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例　　　　　言

１．本書は、国と県の補助金交付を受けて平成２８年度に実施した市内遺跡発掘調査事業の調査報告書であ

り、分布・試掘・確認調査等の成果を収録したものである。

２．調査を実施した遺跡および地区は下記のとおりである。

　　①　分布調査　　青森市南部地区ほか市内各所

　　②　試掘・確認調査　中道遺跡、葛野（１）遺跡、駒込館遺跡、小柳遺跡、久栗坂浜田地区、矢田地区、

　　　　　　　　　　　　新町野遺跡、安田近野（２）遺跡、雲谷山吹（８）遺跡、築木館遺跡隣接地、

　　　　　　　　　　　　近野遺跡①、沢田遺跡、横内城跡、月見野（７）遺跡、近野遺跡②、三内丸山（８）

　　　　　　　　　　　　遺跡、郷山前村元遺跡

３．本書で使用した「試掘調査」とは、埋蔵文化財の有無を確認するための調査（未登録地の調査）、「確認調査」

とは周知の埋蔵文化財包蔵地の内容等を把握するための部分的な調査を示す。

４．本書の作成および編集は青森市教育委員会が行い、木村淳一・設楽政健が担当した。分担は、第Ⅲ章第

２節1.〜 3.・7.・9.・15.・16.の本文を設楽が、それ以外の執筆・編集を木村が担当した。

５．挿図の縮尺は各図にスケールを付した。なお、写真図版の縮尺は統一を図っていない。

６．図版番号および表番号ならびに写真番号は、「第○図」、「第○表」、「写真○」とし、順番に通し番号を付した。

７．出土遺物及び原図・データ等は、一括して青森市教育委員会が保管している。
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第Ⅰ章　事業実施の概要
第１節　調査要項

１．事業目的　

　近年、青森市内各所において、住宅建設や携帯電

話基地局鉄塔建設などの小規模開発や太陽光発電所

の建設計画が増加しており、破壊・消滅の危機に瀕し

ている遺跡が増加している。

　貴重な埋蔵文化財を保護し、各種開発行為との円

滑な調整を図るためには、周知の埋蔵文化財包蔵地

の現状把握や、今後開発が予想される地域における

未発見の遺跡の新規登録など詳細な基礎資料を整備

する必要がある。

　以上の点を踏まえ、周知の埋蔵文化財包蔵地およ

びその隣接地の分布調査や開発行為に先立つ試掘・

確認調査を実施するものである。

　なお、本事業は国・県の補助金交付を受けている。

２．対象地域・遺跡名

　①分布調査　青森市南部地区ほか市内各所

　②試掘・確認調査　小柳遺跡、久栗坂浜田地区、矢

　田地区、新町野遺跡、安田近野（２）遺跡、雲谷山

　吹（８）遺跡、築木館遺跡隣接地、葛野（１）遺跡、

　近野遺跡①、沢田遺跡、横内城跡、月見野（７）遺跡、

　近野遺跡②、三内丸山（８）遺跡、郷山前村元遺跡

３．事業実施期間　

　　　　平成２８年４月１日〜平成２９年３月３１日

４．調査指導機関　文化庁文化財部記念物課、

　　　　　　　　　青森県教育庁文化財保護課

５．調査体制

　　　調査事務局　

　　　　教育長職務執行者・佐藤　克則

　　　　　　　　　　　　　（〜平成28年6月2日）

　　　　教・育・長・ 成田　一二三

　　　　　　　　　　　　　（平成28年6月3日〜）

　　　　教育部長・ 石澤　幸造

　　　　理　　事・ 横山　克広

　　　　文化財課長・ 渡邊　薫

　　　　主　　幹・ 工藤　一天

　　・　　　〃 児玉　大成

　　　　主　　査・ 澤谷　結美子（庶務担当）

　　・　　　〃・ 工藤　洋樹

　　　　　・〃・ 辻村　泰成

　　　　　・〃・ 里村　真吾

　　　　文化財主査・ 木村　淳一　（調査担当）　

　　　　　・〃・ 小野　貴之　

　　　　　・〃・ 設楽　政健　（調査担当）

　　　　主　　　事・ 須田　祐未子

第２節　事業照会の概要

　青森市内で登録されている周知の埋蔵文化財包蔵

地（以下、遺跡）は、昨年度から新規登録した２

遺跡（県：０, 市：２）が追加となり、平成 29 年 1

月 31 日現在で 424 遺跡である。

　当委員会では、遺跡と開発事業との円滑な調整を

図ることを目的として、事業の初期段階で開発予定

地内における遺跡の有無を照会するよう、市広報誌

やホームページ上で呼びかけている。事業照会は、

民間関係と市関係課からの照会があり、両者とも当

委員会文化財課（以下、当課）で受け付けており、

照会者の来課による直接照会だけでなく、遠方で来

課できない場合、郵送・メール・FAX・等にも対応

している。また、市関係課については４月に全庁一

斉照会を実施している。回答は埋蔵文化財包蔵地台

帳や遺跡地図を基に、照会者（市関係課を含む）の

希望に応じて、書面または口頭により回答しており、

当課からの回答は、「遺跡に該当している」（表中回

答Ａと表記）、「遺跡に隣接している」（表中回答Ｂ

と表記）、「遺跡に該当していない」（表中回答Ｃと

表記）の三種である。このうち、ＡもしくはＢと回

答した事例は、民間では 206 箇所（約 30.3％）、庁

内関係で 102 箇所（約 27.3％）であり、これらの

うち、17件について試掘・確認調査等を実施した。

　昨年度報告分以降、平成 27 年 12 月〜平成 28 年

11 月における来課の照会概要を第１表、平成 27 年

12 月〜平成 28 年 11 月までの庁内照会概要を第２

表に記載した。平成 27 年度分については、平成 27

年12月1日〜平成28年３月31日までに計206件・

302 箇所（民間 182 件、庁内関係 24件 [120 箇所 ]）

の照会があった。平成 27 年度全体の照会件数は、

民間 677 件、庁内関係 87 件で、平成 26 年度〔民

間652件、庁内関係84件〕と比較すると微増である。

　今年度分は 4 月 1 日から 11 月 30 日までに計

555 件・749 箇所（民間 496 件、庁内関係 59 件）

の照会があり、前年度の同時期（計 559 件、うち

民間 495 件・庁内関係 64 件）と比較すると微減で

庁内関係の照会件数が減少傾向にある。

　対象地区ごとの照会数を見ると青森地区が 969

箇所（92.1％）、浪岡地区 82 箇所（7.8％）と昨年

度報告分と同様に青森地区が圧倒的に多い状況であ

る。単純に開発件数の差以外に埋蔵文化財に関する

照会を行う事業者数の差である可能性が高い。民間

に関する照会の目的については、資産価値の判定や

売買を目的とした照会（物件調査・不動産鑑定等）

が444件（約65％：H27年=459件）と大半を占める。

また、土木工事関連では個人住宅建設や携帯電話基
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地局など中小規模の建設工事の他、メガソーラー太

陽光発電所建設予定に関する大規模な開発予定（13

件）が前年度同様多くみられた。

　個人住宅については、物件調査・不動産鑑定時に

埋蔵文化財包蔵地と判明してそのまま協議に移る事

例が多くみられるが、建築確認申請時に建築指導課

経由で審査された際に偶発的に埋蔵文化財包蔵地の

所在が判明し、直接協議に至る事例がある。前年度

も指摘したが、住宅の建築確認申請の大半は、外部

の指定確認検査機関（建築住宅センター等）による

審査がほとんどで、検査機関経由では、埋蔵文化財

包蔵地の有無照会が行われていない。このことから、

本報告分以外に未照会の開発は更に存在しているこ

とが推察される。公設桝が新設の場合は、開発状況

を確認することができる（平成27年度は2箇所）が、

今年度分については、住宅部分の協議や届出の済ん

だ周知の埋蔵文化財包蔵地内の工事について照会さ

れていた。

　昨年度の報告以降、平成 27 年の文化財保護法第

93 条および第 94 条に基づく、届出・通知（土木工

事等のための発掘に関する届出および指示）は 53

件、85 遺跡について行われた（第 3表）。第 93 条

に係る届出（民間による事業）は 26 件、第 94 条

に係る通知（公共事業）27 件あり、昨年度の同じ

時期（第 93 条 25 件、第 94 条 21 件）と比べると

公共事業に関する通知件数が若干上昇した。無届・

未通知のまま工事着手し、事後に顚末書が付された

事例が 5例（第 3表中「厳重注意」と記載された

ものが相当）あり、確認調査が終了しただけで無届

で開発側が工事着手した事例も含まれる。

No. 年月日 地区 住所 照会目的 回答 遺跡名

1 2015.12.1 青森 中佃 2丁目 物件調査 C

2 2015.12.2 青森 富田 5丁目 物件調査 C

3 2015.12.2 青森 安田字近野 物件調査 B 安田近野（1）遺跡

4 2015.12.2 青森 六枚橋字山越 建設計画（鉄塔№ 79） A 後潟（2）遺跡

5 2015.12.2 青森 六枚橋字山越 建設計画（鉄塔№ 81） A 後潟 (11) 遺跡

6 2015.12.2 青森 後潟字後潟山 建設計画（鉄塔№ 84） A 山城遺跡

7 2015.12.2 青森 六枚橋字山越 建設計画（鉄塔№ 80） B 後潟（2）・（3）遺跡

8 2015.12.2 青森 六枚橋字山越 建設計画（鉄塔№ 82） B 後潟（5）遺跡

9 2015.12.2 青森 六枚橋字山越 建設計画（鉄塔№ 82） B 後潟（5）遺跡

10 2015.12.2 青森 後潟字後潟山 建設計画（鉄塔№ 83） B 後潟（9）遺跡・山城
溜池遺跡

11 2015.12.2 青森 小橋字伊沢 建設計画（鉄塔№ 78） C

12 2015.12.3 青森 沖館 4丁目 物件調査 C

13 2015.12.3 青森 安田字近野 物件調査 B 安田近野（1）遺跡

14 2015.12.7 青森 駒込字深沢 土木工事計画（新規・そ
の他（太陽光発電所））

C

15 2015.12.7 青森 勝田 1丁目 不動産鑑定評価 C

16 2015.12.8 青森 自由ヶ丘 2丁目 建設計画（新規・住宅） C

17 2015.12.8 青森 新城字平岡 物件調査 B 高間（1）遺跡

18 2015.12.9 青森 駒込字月見野 物件調査 B 見吉遺跡

19 2015.12.9 青森 岡造道 2丁目 物件調査 C

20 2015.12.14 青森 幸畑字阿部野 建設計画（新規・その他
の建物（車庫））

A 阿部野 (2) 遺跡

21 2015.12.14 青森 三内字沢部 建設計画（新規・その他
の建物（長屋））

B 三内沢部（3）遺跡

22 2015.12.15 青森 新町 1丁目 物件調査 C

23 2015.12.15 青森 妙見 2丁目 物件調査 C

24 2015.12.15 青森 三内字丸山 物件調査 B 三内丸山（3）・（8）遺
跡、浪館（1）遺跡

25 2015.12.15 青森 雲谷字山吹 物件調査 C

26 2015.12.15 青森 富田 5丁目 物件調査 C

27 2015.12.15 青森 安方 2丁目 物件調査 C

28 2015.12.15 青森 桂木 3丁目 物件調査 C

29 2015.12.17 青森 四ツ石字里見 建設計画（新規・住宅） B 四ツ石 (3) 遺跡

30 2015.12.17 青森 高田字川瀬 建設計画（新規・住宅） B 高田城跡

31 2015.12.18 青森 横内字亀井 物件調査 B 桜峯（4）遺跡

32 2015.12.21 青森 幸畑字谷脇 建設計画（新規・その他
（太陽光発電所））

B 阿部野 (2) 遺跡

33 2015.12.22 青森 幸畑字谷脇 建設計画（新規・その他
（太陽光発電所））

B 阿部野 (2) 遺跡

34 2015.12.25 青森 幸畑字松元 物件調査 C

35 2015.12.25 青森 羽白字富田 建設計画（新規・住宅） C

36 2016.1.4 青森 本町 2丁目 不動産鑑定評価 C

37 2016.1.6 青森 大野字片岡 物件調査 C

38 2016.1.7 青森 奥野 2丁目 建設計画（新規・住宅） C

39 2016.1.7 浪岡 増館字富岡 建設計画（新規・事務所・
倉庫）

C

40 2016.1.14 青森 幸畑 4丁目 物件調査 B 阿部野 (1) 遺跡

41 2016.1.14 青森 石江字岡部 物件調査 B 岡部遺跡

42 2016.1.14 青森 西滝１丁目 物件調査 C

43 2016.1.14 青森 東造道 2丁目 物件調査 C

No. 年月日 地区 住所 照会目的 回答 遺跡名

44 2016.1.15 青森 桜川７丁目 不動産鑑定評価 C

45 2016.1.15 青森 中佃 3丁目 物件調査 C

46 2016.1.15 青森 桜川 6丁目 物件調査 C

47 2016.1.15 青森 造道 3丁目 物件調査 B 沢田遺跡

48 2016.1.15 青森 富田 3丁目 物件調査 C

49 2016.1.15 青森 松原 3丁目 物件調査 C

50 2016.1.15 青森 浜館 3丁目 物件調査 C

51 2016.1.15 青森 羽白字沢田 物件調査 B 野木和 (8)・（9）遺跡

52 2016.1.15 青森 羽白字沢田 物件調査 B 野木和 (8)・（9）遺跡

53 2016.1.8 青森 奥野 2丁目 建設計画（新規・住宅） C

54 2016.1.12 青森 矢作 3丁目 物件調査 A 露草遺跡

55 2016.1.12 青森 富田 1丁目 物件調査 C

56 2016.1.12 青森 千富町 2丁目 物件調査 C

57 2016.1.12 青森 本泉 1丁目 物件調査 C

58 2016.1.13 青森 青柳 1丁目 建設計画（新規・住宅） C

59 2016.1.13 青森 三内字沢部 物件調査 A 三内沢部（3）遺跡

60 2016.1.18 青森 金沢 5丁目 建設計画（新規・住宅） C

61 2016.1.19 青森 幸畑字松元 物件調査 B 大矢沢野田（2）遺跡

62 2016.1.20 青森 大野字前田 不動産鑑定評価 C

63 2016.1.20 青森 松原 1丁目 物件調査 C

64 2016.1.25 浪岡 女鹿沢字東早稲
田

建設計画（新規・住宅） B 女鹿沢遺跡

65 2016.1.26 青森 大野字若宮 物件調査 C

66 2016.1.26 青森 新城字平岡 物件調査 C

67 2016.1.26 青森 松原 3丁目 物件調査 C ・

68 2016.1.28 青森 西滝 3丁目 物件調査 C

69 2016.1.28 青森 大野字前田 物件調査 C ・

70 2016.2.1 浪岡 女鹿沢字野尻 不動産鑑定評価 Ｂ 山元 (3) 遺跡

71 2016.2.2 青森 新城字山田 不動産鑑定評価 Ｂ 新城山田 (3) 遺跡

72 2016.2.3 青森 橋本 2丁目 物件調査 Ｃ

73 2016.2.3 青森 浦町字奥野 物件調査 Ｃ

74 2016.2.4 青森 油川字船岡 建設計画 ( 新規・その他
の建物・寺）

Ｃ

75 2016.2.5 青森 三内字丸山 建設計画 ( 新規・住宅） Ａ 浪館 (1) 遺跡

76 2016.2.8 青森 千刈 1丁目 物件調査 Ｃ

77 2016.2.8 青森 桂木 3丁目 物件調査 Ｃ

78 2016.2.9 青森 幸畑 4丁目 物件調査 Ｂ 阿部野 (1) 遺跡

79 2016.2.5 青森 花園 2丁目 物件調査 Ｃ

80 2016.2.5 青森 油川字千刈 建設計画 ( 新規） Ｃ

81 2016.2.5 青森 中央 1丁目 物件調査 Ｃ

82 2016.2.5 青森 中央 1丁目 物件調査 Ｃ

83 2016.2.5 青森 岡造道 2丁目 物件調査 Ｂ 沢田遺跡

84 2016.2.5 青森 旭町 1丁目 物件調査 Ｃ

85 2016.2.8 浪岡 吉野田字平野 建設計画その他の建物・
電柱移設工事）

Ｂ 中平遺跡

86 2016.2.9 青森 桜川 9丁目 不動産鑑定評価 Ｃ

87 2016.2.9 青森 花園 1丁目 物件調査 Ｃ

88 2016.2.9 青森 南佃 1丁目 建設計画 ( 新規・住宅） Ｃ



第Ⅰ章　事業実施の概要

─・3・─

No. 年月日 地区 住所 照会目的 回答 遺跡名

89 2016.2.10 青森 野内字浦島 その他（敷地の拡張・道
路拡幅

Ｃ

90 2016.2.10 青森 浜館 6丁目 物件調査 Ｃ

91 2016.2.12 青森 中央 3丁目 物件調査 Ｃ

92 2016.2.12 青森 東造道 2丁目 物件調査 Ｃ

93 2016.2.10 浪岡 北中野字下嶋田 物件調査 Ａ 中道遺跡

94 2016.2.15 青森 三内字丸山 建設計画 ( 新規・住宅） Ａ 浪館 (1) 遺跡

95 2016.2.15 青森 松原 2丁目 物件調査 Ｃ

96 2016.2.15 青森 花園 2丁目 物件調査 Ｃ

97 2016.2.15 青森 花園 2丁目 物件調査 Ｃ

98 2016.2.15 青森 石江字江渡 物件調査 Ｂ 石江遺跡、江渡遺跡

99 2016.2.15 青森 西滝 1丁目 物件調査 Ｃ

100 2016.2.15 青森 第 2問屋町 4丁
目

物件調査 Ｃ

101 2016.2.15 青森 横内字亀井 建設計画 ( 新規・住宅） Ｂ 桜峯 (2) 遺跡

102 2016.2.15 青森 新田 2丁目 物件調査 Ｃ

103 2016.2.15 浪岡 北中野字下嶋田 建設計画 ( 新規・店舗コ
ンビニ）

Ａ 中道遺跡

104 2016.2.16 青森 石江字平山 物件調査 Ｂ 石江遺跡

105 2016.2.17 青森 大別内字葛野 建設計画（増改築・療護
施設）

A 葛野 (1) 遺跡

106 2016.2.17 青森 三内字丸山 物件調査 Ｂ 三内丸山 (9) 遺跡

107 2016.2.17 青森 野内字鈴森 物件調査 Ｂ 野内遺跡

108 2016.2.19 青森 篠田 3丁目 物件調査・売買 Ｃ

109 2016.2.19 青森 金沢 4丁目 物件調査 Ｃ

110 2016.2.22 青森 新城字平岡 物件調査 Ｂ 西高校遺跡

111 2016.2.25 青森 小柳 3丁目 物件調査 Ｃ

112 2016.2.25 青森 中佃 1丁目 物件調査 Ｃ ・

113 2016.2.25 青森 浜田字玉川 物件調査 Ｃ ・

114 2016.2.23 青森 岡造道 3丁目 物件調査 Ｂ 小柳遺跡

115 2016.2.24 青森 造道 3丁目 物件調査 Ａ 沢田遺跡

116 2016.2.26 青森 妙見 3丁目 不動産鑑定評価 Ｃ ・

117 2016.2.26 青森 新城字山田 物件調査 Ｂ 新城山田 (1) 遺跡

118 2016.2.26 青森 油川字柳川 建設計画 ( 新規） Ｃ ・

119 2016.2.29 青森 桜川 2丁目 建設計画 ( 新規） Ｃ ・

120 2016.2.29 青森 新城字平岡 物件調査 Ｃ ・

121 2016.2.29 青森 新城字平岡 物件調査 Ｂ 新城平岡 (3) 遺跡

122 2016.2.29 青森 三内字丸山 建設計画（増改築・事務
所・工場・倉庫）

Ｂ 三内丸山 (9) 遺跡

123 2016.2.29 青森 浅虫字坂本 建設計画（新規・その他
の建物）

Ｃ ・

124 2016.3.1 青森 駒込字見吉 建設計画（新規・住宅） C

125 2016.3.1 青森 佃 3丁目 物件調査 B 佃遺跡

126 2016.3.1 青森 石江字平山 物件調査 B 石江遺跡

127 2016.3.1 青森 石江字高間 不動産鑑定評価 B 高間 (1)・（6）遺跡

128 2016.3.2 浪岡 浪岡字若松 物件調査 C

129 2016.3.4 青森 桂木 3丁目 物件調査 C

130 2016.3.4 青森 青柳 1丁目 不動産鑑定評価 C

131 2016.3.4 青森 富田 1丁目 不動産鑑定評価 C

132 2016.3.4 青森 三内字沢部 物件調査 B 三内沢部 (1) 遺跡

133 2016.3.7 青森 羽白字沢田 物件調査 C

134 2016.3.8 青森 旭町 2丁目 物件調査 C

135 2016.3.9 青森 石江字平山 物件調査 B 石江遺跡

136 2016.3.10 浪岡 浪岡字細田 その他（売買のための調
査）

C

137 2016.3.11 青森 八重田 4丁目 物件調査 B 露草遺跡

138 2016.3.11 青森 筒井 2丁目 建設計画（新規・住宅） C

139 2016.3.14 青森 小柳 1丁目 不動産鑑定評価 A 小柳遺跡

140 2016.3.14 青森 三内字沢部 物件調査 B 三内沢部 (1) 遺跡

141 2016.3.16 青森 妙見 3丁目 不動産鑑定評価 C

142 2016.3.16 青森 安田字近野 建設計画（新規） B 近野遺跡、安田近野
(1) 遺跡

143 2016.3.17 青森 青柳 1丁目 物件調査 C

144 2016.3.17 青森 花園 1丁目 物件調査 C

145 2016.3.18 青森 安田字近野 物件調査 B 安田近野 (2) 遺跡

146 2016.3.22 青森 久須志 3丁目 物件調査 C

147 2016.3.22 青森 幸畑 1丁目 物件調査 C

148 2016.3.22 青森 筒井 2丁目 物件調査 C

149 2016.3.22 青森 石江字岡部 物件調査 B 岡部遺跡

150 2016.3.22 青森 羽白字沢田 建設計画（新規・その他
の建物・ガソリンスタン
ド）

C

151 2016.3.14 青森 安方 2丁目 不動産鑑定評価 C

152 2016.3.15 青森 橋本 1丁目 建設計画（新規・店舗） C

153 2016.3.15 青森 月見野 1丁目 物件調査 B 蛍沢遺跡

154 2016.3.15 青森 荒川字寒水沢 物件調査 C

No. 年月日 地区 住所 照会目的 回答 遺跡名

155 2016.3.15 青森 矢田前字本泉 物件調査 C

156 2016.3.15 青森 赤坂 1丁目 物件調査 B 赤坂遺跡

157 2016.3.23 青森 月見野 1丁目 物件調査 A 蛍沢遺跡

158 2016.3.23 青森 駒込字月見野 資材置場 A 駒込館遺跡

159 2016.3.24 青森 浪館字近野 建設計画（増改築・事務
所）

B 浪館（2）遺跡

160 2016.3.24 浪岡 北中野字上沢田 土木工事計画（砂利採取） C

161 2016.3.25 浪岡 増館字宮元 物件調査 A 宮元遺跡

162 2016.3.25 青森 新田 2丁目 物件調査 C

163 2016.3.25 青森 千刈 1丁目 物件調査 C

164 2016.3.25 青森 新城字平岡 物件調査 B 新城平岡（6）遺跡

165 2016.3.25 青森 原別 4丁目 不動産鑑定評価 C

166 2016.3.25 青森 石江字三好 不動産鑑定評価 B 岡部遺跡

167 2016.3.25 青森 三内字沢部 物件調査 C

168 2016.3.28 青森 三内字丸山 建設計画（新規・その他
の建物・給食センター）

B 三内丸山（5）遺跡、
近野遺跡

169 2016.3.28 青森 西滝 1丁目 物件調査 C

170 2016.3.28 青森 本町 2丁目 物件調査 C

171 2016.3.29 青森 三内字沢部 物件調査 C

172 2016.3.29 青森 三内字丸山 土地売買 A 三内丸山（6）遺跡

173 2016.3.29 青森 本泉 1丁目 物件調査 B 露草遺跡

174 2016.3.29 青森 安田字近野 物件調査 A 近野遺跡

175 2016.3.29 青森 橋本 3丁目 物件調査 C

176 2016.3.29 青森 金沢 3丁目 不動産鑑定評価 C ・

177 2016.3.29 青森 八重田 2丁目 物件調査 C ・

178 2016.3.30 青森 宮田字玉水 建設計画（車庫） B 玉水 (3) 遺跡

179 2016.3.30 青森 赤坂 2丁目 物件調査 B 戸山遺跡

180 2016.3.31 青森 西滝 2丁目 物件調査 C ・

181 2016.3.31 青森 原別 4丁目 物件調査 C ・

182 2016.3.31 青森 新城字平岡 物件調査 C ・

183 2016.4.1 青森 新城字平岡 物件調査 C ・

184 2016.4.1 青森 浜田字玉川 建設計画（保育園園舎） C

185 2016.4.1 青森 大矢沢字里見 建設計画（住宅） C

186 2016.4.4 青森 東大野 2丁目 不動産鑑定評価 C

187 2016.4.5 浪岡 徳才子字山本 不動産鑑定評価 B 早稲田館遺跡

188 2016.4.5 青森 三内字沢部 物件調査 B 三内沢部 (3) 遺跡

189 2016.4.6 青森 矢作 3丁目 建設計画 ( 新規 ) B 露草遺跡

190 2016.4.6 青森 羽白字池上 建設計画 ( 新規 ) C

191 2016.4.6 青森 新城字平岡 建設計画 ( 新規 ) C

192 2016.4.6 青森 石江字江渡 建設計画 ( 新規 ) C

193 2016.4.7 青森 長島 4丁目 建設計画 ( 住宅 ) C

194 2016.4.7 青森 新城字平岡 物件調査 C

195 2016.4.11 青森 東大野 2丁目 建設計画（住宅・新規） C

196 2016.4.8 青森 第二問屋町 建設計画 ( 住宅 ) C

197 2016.4.11 青森 新城字山田 建設計画 ( 新規 ) B 新城山田 (1) 遺跡

198 2016.4.12 青森 駒込字南駒込山 土木工事計画 (基礎造成 ) C

199 2016.4.12 青森 荒川字寒水沢 土木工事計画 ( 掘削・埋
め戻し )

C

200 2016.4.12 浪岡 女鹿沢字平野 土木工事計画 (基礎造成 ) B 長溜池遺跡

201 2016.4.12 青森 高田字朝日山 土木工事計画 (基礎造成 ) A 朝日山 (1)・(2) 遺跡

202 2016.4.14 青森 妙見 2丁目 物件調査 C

203 2016.4.15 青森 大野字若宮 物件調査 C

204 2016.4.15 青森 安田字近野 物件調査 A 近野遺跡

205 2016.4.15 浪岡 浪岡字平野 物件調査 C

206 2016.4.15 青森 大野字鳴滝 物件調査 C

207 2016.4.15 青森 石江字岡部 物件調査 C

208 2016.4.15 青森 北金沢 2丁目 物件調査 C

209 2016.4.15 青森 石江字高間 建設計画（変電所周囲柵） B 高間 (1) 遺跡

210 2016.4.15 青森 沢山字野際 メガソーラーパネル B 沢山平野 (1) 遺跡

211 2016.4.15 青森 花園 2丁目 物件調査 C

212 2016.4.15 青森 中畑 3丁目 物件調査 C

213 2016.4.18 青森 新城字平岡 物件調査 B 新城跡

214 2016.4.18 青森 大谷字小谷 建設計画（給油取扱所）、
土木工事計画（造成）

C

215 2016.4.19 青森 大野字若宮 建設計画（新規、住宅） C

216 2016.4.21 青森 原別 7丁目 物件調査 C

217 2016.4.21 青森 浪館前田 2丁目 物件調査 C

218 2016.4.21 青森 新町 2丁目 物件調査 C

219 2016.4.12 浪岡 浪岡字細田 その他（葬祭場） C

220 2016.4.15 青森 安田字近野 建設計画 (新規、その他 ) B 安田 (1) 遺跡

221 2016.4.19 青森 松原 2丁目 不動産鑑定評価 C

222 2016.4.19 青森 奥野 3丁目 不動産鑑定評価 C
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223 2016.4.19 青森 花園 2丁目 不動産鑑定評価 C

224 2016.4.19 青森 奥野 3丁目 不動産鑑定評価 C

225 2016.4.19 青森 蛍沢 4丁目 物件調査 B 蛍沢遺跡

226 2016.4.20 青森 沢山字平野 物件調査 B 沢山平野 (1) 遺跡

227 2016.4.20 青森 油川字船岡 物件調査 C

228 2016.4.21 青森 諏訪沢字野田 建設計画（新規・住宅） C

229 2016.4.21 青森 金沢字稲田 建設計画（新規・住宅） C

230 2016.4.25 青森 富田１丁目 物件調査 C

231 2016.4.26 青森 岡造道２丁目 物件調査 B 小柳遺跡

232 2016.4.26 浪岡 女鹿沢字東花岡 建設計画（新規） C

233 2016.4.21 青森 三内字丸山 建設計画（新規） A 浪館 (1) 遺跡

234 2016.4.22 青森 新城字平岡 物件調査 B 新城平岡 (3) 遺跡

235 2016.4.22 青森 細越字栄山 物件調査 A 栄山 (2) 遺跡

236 2016.4.22 青森 新城字山田 不動産鑑定評価 B 新城跡

237 2016.4.22 青森 赤坂 1丁目 物件調査 B 赤坂遺跡

238 2016.4.22 青森 岡造道２丁目 不動産鑑定評価 B 沢田遺跡

239 2016.4.27 青森 千刈１丁目 物件調査 C

240 2016.4.27 青森 新町１丁目 不動産鑑定評価 C ・

241 2016.4.28 青森 三内字沢部 物件調査 B 三内沢部 (3) 遺跡

242 2016.4.28 青森 橋本 2丁目 物件調査 C ・

243 2016.5.2 青森 浜館 2丁目 物件調査 C

244 2016.5.2 青森 堤町 1丁目 物件調査 C

245 2016.5.2 青森 久須志 1丁目 物件調査 C

246 2016.5.2 青森 緑 2丁目 物件調査 C

247 2016.5.2 青森 富田 3丁目 物件調査 C

248 2016.5.2 青森 東造道 2丁目 物件調査 C

249 2016.5.2 浪岡 浪岡字淋城 物件調査 C

250 2016.5.2 青森 浪館前田 2丁目 物件調査 C

251 2016.5.2 青森 石江字江渡 物件調査 C

252 2016.5.6 青森 奥内字富田 建設計画 ( 住宅 ) C

253 2016.5.8 青森 金沢 1丁目 不動産鑑定評価 C

254 2016.5.8 青森 花園 2丁目 物件調査 C

255 2016.5.10 青森 金浜字稲田 建設計画 ( ソーラーパネ
ル )

C

256 2016.5.11 青森 千刈 4丁目 不動産鑑定評価 C

257 2016.5.11 青森 大野字鳴滝 建設計画、物件調査 C

258 2016.5.11 青森 佃 2丁目 建設計画 ( 新規・住宅） Ｃ

259 2016.5.11 浪岡 吉野田字平野 建設計画 ( 増改築・住宅） Ａ 中平遺跡

260 2016.5.11 青森 平新田字玉清水 建設計画 ( 住宅 ) Ｃ

261 2016.5.16 青森 奥野 2丁目 建設計画 ( 新規・住宅） Ｃ

262 2016.5.16 青森 浦町字奥野 不動産鑑定評価 Ｃ

263 2016.5.16 浪岡 下十川字扇田 物件調査 Ｂ 銀前田遺跡

264 2016.5.17 青森 筒井字八ツ橋 物件調査 Ｃ

265 2016.5.17 青森 石江字江渡 物件調査 Ｃ

266 2016.5.17 青森 三内字丸山 建設計画（ソーラーパネ
ル）

Ａ 三内丸山 (9) 遺跡

267 2016.5.17 青森 三内字丸山 建設計画（ソーラーパネ
ル）

B 三内丸山 (9) 遺跡

268 2016.5.17 青森 三内字丸山 建設計画（ソーラーパネ
ル）

B 三内丸山 (9) 遺跡

269 2016.5.17 青森 新城字山田 建設計画 ( ソーラーパネ
ル )

Ｃ

270 2016.5.18 青森 石江字岡部 不動産鑑定評価 Ｂ 岡部遺跡

271 2016.5.18 青森 新町 1丁目 不動産鑑定評価 Ｃ

272 2016.5.19 青森 富田 5丁目 物件調査 Ｃ

273 2016.5.19 青森 中佃 1丁目 物件調査 Ｃ

274 2016.5.19 青森 三内字丸山 物件調査 Ｂ 三内丸山 (3) 遺跡

275 2016.5.20 青森 幸畑字谷脇 建設計画 ( 新規・住宅） Ｂ 阿部野（2）遺跡

276 2016.5.23 青森 駒込字深川 その他（太陽光パネル） Ｃ

277 2016.5.23 青森 石江字岡部 建設計画（新規 ･その他） Ｂ 高間（6）遺跡

278 2016.5.24 青森 大野字若宮 不動産鑑定評価 Ｃ

279 2016.5.25 青森 金沢 5丁目 物件調査 Ｃ

280 2016.5.25 青森 浪館字志田 建設計画（新規・住宅） Ｃ

281 2016.5.25 青森 細越字栄山 建設計画（新規・自動車
整備工場）

Ｂ 細越館遺跡

282 2016.5.26 青森 久栗坂字浜田 不動産鑑定評価 Ｃ

283 2016.5.26 青森 浜館 1丁目 物件調査 Ｃ

284 2016.5.26 青森 高田字日野 物件調査 Ｂ 高田城跡

285 2016.5.27 青森 中佃 2丁目 建設計画（新規） Ｃ

286 2016.5.27 青森 石江字岡部 建設計画（新規） Ｃ

287 2016.5.27 青森 三内字沢部 建設計画 ( 新規・住宅） Ａ 三内沢部 (2) 遺跡

288 2016.5.30 浪岡 杉沢字山本 不動産鑑定評価 ( 競売 ) Ａ 山元 (4) 遺跡

289 2016.5.31 青森 浜田 1丁目 不動産鑑定評価 C

290 2016.6.1 青森 安田字近野 建設計画（新規 ･住宅） B 安田 (1) 遺跡

291 2016.6.1 青森 油川字千刈 建設計画 ( その他 ) C

292 2016.6.1 青森 鶴ヶ坂字田川 建設計画（ソーラーパネ
ル）

C

No. 年月日 地区 住所 照会目的 回答 遺跡名

293 2016.6.2 青森 荒川字筒井 物件調査 C

294 2016.6.2 青森 宮田字玉水 建設計画（増改築・住宅） B 三本木遺跡、宮田館遺
跡

295 2016.6.2 青森 第二問屋町 4丁
目

物件調査 C

296 2016.6.2 青森 泉野字内野 物件調査 C

297 2016.6.2 青森 第二問屋町 3丁
目

物件調査 C

298 2016.6.2 青森 富田 3丁目 物件調査 C

299 2016.6.2 浪岡 女鹿沢字東早稲
田

建設計画（住宅） A 女鹿沢遺跡

300 2016.6.3 浪岡 郷山前字村元 建設計画（新規・住宅） A 郷山前村元遺跡

301 2016.6.3 青森 鶴ヶ坂字早稲田 鉄塔（携帯電話基地局建
設）

C

302 2016.6.6 青森 三内字丸山 建設計画（新規・その他） B 三内丸山（5）遺跡

303 2016.6.6 青森 西滝 2丁目 建設計画（住宅） C

304 2016.6.7 青森 三内字丸山 不動産鑑定評価 A 三内丸山（5）遺跡

305 2016.6.7 青森 三内字丸山 不動産鑑定評価 B 三内丸山（5）遺跡

306 2016.6.7 青森 三内字丸山 不動産鑑定評価 B 三内丸山（6）遺跡

307 2016.6.6 浪岡 吉野田字平野 建設計画（新規 ･住宅） A 中平遺跡

308 2016.6.7 青森 岡町字宮本 不動産鑑定評価 B 野木和 (1）遺跡

309 2016.6.7 青森 新城字平岡 不動産鑑定評価 B 新城平岡 (4) 遺跡

310 2016.6.7 青森 新城字平岡 建設計画（ソーラーパネ
ル）

B 新城平岡 (3) 遺跡

311 2016.6.7 青森 幸畑字谷脇 建設計画（新規・住宅） B 阿部野 (2) 遺跡

312 2016.6.7 青森 蛍沢 2丁目 不動産鑑定評価 B 戸山遺跡

313 2016.6.8 青森 安方 1丁目 物件調査 C

314 2016.6.8 青森 橋本 1丁目 物件調査 C

315 2016.6.8 青森 新町 1丁目 物件調査 C

316 2016.6.8 青森 新城字福田 不動産鑑定評価 B 新田 (2) 遺跡、新城平
岡 (4)・(5) 遺跡

317 2016.6.8 青森 金浜字船岡 建設計画（増改築・住宅） C

318 2016.6.8 青森 佃 1丁目 物件調査 C

319 2016.6.9 青森 大野字若宮 建設計画 C

320 2016.6.9 青森 浜田字玉川 建設計画 C

321 2016.6.9 青森 原別 4丁目 物件調査 C

322 2016.6.9 青森 新城字平岡 物件調査 C

323 2016.6.9 青森 石江字江渡 建設計画（新規・集合住
宅）

B 江渡遺跡

324 2016.6.10 青森 浜館 1丁目 建設計画 ( 住宅 ) C

325 2016.6.13 青森 大野字金沢 建設計画 ( 住宅 ) C

326 2016.6.13 青森 三内字沢部 物件調査 A 三内沢部 (3) 遺跡

327 2016.6.13 青森 岡造道 3丁目 物件調査（売買予定） B 小柳遺跡

328 2016.6.14 青森 中佃 2丁目 建設計画 C

329 2016.6.15 青森 港町 3丁目 物件調査 C

330 2016.6.16 青森 東大野 2丁目 不動産鑑定評価 C

331 2016.6.16 青森 花園 2丁目 建設計画（新規） C

332 2016.6.16 青森 小柳 1丁目 建設計画 ( 新規） C

333 2016.6.16 青森 はまなす 1丁目 建設計画 ( 新規 ) C

334 2016.6.16 浪岡 浪岡字淋城 建設計画 ( 新規 ) C

335 2016.6.16 青森 筒井 2丁目 建設計画 ( 新規 ) C

336 2016.6.16 青森 蛍沢 1丁目 物件調査 C

337 2016.6.20 青森 三内字稲元 物件調査 C

338 2016.6.20 青森 浦町字奥野 建設計画 ( 新規 ･住宅） C

339 2016.6.20 青森 幸畑字谷脇 建設計画 ( 新規 ･住宅 ) B 阿部野 (2) 遺跡

340 2016.6.20 青森 高田字日野 建設計画 ( 新規 ･住宅 ) C

341 2016.6.20 青森 新城字山田 物件調査 C

342 2016.6.20 青森 新城字山田 物件調査 C

343 2016.6.21 青森 飛鳥字塩越 物件調査 C

344 2016.6.21 青森 新町 2丁目 物件調査 C

345 2016.6.21 浪岡 浪岡字細田 不動産鑑定評価 C

346 2016.6.21 青森 原別 7丁目 物件調査 C

347 2016.6.21 青森 問屋町 2丁目 物件調査 C

348 2016.6.21 青森 高田字朝日山 物件調査 B 高田蝦夷館遺跡、朝日
山 (7) 遺跡

349 2016.6.22 青森 青柳 2丁目 建設計画 C

350 2016.6.22 青森 西滝 1丁目 建設計画 C

351 2016.6.22 青森 奥野 2丁目 建設計画 C

352 2016.6.23 青森 新城字山田 物件調査 C

353 2016.6.23 青森 大野字前田 物件調査 C

354 2016.6.23 青森 桜川 2丁目 物件調査 C

355 2016.6.23 青森 原別 3丁目 物件調査 C

356 2016.6.24 青森 桜川 1丁目 建設計画 C

357 2016.6.24 青森 旭町 2丁目 建設計画 C

358 2016.6.27 青森 桜川 1丁目 物件調査 C

359 2016.6.27 青森 新城字平岡 建設計画 C

360 2016.6.27 青森 佃 2丁目 物件調査 C

361 2016.6.27 青森 花園 2丁目 物件調査 C
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362 2016.6.28 青森 月見野 1丁目 建設計画 C

363 2016.6.28 浪岡 浪岡字平野 建設計画 ( 新規・店舗 ) C

364 2016.6.28 浪岡 大釈迦字山本 その他（メガソーラー用
地としての検討 )

A 山本 (2)・(3) 遺跡

365 2016.6.30 青森 石江字江渡 建設計画 ( 新規・住宅） B 江渡遺跡

366 2016.6.30 青森 石江字三好 建設計画 ( 新規・住宅） C

367 2016.6.30 青森 千富町 1丁目 建設計画 ( 新規・住宅） C

368 2016.6.30 青森 久須志 3丁目 建設計画 ( 新規・住宅） C

369 2016.6.30 青森 羽白字沢田 建設計画 ( 住宅） C

370 2016.6.30 浪岡 長沼字南藤巻 その他（携帯電話基地局） C

371 2016.6.30 青森 松森 3丁目 物件調査 C

372 2016.7.1 青森 妙見 2丁目 物件調査 C

373 2016.7.1 青森 中佃 2丁目 物件調査 C

374 2016.7.1 青森 東造道 3丁目 物件調査 C

375 2016.7.4 青森 三内字稲元 物件調査 C

376 2016.7.4 青森 富田 1丁目 物件調査 C

377 2016.7.5 青森 大矢沢字里見 物件調査 C

378 2016.7.5 浪岡 大釈迦字前田 不動産鑑定評価 C

379 2016.7.5 青森 金浜字稲田 建設計画（住宅 ) C

380 2016.7.6 青森 幸畑 2丁目 物件調査 C

381 2016.7.6 青森 岡造道 2丁目 建設計画 ( 新規 ) B 沢田遺跡、小柳遺跡

382 2016.7.6 青森 駒込字深沢 物件調査 C

383 2016.7.6 青森 駒込字深沢 物件調査 C

384 2016.7.7 青森 駒込字深沢 建設計画 ( ソーラーパネ
ル )

C

385 2016.7.7 青森 新城字平岡 建設計画 C

386 2016.7.7 青森 石江字高間 物件調査 A 高間 (1) 遺跡

387 2016.7.7 青森 石江字岡部 物件調査 B 岡部遺跡

388 2016.7.8 青森 駒込字深沢 その他 (ソーラーパネル ) C

389 2016.7.8 青森 新城字平岡 不動産鑑定評価、物件調
査

C

390 2016.7.8 青森 佃 3丁目 物件調査 A 佃遺跡

391 2016.7.11 青森 金沢 1丁目 物件調査 C

392 2016.7.11 青森 北金沢 1丁目 物件調査 C

393 2016.7.11 青森 桜川 4丁目 物件調査 C

394 2016.7.11 青森 中佃 3丁目 物件調査 B 佃遺跡

395 2016.7.11 青森 大野字若宮 物件調査 C

396 2016.7.11 青森 浜館 3丁目 物件調査 C

397 2016.7.11 青森 中央 4丁目 物件調査 C

398 2016.7.12 青森 港町 1丁目 物件調査 C

399 2016.7.13 青森 第 2問屋町 1丁
目

物件調査 C

400 2016.7.13 青森 高田字朝日山 不動産鑑定評価 C

401 2016.7.14 青森 石江字平山 不動産売買 A 石江遺跡

402 2016.7.14 青森 新城字平岡 物件調査 B 新城平岡 (3) 遺跡

403 2016.7.14 青森 千刈 1丁目 物件調査 C

404 2016.7.15 青森 鶴ヶ坂字山本 土木工事計画（岩石採取） C

405 2016.7.15 青森 西田沢字沖津 建設計画 ( 住宅） C

406 2016.7.15 青森 富田 3丁目 建設計画（新規・その他
)

C

407 2016.7.19 青森 新町野字菅谷 建設計画（その他 ) B 新町野遺跡

408 2016.7.20 青森 羽白字池上 不動産鑑定評価 C

409 2016.7.20 青森 勝田 2丁目 不動産鑑定評価 C

410 2016.7.21 青森 石江字高間 建設計画 ( 新規・住宅 ) A 高間 (1) 遺跡

411 2016.7.21 青森 中央 1丁目 物件調査 C

412 2016.7.22 青森 大野字山下 建設計画 ( 新規 ) C

413 2016.7.22 青森 羽白字沢田 物件調査 C

414 2016.7.22 青森 油川字大浜 物件調査 C

415 2016.7.22 青森 油川字岡田 物件調査 C

416 2016.7.22 青森 港町 1丁目 建設計画 ( 新規 ･住宅 ) C

417 2016.7.22 青森 花園 2丁目 建設計画 ( 新規 ･住宅 ) C

418 2016.7.25 青森 野木字野尻 建設計画 ( 増改築・その
他 )

B 伊吹遺跡

419 2016.7.25 青森 石江字高間 物件調査 B 高間 (1) 遺跡

420 2016.7.25 青森 石江字三好 物件調査 C

421 2016.7.25 青森 筒井字八ツ橋 物件調査 C

422 2016.7.25 青森 蛍沢 1丁目 物件調査 C

423 2016.7.25 青森 中佃 1丁目 物件調査 C

424 2016.7.25 青森 桜川 9丁目 物件調査 C

425 2016.7.25 青森 桂木 2丁目 物件調査 C

426 2016.7.26 青森 高田字日野 建設計画 ( 新規 ･倉庫 ) B 高田城跡

427 2016.7.26 青森 三内字沢部 物件調査 B 三内沢部 (3) 遺跡

428 2016.7.27 青森 合子沢字山崎 その他 (ソーラーパネル ) B 横内 (2) 遺跡

429 2016.7.27 青森 羽白字沢田 物件調査 C

430 2016.7.27 青森 堤町 1丁目 物件調査 ( 不動産売買 ) C

431 2016.7.28 青森 久須志 3丁目 建設計画 C

No. 年月日 地区 住所 照会目的 回答 遺跡名

432 2016.7.28 浪岡 徳才子字福田 建設計画 ( 新規 ･住宅 ) C

433 2016.7.28 青森 浪館前田 2丁目 物件調査 C

434 2016.8.1 青森 矢田前字本泉 物件調査 Ｃ

435 2016.8.2 青森 中央 4丁目 物件調査 Ｃ

436 2016.8.2 青森 久須志 3丁目 物件調査 Ｃ

437 2016.8.2 青森 西大野 1丁目 物件調査 Ｃ

438 2016.8.2 青森 西大野 1丁目 物件調査 Ｃ

439 2016.8.2 青森 奥野 2丁目 物件調査 Ｃ

440 2016.8.2 青森 浜館 3丁目 物件調査 Ｃ

441 2016.8.2 青森 第二問屋町 3丁
目

物件調査 Ｃ

442 2016.8.3 青森 蛍沢 2丁目 物件調査 Ｂ 戸山遺跡

443 2016.8.3 青森 堤町 1丁目 物件調査 Ｃ

444 2016.8.3 青森 大野字山下 物件調査 Ｃ

445 2016.8.3 青森 原別 4丁目 物件調査 Ｃ

446 2016.8.4 青森 三内字稲元 建設計画 (新規・その他 ) Ｃ

447 2016.8.4 青森 浪館前田 4丁目 建設計画 ( 新規 ･住宅 ) Ｃ

448 2016.8.4 青森 古川 2丁目 建設計画 ( 新規 ･住宅 ) Ｃ

449 2016.8.5 青森 大野字若宮 物件調査 Ｃ

450 2016.8.6 青森 金沢 3丁目 物件調査 Ｃ

451 2016.8.8 青森 筒井 3丁目 土木工事計画 (宅地分譲 ) Ｃ

452 2016.8.8 青森 西滝 3丁目 物件調査 Ｃ

453 2016.8.8 青森 三内字丸山 建設計画（新規 ･住宅） Ｂ 三内丸山遺跡、浪館
(1) 遺跡

454 2016.8.8 青森 石江字高間 物件調査 Ａ 高間 (1) 遺跡

455 2016.8.8 青森 新城字山田 物件調査 Ｃ

456 2016.8.8 青森 八ッ役字矢作 不動産鑑定評価 Ｃ

457 2016.8.9 青森 矢田字下野尻 不動産鑑定評価 Ｂ 上野尻遺跡

458 2016.8.9 青森 原別 4丁目 不動産鑑定評価 Ｃ

459 2016.8.9 青森 中央 3丁目 不動産鑑定評価 Ｃ

460 2016.8.9 青森 東大野 2丁目 不動産鑑定評価 Ｃ

461 2016.8.9 青森 新町 1丁目 不動産鑑定評価 Ｃ

462 2016.8.9 青森 長島 3丁目 不動産鑑定評価 Ｃ

463 2016.8.9 青森 新城字福田 建設計画（増改築・倉庫 )、
土木工事計画（砂利採取・
土取り）

Ｃ

464 2016.8.9 青森 鶴ヶ坂字川合 不動産鑑定評価 Ｃ

465 2016.8.10 青森 大矢沢字里見 不動産鑑定評価 Ａ 大矢沢野田（1）遺跡

466 2016.8.10 青森 矢田前字弥生田 建設計画（住宅）、土木
工事計画（新規・宅地分
譲）

Ｃ

467 2016.8.10 青森 問屋町 1丁目 物件調査 Ｃ

468 2016.8.15 青森 富田 4丁目 物件調査 Ｃ

469 2016.8.15 青森 堤町 1丁目 物件調査 Ｃ

470 2016.8.16 青森 諏訪沢字野田 建設計画（新規 ･住宅） Ｃ

471 2016.8.16 青森 平新田字森越 建設計画（新規 ･住宅） Ｃ

472 2016.8.17 青森 駒込字月見野 建設計画（増改築・その
他）

Ｂ 駒込館遺跡、月見野（3）
遺跡

473 2016.8.17 青森 油川字浪返 物件調査 Ｃ

474 2016.8.18 青森 浪打 2丁目 物件調査 Ｃ

475 2016.8.19 青森 大谷字小谷 建設計画（増改築・給油
所）

Ｂ 大谷小谷遺跡

476 2016.8.19 浪岡 女鹿沢字平野 物件調査 Ａ 長溜池遺跡

477 2016.8.22 青森 妙見 1丁目 物件調査 Ｃ

478 2016.8.22 青森 安田字近野 物件調査 Ｂ 安田近野 (2) 遺跡

479 2016.8.22 青森 飛鳥字塩越 物件調査 Ｃ

480 2016.8.22 青森 金沢 3丁目 物件調査 Ｃ

481 2016.8.22 青森 安田字近野 物件調査 Ｂ 安田近野 (1) 遺跡

482 2016.8.23 青森 中央 1丁目 不動産鑑定評価 Ｃ

483 2016.8.23 青森 浜田字玉川 建設計画 ( その他） Ｃ

484 2016.8.24 青森 港町 3丁目 物件調査 Ｃ

485 2016.8.24 青森 横内字亀井 建設計画（新規・住宅） Ａ 横内城跡

486 2016.8.24 青森 横内字亀井 建設計画（新規・住宅） Ｂ 横内 (3) 遺跡

487 2016.8.24 青森 原別 8丁目 建設計画（新規・住宅） Ｃ

488 2016.8.24 浪岡 吉野田字荷越沢 建設計画（新規・住宅） Ｃ

489 2016.8.25 青森 桜川５丁目 物件調査 Ｃ

490 2016.8.25 青森 久須志 1丁目 物件調査 Ｃ

491 2016.8.25 青森 浪岡字岡田 建設計画 ( 増改築・その
他）

Ｂ 川原館遺跡、浪岡城遺
跡

492 2016.8.25 青森 富田 4丁目 物件調査 Ｃ

493 2016.8.25 青森 大野字前田 物件調査 Ｃ

494 2016.8.25 青森 中央３丁目 物件調査 Ｃ

495 2016.8.25 青森 野尻字今田 物件調査 Ｃ

496 2016.8.25 青森 新城字平岡 物件調査 Ｂ 新城平岡 ( ３) 遺跡

497 2016.8.25 青森 戸山字赤坂 建設計画 ( 住宅 ) Ａ 戸山遺跡

498 2016.8.25 青森 新城字平岡 物件調査 Ａ 新城跡

499 2016.8.26 青森 三内字丸山 土木工事計画 ( 宅地分
譲）

Ｂ 浪館 (1) 遺跡、三内丸
山 (3) 遺跡
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No. 年月日 地区 住所 照会目的 回答 遺跡名

500 2016.8.29 青森 第二問屋町 2丁
目

物件調査 Ｃ

501 2016.8.29 浪岡 浪岡字浅井 不動産鑑定評価 Ｂ 川原館遺跡

502 2016.8.30 青森 沖館 3丁目 物件調査 Ｃ

503 2016.8.31 青森 旭町 2丁目 物件調査 Ｃ

504 2016.9.1 浪岡 大釈迦字沢田 建設計画（新規・工場） Ｃ

505 2016.9.2 青森 三内字沢部 物件調査 Ｂ 三内沢部 (3) 遺跡

506 2016.9.5 青森 花園 2丁目 不動産鑑定評価 Ｃ

507 2016.9.6 青森 安田字近野 物件調査 Ｂ 安田近野 (2) 遺跡

508 2016.9.6 青森 馬屋尻字清水 不動産鑑定評価 B 玉水 (4) 遺跡

509 2016.9.7 青森 安田字近野 建設計画（その他） Ｃ 近野遺跡

510 2016.9.7 青森 原別 7丁目 建設計画（その他） Ｃ

511 2016.9.7 青森 新城字平岡 物件調査 Ｃ 新城平岡 (2)

512 2016.9.8 青森 篠田 3丁目 建設計画（新規 ･住宅） Ｃ

513 2016.9.8 青森 新城字平岡 建設計画（新規 ･住宅） Ｃ

514 2016.9.8 青森 大谷字小谷 建設計画（新規・その他）、
土木工事計画、物件調査

Ｃ

515 2016.9.8 青森 油川字岡田 建設計画 Ｃ

516 2016.9.8 青森 八重田 3丁目 建設計画 Ｂ 露草遺跡

517 2016.9.9 青森 西滝 3丁目 建設計画（住宅） Ｃ

518 2016.9.9 青森 本町 1丁目 物件調査 Ｃ

519 2016.9.9 青森 浪館前田 1丁目 物件調査 Ｃ

520 2016.9.9 青森 橋本 1丁目 物件調査 Ｃ

521 2016.9.12 青森 妙見 1丁目 物件調査 Ｃ

522 2016.9.12 青森 新城字平岡 物件調査 A 新城平岡 (5) 遺跡

523 2016.9.13 青森 浜田字玉川 物件調査 Ｃ

524 2016.9.13 青森 三内字沢部 物件調査 A 三内沢部 (3) 遺跡

525 2016.9.13 青森 石江字江渡 物件調査 Ｂ 石江遺跡、江渡遺跡

526 2016.9.13 浪岡 浪岡字細田 物件調査 Ｃ

527 2016.9.13 青森 原別 4丁目 物件調査 Ｃ

528 2016.9.13 青森 浪館前田 2丁目 物件調査 Ｃ

529 2016.9.13 青森 篠田 3丁目 物件調査 Ｃ

530 2016.9.13 青森 幸畑字松元 物件調査 Ｃ

531 2016.9.14 青森 新城字平岡 不動産鑑定評価 Ｃ

532 2016.9.15 青森 本町 3丁目 物件調査 Ｃ

533 2016.9.15 青森 佃 3丁目 その他 Ｃ

534 2016.9.16 青森 橋本 2丁目 建設計画 Ｃ

535 2016.9.16 青森 花園 1丁目 建設計画 Ｃ

536 2016.9.16 青森 大野字若宮 建設計画 Ｃ

537 2016.9.16 青森 中央 2丁目 建設計画（新規・住宅） Ｃ

538 2016.9.20 青森 中央 1丁目 建設計画（住宅）、物件
調査

Ｃ

539 2016.9.20 青森 幸畑字阿部野 物件調査 A 阿部野 (1) 遺跡

540 2016.9.20 青森 松森 2丁目 物件調査 Ｃ

541 2016.9.20 青森 三内字丸山 不動産鑑定評価 Ｃ

542 2016.9.20 青森 港町 3丁目 不動産鑑定評価 Ｃ

543 2016.9.20 青森 中佃 1丁目 不動産鑑定評価 Ｃ

544 2016.9.21 青森 中央 1丁目 不動産鑑定評価 Ｃ

545 2016.9.21 青森 三内字沢部 物件調査 Ｂ 石江遺跡

546 2016.9.21 青森 青柳 1丁目 不動産鑑定評価 Ｃ

547 2016.9.21 青森 三内字丸山 建設計画（新規・住宅）、
土木工事計画（新規・宅
地分譲）、物件調査

A 三内丸山 (8) 遺跡

548 2016.9.23 青森 野内字山王林 建設計画（新規・その他） Ｃ

549 2016.9.23 青森 駒込字桐ノ沢 建設計画（増改築・その
他）

Ｂ 玉清水 (3) 遺跡

550 2016.9.26 青森 妙見 2丁目 物件調査 Ｃ

551 2016.9.26 青森 本町 2丁目 物件調査 Ｃ

552 2016.9.27 青森 橋本 2丁目 物件調査 Ｃ

553 2016.9.27 青森 花園 1丁目 物件調査 Ｃ

554 2016.9.27 青森 南佃 2丁目 物件調査 Ｃ

555 2016.9.27 青森 横内字神田 建設計画（その他） Ｃ

556 2016.9.27 青森 新城字平岡 物件調査 Ｃ

557 2016.9.27 青森 花園 1丁目 物件調査 Ｃ

558 2016.9.27 青森 原別 1丁目 物件調査 Ｃ

559 2016.9.28 青森 岡町字宮本 建設計画（新規・工場） Ｂ 宮本 (1) 遺跡

560 2016.9.29 青森 自由ヶ丘 2丁目 建設計画（新規・店舗） Ｃ

561 2016.9.30 青森 大野字山下 建設計画（新規・住宅） Ｃ

562 2016.10.3 青森 幸畑字松元 建設計画（新規・住宅） B 大矢沢野田 (2) 遺跡

563 2016.10.3 青森 新城字平岡 建設計画（新規・住宅） B 新城平岡 (3) 遺跡

564 2016.10.4 青森 三内字丸山 物件調査 B 三内丸山 (3)・(8) 遺跡

565 2016.10.4 青森 筒井八ツ橋 物件調査 C

566 2016.10.4 青森 石江字江渡 物件調査 C

567 2016.10.4 青森 富田 3丁目 建設計画（新規・住宅） C

568 2016.10.4 青森 花園 2丁目 建設計画（新規・住宅） C

No. 年月日 地区 住所 照会目的 回答 遺跡名

569 2016.10.5 青森 高田字朝日山 土木工事計画（増工・資
材置き場 )

B 朝日山 (1) 遺跡

570 2016.10.6 青森 幸畑字阿部野 物件調査 B 阿部野 (2) 遺跡

571 2016.10.6 青森 新城字山田 物件調査 B 新城平岡 (3) 遺跡

572 2016.10.6 青森 新城字平岡 物件調査 C

573 2016.10.6 青森 奥野 4丁目 物件調査 C

574 2016.10.6 青森 新町野字菅谷 物件調査 C

575 2016.10.7 青森 奥野 3丁目 物件調査 C

576 2016.10.7 青森 浪打 2丁目 物件調査 C

577 2016.10.11 青森 西滝字切島 不動産鑑定評価 C

578 2016.10.11 青森 駒込字桐ノ沢 建設計画（新規・住宅） C

579 2016.10.12 青森 浦町字奥野 不動産鑑定評価 C

580 2016.10.12 青森 浅虫字山下 建設計画（新規・住宅） C

581 2016.10.13 青森 三内字丸山 建設計画（その他） B 三内丸山 (9) 遺跡

582 2016.10.13 青森 平新田字森越 建設計画（新規・住宅） B 後萢遺跡

583 2016.10.13 青森 石江字三好 不動産鑑定評価 C

584 2016.10.14 青森 鶴ヶ坂字田川 建設計画（その他） C

585 2016.10.14 青森 南佃 2丁目 建設計画（新規） C

586 2016.10.14 青森 石江字江渡 建設計画（新規・その他） C

587 2016.10.14 青森 浜田 2丁目 建設計画（新規・その他） C

588 2016.10.14 青森 石江字江渡 建設計画（新規・その他） C

589 2016.10.14 青森 石江字江渡 建設計画（新規・その他）、
土木工事計画（新規・土
取り）

C

590 2016.10.17 青森 石江字岡部 物件調査 B 岡部遺跡

591 2016.10.18 青森 港町 1丁目 物件調査 C

592 2016.10.18 青森 中央 2丁目 物件調査 C

593 2016.10.18 青森 千刈 3丁目 物件調査 C

594 2016.10.18 青森 北金沢 1丁目 物件調査 C

595 2016.10.18 青森 三内字里見 その他（事前調査） B 三内丸山 (8) 遺跡

596 2016.10.19 青森 新城字山田 物件調査 C

597 2016.10.19 青森 港町 3丁目 物件調査 C

598 2016.10.21 青森 新町 1丁目 物件調査 C

599 2016.10.21 青森 旭町 3丁目 物件調査 C

600 2016.10.21 青森 浜館字科 建設計画（増改築・住宅） C

601 2016.10.21 青森 三内字沢部 その他 C

602 2016.10.21 青森 諏訪沢字松代 物件調査 C

603 2016.10.24 青森 北金沢 2丁目 物件調査 C

604 2016.10.24 青森 新町 1丁目 物件調査 C

605 2016.10.25 青森 はまなす 1丁目 建設計画（新規・住宅） C

606 2016.10.25 青森 筒井 3丁目 物件調査 C

607 2016.10.26 青森 長島 4丁目 物件調査 C

608 2016.10.26 青森 本町 2丁目 不動産鑑定評価 C

609 2016.10.26 青森 新町 1丁目 不動産鑑定評価 C

610 2016.10.26 浪岡 徳才子字山元 物件調査 C

611 2016.10.27 青森 浜田字玉川 建設計画（その他） C

612 2016.10.27 青森 新田 2丁目 建設計画（新規 ･倉庫 ) C

613 2016.10.27 青森 野内字浦島 建設計画（その他） C

614 2016.10.28 青森 新城字山田 物件調査 C

615 2016.10.28 青森 西滝 1丁目 物件調査 C

616 2016.10.28 青森 上野字山辺 建設計画（新規・住宅） C

617 2016.10.31 青森 石江字高間 建設計画（新規・住宅 A 新城平岡 (4) 遺跡

618 2016.10.31 青森 三内字沢部 建設計画（新規・住宅） B 三内沢部 (3) 遺跡

619 2016.10.31 青森 安田字近野 不動産鑑定評価 A 近野遺跡

620 2016.10.31 青森 岡造道 2丁目 不動産鑑定評価 A 小柳遺跡

621 2016.10.31 青森 蛍沢 2丁目 物件調査 A 戸山遺跡

622 2016.11.1 浪岡 女鹿沢字野尻 不動産鑑定評価 B 女鹿沢野尻遺跡

623 2016.11.2 青森 三内字沢部 建設計画（新規・住宅） B 石江遺跡

624 2016.11.2 青森 久須志 4丁目 物件調査 C

625 2016.11.2 青森 富田 3丁目 建設計画 ( 新規 ･その他
)

C

626 2016.11.2 青森 久須志 3丁目 建設計画 ( 新規 ･その他
)

C

627 2016.11.4 青森 合子沢字山崎 その他（売買） B 横内 (1) 遺跡

628 2016.11.4 浪岡 郷山前字村元 建設計画（新規 ･倉庫 ) A 郷山前村元遺跡

629 2016.11.4 浪岡 吉内字山下 建設計画（新規 ･住宅 ) B 北畠館遺跡、吉内遺跡

630 2016.11.4 青森 筒井字桜川 建設計画 ( 新規 ･住宅 ) C

631 2016.11.4 青森 上野字山辺 建設計画 ( 新規 ･住宅） C

632 2016.11.4 青森 三内字丸山 建設計画（新規・住宅） B 三内丸山 (8) 遺跡

633 2016.11.7 青森 三内字沢部 物件調査 C

634 2016.11.7 青森 久須志 1丁目 物件調査 C

635 2016.11.7 青森 諏訪沢字丸山 土木工事計画（新規 ･そ
の他 )

B 諏訪沢山辺遺跡

636 2016.11.7 青森 安田字近野 物件調査 B 三内丸山 (6) 遺跡

637 2016.11.8 青森 新城字山田 物件調査 B 新城跡
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638 2016.11.8 青森 金沢 2丁目 物件調査 C

639 2016.11.8 青森 新城字平岡 物件調査 C

640 2016.11.8 浪岡 浪岡字平野 物件調査 C

641 2016.11.8 青森 合浦１丁目 物件調査 C

642 2016.11.8 青森 小柳１丁目 物件調査 C

643 2016.11.9 青森 築木館字布引 不動産鑑定評価 A 築木館岩瀬遺跡

644 2016.11.9 青森 築木館字岩瀬 不動産鑑定評価 A 築木館岩瀬遺跡

645 2016.11.9 青森 堤町 2丁目 不動産鑑定評価 C

646 2016.11.11 青森 小柳 1丁目 建設計画（住宅） C

647 2016.11.11 青森 富田 5丁目 建設計画（住宅） C

648 2016.11.14 青森 妙見１丁目 物件調査 C

649 2016.11.14 青森 筒井 2丁目 建設計画 ( 新規 ･住宅 ) C

650 2016.11.15 青森 幸畑 4丁目 物件調査 C

651 2016.11.15 青森 小柳 6丁目 物件調査 C

652 2016.11.15 青森 石江字三好 建設計画(新規･増改築・
広告塔 )

C

653 2016.11.16 青森 三内字沢部 物件調査、その他 A 三内沢部 (3) 遺跡

654 2016.11.16 青森 浜館 3丁目 建設計画（新規 ･集合住
宅 )

C

655 2016.11.16 青森 三内字丸山 建設計画 ( 住宅 ) A 三内丸山遺跡

656 2016.11.17 青森 八重田 2丁目 建築計画 ( 店舗 ) C

657 2016.11.17 青森 新城字平岡 物件調査 C

658 2016.11.18 青森 新城字平岡 物件調査 C

659 2016.11.18 青森 小柳 2丁目 物件調査 A 小柳遺跡

660 2016.11.18 青森 油川字千刈 物件調査 C

661 2016.11.21 青森 久須志 3丁目 物件調査 C

662 2016.11.21 青森 三内字沢部 物件調査 C

663 2016.11.21 青森 大野字山下 土木工事計画（宅地分譲） C

664 2016.11.21 浪岡 高屋敷字野尻 物件調査 A 野尻 (2)・(4) 遺跡

665 2016.11.21 青森 石江字江渡 物件調査 A 江渡遺跡

666 2016.11.22 青森 新城字山田 建設計画（新規 ･住宅 ) B 新城山田 (1) 遺跡

667 2016.11.22 青森 新城字平岡 物件調査 C

668 2016.11.22 青森 西滝 3丁目 物件調査 C

669 2016.11.22 青森 幸畑 5丁目 物件調査 C

670 2016.11.24 青森 港町 3丁目 物件調査 C

671 2016.11.24 青森 古川 1丁目 物件調査 C

672 2016.11.25 青森 岡造道 1丁目 物件調査 C

673 2016.11.25 青森 西滝 3丁目 不動産鑑定評価 C

674 2016.11.25 青森 大野字前田 不動産鑑定評価 C

675 2016.11.28 青森 三内字丸山 建設計画（新規・鉄塔） B 三内丸山 (9) 遺跡

676 2016.11.29 青森 孫内字山科 土木工事計画（新規・携
帯電話基地局）

C

677 2016.11.30 青森 古川 3丁目 物件調査 C

678 2016.11.30 青森 緑 1丁目 物件調査 C

679 2016.11.30 青森 はまなす 2丁目 建設計画（住宅 ) C

No.年月日 照会者 地区 計画（照会）地 事業内容･照会目的 回答 遺跡名

1 2015.12.3 農林水産部
農業政策課

青森 田茂木野字阿部
野

青森農業振興地域整
備計画変更

C

2 2015.12.18 都市整備部
用地課

青森 新田 3丁目 土地有償譲渡届出 C

3 2015.12.17 市民生活部
生活安心課

青森 新町野地区 施設建築（斎場建替） A 新町野遺跡

青森 大別内地区 施設建築（霊園拡張） B 葛野（3）遺跡

4 2015.12.17 企業局水道
部整備部

青森 小柳地区ほか
56地点

上水道工事 A 小柳遺跡ほか

5 2015.12.22 都市整備部
用地課

青森 野木字野尻 土地売買等届出 C

青森 岩渡字熊沢 土地売買等届出 C

6 2015.12.22 八重田浄化
センター

青森 石江字平山地内 公設桝新設工事№
148

B 石江遺跡

青森 大野字鳴滝地内 公設桝新設工事№
142

C

青森 緑 2丁目地内 公設桝新設工事№
143

C

青森 緑 3丁目地内 公設桝新設工事№
144

C

青森 千富町 1丁目地
内

公設桝新設工事№
145

C

青森 大野字若宮地内 公設桝新設工事№
146

C

青森 大野字前田地内 公設桝新設工事№
147

C

青森 大野字若宮地内 公設桝新設工事№
149

C

青森 浪館字前田 4丁
目地内

公設桝新設工事№
150

C

青森 緑 1丁目地内 公設桝新設工事№
152

C

青森 西滝 2丁目地内 公設桝新設工事№
153

C

青森 浜館 1丁目地内 公設桝新設工事№
154

C

7 2016.1.8 農林水産部
農地林務課

青森 新城字山田 林地開発変更 A 新城山田（4）・（5）
遺跡

8 2016.1.13 青森地域広
域事務組合
消防本部

青森 平新田字森越 施設建築（原別分署
建設）

C

No.年月日 照会者 地区 計画（照会）地 事業内容･照会目的 回答 遺跡名

9 2016.1.21 経済部経済
政策課

青森 荒川字南荒川山
国有林

地熱調査のための構
造試錐井

C

10 2016.1.25 環境部環境
政策課

青森 鶴ヶ坂字山本 岩石採取計画 C

11 2016.2.4 都市整備部
用地課

青森 新田 3丁目 土地有償譲渡届出 C

12 2016.2.5 環境部清掃
管理課

青森 三内字丸山 井戸撤去工事（旧三
内清掃工場給水用）

B 浪館（1）遺跡、
三内丸山遺跡

13 2016.2.16 八重田浄化
センター

青森 安田地区 公設桝新設工事№
160

A 安田 (1) 遺跡

青森 安田地区 公設桝新設工事№
161

A 安田 (1) 遺跡

青森 新城字平岡地区 公設桝新設工事№
168

A 新城平岡 (4) 遺跡

青森 八重田字露草地
区

公設桝新設工事№
162

B 露草遺跡

青森 新城字平岡地区 公設桝新設工事№
165

B 新城平岡 (7) 遺跡

青森 奥野 3丁目地内 公設桝新設工事№
151

C

青森 桂木 1丁目地内 公設桝新設工事№
155

C

青森 桂木 1丁目地内 公設桝新設工事№
156

C

青森 桂木 3丁目地内 公設桝新設工事№
157

C

青森 富田 2丁目地内 公設桝新設工事№
158

C

青森 奥野 3丁目地内 公設桝新設工事№
159

C

青森 石江字江渡地内 公設桝新設工事№
163

C

青森 千刈 1丁目地内 公設桝新設工事№
164

C

青森 筒井字八ツ橋地
内

公設桝新設工事№
166

C

青森 羽白字沢田地内 公設桝新設工事№
167

C

青森 妙見 2丁目地内 公設桝新設工事№
173

C

14 2016.2.22 農林水産部
農地林務課

浪岡 浪岡大字北中野 林地開発変更 C

15 2016.2.25 都市整備部
用地課

青森 野木字野尻 土地売買等届出 B 新町野遺跡

16 2016.2.29 都市整備部
用地課

青森 油川字千刈 土地有償譲渡届出 C

17 2016.2.29 都市整備部
用地課

浪岡 大釈迦字山本 土地売買等届出 A 山本 (2) 遺跡

18 2016.3.4 都市整備部
用地課

青森 西大野 3丁目 土地売買等届出 C

19 2016.3.17 都市整備部
用地課

青森 西大野 3丁目 土地売買等届出 C

20 2016.3.18 都市整備部
用地課

青森 新城字平岡 土地売買等届出 C

21 2016.3.24 都市整備部
用地課

青森 三内字丸山 土地売買等届出 C

22 2016.3.25 都市整備部
用地課

青森 野内字浦島 土地売買等届出 C

23 2016.3.29 都市整備部
用地課

青森 柳川 2丁目 土地売買等届出 C

24 2016.3.31 都市整備部
道路維持課

青森 旭町地区 側溝工事 C

青森 平新田地区 側溝工事 C

青森 矢田前地区 側溝工事 C

青森 筒井地区 側溝工事 C

青森 小柳地区 側溝工事 A 小柳遺跡

青森 大野地区 側溝工事 C

青森 大野地区 側溝工事 C

青森 上野地区 側溝工事 C

青森 中央地区 側溝工事 C

青森 三内地区 側溝工事 C

青森 新城地区 側溝工事 C

青森 里見地区 側溝工事 C

青森 富田地区 側溝工事 C

青森 油川地区 側溝工事 C

25 2016.4.7 都市整備部
用地課

浪岡 増館字富岡 運送事業事務所、倉
庫の建築

B 大沼遺跡、宮元
遺跡

26 2016.4.8 八重田浄化
センター

青森 筒井 1丁目地内 公設桝新設工事
No.169

C

青森 東造道 3丁目地
内

公設桝新設工事
No.170

C

青森 東造道 4丁目地
内

公設桝新設工事
No.171

C

青森 はまなす 2丁目
地内

公設桝新設工事
No.174

C

青森 浪館字前田地内 公設桝新設工事
No.175

C

青森 矢作 1丁目地内 公設桝新設工事
No.176

C

青森 中佃 1丁目地内 公設桝新設工事
No.177

C

青森 篠田 3丁目地内 公設桝新設工事
No.178

C

青森 浜田字玉川地内 公設桝新設工事
No.179

C
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26 2016.4.8 八重田浄化
センター

青森 平新田字玉清水
地内

公設桝新設工事
No.180

C

青森 筒井字八ツ橋地
内

公設桝新設工事
No.181

C

青森 石江字岡部地内 公設桝新設工事
No.182

C

青森 妙見 1丁目地内 公設桝新設工事
No.183

C

青森 三内字丸山地内 公設桝新設工事
No.184

B 三内丸山 (8) 遺跡

青森 富田 4丁目地内 公設桝新設工事
No.185

C

青森 桂木 3丁目地内 公設桝新設工事
No.186

C

青森 浜田字玉川地内 公設桝新設工事
No.187

C

青森 安田字今野地内 公設桝新設工事
No.188

C

青森 三内丸山地内 公設桝新設工事
No.189

B 三内丸山 (8) 遺跡

青森 新田 1丁目地内 公設桝新設工事
No.190

C

青森 三内字沢部地内 公設桝新設工事
No.191

B 三内沢部 (2)・(3)
遺跡

青森 西滝 1丁目地内 公設桝新設工事
No.192

C

青森 石江字江渡地内 公設桝新設工事
No.193

B 江渡遺跡

青森 羽白字富田地内 公設桝新設工事
No.194

C

青森 富田 4丁目地内 公設桝新設工事
No.195

C

青森 石江字高間地内 公設桝新設工事
No.196

C

青森 浜田字玉川地内 公設桝新設工事
No.197

C

青森 浪館前田 3丁目
地内

公設桝新設工事
No.198

C

27 2016.4.5 環境部環境
政策課

青森 新城字山田地内 青森市太陽光発電所
建設事業

A 新城山田 (4)･(5)
遺跡

28 2016.4.15 都市整備部
用地課

青森 東大野 2丁目 土地売買等届出 C

29 2016.4.14 住宅まちづ
くり課

青森 幸畑 4丁目 市営住宅幸畑第 4団
地プロパン庫解体工
事

A 阿部野 (1) 遺跡

青森 小柳３丁目４丁
目地内

市営住宅小柳第一団
地建替工事

C

青森 羽白字沢田 市営住宅野木和第二
団地遊具撤去新設工
事

C

30 2016.4.14 石江土地区
画整理事務
所

青森 石江地内 石江土地区画整理事
業、石江西田沢線道
路築造事業

B 新城平岡 (2) 遺
跡、高間 (1) 遺跡

31 2016.4.15 企業局水道
部整備部

青森 八幡林字三島地
内

配水管移設工事 C

青森 青葉二丁目地内 配水管移設工事 C

32 2016.4.18 行政情報セ
ンター地域
サービス課

青森 奥内字宮田 奥内支所新築工事 C

33 2016.4.28 都市整備部
道路建設課

青森 油川岡田〜新田
３丁目地内

岡田橋橋梁整備事業 C

34 2016.4.21 市民生活部
生活安心課

青森 駒込字月見野 合葬墓整備事業 A 月見野 (7) 遺跡

35 2016.4.22 農林水産部
農地林務課

青森 飛鳥地内 県単林道飛鳥沢２号
線災害復旧事業

C

36 2016.4.25 都市整備部
公園河川課

青森 築木館地内 大辺田貝川護岸
（その１）工事

A 築木館遺跡

青森 築木館地内 大辺田貝川護岸
（その２）工事

B 築木館布引遺跡

37 2016.4.25 交通部管理
課

青森 六枚橋字磯打 後潟支所前バス停待
合所上屋設置工事

C

青森 東大野 1丁目 中央高校前バス停留
所標識設置工事

C

38 2016.4.26 中央卸売市
場管理課

青森 卸町地内 青森市中央卸売市場　
青果棟南側駐車場舗
装工事

C

青森 卸町地内 青森市中央卸売市場　
場内通路舗装工事

C

39 2016.4.26 経済部観光
課

青森 曇谷字梨野木 モヤヒルズスキー場
落石防止網設置工事

C

40 2016.4.27 浪岡事務所
都市整備課

浪岡 吉野田地内 下村線流雪溝整備事
業

A 中平遺跡

浪岡 浪岡字淋城地内 杉沢五本松線道路整
備事業

B 浪岡城跡

41 2016.4.27 健康福祉政
策課

青森 野内字鈴森 野内ちびっこ広場遊
具撤去工事

A 野内遺跡

青森 新城字山田 山田児童遊園トイレ
改修工事

B 新城山田 (1) 遺跡

青森 三内字沢部 三内沢部第四町会ち
びっこ広場遊具更新
工事

B 江渡遺跡

青森 三内字沢部 三内児童館遊具改修
工事

C

青森 花園 2丁目 南栄町児童遊園改修
工事

C

42 2016.4.28 市民病院事
務局

青森 勝田 1丁目地内 市民病院医療用北駐
車場修繕工事

C

43 2016.4.28 浪岡事務所
総務課

浪岡 浪岡福田 1丁目 普通財産売払 C

浪岡 浪岡福田 3丁目 普通財産売払 C

浪岡 浪岡福田 3丁目 普通財産売払 C

44 2016.4.28 教育委員会
総務課

青森 浪館字泉川 青森市立泉川小学校
重油タンク整備工事

C

青森 飛島字塩越 青森市立西田沢小学
校旧屋内運動場解体
工事

C

青森 小柳 4丁目 青森市立小柳小学校
旧屋内運動場解体工
事

C

青森 佃 2丁目 青森市立佃小学校ガ
ス管耐震対策工事

C

青森 青柳 2丁目 青森市立莨町小学校
ガス管耐震対策工事

C

No.年月日 照会者 地区 計画（照会）地 事業内容･照会目的 回答 遺跡名

44 2016.4.28 教育委員会
総務課

青森 沖館 5丁目 青森市立沖館小学校
ブロック塀撤去・新
設工事

C

青森 原別字袖崎 青森市立原別小学校
遊具撤去工事

C

青森 千刈 1丁目 青森市立千刈小学校
遊具撤去工事

C

45 2016.5.2 企業局水道
部堤川浄水
課

青森 野沢字稲荷沢 天日乾燥床排水管切
替工事

C

46 2016.5.24 八重田浄化
センター

青森 矢作 3丁目地内 公設桝新設工事
No.6

A 露草遺跡

青森 三内字沢部地内 公設桝新設工事
No.14

A 三内沢部 (3) 遺跡

青森 新城字平岡 公設桝新設工事
No.5

B 新城平岡 (4) 遺跡

青森 筒井字八ツ橋地
内

公設桝新設工事
No.172

C

青森 平新田字森越地
内

公設桝新設工事
No.1

C

青森 青葉 2丁目地内 公設桝新設工事
No.4

C

青森 三内字沢部地内 公設桝新設工事
No.7

C

青森 三内字沢部地内 公設桝新設工事
No.8

C

青森 佃 1丁目地内 公設桝新設工事
No.9

C

青森 小柳 5丁目地内 公設桝新設工事
No.10

C

青森 橋本 3丁目地内 公設桝新設工事
No.11

C

青森 勝田 2丁目地内 公設桝新設工事
No.12

C

青森 筒井字八ツ橋地
内

公設桝新設工事
No.16

C

青森 石江字岡部地内 公設桝新設工事
No.19

C

青森 筒井字桜川地内 公設桝新設工事
No.20

C

47 2016.5.26 都市整備部
道路維持課

青森 金沢地区外 側溝工事No.1 C

青森 松原地区外 側溝工事No.2 C

青森 長島地区 側溝工事No.3 C

青森 野尻地区地区外 側溝工事No.4 B 野尻館遺跡

青森 大野地区 側溝 ( その 1) 工事
No.5

C

青森 金沢地区 側溝工事No.6 C

青森 浪館字前田地区 側溝 ( その１) 工事
No.7

C

青森 千刈地区 道路工事No.8 C

青森 柳川地区 側溝工事No.9 C

48 2016.5.26 都市整備部
道路維持課

青森 石江地区 側溝工事No.10 C

青森 清水地区 側溝工事No.11 C

青森 羽白地区外 側溝工事No.12 C

青森 新城地区外 側溝工事No.13 C

青森 駒込地区 側溝工事No.14 C

青森 佃地区 側溝工事No.15 B 佃遺跡

青森 中佃地区 側溝工事No.16 C

青森 野内地区 側溝工事No.17 B 菊川遺跡

49 2016.5.26 浪岡事務所
都市整備課

浪岡 高屋敷字野尻 浪岡地区水路護岸
整備 ( その 1) 工事
(1/2)

A 野尻 (2)・(3) 遺
跡

浪岡 北中野字沢田 浪岡地区水路護岸
整備 ( その 1) 工事
(2/2)

A 源常平遺跡

浪岡 女鹿沢字野尻 浪岡地区側溝整備
( その 1) 工事 (2/3)

A 山本 (3) 遺跡

浪岡 吉野田字平野 浪岡地区舗装整備
( その 1) 工事 (1/2)

B 中平遺跡

浪岡 徳才子字福田 浪岡地区側溝整備
( その 1) 工事 (1/3)

C

浪岡 女鹿沢字平野 浪岡地区側溝整備
( その 1) 工事 (3/3)

C

浪岡 女鹿沢字東花岡 浪岡地区道路付属物
補修工事

C

浪岡 女鹿沢字平野 浪岡地区舗装整備
（その 1) 工事 (2/2)

C

50 2016.5.27 浪岡事務所
都市整備課

浪岡 浪岡字稲村地内 沖島田線道路整備事
業

B 東早稲田遺跡

51 2016.6.2 浪岡事務所
都市整備課

浪岡 王余魚沢字北村
本

浪岡地区側溝整備
( その 2) 工事（1/2)

B 王余魚沢 (1) 遺跡

浪岡 下十川字村本 浪岡地区水路護岸整
備 ( その 2) 工事

C

浪岡 大釈迦字沢田 浪岡地区側溝整備
( その 2) 工事（1/2)

C

52 2016.6.3 八重田浄化
センター

青森 桂木 3丁目地内 公設桝新設工事
No.2

C

青森 大野字前田地内 公設桝新設工事
No.13

C

青森 新城字平岡地内 公設桝新設工事
No.18

B 新城平岡 (4) 遺跡

青森 富田 3丁目地内 公設桝新設工事
No.21

C

青森 桂木 1丁目地内 公設桝新設工事
No.22

C

青森 大野字山下地内 公設桝新設工事
No.23

C

青森 里見 2丁目地内 公設桝新設工事
No.25

C

青森 富田 1丁目地内 公設桝新設工事
No.30

C

青森 沖館 5丁目地内 公設桝新設工事
No.38

C
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52 2016.6.17 八重田浄化
センター

青森 羽白字池上地内 公設桝新設工事
No.17

C

青森 桂木 2丁目地内 公設桝新設工事
No.24

C

青森 富田 2丁目地内 公設桝新設工事
No.26

C

青森 橋本 3丁目地内 公設桝新設工事
No.27

C

青森 大野字片岡地内 公設桝新設工事
No.28

C

青森 筒井字八ツ橋地
内

公設桝新設工事
No.29

C

青森 筒井字八ツ橋地
内

公設桝新設工事
No.31

C

青森 筒井字八ツ橋地
内

公設桝新設工事
No.32

C

青森 はまなす 2丁目
地内

公設桝新設工事
No.33

C

青森 筒井字八ツ橋地
内

公設桝新設工事
No.34

C

青森 浅虫字蛍谷地内 公設桝新設工事
No.35

C

青森 安田字近野地内 公設桝新設工事
No.36

A 近野遺跡

青森 松森 1丁目地内 公設桝新設工事
No.37

C

青森 緑 2丁目地内 公設桝新設工事
No.39

C

青森 大野字若宮地内 公設桝新設工事
No.40

C

青森 南佃 2丁目地内 公設桝新設工事
No.41

C

青森 大野字前田地内 公設桝新設工事
No.42

C

青森 旭町 2丁目地内 公設桝新設工事
No.43

C

青森 三内字丸山地内 公設桝新設工事
No.44

A 浪館 (1) 遺跡

青森 桜川 8丁目地内 公設桝新設工事
No.44・45

C

53 2016.6.17 住宅まちづ
くり課

青森 幸畑 5丁目 市営住宅幸畑第 3団
地プロパン庫解体工
事

B 阿部野 (1) 遺跡

54 2016.6.21 経済部経済
政策課

青森 駒込字深沢 公衆浴場 C

55 2016.6.24 都市整備部
用地課

青森 三内字丸山 土地売買等届出 B 三内丸山 (9) 遺跡

56 2016.7.1 都市整備部
用地課

青森 大谷字小谷 資産保有 C

57 2016.7.4 八重田浄化
センター

青森 沖館 5丁目地内 公設桝新設工事
No.47

C

青森 安田字近野地内 公設桝新設工事
No.48

B 安田近野 (1) 遺跡

青森 大野字鳴滝地内 公設桝新設工事
No.49

C

青森 浪館前田 2丁目
地内

公設桝新設工事
No.50

C

58 2016.7.4 企業局水道
部整備課

青森 岡造道 3丁目地
内

地区配水管布設工事
その１

C

青森 岡造道 3丁目地
内

地区配水管布設工事
その２

C

青森 羽白字沢田 地区配水管布設工事 C

青森 久須志 2丁目 地区配水管布設工事 C

59 2016.7.5 八重田浄化
センター

青森 中央 2丁目地内 雨水枡新設工事 C

青森 佃 2丁目地内 雨水枡新設工事 B 佃遺跡

60 2016.7.12 都市整備部
用地課

青森 曇谷字梨野木 土地売買等届出 B 雲谷山吹 (1) 遺跡

浪岡 王余魚沢字片子 土地売買等届出 B 片子部谷森遺跡

61 2016.6.3 農林水産部
農業政策課

青森 新町野菅谷 青森農業振興地域整
備計画変更

B 合子沢 (1) 遺跡

62 2016.7.15 総務部管財
課

青森 蛍沢 2丁目 土地売買等届出 B 戸山遺跡

63 2016.7.25 都市整備部
道路維持課

青森 三内地内外 三内地区外側溝工事 A 三内沢部 (1)・(3)
遺跡

青森 蛍沢 3丁目地内 蛍沢地区外側溝工事 B 赤坂遺跡

青森 中央 2丁目地内 中央地区側溝工事 C

青森 浪館前田 3丁目
地内

浪館前田地区側溝
（その２）工事

C

青森 浪館前田 3丁目
地内外

浪館前田地区側溝工
事

C

青森 大野地内 大野地区側溝
（その２）工事

C

青森 勝田 1丁目地内
外

勝田地区外側溝工事 C

青森 浜田地内 浜田地区側溝工事 C

青森 西滝 3丁目地内 西滝地区側溝工事 C

青森 富田 5丁目地内 富田地区側溝工事 C

青森 三内地内 三内地区側溝工事 C

青森 石江地内 石江地区側溝
（その２）工事

C

青森 後潟地内 後潟地区側溝工事 C

青森 筒井地内 筒井地区側溝
（その１）工事

C

青森 筒井地内 筒井地区側溝
（その２）工事

C

青森 古館地内 古館地区側溝工事 C

64 2016.7.27 浪岡事務所
都市整備課

浪岡 杉沢字山元 浪岡地区側溝整備 (
その 3) 工事 (1/2)

A 山元 (3) 遺跡

浪岡 五本松字羽黒平 浪岡地区側溝整備
( その 3) 工事 (2/2)

B 羽黒平 (1) 遺跡

浪岡 高屋敷字村元 浪岡地区水路護岸
整備 ( その 1) 工事
(1/2)

C

浪岡 浪岡字佐野 浪岡地区水路護岸
整備 ( その 1) 工事
(2/2)

B 浪岡城跡遺跡

浪岡 大釈迦字山田 浪岡地区舗装整備
( その 2) 工事

C

浪岡 浪岡字平野 浪岡地区交通安全施
設整備 (その 1) 工事

C

65 2016.8.3 都市整備部
用地課

青森 大野字前田 土地売買等届出 C

66 2016.8.5 都市整備部
用地課

青森 筒井 3丁目 宅地分譲 C

No.年月日 照会者 地区 計画（照会）地 事業内容･照会目的 回答 遺跡名

67 2016.8.10 都市整備部
道路維持課

青森 金沢 2丁目地内 金沢地区側溝工事 C

青森 三好 2丁目地内 三好地区側溝工事 C

青森 新城地内 新城地区側溝工事 C

青森 富田 5丁目地内 富田地区側溝
（その 2）工事

C

青森 富田 4丁目地内 富田地区側溝
（その 3）工事

C

青森 小柳 2丁目地内 小柳地区側溝
（その 1）工事

B 小柳遺跡

青森 小柳 6丁目地内 小柳地区側溝
（その 2）工事

C

青森 矢田前地内外 矢田前地区外側溝工
事

C

青森 八重田 2丁目地
内

八重田地区側溝工事 C

68 2016.8.12 都市整備部
用地課

青森 大野字前田 土地売買等届出 C

69 2016.8.18 八重田浄化
センター

青森 久栗坂字浜田地
内

公設桝新設工事
No.51

B 久栗坂浜田 (1) 遺
跡

青森 八重田 3丁目地
内

公設桝新設工事
No.57

B 露草遺跡

青森 三内字丸山地内 公設桝新設工事
No.63

B 浪館 (1) 遺跡

青森 本泉 1丁目地内 公設桝新設工事
No.64

B 露草遺跡

青森 里見 1丁目地内 公設桝新設工事
No.65

B 三内丸山 (8) 遺跡

青森 小柳 1丁目地内 公設桝新設工事
No.69

B 小柳遺跡

青森 石江字江渡地内 公設桝新設工事
No.72

B 石江遺跡

青森 富田 2丁目地内 公設桝新設工事
No.26

C

青森 南佃 1丁目地内 公設桝新設工事
No.52

C

青森 原別 4丁目地内 公設桝新設工事
No.53

C

青森 金沢 5丁目地内 公設桝新設工事
No.54

C

青森 岡造道 1丁目地
内

公設桝新設工事
No.55

C

青森 中佃 1丁目地内 公設桝新設工事
No.56

C

青森 新田 2丁目地内 公設桝新設工事
No.59

C

青森 西田沢字浜田地
内

公設桝新設工事
No.60

C

青森 千刈 3丁目地内 公設桝新設工事
No.61

C

青森 大野字金沢地内 公設桝新設工事
No.62

C

青森 金沢 3丁目地内 公設桝新設工事
No.66

C

青森 桜川 8丁目地内 公設桝新設工事
No.67

C

青森 大野字前田地内 公設桝新設工事
No.70

C

青森 桜川 8丁目地内 公設桝新設工事
No.68

C

青森 長島 4丁目地内 公設桝新設工事
No.73

C

青森 青葉 1丁目地内 公設桝新設工事
No.80

C

70 2016.8.24 都市整備部
用地課

青森 野内字浦島 土地売買等届出 C

71 2016.8.31 農林水産部
農業政策課

浪岡 郷山前字村元 浪岡農業振興地域整
備計画①〜③

A 郷山前村元遺跡

青森 新町野字菅谷 青森農業振興地域整
備計画①

B 合子沢松森 (1) 遺
跡

青森 田茂木野字阿部
野

青森農業振興地域整
備計画②

B 田茂木野遺跡

青森 野内字小笹 青森農業振興地域整
備計画③

B 鈴森 (2) 遺跡

72 2016.8.31 都市整備部
用地課

青森 女鹿沢字平野 土地有償譲渡届出 A 長溜池遺跡

73 2016.9.9 都市整備部
道路維持課

青森 小柳 5丁目地内 小柳地区側溝 (3) 工
事

C

青森 卸町地内外 卸町地区外側溝工事 C

74 2016.9.14 八重田浄化
センター

青森 古川 3丁目 管路施設維持修繕工
事（その 32)

C

青森 金沢 2丁目 管路施設維持修繕工
事（その 32)

C

75 2016.10.5 都市整備部
公園河川課

青森 築木館字山ノ井 水路護岸整備事業 A 築木館遺跡

76 2016.10.6 都市整備部
用地課

青森 三内字丸山 土地売買等届出 B 三内丸山 (9) 遺跡

77 2016.10.7 浪岡事務所
都市整備課

浪岡 浪岡字岡田 公園灯設置 A 川原館遺跡

浪岡 本郷字篠原 浪岡地区水路護護岸
整備（その 4）

A 篠原遺跡

浪岡 浪岡字若松 浪岡地区側溝整備
（その 4･5) 工事

C

78 2016.10.13 都市整備部
用地課

青森 鶴ヶ坂字山本 白砂採取 C

青森 大野字山下 土地売買等届出 C

79 2016.10.18 経済部経済
政策課

青森 石江字岡部 温泉法に基づく許可
申請

B 高間 (6) 遺跡、岡
部遺跡

80 2016.10.20 経済部経済
政策課

青森 大野字山下 温泉法に基づく許可
申請

C

81 2016.10.26 都市整備部
用地課

浪岡 杉沢字山元 土地売買等届出 A 山元 (4) 遺跡

浪岡 王魚沢字片子 土地売買等届出 B 片子部谷森遺跡

82 2016.11.14 都市整備部
用地課

青森 岩渡字熊沢 土地売買等届出 C

83 2016.11.18 企業局水道
部整備部

青森 横内字桜峰地内 横内浄水場塩素混和
池更新に伴う倉庫解
体撤去工事

B 桜峯 (2)・(3) 遺
跡

浪岡 五本松字羽黒平
地内

羽黒平水道橋撤去工
事

A 羽黒平 (1) 遺跡

青森 横内字桜峰地内 横内浄水場北欧系沈
殿池本体築造工事

B 桜峯 (2)・(3) 遺
跡

青森 横内字桜峰地内 横内浄水場北欧系沈
殿池及び塩素混和池
更新に伴う配管移設
工事

B 桜峯 (2)・(3) 遺
跡
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No.年月日 照会者 地区 計画（照会）地 事業内容･照会目的 回答 遺跡名

83 2016.11.18 企業局水道
部整備部

青森 矢田字牧原地内 浅虫送水管 ( 矢田地
区配水管 ) 布設工事
その 15

A 山野峠遺跡

青森 久栗坂字久栗坂
山地内

浅虫送水管布設工事
その 16

A 山野峠遺跡

青森 久栗坂字浜田地
内

浅虫サージタンク更
新工事

A 山野峠遺跡

青森 久栗坂字浜田地
内

浅虫サージタンク更
新に伴う電気 ･計装
設備工事

A 山野峠遺跡

青森 旭町 1丁目地内 旭町 1丁目 ( ときわ
保育園北側 ) 地区配
水管布設工事

C

青森 長島 3丁目地内 長島 3丁目 ( 長島小
東側 ) 地区配水管布
設工事

C

青森 造道 3丁目地内 造道 3丁目 ( 造道小
東側 ) 地区配水管移
設工事

B 沢田遺跡

青森 南佃 1丁目地内 佃 3丁目 ( 市保健所
東側 ) 地区配水管布
設工事その 1

A 佃遺跡

浪岡 吉内字山下地内 吉内山下 ( 本郷小北
側 ) 地区配水管移設
工事

C

浪岡 下十川字大沼袋
地内

下十川大沼袋 ( 女鹿
沢公民館南側 ) 地区
配水管布設工事

A 岡田遺跡

浪岡 徳才子字山本地
内

浪岡五所川原道路付
加車線事業に伴う配
水管移設工事

A 野尻 (1) 遺跡

No. 遺跡名 地区
開発事業
内容

通知・
届出者

通知・届出
日

進達日 県通知日
文書番号
( 青教文 )

通知内容

1
銀前田遺
跡

浪岡
水道管布
設

青森市 2016.1.6 2016.1.6 2016.1.14 第 1491 号工事立会

2 小柳遺跡 青森
水道管布
設

青森市 2016.1.6 2016.1.7 2016.1.14 第 1494 号工事立会

3
阿部野（2）
遺跡

青森 車庫建設 個人 2016.1.12 2016.1.13 2016.1.19 第 1509 号慎重工事

4
長溜池遺
跡

浪岡
病院施設
増築（解
体・新築）

独立行
政法人
国立病
院機構
青森病
院

2016.1.26 2016.2.3 2016.1.26 第 1625 号
工事立会

5
高間 (1) 遺
跡

青森 長屋新築 個人 2016.2.10 2016.2.12 2016.2.15 第 1650 号慎重工事

6
新城平岡
（4）遺跡

青森 住宅新築 個人 2016.2.10 2016.2.12 2016.2.15 第 1651 号慎重工事

7

新城平岡
(4) 遺跡

青森
公設桝設
置

青森市 2016.2.18 2016.2.22 2016.2.26 第 1700 号
慎重工事

安田 (1) 遺
跡

青森 工事立会

8
新城平岡
（4）遺跡

青森 住宅新築 個人 2016.2.29 2016.2.29 2016.3.3 第 1735 号慎重工事

9

小柳遺跡 青森
水道管敷
設

青森市 2016.3.1 2016.3.2 2016.3.7 第 1745 号工事立会
安田近野
(2) 遺跡

青森

10 中道遺跡 浪岡
コンビニ
エンスス
トア建築

民間 2016.3.10 2016.3.10 2016.3.17 第 1783 号

サウンディ
ング調査は
慎重工事、
それ以外は
工事立会

11
米山（2）
遺跡

青森

新青森県
総合運動
公園野球
場の整備

青森県
( 東青
地域県
民局 )

2016.3.11 2016.3.15 2016.3.17 第 1803 号発掘調査

12

宮田館遺
跡、米山
(2) 遺跡、
山下遺跡

青森

新青森県
総合運動
公園陸上
競技場等
整備

青森県
( 東青
地域県
民局 )

2016.3.15 2016.3.16 2016.3.18 第 1806 号慎重工事

13
野尻 (1)・
(4) 遺跡・

浪岡

一般国道
101 号浪
岡五所川
原道路付
加車線整
備事業に
伴う仮設
作業

国土交
通省東
北地方
整備局
青森河
川国道
事務所

2016.3.25 2016.3.31 2016.4.4 第 13 号 慎重工事

14
駒込館遺
跡

青森
資材置場
整備

民間 2016.3.30 2016.4.1 2016.4.6 第 20 号 工事立会

15 近野遺跡 青森
老人ホー
ム建設

民間 2016.4.1 2016.4.4 2016.4.6 第 21 号 慎重工事

16 小柳遺跡 青森 側溝整備 青森市 2016.4.5 2016.4.5 2016.4.6 第 34 号 工事立会

17
新城平岡
（4）遺跡

青森 住宅新築 個人 2016.4.8 2016.4.11 2016.4.14 第 108 号 慎重工事

18
雲谷山吹
（1）遺跡

青森

国道 103
号交付金
（交通安
全）工事

青森県
( 東青
地域県
民局 )

2016.4.20 2016.4.28 2016.5.11 第 216 号 慎重工事

19
朝日山
（1）・（2）
遺跡

青森

送電線引
出工事及
び送電線
撤去工事

民間
( 東北
電力株
式会
社）

2016.4.22 2016.4.28 2016.5.11 第 216 号 慎重工事

20 中平遺跡 浪岡 住宅建築 個人 2016.5.11 2016.5.11 2016.5.13 第 246 号 工事立会

21
新町野遺
跡

青森

携帯電話
無線基地
局設置工
事

民間 2016.5.11 2016.5.16 2016.5.20 第 263 号 工事立会

22
浪館（1）
遺跡

青森 住宅建築 個人 2016.5.13 2016.5.16 2016.5.20 第 264 号 慎重工事

23
朝日山
(1)・(2) 遺
跡

青森
建物増築
工事

民間
( 東北
電力株
式会
社）

2016.5.16 2016.5.19 2016.5.27 第 289 号 慎重工事

24
新城平岡
（4）遺跡

青森 住宅建築 個人 2016.5.20 2016.5.23 2016.5.27 第 299 号 慎重工事

No. 遺跡名 地区
開発事業
内容

通知・
届出者

通知・届出
日

進達日 県通知日
文書番号
( 青教文 )

通知内容

25
露草遺跡 青森

公設桝設
置

青森市 2016.5.26 2016.5.27 2016.6.1 第 344 号 工事立会三内沢部
（3）遺跡 青森

26
三内沢部
（2）遺跡

青森 住宅建築 個人 2016.5.30 2016.5.30 2016.6.1 第 345 号 工事立会

27 中平遺跡 浪岡
流・融雪
溝整備の
ため

青森市 2016.5.27 2016.5.31 2016.6.2 第 356 号 工事立会

28

野尻（2)・
(3) 遺跡
源常平遺
跡
山元（3）
遺跡

浪岡
水路・側
溝布設の
ため

青森市 2016.5.26 2016.5.31 2016.6.2 第 357 号

工事立会
〔野尻（2）・
（3）、源常
平遺跡〕
慎重工事
〔山元（3）
遺跡〕

29
山本（2）・
（3）遺跡

浪岡
太陽光発
電施設設
置

民間 2016.5.31 2016.6.1 2016.6.6 第 366 号 慎重工事

30 沢田遺跡 青森
水道管布
設

青森市 2016.6.6 2016.6.6 2016.6.9 第 407 号 工事立会

31
郷山前村
元遺跡

浪岡 住宅建築 個人 2016.6.7 2016.6.9 2016.6.13 第 426 号 工事立会

32
三内丸山
遺跡

青森 植樹 個人 2016.6.8 2016.6.9 2016.6.10 第 427 号 慎重工事

33 露草遺跡 青森 住宅建築 民間 2016.6.2 2016.6.9 2016.6.13 第 436 号 厳重注意

34 中平遺跡 浪岡

既存建物
の解体及
び住宅の
建築

個人 2016.6.14 2016.6.15 2016.6.17 第 475 号 工事立会

35 近野遺跡 青森 住宅建設 個人 2016.6.16 2016.6.16 2016.6.20 第 490 号 厳重注意

36
雲谷山吹
（8）遺跡

青森
緑地公園
整備工事

民間 2016.6.16 2016.6.17 2016.6.20 第 491 号 慎重工事

37
阿部野（1）
遺跡

青森
旧プロパ
ン庫の解
体

青森市 2016.6.20 2016.6.21 2016.6.27 第 510 号 慎重工事

38 沢田遺跡 青森
水道管布
設

青森市 2016.6.21 2016.6.21 2016.6.27 第 511 号 工事立会

39
近野遺跡 青森

公設桝設
置

青森市 2016.6.21 2016.6.21 2016.6.27 第 512 号 工事立会浪館（1）
遺跡

青森

40

下石川平
野遺跡、浪
岡蛍沢遺
跡、旭（2）
遺跡、下下
平遺跡

浪岡
農道及び
配水管の
整備

青森県
( 東青
地域県
民局 )

2016.6.23 2016.6.30 2016.7.4 第 550 号 慎重工事

41
高間（1）
遺跡

青森
共同住宅
建設

個人 2016.7.20 2016.7.21 2016.7.22 第 634 号 慎重工事

42
宮田館遺
跡

青森
木製標柱
設置工事

青森県
動物愛
護セン
ター

2016.8.9 2016.8.15 2016.8.17 第 126 号 厳重注意

43
山元（3）
遺跡

浪岡 側溝設置 青森市 2016.8.1 2016.8.10 2016.8.5 第 708 号 慎重工事

44 野内遺跡 青森
遊具撤去
工事

青森市 2016.8.24 2016.8.25 2016.9.1 第 799 号 慎重工事

45 戸山遺跡 青森 住宅建替 民間 2016.8.26 2016.9.2 2016.9.6 第 834 号 慎重工事

46 篠塚遺跡 青森 ほ場整備

青森県
( 東青
地域県
民局 )

2016.9.1 2016.9.5 2016.9.7 第 838 号 発掘調査

47
葛野（1）
遺跡

青森
療護園増
築

民間 2016.9.12 2016.9.14 2016.9.23 第 902 号 工事立会

48 近野遺跡 青森
アパート
建築工事

民間 2016.9.12 2016.9.13 2016.9.23 第 897 号 慎重工事

49
郷山前村
元遺跡・

浪岡
コンクリ
ート柱新
設

民間
( 東北
電力株
式会
社）

2016.9.14 2016.9.16 2016.9.21 第 921 号 工事立会

50
葛野（1）
遺跡

青森
散策庭園
の整備

民間 2016.9.26 2016.9.29 2016.9.30 第 964 号 慎重工事

51
築木館遺
跡

青森 河川浚渫 青森市 2016.10.6 2016.10.7 2016.10.11 第 1015 号工事立会

52 近野遺跡 青森
アパート
建築

個人 2016.10.25 2016.10.27 2016.11.1 第 1100 号工事立会

53

西田沢（1）
遺跡・山辺
遺跡・西田
沢（3）遺
跡・夏井田
（9）遺跡・
飛鳥（2）
遺跡・瀬戸
子（1）遺
跡・瀬戸子
（2）遺跡

青森
水田暗渠
排水工事

奥内土
地改良
区

2016.10.31 2016.11.1 2016.11.2 第 1116 号工事立会

54
三内沢部
（1）遺跡

青森
三内地区
外側溝工
事

青森市 2016.11.4 2016.11.7 2016.11.8 第 1143 号工事立会

55
三内丸山
遺跡

青森
県総合運
動公園改
修工事

青森県
( 東青
地域県
民局 )

2016.11.4 2016.11.8 2016.11.9 第 1154 号
工事立会
（県）

56
野尻（4）
遺跡

浪岡 工場建設 民間 2016.11.2 2016.11.14 2016.11.21 第 1193 号

工場部分は
慎重工事、
駐車場部分
は発掘調査

57
三内丸山
遺跡

青森
縄文時遊
館増築工
事

青森県 2016.11.7 2016.11.14 2016.11.15 第 1181 号慎重工事

58
新城平岡
（4）遺跡

青森 住宅建築 個人 2016.11.11 2016.11.14 2016.11.21 第 1194 号慎重工事

59 小柳遺跡 青森
個人住宅
建築

個人 2016.11.15 2016.11.16 2016.11.21 第 1195 号厳重注意

60
羽黒平（1）
遺跡

浪岡
水道管布
設

青森市 2016.11.24 2016.11.25 2016.11.28 第 1213 号工事立会

61 小柳遺跡 青森
駐車場設
置、物置
解体

民間 2016.11.24 2016.11.25 2016.11.29 第 1212 号工事立会

62 沢田遺跡 青森 住宅解体 個人 2016.12.13 2016.12.13 2016.12.14 第 1309 号慎重工事

63
三内丸山
（8）遺跡

青森

既存建物
解体・サ
ウンディ
ング調査、
住宅建築

民間 2016.12.9 2016.12.13 2016.12.16 第 1312 号
厳重注意　　　
慎重工事
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老人ホーム

小金沢

遺跡番号　　 201-440

遺 跡 名　　　 月見野（7）遺跡

所 在 地　　　 青森市大字駒込字月見野

種　　別　　　　 散布地 

時　　代　　　　 縄文

遺　  物　　　　 縄文土器

登録年月日 　 平成28年10月4日(青教文第908号）

備　　考　　　　 現地踏査・試掘調査による。

遺跡番号　　 201-441

遺 跡 名　　　 桜峯（３）遺跡

所 在 地　　　 青森市大字横内字桜峰

種　　別　　　　 散布地

時　　代　　　　 縄文（中）

遺　  物　　　　 縄文土器

登録年月日  平成29年1月10日(青教文第1379号）

備　　考　　　　　現地踏査による。

第１図　月見野（７）遺跡範囲(S=1/25,000)

第２図　桜峯（３）遺跡範囲(S=1/25,000)
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第Ⅱ章　埋蔵文化財包蔵地の登録等

第Ⅱ章　埋蔵文化財包蔵地の登録等
　青森市内における周知の埋蔵文化財包蔵地（以下、

遺跡とする）は、昨年度報告時（平成 28年 1月 31

日現在）422 遺跡（青森地区 320 遺跡、浪岡地区

102 遺跡）であった（青森市教育委員会 2016）。

第１節　新規登録遺跡

　今年度、青森市教育委員会が実施した試掘調査お

よび現地踏査（工事立会い）の結果、月見野 (7) 遺

跡〔つきみの〕（201-440）、桜峯 (3) 遺跡〔さくらみね〕

（201-441）の 2遺跡を新規登録した。

第２節　範囲変更遺跡

　範囲変更遺跡は、青森県教育委員会で三内遺跡

（201-019）、米山 (2) 遺跡（201-276）、山下遺跡

（201-277）、玉水 (4) 遺跡（201-280）、上野尻遺跡

（201-281）、三本木遺跡（201-299）の 6 遺跡が変

更されている。

　青森市教育委員会が実施した試掘・確認調査の結

果、近野遺跡（201-065）、安田近野 (2)遺跡（201-309）

2 遺跡の範囲を変更した。

　なお、今年度は新規登録に伴う名称変更が生じて

いない。

　平成 29 年 1 月 31 日現在、青森市内における周

知の埋蔵文化財包蔵地は 424 遺跡（青森地区 322

遺跡、浪岡地区 102 遺跡）である。
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遺跡番号　　  201-309

遺 跡 名　　　 安田近野(2)遺跡

所 在 地　　　 青森市大字安田字近野

種　　別　　　　  散布地

時　　代　　　　　縄文（前）

遺　  物　　 　  縄文土器・石器

登録年月日　 平成28年10月4日(青教文908号）

備　　考　　　　　工事立会・試掘調査結果による。

遺跡番号　　  201-065

遺 跡 名　　　 近野遺跡

所 在 地　　　 青森市大字安田字近野

種　　別　　　　　集落跡

時　　代　　　　　縄文（前～晩）・弥生（中・後）・平 安

遺　  物　　　　 縄文土器・石器・土師器・陶磁器等

登録年月日　 平成28年10月4日(青教文908号）

備　　考　　　　　試掘・確認調査による。

第３図　近野遺跡変更後遺跡範囲(S=1/25,000)

第４図　安田近野(2)遺跡変更後遺跡範囲(S=1/25,000)
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第5図　中道遺跡トレンチ配置図
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第Ⅲ章　分布・試掘・確認調査

第１節　分布調査

　調査は、今後開発が予想される地域における未発

見の遺跡の新規登録などを目的として、主に重点地

域であった青森南部地区を中心に踏査しているが、

他に各種開発行為に即した踏査を実施している。

　今年度は、前章のとおり青森地区南部の月見野

(7)遺跡・桜峯 (3)遺跡の2遺跡が新規登録となった。

また、埋蔵文化財包蔵地の隣接地についても工事対

象地の立会いと周辺の踏査を実施した。

　その他、昨年度と同様に踏査途中に周知の埋蔵文

化財包蔵地内で無届の開発行為が行われているのを

確認し、急遽協議対応し顛末書と届出が提出された

事例がある。

第Ⅲ章　分布・試掘・確認調査
第２節　試掘・確認調査

１. 中道遺跡

a. 調査概要

・・・調査地：青森市浪岡大字北中野字下嶋田 1-1 ほか

・・・開発行為：店舗建設

・・・調査日：平成 28 年 3月 1日

・・・調査面積：62.3㎡

b. 調査に至る経緯

　平成 28 年 2 月 15 日、当課に店舗建設に係る周

知の埋蔵文化財包蔵地の有無照会があり、遺跡地図

との照合の結果、中道遺跡に該当していることが判

明した。協議の結果、確認調査を実施することとし



写真1　トレンチ1　(E→） 写真2　トレンチ2　(N→） 写真3　トレンチ3　(NW→）

写真4　トレンチ4　(N→） 写真5　トレンチ5　(N→） 写真6　トレンチ6　(NW→）

写真7　トレンチ7　(W→） 写真8　トレンチ8　(S→） 写真9　トレンチ9　(SW→）

写真10　トレンチ10　(SW→） 写真11　トレンチ11　(NW→） 写真12　トレンチ12　(NW→）

写真13　トレンチ13　(SW→） 写真14　トレンチ14　(N→） 写真15　トレンチ15　(SE→）

写真16　トレンチ16　(SE→） 写真17　トレンチ17　(N→） 写真18　作業風景　(E→）

写真1～18　中道遺跡
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た。

c. 調査方法

　対象面積 1,390㎡に対し、任意にトレンチを 17

箇所設定し、重機及び人力により掘削した。

d. 調査結果

　調査区上層は攪乱されていたが、下層はプライ

マリーな堆積が残存しており、1、4、17T を除

いて古代と考えられる遺構を確認した。各トレン

チの地表面〜遺構面までの深さ及び確認した遺

構は、1T=120㎝、2T=90㎝ - 溝跡 1・ピット 1、

3T=130㎝ - 溝跡 2、4T=120㎝、5T ＝ 90㎝ - 溝跡

1、6T=100㎝ - ピット 1、7T=100㎝ - 溝跡 1・ピ

ット 4、8T=90㎝ - 土坑 2・ピット 4、9T=120㎝ -

ピット 3、10T=60㎝ - 溝跡 1・ピット 1、11T=80

㎝ - 土坑 1、12T=130㎝ - 溝跡 1、13T=120㎝ - 溝

跡 1、14T=100㎝ - 溝跡 1、15T=70㎝ - ピット 2、

16T=70㎝ - 土坑 1・ピット 2、17T=70㎝であった。

店舗建設に係る基礎の深さは 65㎝であり、遺構確

認面までの深さが最も浅かったのは 10Tの・60㎝で

あったが、現地表面に 30㎝盛土して建設する計画

であり、遺構確認面が保護されると考えられること

から、工事立会いが望ましいと判断した。・（設　楽）

２．葛野（1）遺跡

a. 調査概要

　調査地：青森市大字大別内字葛野 173-1

　開発行為：障害者支援施設増築・造成

　調査日：平成28年3月25日（1次）、6月23日（2次）

　調査面積：156㎡（1次）、120㎡（2次）

b. 調査に至る経緯

　平成 28 年 2 月 17 日に当課に障害者支援施設増
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第7図・写真19　葛野(1)遺跡出土遺物
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築・造成に係る周知の埋蔵文化財包蔵地の有無照会

があり、遺跡地図と照合した結果、葛野（1）遺跡

に一部該当していることが判明した。協議の結果、

確認調査を実施することとした。その後、造成区域

が一部北側へ拡大する計画となったことに伴い、確

認調査を実施した。

c. 調査方法

　対象地 2,282.74㎡に対し、任意にトレンチを 1

回目 28 箇所、2 回目 17 箇所、計 45 箇所設定し、

重機及び人力により掘削した。

d. 調査結果

　1次調査部分は概ねプライマリーな堆積状況で、

2次調査部分も東側に設定したトレンチで１ｍ程度

の盛土が認められたものの、下層はプライマリー

な堆積状況を呈しており、縄文時代前期と考えら

れる竪穴住居跡などを確認した。各トレンチの地

表面〜遺構面までの深さ及び確認した遺構・遺物

は、1T ＝ 30㎝ - 溝跡 1、2T ＝ 150㎝、3T ＝ 150

㎝、4T ＝ 120㎝、5T ＝ 100㎝、6T ＝ 50㎝ - 縄文

土器、7T=70㎝、8T=200㎝、9T=110㎝、10T=100㎝、

11T=120 ㎝、12T=100 ㎝、13T=120 ㎝、14T=100

㎝、15T=100㎝、16T=40㎝ - 溝跡 1・縄文土器、

17T=110 ㎝、18T=70 ㎝、19T=50 ㎝ - 縄 文土器、

20T=100㎝ - 縄文土器多量、21T=130㎝ - 縄文土器

多量、22T=90㎝ - 縄文土器多量、23T=90㎝ - 縄文

土器多量、24T=150㎝ - 竪穴住居跡 1・縄文土器多

量、25T=160㎝ - 縄文土器多量、26T=100㎝ - 地

床炉 1・縄文土器多量、27T=120㎝ - 埋設土器遺

構 1・ピット 2・縄文土器、28T=100㎝ - 土坑 1・

縄文土器、29T=130㎝ - 竪穴住居跡 1、30T=160

㎝ - 土坑 1、31T=180㎝ - ピット 3、32T=220㎝、

33T=120㎝ - ピット 3、34T=100㎝ - 焼土 1・ピッ

ト 3、35T=120㎝ - 土坑 1、36T=100㎝ - 竪穴住居

跡 1・ピット 2、37T=30㎝ - 竪穴住居跡 1・ピッ

ト 1、38T=50㎝、39T=20㎝ - 焼土 2・ピット 5、

40T=50㎝ - 焼土 1・ピット 2、41T=40㎝ - 竪穴住

居跡 1・土坑 2・溝跡 1・ピット 2、42T=30㎝ - 溝

跡 1・ピット 2、43T=40㎝ - 竪穴住居跡 1・ピット

3、44T=30㎝ - 土坑 1、45T=40㎝ - 竪穴住居跡 1で

あった。以上の結果を踏まえ、調査区北側と南側か

ら縄文時代の竪穴住居跡や土坑等を確認したことか

ら、それ以外の範囲に増築・造成部分をおさめるも

のとし、工事に際しては工事立会が望ましいと判断

した。　　　　　　　　　　　　　　　　（設　楽）
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３. 駒込館遺跡

a. 調査概要

　調査地：青森市大字駒込字月見野 40-3

　開発行為：資材置場整備

　調査日：平成 28年 3月 28 日

　調査面積：230.6㎡

b. 調査に至る経緯

　平成 28年 3月 23 日に当課に資材置場整備に係

る周知の埋蔵文化財包蔵地の有無照会があり、遺跡

地図と照合の結果、駒込館遺跡に該当していること

が判明した。協議の結果、確認調査を実施すること

とした。

c. 調査方法

　対象地 3,788㎡に対し、任意に 13箇所のトレン

チを設定し、重機及び人力により掘削した。

d. 調査結果

　調査区西端を除いて概ねプライマリーな堆積状況

を呈しており、2〜 4、6Tより浅いピット状の落

ち込みを確認したが、土層にしまりがなく、トレ

ンチ内を含めて遺物を全く確認できなかったこと

から、植林等によるものと考えられる。地表面〜

地山までの深さは１T：80・㎝、2T：55㎝、3T：45

㎝、4T：45㎝、5T：45㎝、6T：65㎝、7T：55㎝、

8T：65㎝、9T：70㎝、10T：75㎝、11T：65㎝、

12T：75㎝、13T：30㎝であった。以上の結果を踏

まえ、工事立会が望ましいと判断した。・・( 設　楽）
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4. 小柳遺跡

a. 調査概要

　調査地：青森市小柳二丁目

　開発行為：配水管布設

　調査日：平成 28年 4月 11 日〜 18 日

　調査面積：・22.8㎡

b．調査に至る経緯

　平成 27年 12 月 17 日付け青水整第 189 号で青森

市企業局水道整備課長から平成 28年度に予定され

ている上水道工事予定地内での埋蔵文化財包蔵地の

有無照会が行われた。照会の結果、工事予定地の中

で小柳遺跡〔青森県遺跡台帳番号 201-059〕内での

工事が計画されていることが判明し、協議が必要な

旨を回答した。協議の中で、工事は、既設配水管の

上面に新規配水管を埋設する計画であるものの、埋

蔵文化財に関する既往の調査は実施されていなかっ

たこと、平成 26年度に近隣の配水管工事の際に平

安時代の遺物が出土した事例があることから、掘削

に際し、工事立会いを基本とするものの、既設配水

管の確認作業に併せて予定地に対し確認調査を実施

することとした。
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c. 調査方法

　配水管布設予定路線 470 ｍに対し、既設配水管

の接続状況を確認する地点にトレンチを 24箇所設

定し、重機および人力による掘削を実施した。調査

面積は 22.8㎡である。



●

●

●

1T

2T

3T

200m0

201久栗坂浜田（２）遺跡

001山野峠遺跡
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d．調査結果

　既設配水管設置時に大部分が掘削・破壊されてお

り、既設管の深さに応じ 85〜 135cm程度の深度

で掘削を行ったが、遺構は確認されなかった。・・　

遺物については、トレンチ６で平安時代の土師器が

２点堆積土中から出土した。また、トレンチ 20周

辺から縄文土器と土師器が１点ずつ表採された。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（木　村）

　

5. 久栗坂浜田地区

a. 調査概要

　調査地：青森市大字久栗坂字浜田

　開発行為：配水管布設

　調査日：平成 28年 4月 20 日

　調査面積：・5.4㎡

b．調査に至る経緯

　前項の小柳遺跡同様に、平成 27年 12 月 17 日付

け青水整第 189 号で青森市企業局水道整備課長か

ら照会のあった平成 28年度予定の上水道工事予定

地について、久栗坂浜田地区での配水管布設の計画

が確認された。

　工事予定地は、周知の埋蔵文化財包蔵地内ではな

いが、山野峠遺跡〔青森県遺跡台帳番号 201-001〕

と久栗坂浜田（2）遺跡〔青森県遺跡台帳番号 201-

201〕の間にあたる地点であり、未発見の埋蔵文化

財包蔵地が包蔵されている可能性があることから、

協議の結果、試掘調査を実施することとした。

c. 調査方法

　配水管布設予定路線 750 ｍに対し、既設配水管

の接続状況を確認する地点にトレンチを 3箇所設

定し、重機および人力による掘削を実施した。

調査面積は 5.4㎡である。

d．調査結果

　既設配水管設置時に大部分が掘削・破壊されてお

り、既設管の深さに応じ 85〜 253cm程度の深度

で掘削を行ったが、遺構・遺物の確認はなかった。・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（木　村）

6. 矢田地区

a. 調査概要

　調査地：青森市大字矢田字大柳・牧原

　開発行為：配水管布設

　調査日：平成 28年 4月 21 日 (1 次 )

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 月 13・14 日 (2 次 )・

　調査面積：・5.1㎡ (1 次 )

・・・・・・・・・・・・・・・・・・9.9㎡ (2 次 )
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b．調査に至る経緯

　前項・前々項と同様に、平成 27年 12 月 17 日付

け青水整第 189 号で青森市企業局水道整備課長か

ら照会のあった平成 28年度予定の上水道工事予定

地について、矢田地区での配水管布設の計画が確認

された。

　工事予定地は、周知の埋蔵文化財包蔵地内では

ないが、周辺には長森遺跡〔青森県遺跡台帳番号

201-002〕や上野尻遺跡〔青森県遺跡台帳番号 201-

281〕が所在しており、未発見の埋蔵文化財包蔵地

が包蔵されている可能性があることから、協議の結

果、試掘調査を実施することとした。

c. 調査方法

　配水管布設予定路線 690 ｍに対し、既設配水管

の接続状況を確認する地点にトレンチを 11箇所（1

次：4、2次：7）設定し、重機および人力による掘

削を実施した。調査面積は 15㎡（1次 5.1㎡、2次

9.9㎡）である。

d．調査結果

　既設配水管設置時に大部分が掘削・破壊されて

おり、既設管の深さに応じ 78〜 182cm程度の深

度で掘削を行ったが、遺構遺物の確認はなかった。

2-4T では一部でプライマリーな砂層の検出が認め

られた。また東側の 2-5T 〜 2-7T の部分は粘性土

を主体とする基盤層の上部に青灰色粘質土および黒

色腐植土層がプライマリーに堆積している状況を確

認した。　　　　　　　　　　　　　　　（木　村）
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7. 新町野遺跡

a. 調査概要

　調査地：青森市大字合子沢字松森 298-1

　開発行為：携帯電話無線基地局設置工事

　調査日：平成 28年 4月 25 日

　調査面積：4.9㎡

b. 調査に至る経緯

　平成 28年 1月に当課に携帯電話無線基地局設置

工事に係る周知の埋蔵文化財包蔵地の有無照会があ

り、遺跡地図と照合の結果、新町野遺跡に一部該当

していることが判明した。協議の結果、確認調査を

実施することとした。

c. 調査方法

　対象地 12㎡に対し、任意にトレンチ 2箇所を設

定し、重機及び人力により掘削した。

d. 調査結果

　地表面から地山までの深さは 1T：120㎝、2T：

120㎝で、概ねプライマリーな堆積状況であったが、

遺構・遺物は確認できなかった。以上の結果を踏ま

え、工事立会が望ましいと判断した。　　（設　楽）

8．安田近野 (2) 遺跡

ａ．調査概要

　所在地：青森市大字安田字近野

　開発行為：配水管布設

　調査日：平成 28年 6月 6日〜 10 日

　調査面積：24.1㎡

b．調査に至る経緯

　第 4〜 6項と同様に、平成 27年 12 月 17 日付け

青水整第 189 号で青森市企業局水道整備課長から

照会のあった平成 28年度予定の上水道工事予定地

について、安田地区での配水管布設の計画が確認さ

れた。

　工事予定地は、周知の埋蔵文化財包蔵地内である

安田近野 (2) 遺跡〔青森県遺跡台帳番号 201-309〕

内の地点も含まれていたが、既往の発掘調査等の調

査事例がなく、遺跡の範囲外に未発見の埋蔵文化財

包蔵地が包蔵されている可能性があることから、協

議の結果、試掘・確認調査を実施することとした。

c. 調査方法

　配水管布設予定路線 577 ｍに対し、既設配水管

の接続状況を確認する地点にトレンチを 28箇所設
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定し、重機および人力による掘削を実施した。調査

面積は 24.1㎡である。なお、調査に際し、掘削を

行った上水道の施工業者の工程の都合上、二班体制

で掘削が進行したため、トレンチ番号については、

班名としてA・Bをトレンチ番号の先に付し区分し

た。

d．調査結果

　既設配水管設置時に大部分が掘削・破壊されてお

り、既設管の深さに応じ 76〜 124cm程度の深度

で掘削を行ったが、遺構の確認はなかった。丘陵の

頂部に相当するトレンチA-12・B-4 〜 B-7・8・9

では上面の削平があり、プライマリーな黒色土の堆

積土はほとんど残存していない状態である。トレン

チA-3 南側、A-10 南側、B-6 北側、B-9 南側など

周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲外を含む地点から縄

文土器が表採できた。また、東側へ傾斜する斜面下

方に相当するトレンチ B-10・12・13 は、黒色腐植

土が 75〜 85cm程度堆積しており、黒色土中から

縄文土器が出土した。

　本調査結果を基に遺跡範囲を拡張した。（第Ⅱ章

第２節参照）　　　　　　　　　　　　　（木　村）

9. 雲谷山吹（8）遺跡

a. 調査概要

　調査地：青森市大字雲谷字山吹 93-3

　開発行為：緑地公園整備

　調査日：平成 28年 6月 16 日

　調査面積：21.6㎡

b. 調査に至る経緯

　平成 28年 5月に当課に緑地公園整備に係る周知

の埋蔵文化財包蔵地の有無照会があり、遺跡地図と

照合の結果、雲谷山吹 (8) 遺跡に該当していること

が判明した。協議の結果、確認調査を実施すること

とした。

c. 調査方法

　対象地 1,850㎡のうち、浸透桝及び透水管部分に

対して、任意にトレンチ 8箇所設定し、重機及び

人力により掘削した。

d. 調査結果

　調査区西側の 2、3Tでは 1.6m以上の盛土によ

って地山が確認できなかったが、その他のトレンチ
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では表層の盛土を除いて概ねプライマリーな堆積状

況であった。地表面〜地山までの深さは、1T：120㎝、

4T：70㎝、5T：130㎝、6T：180㎝、7T：130㎝、

8T：100㎝であった。以上の結果を踏まえ、1、4

〜 8Tで遺構・遺物を確認できなかったことに加え、

2、3Tについては施設の掘削深度が地山に達しな

いことが確認できたことから、工事に際しては慎重

工事が望ましいと考えられる。　　　　　（設　楽）

10．築木館遺跡隣接地

ａ．調査概要

　所在地：青森市大字築木館字山ノ井

　開発行為：河川護岸工事

　調査日：平成 28年 6月 17 日

　調査面積：12.4㎡

b．調査に至る経緯

　青森市都市整備部公園河川課は、平成 28年 4月

25 日付けで大辺田貝川護岸工事予定の 2箇所につ

いて埋蔵文化財包蔵地の有無確認の照会があった。

照会したところ、一つは築木館遺跡〔青森県遺跡台

帳番号 201-041〕に該当、もう一つは築木館布引遺

跡〔青森県遺跡台帳番号 201-004〕に隣接している

ため協議が必要の旨を回答した。協議において、当

初築木館遺跡に該当していると回答した地点につい

て、詳細な図面の提示により再確認したところ、周

知の埋蔵文化財包蔵地外の近接した地点であること

が判明した。ただ、対象地点の東側部分では河川の

中に周知の埋蔵文化財包蔵地が含まれていたことか

ら、試掘調査を実施することとした。

c. 調査方法

　河川の河床部に相当し、礫が厚く堆積しているこ

とが想定されたため、重機による掘削を２箇所で行

った。調査面積は 12.4㎡である。
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d．調査結果

　いずれの地点も礫・砂利の堆積が厚く、工事に必

要な掘削深度 95cm程度でも地山面は確認されず、

遺構・遺物とも検出されなかった。・・・・・・・・（木　村）

11. 近野遺跡①

a. 調査概要

　調査地：青森市大字安田字近野 241-1・276-1

　開発行為：アパート建設

　調査日：平成 28年 7月 12 日

　調査面積：26.7㎡

b. 調査に至る経緯

　平成 27年度に近野遺跡および隣接地で介護福祉

施設建設予定があり、試掘・確認調査を実施した（青

森市教育委員会 2016)。その際の調査対象地は施設

建設予定地のみを対象とし、北側の地点は、開発予

定者の都合により除外となっていた。平成 28年度

に入り、北側の地点について別途アパートを建設す

る計画で再度協議となり、協議の結果、試掘・確認

調査を実施することとした。

c. 調査方法

　対象地 2,610㎡のうち、一部は平成 12年度に青

森市教育委員会が実施した試掘・確認調査（青森市

教育委員会 2000）で掘削調査した地点が含まれる。

大部分が廃材等による盛土が行われていたため、盛

土が確認できる地点と盛土のない北側の地点で任意

にトレンチ 4箇所設定し、重機及び人力により掘

削した。

d. 調査結果

　トレンチ 1＝深さ 422cm、土器片 36 点・石器 2

点。トレンチ 2＝ 401cm、土器片 39 点・石器 3点。

トレンチ 3＝ 394cm、土器片 2点。トレンチ 4＝

357cm、土器片 2点。

　平成 27 年度実施の前調査では、各トレンチで２

ｍ程度の盛土、その直下に５ｍ以上の厚い堆積土が

堆積する谷地形であることが確認されているが、本

調査においてもトレンチ１〜３の地点では若干浅い

ものの１ｍ程度の盛土が堆積し、直下には３ｍ以上

の黒色腐植土〜茶褐色腐植土・有機物層（埋没木・

堅果類含む）〜灰色粘質土の堆積が確認された。最

下層の灰色粘質土及びその直上の堆積土からは縄文

時代前期を主体とする縄文土器が出土した。また北

側のトレンチ４の地点では厚い盛土が確認されず

（30cm程度のシラス土が堆積）、黒色腐植土〜赤茶

褐色腐植土（有機物混じり・埋没木・堅果類等含む）

〜灰色粘質土の堆積が認められた。

　調査結果を基に開発予定者と協議を続け、開発計

画が地下の埋蔵文化財に影響が及ばない深度での開

発に留めるよう設計変更し、開発予定者から平成

28年 9月 12 日付けで発掘届が提出され、平成 28

年 9月 23 日付け青教文第 897 号で「慎重工事」の

通知が伝達されている。　　　　　　　　（木　村）
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写真129　トレンチ2-1(N→) 写真130　トレンチ2-7(S→) 写真131　トレンチ2-7(E→)

写真132　トレンチ2-13(N→) 写真133　トレンチ2-17(N→) 写真134　トレンチ2-18(S→)

写真135　トレンチ1-1(E→) 写真136　トレンチ1-3上面(S→) 写真137　トレンチ1-5(S→)

写真138　トレンチ1-8(E→) 写真139　トレンチ1-11(E→) 写真140　トレンチ1-12(S→)

写真129～140　沢田遺跡
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12．沢田遺跡

ａ．調査概要

　所在地：青森市造道三丁目

　開発行為：配水管布設

　調査日：平成 28年 7月 25 日〜 29 日（一次）

　　　　　平成28年8月17日〜19日・9月8日（二次）

　調査面積：33.3㎡ (一次：20.8㎡・二次；12.5㎡ )

b．調査に至る経緯

　第 4〜 6・8項と同様に、平成 27年 12 月 17 日

付け青水整第 189 号で青森市企業局水道整備課長

から照会のあった平成 28年度予定の上水道工事予

定地について、造道地区での配水管布設の計画が確

認された。

　工事予定地は、周知の埋蔵文化財包蔵地内である

沢田遺跡〔青森県遺跡台帳番号 201-051〕が含まれ

ていた。平成 26年度に近接の公売予定地の確認調

査で平安時代の遺構・遺物が確認されていること

（青森市教育委員会 2015) から、協議の結果、試掘・

確認調査を実施することとした。

c. 調査方法

　配水管布設予定箇所は、工事の発注上二工区に分

かれる形となったことから、それぞれの工区単位に

施工業者が決定後、試掘・確認調査の対応となった。

そのため、その１（北側）・その２〔南側）とされ

た工区のうちその２側の工区が先行して施工される

こととなり、一次調査がその２工区、二次調査がそ

の１工区となった。その 2工区は、遺跡南側の路線

399 ｍに対し、既設配水管の接続状況を確認する地

点を中心にトレンチを 20箇所設定し、重機および

人力による掘削を実施した。調査面積は 20.8㎡で

ある。二次調査のその 1工区は、遺跡の北側の路線

330 ｍに対し、既設配水管の接続状況を確認する地
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第19図・写真141　沢田遺跡出土遺物

第18図　沢田遺跡トレンチ配置図
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点を中心にトレンチを 14箇所設定し、重機および

人力による掘削を実施した。調査面積は 12.5㎡で

ある。トレンチ番号については、工区番号をトレン

チ番号の先に付し区分した。
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第20図　横内城跡トレンチ配置図
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d．調査結果

　既設配水管設置時に大部分が掘削・破壊されてお

り、既設管の深さに応じ 75〜 228cm程度の掘削

を行ったが、いずれのトレンチからも遺構の確認は

なかった。2-9T では深さ 80cmで地山を確認した。

また、1-3T では深さ 50cmで浜堤の砂層の上面を

確認し、付近一帯は浜堤が分布している状態である。

また、砂層はその２工区の南側のエリア（2-1T 〜

2-14T 側 ) でも検出しており、遺跡周辺一帯は砂層

が基盤となっているものと推測される。トレンチ

2-1T からは土師器甕の体部破片が出土したが、撹

乱された地点からの出土で、周辺から他の遺物の出

土が認められなかったことから、遺跡範囲の拡張に

ついては留保し、今後の周辺での試掘・確認調査を

踏まえた判断とすることとした。　　　　（木　村）

13．横内城跡

ａ．調査概要

　所在地：青森市大字横内字亀井

　開発行為：仏堂及び庫裡建設

　調査日：平成 28年 8月 2日

　調査面積：27.2㎡

b．調査に至る経緯

　昨年度確認調査（青森市教育委員会 2016）を実

施し、今年度当初発掘調査を実施する予定であった

露草遺跡〔青森県遺跡台帳番号 201-051〕について、

調査委託者側の都合により発掘調査が中止となっ

た。ただ、周辺地域は、開発の頻度が高い地域でも

あったことから現地確認を平成 28年 5月 24 日に

実施したところ、昨年度確認調査を実施した地点の



写真142　調査前風景(S→) 写真143　トレンチ1(S→) 写真144　トレンチ1セクション(E→)

写真145　トレンチ2(S→) 写真146　トレンチ3(S→) 写真147　トレンチ4(S→)

写真148　トレンチ5(S→) 写真149　トレンチ5内溝跡セクション(W→) 写真150　トレンチ6(S→)

写真151　トレンチA(N→) 写真152　トレンチA(W→) 写真153　掘削状況(N→)

写真142～153　横内城跡
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隣接地で、個人住宅の建設が進められていることを

確認した。開発業者を特定し、協議したところ、平

成 28年 6月 2日付けで顚末書付きの届出書が提出

され、平成28年6月13日付け青教文第436号で「厳

重注意」の通知を届出者に伝達した。この協議の中

で、間に入った設計業者から、市内横内地区の横内

城跡〔青森県遺跡台帳番号 201-174〕内での仏堂等

を建設する計画で、手続の最中である話題がでた。

　開発予定者の寺院関係者等と協議を進めたとこ

ろ、開発予定地は、過去に当委員会が発掘調査を

実施したエリア（青森市教育委員会 1987) とは地

点が異なる未調査地であることや、今後の開発計

画との調整を図る基礎資料を得るために確認調査

を実施することとした。

c. 調査方法

　対象地について任意に 7箇所トレンチを設定し、

重機および人力により掘削を行った。

d．調査結果

　調査地点は、地山面までの深さが 38〜 76cm程

度であった。トレンチ 5から溝を 1基検出し、他

のトレンチからは、柱穴及び土坑状の掘削痕跡を確

認した。堆積土中からは遺物は出土しておらず、密

度はやや疎らな状況である。仏堂建設予定地であ

るトレンチAは、アスファルト・砕石等の路盤が

10cm程度で、その直下に 20cm程度の包含層が存

在する。竪穴状の性格不明遺構と柱穴を確認した。

確認調査結果を基に協議を行い、開発計画が地下の

埋蔵文化財に影響が生じない工法に変更する話とな

ったが、途中、設計業者の変更が生じる（平成 28

年 8月 24 日に同一地について埋蔵文化財の有無照

会有）など調整に時間を要した。最終的に、当初の

設計業者に話が戻り、地下の埋蔵文化財に影響が生

じない設計案を基に、平成 29年 1月 24 日付けで

発掘届が提出された。　　　　　　　　　（木　村）
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14．月見野 (7) 遺跡

ａ．調査概要

　所在地：青森市大字駒込字月見野

　開発行為：合葬墓建設

　調査日：平成 28年 8月 8日〜 10 日

　調査面積：365.4㎡

b．調査に至る経緯

　平成 28年 4月 21 日に青森市市民生活部生活安

心課から当課に月見野地区に所在する月見野霊園内

で、合葬墓を建設する計画があり、予定地内につい

て周知の埋蔵文化財包蔵地の有無照会があった。遺

跡地図と照合したところ、周知の埋蔵文化財包蔵地

には含まれていないが、月見野霊園の周辺には、数



写真154　調査前風景(N→) 写真155　トレンチ5(N→) 写真156　トレンチ8(N→)

写真157　トレンチ12(N→) 写真158　トレンチ14(N→) 写真159　トレンチ16(N→)
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多くの周知の埋蔵文化財包蔵地が所在しており、本

市で埋蔵文化財に関する保護部局が設立前に霊園が

供用（昭和 45年）されていたことから、霊園敷地

内でも埋蔵文化財包蔵地の所在の可能性が想定され

た。大部分が霊園造成時に削平されているものの、

合葬墓予定地周辺も含めた地域を現地踏査したとこ

ろ、予定地周辺から縄文土器が表面採集され、月見

野（7）遺跡として新規登録される方向性となった。

踏査結果を踏まえ、生活安心課と協議をしたところ、

合葬墓建設予定地について、試掘・確認調査を実施

することとした。

c. 調査方法

　約 4,600㎡程の敷地に 200㎡ほどの施設を建設す

る予定であるが、園路等も整備することから、敷地

全体を対象にトレンチを 49箇所設定し、重機およ

び人力により掘削した。調査面積は365.4㎡である。

d．調査結果

　調査地点は、地山面までの深さが 30〜 60cm程

度と浅く、元々の地表面に堆積していた土が除去さ

れた可能性がある。しかし、遺構確認面からは土坑

や溝跡などの遺構を検出し、南西に相当するトレン

チ 29の地点からは縄文時代の陥し穴に相当するT

ピットを検出して、遺跡であることは裏付けられた。

　ただし、トレンチから遺物が出土せず、対象地周

辺で縄文土器が数片採集された程度であることか

ら、散布地的な縁辺部の様相を呈する。調査の結果

を受けて、月見野（7）遺跡〔青森県遺跡台帳番号

201-440〕( 第Ⅱ章参照）として新規登録された。

　開発計画については、調査の結果を受けて地下の

埋蔵文化財に影響が生じないような工法・地点を選

択して対応することとなったが、変更が効かない地

点について、次年度に本発掘調査を実施することと

なった。　　　　　　　　　　　　　　　（木　村）

15. 近野遺跡②

a. 調査概要

調査地：青森市大字安田字近野 246-1

開発行為：アパート建築

調査日：平成 28年 10 月 18 日

調査面積：79.7㎡
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写真176　トレンチ3(S→) 写真177　トレンチ4(S→) 写真178　トレンチ5(S→)

写真179　トレンチ6(S→) 写真180　トレンチ7(S→) 写真181　トレンチ8(S→)

写真182　トレンチ9(S→) 写真183　トレンチ10(S→) 写真184　トレンチ11(S→)

写真185　トレンチ12(S→) 写真186　トレンチ13(S→) 写真187　トレンチ14(S→)

写真188　トレンチ15(S→) 写真189　トレンチ15土坑確認状況(NW→) 写真190　トレンチ16(S→)

写真173～190　近野遺跡②-1
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写真191　トレンチ17(S→) 写真192　トレンチ18(S→) 写真193　トレンチ19(S→)

写真191～193　近野遺跡②-2

─・43・─
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b. 調査に至る経緯

　平成 28年 9月 7日に当課にアパート建築に係る

周知の埋蔵文化財包蔵地の有無照会があり、遺跡地

図と照合の結果、近野遺跡に該当していることが判

明した。協議の結果、確認調査を実施することとし

た。

c. 調査方法

　対象地 994.68㎡に対し、任意にトレンチ 19箇所

設定し、重機及び人力により掘削した。

d. 調査結果

　調査区全体で表層が削平されている状況が確認で

きたが、東側に設定した 7、11、15、19Tでは下

層にプライマリーな堆積が残存し、15Tより縄文時

代と考えられる土坑1基、縄文土器1点を確認した。

地表面〜地山までの深さは、1T＝24㎝、2T＝30㎝、

3T＝ 30㎝、4T＝ 15㎝、5T＝ 20㎝、6T＝ 25㎝、

7T＝ 50㎝、8T＝ 20㎝、9T＝ 20㎝、10T＝ 30㎝、

11T＝ 50㎝、12T＝ 20㎝、13T＝ 20㎝、14T＝

30㎝、15T＝ 50㎝、16T＝ 20㎝、17T＝ 20㎝、

18T＝ 20㎝、19T＝ 40㎝であった。アパート建築

平面図と照合の結果、遺構を確認した 15Tはアパ

ート建築部分に該当せず、基礎が伴わない直置き型

のボンベ収納庫や駐輪場設置部分に該当することか

ら、地下の埋蔵文化財に影響しないと考えられるが、

念のため工事立会が望ましいと判断した。（設　楽）

16. 三内丸山（8）遺跡

a. 調査概要

　調査地：青森市大字三内字丸山 32-1

　開発行為：宅地分譲

　調査日：平成 28年 11 月 4日

　調査面積：6.3㎡

b. 調査に至る経緯

　平成 28年 9月 21 日に当課に宅地造成に係る周

知の埋蔵文化財包蔵地の有無照会があり、遺跡地図

と照合の結果、三内丸山 (8) 遺跡に該当しているこ

とが判明した。協議の結果、確認調査を実施するこ

ととした。

c. 調査方法

　対象地 120.96㎡に対し、①地点に 1箇所、②地

点に2箇所トレンチを設定し、重機により掘削した。

d. 調査結果

　調査の結果、①地点は上層に砕石や砂等の盛土が

認められ、下層はプライマリ－な堆積状況が残存し

ていたが、遺構・遺物は確認できなかった。②地点は、

地山まで削平されており、黒土が 10㎝程度盛られ

ている状況で遺構・遺物は確認できなかった。地表

面〜地山までの深さは① 1T＝ 120㎝、② 1T＝ 40

㎝、② 2T＝ 30㎝であった。以上の結果を踏まえ、

工事に際しては慎重工事が望ましいと考えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(設　楽）

17. 郷山前村元遺跡

a. 調査概要

　調査地：青森市浪岡大字郷山前字村元

　開発行為：集出荷貯蔵施設及び種子種苗生産関連

　　　　　　施設建設

　調査日：平成 28年 12 月 2日

　調査面積：49.0㎡

b. 調査に至る経緯

　平成 28年 8月 25 日付け青市農政号外で、青森

市農林水産部農業政策課が浪岡農業振興地域整備計

画の変更に関する意見照会を行い〔収受8月31日〕、

照会地内に周知の埋蔵文化財包蔵地である郷山前村

元遺跡〔青森県埋蔵文化財包蔵地番号 201-398〕が

所在していることが確認され、申立者に協議が必要

な旨を伝達するように意見を付し回答した〔平成

28年 9月 1日付け青市教委文号外〕。

　その後、申立者である開発予定者が、平成 28年

11 月 4日に改めて埋蔵文化財包蔵地の有無照会を

文化財課で行い、当課と協議が行われた。協議の結

果、予定地に対し確認調査をすることとした。

c. 調査方法

　浪岡農業振興地域整備計画の除外申請後に、対象

地を集出荷貯蔵施設及び種子種苗生産関連施設を建
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第23図　三内丸山(8)遺跡トレンチ配置図

写真194　①トレンチ1(E→) 写真195　①トレンチ1セクション(N→)

写真196　②トレンチ1(N→) 写真197　②トレンチ2(N→)

写真194～197　三内丸山(8)遺跡

─・44・─

市内遺跡発掘調査報告書 25



0 10m

トレンチ1

トレンチ2

トレンチ3

トレンチ4

トレンチ5

トレンチ6

トレンチ1 3.144 2.926 8.8
トレンチ2 3.130 2.473 7.8
トレンチ3 3.353 1.936 6.4
トレンチ4 3.313 2.625 9.1
トレンチ5 3.397 2.775 9.2
トレンチ6 2.759 2.656 7.7

合計 49.0

長軸(m)トレンチ名 短軸(m) 面積(㎡)

ビニールハウス

第24図　郷山前村元遺跡トレンチ配置図
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写真198　調査前風景1(S→) 写真199　調査前風景1(S→) 写真200　掘削状況

写真201　トレンチ1(N→) 写真202　トレンチ2(W→) 写真203　トレンチ3(W→)

写真204　トレンチ1セクション(W→) 写真205　トレンチ2セクション(N→) 写真206　トレンチ3セクション(N→)

写真207　トレンチ4(W→) 写真208　トレンチ5(E→) 写真209　トレンチ6(W→)

写真210　トレンチ4セクション(S→) 写真211　トレンチ5セクション(N→) 写真212　トレンチ6セクション(S→)

写真198～212　郷山前村元遺跡
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設する計画であった。設計が確定していないものの、

施設を建設予定の対象地 4,184㎡に対し、任意にト

レンチを6箇所設定した。調査面積は49.0㎡である。

d. 調査結果

　調査対象地は、現況でプレハブ建物・ビニールハ

ウス等の建築物があり、一部は駐車場用地として利

用されていた。各トレンチとも原地形が掘削され、

黒色土が除去された後にシラス・腐植土・（一部砕石）

等で盛土がなされた痕跡が確認され、攪乱に伴う掘

削が確認されたものの、遺構・遺物は確認され

なかった。よって、工事施工に際しては、慎重工事

が妥当と判断される。　　　　　　　　　（木　村）
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久栗坂浜田地区

 20160301  店舗建設

青森市大字大別内字葛野
 あおもりし おおあざ おおべつない あざくずの 障害者支援施設

増築･造成
 20160325･
 20160623

こまごめだて いせき

駒込館遺跡 青森市大字駒込字月見野
 あおもりしおおあざこまごめあざつき  み    の

02201  048 230.6 40°48′05″ 140°47′34″ 20160328 資材置場整備

くぐりざかはまだちく

02201 40°51′38″ 140°50′30″  　5.4 青森市大字久栗坂字浜田
 あおもりし おおあざ く   ぐり ざかあざ  はまだ

や   だ   ち   く

矢田地区 青森市大字矢田字大柳・牧原
 あおもりし    おおあざ や   だ   あざおおやなぎ・まきはら

02201  15.0 40°50′55″ 140°50′32″  配水管布設
 

しんまちのいせき

新町野遺跡 02201  161 140°44′58″青森市大字合子沢字松森
 あおもりし    おおあざごうしざわ  あざまつもり

 携帯電話無線
 基地局整備

安田近野(2)遺跡
やすたちかのかっこにいせき

02201  309 40°48′18″ 140°42′41″  　24.1  配水管布設
 20160606-
 20160610

築木館遺跡隣接地
つきのきだていせきりんせつち

02201 40°49′28″ 140°50′44″  　12.4 青森市大字築木館字山ノ井
 あおもりし おおあざつきのきだてあざやまのい

 20160617  河川護岸工事

沢田遺跡
さわだ いせき

02201  051 40°49′46″ 140°47′26″  　33.3 青森市造道三丁目
 あおもりし つくりみちさんちょうめ  　20160725-29･

　 20160817-19･
　 20160908

近野遺跡①
 ちかのいせき

02201  065 40°48′29″ 140°42′22″

 27.2 

青森市大字安田字近野
 あおもりし おおあざ やすた あざちかの

仏堂及び庫裡
建設

 　20160712

月見野(7)遺跡
つきみのかっこなないせき

02201  440 40°47′09″ 140°48′32″   365.4青森市大字駒込字月見野
 あおもりし おおあざこまごめあざ   つきみ の

合葬墓建設

近野遺跡②
ちかの　いせき

02201  065 40°48′39″140°42′02″ 79.7青森市大字安田字近野
 あおもりし おおあざ やすた あざちかの

 　20161018

さんないまるやまかっこはちいせき

三内丸山(8)遺跡 02201  315 40°49′07″140°42′19″ 6.3青森市大字三内字丸山
 あおもりし　　おおあざ さんないあざまるやま

宅地分譲 20161104

ごうざんまえむらもといせき

郷山前村元遺跡 02201  398 40°42′47″140°32′55″青森市浪岡大字郷山前字村元
 あおもりし なみおかおおあざごうざんまえ あざむらもと 集出荷貯蔵施設

及び種子種苗生
産関連施設建設

 20161202

ふ り が な

書 名

副 書 名

シ リ ー ズ 名

シ リ ー ズ 番 号

編 著 者 名

編 集 機 関

所 在 地

発 行 年 月 日

 20160421･
 20160613･
 20160614

40°46′11″

青森市大字安田字近野

 あおもりし おおあざやすたあざちかの

こやなぎ いせき

小柳遺跡 青森市小柳二丁目
 あおもりしこやなぎ  にちょうめ

02201  059 40°49′21″ 140°47′29″ 20160411-
 20160418

22.8 配水管布設

 20160420 配水管布設

 20160425  　4.9 

 　26.7  アパート建設

 配水管布設

横  内  城 跡
よこうちじょうあと

青森市大字横内字亀井
 あおもりし おおあざよこうちあざ  かめい

02201  174 40°46′28″ 140°46′05″ 　20160802

 20160808-
 20160810

 アパート建設

49.0

雲谷山吹(8)遺跡
もややまぶきかっこはちにいせき

02201  310 40°45′07″ 140°46′30″  　21.6  緑地公園整備青森市大字雲谷字山吹

 あおもりし おおあざ  も や  あざやまぶき

 20160616
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