m黛〉

晩凹 (ばんたヲ 遺跡 (弥中包)

民瀬高浜〈芯がせたかはま);J:跡(弥~近占境火葬場)他

石見(<、わみ〉国府肺(奈宇宙)

J'"t血(へいζヲiA跡 Ui-f実)
出毘後仏、わやζヲ Ititn{古ー占繍)

金崎(きんぎき)占納税 (占ー占繍)

J\~JII (やぴがわ)流域条型遭跡〈袋平条里)

昆尾即 (ながおばら〉 泡嚇 (占 m沼)

総石〈まついし)占府U(占 占樹}

桑原 {くわばら}渇蝉新見庄【にいみのしょう}間連温跡 〈縄
~近一被 睦 集落}他

門前中屋 【らんぜん伝かや)温跡ー 門前中屋〈もんせんなかや)
占ltl.土井〈どL、)援蹄〈縄~中一古切集落滅}他

山般車 (やまね市〉 遺跡四日市 〈ょっかL、ち)古場清水谷〈し
みずたに)遺跡(聞~近ー盟落・古樹.!!掛他

岡山県埋属文{凶4発鋸調査報告23 <t匡欄買自動車道建設 大畑〈おおばたげ〉遺跡宮の鳳〈みやのはは)古頃系金(む
に伴う発臨調査13 ねかね)遭跡〈縄~中ー集落古初耳城)他
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気高町粧'1< 53. 1 

六栄町教聾 53. 3 

点郷町教吾 53. 3 

東郷町教畳 日 3

大山町教番 目 3

名卯町教書 53. 3 

名制町教聾 53. 3 

淀江町教墨 田 2

鳥取県教n文イ回t団 53. 3 

~"教岳 53. 3 

1日教聾 53.3 

県教墨田 3

松江市教書 53. 3 

隠岐品後数聾 53. 3 

Ili砲ij敏幸 53. 3 

宍迫町教書 53.3 

文化庁 53.3 

県教書 52.6 

叫 教聾 52.9 

県 教 吾 52.12

県教書 53.3 



岡山県埋厳文仕掛発掘調盗報告24 中国綴目自動車道建疲 久米((め)廃寺英作(みさく〉国府〈白~平一寺同) 県 教書 53.3 
に伴う発掘調査繍直属

岡山県埋厳文代謝発掘調査報告25 山岨自動車溜E酎 ζ伴 荒神社東〈乙うじんじ φひがし〉遺跡〈近ー水田〉 県教吾 53. 3 
う発揖措置 1

自山県埋蔵文イ出尭掘酷惜26 大島肝緊急発醐奈 鳩〈たいかい)廃寺〈白-'1'-.';)
告暫

県教書 53. 3 

岡山県埋直文化財発掘調査報告27 様凪古窯祉総

岡山県担獄文{凶e報告8

岡山市文仕劃保護年報 昭拘14Bfs!It-昭和52'手度

中山遺跡

櫛t~古績尭掘調査線告

水ノ子岩学柑調査報告梅底の吉備前

岡山県遺陣地図第s分冊

広 島 県

中国総此自動車道館般に伴う乱強文it甜発掘調査報告]

車下瞳跡発掘調資療報

安芸国分J2寺 跡第 1次調査際線

大宮遺跡軍 1次発極凋盗概綴

仰辺御領遺跡軍2次発編調貸間報

宝島占明昨発掘出周査報告w
尾週一市商地発掘調査続報-

l草原古壇発短調査報告

安芸胤1(さぶかせ下市窯跡群(揖~白-1議)

百出UII(ひやっけんがわ)趨跡(弥~占 袋詰ー水田)他

荒神崩〈てんじんたわ)遺跡〈古代~中ー包]他

中山(江かやま)遺跡(弥古ー畠集部古踊〉

機油 (t.i.らづ〉古墳(古一古制)

水ノ干岩{みずのζいわ〉渇跡〈中ー海厩i盤集〉

太朗(おおはら) 1号遺跡(効.-w高 占噴) 大岡(おおはら)
2 .~}遺跡(室-Ii!) 国軍(くにしげ〉軍2号古樹 (8C削-ct
-市墳〕 牛ilHうしのり)温跡(占 m帯革} 磁誇原{し
のつはら)遺跡得(古中-j1;'tri土2座敷跡〉・月貞寺〈げっ
ていじ〉占相r.1(古古切) 尭匝 α玄ってん)古壇1l1(5C中
-6C初一古鳩〉 ・大咽山(おおはるやま}古繍111(弥古ー繰
越占墳) 田氏山(たじりやま}古場Cl.(弥- I!i一議占墳
桁式石棺) 磁漢(らかん〉遺跡u(古。平古墳箱式石俗
石数ilI構} 古城山{乙じようやま)拙跡(中ー韮域〉 陣山
(じんやま)成跡(中城}・天抽lJ(てんじようざん〉域騨(中
ー瞳〉 上回給自〈かみし じっかん}古lt!U(古一占崎) 天拘
怯南〈てんぐまつみ'.み);n 6号古樹(古 占境)

~'i\教聾 日 3

県 教 書 53. 3 

師h市教聾 53. 3 

ff;合町教聾 53. 3 

睡怠吉明発掘調査団 53. 3 

水ノ子岩学術調査団 53. 3 

県教書 53. 3 

県教 書 53. 3 

.¥!.t下〈えげ〉城跡〈中域) 県教聾 53.3 

安.}!.:(J'>き〉国分尼寺跡〈奈ー寺) 県 教聾 53. 3 

大;<:f(おおみや〉遺跡(弥集荷停) 県教書 む戸千軒町;m跡調査研究所 53. 3 

御咽 (Cりょ ヲ)遺跡(鈎;-m均年) 県教聾 怒戸千軒町ilI跡調査研致新 53. 3 

空民〈そらFるかり古lt!tl(古一内会商) 広島市教聾 53. 3 

尾道〈おのみち)遺跡{中~近ー盟結〉 尾道市教聾 日 3

1副.~ (おばら}古繍 (古占冊 子明田町教墨田 3
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草戸千軒町;fi跡第18-2抽(-

尾道中世遺跡出土近世趨物視線肥前古窯陶磁器

立石古繍尭掘調査報告

小梨域跡発掘調査報告をFー竹原市小塑町北谷平所iE遺跡

広島大学文学部帝釈峡遺跡群発縮溺資室年報 l

福山市内文化財地図

山口 県

朝田明書群皿

県埋文報mδ8lIl 大崎w谷1号明

県煙文線開噛 追迫遺跡調査報告

県埋文銀第4嶋中国絞首自動車道才荘古噴

県埋文報串41集 主要i豊橋信詑調盗Nll4 三太毘敷跡

県埋文線第421島 被手沖尻・惣ノ尻i宜跡

県埋文報第4耳亀山臨自動車道防府バイパス 下右田沼
跡第 1. 2次調査療報

県埋文報第44集 坂2号声認発軍調査縄聖荻醜古祭跡 2

茶白山石館群・大字尼僧調査報告依

長門国府 畳門国府周辺;Jj抵渇査報告

観音山遺跡

昭和5拝度後期周防国府跡発掘調査帆鴨告

岡地波町考古学調値報告第2号 引野i戯あー丸啄古繍 古
敷郡阿知須町号 i園事。丸埋古損第2d:詩編調査綴告曾

徳島県

県文報 1976年度

香川県

瀬戸大幅!Il設に伴つ埋厳文イ帥f予備開田報告E

四園地方経啄遺跡地名表

草戸千軒町〈くさどせんげんちょう)趨跡〈中築総) 草戸千軒町遣時調査研究日所 53. 3 

L~坦(おのみち)遺跡〈中~近集落) 尾道市文化財協会 53. 3 

立石〈たていし)吉明(古 古明〉 立石古債発掘調査団 53. 3 

'I~ (こなし)城跡(中一城〉 小梨峻跡嘩緬調査団 53. 3 

帝釈峡げこいしゃ くき ょう)ilt働帯(先~弥一包〉 広島大学文す笥合帝釈峡 53. 3 
ilI跡僻発掘調資室

福山市教書 53. 3 

朝間(あきにコ別基ltI(弥古一語) 県教 書 53. 3 

大崎〈おおさき)吉積雪手(古 古墳〉 県教 吾 53. 3 

追迫(おいさ乙)遺跡(弥←集落基) 県教 聾 53. 3 

J谷(さいたIC)占墳(古一古墳) 県教委 日本道路公団 53. 3 

二太臣敷(さんたやLき〉跡(中館) 県教 書 53. 3 

坂弥手枠一集庇落()さかておきじり〉遺跡 惣ノ尻〈そうのじり)m(l!l 県教書 53 3 

下宿田(しもみさた)ill跡(古代中一集落) 県教 番 53. 3 

荻漉〈はさやき)古窯跡(近~窯〉 県教歪 53. 3 

茶-j，l;臼〉山〈ちゃうすやま〉石村鮮大判(おおばん)石階〈弥古 山口市教書 53. 3 

長門(ながと)同府(古代中富〉 下関市教聾 53. 3 

観音山(かんのんやま)遺跡(中 祭〉 光市教吾 53 3 

周聞司府(すおう ζ くふ〉跡〈夜宮〉 防府市教委 53. 2 

績引野) (ひきの)温跡 N.， (まるっか)吉明(弥古 集iIi 古 冊幅且町教書 53. 3 

阿波(あわ〉問分寺跡(奈寺〉他 県教 聾 53. 3 

与島西方〈よしまにしかた〉遺跡(先宮)他 県教 聾 日 3

香川県歴史民俗賢料館 52.10 
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置 媛 県

伊館国国導<1e寺跡発鋸調査報告I!: .f4導〈しんどう}廃寺跡〈奈~中一存J 県 教委 回 8

中掛川摘第三次発極調査段手話 中徳川嗣{はかつがわどう);宜跡(縄平副嗣穴} 同 1問教書 53， 2 

高 知 県

高知県東谷，!i燕傍の発縮 見l谷(ひがしだに) 1 . 2 . 3号機跡(奈平 穏) 土佐山田町教吾 53， 3 

土佐国分寺鏑楼世立 書院改築iζ伴う尭術調査 国分寺 (とくぶんじ)跡 (弥 ・家 m蕗 ・寺J 土佐国分寺 53. 3 

白井の殺崩跡の発掘 古剣の総 (乙いのもり〉域跡 (軍 域〉
四国屯力 53. 3 

福 岡県

野丸刈誠縦市目自筑動繁車郡道木を関府係埋町蔵所在文化a!財跡群調査の調報告布XI. 福岡県大 り車ノ出(}つiら圃の弥た)Ji-E2跡u鰭ケ厄 〈さじがお}草足跡 成原昨(1;. 県 教委 52.8 
やかた (~i- 1.f.!f~ . 窯

繁九洲野縦市所直在自動遺車跡道の関調係芦埋属文出材調世銀告X咽 福岡県及 省t首人塚都 tとつじんづか)遺跡前回ほえt:ii園掠〈弥古 ，'， 県 教書 52.11

九女州市縄車両問所自動在車a!道肺間鮮の保理関威正X化財調炎鰻告X欧
福岡県八 野ヲの口〕fの墨跡ぐち()弥遺~掛，ti 凶集J中1<<世》 (にしti，'/)>0.りさわ}遺君事 坊iff(1ま 県教蚕 53.1! 

ま鰐臨時制隈部i関紙報告XX
福陥:1~1fI~鞍 'ludEiI，~〈陪おl-Ziら良)市泡4跡);)部地 tとちl;al綜 映花 〈さ きはな)遺跡 県教委 53.3 

属九州m<縦古賀世町自所動在'"道温関跡群係の埋調磁文ZK{Ubf調百鰍告 XXI 間岡県柏 深坦出ち蹄町〉(し(ふべかまっ川と憤ち原))っ)崎古閑古E樹せl-. JI木んHたV上M1自(み813ず号(せみげん遺だやま原〉お遺口お跡た〈は下ら別
県教書 53.3 

1{匂b山土一町ー市 〔 げ か駒 〉大田跡町( まち，ぐ

草鵠盟動書調鰐諮告鴻2鰻告日 日 制県綾
汐井掛 (しおいが附古1tIr.l1号-，号 Ui-rtimJ 県教吾 53.3

九手州a帽綴民手T自所動車在道遺聞跡係群埋白厳調文抗itM調査報告xxm福岡県鮫 段とむノ上た〈遺だんのヲえ}械泡跡包ー百丸 〈おとまる)域跡 後牟111(あ 県教吾 53.3 
} 蝉 ([IJー・ }

柴九州野綴市所宵4自団動Ij車塚道i盆関蝉係の甥調嵐布文化財調査報告xxrv隔制日筑 刷4ZEU〈妙んづか)古ItItT 実1時 〈げんづか〉 遺跡〈弥~吉 山lN 県教墨田 z
} 

九紫州野縦市所世帯自動遺車跡道務関の調町哩杏磁文化財調査報告XXV福岡県紅 週初dJ(どうじょっやま)，宜跡(弥-~) 県教岳 53.3 

九繁州野綴m目太準自動府車町道水聞埴跡匪坦の厳盟文諸化財調査報告XXVI福100日開 水減(み寸き)跡(歴ー減J 県教吾 53.3 

宰嗣瑚府南町所パ在イパ曲宣ス問川時南埋条蔵妨文遺跡it別《調4従、 報告第 8~拠 筑紫m太 御宮~I I南条tJî (みかさがわみ俗みじようぼう);m榔(陸一i農民事〉 県教聾 53.3 
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山師新鮮線関係J!I届X化財発短調3電報告第511! 筑繁野m
nB阿川町四音山市t畑孝の調査

山幽新幹組問百"'H磁文化財発掘翻l't報告第6W ~手日市門
田地区痩悩耳の剥古

山陽llit字韓関係型民文化財発掘調査報告知 7!1!容日市大
字上白水字門田 辻問所復門田温櫛込山地区の調資

山歯車百併lJiI瑚係埋嵐文化財発掘調従鰍告間報 町相51.52
年度

筑前国分寺ー昭如5拝度発仮調査慨哩

特別史跡大野蹴跡環境野備事業主施剣告轡

田岡市哩文線第46噛薦問遺跡#調査概側E 第2次調夜

福岡市埋文領期45;集 神総寺遺跡静生時代住居R止と前方
後円績の調査

掴岡市縄文報第47~ 四聞周辺海跡調査報告轡 (2)

北九州市文傾第四県大占泡跡

北九州市文報部26m 力丸遺跡

jtJL洲市文報担281息 jtJ1J村市小ft北区際!!ifr在の泌人の
占樹畔ー貝島市lJ!/，:I

ft永奈臼塚古lJ!/，:I
久留米市文傾軍16m JE福寺遺跡

久留米市文報第11l県東信市遺跡

久間米市文線第18集筑後国分寺跡1

久留米市文報捕l叫t 昭和1521ド度東部土地区両盤塑'11輩聞
係埋蔵文it財調禿慨縄

池田繍穴鯨飲嫁市大'i'-Mi由来所在世i¥:tf:発掘調査報告

豊前l市文報ID3!思求書鍵山

tr木市文銀第三線 神蔵古償

大野城市文報買12集中西コモリ遺跡

山鹿域社の中世火参両協

迫野添石れ7畠斜平~A償人義久留守山土キリ ソタン御
物

回音山〈かんのんやま).s-tntt J号明-31号制(古ー古境〉

門間〈もんでん)遺跡(伸一基〉

門図(もんでん)趨蹄(弥~古集落割鉄跡)

久保〈くはラ;ft蹄理島iu.~!J場正る) iI跡 ・辻田〈つじばたけ)
遺跡井手ノ正 μ、でのもと)盗跡〈先~陛)

筑間調分寺(ちくぜんEくfんじ〉僻〈開ー寺)

大野城(おおのじaつ)跡〈歴域)

E野田 (むしろだ〉遺跡時(弥 3駐車)

神松寺〈しんしaうじ}遺跡 〈体古-1Il認前横)

四間 (しか)盗跡 [蝿 弥 集 第)

大道(おおみち〉遺跡(推皐袋詰~)

力丸〈りきまる〉遺跡(中一基〉

目品〈かいじま}市tntl(古古明)

t守永I/i臼啄〈くらはがちゃうすづか}占栂俳〈占一白樹)

<E福寺(しょヲふくじ)i薗跡〈間中近海近世韮}

集約官 〈ひがLもろとみ)遺跡(弥ー』府高)

置後(ちく乙〕同分寺跡(奈ー寺)

下見(したみ〉週跡〈ぷ-t-平初集彪)

池田〈いりたヲ償九tl(占一樹古、3
，~菩提山((ぽてさん)(中経〉

伸歳(かんのくら〉占明(占 白崎)

lt 凶 <fiかにし)コモリ沼跡(t:!I-鋭部)

11雌(やまカり岨跡。和一蔀)
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一石総 .";;-正 i[ーキリゾタン泡物)
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遠賀獅陶垣町文鰍軍3集片山古境#1

狐塚古噴#10 凶}l 1 1lß大任町文報耳~2m

害容岳遺跡#1調査橿報担二次調査

車山5刊醐調査鰻告(宗像脚白崎町大字奴山字正岡
在のi'i績の闇舟}

大平村宜報閣一線上の熊古損得福岡県築上1ls.太平村下
版原所在古IIlIllの調査

FE付 加郡三集中畢野i醐福岡臨上聞吉田村
在弥生時f匂駐車の剖夜一

竹並i魁亦師向リ調子僑市刷開花遺跡の調査一

太宰府史跡昭柑52年度発暢同調査機報

荒田寺山議嚇採

幅湖県塩掛分布地図 (大す四市柳川市山門1lII.三池m
編)

福岡県遺跡分布地図 〈甘木市、朝itc端 〉

佐 賀県

県文報第39'.l! 肥前回府跡 I 第 1/欠~描31X先制調資紺
告暫

県文銀第40'J! 名撞嵐揖枇並びiζ陣僻保存隻備計画軍定轡
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県文惜~43:集生石磁の下直跡

多久子行文報担3鼎怠田辺遺跡

大川内山鍋島渚策跡発掘調査標査睦鰻
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J~健市文報第 31県大久保遺跡

中原町文銀第2集 鷹取山山鍵遺跡

柿右衛門窯跡軍2次発縮調査置報

上陣村文級車 1鼎拠土里跡

制植村文銀賞~2m 背胤虚仙寺宜掛

二縁山i盆跡Z宇 佐目E使節中核工誕団地発臨調査展示会質料
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竹花〈たけはみ}遺跡〈弥古ー県高繍穴) 竹並坦跡剖i'1会美佼占文化!!!J日会 53.3 

J;.撃府(だざいふ)跡(占末~中一宮〉 M州歴史官料館 53. 3 

王阻寺山〈てんかんじゃま〉窯蹄齢 (市~袋窯} lt1L州市埋蔵文{包材調食会 52.10 

県教聾 53. 3 

県教聾 53. 3 

肥前(ひぜん〉同府跡(占代同) 叫教葺 53. 3 

名護屋〈なとや}減跡笹山ζ陣跡(安土 凪心掛 県教蚕 53. 3 

久米〈くめ)遺跡〈弥~中集落) 叫敏幸 日 3

生石・ 5来誌の下仏、きいし もりのした}遺排(先配石遺情) 侭教葺 53. 3 

牟問辺〈むたべ)泡蹄(弥~古 mf.為・ j1itn) 多久iIi教吾 53. 3 

大川内山抽品秘〈おおかわちやまはべしまはん)熊跡〈近黛〉 伊万'11市教葺 53. 3 

凸+町(乙カ9遺跡(闘~江一集落・占噴} 品崎市教書 53. 3 

大久保(おおく l的遭跡(弥受精〉 品柄m教聾 53. 3 

躍周波山 (たかとりやま)山鍵遺跡 〈市-，'iJ:n) '1'原町教吾 53.3 

柿直衛門〈かきえもん)驚跡【近窯〉 有岡町教吾 日 3

国(つつみ}土器跡(古代一土盟跡) 上飾村教岳 53. 3 

富仙寺(れいせんじ)遺跡(平末 的 班1t侭村教書 53. 3 
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豊崎県

県文filt務3現{長崎県埋厳文仙悌鰻 1) 

~J:文報第3割程 望間際遺跡

時文報第37出原白辻溜跡

附崎市墳僻調査報告書

ド戸市田文化財10 中山iII跡の研究 1<溜物福 1>

基豊町の文化財3 杉山占JJI調古鰍告轡

保石臨遺跡 縄文晩期且勝生産文化の聾柑ー {百人華員会
匂厳文制柵告第7集)

開 本 県

嶋本~.!文他狩調査綴告軍26集沈自立山遺跡

物本県文化財調貨報告出27拠縁地幅土水揃遺跡

牌本Ir.t文化財閥査機dE第2Jll1l 高備期u塚

間ぶ県文化財哨査報告ffi31車会副池川流域文jl:Jll調高槻告
:!f 
庁~*~込文化財調夜餅告却32!i民 俗城邸街鎌足地の発鋸調徒
側告

減市町文報岡高目塚

大 分 県

子健市川穂高義地区沼跡賢:t~発掘調査罰報 l

官1:台JtI!と周辺の遺跡皿 λ;分県竹田地区土地改良4'車関
係i創線終予備調在揖聾

古生台地と悶訟の退跡W 竹田市'1サ創遺跡B地区発掘調査
慨鰍

FVr.地区圃場lI'!備聞係発掘湖町厩鍬

臼作石仏Z草地桂J!跡n 開制52咋度発領選晶?空機報一

車台地目J!跡周 A分県荻地区土地改良:~業聞町、定跡俳 予
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l凶耐〈まがりざき)古泊群 (前ー荷積)
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経域間術〈ましきぐん念。縫定地〈ギー官)
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自首月<;(まんがつじ)跡他 〈録-，'， .1:同〉
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県 教長 日 3
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竹田市教聾 日 3
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二口市肺切開設
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県文報知2叫S

野田町八回途酔 印司 旺間新産都市計画埠路直酷通り輯
〈市道1改良[11<1ζ伴う埋蔵文{団本尭掘調査報告

rtt糸平iII跡(国鉄高千億蹄建設埋厳文化財発臨調査制告自)

鹿児島県

県桜文銀8 叫週31号匝新位改良工朝ζ伴う発似民団査報告
書

県埋文銀9 X問地区埋厳文{出材分布調炎概線

~;~埋文献O 血児島広ゆ合島組問辺町所在趨跡の調査

加世山市埋厳文ItJll発侃調査報告書

県宮iま場聾O削1撲(現和地況)1ζ伴フ甥語文ItJll先栂調査

吉本遺跡

サウチ遺跡

金峰町埋文鰻 1 阿多国思

荻原遺跡

沖縄県

県文館第1旬良市堅品キガlf<mま発掘調査報告書

見珪¥JIlffi.ilt跡分衛調是正概綴

松木〈まつぎ}遺跡(~後ー集落〉他
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八回〈はった}遺跡〈綜ー集落〉
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窃
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伊江村文線第 5集沖縄県伊江島コヘズ嗣の調査一第2次 コ'ヘズ桐(先?一嗣穴)
概知一

伊江村教歪 日 3

沖縄県伊江村ナガラ町西貝塚発鋼調査ニュ ス ナカラ原西(ぱるにし)貝塚(沖縄県縁時代後~弥一周壕) 伊江村教書 52. 7 
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時代 W>') 

酉長浜開遺跡発儒調査ニz ス$3.4号 園長浜即〈にしながはまばる)遺跡(沖縄閣嫁時代ー集p的 西長浜原遺跡調査会 52. 4 
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既刊の埋蔵文化財ニュース

昭拘48年度刊行発掘調査報告曹等目掛 II 木間関係文献目揖
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昭如49年度埋蔵文化財関町、統計監料

12 
明和日年度埋蔵文化財団係統計白科

昭和48年度刊行埋蔵文化財関係紀伊掲蹴誌目揖 田和50年度刊行埋蔵士化財閥係記事掲載謡目揖

3 都道府県遺跡分布調l't現配 13 古代家屋直距実態調査

4 昭和49年度刊行発鋸調査報告脅等目蹄 14 昭和51年度埋蔵文化財関係報告書目踊

5 遺跡カ ード1Il成 15 
昭和152年度思磁文化財閥係輯計百科
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6 
昭和50年度埋厳文化財聞係統計百料

16 iI!物遺構の取りあげ工法田和49年度刊行埋蔵文化財聞係記事掲載誌目揖

7 都道府県写真測量利用状配 17 発揚調査と安全対軍

8 昭和50年度刊行埋蔵文化財聞係報告書自陣 18 
古代地方官市遺跡聞係文献目鼠

総論東日本府

9 市町村史刊行の現況 19 
向上
E 西日本筋

10 市町村iζおける埋厳文化財発掘調盗等の現況 20 昭和52年度埋蔵文化財関係調査報告書目蹄
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