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はじめ に

この報告苔は、佐賀県店粟碁盤整備事業の実施に先立ち、埋蔵文化財の確認調

査を行った結果についてまとめたものです。

県教行委貝会では、文化財の保護と農業生産甚盤の整備事業との調整を図るた

め、事業実施に先立って確認調査を実施し、その結果に基づいて文化財の保股行

政を進めております。

平成4年疫につきましても l関係各位のご協力のもとに、事業計画予定地内にお

ける埋蔵文化財の存否について確認調査を行ったところ、旧石器時代から近世に

至る多くの遣跡が確認されました。この調査結呆を踏まえ、県及び関係市町村の

農林担当部局との間で文化財の保設と農業基盤整備事契との調和について協議

し、関係各位のご努力によって多くの追跡を後世に伝えることができるようにな

りました。

また、同時掲栽しております発掘調査の記述については、平成3年度に実施し

た確認調究によってその所在を確認した遺跡のうち、基盤整備の設計変更等によ

る文化財の保設措置を尽くした結果、最終的に平成4年度において発掘調査に至

ったものの概要報告であり、その関査成果の一端を紹介するものです。

調査にあたって、文化庁 ・県屈林担当部局.00係市町村の教行委員会 ・土地改

良担当課並ぴに地元の皆様から賜った深いご理解とご協力に対し、心からお礼申

し上げます。

平成6年3月3l日

佐買県教育委員会

教脊長堤 清 行



例 言

I. 本内は国庫補助を受け、平成 4 年度及ぴ翌 5 年度に施工lit~の佐竹県農業基盤整偏事栗に

先行して、平成4年度に実施した確認調査並びに発掘調査の成呆をまとめたものである。

2. 確認潤査は関係市町村教行委且会の協力を得て、佐償県教育委U会が実施した。

3. 遺構の実測及び写其搬影は各潤査Uが行った．

4. 遺物の整理 ・実測 ・製図 ・報告打作成作業は佐Ti県教n委H会文化財課で行った。

図面 ・写其の レイアウト 、 トレース

三好文子 ・上瀧光子 ・江島美恵子 ・山口美佐子

5. 本行の執煉は I・0・Vを森田が行い、ill・IVについては、各瀾査担当者より提出された

「確認調査結果報告I'~」並ぴに「発揺潟査実紐報侶tlf」を引m し、一部/Ju喰した。 なお各

潤充担当者には必要に応じてご教示をいただいた。

6. 本行の編集は、森田が担当した。

凡 例

I. 用いた方位は地図が座椋北、 遺構図は磁北である。

2. 挿図中の記号で、 ■は遠構 ・遺物包含層が検出された試掘溝（坑）

口は迫構 ・遺物包含附が検出されなかった試掘溝 （坑）を示す。
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I. 調査に至る経過

1. 平成5年度農業墨盤整漏事藁計画に伴う文化財確認講査

(1)農藁墨盤整鑽●藁施行計画に係る協謹

本県においては、県農林部所符及び市町村所符の哀業必盤整備事業に係る埋蔵文化財の保汲

については、県,i林部と県教行委且会とのIll!で確認した「戻栗基盤整偏'.)f業に係る埋蔵文化財

の保設に関する確認•Ji項J (昭和53年締粘、昭和59年改正）に基づき、協議瀾整を行ってい

る。

平成3年度R哭甚盤然伯'JI.業施行計酉については、平成4年9J1ド句に只地整紺謀.Ct業振

輿謀 ・仕設鉱笞謀から施行予定地の図面を添え、文化財諜に協膳があった。

この施行計画に係る埋蔵文化財確認潤査の対象市町村は、佐買東部地区が島栖市 ・,,源町 ・

神埼町・千代fll lllf、佐:r,~部地区が佐tHl1・多久,Ii・JII湖町 ・小城町、佐f'i南部地Ix.が武雄

市 ・北方町 ・布IYJ町、佐Ti北部地I><'.が伊万里市 ・徽木町、佐n上場地区が,m和Ii・鎖西町 ・玄

海町で、対象面積は合計で650haに達した。関係するci菜基盤整tmJl菜として、県営圃場

整燐i)f業 ・¥I;¥営千拓地等n地整協'If業 ・県営只地還元高度利活Ill事業 ・(',¥営畑地情総合土地改

良事業 ・巾山lill地賊只村活性化総合整偏事業、只地等鉱害復旧'If粟などの県営'JI棠およびiii町

村i祈管の団体営圃場整備事架など多岐にわたっている。

また九州屈政）均所管の、'"''営上場水利,Ji業に伴う文化財の取り扱いに関する協議 (ldfiltrli・

鎖西IHf・玄海町 ・肥前IHf)、水脊源開発公団所管の筑後un・流Ill水事業に伴う文化財協議 (:

田川町）もなされた。

(2)文化財確認綱董

協議を受けた'](業計画地区 (r:区）の設計図にIJUして、まず」：区内に//jJ知の文化財が{i=在し

ているかどうかを遺跡地lク内によって確認するとともに、関係~;町村の文化財担喝専門駁uか

ら埋成文化財に関する情報の収集を行うほか、遺跡が立地し得るH然条件にあるかどうかとい

った点も含めて、 •Ji前の検討作業を行った。

そして、 各'.j(菜計両地区について、関係市町村教ff委且会の文化財担当戦貝とともに現地踏

査を実施して検討を頂ね、その沢料を必に確認潤．究が必要な地区 ・地点 (J}.I)を決定した。

確認調査の実施にあたり、関係市町村の教行委貝会 ・土地改良担当諜 ・及び県農林部の関係

諸諜 ・各只林iJi務所との「平成5年度農業基盤整備事叉に係る文化財の保設に関する協議会」

（第1lul)を、県教rr委H会の主催により上場地区については 10月H 日に開催した。協譲会

においては全体協議の後、市町村1iI:に関係者による個別協議の場を設け、 •Ji業計両の概要説明、

現地跨在等の検討結染の報告、確認潟究の円滑な実施等に当たっての打ち合わせを行った。

文化財確認調在は、I: 楊地方及び洒松i叩狐等の稲刈りが阜く終了する市町村では 10月下旬

-,-



から開始し、その他の市町村でも変の種蒔き時期との関係で、JIfl中句までには実施した。

確認調査には、原則として2mX2mの試掘溝（トレンチ）を20mflll隔に払盤目状に設定し、

埋蔵文化財の有無、性格、分布範囲等を調査する方法を採用した。

(3)農業墨盤整鋼事菓と文化財保護に係る協謹

潤査によって事業計画地（エ区）内で確認された遺跡は、佐買東部地IR127.370m'、

佐買洒部地区84 .8 9 I面、佐双南部地区 1,540m'、佐灯北部地区0rn'、佐買上場地区5,5

OOm'の合計2I 9,3 0 I面である。

この確認潤査の結果のもとに、関係市町村教有委且会が主体となって個別協議を実施し、必

盤整備工事が遺跡に影饗を及ぼす地点については、水路位骰の変更 ・盛土による田高面の訟上

げ、圃場の区画変更等の設計変更を中心に、技術的 ・経済的に可能な保存方怯を検討し、事業

計酎と文化財保設に関する調整を図った。この間、 R林側には数度にわたる設計変更に関して

積極的に対処していただいた。

このような個別協議を経て、 I 2月18日に第2回目の「農業基盤整偏事業に係る文化財の

保護に関する協議会」をIHI倣し、平成5年度の事業計面と文化財保護との最終的な潟粒を行っ

た。

この結朱、遺跡の存在が確認された地区の大部分については盛土:r'法等の採Illによる遺跡の

現状保存が可能となり、 一方工法1:保護措償が困難な地区 (6I. 5 4 2 m')については平成

5年度に発揺潟査を実施して記録保存を行うことになった。

また平成4年度に関係市町村教'l'1委且会が実施した発掘潟査 （表 2)は、平成3年度に確認

溝査を実施し、農業基盤整備串業担当部局との協議を経た結朱、記録保存で対応することにな

ったものの一蛇である。
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rr . 調査組織

I. 溝充主体

佐四県教行委n会 (,•Ji務局 ： 文化財課）

2. 総括

事務局艮 ；硲島忠平 （文化財謀長）

，，次長 ：中牟田野治 （文化財課長補佐） ・瀬戸19Jf3((文化財謀長補佐）

3. 庶務

永松-In久 （文化諜庶務企画係艮）

鷲崎義彦 （文化謀庶務企匝i係主査）

濱野ii'r子 （文化諜庶務企画係主査）

池田 学（文化課庶務企圃係主査｝

4. ~3'f. 

潟査主任 ；天本洋一（文化財謀指導係長）

潟企且 ； 森田孝志 • 徳窮則久 ・小松譲 （文化財課指祁係）

川副麻理子 （文化財課函究係）

福田義彦 （佐代市教村委U会） 前田逹男 （佐i'i市教'(f委n会）

西田 舷 （佐買市教行委且会） 角侶一郎 （佐双市教甘委U会）

山ロ一郎 （佐fl市教行委U会） 1ll島龍太 （店津市教行委貝会）

石橋新次 <n柄市教脊委且会） 陣内康光 （島栖市教f.f委且会）

洒村隆司 （多久市教行委n会） 船井,,,]洋 （伊万里市教行委n会）

荒谷義喜 （伊万里市教有委U会） 原m保則 （武雄市教n委n会）

桑原幸則 （神埼町教脊委且会） 河野史郎（神埼町教育委H会）

八粒実 （神埼町教育委U会） 堤安倍 （千代田町教n委貝会）

太田睦 （中肱町教育委μ会） 原田大介 （上蜂町教育委且会）

鵡l+I浩二（上峰町教1f委且会） 藤井浩司 （肥前町教行委n会）

有光宏之 （玄海町教育委U会） 古庄秀樹 (,Jヽ城町教-(.{委f-l会）

堀苑<}f:志 （鎮西町教行委n会）
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5. 調査協力

佐灯市教r-t委日会唐津市教介委且会 ！ふ栖市教'(.f委具会

多久rli教脊委貝会伊万里市教行委n会武雄市教行委H会

JII間町教行委n会神埼町教育委貝会千代Ill町教＃委且会

三1H川町教tr委且会中原町教行委且会上鋒町教行委且会

小城町教行委n会散木町教行委H会 肥前町教脊委U会

玄海町教甘委U会飢西町教育委U会北方町教行委U会

大町町教行委n会有明lllf教行委n会

九州c-i致局上場農業水利事架所

九州只致局伊万里開拓建設事務所

水沢源開発公団筑後JIil.. 流用水廷設所

佐t'i県只林部

土地改良課 R地整偏課佳設鉱害課店業板興諜林務課

佐釘中部只林事務所 .f.l栖農林事務所店津只林事務所

伊万里農林事務所 武雄農林事務所 ！鹿島農林事務所

各市町村土地改良担当諜 各市町村士地改良区 地元各位
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表 1 農茎星盤整偏車菜施行予定地区内文化財確認調査一買表 （平成4年度）

I 地 I< iii員ff)名 .l.'Jf地I-<名 tii 在 地 四知，)IM111,, 叫—,I 濁 1'c 桔 児 具糾1['1ifi• Uil If .... 
,r4 恒 rh .,.・,ヽ 柄 西 閲 旦滋iii•l.fi町字祈lr/l ・屈の元 7 .$ i代、中Ill:史俗路 淳 1勺 和柴辺粉

/I 柄 北 池 .()栖rli'I渇（日f'i:uiJm f>.3 古）(!~Ht後JU)渠落跡 ・ i';lJ'.t /"i Iii 'I頃原1Wflf迅跳

神 給 罰J Wt 武 神J印町＊‘祖責武 5.9 1111化如'Ii(城館1稔 河 ff 様式域

[ ft Ill町 r 代 Ill 己 II町人字坑脱 3 4 中jll集沿蹄 楳 -!-HI'り水榊辺討：・Hす五,j,j剛沿路
佐竹東部地I-<'.

7叩I(11-i-;:t,1r.窟線1 f・ftlll町).:.'i'f西 I. I ii 巾l!I.集沿粉沿物包含M 堤 i'tりIJ芍神It沼9が,,, 
/(,( 町 中原北 ，芯 ¥Ill Ill I ，＂（i.町大• ;:-m以 In 占）0群 太 m 111m,1.-m群

中肛北郎 （沢1仄） 巾原町k.'1'没Jfi. 縄文r.t(tヽ り代染佑9が J..:. Ill 

q渭(1ti部（内寒水I •I• 原町/.;キ原占竹 1 7 弥生時fl · •l'IU: ~録り跡 品 Ill i阿寒水 l~-1-構辺跡

中原1協~( l1Jt · 1l1原 l •l•lGl、町た i:J!;{,'jfi I I 占J{I時代屈{ti 小松 T,I~ ・本松，t;f/i詳

佐 f'/ 市 久 f¥¥ 以東部 佐1'(,I;久保及町J-.・t:n11只 I 近趾1.tlli,辺されなかった 111/ Ill ドfllJiし 水捕j\'j~:

久保泉 西 部 佐l1iii久保泉町k字Ill久保 3.6 遺跡は惰認されなかった 阿 Ill ijjf.t沿跡・klli1l蹄・）Jゑ迅跡

久 If,只巾部 佐!'i,li久保泉町k・r:rw以 I 8 沿跡l.l羅認されなかった 徳“ fhl泉- -~鳩遺沐.f/ll泉一-j.:llli!l跡

金
,, 

北 部 佐i,oli金,'.I.Pf大字金ヽ t 20 弥"'・時代・ q,供の集沿跡 福 Ill

令

“ IIJ 部 I,; 買,Ii全立町K字金ヽ'; 53 •;.\: 生時代集給郎・ •!'(It娯沿 （域館J 跡 福 Ill鑢

城 11ti ~\ ー・ 佐灯市両'J・fi町人;cj-:J!I(外 3 (1 古fll 'I'安騎代 1 濯物包ft~~ 徳 ,:f

i.[ 肖i ru: 釉偽凡町八戸i青 I 8 •I叶It集沿路 角 大西屈嗽遺跡
佐＂西部地 f.,(

北 Ill 湖 佐ft ,li」tll l l~IJ町 J,字iJ.J.: 2 0 滋防は直立されなかった 角
＇ 11 努 (i;t,,(i巨勢町！ぷ理Ill 30 沼判は確必されなかった 角

it fl, 巾 祁 佐ttd,兵14(町k'i怜'hl 30 沼跡は確認されなかっ,~ 前田 伝111,月-!i-Vが・中・1±1館別；

lt-
l― 

祉 西 祁 佐f'11li兵収町大字渕 2 6 Iヽ泄染佑跨 雀fIll 渕遺趾

多 久 市 西 の 屈 多久,,,.多久11mりの原 4 遺跡は確認されなかった 1軒け

Ill II 多久市北多久Rf多久1,1 3.5 i/l跡は確裕されなかった 西 H

Ill i!,IJ (If Ill 湖 北 邸 111/1,IJ町k_• ;:~J'I' 2 6 渭跨は確立されなかった 人本 東而I!.遭翔

,1ヽ 城 町 1'I 光

ー
Ji, 小域町t.;・j:a,i:え 2 沼淋はIii!品されなかった 占 It

武 糾． ,f; 武 雄 Ill 船 式雄Iii武雄町k字,',({~ I 5 遺跡は確認されなかった 原 IIJ---
vo::ro郎は地1,,北 方 町 k 渡 -ltJi町人:• jc),浜 延JlJlw •t•llt-近世集俗 U/il 趾·-4l.地 徳宜 仇猛111,';l/l群

“ 
明 IUJ' ／，明 、深浦 ， (j明町J.:.・;:空島・深i,n 廷1noom 近111: 石垣 徳 1:(

(JI Jj里 111 "' I 里 fl>Jj叫 Ii.里胃「大和1い,, I 2.3 中Ill:、 近111.島紺淋 況谷 11il民Jijji'I跡

:r. ,l., , (/1 J, 里1li1l1lt町）ぐi:立,:
I 

0. 7 遺跡は糀認されなかった 船 II
q, Ill "'万'l'ilr波多祁町K字中Ill 20 俎抒は確認されなかった 船片

小 :11 Ill 伊Iが11.rti'.Hlll町）,'やlヽ'.!.¥Ill I 0 遣窃は確必されなかった 船）t 近代fl,u!以
佐ri~t邸地I,{

,;_ 須 [lJ 地 旦Jj叫 Ii水須町虚・瀬,;11r令洲） i 70 縄文的It遺物包含層 船井

牧 ノ 地 fP Jj里，1i1l1ft町）ご;:立沿 15 誼削,fii,l,Jl!されなかった 船 J~ ぶ群遺跡・1¥iftlll迅跨・附次郎沼跡

俄 4、町 浪 涌 紐＊町).;,・;,:m瀬 「― 廷iiG36111 中1忙TH城跡 惚窃 獅+ヶ城

Lil: 川 - l~. 祈鍬 戟木町）＜字広HI 廷1~I O Om 近111:牧JI) 砲・1;(
ー• ー・一

柑 m 市 店ノ Ill

゜
期 ,, 叫'•lil,11 I II( 1.8 迅跡1ょ羅認されなかった Ill 島

,.~ir-~ii~ り 期 'lfil'"liil; 8 迅紛1よ籟，＆されなかった Ill t,I 

Ill 追 1,lf淳,11怯よ木 延！とiO Um 111/i硲時代追物包含府 Ill !b tu,~、ll l'l•i\'l蹄
佐t'll・・場地I-<

りり 麻 UI 1,1/ilt,li), 良 延1<931,n 1111i荏時代逍物包含M Ill n 野邸1l1Jtt粉・

飢 1"i 町 m, <r 飢西llf1-T',llll ど m跡!J.確認されなかった lid liJ 

玄 海 町 J、. .(l 玄海買fk'や1:形 0.1 I Iii! 廿岱時代辺1"包含刈 (i た 9松；Ill刃跡
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表2 平成4年度発掘調査遺踪ー戻表

n渭m名 沼 跡 名 硲 号 迫跡の •fr /1: 地 潟~1liil~ ( ml 渇tr.l体名・ 潟介担当¥,・ 遺跡の内容
I 

・n 栖，Ii 'I' 原 前 Ill 迅跡 ' rllM ・NB市「'l'原町午前[II ti.9 0 0 6低 ．秤Iり 占l,tB~ft- 中世集俗路、 占lj'f

B栢,Ii教n委II会

'I!! 紫 沼 跡 FTS •印和Ii立 !iftf字荘楽 7 .2 0 0 .{ii~ ' p~ 内 弥生軒代・古代集俗路、,1対l

I 

神埼 町 城原 三 本谷北遺跡 JS K 神II/郎神l&flt「大字城）¢字 辺木谷 5. 7 6 0 河 l'f •1 世～近世駆i&跨（城 t'町）

城匂（ そ 本谷巾遺跡 JSM 神I,:/郡神埼町大‘祖成既・;:三本谷 400 神I~町教↑委 U会 桑原 •I' 安時代仏教？か祀

城呪 '4,谷西遺玲 JNN 神l;'j 郡神埼町大•i"城Jf,(• i:_::本谷 1.5 0 0 Iし』A 中世 近`JU.恥裕跡

中原 町 Ill Ill 古 II'( 群 YKG I 打足甚郡•I•叩 l火＊柊原キ沿突 L900 縄文時代遺物包含培.,1i!t ヽ •~ lltJ!l沿跡

巾原町教打委 U会 k.111 

I'; 宮八仕神仕遺裕 WIIJ 二貸晶郡中原II「K字沢匝字植松 I.IO 0 IHr.i召p~代遺物包含層・占ft~<l•iii:JI,沿跡

＇ 
t IJ lllf 八 ~ 逍 跡 YTO =炎凡郡 I・.峠町大‘ヤ堤中迎原 1 7.0 0 0 I・. 峠町教11委H会 北田 ・籍1ll 弥牛貼代・古代梨俗跡

十代 Illflf i'l 81) 名神社遺跡 KRT 神埼郡T・代田町J;.・;:下西オ:-*松 600 弥生叫代集浴跡

悼l{i町枚↑委lt会 堤

柳 島 遺 跡 YGS 1阜埼/)6千代Iii日r>.::.;:1初晶キ九木柳 I .fi O 0 中Ht-近I~:染r;;跡

佐 rt ,b 涌 111 遺 扮 URT 佐r1,1;久保~t•「*'和II 久保字千•也 3.0 5 0 角 弥生叶代・中世～近世染俗跨.,'jltl 
I 

u, 手 水 遺 跨 ocz 佐t'll!i久保呆町人字Ill久保'i'fl1i手水 ~.9 i 0 洒 111 古lJIBl'lt-平安U炉!tJfし・s跡

人 野 /l;l 遺 翔 ONR 佐f'{,fj金,(.町大"'金むi'k.野原 392 小Ill:・一近世巣落粉

~.l m 
I.,_ a 母 俯 TBS 佐t'itli金立町k字＋布字Ii.Ci 3.9 I 3 中111;躯紺跡

1・ 住 逍 跡 SEN 佐釘rli兵床町大•t:瓦町't"牟Ill寄 6.1 () 6 佐l'irli教Yr委J1会 弥1tDHt集俗跡

H~Ill I 

か Ill ;,'J' 遺 跡 MTY 佐n市兵庫町J.:.字瓦町'i:牟田寄 I .4 4 2 休生昧lt ~!ifi跡

).: vq rn 蚊 沿 蹄 ONY 佐竹市沿島町J.:.字八バ清 J .9 0 0 角 • 11Jrr •I• 世船酒跡
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ill. -'-f成4年度文化財確認調査の内容

図2 佐賀東部地区周辺地形図 (1: 100,000) 
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l. 調査対象地区名
ハ栖西部地区

（エlll区名）

2. 調査対象地所在地 .r. 栖市立石町字新開・木の元

3. 閥査対象面積 (ha) 7 .8 ha 

4. 躙査担当者 島栖市教行委n会陣内康光

5. 謂査期間
平成4年6月1日～平成4年6月4日

平成4年 II月4日～平成4年 ll月68 (6.58間）

6. 潤査対象地区の立地 石谷山から雲野尾峠を通り、向に延びる丘陵の南端に位償する。

揉窃は29m-44mを測り、丘陵末端の台地部と沼HIの沖積低地部

によって！鼻成される。現在の地目は水田及び畑地である。

1周辺の遺跡及び 調査区の北ll!Iには立石古積詳から山田遺跡と古項群が絞き、西側

遺跡の内容 には古代から中世の集落跡である惣楽遺跡が存在する。

揺削機により 、2X3mの試掘坑を掘削し、人力により清描を行

8. 詞査方法 い、土層断面図．平面図苓を実渭し、写其搬影を行った。
拭掲坑総数93本。

9, ・検出遺情 No. I. 3. 4. 2 0. 2 5. 2 8. 3 0. 3 5. 4 4. 4 5. 4 7 ~ 54カヽら、

土凜.,Jヽ 穴．竪穴住居跡等が検出されたが密度は低い。

! 
・出土遺物 古項時代 (6世紀末）から中世にかけての土師器．須恵器．園磁器

等が出土しているが、は的に少ない。

I 0. 祈見 平成4年度本調査分の惣楽遺跡と、ほぼ同様の内容を持つ遺跳である。出土し

その他 た遺物 ，遺1鼻とも古代から中W:のものがほとんどであり、遺構は、 f,~il'/i35m以
硲についてのみ認められた。確認閾査の結果、旧地形にはi/:lJIIから派生する小i"I
川が形成した小支谷がいくつか存在L、これ等を埋めるために、 Jt窃の？ぷい部分

が削平されていることが判明した。

遺構の分布は、 潤査区の北辺 （標~36 - 0m) と、東関埋没支谷のl付餌I (栖

店35-37m)の2ヶ所に認められ、その面積は約 J6.500m'であるが、分布

密度はかなり低いこ とが予想される。

ー12-



図3 庸栖市
＇栖西部地区試鱚漏設定図
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I. 隣在対象地区名
ハ栖北部地区

（エ!JI区名）

2. 調査対象地所在地 “栖市牛原町キ前田

3. 頃査対象面積 (ha) 6 .3 ha 

4. 調査担当者 .()栖市教'(.f委貝会石偽新次

5. 講査期IIIJ 平成4年I0月26 El-平成4年I0月29□(481間）

6. 溝査対象地区の立地 標~40m - 50mの北から附へ緩く傾斜する凪状地上に立地す
る。

7. 周辺の遺跡及び 隣接して西1111に、百度塚を始めとする 6世紀から7世紀代の大規佼

遺跡の内容 古れ群が立地する。また、対象地には古l!'l時代後期～中世の集落跡

である牛原前田遺跡が広がっており、大規1阻柱穴，瓦．翰入困磁器な

どが出tしており、養父揺家周辺の遺跡の状況と考えられる。

掘削撓により幅2mの試掘坑を 52箇所股定し掘り下げ、土層遺
8. 調査方法 構，遺物の有焦等、ill路の状況把船に努めた。また、各試揺坑証1こ写

真等の記錢を作成した。

， ・検Ill遺構 古項時代後期の住居路柱穴．土凛．古項石当の残骰などが検出され

た。このうち特に古ttt時代後期の住居跡は、遺物の残存良好なものが

I 認められた。なお、古積石坐については1月煎ではないが、 3必はどの

tHf. が考えられる。52ヵ所の試掘溝のうち、 22カ所から遺構. 33 
ヵ所から遺物を検出。

・出土遺物 古IJ'I時代～中世の土師器片、古IJ'I・古代の須恵器片、縄文後 ・晩

期の土器片少lit(合計ポリ袋2袋分程度）が出土。

10. 所兄 現在瀾査を実施している牛原前田遺跡の一部で、遺情は述萩して認められる。

その他 出土遺構 ・遺物から、古項時代後期～中世までの集洛遺跡ならぴに古れの散布地

と考えられる。

遺跡は対象地区のほぼ全面に広がっており．遺跡の推定面積は約45,0 0 Om'. 
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図4 鳥栖市：鳥栖北部地区試掘溝設定図
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I. 調査対象地区名
横武地区（横武城跡）

（エ事区名）

2. 潤査対象地所在地 佐n県神埼郡神埼町大字横武

3. 謁査対象面積 (ha) 5. 9 ha 

4. 謂査担当者 神1が町教r.r委U会 河野史郎

5. 潤査期lllJ 平成4年6月4日～平成4年8月3日

6. 潤査対象地区の立地 町南部の揉莉 3 - ~mの低湿地に （釘りする。 この地域はクリーク

が発達し、遺跡は大I卜の島から成る。

7. 周辺の遺跡及び 当地区は、横武城跡として周知されており、周辺には同 じく中世

遺跡の内容 の届館として姉川城．野田城跡．本告牟11J城跡等が知られている。

8. 溝査方法
掘削樗と作棠uにより 28ヵ所の試掘を行う。遺情が確認された

場合、部分撮り下げを行った。

， ・検出迅構 遼構が惰認された試揖坑は28ヵ所のうち IIヵ所である。No.23では近・現代の

揺り込みと小穴.No.27-29では井戸，小穴及び小8内を区i!iしたと息われる講跡

I が惰認された（意塁的に見められている）。No.36.40では豊地層が籍屁され、 11穴，

土讚等の遺構が員認された。No.43では8の1柑省に平行する情が饉gされた。No.48
ではNo.43と同様なl!の北娼1こ平行する沿及び其1こ貞角に惰に延びる溝を籟認した。

尚この清はNo.47では羅認されていない。No.SOではIllりを且直したと息われる揖

2条及び小穴が籟はされた。残りは小穴のみの羅訟であった。

・出上遺物 No.23より近 ・現代の淘磁器類、 No.27~29より土師器小破片

が出土している。No.40からは土師器の柘 1J、Jill(特に八角形の小

llll) .i'f磁．偏前の甕が出土している。No.43.48からの遺物の出：I:
はなかった。 No.49からは 14~ 15懺紀の土師器の杯が出土して

いる。No.SOの溝からは近・現代の掏磁沿類がII¥土している。

10. 所見 今回の謂査で検出された溝には.No.27-29. 50 で確認された小,:~を小区

その他 両するような溝 （特にNo.50では現存する土塁がこの溝のところで切れている）

と、No.43.48 で確認された小t~の端に平行する形で存在する溝のご．種類があ

る。後者の溝からは遺物が出上しておらず、この二つの溝が時期的な違いか、機

能的な述いかは,i;明である。

No.40. 49で確泌された整地府に1l11しては、小島において整地後に遺構が形

成されていることがわかる。
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I. 調究対象地区名
千代田地区 （犬窟）

（工事区名）

2. 謁究対象地所在地 神1奇郡千代田町大字境原字f/ll本柳 ・荘本柳他

3. 調査対象面積 (ha) 3 4 ha 

4. 講査担当者 千代m•r教Yr委rt会堤安侶

5. 悶在期fill 平成4年11月 16日～平成4年Il H l 9 El (3.Sl'IJUJ) 

6. 潟査対象地区の立地 中地f.[JII左/{-にあたる沖積平野で、平均標窃3.2mの低地である。

調査対象地は、江戸時代鍋凡氏の所碩であり、この馬辺は祓林裕が

ありお狩場として有名な場所であった。明治時代以降、この地は開

拓され現在の水田として利用されている。

7. 周辺の遺跡及び 地区内には、周知の遺跡として本村四本樽ぷ村五本柳遺跡などの

遺跡の1内容 中世集落跡が所在する。

掘削機と作業月による人力により、掘削を受ける水路予定地に91
8. 濁査方法 ヵ所の試掲を行った。

， ・検出遺構 No. 84より、柱穴と思われる遺構を検Illした。他の試掘坑から

は、遺惰は検出されなかった。

! 
・出土遺物 遺物は、白磁．土師器’がの中世遺物片が少益/II土した。

10. 所見． 地区内では、表土層のすぐ下より乳褐色の水分を多く含む地山 （ギチ土） を検

その他 出した。また、閥辺宅地開発に伴う確認関査でも遺惰遺物包含層を検出してお

らず、今1司の潤査でも、この地区内での剛確な遺跡の存在を確認することはでき

なかった。

しかしながらNo.84からは遺構と思われる柱穴を検Illし．地元の人々による

と．その試掘坑の酉側の水田よ り多くの 1こ岱が出土 していたという話もあり ．：：

の地点は、本村五本樽遺跳のlll溢であると確定される。
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図6 千代田町：千代田 （犬重）地区試掘漏設定図
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1. 瀾査対象地区名
下西地区（国営諸訂線）

（エlJI区名）

2. 潤査対象地所在地 神埼祁千代田町大字下西字二木松450-3.456・l

3. 調査対象面積 (n{) 1.140 m' 

4. 調査担当者 干代田町教ff委n会堤安侶

5. 調査期間 平成4年8月24日 (I日,OJ)

6. 潤査対象地区の立地 平均標応3.2~3.3mの平坦地で、畑として.PIIRされている．

1周辺の遺跳及び 調査区北西には、平成元・ 2年度に潤査を実緒した弥生時代集裕

遺防の内容 跡の代別当神社遺跡が存在し、当地区は貢別当神社遺跡の束嬬部で

ある。

作業uによる人力により、掘削を受ける水路予定地に8ヵ所の試

8. 綱査方法 掘を行った。

9, 
・検出遺構 全体で8本の試揺坑を設定した。 遺！鼻が検出されたのはNo.3で、

柱穴と思われるものが 1ヶ所だけである。その他No.I -3では、

! 臥さ 15-20cmの遺物包含層を検出した。また、 No.4-6では、

弥生土器片少仕が出土した。No.7 ,8からは遠物等は出上しなかっ

た。

・出土遠物 /JI土した遺物はすべて弥生時代中期の土器片で、全体としてかな

りぽ減を受けた状況である。

I 0. 祈見 今阿の確認調査の結果、平成元・ 2年度に調査を実詣した代別当神社遺跡との

その他 関連があると息われていたが、 上記に述ぺたよう に、明確な遺構は柱穴が 1ヶ所

のみで、他は遺物包含層を確認したのみであった。

この.:.とにより、この地点は、沢別当神社遺跡の東溢部分にあたると与えられ

る。
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図7 千代田町：下西 （国営諸冨線）試掘溝設定図
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I. 胸介対象地区名
中原北部地1K(山田）

（工事区名）

2. i駈ft対象地所在地 三喪基郡中原町大字簑原字推突 ・深底

3. 綱査対象面積 (ha) I O ha 

4. 調査担当者 中原町教行委u会 太 田腔 ・招野透

5. 調査期間 平成4年 Il月48~平成4年 II月I2日 (6.5 0間）

6. 閾査対象地区の立地 潤査対象地区は、標高97-117mのI.I」の斜面上に位閥する。現

在は、主に水田として利用されている。

7.)/;J辺の遺跡及び 当地区は、 Ill田古m群の範囲内にあり、南憫の斜面には古l{tが I0 

遺除の内容 碁ほど点在している。

作痰月の人jJにより、 38箇所の試揺を行った。
8. 調査方法

， ・検Ill遺構 遺溝が検出されたのは,No.1~3. No.5, No.6, No.8. 

No. 1 0 -2 3. No. 2 5, No. 2 7の22本である。遺情は、 No.よ

I り古1(1周溝と考えられる遺跡が、 No.から石当とみられる石組みを

検出した。

・出土遺物 遺物は、古JJ'1時代の須忠器．土師器が出土した。

10. 所見 本地点には、古れが20基はど存在するものと思われる。そのうち 1甚は、地

その他 jこに露出しており天井石まで残っている。時期はIll土遺物から、 6世紀末-7
世紀前半とみられる。
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図8 中原町 ：中原町北部地区 （山田）試掘溝設定図
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I. 調査対象地区名
巾原北部地区 （箕原）

（エ111区名）

2. 綱査対象地所在地
三梵基郡中1原町大字箕原字栗崎・餅投・野田・楢松・下河原・前田・

本村木の本・土井九 • 前田原・獅子喰

3. 調査対象面積 (ha) 1 3 ha 

4. 潤査担当者 中原町教t委U会 太田駐

5. 洞査期IUJ 平成 4年11月4日～平成4年1l月19 El (I 1.5日間）

6. 潤査対象地区の立地 調究対象地区は、揉窃32-69mの台地上及ぴ谷部にあり、現在

は中に水田として利用されている。

1周辺の遣跡及び 当地区の周辺には、姫方遺跡、前田原遺跡．香田遺跡．獅子喰遺

遺跡の内容 跡，＊の本遺跡，上河原遺跡．本村遺跡．若宮八幡神社遺跡．野田

遺跡．携松遺跡．曲金遺跡，鬼塚遺跡，畑u」遺跡など、旧石器的代

から中批にかけての多くの遺跡が存在する。

8. 関査方法 掘削横により、 ITIJ平を受ける部分と水路予定地に、 216箇所の拭掘
を行った。

， ・検出遺I青 遺情が検出されたのは33本である。遺構は、 I:域小穴．溝跡で

e 
集落関係の遺跡と推定される。

・出土遺物 出土遺物は、スクレイバー．縄文土器．弥生土器．須忠器土師

器．中世土器があるが、遺物liiは少なく、しかも大'I'が包含層中か

らの出土である。

10. 所見 遺跡は縄文時代ー古代の集落跡と考えられ、大きく 5つの地l.(に分かれており、

その他 面積は合計75.9 5 0 m'である。
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図9 中原町 ：中原北部地区 （簑原）試掘溝設定図
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I. 瀾1c対象地区名
中li1.南部地区 （直寒水）

（エlJI区名）

2. 潤牡対象地所在地 三資）閑郡中原町大キ原古釘

3. 調査対象面積 (ha) I 7 ha 

4. 潟査担当者 佐灯凩教打委U会 森田ギ志

5. 調'ff.期1111 ギ成4年 II月4日～平成4年 II月9B (4日[Ill)

6. 閾査対象地区の立地 中原町の洒側、切通JII左料の揉店約 8~13 mの段丘1.:1こ立地。対

象地区は、現在水fflと畑地として利mされている。

7. 馬辺の遺跡及び 対象地区の北西に二塚山遺跡、北側に弥生時代を中心とする集

遺跡の内容 落・袋地からなる船石遺跡・ 船石南遺跡が存在する。

対象地区の東側一部は、弥生～古）It時代の西寒水 t:本隋遺跡に含

まれている。

8. 閾査方法
掘削機により、試掘坑 (1.5X 3-6 m}を掘り下げ、道情の打

無．その性格．土層堆積状況を調査。

， ・検出迫構 遺情は対象地区束溢近くから検出した。

No.3, No.JO, No.28, No.43. No.45より溝状遺情 （すべて(l(?ilJ北方向）

i No.9より竪穴住居跳の叶能性のある遺1青
No.40. No.<11. No.53. No.56より土墟状遺情

No.3. No.9, No.IO. No.25. No.37, No.39-41, No.43, 

No.44. No.46, No.52. No.53より小穴及ぴ遺物包含層を検tll。

・IIJ土遺物 遺情にlt-うものは、 No.3の溝より弥生土器 （中期売片）• No.3 

8の遺構より中他の瓦器椀，輸入困磁器 （白磁碗）が出土。 その他、

遺物包含In・,1ヽ 穴などから弥生を中心とする土牲9ヤ．黒曜石9ヤが出

土。

10.Wi見 対象地区東端近くの標硲9.09m-12.llmにかけての部分にかけて、遺粉

その他 の広がりが予想され、遺跡地図の西寒水七本柳遺跡の範圃が、かなり広がること

が確認できた。

遺跡の性格は．竪穴住,.叶跡らしき遺構や溝状遺構の検Illにより．弥生時代 q,,
期を中心とする集落跡、及ぴ中世の集落跡と名えられる。

遺粉の中心部分は、今回の対象地区の東側になるようである。
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I. 潟査対象地区名
中原南部地区 （石井 ・中原）

（エ事区名）

2. 講充対象地所在地 三菱基棉中原町大字原古代

3. 潟査対象面積 (ha) I I ha (石井地区）

~ - 閲査担当者 佐竹県教'fr委U会 ,1ヽ 松誼

5.'鴻査期IIIJ 平成4年 II月I0日～平成4年 II月I6日 (5□"II) 

6. 潤査対象地区の立地 寒水JI(の東隅を南北に流れる小河川の東西両岸の水田部で｀潤査

対象地区は南北に細長い。東西両はは標裔約 20,nの丘餃となる。

7. 周辺の遺跡及び 潟企対象地は未周知である。閃査区束西樹開は丘陵となり 、東;;i
遺跡の内容 にはTtliltl遺跡．石井一本松古項群、西岸には係左エl"l塚遺跡．北茂

安町三の原遺跡がある。芳名な遺跡としては、北酉 1.3血に姫方遺

跡、北酉900mに姫方前方後円項がある。

掘削機による掘り 下げ後、土層の略iWJ.遺構を検出した試掘消は、
8. 潤査方法 写真扱影を実施した。 トレンチ数 I15本。

， ・検111遺構 ・No.7~10, 12. 13から、表土下45cm程で小穴．士凜を検出．

とくにNo.12の土凝からは、古積時代後期の須恵器．土師僻が出土。

i ・No.33-35からは、表土下30-55cmで溝．土凛を検叫ど

ちらの遺構も、遺物は土器片が2-3点出上したのみ。

・No.93. 96からは、表土下25-33cmでTIヽ穴を検Ill。出土遺

物は土器,1ヽ 片数点のみ。

・出土遠物 No.12の土漿から、古項時代後期 (6世紀後半）の須思器.;J: 師

器が出土。他の遺1/11からは．土笞小片が数点出土したのみ。No.28

からは、古）n時代 (7世紀liり半）の須必器片．杯身，溢等が I0点Ill

土。

10. 所凡 講査対象地は、石井一本松古lJ'I群の東端と恩われる。検出Lた遺1鼻は、遺構密

その他 度は低いものの、埋土や地山がしつかりしており、若干の遺情の広がりが推定で

さる。

・No. 28北側の取方に延びる突Ill部は．地元の人の話によると通祢「ガラン」と

呼ばれ亀径 2m程の扁平な巨石があったという。現状は竹ヤプで｀巨石は凡当た

らなかった。No.28から須恵器， No.59から白磁椀底郊が出 I:しているが、

遠構はなく「ガラン」からの流れ込みと考えられる。
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図11 中原町：中原北部地区 （石井地区）試掘溝設定地区

A
 

IOOm 

図12 中際町：中原北南部地区 （石井地区）試掘溝設定地区
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2. 佐賀西部地区の讀五

図13 佐賀西部地区 (1 : 100,000) 
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I. 潤査対象地区名
久保泉東部地区

（エ頃区名）

2. 調査対象地所在地 佐沢市久保泉町大字下和泉字一本楠・ 五本松

3. 潤査対象面積 (ha) I ha 

4. 潤充担当者 佐n市教行委U会西1lJ 巌

5. 潤査厨Jilli 平成4年 II月4日～平成4年 II月48(!Bill!) 

6. 調査対象地区の立地 ff扱LL!南麗に広がる平野部で巨勢川の虹／やにあたる。やや水田化

によって地下げが行われているものと思われるが、もともと丘陵に

はさまれた谷地形部分であったと名えられる。

7. 周辺の遺跡及び 対象地は、下fll泉一本楠遺跡に包括される。周辺には、すでに本

遺跡の内容 潤査が行われた立野遺跡．市宿遺跡作が仔在する。立野遺跡では、

弥生時代中期を中心とする集落跡、南宿遺跡では、弥生時代後期を

中心とする集格跡が検出されている。

8. 隣在方法
水路及び道路予定地を中心に、 I3ヶ所で横械力による試掘を行っ

た。試堀坑の規校は、 2X4m及ぴ2X2mを基本と した。

， ・検出遺情 無 L

! 
・出土遺物 無し

10. 所見 対象地区Iりでの遺跡の広がりは確認されなかった。ただ地区外の対象地区に洒

その他 接する邪分 （現在高畑）は、地形的に舌状丘陵の先端部分であり、遺跡が存在す

る可能性がある。
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I. 員査ll象地区名（エ渾区名） 久保泉西部地区

2. 瀾査対象地所在地 佐Tl市久保呆町大字JII久保

3. 調究対象面積 (ha) 3. 6 ha 

4. 瀾査担当者 佐n市教fl委月会西1H 妓

5. 潤査期間 平成 4年 11月513-平成4年 11月SA (Jl]IIIJ} 

6. 瀾死対象地区の立地 行扱Ill系から1tlへ延びる丘駿地にはさまれた谷部に、棚Illを形成
している。

7. 周辺の遺跡及び 対象地は、藤付，）こI],k塚遺跡1こ包括される。1,EI遺跡では本

遺跡の内容
潤査が行われており、奈良時代の建物群が検出されている。 また、

周辺には移築．復元された丸ILi遺跡などが存在する。

S. 潤査方法 ll外りの象亀11111分.11'.f.lllll!ll奮t員終械了hしているが..+:&憶llli亀，，賣更，，•I璽代が日てさ"''''· ぷ罰fi這
と中心1;,8'"'で によ“拭星tfrっ／；，鴎坑の農lllll、?l<lmt曇よとし/;,

， ・検Ill遺溝 今何の潟査では検出していない。

昨年の~1c時に、土坑らしきもの．小穴が検出されている。

! ・出土遺物 今1!!lの潟在では検ILiしていない。

昨年の苫査時に、古瓦が出 t:している。

10.iJr兄 今同の潤査では、遺跡は確認されていない。

その他 昨年の調介時に、藤付遺跡において、3.000m'の遺跡の広がりが確認されて

いる。

~ 
~ 

。ハ 100m 

図14 佐賀市：久保泉西部地区試掘濤設定地区
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I. 閥査対象地lヌ名
久保泉市部地区

（エIll区名）

2. 潤査対象地所{£地 佐灯市久保泉町大字下和泉

3. 潤査対象1葡Ill(ha) 18 ha 

4. 謁企担当行 佐爪県教行委員会 徳窃NII久

5点員査19JfりI 平成4年IJ月9R-平成4年II/JI I H (3 AIIIJ) 

6. 潤介対象地区の立地 行振Ill脈耐麗洪積平野から沖積平野に移る付近の、探窃3.8-
4.4 mの水m部．鴻代地点は 2地区に分かれ、 l炉の地区は、県道ff
捩 • 佐償線と東で接する。 北の地区は、同じく県迅行板• 佐灯線と

県道小城・北戊安線の交怜点の東HI、中地江川の支流小松川にはさ

まれた地区である。

7. 周辺の遺跡及び 当該地~の北邸及び洒部は、遭物散布地として扁知される遺跡群の密拠地とな

il't跨の内容 っている。北の地区は、古tt11Htと中世の遺物散布足である下和泉一本1i1i遺格の
範llll内に.rllの地区は．北1111こ弥生時代，古IQ昨ft.,,, 世の遺物散布地である下

柑呆一本椎遺跡が延びてさており、また対象地洒方は高煽が多い地区であるが、

このlt.l辺が、中世の遺物散布逓、 1術Bl遺跡として周知されている。

掘削機により、 l.2X2~3mの試揺坑を揺削し、遺溝の布無
8. 調査方法 その性格．土層の堆積状況を潤企。

， ・検出遺構 槌区洒菰1:ttけたNo.41で.~; 定形の福ち込みがtJlされた。理上1埠恢褐色枯賃土で、
il!物は全くりlf.Lない。 i/. ち上がりい用鼈ではない。 譴区•I•央北胃に改けたNo.51でu.

! 
貝状の尾割り1:00Lて．幅75a,の請がillさ111;.iliU黒灰色砂氏t,揖が招り込んで
ある尾llJU質灰色砂賃土で、 r租且一本椎還注iこt在する遺搭の周辺遼構である可能性があ

るも、遠物が包含されないこと.~接してほ1nNo.SO.52, 53では直Bが発凡されな
いこと亨から．集搭lf:fl:貞楼1111わる這構である可能性は社い。また、胄の崖1!1:l2けた

・出土il'I物 No.58でIi.和II跡が仕JI.された・小松JIii/)汲路変更とするには余りにM浪投であり、

木ffil.lf乍に伴う清屈ないし、小松Ill氾i(ijの分複である可藍性もある。その他．水路予定地

に且1n試氾坑で直厄）i阿1:2omずれてb、全〈異なる土層が検出され` 当故地区が、
度々河JIIの氾濫や温亀となっIふことを襄わせる。1/;.J切逓区の開平される日慎1』、遺構
こそ~Jlされなかったものの｀土緑召片がlb.tし また地tlJの状況も良計である。

10.i祈見 No.4 I, 51で遺構状の落ら込みを兌見Lたが、遺跡としての連続性に乏し

その他 く、遺物も全く出土しないことから、時期の判定も困難であり 、地IR茜方及び北

方に何らかの遺1鼻が存在する溢然性が硲く、今後の潤査に注意を裂しよう。
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1. 調査対象地区名
金立北邪地区

（エ平区名）

2. 鉗査対象地所在地 佐双iii金立町大＊金立字大野屈［外

3. 躙査対象面積 (ha) 20 ha 

4. 関査担当者 佐釘市教行委U会福田義彦

5. 調査期間 平成4年 Il月19A-平成4年 11月26日(5EIIIO) 

6. 潤介対象地区の立地 聖華園から県道，(I栖 ・Ill久保線の間に広がる水Ill及び高畑が嗅査

対象地であり、平均標硲は 14m程度。

1周辺の遺筋及び 対象地の南部には、平成 3年度に発掘講査を実施した大野原遺跡

遺粉の内容 がある。

古tJ't時代の遺物 ・遺情を検出した。

揺削機により 115ヶ所を試掘した。
s. 調査方法

， ・検Iii遺情 大字大野原キ野田の集落付近に設定した試掘坑から、弥生時代の

! 
土堀， ,j吠．中世の溝を検出した。

・出土遺物 弥生土器一甕

土師器一杯

10. 所見 対象面積200,000m'中3.96 Sm'の広がりをもつ遺跡を確認した。この地区

その他 には水田からの比窃 Imを測る高畑が点在しているが、殷定した試掘坑からは、

遺構は確品しなかった。以前は、この窃畑のある丘陵が県辺.LI栖 ・Ill久保線から

野田集落方向に延ぴていたものと推定する。遺跡を検出した部分は、この丘陵の

先端部に位代している。
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図15 佐賀市：金立北部地区試掘瀑設定図
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I.; 謁査対象地区名
金立南祁地区

（エ'JI区名）

2. 潟査対象）研在地 佐代市金立町大字T・布字友貞

3. 調査対象面積 (ha) 53 ha 

4. 瀾査担当者 佐m「教rr委J!会福田義彦， Jiiflll達男．西lll巌．角侶一郎．山ロ一郎

5. 潤査期1111
平成4年1I月4日-4年 II月I8 B, 

平成5年2月24□-5年2月26□ (I 3日1111)

6. 調査対象地区の立地 友貞の集俗の南1l11に広がる水m及び畑地と、洒側にある畑地が調

査対象地区で、南限は市の江幹線水路までである。畑地部分の襟高

はSmで、田面からの比窃は約 lmを測る。友貞集俗西聞の畑地は．

「:t生,:~」と呼ばれ、神代氏の店跡に比定されている。

7. 因辺の遺跡及び 対象屠の州東gにll、平成4年度に全11!員登を実はした友ti遼葛 (Illヽ61:{)があり．弥生

遣跡の内容 騎It古墳騎It.径町騎代の遺物，這舅を佼出しな今目の胃査では、弥生け代から中世に1.lぶJII
lil・ill構を検出した。中貴の選構1:1!1;塁の仕穴があり、かなり大規模な也掬が存1£するらのと

阻ける。iた、且負途を区勇tる褥も検出した。その中心となる峠月ll.14 -I 5世杞(15世
eが主体）である。生桔面rl亀買7'40ヽ SOmに所1£する．

拙削機と人力により 185ヶ所を試掘した。
8. 溝査方法

， ・検出遺情 友貞集裕洒側の店畑及びその周辺の試掘坑から、遺構を検IIIした。

! 
遺構の種類には土漿．柁穴．溝.J雌がある。

柱穴は径0.3-I.Om、溝跡は船2m.深さ Im。

・tlLI: 遺物 弥生J:器一甕

土師怪ーllll
磁器一碗

10. 所見 対象面積530.000m中、 26,94 Onfの広がりをもつ遺跡を確認した。検出し

その他 たil'I構 ・遺物より.I~ 畑の一つには、高さ0.Smから I.Sm程度のj:兵があり。中Ill:
の居館であった・［能性が応い。この地区は通称ハクシマ （台帳の文字は士生島）と舒

ばれている。弥生時代， ,1,世の複合遺跡である。這I昇検Ill深硲l;l:0.5Smから 1.05
mを測るが、中枇の生活面は地表下0.55から0.6m程度にあるものと息われる。

文献粁料1:(神代家伝記）に、当地が神代氏の岱と明記されている。土坦や介1ill検
/IILたJ.:.!ffの柱1(のf{-在が、そのこ とを証明しているものと考える。

また、この窃畑北東邪には、幅0.5m.長さ 2.0m程度の自然石が露Illしており、

支石硲の可能性もある。
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図16 佐賀市：金立南部地区試掘溝設定図
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I. 調究対象地区名
佐灯市城西第二地区

（エ事区名）

2. 調究対象地所在地 佐灯市酉与買町大字厘外佐釘',ti木庄町大字正里

3. 瀾査対象面積 (ha) 30 ha 

4. 調査担当者 佐買県教行委u会徳1;{QIJ久

5. 調究期ID! 平成4年 Il月 I2日～平成 4年ll月l3日 (2日inn

6. IIIIJ査対象地区の立地 佐'l'lili街地南西部、憬高 l.9-2.7mの低平な水m部に当たる。

調脊対象地区周辺は、クリークがよく発達する。

7. 周辺の遺跡及び 周辺の集硲を中心とした地域に、中世の遺物散布地が知られてい

遺跡の内容 るが、今阿躙査対象となった地区、及びその隣接地には周知された

遺跡はない。

8. 瀾査方法
掘Ill!機により、 J.2X2mの試掘坑を殷定。遺構の布無．その性

格．土培の堆積状況を溝査。

， ・検!11i1'11昇 今回調査対象となった地区の南東部を中心とした地区で、水田耕

作に伴うと思われる小溝を発見した。また、 No.27. 28で1日ク

i 
リー ク跡と息われる遺情を検出した。

・出土迅物 溝査対象地区酎東部で、 9井作土下の灰色粘ft土より土師器．須忠

器，白磁合子，石鍋片が出土した。又、No.12で検出した小溝より 、

平安時代の t師器杯が出土した。

10. 所見 調知れ象地区膚東部に、平安時代を中心とする遺物包含層が存在する。また当

その他 汲地区にある,Jヽ 溝群については、平安時代の上的器 1点を含むものの，当該期の

ものであるか、新しい時期の溝の埋没過程の混人かを明らかにすることができな

かった。
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I. 調査対象亀仄名n:賢区名） 江iill地区

2. 瀾究対象地所在地 佐Tli1f鍋~~町八戸溝

3. 閾査対象面積 (ha) 18 ha (内、 ,n~変更水路部分のみ）

4. 潤査担当者 佐灯市教介委U会角信一郎

5. 調介期間 平成4年11月4□(I El Ill)) 

6. 講脊対象地区の立地 嘉瀬Illの東閥、北の国追 34号線、南のJR長崎本線に扶まれ、
掃硲2.6-3.2mを測る水田が広がっている。

7. 周辺の遺除及び 対象地は、 平成3年度確認潤査で新しく発見された大付屈敷還粉にかかる。

遠跡の内容 西辺には、同じく新発見された袋田遺跡、国道34サ線を越えた北に森田遺
臥 JR長崎本繰を越えたjijに五龍神社遺跡，荻ff遺跡がある。

8. 潤介方法
況閲機により.2 X 2 mを店本としlo試l1tl坑を水路・f'lil地に8ヶ所孜出し． 頃

任を行った。

9, 
・検り1遺構 No.2で土漿状遺情を検UI。

! ・IJJIこ遺物 No.2, 3, 8から、J:師器細片が出土。

IO. 所見 今1ill潟布を行った3ti曾変更水路部分からも、迅楕．逍物を検出 したため、この

その他 地区まで遺跡の範囲が広がるものと判断する。

No.8 

゜

゜

No.7 

゜

No.6 

I I 
I I 

I I 

I I 

I I 

I lo 
I I 

図17 佐賀市 ：江頭地区試掘濁設定図

--------→ ~」

．．．一
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I. 偶伯1象地区名(J:序区名） 北川湖地区

2. 調企対象地所在地 佐買市北川副町大キ江上

3. 溝査対象面積 (ha) 20 ha 

1. 潤1f.担当者 佐買市教ff委J!会 fJJ 信一郎

5. 測登期JIil ょド成4年 II月!Ill-平成 1ヽ年 1HJ13□(3□1nJl 
6. 瀾査対象地区の立地 佐代市街地の南東部にあり、北を県道錢ヶ江．佐fi線、東を県逍

i(l: 光法停車場線が走る。襟窃2.2-2.6mを測る平野部で、地区

内をクリ ークが縦横に走る。

7. 闊辺の遺跡及び 地区内に、周知の埋蔵文化財包蔵地は所在しないが、地lo<:の南11!1
遺跡の内容 は、 時代～ 時代の福溝寺跡、江」；館跡、江上遺跡が:(j:在する。

8. 瀾企方法
水路 f;l;地に．抱n11費により.2 X 2m及び2X3mの試柑杭を及出し潤忙

を行った．

， ・検り＼遣1青 No. I 5. No.25, No.30. No.32. No.37で溝状遠情を検

/Jl。

! ・tlli: 心物 時代の:I:師器JOl,I淘器ば鉢． 磁器皿Iヤを検出。

10. 所見 No. I 5, No.30 で検出した溝状のものは~ 近世以砕の耕作1:lf.ぅi倅No.25.
その他 No.32, No.37で検出したものは、クリ ークを児めたものと考えられ、潟査iJ

象地区内に遺跡は存在しないと判断する。

図18 佐賀市：北川副地区試掘潟設定図
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I.:llrflj象地ll名(I冑1K名） 巨努地区

2. 潤代対象地所在地 佐買市巨勢町作理m • 東西

3. 潟介対象面積 (ha) 30 ha 

,1. 潤牡担当者 佐代市教行委n会角侶一郎

5. 潤査期1111 平成4年 II月SA~平成4年 II月I0日 (5 Alf[]) 

6. 潤査対象地区のV:地 佐代市街地の東部にあたり、北を国道 264サ線が走り、東は千代

11J町に接する、襟~3.6 ヽ 3 .1 mを瀾る平野部で、地1え内をクリー

クが縦横に走る。

7. 周辺の遺跡及び 地lヌ内に、 関知の埋蔵文化財包蔵地は所在しないが、地区より約

遺跡の内容
500m北に、今年度発掲潤査を予定しているホRE寄遺跡及び千住遺跡

が所在する。

8. 潟査方法
水閉予定地1ふ掲削閃により• 2 X 2 m及び2X3mを届本とし/;試硯坑を粒

定し、講企を行った。

， ・検出遺情 No.5. No.15, No.18. No.19, No.22で、溝状遺溝を

検/l',した。

! ・Ill土遺物 土師器．磁器細片がIll:!:.

I 0. 所見 No.IS, 16, 19で検出した溝状這情は近世以怜の信作に伴うもの．またNo.5,

その他 22で検出したi糞状遺構は、クリークを¥(めたものと考えられ、調査対象地区l'iに、遺跡

は仔在しないと判訴する。ただ、いくつかの試揖坑で、他地点からの流れ込みと考えられ

る土師器纏片等を検出したことから、周辺に遺筋の存在がそえられる。

I. 調fill象地区名（エ事区名） 兵紐lll部地区

2. 潤査対象地所化地 佐Tlili兵J,I(町大字若宮

3. 潟究対象面積 (ha) 30 ha 

4. 関査担当者 佐汀市教W委日会前田違りJ

5.; 渇査JgJfllJ 平成4年 II月4El-平成 4年 II月I6□ (4日IIり）

6. 潟介対象地厄の立地 潤査対象地区は巨努川東岸に立地し、 囚道 34 号綿と県道行飯• 佐

釘線の側にあた り、起伏のない水mが広がる。

7. 周辺の遺跡及ぴ 潤査対象地の中央北側に所在する集落を中心に、中世の（云国訊寺

遺跡の内容
跡．牟Ill館跡として周知されているが、内容は,i;明。

8. 瀾査方法
＊閉予定部!(11)分を中心に、 2X 2 m. 2 X 3 mの試氾坑を 60ヶ所に位定し．紺隋

慌}lび作震 人）］による試以膚虻を行った。

， ・検出遺1鼻 遺構は検出されなかった。

! ・UU遺物 遺物は出土しなかった。

10. 所比 今同の潤査では、対象地区内に遺跡は確認されなかった。

その他
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l. 調究対象地区名
兵崖西部地区

（工事区名）

2. 調査対象地所在地 佐灯市兵庫町大午渭

3. 潤査対象面積 (ha) 26 ha 

4. 調査祖当者 佐汀市教汀委且会 前田達男

5.; 鴻査期IUJ 平成4年 II月9日～平成4年 II月I2日 (4日IIり）

6. 講査対象地区の立地 潤査対象地区は巨勢川の西岸に位骰し、兵庫小学校の西方と南方

に所在し、起伏のない水mが広がる。

1周辺の遺跡及び 対象地区内には、周知の埋蔵文化財包蔵地は存在しない。対象地

遺跡の内容 区の洒方の集落を中心に、中世の小太郎丸館跡が存在するが、内容

については不明である。

水路予定部分を中心1こ. 2 X 2 mの試掘坑を 74ヶ所に設定し．掘

8. 調査方法 削機及び作業貝の人力により試掘を行った。

， ・検Ill遺t青 兵崖小学校rtl西に位償するrtl北の4サ幹線水路と、屎西の39サ支線水路

北謂綿分 (No.1.3.4,5.6)で、遺構が確認された。ill構は、地表下30

! -60(1llの貨灰色粘土を検出面とし、//,¥色土會閉灰色土．淡開色土の活ら込

みとして確認した。積類は、黒灰色土．淡黒色土の深さ 10-20CIIのレン

ズ状の落ち込みと、!!.¥色上の深さ 30 an以上の；I:慣ないし井戸．！！！色t.. !.I.I 
灰色土の柱穴である。

・UI土遺物 出土遺物は上記の試掘坑で、遺構に伴う平安時代～鎌介時代の土

師器片、遺構に伴わない弥生：I:.器片（中期前半）がある。

10. 所見 今回確認された遺跡の推定範囲は約23.000m'である。

その他 確認された遺跡は、周知の埋蔵文化財包蔵地外であるので、大字名をとり「渕遺

跡Jとして周知したい。
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1. 潤査対象地i,:名 （エ:~jK名） 洒の原地区

2. 謂査対象地所在地 多久市多久町 1990・2 外

3. 潤査対象面積 (ha) 4 ha 

4. 潤査担当者 多久市教t委n会西村棧司

5. 讃査期1111 平成4年 11月9日～平成4年 11月12 El (4 El間）

6. 洞査対象地区の立地 息の鼻山系から延びた標高65-40mのゆるやかな丘陵地。

7. 周辺の遺跡及び 対象地区の南300m地点に、縄文時代中期の阿高式上器が出土し

遺跨の内容 た付の1以遺跡が存在する。

8. 潤査方法 作繋Jlによる人力により、 2X2mの試揖坑を51紺所設定し、試揖した。

， ・検/LI遺構 遣構は検出されなかった。

! ・出土遺物 サヌカイト渕片及び近世磁器が表土1M(協作土及び1日1片作土）か

ら出土した。

10. 所見 調査ti象地区悧傭1;、縄文時代の百の既遺椿が所在し、また対象地1引周辺でもサメカイ日裂石召が採
その他 纂されていることから．遺榜の什在が予想されたが直物のIll.ti計＃作土1こ伐られた。永Illの造成昨1こ

丘佼を開平しているようで、また、対象地区l'illl11.,J河JIIの氾濫によるJII傾覆層I渭われていた。

以上のことから、現在の6の駁遺格の範開は小河Illの甫胃に復定され、水8l遥成や小河Illのm歪によ
って、遺搭が分罰されたと考えられる。

l舅虻対象亀区名ぼ濱区名） 原0地区

2. 調査対象地所在地 多久市北多久町大字多久原

3調査対象面積 (ha) 3.5 ha 

4. 調査担当者 多久市教ff委月会西村楚司

5. 閾査期間 平成4年 II月4El-平成4年 II月5El (2日Ill])

6. 調査対象地区の立地 天LLIIJI系の佛坊Illから南に延びたu」林下の平野。牛津JII糸今出HI
流域の狭い平野部．標応30m前後．

7. 周辺の道跡及び 今Ill川上流に縄文早期・中世の1叫下大円遣跳があり、原口地区に

遺跡の内容
も須忠器窯跳があるといわれているが、場所については不IJJである。

8. 謂在方法
躙査lf象地区IC2 X 2 mの試掲坑を25箇所設定し、作業月による人JJによ 1)1,t

撼した。また、嬌沢調:ff.のため、揖"''慣により 311ft所を拭渇した。

， ・検出遺構 遺情は検出されなかった。

! ・Ill土遺物 遺物は出土しなかった。

I 0. 所見 調査対象地には、今出川の氾濫により。耕作土下に径50cmから挙大の河原石

その他 が以＜堆積しており、遺蹄は存在しなかったと考えられる。
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J. 潤査JI象地区名（エ置区名） 川副北部地区

2. 調介対象地所在地 佐釘邸Ill湖町大字南里字東南里

3. 隣査対象面積 (ha) 26 ha 

4. 瀾査担当者 佐n県教打委員会 天本洋一

5. 調:1i:期1111 平成4年II月IOEJ~平成4年 II月II日 (2日IIQ)

6. 調査対象地区の立地 佐竹市街地（県庁）から内へ4km、佐灯平野i柏部の探窮2.0-2. 
Smの低ギな沖積平野に位骰する。

7. 周辺の遺跡及び 確認調査対象地の北開は、周知の束］軒里遺跡の範囲にあり、中世

遺跡の内容 の館跡と記載されている。鈍認調査地の南2.5血には、鮭遺跡があ

り中titのJ:師器．器．翰入陶磁益が出土している。

8. 潤脊方法 揺削機により、水路予定地に 44カ所の試掘を行った。， ・検lllil'!I青 対象地区に44ヵ所の試掲坑を設定し確認潤査にあたった。この結果明ら

i 
かに遺構と確認できるものは検出でさなかったが、天消h柑方の元参道に位
定したNo.10から浅い不定形の落ち込みを検出した。

・出・t遺物 特にない。

10. 所見 平成5年度エ罪予定鯰区26 ha Iこ44ヵ所の試揖坑を餃定した。当誼地の北観は』濯浬遺

その他 跡の範囲に入っており、巾世～近世の集硲 ・館跡の所在が考えられた。

直認潟査の結果．閑1乍土下は、陪褐色土，褐色況質土で比較的新しい沖積で遺構は惰＆でき

なかった。ただ、天満iiiの元参道1:註定したNo.10から遺構とは断定でさないものの不定形

の裕ち込みがあるため、念のため工9中に立ら合い綱査をしたはうがよいと判翫する。

I. 晶査)j象地区名(I事区名） 円光寺地区

2. 調究対象地所在地 小城罪小城町大字昭気字円光寺

3. 濶査対象面積 (ha) 2 ha 

1. 潤1i:担当者 小城町教11委u会古庄秀樹

5. 閾査期IIIJ 平成4年 I2月l4 B-平成4年l2月l6日 (313111]) 

6.'揖査対象地区の立地 逍介対象地は、小城町北西部にあり研気Ill東料の丘陵斜面に位翌
し、現状は水田である。標窃40-50mである。

7. 周辺の辺跡及び 調査対象地は、周知の遺跡ではなく、遺物の散布等も比られない。

遺粉の内容 潤先対象地Jljには中世の館跡が潤査された寺浦遺跡がある。

8. 潤W.)J法 作業Uにより潟査対象地区全域に、 23カ9所の試抱を行った。

， ・検出遺I肖 No.3で小穴3個.No. ISで,Jヽ穴 1慨を検出。掲り1・げたが遺物

は出土せず｀時代，性格など不明。

i ・出土遺物 土閏i器片，陶磁器片が出」しているが、流れ込みによるものと思
われる。

10.i祈見 濁代対象地区に、遺跨は存在しないものと判断する。

その他
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3. 佐賀南部地区の調査

図20 佐賀南部地区 {I: 100,000) 
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I. 調査対象地区名
武雄南部地区

（工事区名）

2. 綱査対象地所在地 武雄市武雄町大字永島

3. 調査対象面積 (ha) I 5 ha 

4. 関究担当者 武雄市教行委且会 原田保則

5. 関査期FILL 平成4年 I2月25日 (I日間）

6. 調究対象地区の立地 武雄川と六角川に挟まれた標店約6mの低平な水田地帝であり、

対象地の南北に低独立丘が存在する。

7. 周辺の遺跡及び 瀾査対象地の南北に、弥生時代～古項時代の幸牟田遺跡とけノ内

遺跡の内容 遺跡が存在する。

掘削機及び作栗月にて、水路予定地に I4ヶ所の試掘坑 (2X 2 m) 
8. l¥lll究方法 をあけた。

， ・検出遺構 どの試掲坑においても、遺構は検出されなかった。

i 
• 出土遺物 No. Iにおいて、弥生後期頃の土笞片若干が出土した。

10. 所見 各試掘坑においては、地元で「馬のくそ盤」と呼ばれる邸植土層が確認されてお

その他 り、旧米、低湿地であったことが窺われる。

No.Iにおいて出土した土器片については｀活牟111遺跡からの流れ込みと考え

られる。
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I. 潟査対象地区名
大渡地区

（エ!JI区名）

2. 瀾査対象地所(f.地 杵晶郡北ガ•r大:re大渡

3. 瀾査対象I面積 (ha) 延長 1.00 0 ha 

4. 調布担当者 佐双県教行委月会 徳訂則久

5. 潟介期IIり 平成5年2月 1口～平成 5年2月2IJ (2 I」IIり）

6. 潤査対象地区の立地 杵島tJJ系北麓の北にfiりかって1月口する谷に造られた水池溜池を東

に沼む保窃 80-85mの斜面部に位!rtする。森林に伴う段々畑、及

ぴ竹林、 一部凶地として利用されている。

7. 周辺の遺蹄及び 地区閥辺は勇猛IIJ古IJ1群として周知されており、東の水池甜池を挟んで

遺跡の内容 東側の丘陵は永池古川群が立地する。地区北方には、操9ぷ遺跡を擁する独

立丘陵が平野の•l'iこ浮かんでいる。 杵,~山系の北lllll技蜂をなす勇猛山東

飼には、行基の開碁と伝える其百宗大化寺旅月輪I~勇猛寺が所化する。

周辺の跨査の結果、坊跡と息われる曲綸が広範囲に所在した。

潤査対象地区内のうら、段々畑壁に大さな石が露出していた部分 (A
8. 潤査方法 地区）については、表土を除去しこの石の性格を関査した。また、 宝

匿印塔の残骰が散乱している地区 (B地区）については、遺跡の広がり
を潤査するとともに、腐食土を除去｀散乱状況を明らかにした。

， ・検m遺構 A地区の石はf,IJ辺に表土を除去した結果、石垣であることが判19)

した。

a 
B地区は、 宝区印搭の残骸が多数散布している状況が確認でさた。

他に、 2ヵ所で集石洛と思われる石の集積も見られた。

・出土沼物 石塔群の散布1こi見じって、淘磁器類の破片が出土した。

10. 所見 A地区の石垣は、夷込石をもたず,t面に近い古杵lを示すもので、中世勇猛寺に

その他 伴う坊等の石垣である可能性がある。

B地区は、宝裟印塔の残骸が多数散布Lている状況が確認できた。一部掘り込

みも見られ、詳しい状況は石塔類除去後の潤査に佼たざるを得ないが、その上位

の段塔の散布状況よりすると本地点が店域である可能性がr.i;ぃ．
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I. 潤充対象地It名
{fljlj地1凶

(Df1区名）

2. 潟在対象地所在地 杵品悩有1月町大字室島及び深浦

3. 潟介対象面積 (m) 約200m

4. 潤査捐当者 佐代県教'(.f委U会 徳窃則久

5. 訊介期1111 平成4年 II月4El (I日l!IJ)

6. 潤在対象地厄の立地 杵島U」系南東部から、 1i明海に向かって延ぴる丘陵の先端郊に位

骰する。丘陵先嬬を横切る形で、巾北方,r,1に走る道路の拡幅で、対象

地は石煩により段々畑となっている。ほ窃3-23 m. 

7. 周辺のil'!跡及び この丘陵上には、昭和12年1こ潤査が実施された竜王崎古爪詳を始め、

遺跡の内容 竜t崎.l酎古用群．竜王峠古!J't群．深浦西分古瑣群．長浜古lJ't詳など古lt'I
時代後期を中心とする古積が多数存在する。また深浦西分の笹山遺粉から

は．サヌカイト製尖頭器．黒曜石製石謀．石包T片等が出土している。今

同拡紺の対象となった道は、長閏本街道から小田1ilで分岐した脇街道とい

われている。地区北側の本街道沿いには、彦i・け神社が立地する。

]X2mを原則とする試揺坑8本を股け、作業且の人力により掘
s. 瞬査方法 り下げ、遺構の打無．その性格．」．．．層等を調査した。

， ・検出遺構 盛ん集落のすく前に駐けたNo.I で、行の集まりを悦見。 そのうらの一つI~
径0.9m,短径0.6m,瞑さO.lSmの石が、径2-30cmの石に支えられたよ

! うな状態で存在したため．拡張し、平板瀾杖を行って取り上げたがそのrょ
り現在の人が北えていない頃の石垣を検出。この板状石I!、この石垣廃絶期の

いのと巧えられる。付近よ り囚磁器片等が出土した。No.2でI)ヽ穴3を検Illし
たが、遺物は全く包含されず、又、規肘性も判明させることはでさなかった。

うち 1つの小穴からは炭混じりの土が検出できた。その他の試揺坑は、間平

が行し<ill構等は検出されなかった。

・出土遺物

10. 所見 No.Jで検出した石垣は、この畑が過去に2段になっていたことを示すもので

その他 その使用時期は、江戸期を遡るものではなかろう。
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4. 佐賀北部地区の調査

図22 佐賀北部地区 (1: 100,000) 
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l.i目在対象地区名
中具地区

（エ事区名）

2. 綱代対象地所在地 伊万里市二里町大字中里字内ノ昂場 ・字金武 ・字作井手地1勺

3調査対象面積 (ha) I 2 .3 ha 

4. 講令担当者 伊万里市教打委u会泥谷義樹

5. 潤査期IDJ 平成4年 II月II Elヽ］ ］月I7 LI (5 Ullll) 

6. 潤査対象地区の立地 潤査対象地は、ma川の西岸に位償している。内ノ馬場地区は、

国見111系から東に派生する丘陵にはさまれた囚状地で、楳高は約 15
-23mである。金武地区及び作井手地区は、有田川の西玲の自然堤

防を隔てた低位可J;!段丘上に立地しており、探店は 9-13mである。

現状は各地区とも水田である。

7. 周辺の遺跡及ぴ 内ノ馬場地区は、財知のJ.i蔵文化財包蔵地、内ノ馬楊遺跡の範囲

遺踪の内容 に含まれるが、当該遺跡は．以前に調脊された例はなく詳細は不IJ]

である。

作業Hの人力により、削ギを受ける部分及び水路予定地に 51ヵili
8. 瀾丑方法 の試撓を行った。

， ・検III遺構 No.2. No.3. No.5. No.16, No.17. No.47. No.SO 
からH穴 • 土墟などの遺構を検出した。

~ 
また、金武地区の水田脇の里道沿いに、 'fl政六年銘の伊勢講碑が

ある。

・Ill土遺物 No.3の柱穴からは、中世から近世にかけてのものと思われる糸

切り1設の小1111の1氏部が出土した。No.2.No.5. No.16, No.17 
の柱テくからは｀摩託した土器片や黒罐石の油）片が出土した。No.4 7. 

No.50からも摩耗した弥生.I:器片及び黒耀石が出土した。

10. 所比 出土した土器はすぺて豆粒大で、摩耗が労しく、時期を明確にしがたい。

その他 ただし、 No.3の柱穴中から出土した糸切り1氏の土師器）すから、中世から近Iii:に

かけての柱穴群が遺存しているものと思われる。

No.47, No.50からIll土した弥生土牲片も労しく摩耗しており、両トレン

チの柱穴が弥生時代の柱穴であると明甘することはできない。

地元には、その地点に近世の庵があったとの伝承があり、あるいは、それに伴

う遺構であるかもしれない。

-54-



図23 伊万里市：中里地区試掘溝設定図
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I. 閾企対象逓区名（エ渭区名） 立岩地区

2. 調査対象地所在地 fjl万里ililll代町立岩

3. 潤査対象面積 (haJ 0. 7 ha 

4. 潟査担当者 伊万具III教n委貝会船井尚洋

5. 調査期J:11 平成4年 12月16 I]ー平成4年 I2月I7□ (2 8[111) 
6. 潤査対象地区の立地 Illから北方向へ伸ぴる揉高約30-65mの丘陵上に位骰し、尾根

J.:及び谷1111は、すべて小規校な勝田が広がっている。

7. 周辺の遺跡及び 開発範槻は馬場遺跡内に位憫する。周辺には尼根上を中心として｀縄文

遺跡の内容
時代の桑坂ill祢．藤ノ原遺跡．頂古場遺跡．上吊敦渭跡．竹原遺務．皮籠
石遺跡．などがあり、 ！，.＼曜石の渕片等が散布している。
昭和62年 11月に実施した只業基盤整衛,,業の箱認調査では、上屋敷

遺務で遺物包含層 （旧石器～縄文時代）を館訟している。

8. 瀾査方法 作第nの人力によI),間平を受ける部分について計JOヵ所の試掲を実施した。

9. ・検出這I~ 明確な遺構は検出されなかった。

! ・出土遣物 遺物は出土しなかった。

IO. 所見 表土内には/!.¥罐石の剥片が見られるが、明確な辺跡は確認されなかった。

その他 当該開発範囲の一部は、昭和 62年 11月に只業基盤整信事業の確認渭査を実施

しているが、IJJ確な遺跡は確認されなかった。

I. 潟全n象地区名(I事区名） 中山地区

2. 調査対象地;Ji在地 伊万里市波多津町大字中I.LI字.I:ノ原 1073 他

3. 潤査対象面積 (ha} 約20ha 

4. 溝究担当者 伊万里市教n委U会船井尚洋

5. 調査期間 平成4年 7月l5 H (l EJl(IJ) 

6ぶ目企対象地区の立地 潤査対象地は、中山Illの1i.lr=に位骰し、 Illから北に伸びる丘陵上にある．
丘陵自体はかなりの急斜面で険しく、痩せ尾根である。揉府は約41-108 
mで．現状はl~林である。調先地点の探硲は約73mである．

7 .Ii和辺の遺筋及び 調査対象地の対岸に、縄文時代の久保出遺跡がある。兌掘濁査は

遺跡の内容
実施されておらず、詳細は不明である。

8. 調査方法 堀削機により、削平部分について計3ヵ所の試掲を実施した。

， ・検I.LI遺構 ljl)確な道構は検Illされなかった。

! ・出土遺物 遭物は出」：しなかった。

IO.fir凡 潤査対象地に這跡は存在しないものと思われる。

その他
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I. 瀾査対象地lヌ名
小黒JII地区

(1: 事区名）

2. 瀾査対象地所在地 伊万毘市県m•r大字／卜黒HI字根姶 782 他

3. 潤査対象面積 (ha) 約 10ha 

4. 調企担当者 伊万里市教有委月会舶井尚洋

5. 溝査期fill 平成4年7月20日～平成4年9月3EI (220111]) 

6. 閾介対象地区の立地 調究対象地は、城古Iiiから大きく北丙方向に伸びた丘陵」こに位骰して

いる。

丘絞の北側には東から洒へ流れる立川があり、南側には南東から北洒1こ
流れる拝川がある。丘陵はその1111に形成されている。標高は約34-90 
m、現状は山林と果樹団である。f責石坂の界高は約84mである。

7. 因辺の遺跡及び 開発予定地域の北側に東ノ久保遺跡散布地、西闘1こ楊り 立遺跡が

遺跡の内容 確迎されているが、発拙潟査は実施されておらず、詳細は不明であ

る。

掘削機と作業Uにより、削平を受ける部分を中心に計 15ヵ所の試
8. 調究方法 掘を実施し2ヵ所の積石塚の調査を実施した。

， ・検出遺惰 明確な選構は確認されなかった。

$ 
・出土遺物 遺物はIll土しなかった．

10. 所見 今回の調査では、明確な遺跡は確認されなかった。積石桜については確認講査

その他 を実施した。その結朱、内部からは埋葬、埋納笞の明確な遺構は確認されなかっ

た。築造時期について、 1号は積石内部から明治期の磁器，一銭銅貨．ガラス片

が出土したことから、 1,1i台～昭和初期にかけてと思われる。2号は積石内部から

(,Jも出土しておらず時期決定はできないが、ほぼ 1号と同時期と思われる。
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I. 貫査対象題区名（エ吊区名） ＊須I'll地地区

2. 濁査対象地所在地 伊万里市木須町＊須酉字宮ノ前駄格他 ・伊万里1li瀕戸町本瀬戸字其中他

3. 調査対象面積 (ha) 70 ha 

4. 調在担当者 伊万里市教打委n会 船井尚洋

5. 瀾査期間 平成4年 I1月1I日～平成4年 11月13日 (3日間）

6. 潤査対象地区の立地 太平山から西方い］に伸びる尾根の先溢部に（釦花する。標高は約20
-30m。現状は小さな棚Illが形成されている。

1周辺の遺跡及び 1111発予定範囲の周辺では、周知のil'lfがは確認されていない。

遺跡の内容

8. 漏査方法 作棠Hの人力により 、潤査対象地に l7ヵ所の試掘を実施した。

， ・検出選1昇 縄文時代の遺物包含層を確認した。

! ・Ill土遣物 ~M曜石の渕片が/U土した。 No.15の包含層からは石級 （駒形鏃）
が出：tした。

I O.i9r見 今1日の閾査で確認した遺物包含層は撹乱を受けておらず、印さは約 16-33 
その他 cmである。 遺物の出上.•.'!.数は JX2mのグリッド 1カ所から3-5点と少屈であ

る。

遺踪の時代は、駒形鏃が出土していることから縄文晩期と思われる。

I. 潟雀対象地区名(T.ボ区名） 牧ノ地地区

2. 瀾査対象地所任地 伊万里ilHII代町大字立岩字柿mt-t 他

3.'胡介対象面積 (ha) 15 ha 

4. 瀾介担当者 fjりi里rli教'ti委且会船井両洋

5. 潤査J~l/11) 平成4年 I2月II□-平成4年 12Jll4U (2UinJ) 

6. 潤介対象地区の立地 束側にt}►Ji里惰を望む北から南方I•りに旅生する丘陵J・.に位粧する。
標i:.は90-18m、現状は米樹!JI.IJJ林．荒れ地である。

7, 周辺の遺跡及び 潤代対象地には、縄文時代の？ぷ群遺跡．苗代EFI遺跡．駒次郎遺跡

遺跡の内容
が含まれている。また、周辺にも尉知遺跡が隣接している。しかL、

いずれの遺跳も確認潟査は実綸されておらず、詳細は不明である。

s. 潟査方法 枇削機により、削平部分について計2Iヵ所の試掘を実施した。

， ・検出遺構 明確な遺情は検出されなかった。

! ・出土遺物 試揺坑からは遺物は/ll..tしなかったが、 1ft製6斧．聞sr.行の剥IJヤ
を表面採取した。

10.i所兄 磨製什斧をd<I采した付近にも試揺坑を設定し溝査Lたが、IYJ確な遭跡は検出さ

その他 れなかった。

潟介対象地区内の遺跡は、後1化の開墾芯によ って削ギされたものと思われる。
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J.i謁在対象地区名
浪瀬地区 （揖十ケ城）

（エ'II区名）

2.; 絹布対象地所在地 束松fill罪舷木町大字浪瀬

3. 潟査対象面積 (m) 延長636m

4. r, 具査担当者 佐Tl県教1-t委且会徳窪WJ久

5. 潤査期IIIJ 平成4年l2月221'1 (ll]IUJ) 

6.; 潟査対象地区の立地 目逍203号緯の厳木町大揖から、県近fni里一厳木線を1りへ約21111谷筋へ入

った浪瀬の白Illに位爵する。伺地は．町絨の惰西躍にあたり、相知町境に近接し

ている。臼llJrt.illi!II岱俗格の北方にそびえる柑高22Smの独立峠で、頂t部
は砂岩行の岩111が箱状に突起したような急駿な憬観をなし、 ill構はこのtiJffi部を
中心に．山裾から故射状に分岐する尾根の数箇所へ展開している。

7, J/iJ辺の遺跡及び 揖子ヶ城は、従来Jjl岳城主波多氏の被官である鶴田氏の居城と位骰付けられ

遺跡の内容 てさた。現在、文曹史料で把握でさる本城関係沢科は永桧へ天正年間の極めて

屈期lllll:駁られるが、その中に．染城．税城に関する事項は全く籟認できず、

現Ifする遺構の考察が極めて困難な状況にある。特に、鶴川氏が城を雇れたと

どえられる天iE以店の史料がなく、その後の城の変遷も不明である。

No.Iトレンチのみ、掘削機により掘り下げ。
8. 潟査方法 No.2-4は、作業.t'lの人））による。

， ・検Ill遺構 確認潟査1こ泥立つ踏査により、 三の丸の南欝1こ快く軋1輪から更に洒憫に派生す

るAll!!点で否曲伯とそれにけ属する竪磁畝形闊寒、 6厨が兌見できた。

! 
No. Iトレンチは、篇子ヶ城1l11遅の館亨のu在が想定されたが、是lff2 mlす

近までポクによる厘土が堆Hしており、この谷部の平坦地はポク及び掘削 ・lilJ:
により形成されたものであると考えられる。

No.2トレンチからは亀傾針地に向かって酢行して走る溝状のillt鼻を籟認した。
・IIJ t遺物 これは道路側溝の可能性もあるが.}、I的なものかどうかの将SIJl;I困襲であった。

No.3トレン引よ緩針面で、 .:OJ菰分に切り追し状の遺構力滉られたため、伐

採を行い嬉形等を観察しなその桔果、幅3m(f)ili路状遼惧、およびやや窃い部

分を悶てて並行してたる幅約!mil)溝状遺情を発μした。これらの遺構はLっか

りとしたもので、揖子ヶ城閲追遼構である可餡性があり、ある耕期の登城道であ

る可能性もある。

No.4トレンナは、 三の丸から附に伸びる丘綾平捐部に設けたトレンチである。

ここは且1綸の可能性が指摘されていたが、この凡根の入り口付近にある石凧は、

町らかに近代以仕に設けられたものであり、また．潟介の結果も1a下IScmli 
どで、 lE繭笞I!)鼠化層が什在し。それ以外の曲輪ということを積極的に示す所比

は確認できない。ただ、城としての情磁を考えた場合、この尾恨が1111綸として利

"'されなかったとは考えに〈く、元々 曲綸とLての機能を！与っていfふことを否定

するものではない。

10. 所見 揖情子がのヶ城遺少は本成部ても重分2時要に迅期であ存あする遺情が近世的様柑を示すとされ、 これはこの城
の築 なくと ることを示Lており、今同発見できた辺情は、本城

その他 の古期情とし る。
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図25 浪瀬地区 （獅子ケ域跡）試掘溝設定図 No.3トレンチ切通し状遺情
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I.ill! 査/j象嬌R名WJI!.名） 広Ill~品領線地区

2. 綱介対象地所在地 束松浦郡厳木町大Cf'.!広JII

3. 謂査対象面積 (m) 400m 

4. 調査捐当者 佐双県教ff委月会徳,;「1111久

5. 鯛介期11IJ 平成5年 1月513 (I 131111) 

6. 躙査対象地区の立地 行振山地中央、厳木町北部。 椿山ため池,~源を発する厳木川の支

流に向かって、西のはうから流れ込む枝支滋によって間析されたニ
つの谷に袂まれた、ゆるやかな丘陵地及び斜面部に位訊する。

7. 周辺の遺跡及ぴ 平成4年 11月の踏査の結果、工事地区内に近世以降近代まで使わ
遺跡の内容 れた牧場土槃等の存在が確認できた。

8. 綱11:.方法 Ill登対象地且内のうら.~(J!! 娼分に2X2mの試揖坑を 1本、近畏牧場1こ伴う土塁
1こ試揺l,4'.を 1 ヵ所設け、遺情の~i慧及び士只と r勺胃清の状況を讚任するとともに、近
路によって掘欝・改変される部分については平板による瀾伏を行った。

9. ・I貪出遺11' 平坦地に餃けたNo.I からは遺構 •in物ともに検Illできなかった。

! 
土塁断面の調査では、この土塁は基底甜輻がl.5-2m、窃さはIEIJ,:I:

から約0.9mで、土烈内側の土を立って土烈と し、内謁の溝の深さとの合
計で I-1.5 mの様を作り （現状で）牛馬を1ll1い込んだものと患われる。

・lllJ: 遺物 ,n物は全<lil:tしなかった。

10.iji見 調査対象地区外には数畑にわたって七具 ・[j塁が{{化しており近軋牧場に関す

その他 る良好な沢料となる。

図26 厳木町 ：広川～星領線試掘溝設定図
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3. !).¥灰色J:(IEJ.}UJ 

4. 黄灰色粘~..t
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土J:!liil!lll部
I: 嬰の切れ1-1
第2トレンチt嬰十妍

石提に利IIJされた1,:石
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5. 佐賀上場地区の調査

亀 鴨 冑

鑑
，＇．．．． 

図28 佐賀上場地区 (I: 100,000) 
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I. 関査対象地区名
唐ノIllII期地区

（工事区名）

2. 調査対象地所在地 店津市肝ノ川

3. 調査対象面積 (ha) I .8 ha 

4 関査担当者 9廿津市教1r委且会 m品龍太

5. 調査期！り1 平成4年 JI月26日 (1 Bllll) 

6. 調査対象地区の立地 唐津市の西内部にあたる上場台地の、南蝠の緩やかな丘陵に望む

谷部に立地する。谷を形成する小河川は松浦/IIの穀上流域にあたり 、

西北に流路をもつ有浦JIIとの分水磁ともなっている地域である。

1周辺の遺跡及び 周辺には旧石器～縄文時代の遺跡が数多く立地し、丘陵地を中心

遺跡の内容 に竹木場.¥'7牟田，棗山地区では前田遺跡や閲龍遺跡等の若名な遺

跡もある。また、多黛の土器．石器にドングリなどの自然遺物を出

土した縄文晩期の窃峰遺跡は、当該工事区の谷下流にある。

2X2mを基準とした試掘坑を設定し、揺削は人力で行った。遺
8. 潟査方法 構 ・遺物の有無を確認し、関査μが写真揖影．略測の後、埋め戻し

を行った。

， ・倹UI遺構

! 
谷部の傾斜面は現況よりかなり急峻であったものか、造成による

耕地の拡大があり、各試掘坑とも遺情は検出されない。

・出土遺物 表土層に流れ込みと考えられる黒耀石破片がみられるが、その他

の遺物の出土はない。

10. 所見 調査対象地区は急峻な谷部にあたり、遺跡は認められない。

その他
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I. 謁査対象地区名
沿 0期地区

（エび区名）

2. 潤介対象地所在地 唐津市淡

3. 調査対象面梢 (ha) 8 .0 ha 

4. 瀾査担当者 唐i'I!市教存委且会 田品他太

5. 瀾介悶1110 平成4年lI月2,1 (I Rllll) 

6. 潤査対象地区の立地 唐浪,Iiの西郊に位骰する湊地区は、上場台地の緑溢が怠激に落ち

込んだ海岸部にあたり 、l開析谷に延ぴだす低丘陵と海流によって形

成された砂丘と後i.f湿地に立地している。エ項予定地は、llll析谷と

台地の境にあたる谷水mとなっている。

7 .J,IJ辺の遺跡及ぴ 楼地区は地影的にもさまざまな様相が見られ．台地では、十運遺跡などの

遺跡の内容 Ill石往～縄文時代の遺跡が数多く認められる一方、近年の躙査で湊中野遺跡，

上湯松尾後遺防．上場姿尾遺跡から、弥生時代後半～古項時代前半の槃裕遺

構も検出されている。低地の丘駿地には湊鼓古/{I群があり 、砂丘上には鎌倉

時代 堅ヽ町時代の館跡として多汰の遺物を出土した松本遺跡もある。

2X2mを基準とした試掘坑を設定し、 Jli1削は人力で行った。遺構 ，
8. 潟査方法 遺物の有黒を確認し、講査nが写真拗影．略測の後｀埋め戻しを行った。

結果予定した試揖坑の内、 11ヵ所 35.2 Sm'を潤在した。

， ・検lllil'I構 調査地は谷傾斜面の延ぴだし部分であったが、全体に耕地造成に

よる削平、盛土が各試掲坑の土層状況から窺えた。かってはかなり

! 急峻な傾斜地であり、かつ一部軟弱地盤の崩壊もあったものと思わ

れる。よって試揺坑では遺構は検出されない。

・出土遺物 表土培に近世以後の悶磁器の流れ込みがあるが、その他の遺物の

出土はない。

10. 所見 調査対象地区は急峻な谷邪にあたり、遺跡は認められない。

その他
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1. 潟査対象地区名
Ill道地区

（エ7J!区名）

2. 調査対象地所在地 唐津市枝去木

3. 湖介対象面積 (m) 700m 

4. 綱査担当名 唐津市教n委l-1会 ［印ふ龍太

5. 調査期間 平成4年 lI月27 B一平成4年 II月30 B (2日1111)

6. 潤査対象地区の立地 唐津市の西部にあたる上場台地の中央.,Jヽ河/IIの発生する湧水点

をめぐる緩やかな丘陵傾斜面に立地し、畑及び原野となっている。

7. 周辺の遺跡及び 周illは旧石粋～縄文時代の遺跡が集中する地域として知られ、 IEI

遺跡の内容 石器時代の分校入口遺跡，馬部甚蔵LIJ遺跡．原遺跡、縄文時代の牟

田辻遺跡，女II」遺跡等の数多くの遺跡が瀾査されている。特にエl]l

予定地には、上場台地でも餃占の石器群として注目される枝去木山

中遺跡が位餃している。

l.5Xl.5mを基準とした試掘坑を設定し、掘削は作業Uによる人力
8. 隣査ガ法 で行い、遺情．遺物の:fi無を確認し、調査Uが写llll!影、略測の後、埋

め戻した。結果予定試掲坑のうち 11ヵ所、 20.2 5m'を鋼査した。

9, 
・検出迅構 No.2 -11では、開墾時の畑造成によって前平をうけたものか、玄武

柑質安Ill岩の蝶説層が表土1釘下に認められ遺情、遣物の検Illはない。

s No.13-16では、周辺表土に遺物 (ID石器騎代）の散布もあり．良好

な包含附と考えられる層序も検111された。また、 No.16では微地形谷の

部分が検出され、IEI石器時代の打機竹層の（f在も予想される。

また、 NO.I 3 . NO. I 5では、褐色の浪色面が検Illされ、しみ状遺構と

b考えられる。

・出土遺物 No.13, No.14の表土層より黙罐石潤｝ヤ、 No.15の堆積吊

（ハード粘n土）より熱曜石剥片が出土した。また、 No.I 5. No. 

16地点周辺からナイ 7形石器、渦片等が採集された。

10. 所見 調企対象地区のうち台地上のNo.2-No.I l地点については遺跡は認められ

その他 ない。

No.1 3 - No.16 地点では｀枝去*111,t•itt跡のJi:がりが予想される。
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I. 潤査対象地区名
野窃山地区

（エ邪区名）

2. 瀾査対象地所在地 唐津市大良字前山

3. 調登対象面積 (ml 931 m 

1. 瀾究担当者 店i1l市教n委貝会 rn島龍太

5. 瀾査期間 平成4年I2 JI 2日～平成4年J2月4日 (3 fl Ill!) 

6. 調介対象地区の立地 唐津市の西部．上楊台地の中央にある野茄111撚窃259mの術闘

緩斜面に立地L畑及び原野となっている。

7. 周辺の遺跡及び 周込はIFI石岱時代～縄文時代の遺跡が集中する地域として知られ｀

遺跡の内容 旧石器時代の東Ill遺跡，甫溜遺跡、縄文時代の野窃1J1束麓遺跡等の

数多くの遺跳が知られている。特にエ111予定区は平成4年度'II業と

して玄海町．肥（（4町が実施しているff莉111南遺跡の本濶査1ヌに接す

る地点であり、遺跡の範囲の中に含まれている。

当該予定地に試掘坑7ヵ所を股定し、掘削は作業u,こよる人力で
8. 潟介方法 行い．遺構，遺物の布無を確認し、綱査flが＇1以'{扱影．略瀾の後、

埋め戻した。

， ・検出遺構 試掘坑では玄武'.i-i'tt安山岩の大沌礫が及土!((Fより11/[労に認めら

~ 
れ、明煎な遺情の検出はない。遺物の出土したNo.2でも、包含の

状況からは遺物の集中は考えられない。

・Ill土逍物 No.2の31.'lより煤瑶石潟片が出土した。

10. 所見 潤査対象地区の各試堀坑の状況、及びぷ海町の潤査区の結果より、遺跡の11!中
その他 地点は野窃IIJltl麗のやや下部の腰部緩斜面と1L1T/i平坦部凹1面にあることが分か

る。m石器時代の遺跡の立地及ぴ占地展開に関しては、広範囲の瀾在でしか判断

できない部分が多く、 無遺物地点が遺跡に含まれていないとは即断でさない。今

阿は本調査尻に接したために、状況の把趾には恵まれていたと考えられる。ょっ

て、当該地区の潟企は今岡の確認潤査で補~できるものと考える。
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I. ,ll在J/象地E名(I'Jl-f{名i 加介地区

2. i濁介対象地9所在地 束松浦郡鎮四町大キ早Ill~祖尾箱

3. 洞査対象面fNCha l 2.0 ha 

,i. 潟ft捐当者 鎮西町教ff委J~会揺苑弔志

5. 潤査期!fl] 平成5年3月IOEl~平成5年3月I2日 (3 FIIIUJ 

6. 躙査対象地Fのヽ :r,地 標窃 135mの小丘陵上に位骰する。南斜面はミカン団となってお

り、地形の面影は見られない。道を挟んで反対開の斜iliiは荒地とな
っている。以前はクリ畑であった。

7. I月辺の遺跡及び 縄文時代の遺跡散布地で、早田遺跡がある。

遺跡の内容

8. 調査方法 潤すぺ忙て対人象）地Jで区行内っに2X2ml1J試擢坑を"11111悶に奴んした。試湿坑1よ3t23ヶ所
で た。

， ・検出遺I昇 遣情は検出されなかった。

~ '/ll・t遺物 辺物は出土しなかった。

10. 所見 谷を快んで北側に位閻する小丘陵が早m遺跡である。ここを』査すると、 至る

その他 ところに/l.U'1石が見られる。.:.こにJtペ、瀾免対象地区内には、表採沼物は確認

できなかった。甲l[fj遺跡とは近接する位阻にあるのだが、潟査を行った地域に遺

格は存在 しないと思われる。
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I. 調査対象地区名
大、9は地区

（エ事区名）

2. 調査対象地所在地 東松浦郡玄海町大字牟形字大.f.~80 l -1番地

3. 潤査対象面積 (ha) 0.14 ha 

Iヽ.調査担当者 玄海町教'(.f委目会 有光宏之

5. 潤査期間 平成4年5月28日～平成4年6月4El (6.5 Elliり）

6. 調介対象地区の立地 標店約250m前後。現在、山林及び竹林。

7. 周辺のlll跡及び 周辺の遺跡としては竹迫遺跡.ff高山南遺跡が隣接している。

遺跡の内容

謂登（乍粟aの人力により、 エ項でfflj平を受ける部分に 2X2mを
s. 調査方法 4カ所、 IX2mを4カ所、試掘坑を設定し瀾査を行った。

， ・検出遺情 焦し

『
・出土遺物 細石刃が8点、その他黒蟷石剥片砕20点が検Illした。

10. 所見 瀾査対象地において、8ヵ所試掘坑を設定し調査を行った。綱査の結果、 No
その他 3では表土（竹林の根）6 CID前後を掘り下げると黒罐石が 1点出土し、 0附目

（遺物包含»I ) 内を 30cmで黒瞳石 5 点を検出した。 その他、 No-~ - I 5点、

No.5-15点、No.8-6点のfft28点の細石刃等の屈曜石を試掘坑より検出

した。

No.I, No.2, No.6, No.7からは遺物 ・遺構とも検出されなかった。

層rr-の保存状態、il't物の遺存状態は共に良好であった。先土器時代の散布地で

ある。
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刊 平成4年度発掘調査の概要
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1. 牛原前田遺跡 （略号： F UM) 

遺跡の所在地

島栖ili'l0原町字前m

調査主体者

n栖iii教行委u会

調童期間

平成 4年 5月～平成 5年 3Jl 

調査面積

6.900m' 

遺跡の慨蔓

図31牛原前田遺跡位置図 (I/25,000) 

牛原前UJ遺跡は、安良川左i-j!:、群石山m麓の扇状地上に立地する。北から1f.Jへ緩やかに傾斜

する扇状地で、襟窃42-49mを測る。潟究区は南北に長く I~SIB: の 8地点に及ぷ。

l I名は横穴式石寇が残存する百殷塚古IJ'Iの硲辺と周溝が確認された。必近の規校は幅約

4 .2 m、Ml溝の輻は約 2~2.5mである。周溝を復元すれば、一辺が30-36mの大型の方IJ't

であることが明らかになった。

2厄は古tl't時代後期の竪穴住居跡9軒、古iJ't時代後J月_,,,世の掘t柱辻物跡のH穴多数、古

代～中世の溝跡2条が検,'I',された。

3区は古IJ't時代後期の竪穴住居跡 l軒、時期不明の溝跳 l粂、掘ヽ［柱建物跡の柱穴多数が検

出された。

4区は古IJ'I時代後期の略穴住居淋 ］草f. 掘立柱建物跡の柱穴多数が検出された。

5区は古Jj't時代後期の竪穴fF./沿跡6-7軒 .i: 墟 2基、i.!'111:のj:城 I,,駐が検Illされた。

6区は古t(t時代後期の竪穴住居跡5軒・上墟4碁、時期不明の溝跡2条 ・」湯貨4基が検出さ

れた。

7区は古項時代後期の竪穴住屈跡2軒 ...I: 墟 2-3碁、古代の溝跡 l条 ・大型柱穴、時期不

明の溝跳 2条が検出された。これら遺構のうち、大磨の柱穴は一辺が約 Imのガ形の掘り方を

もつ。

このような大利の柱9又は通甜官衛に伴う建物などにみられるもので、その性格が注Hされる。

SIXは古tJ'!時代後期の住居跡4軒、時期,i;明の土城 l),!;.柱穴多数が検出された。

1 - 8 区からll\..t した沿物は古fJ'I時代後期の須忠器 ・ 上師器 ・ 鉄製湯先、 ,J"j代- 'I •世の七師器

・比器 ・白磁などがある。

以上が各地区の遺構 ・遺物の概要である。全体としては古れ時代後期ー中世に及ぶ複合遺跡

で、今1111の調介の成果としては、Iり項と住居の立地空間が明瞭に区分されていること、占代の

官衛に1関連すると考えられる逍構が確泌されたことなどが上げられる。
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I.'!'biiilt田遺跡 l区全尿

3. ll Ix. 令J;t
5. mix. 全殷
7. VI,(・11屈全低
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2. r区住居跡全俵

4. a区U:店跡のカマド （カメ出」：状態）

6. ml!.・IV区全J;t

8. Iり1名住居跡全誤



2. 惣楽遺跡 （略号： FT S) 

遺跡の所在地

.()栖 ~i立石lllf惣楽

講査主体者

島柄~i教ft委H会

鵡査期間

平成4年snヽ.,勺,)15年3Jl 

讚査面積

7,200nr 

遺跡の鸞要

図32 惣楽辺跡位a図 (I/25,000) 

遺跡は、島町Ii西部の石谷Illから1りに延びる悦高約ヽIOniの段li:l:に、［地している。

今阿の湖牡で確品した逍構は、弥生II.¥:代•l•Jりの緊火住J収跡 l 粁 . _[: 城.i', 珀 1),!;、1り代の堅

穴O:J占跡 ，掘:at建物跡・然祀迅1柑などである。

これらの追構のうら亀~.代の集俗はA-211{.から8-2区にかけて分布している。その構造

は水路とそれに付随する祭祀滋t柘が集沿の世の)Jl界を示し、その束側に総Ill[をもつ2X 211¥Jの

）＜喝柑1-:,:n建物跡と 1 辺が約 7mの竪穴!~)んを中心とするエリアが(1在する。 さらにその北求

)i向には、規校の小さな怒,¥:tt/苫と掘立柱建物詳が展fllLている。

l. 惣楽遺跡全屈 2. r!;trt(:T屯
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4. 竪穴住居
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3. 域原三本谷北遺跡 I~X区 （略号 ：JS Kl 

遺跡の所在地

神埼郡神埼町大字城原字三本谷

調査主体者

神埼町教行委H会

講董期間

平成4年8月～平成5年2月

鵡査面積

5.760m' 

遺跡の概要

遺跡は神埼町北部丘陵地帝に位,r,:し、城,~rn,西岸に形成された傑硲25-33mを瀾る神JIや

丘陵上に位iY/.している。

遺跳の所在する城原地区は、室町～戦国期にかけての山城として知られる勢福寺城の麗部に

位附しており 、現在残る「モトヤシキ」「イチパ」芥の地名及び、「ウンジョウノキ」と呼ばれ

る居館推定{it(の存在から、勢福寺城の麓に{?在する城 F町の{i在が想定されていた地区である。

曲査は、匝l楊幣,l!oJi: 事による水路埋設等で掘削、削平される部分を中心に行われた。濁tの

結果、上記の城下町に11!1連すると労えられる、 16'"・ 紀 中染-I 7111: 紀初頭を巾心とした時削

の溝に区画された掘立柱建物、土墟、土墟岱、が検II¥された。irt跡の存粒時期に関しては、：K

的には少ないが、 山際の1111私渇企区で検出された淋跡からは J2111: 紀-I<-13 Ill: 紀初頭に掛け

ての十師器杯、 小ITIIが出土しており 、更に遺跡南端に位骰する 1区潤査区からは. 17 世紀•I•

袋 -18世紀初頭段階の建物区画が確認されており 、迅跡の存粒時期もほぽI-ti時期と衿えられ

る．

建物区酎に関して、今回の戊究は水路埋設祁分の潤査が巾心になっており、その全容を知る

ものは少なかったが、唯一面瀾査の行われた Ii!<:からは、ほぽ ILi(両分が検出されている。区

両溝は長辺32m以J:.x短辺28mの「コJ字状もしくは長方形を唄するもので、 3時朋存在

し、それぞれ2-3棟の述物がn:在する。その他の，逍介区でも 、a.IV, IX区で1え両溝と杉え

られる溝が.a, 11. llDIRではやや規模の大きい溝が、Ill, IXllでは泌跡と考えられる規校の

大さな溝が確認されており、それぞれ意味をも って廷物等を区袖iしていたと考えられる。

以上のように、今1祁1の溝究により、城I~(地区における城下町のtf在及び町割りに関連する区

jill1溝の什在が確認された。更に四跡の{"{-粒期間に関しても、鎌介期に遡る遣構の存在及ぴ江戸

期における遣構の存在も確認された。北部のI.LI際部分に古い時期の遺構がイi化し、新しい逍構

は遺跨の1❖i端部で籍批されていることは注目される。
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I. 城原三本谷北遺跡全穀

2. 掘立柱建物跡と区袖i溝
3. 掘立柱建物跡

4. 土墟涵

↓ 



4. 域原三本谷南遺跡 I・n区 (JSMl 

遺跡の所在地

神埼郡神埼町大午城J双

調査主体者

神埼町教脊委貝会

調査期閤

平成4年8月～平成4年9月

讀査面積

4 0 Om' 

遺跡の概要

図34媚原三本谷雨遺跡I・ll位置図 (I/25,000) 

遺跡は、神埼町北部の丘陵地帯に位設し、北を柑振ill系に1tiをnの隈IJJ及びそれに追なるIll

塊にかこまれた標高約 I9 mの水Illに立地している。潟在は、 IJJl場整（前による水路が設骰され

る部分を中心に実施した。

瀾究の結呆、 i漏究区の西側において,Jヽ火及び21111分の柱穴列が、 1t.ffl!IIこおいて南北に延ぴる

河川状のは構 (SX2001)が、束側において南北に延ぴると考えられる沿状の辺構及び大

規模な落ち込みの端部が確認された。これらの,,,で、 SX 200 Iより平安時代後期の-1:器頬や

木製品などが多数出土している。これ以外の遣情からの遺物の出 I:は竹無でありそのIJJ確な時

代は不明である。

S X 200 lは、輻約9.5m・ 深さ約 1.0mを測る。，閾査範IIJIが狭いためその,,1確な形状は

不明であるがはぼ附北方向に延び、東西の両岸よりテラ ス状の平坦面を('j¥いながら緩やかに沿

ち込んでいる。その内部より ・I・.師器の皿・杯、黒色土器B類の碗・杯、白磁の碗な どの土器類

や、 卒塔婆や折敷 ・箱 (?J . 窮状木製品 ・舟形・京串などの木製品が多数出 r.している。こ

れらの遺物がIIヤr.する位rttは大きく 3ヶ所に分けることができ、そのIJげ．遣物の面向にはやや

沢なる傾向が認められる。111上した木製品の中で、卒熔婆には板状の扁,v-なものと、杭状のも

のの2種がある。これらの卒塔婆には掲行が施されており 、その多くが判読可能な状態である。

その内容は全て 「南士」（「南無」）のドに1•1弥陀如来や観lせ行舒枚、 大 I]~II来などの諸税や妙

法蓮販経、光明兵口などの教典や呪文などを記したものである。この謁,!Fの内容より 、これら

は追善や逆修などの供狡に使!IIされた可能代が強く、その形態が下部を尖らせているものが大

半であるため、これらを地1面などに突き立てて何らかの法要に使Jill.ていたものと考えられる。

特に出土遺物の中に、売などの雑器類が仔無であり七師路の小皿が大半を占め、その完形率が

店いなど得:cr:な傾向が認められ、当地が、何らかの供禿などに使Jllしたものの廃菜にあてられ

た空!Illである可能性が俎iく、平安期の仏教祭祀の状況を巧えるうえで良好な'ft科を得ることが

できた。
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5. 域原二本谷西遺跡 （略号： J N N) 

遺跡の所在地

神埼郡神埼町大字城原字二本谷

講査主体者

神埼町教ff委n会

鵡査期間

平成4年8月～平成4年 J2月

調査面積

約 I.5 0 0 m' 

遺跡の概要

追跡は、神埼町の北部丘陵地帝に位骰し、城原/IIと行生川によ って形成された段丘上に立地

する。遺跡の北部には、中枇の山城跡である勢岡寺城跡が存在し、この地j,(ー帝に城粉関係の

濠跡 ・土摂や「イチパ」 ・「モトヤシキ」 ・「ウンジョウノキ」などの地名が残っている。i潟

究は、山城跡の南台地に計1萌された、削場整憤工'flに伴い掘削される水路部分を対象とした。

潤査の結果、区面施設と考えられる溝跡 ・掘立柱建物跡 ・淡跡 ・t嬰跡などを検出した。溝

跡は、束西方向と南北方向に掘削されており、その方位は現在の地隋りにほぽ乗っている。濠

跡は、調査医東端の東西に船約 !Omの細長い水田区袖iに合致する位itlで検/JIされ、幅約6-8

m深さ約 1.8mの規校を持つ。西側に土用の痕跡を確認しており溝跡の埋土は上見の崩壊もし

くは削平と考えられる堆積を見せている。建物跡は、11棟以上検出した。潟1i:区が水路部分で

あり全容を伺うことができないが、東洒21111-31111以 Lの柱1111を持ち、庇が付く建物跡や布掘

上の構造を持つ建物が存在する。溝跡との関係は、すぺて並行及び直行する方位を持っており、

南北h柏］の溝跡との関係よりlltilli約30m程の消跡により 1)]1まれた区画の存在を伺うことができ

る。これらの遺構は、潤査区束1堵部に残存する整地附及び溝跡 ・建物跡の前後1関係．さらに溝

跡の整地による埋立の状況より大さく 2期に分けることができる。新期段陪は、長さ約 Im・

幅約0.6mの平面艮方形の大甜の柱穴を持つ大規校な建物跡が主体を占め、古期段防は径約0.

2-0.3mのPl形の小規税な建物跡が主体である。遺物としては土Crli悩小Oil・杯・ 鉢、瓦Rの

鉾 ・播鉢、凶磁器類として中国産の染付 .,~, 磁、特殊遺物としてルッポなどがある。時）UI的に

は、 15世紀後半-17世紀中頃に位脱付けられ、 15世紀末段階に大規恨な整地が行われてい

る。この整地の時期は、文献にみられる龍迅寺氏による勢湖寺城踪の改修時期に相当する。

以上のように、本遺跡は溝跡による区画施設の存在が認められ、現化の地割り及び地名との

関係、さらに、周辺部の，逍企成果よりこの台地上に勢副寺城跡に伴う町割りの存化が伺える。

このような山城跡と町割りの関係を知ることができる遺跡は、全llil的にも少なく非常に巫要で

あり 、今後周辺部を含めた総合的な，週査 ・検討を行う必要性がある．
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I. 城原二本谷西遺跡全依

2. 閃究区ll!1lll
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6. 山田古墳群 （略号： YKGI・B) 

遺跡の所在地

三従必郡1中•Jf,!町大字箕/J;けれ突

謂董主体者

中原町教i'1委貝会

講董期間

平成 4年4月～平成 5年3月

調査面積

4,900m' 

遺跡の概要

心 ... r~-· 
山田古墳群位置図 (1/25,000) 

LIIIII古JJi群1区は1?嵌Iii系から南1このぴる丘陵の緑辺部に位irtし、揉邸約92mを計る。地

山は二次堆積したロームで、ローム府の下は砂蝶~'il となっている。

検出された遺構は、土墟、ビッ ト及び中世の石敷迅情がある。土城及びピットは111:1:遺物が

少なく時期を決めるのが難しい。6敷遺構は幅2m、長さ 30mにわたって1'.l然石を道路状に

敷きつめたものである。ただ辺路とするにはl:面がギらになっておらず、性格は不明である。

また石の」．．．面及ぴ石敷内から上帥器のOilが多く出上しており、なんらかの祭祀に関する遺構で

ある可能性もある。

遺物は縄文 L:器、6器、須忠器、上師器等が出上している。

1111ll古f/l群11区は 1区の北1111に位沢し、椋甜 I12mからII 9mを計る。検出された辺情は、

掘立柱建物、 一七城、ピット、集石遺1/111基があり、性格不明の石組み遺構が2Jf,; ある。掘立柱

建物は2lflJX 2 ffl]J:J. I: の規校である。上城は不定形の物が多く、性格は不明だが、 i'f磁椀がII.I

上した上城は上城袋の可能性がある。 ピットはIll土遺物が少なく時期は不明である。集h遣構

は花尚沿を集積したもので、一部に焼けた跡が見られる。時期は底面から須忠器Jヤが111:1こした

ことから古代に属すると息われる。また石糾み遣情は当初山城の石垣の可能性も考えたが、石

の組み方がf.1.雑で石垣としては使用できないと考えられる。 しかし人工的に積まれたような祈

も一部に見られるので、自然堆梢だけではないようである。逍物は縄文土器、石器、須忠器、

土師路のほか 13世紀ごろのはほ完形の行磁碗が1点I.LII: した。

今(111の調査ではこれまで潟査があまり行われていなかった11.liJil部の潤究が実施され．縄文時

代の追物や古代～中l!.tにかけての迎構、迅物が検II',されるなど中原町の歴史の解ljlJにおいてlTi

災な成・果をあげることができた。
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I. il1m占in群全尿

2. 集石逍構

3. 石刹1み迅構

,','磁碗出土状況



7. 若宮ハ幡神社遺跡 （略号 ：WH  J) 

遺跡の所在地

→投基郡中原町大字社原・r:禎松

讚査主体者

中原町教fr委U会

讚査期間

,11,&;"年6)J--J111x.5年3H

謂査面積

J.JOOm・ 

遺跡の概要

若宮八幡神社遺跡は行嵌山系から南にのびる台地上に位骰し、探高約43mを計る。地山は

砂礫屑及ぴ堆積したローム層からなり、遺粉の東開は大きく削平を受けている。

検出された遣構は土漿、ビット、溝があり、東側には南北に流れる自然流路跡がある。土城

は長楕Pl形の物と不整形の物がある。また遺跡の西11!1で調査区に半分しかかかっていないドl形

の土墟は深さが Im近くあり、井戸の可能性がある。ピットは規則的に並ぷものはなく、 i昇は

北東から附西に向かって走る浅いものである。自然流路は東西に 2本平行して流れており 、黒

色土が堆積していた。底面は砂礫陪とな っている。

遺物は土城から 8世紀台の須恵器、土師粉が出土 した他、 自然流路内から須恵器、土師器、

淘磁器1こ況じって尖頭器や石器の渕片が出土しており、」：流1こ旧石器時代の遺跡が存在するこ

とがうかがえる。

今回の謂究では建物跡等は検出できなかったが中似町における古代～中世の道跡の広がりが

確認され、また付近に旧石器時代の遺跡が存在することがわかるなど重淡な成朱をあげること

ができた。
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I. 若宮八幡神社遺跡1滉責
2, :/'i宮八幡神社逍跨全•屈

3. n然流路

4. 溝 ・ピット群



8. J¥藤遺跡 （略号： YT 0) 

遺跡の所在地

三投基郡 I:峠町大字堤字迎原

講査主体者

上蜂町教行委n会

調査期間

平成4年7月～平成5年2月

調査面積

17.000m' 

遺跡の概妻

図38

八藤iII跳は、背板Ill系から派生する栖茄22m-36mの中位舌状丘陵上 （八藤丘陵と仮称。）

に立地する 、縄文時代から奈良時代にわたる集格を中心とした複合遺跡である。八藤丘陵は、

西を切辿川支流の大島届川、東を切通Ill支流の大谷川にl~I析され、市北に延びる丘駿となって

いる。本迅跡の周辺には、北方の山硯部および洪積世丘陵窃位面には古lJ'!時代後期の小Pltnか

らなるがn群が広がり、西方の二塚IIJfr.陵には二塚山遺跡群が、また!ti東方の船石丘陵には船

石遺跡詳が所在しており、弥生時代を中心とした各時代の遺跡が濃密に分布している。また、

本丘陵から匝方へ派生する一支丘が古代に堤j:!:¥(東側土抵）として成形.flj月1されている。

＊年度の調究は、前年疫潤究区の北に続く部分、遺跡のはほ中央部分を占める I7.000m' 

を使宜上2地区 (I置区 ：4.250m' ·I~ 区 ：I 2. 7 5 Om')に分けて実施し、 IH石器時代から

近litまでの各期にわたる逍構、遺物が検出された。

先土器 ・縄文時代の所産と考えられる確実な遺構は検：I¥されなかったが、丘陵直斜面のグリ

ッド潤査で:.•A曜石・サヌカイトのチ ップ類に況じり黒睛石製の細石ガが 1 点Ill I: した。

弥生時代の遺9罰としては、後期の方形の竪穴式住居址3軒、その他上城などが検出され、そ

れぞれの遺構から弥生式土器をはじめとする遺物が出tしているがこれもr.t的には少品である。

奈良時代の所産と考えられる遺構としては、溝、掘立柱建物Jll:、J::墟などが検出され、上師

器片、須忠器片がま とまって出土しており 、今厄1の調介区域の主体と日える。

よ杓成 2 年度及ぴ前年度の潤介で検出された約 6mの1111~で並行する近路膊湛状の2条の溝の

東端部が、岨査区南東部で検出され堤」こ迅跡から断続的に丘陵をほぽ束洒1こ横断することが確認

された。また、潤在区ilJ部で検出された 10棟の掘立柱建物址群は、これも前年度潤在で検出

された建物群に絞くもので、奈良Jりの本遺跡の性格を考える上で:l't重なれ科である。

中世の遺構として注Uされるものは、潤脊区北部で検ti¥された丘陵をはぽ束西に横断する溝

跡で、延長約68m 、·~東部で約 12m、西部で約 IOm、深さ東部で約2m、直部で約 I.

Smの大規佼なもので、1t1riliiはゆるやかなV字を虻し、底面は東から西に向かって傾斜してい
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る（格砧約30m-28m)。

今回の潤査では、潤究区の南部に奈良時代の遺構 ・遺物がまとま って検出された。前年度の

潟査と1司時に、今回、その北に萩く建物を主体とする遺構群が確認されたことにより 、前年朕

の検出された道路側溝状の遺構とあわせて「駅」などの官的施設の存在を示峻するものと考え

られ、当時の本遺跡の歴史的位訳、さらに西の提土塁跡の歴史的慈義を考える」：で伐韮な;tt料

といえる。

また、今回の潤究終了後、圃場の）出盤造成工'Jl中にj立情調査面の地下約3mの地山から阿蘇

4火砕流の堆積層とこの火砕流によりなぎ倒され埋まった古森林の跡が発比されたことを付記

する。

I. 潤査区全骰

2. 掲述柱建物群

（写真J:方が北）

3• I・晴：の大溝粉
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9. 貴別当神社遺跡 （略号 ：KB T) 

遺跡の所在地

神埼郡T・!tlll町大字nq・t:二＊松

調査主体者

T・ イtill町教1.f委n会

講査期間

平成4年 IOJl ~ 11 /J 

講査面積

6 o om・ 
遺跡の概要

図39 貴別当神社遺跡位置図 (1/25,000) 

-¥'t>JI国神社遣蹄は、 T-代1廿町の西部、佐J'lili境の探窃3-4mの沖積平野に位1"'.する。この

迅跡は、古くから'i't別当神社弥生遺跡として周知されてきた追跡で、神社内には文石硲の"「能

性を持つ2糾の石組み遣構の他、平成元年、 2年の曲企で掘立柱建物跡、 ：I:. 城、祭祀遣m、lti'

蔵穴、井戸跡等の弥生時代中期を巾心とする各遺構が検出されている。遺跡の周辺には、北方

に本村四木柳迅跡、東方に姉遺跡、南方に余汀匝二本松遺跡など弥生II年代から中Ill:にわたる各

遺跡が分布する。潤在は、国営幹線水路甜冨線新設に伴い掘削される水mについて行った。

今年度n別当神社遺跡mri<便宜的に平成元年度潤究区を 1区、平成がl渡濶査区をJJIKと

した）から検出した遺1昇は、弥生時代中期の辺物包含層である。

出J.:遺物は、弥生時代中期の土器 （売、 ii11.窃杯、器台、鉢、森、ミニチュアi:器等）、“

器 （石aT、l"l石、すり6、砥石、その他不明石器）、勾至など多祉の遺物が出上した。

以上のように、ギ成元年度より萩いたi'c別当神社遺跡の発掘潤査により多依の'lt料を得るこ

とができた。今回の潤査では迅構は検出されなかったものの、多く遺物を採集することができ

たと共に、 rt別当神社遺跡の範囲確認を行うことができた。IH:f:jl'.I物のなかで特に注目される

迅物に翡翠製勾玉があり詫田西分貝塚/I',土に統く町内2例目の梵見で、その衣義は大きい。逍

跡の範囲は 、 東西約 ~00 m、南北約500mの200.000rrfの逍跡の広がりを確認できた。

また確認讃査の結呆を加味すると、西側 300mより地形の落ちこみが確認されIll地形復元の

一助となった。このように、多砿の代科と共に、この地域は有明海ルートとする文化の交流地

であり打り］海沿岸部の一大集落の一つに挙げられ、今後他遺跡との関連を含め弥生時代集裕研

究をはじめ、地域解明を行っていきたい。

註 1 堤安0 「責りl) "i神仕遺跡 l 」 ·Htlll町文化財~1f.報告曹第 13集千代m•r軟YI会H会 1991 

堤安IJfrtlJlJ当神社遺跡UJ千代田町文化財調光＂む行第 14集 Htm町教rt委n会 1991 

註2 堤安f.lrrt別当神社遺跡ID」T代田町文化財調査罰告書第 15集 千代1ll町軟fl委!l会 1992 
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I. 店別当神社逍跡全娯（米から） 4. グリット'・t:)(1
2. f~ 別当神社逍跡遠梨（写兵中央） 5. (;..JlUII+. 状況

3. グリッド：l:./i'1 
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10. 憎島遺跡 （略号 ：Y GS) 

遺跡の所在地

神埼／屈千代III町大と祖：樽島字九本柳

讀査主体者

千代田町教行委H会

讀査期間

上杓成4年5月-7月

調査面積

1.5 0 Om' 

遺跡の概要

柳島遺跡は、 t・代Ill町の東部、 三養基罪三根町悦の筑後JIIと田手川の堆積作）IIにより形成さ

れた椋甜3.1 mの沖積平野に位tnする。 この遺跡は、 平成 3 年度農業基盤整偏事業にff う •Ji

前の埋蔵文化財確認，具査で新たに発見された遺跡で、周知されていた柳島遺跡の北東に位rnす
る。 遺跡の周辺には、 rnfliに良~m如が、 北洒に詫lll西分貝塚、 東に三根町向島遭跡、菰江迫跡
など弥生時代から中 ・近世の遺跡が分布する。調令は、国岱幹線水路三II」川線新設に伴い掘削

される水FIiについて行った。

溝査の結果、 q,世から近世にかけての集俗跡で、」汲貨7基、井戸跡7基、溝跡6基、その他

不明遺構 J基、大小多数の柱穴を検出した。

出土遣物は、巾世：t器（土師器、瓦悩、廿磁、 1'..1磁、瓦質土器）、中世石器 （砥石）、自然遺

物 （貝殻類）、近iU:の布III、肥前系陶磁料など多数の遺物がIll土した。

以上のように、樽島遺跡の今回の調企で当町の空白部分であった中 ・近世の北落招叩に多紐

の行科を得ることができた。特に、中世溝跡5条の中から出上した自然遺物（貝殻）から注目

される状況があった。これは、浩内に廃泰された貝殻がカキ貝のJjl.純廃菜と、ウチムラサキ貝

のljl純廃泰とに溝別に分かれた。これは時期による紅生活の変化か、あるいは自然1,it度の変化

で貝の分布が変化したのか、 あるいはイ，WP的な区分けか、不明であるが注目されることであろ

う。

以 Lのことを踏まえ今後具体的な整埋を行い、また周辺遺跡を含め集浴解1月を行っていきた

い。

註 l

松l¥¥trt.l f崎1-t.ill柊 ．綺H三本閲木遺踪J千代m•r文化財潤．を輯竹将第 1 集 -T・ltfB町教Yr委JI会 1981 
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I. 柳品遺跡全屈 (1!りから）

2. 讃査風穀

3. SKO 1 4 n,-;rが
4. SKO 1 I -1: 吸
5. SEOJ 7 Jt-戸跡

6. SD013f,i跳m-.JIH上状況

7. SDO 1 5近世陶磁器/.lll: 状況



11. 浦田遺跡 （略号 ：UR T) 

遺跡の所在地

佐flili久保泉l[fk字川久保字千徳

調査主体者

佐rw教が委員会

調査期間

平成4年

調査面積

3.050m・ 

遺跡の概要

佐灯市の北方、傑，切29-3 Imの洪積段斤ートから斜lffiの棚Ill部分に立地する。今回の瀾売

で、弥生時代の集裕跡 ・中世の集落跡 ・近世の！社敷跡の3つの時期の遺構であることが判明し

た。

弥'"時代の遺構は、3区に集中し、中期の竪火住居跡・上墟があり 、上塙はいずれも平1(1iが

円形を必潤とするもので、断面が袋状を里し貯蔵穴と考えられるものもある。

古れ時代の政構は I・ 3区で検出した。 IIi!'. では孵石の一部のみを残した横穴式石京を検出

した。当該期の政物は検出 しなかったが、9未面のプランからその造営時期は6世紀後半と考え

られる。また 3区で竪穴式住居を 1棟のみ検出したが束隕を漏1i:I幼外に展開し、南開は削平さ

れていた。柱穴 ・カマド等は検出していない。

中世の遺構は IIえで掘立柱建物7棟、1こ城7屈溝4条を検出した。潟企lヌが狭く詳細はIPJ

らか1こできなかったが、 /Ii敷地跡と考えられる。掘立柱建物は 2111JXI PIIを4棟、 2X2間を

1棟のほか、桁行4『II、梁行2fill以上の大別建物が存{£するが、出土遣物が仔黒に近いために

時期の明確な新113関係は不明であるが、主軸方向が時期三時期に分離できると考えられる。溝

はいずれも魂査区外に展開しており 、全容を明らかにできなかった。その規校から限敷地を巡

る区画i昇である可能性は1l1:く、 9昼敷地内を,Jヽ区神iに分・，判する溝であると考えられる。

近!Iしの遺構は2・311".で柑泣柱建物 ・ i昇• 土墟を検出した。注目されるのは2区で確訟した

屈敷地跡の掘立柱建物群と溝である。掘立ll:述物は合計 I4棟確認した。小型 ・小型 ・大型の

建物の3種類に分けられる。建物の規模の迩いから、駐敷地内で構成される布懐的な関係をも

つ建物の組合せが、短いIU!llilでの時期差を もって建て杵えられていったと考えられる。i枠は4

条検II¥したうち.SD201・220・22lは段敷地をlざ両する溝である。

今fnlの溝査地点の北方には中JU:の武家、神代家の駐敷跡推定地があるが、現在のところ明確

な場所や存続していた時期は特定できていない。ただ、近辺に中世の山城跨や「馬買馬場」と

いう地名が残っていることを考えると 、その周辺に存在していた可能性は!・分に考えられる。
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I. iilll「I辺跡2区全・紋

2. • 3 Ill: ・全穀

3. 31!5'.SK305:I:: 坑



12. 固手洗遺跡 （略号： OC Z) 

遺跡の所在地

佐1'iili久保泉町大字川久保字潤手洗

調査主体者

佐釘,Ii教行委μ会

講査期間

平成4年

講董面積

4.970m' 

遺跡の概蔓

図42 御手洗遺跡位置図 (1/25,000) 

遺跡は巨勢JIIの決食作Jllによって形成された襟窮20m前後の河岸段丘上に ,'f.地している。

また隣接する洪積台地とは比窃差がSm以上あり段Jr.難を形成している。

検出した遺情は竪穴住居25軒、掘す,ti,建物67棟、柵ダI]2条、溝 10条、 I: 脳 7必、集(I

遣構 u.i;、,1ヽ 穴多数で、古t(t時代から中111:1こかけての所税である。

縄文 ，弥生時代のは情は検出していないが、他時期の遺構や包含附巾よ り上器J,とイi器が出

上している。

古れ時代前期では竪火住屈 l0軒、揺立柱建物24棟等が存在していたと考えられる。竪穴

住居は）5形～長方形プランで、ペッド状遺構が設けられているものもみられた。 2,t,:もしくは

4本主柱で、2本主柱から 4,1,: 主柱への立て杵えが行われた住居もあり 、2本柱から4本枯ヘ

の転換期を知る上で典味深い夜科である。掘立柱建物は IXI間を某瀾と し、そのイ1:.{E(姐在等

から倉,1iであったと考えられる。また水路と考えられる溝は集落を区袖iするかのように存.(J:し、

当該期の遺物が多地に出土している。

古lJ't時代後期～奈良時代では竪穴住居 15軒、掘立柱述物44棟等が｛雑：していたと考えら

れる。竪穴住居は}j形～長方形プランで會大部分が4本主柱を基本とし、つくり付けのカマド

が設けられていたようである。掘立柱辻物は 2x2間の稔柱と 4X 3 IIりを必逍とし、 2X 2 110 

の総柱建物は倉庫、4X 31111の建物はギ地もしくは，(lj床の住居であったと考えられる。掘立仕

建物のうち、4X 3fll)のものは竪穴住居よりも時期的に若干後出する傾向があり、掘立柱佳物

のみで構成された集裕が存在していた可能性が店い。こういった集裕は隣接する大H遺跡でも

確認されており、何らかの関連があったことは十分考えられる。

中世の遺情は少なく、溝2条と集6遣構を検出している。集落l関連遺構とは思われるが(Eli,・

等の遺情を確認していない。集裕の中心は洪積白地上に存在していた可能性がある。

本迎跳は古JJ'1時代を中心とした集落跡ということができよう。特に古t(l時代前期の集裕は1.1:1

土遺物の汰も多く、 当時の土器編年を考える上でも＇伐頂な沢科になると思われる。
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l. 御手水逍跡1区全穀

2. 竪穴lctJ,.it
3. 掘立柱建物



13. 大野原遺跡 （略号 ：ON R) 

遺跡の所在地

佐約Ii金立町大字金立字大野原

講董主体者

佐双市教討委U会

講董期間

平成4年

鵡査面積

3 9 2 rrt 

遺跡の概要

巨勢JII吟によって形成された複合扇状地上に立地している。今回の詞査区は集落のTf.j部に広

がる水田の中に点在する高畑の 1つである。傑高は I1.5~ I 1.9mで周囲の水E£Iとの比店は

0.8-1 m程股を測る。

今回の調査では中世から近世にかけての遺物 ・ 遺構を検出した。検出遺構には溝• 土城 ・小

穴等がある。i昇はその大半が調査区外にも及んでおり 、その性格はIJJらかにできなかったが、

埋土中に砂粒が混在していたものもあり、区面というよりも水路であった可能性がある。：t城

は確輿なものとしては 1基しか確認していない。平面形は、東西方向に主軸をもつ楕円形で東

西 1.85m 、 )~J北 0 . 5 3m、深さ 0.2Smを測る。遺物が全く出土しなかったので中世から

近世の所産である以外の可能性もある。

ここで検出には至らなかったが、古代官道について若干ふれてみる。今回の工事地区の北端

は大野原の集落が所在する低丘陵と接している。この部分が古代官道推定ラインである。エiii

区の北束端に、設計変更によって水路が建設されることになったので、掘削慨により試掘坑を

設定した。しかし、官近の形跡は全く観察できず、泥土のみであった。おそらくは、この部分

も地＂ドげによって削平を受けているものと考える。なお 、 この部分の東側 • 西側の地区外には、

水田地哨りにより官道ラインが推定できる。

I. 大野原遺跡謂査区錢 2. SK012 
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14. 大西屋敷遺跡 （略号： ON Y) 

遵跡の所在地

佐ti,1, 鍋島町大字八Jii昇

調査主体者

佐n,11教"(.{委U会

調査期間

平成4年

調査面積

l.900m・ 

遺跡の概要

佐flrl11t/1~部、嘉瀬川'I滋戟東松約 l.3畑に位腔する。栖窃約3mで、関辺は大部分が

Ill・畑などの只地であるが、 北 ・東部は近年急速に宅地化が進みつつある。

検Illした遣情はほぼ,,,世j祈産のもので、掘立柱建物8棟、井戸 19基、上墟2基、 /W-4条、

周溝状遺11~ I 基、小穴多数である。 堀立柱建物は IX 2 IIIJの建物がほとんどで、他に 2X 2 llll、

2 X 311りの建物も確品した。中には2面に廂をi/.iする述物 (SB!0 I)もある。また、小穴の

中には柱穴と思われるものが多く 、建物の数は現在確認しているものからさらに増える可能性

がある。井戸は比餃的多く検出し、その規佼も様々で、平面径が lml前後から 2mを越えるも

のまであり ．深さも 2m以上になるものが多 くほとんどが完掘に及ばなかった。また出上遣物

もヒ師器杯、瓦器椀のはかに漆喰り木製椀や多派の笞を検出した・JIが注Uされ、当該期の）t-戸

の形態や生活文化を知るうえで非霜9こ典味深い。溝は S8108掘立柱建物にff.い、I封水湖め的

性格を布すると息われるSD035の他はすぺて溝査区外に展開しており、全容は把船できず、

その性格を明確に特定できないが、 掘立柱建物群を区画する溝である •1能性がある。

今阿潟査を行った地点は、ヽ11fltの佐滋のな族今川氏の家臣であった江頭氏のI舌城（屈館）が

あったと伝承されている地点である。実院、当地には遺跡名とした大西橙敷という地元呼称が

残っていた。 , , 

l. 大11引屈敷遺跡 IIメ．全屈

・ヽ一

2. SE012 

一
,. 

ヽ •141 

回
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15. 友貞遺跡 （略号 ：TBS) 

遺跡の所在地

佐約Ii金fl町）sキ千布字友直

講董主体者

佐釦,,教ff委μ会

調査期間

平成4年

講査面積

3.9 I 3m' 

遺跡の概要

図45 友貞遺跡位置図 (1/25,000) 

H勢川により形成された複合り状地r.に立地している。t:l/.'1i4-5 mで、 I・5区が灯II地、

2・3・4・6区が水lfl部分である。

11え．．検1じ迅構には・(:漿 ・湛 ・小穴がある。調1tli<'.が支線水路予定地で狭はなため溝の全容

は不明。検出氾物は上墟 ・溝から中jll;の上Cifi器等を検出したが細片が多い。

2 liI遺構は士墟 .J卜戸 ・i昇・小穴を検出した。これらの選t//iの,,,でL<i'の角にあたる付近

で検1.11した溝は）I形1メ：両溝のコーナ一部分にあたるものと推定されるが、大半が湖介区外に当

たり 、現況水tりドに保{i=されている。概観すると究町時代の出：l:itl物が：t流である。

3 Ii!. 検出遺情には溝 .j: 城 • 井戸 ・掘屯柱建物 ・小穴等がある。これらのI卜で南北）i向の

大溝と掘立柱建物の軸線がほぽ平行関係にあるので、この溝は集；；；もしくは館を 1/ll も• ものであ

る •f能性もある。 時間的には室町時代を中心としたものと考える。

4区 検出迅情には、土墟 ．掘立柱建物 ・溝・ 小穴がある。時期的には室町時代を中心とす

るものである。この地区に接して、地元で「中島」と呼ばれている部分がある。今l日の渕査地

区周辺にも 1(1Jltの館が所在していた可能性が麻い。

51区 検/LI迅情は弥生時代 ・古項時代 ・中世の所産であった。弥生時代のものとしては、

1 X 11111の掘11.柱建物、 ・I阻隔を検出した。古in時代の主な検出遺情には井戸がある。この中

の 1基からは甕がほぼ完形の状態で7個体分一括して検出した。中世の遺構には溝 ・小穴があ

る。溝は瀾在区外に及んでおり、その全体規校 ・性格等はイ渭l。

6li?. 検l.llil'I情には井戸 ・1滉長 ・溝 ・小穴がある。時期的には室町時代から江戸時代の所産

である。今回の溝査区では紋も遺構密度が低い地点であったが、潤充区中央で検II¥した枇3m

程度の溝は18:画溝である可能性があり 、中世集落の占地を考える上で頂要なものとなろう。
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I. 友貞辺蹄5区全娘

2. S8503掘立柱建物
3. SE 5 3 I J~ 戸-



16. 干住遺跡（島号：SEN) 17. 牟日寄遺跡（島号 ：MT Y)「
遺跡の所在地

佐tlrli兵w町大字瓦町字弁,m窃

調査主体者

佐Tlili教rt委U会

調査期間

平成4年

謁査面積

千仕遺跡 ：6.106m・ 

遺跡の慨要

:¥" 

佐i'l1l1東南部の襟姦3~3.5mの水lfl部で、遺跡の中1111を焼原川が南北に流走している。

今囲の千(t遣跨 I・2・ 31え、牟田寄遺跡F地区で検出された遺構 ・遺物は、ごく少数の古）l't

時代～近世のものを除き、ほぽ弥生時代 期後半のものに限られる。この弥生1埓代集沿は、平成

3年度に発掘潤査が行われた牟田窃遺跳E地区北側と一連のかなり広範訓にわたるもので、これ

までの試掘溝究の結米などから現千住集落の中心部の地Fまで艇開していることが分かっている。

千{t.遺跡l区この弥生時代集裕の北限に近い部分にあたる。主な遣構には、大溝 ・i昇._t.: 城 ・

柱穴がある。これらの遺構の切り合い関係をみると大溝が最も先行する遺9昇である。他の調壺1メ：

に比べると柱1(は数が少なく、掘立柱建物は確認できていない。大溝からは、多址の弥生上器と

木製品や！恥l:t・Hifなどの自然遺物が出-1:した。

T・住遺跡2区 この弥生時代集格の中心に近い部分と思われ、選構密度は高い。主な迫構には．

Jt-戸 ・土墟 ・i作・柱穴がある。多くの井戸が特定の部分に集中するのは、数次の掘り杵えの結果

であろう。井戸 ・：I:~ 責からは、 投棄された良好な一括t器没科肝が出t した。 ~.l:,'(は数多く検lli

できたが、潟介区が狭,Jヽ なため掘立柱建物として認磁できたものは少ない。木製品の好it科や猷

竹などの自然逍物も出」．：している。

千住遺跡3区この弥生時代集裕の中心から酉限に近い部分である。主なjitl昇には、大清 ・溝 ．

井戸.・I: 墟.t:J: 穴がある。大溝の形状は 1区で検1.llしたものに類似し、多姑の弥生土器が111:1・.し

た。井戸 ・柱穴の分布は、より中心部に近い東に偏り、良好な一括土器介科を得た。掘立柱紐物

と認諜できたものはない。

牟III窃遺跡F地区 この弥生時代集裕の]f,j限にあたる部分である。閾企区の1tJ開では牟Ill寄遺

跡E地区北端で確認された自然地形の落ち込みが＃在し、遺構の分布はほぼ北傾に限られる。逍

構密度は千仕遺跡2区に比ぺるとかなり落ちる。：I:. な遺構には、井戸 ・＋．墟 ・-tl:穴がある。JI:

｝子 .J: 墟からは良好な一括土器'tt料が出土した。柱穴の数は少なかったが、 IX 21111の掘立柱

建物が確認できた。
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j. 千fl:追跨2区全娯

2. 牟田寄遣跡 F地点

S80019 

3. F'地点



18. 川久保遺跡 （略号： KWB) 

遺跡の所在地

佐'I'/,I, 久保泉町大字川久保字川久保

講査主体者

佐f'I市教行委U会

謂査期間

平成4年

謂査面積

I .2 3 0 m・ 

遺跡の概要

遺跡は揉高26ml前後の洪積台地上に立地し、潟査地の匝側は台地が．，よ激に裕ち込み、段丘

松を形成している。周辺は水1Ilもしくは畑地として利用されている。

検Iiiした遺構は、縄文時代 ・古tJ't時代 ・堅町時代の 3時期の所税で、寇町時代の道1肖の数が

Iiとも多く、中心をなす。

縄文時代の俎構としては上墟 IOJJ;、集6遺構2基を検出している。土媒の多くはギ面径 I.

0ヽ I. 5 Ill程の円形プランを里し、底面がレンズ状のもので、貯蔵穴吟のm途が考えられる。

その形状から落とし穴状遺構と考えられる。梨石遺情のうち 1基は石囲い炉の可能性が硲い。

：：れらの遺構からは、縄文土器 ・石器等が比較的まとま ってIll士しており、伐煎な'ft科となる。

古JJ't時代の遺構としてはが1t3基、 ：I.:墟姦 1基を検出 している。古項はいずれもその痕跡を

残すのみで、石材等はすでに抜き去られた状態であった。中世の媒落を形成する時点で完全に

破壊されたものと考えられる。閥ふ料品が比較的多く残っていた。 150点以 1:1このぽる玉類 ・

鉄））が出土している。

寇町時代の遺1/11としては掘立柱廷物 13棟、構列 J条、竪穴遺構 1絡、土墟秘2基、 1渇．墟 I

3必、溝 I0条、小穴多数がある。掘立柱建物は狭小な潤査区のため全体を検出できたものは

少ないが、その柱穴の規校から考えて、かなり大祁の述物群が存在していた可能仕がある。 I; ● 

城は一辺が3m以上に及ぶような大型のものや、石敷きのものが存在し、 さらに編羽口や鉄滓

等が出上していることから、卜／らかの生産関連の上城が含まれている uj能性がある。illの多く

は区囲溝と考えられ、堀立柱建物群と位閻関係から集洛全体を囲むような溝や集落IAJ部をl,(1繭

する溝である可能性が邸い。当時の集落構成を考える上で非常に典味深い。また、潤査区北鳴

は竹林に溝の延長がこI.:媒を作いながら走っているのが肉眼で確認でき、それから推tfすると当

時の集裕はかなり広範囲に広がっていることが考えられる。
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I. /II久保迫蹄 11"6.全穀

2. 占tn群全紋



I 9. Ill久保松原遺跡 （略号： KM B} 

遺跡の所在地

佐flilf久保泉町大字JI!久保字松原

綱査主体者

佐ft,Ii教行委H会

講董期間

平成4年

講査面積

1,8 3 0 m' 

遺跡の概要

遺跳は悦麻 20m前後の洪積台地上及び、巨努川の没食作It!によって形威された河梓段丘」：

に立地している。I・3区は洪積台地の粕辺部、2区は河/;l段丘面にかかる部分と衿えられる。

l乱辺は水田もしくは畑地として利用されている．

1区弥生時代の遺構としては竪穴(t居 1軒｀不明追1鼻2甚がある。竪穴住居は 5本主柱の

円形プランで、遺物はほとんど出上していない。

古!Jill材tの遺構としては揺立柱建物3棟がある。;n物がほとんど出上していないため時期比

定が困難．

中世の遺構としては掘立柱述物6棟、柵列2条，溝 3条等を検/I',している。掘立柱姓物は

3X2間を基潤とし、床面積が30m 2以上の大型とそれ以下の"'咆の辻物に大別できる。溝

は区画溝になる •J能性があり 、 遺物は上師器、瓦器、 ,'f磁等がIll .I: している。

2区竪穴Wat軒、掘立柱建物5棟、 111列 1条等を検Illし、出土沿物等から古J(t時代ー奈

良時代の所産と考えられる。出上逍物も遺構からは少品しかIll1: していない。

3区竪穴住居 1軒、掘立柱述物7棟、土城 l)f;、溝4条を検出している。いずれも出J.:迅物

等から古瑣時代～奈良時代の所産と考えられ、集裕の巾心に比較的近い部分と息われる。掘立

柱建物は IXl Ill)もしくは2X 21111を必濁とし、その構造からtthl1であったと考えられる。遺

物は上師器、須忠器破片が少址IJLI:したのみである。

以上のごとく、本遺跡は弥生時代、古m時代～奈良時代、,,,世の訴紐(Iりに営まれた集落跡と

目うことができる。 また地形的にも洪積台地の縁辺部であり、集硲の中心は瀾代区の東間の台

地上にH在するものと考えられる。
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20. 今寺遺跡 （略号 ：ID R-2) 

遺跡の所在地

杵島郡大町町大字大町

調査主体者

大町町教rt委U会

調査期間

平成4年 12H-平成5年 I}J 

調査面積

6 0 0 m・ 

遺跡の概要

今寺遺跡は大町町のほぽ中央部に位囮する。サヌカイトの原粒地で有名な鬼の0.111(悦,•,)j 4 

3 4m)から東に派生する独立の山塊である盟岳の1付麗に立地する。現状は水ll1で南に向かっ

て緩やかに傾斜する標高約2Omの丘緩である。

周辺の遺跡には、本遺跡).ff世約500mに杉谷這跡があり 、平成元年に潤究を実施した結栄、

'" 弥生時代終末期の溝などを検出している。また、南方約 IOOmの神社内には横穴式室を有す

ると思われる古項が半壊の状態で遺存する。

本潤査は鉱名復旧工事に伴うもので、削平部について調査を実施した。今守迅跡はこれまで

本地区を含め3地区で調究が実施されており 、使宜上本関査地lヌを今寺遺跡21メ：と した。

今寺遺跡 1区は本地区の,.1方約352mに位骰し、平成3年に漏査を実施した結果、中近lit

"' の溝、掘立柱建物跡、土城を検出した。今寺遺跡3区は本地区の南洒約200mに位inし、 平

"' 成 5年に潤査を実施し、中近世の±城群を検Illした。

本調査で検出した遺構は溝2条、掘立柱建物跡4棟、冊状遺構 1列、 上城8碁、小9又多数で

ある。以下、概要を記述する。

(I)溝跡

SDOIは湖査区内を束洒、南北方向にあたかも区面するかのように伸びるが、とくに切り

合いはなく、同一時期のものであるためこれら一述の溝をSDOIとした。部分的に削平され、

幅約50cm. 深さ 5cmで、 SAI 5やSBOS、SBI 4と切り合う。南北方向に,,,,びる 2条

の溝Iii!距薩は約6mである。

(2)掘立柱建物跡

SB04は梁行211り(3.6m)、桁行2r:n (3 .6 m)で梁行柱fUJI .8 m、桁行柱111)1.6-

2.0mで中穴掘方は径0.2-0.4mの1り形である。J,I.:面積は約 1.3m'で柱,¥:には柱根が残る

ものもある。柱穴から 4、6が出上。

S805は建物の南側が潤究区間になる。梁tr2 Ill) (4 m)、桁行は不明で,fl北棟建物にな
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図50 今寺遺跡2区遺構配置 (1/250)

ると息われる。梁行柱IIり2.0mで、柱穴拙方にJtぺ大きい。II¥士遺物は柱穴から 7、9が出

上。この805の梁行と平行して、 SAI 5を検出した。SAI 5は4[II]で柱1111は 1.9~2.

Omを測り 、はぽ束匝に伸ぴる。柱穴掘方はSB05と類似し、 S605とSAl 5は同時期

のものと考えたい。

SB J Iは梁行 IIIIJ (3.1 m)、桁行211り(4.0 m)の東西棟建物で梁行柱[1112.9~ 3. I 

mで、柱穴掘方は径0.2~0.3mの円形である。床面積は J2.4 mである。

SB I 4は梁行 11111か2川I(4. 3 m}、桁行4IIり(7.7 m)の東洒佳物で梁行柱llllI. 9ヽ

2.4 m、桁行柱lllll.9~2.0mで柱穴掘)Jは径0.4~0.7mの;i;整円形である。床面積は

3 3. Im'で柱穴には柱痕がのこるものもある。

(3) :I濃

SK03 平面艮楕円形で長径5.1m、短径2.Sm、深さ 0.4mを測る。堀内Tll1111の埋土に

は伶大から幼児頭大の礫が詰まる。/.ll・l:沿物には I0のほか:t:師器小片がある。

SK O 8 上墟の東側は潤査区外になり平面形態は加月である。推定径約4m、深さ約0.5

mで幼児頭大の礫がぴっしり詰まる。111:1:遺物には磁器染付!Ill破片の他、 11の土鈴、石製挽

臼がある。

SK 1 8 上墟の西1lllは調査区外になるが平面形態は楕円形になると思．われ、短径は 1.4m、

深さは約6Oanを測る。出：I:遺物には須恵器小片、磁器小片がある。

(4)出土遺物

土師器の小片、約磁僻小片が-tで器形がわかるものについて,~示した。この他にサヌカ イト

の剥片もIIJ・I:している。 1-3、5は小穴I.IJ土、4、6はS804柱大出上。 7、9はS80
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図51 今寺遺跡遺出土土器 (1/4)

5柱穴出土。8はSBI I柱'/'(出上。

1-4は土師器杯。 1は復元Cl径 I3. 2an、器高4.Ocm。2はロクロの水り1根が残る。ロ

径 IO.8cm、器硲3.6cm。3、4は底部糸切り攘し痕が残る。5-7は：I:師器,JヽIIll。器形も

類似し、 5、7は底部糸切り績し痕が残る。5は、 0径7.Oan、器高2.2 cm。6は復元口径

7 .Ocm、器邸2.Ocm。7は「l径6.6cm 、 器~T,2.2cm。 8は須忠質,J、 ID1、内面のみ柚1i してお

り、黒色に焼ける。IJ径5.8cm、器底2.4 cm。 9は瓦代の土鋭.II籍部は外方にのぴ体部で

屈曲する。外面ハケ関整。復元口径26.0an。 10は磁器染付皿。 11は土鈴。

(5)まとめ

遺構は切り合いなどから大きく 2時期に分けられると考えられる。 1つは5B04、SBI

l掘V.柱建物跡. SD O Iの時期と 5B05、SAJ 5、SBJ 4の時期である。SB04と

SB I Iの柱穴は平面形や大きさも類似し、この2棟の建物と平行してSDOIが走る。また、

SB05とSB1 4の柱穴も平面形や規校が似ており、 SB05とSAl 5が平行することは

前述したとおりである。

これらの2時期の前後関係は残念ながらおさえることができなかった。ただし、SB04柱

穴i:i:-.器である 4、6とSB05柱穴出土である 7、9をみても十．師器小llllの朋式必は認めら

れず、さほどの時間差を考える必要はないと考える。 ,, 
何時期の土器群としては、大和町久池~l'B遺跡S0789 、 m;,;1wr太IH本村遺跡S0003 、

鹿島市国,z;遺跡S002、鹿島市不動遺跡A地区出土t器群、 J.lli島市不動遣跡B地lil'.111i; i: 器

柑などがある。これらのうち土師器杯、小皿の平均IJ径をドに示す。
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出土遺構 • 土器群 杯平均口径 杯平均口窃 小皿平均口径 小皿平均口高

今寺遺跡2区 6.8 2.1 

太田本村迅跡S0003 9.1 2.7 6.7 I. 7 

鹿島市f!I広遺跡出上土器詳 I 1.0 3.1 5.9 1.3 

廃知市不＂遺枯A趨区l~土土呂詳 l 3. 5 3.4 6.6 l. 7 

この平均Iiiは沢科の総点数にも限りがあるため、詳細を論ずることはできないが、小皿を見

ると、今寺遺跡、太田本村迅跳、雁島市不動遺跡A地区の平均偵は似ている。それに対して杯

のそれはイFJLこばらつきが見られる。すなわち、杯のほうが小皿に比ぺ型式変化が激しいことが

行えるであろう。

l:記の上器群の年代は共'f.lJ•tf科などから 16 世紀後半から l 7世紀前半とされており 、本遺

跡遺構の時期もそれと考えたい。

註

( 1J 家田惰ー氏 （佐汀県教w委l~会）、久,,」窃史氏 （現．〇栖市教行委n会）御教示による。

(2)吉本健一氏 （佐ft¥',¥教打委U会）絹教示による。

(3)森m"I:忠氏 （佐双県教rr委U会）碍教示による。

(4)佐打県教廿委U会 「久池井B遺跡Jr惣座遺跡Jl 9 9 0 

(5)諸江町教rr委u会 「Jt.111本村遺跡JI 9 8 8 

(6)鹿8市教tr委n会 「1<1,ti!I筋JI 9 8 8 

(7) JJ1ill市教ii委H会 「不動遺跡A・B地区JI 9 9 0 

参考文献

徳永日紹 「肥前における中世後期の在地土岱」「中世土岱の必悦研究VJJI 9 9 0 
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I. 今寺遺跡全僚

2. 今寺遺跡瀾査区全依

3. SK08土墟
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21. 野高山南遺跡 （略号： N OM) 

遺跡の所在地

束松浦郡玄湯町大字牟形'f:大島

調査主体者

玄海町教行委u会

調五期間

-~ 成11年9/l -平成5年 III 

講査面積

J ,3 0 0 m・ 

遺跡の概要

... ,-~ ー・-・-・-. 
野高山南遺跡位ll!I図 (I/25,000) 

野/!fill」附遺跡は、玄海町の南東部に位償し、玄海町、肥前町、塘津,Iiに接しており、椋窃2

45m-260m前後の野店1J1の丘陵部に立地している。漏査は削平を受ける幹線予定地内

(1.1 6 4 m')に10mを必朔して I-I 7の溝査区を設定し実施した。

その結米、 ナイフ形石器、 彫器削器、細石刃等の先土器時代の遺物と純文時代'•'·期の遺物で

ある土器 (l点） とJ仔製石鏃を含め、約 1.40 0点が出J:した。沿構については検出されな

かった。

また、ファームボンド予定地 (I3 6mりのLil林について潟究を実施した結果、先_l:器時代

を巾心とした俎跡で、約20点逍物が出土した。特に上場台地では、数個しか確認されていな

い角錐状石器が2点出土した。

以上のように、本遺跡は先土器時代から縄文時代にかけての遺物散布地である。

逍物tllt状況（南から）

-112-



22. 野高山南遺跡 （略号： N DM) 

遺跡の所在地

東松浦郡肥前町大字切＊オ滋藤

鵡査主体者

肥前町教ft委n会

鵡査期間

•f! 成4年9J=i-'l勺反5iflll

謂査面積

9 6 2 m' 

遺跡の概要

肥前町のある束松i甫半島は通称」．．．場台地と呼ばれ、 f!¥'!,i:jJ 00-200 Ill内外の準平1以状の，:・:;

厭が波状的に広がった丘陵地であり 、 ほとんと＇げ玄武そiの風化した土壌で覆われている 。 野 ，\~j

図53 野高山両遺跡位置図 (1/25,000) 

U.11+1沼跡は東松浦半島のほぼ中央、店津市、玄海町に后接する肥前町の東嬬、楼r,;,約260m

の野如L11J.11)'呻帥l斜lfiiに位rrtしている。

1叱究は 1→．場t!~水,flJ:J!業 「 1 0 号ファームボンド」 エ·•Jiに伴い、掘削される部分を対象に1ti

北、 米匝を主軸に 2X2mのグリ ッドを設定して実施した。

確認できた1/ilJt:は、IIi"! 灰煤色の表七、 U lfl黄褐色土、 III~黄褐色粘質J:、IV陪橙褐色の地LIJ

からなる。先」；岱時代の追物の唾直分布は、 a培及びIII'Mから/litしているものの、肛さ約30

cmの中で確認することができ、縄文時代の追物とは、枡位的にある柱度分薩することができる。

辺物はすべて石器で48 7点が出J:した。先；；器時代のナイフ形石器、台形石器は輻広の剥

片を素材としたものが多数を占め、それを剥出した石核も必められる。他に彫器、削器が出J:

した。また、縄文時代の迅物はit.;製石潟lll:I:しているため、少なくとも一部は早期であると考

えられる。 J:i~の出上は認められなかった。

遺跡のある野窃山は、手節によ ってはり狙風にさらされ、生活環度としては思まれていない。

そのため、遺跡の性格としては先土器、縄文時代を通して狩猟を"'的とした短期間の生活の楊

であったnf能性が

/i:iし'• ＂^ 

，
 

C> 
c-=----.. 

O
L
 

::" 

図54 野高山南遺跡 出土遺跡実測図 (S=2:3) 

-113-





V. 総括

平成4年度に実施した只粟基盤整備事業に係る文化財潤究のうち確認潤査は、佐灯束邪地区

で.r.i栖市 ・中原町 ・神埼町 ・千代田町の9地区、佐打西部地区で佐Tl市 ・多久市 ・Ill刷町・小

城町の15地区、佐灯附部地区で武雄市・北方町・有明町の3地区、佐代北部地区で伊万里

市・厳木町の8地区、佐釘上場地区で唐津市 ・鎮西町 ・玄海町の6地IRである。

発掘調査は、佐賀東部地区 10遺跡、佐沢匝部地区9遺跡、佐灯南部地区 l遺跡、佐釘上場

地区2遺跡及び筑後Ill下泊(/fl水事栗地区内］遺跡の合計23逍跡について実施した。

以下、確認潤査については地区ごとに、発堀関査については時代ごとにまとめる。

［文化財確認鱈査I

佐賀東部地区 [.\栖市、!'.~栖西部地区 ・ ，c~栖北部地区、中原町中原北部 (IJJll:I・箕原） . •I鳴\ltj

部 （洒寒水・石井 ・中原）、神埼町横武地区、千代田町・大飛地区 .F匹地区で遺構の存在が確

認された。

・(I栖洒部地区では、古代ー中世の集裕跡が確認されており 、地区西11111こある惣楽遺務と同様

の性格を持つ遺跡であると名えられる。瓜栖北部地区では、古れ時代～中世集沿跡が確認され

ており 、現在発揺講査を実施している牛｝以前田遺跡の一部にあたる。横武地区は,,,世館跡であ

る横武城のほぼ中央にあたり、館を構成する晶を区画する溝跡や上城等が検出されている。大

童地区はti·•世集裕跡である本村五本柳遺跡のr+i端部であることが確認された。下西地区はj't81J

当神社遺跡の東端部にあたり弥生時代の柱穴と遺物包含培を検出している。中原北部 (IJ11H)

地区では山田古IJ't群の範囲内で古項が20必程存在することが確認された。中原北部 （箕Ii;¥)

では、縄文時代～古代集裕跡が確認されている。中原南部 （洒寒水）は西寒水七本抑遺跡の洒

側にあたり弥生時代中期及び中世の集沿跡であることが確認された。中原南部 （石井 ・中原）

地区は石井一本松古JJ't群の東端と考え られ、小穴 .-1: 城が検出された。

佐賀西部地区 佐買市金立北部地区 ・同南部地区 ・城匝第二地区で遺跡の存在が確此された。

金立北部地IR・金立ifl部地区では弥生時代～中世の集裕跡が確認されている。特に金立lfl部

地区では大型柱穴 ・ 区両溝 • 土嬰も検出されており巾111:の屈館 （神代氏）の可能性が高(it月

される。城西第二地区では平安時代の遺物包含培が確訟されている。江頭地区 ・兵射洒部地区

では中litの集落跡が確認されている。

佐賀南部地区 北方町大渡地区 ・布1月員［布明地区で遺跡の存在が銃認された。

大渡地区は勇猛山古ttt群の範囲内であったが、中世～近世のiJJ猛手の坊跡と芳えられる石煩

ゃ必地が確認されている。中・近llt寺院の坊と廷地の確認はitMされる。1「明地Ii<.では近世の

石丘が検出されている。

佐賀北部地区 伊万里市•1浬地区 ・,,り木須地 1え 、 厳木町ill瀬地,~ ,司広川-Ji¥領線地区で遺跡の
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ff在が確認された。

中里地区は一部が内ノ馬場it!跡の範訓に含まれている。中世～近世の柱穴. I洟賣が検出され

ており、当該期の集落跡と考え られる。 木須地Uでは縄文時代晩期の遺物包含培が確認されて

いる。浪瀬地区は中世の獅子ヶ城に関述すると考えられる溝状遺構や追路状遺構が確認されて

いる。J.i_;JII-凩領線地区では近世の牧場跡と考えられる七梨や石塁が確認されている。

佐賀上場地区 l;!f津市Ill道地区、同野高山地区、玄海町大島地区で遺跡の存化が確認された。

山道地区・野窃山地区ではIF.I石辟時代の遣物包含肘が確認され、ナイフ形石器等がIlli: して

いる。玄悔町大心地IX:では保存状況の良好なIEI石器時代の遺物包含柑が確認され、黒曜石製の

細石刃等が出土している。

1発掘讀査］

旧石器時代

旧./.,器時代の遺跡の潤査は若宮八幡神社遺踪 ・野森山遺跡 （玄海町 ・肥前町）で遺物包含培

が検出され、ナイフ形石器 ・台形石器 ・彫器 ・削器 ・細./.i刃 ・角錐状石笞等が出土している。

このうち9紐,lli遺跡 （玄海町）で出土した2点のf「J錐状石器は注Uされる。

縄文時代

Lil田古trt群 ・川久保遺跳 .ff高Lil遣跳から遺情や遺物包含刷が検出されている。川久保迅跡

ではこれまで濶布例の少ない貯成穴・落し穴状母構・集石遺情が検出され~ 前期のt器 (¥VI畑

式 ・轟式k器）や石器 （石鏃 ・庖製石斧等）が比較的まとまって出上しており、 n頂な沢料と

なる。野高LIJ遺跡では早期のJff製石鏃が出土している。

弥生時代

集裕跡の瀾査がほとんどで、惣楽遺跡 ・ 八i.~遺跡 ・浦m迅跡 ・千住遺跡 ・牟田寄迅跡から''"

期、後期の竪穴住屈跡 ・規立柱健物跡 ・貯蔵穴 -j滉貴 .Jt-戸跡などが検出され、伐別当神社遺

跡からは"'期の遺物包含層が検出されている。このうち千住遣跡では集落の中心部分を潤究し

ており、集俗を区画する可能性のある大溝や井戸 • 土隣から投菜された状態で出土した一括t

器群が注目される。また、伐別当神社遺跡からは、多数の上器・石器とともに翡翠製の勾王が

出土しており迅跡の性格を考える上で並要な沢料となる。

古墳時代

集落跡の講社は多く 、 牛/Jiii~JDI遺跡 ・ 浦田遺跡 ・ 御手水遺跡・友貞遺跡・ Ill久保松1仮遺跡か

ら竪穴住/;s跡 ・ 掘立柱建物跡 ・溝跡 • 井戸跡 ・土演守が潤究されている。このうち御手水遺跡

では前期の竪穴住居跡 J0軒、撮立柱建物跡44棟が瀾査されており、この期の集沼情成を考

える I:で煎要な脊科となる。 牛原ri•ll.H遺跡からは一辺が Imの大型の柱穴をもつ姐立柱建物跡

が潤布されておりその性格が注Hされる。また、この遺跨からは鉄製鏡先が出上している。友

貞遺跨の井戸跡からは完形に近い甕が71111体 ・括して出土している。

ー117-



古trtは、 1源前1刊遺跡 ，惣楽遺跡で調介されている。牛／以前田遺跡では横穴式石座を屯体部

にもつ百度塚古1ftの硲道と周溝が確認され、この古tnが一辺が30-36 mの大型方tj'¥である

ことが確認されている。惣楽迅跡では横穴式石室の腰石と敷石のみ残った古IJ'II基が確認され

ている。

古代 （奈良 • 平安時代）

集落跡では、惣楽遺跡 ・八藤遺跡 ・御手水遺跡から竪穴住居跡 ・掘立柱述物跡 ・祭祀遺情が

潤査されている。八藤遺跡では奈良時代の多数の建物跡が整然と並んでおり 、以前に潤査され

た道路状遺溝の存在と併せて「駅」などの官衛的な施設と考えられており、匝側にある堤土嬰

跡との関連が指摘されている。惣楽遺跡では、姓道付き 避を布する竪穴住J沼跡と掘立柱建物跡

からなる居住区域と祭祀区域が確認されており、集落と祭祀の関係を考える上で注日される．

城原三本松,ir遺跡からは、河川状の遺構や遺跡から阿弥陀如来 ・観世音菩薩等の諸爺や経典 ・

呪文を!ll¥11'した卒塔婆や ・折敷 ・第状木製品，船形 ・斎f化など多数の木製品が出土しており、

佐灯県においてほとんど調査例のない平安時代の仏教祭祀を考える上で良好な沢料となり注H

される。

中世 （鎌倉・室町時代）

集裕跡の潤査が多く、牛IJ;(前田遺跡 ・城I以三本谷北遺跡 ・城Ji;(ニ本谷洒遺跡 ・山田占tn群 ・若

宮八幡神社遺跡 ・八藤遺跡 ・柳島遺跡 ・浦田遺跡 ・大野原遺跡 ・友貞遺跡 ・大洒J社敷遺跡 ・JII久

保遺蹄 ・川久保松脱遺跡から掘立柱辻物跡 ・ 溝跡情列 • 井戸跡 ， 1滉責等が検出されている。

このうち城原三本谷北遺跨や城原二本谷西遺跡城の溝により区画された建物跡や土城等は室

町時代～戦国時代の山城である勢福寺城 （小弐氏）の城下集落に関連する遺構であることが確

認されている。中Ill:山城の城下集落の発掘調査例は、県内では小城町牛頭城 （干菜氏）の北itll

迅跡や，I'.)栖市勝ノ比城（筑紫氏）の111浦新町遺跡などごく限られており 、極めてl'c重な代科と

なる。i1li田遺跡 ・大野原遺跡 ・友U遺跡 ・大匝屈敷遺跡 ・JII久保遺踪 ・川久保松Ji;(遺跡からも

集落を区西する溝が確認されており館（松敷）跡と考えられている。また、 山田古tl'I群で検出

された石組逍構、八藤遺粉で検出された丘陵を横断する大淋など性格の,j,lf]なものもある。

近世 （安土 ・桃山時代～江戸時代）

梨浴跡と磁地が関査されており、城原=本谷北逹跡・柳島・遺跡 ・浦M遺跡 ・今寺遺跡から掘

立tl,建物跡 ・ 潜跡 ・ 土墟 • 土墟硲等が検Ill されている 。 このうち城l~l::本谷北遺跡では 17世

紀中袋-18 IU: 紀初頭段階の建物区画が確認されており 、中世に形成された城下梨裕の存続を

考える上で爪淡な貢料となる。また、 iflilJI遺跳や今寺遺跡では掘立枯建物跡からなるl沿敷地と

それを1を面する溝が確認されており、 i1lilII追跡では屋敷地内の建物群が短いWJIIIJ内に時期差を

もって建て秤えられていったことが指摘されている。
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