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発掘調査では、住居踏、土坑、溝なとO
具がたくさん見つかりました。発掘調査で
く3つに分けられます。
①奈良時代に群馬の中心地だった国府（今
は多くの人々が生活していました。
②前橋市の南部では、平を時代後期に水IB!
R赤域山の南側斜面では、縄文時代に狩,,l 
ていました。

総社町山王にある山王廃寺は今から1300年前、 7世紀に建て
られたお寺です。写真は、山王廃寺の中の講堂の基礎（きそ）
の様子です。いろいろな土をつき固められているのがわかりま
す。今回の調査で、講堂の大きさは、おおよそ東西30m・南北
24mであることがわかりました。 ー ＼ 

――璽.＇ 
... 

_ _;,-,. C .• 
元総社蒼海遺跡群
(8)-(12) 

前橋市が区画整理を行う （ここでは新

しい道路をつくる）前に、昔のものがあ

るかどうか調べるために、発掘調査を

行いました。

奈良時代の住居跡のカマドです。えんとつ
は細長く、まわりには土器とやわらかい石
を使っています。使わなくなった土器をリサ
イクルして、家を造っているのですね。とて
も工夫しています。袖（そで…カマドの手前
にある火をたくところの周りの部分）にも石
を使っています。じょうぶな家を造っていた
のですね。

右側に見える大きな溝（平安時代）は、国府の周
りを区切るものと考えられ、ちょうど国府の北側に
あたります。この調査から、はば約5m、深さが約
2mあることがわかりました。これほど大きな溝を
造るのは、大変な作業だったでしょうね。

7世紀(600年代）の古墳時代の住居
跡です。このころは大きい家がたくさ
ん造られました。粘土と土器を使った
大きなカマドとしっかりした柱穴があり
ます。かべぎわには、湿気をとるため
の溝がほられています。
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縄文時代晩期(3,000-2,500年前）の住
の場所では初めて見つかりました。縄3
さん出ました。家の真ん中に石で囲まオ
火を使うところ）があって、まわりに柱穴
大昔に人々が生活していたことがわが

古墳時代から平安時代まT

た。およそ500年の間に時1
合って造られているのがわ
この場所には多くの人々力
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iかったことをまとめると次のように大さ

：いうと県庁）姑元総社町にあり、とこに

M乍を行っていました。
1行われてホり、 Iさなやかな土器もf乍られ

縄文時代の土坑（食料をしまっ
た穴）がたくさん見つかりまし
た。石や土器も捨てられていま

した。
以前、この遺跡の東側と西側
を調査しました。やはり縄文時
代の土坑がたくさん見つかり、
円形に土坑が並んでいること

がわかりました。

10世紀(900年代）の住居跡です。吹哀け
た木材がたくさん見つかったことから、 ,, 

火事にあったものと考えられます。また
木材の間には、屋根に使われていた
ワラも見つかりました。他にも縄文時
代の住居跡や土器(4000年前）がた＜
さん見つかりました。

一
号跡で、こ
土器もた＜
ピ炉（ろ...

Iゞあります。
ます。

り住居跡がたくさん見つかりまし
をこえて、たくさんの家が重なり
ります。
［らしていたのです。

縄文時代前半（約6,000年前）の落とし穴で
す。底の中央に杭（棒）を立てて、シカやイ
ノシシが落ちたらつきささって、つかまえる
ことができるようにしています。生きていく
ためにとても工夫した仕かけを作っていた
のですね。

"'平安時代後半
)-1の水田跡が見
百 つかりました。白

線は水田のアゼ
です。
およそ東西方向
（写真は上が北
側）に水田をつ
くっていることが

,;Iわかります。約

13m x 10mの大
きさで、今の水
田よりも小さめ
なんですね。



発掘調査場所 覧表
2005年度 2006年度

遺いせき跡めい名 町名 見つかったもの 主な時代 遺 跡名 町名 見つかったもの 主な時代

もと総そう社じゃ畜‘う海み遺いせ跡き
元 群(1) 元総社町 住居跡、土坑、 溝 古墳～平安 元総社蒼海遺跡群(8) 元総社町 住居跡、土坑、 溝 古墳～平安

元総社蒼海遺跡群(2) 元総社町
住居跡、土坑、 古墳～平安

元総社蒼海遺跡群(9) 元総社町
溝、墓、井戸 室町 縄文

住居跡、土坑、溝 古墳～平安

元総社蒼海遺跡群(4) 元総社町 住居跡、土坑、 溝
縄文

元総社蒼海遺跡群(10) 元総社町
室町

古墳～平安

元総社蒼海遺跡群(5) 元総社町
住居跡、土坑、 古墳～平安

元総社蒼海遺跡群(11) 元総社町 住居跡、土坑、溝 古墳～平安
溝、墓 室町

元総社蒼海遺跡群(6) 元総社町
住居跡、土坑、

奈良～平安 元総社蒼海遺跡群(12) 元総社町
住居跡、土坑、 古墳～平安

溝、墓、井戸 溝、墓、井戸 室町

元総社蒼海遺跡群(7) 元総社町
住居跡、土坑、

奈良～平安 ば馬ば場ひが東し矢やつ次ぎ遺跡 住居跡、土坑、溝
縄文

溝、墓、井戸 馬場町 古墳～平安

ろ六っ供く遺跡群
住居跡、土坑、

古墳～平安 ひ広ろ瀬せき木のノみ宮や遺跡
住居跡、土坑、

古墳～平安六供町 溝、水田跡 広瀬町 溝、井戸

こ小ざ坂かし子いち一き木みね峯遺跡 II 住居跡、土坑、 溝 奈良～平安 ご五だ代いい伊せ勢みや宮遺跡(1) 五代町 住居跡、土坑、溝
縄文

小坂子町 古墳～平安

て天ん神じん風ぶろ呂遺跡 も茂とぎ木ま町ち 住居跡、土坑
古墳～平安

い石し関ぜき西にし田tー'遺跡m 石関町 溝、水田跡 平安
室町

かJI!わ曲まが柳り橋やなmぎ遺ばし跡 溝、水田跡 平安 さ山ん王のう廃はい寺じ 総社町
講堂、 回廊、

古墳～平安川曲町 住居跡、溝

よ横こ沢ざわ五ごた-んt-' 
反田遺跡 横沢町 土坑 縄文

回廊（かいろう）・・・寺などの建物を囲む屋根のついた廊下

338 1573 160:::: 1868 

明治 禽厄瓜
旧石器 I 縄文 I 弥生 ／古埋 l奈叫 平安 l 舗含 l 室町 l犀嘉I江戸 I醤； 寄

平成 ころちゃん

尻it店i出汎k祉塁闘塁濯
古代生活体験事業
大昔の人の知恵や願いを体験しよう！
4つの会場で、縄文土器、まが玉、土偶（どぐう）作りを行いました。
それぞれ世界に一つだけの作品ができました。

出張授業「おもしろ文化財教室」
小•中学校からの依頼を受け、歴史学習のお手伝いをしています。
今年は、勾玉作りや土器作り、古墳での現地学習などを行いまし
た。

大室古墳群市民ボランティア解説員
市民ボランティアの案内による大室古墳群（大室公園内）の見学会
を2回行いました。参加した人からは「古墳についてよくわかった」と
好評であり、 案内したボランティアも大喜びでした。

●閻い―合―ゎ万オ・

～今年度は、こんなことも行いました。
来年度も行う予定ですので、ぜひ参加してください。～

前二子古墳石室復元市民プロジェクト
国指定史跡の前二子古墳の石室内部を、 1878年に発掘された当時
の姿に再現するプロジェクトを、 3年計画で実施することになりました。
1年目の今年度は、土器95点を作りました。窯（かま）で焼いた須恵器
（すえき）60点、野焼きした土師器（はじき）35点です。来年度は金属
製品馬具の復元を予定しています。

前橋市文化財展
「いにしえのロマンを訪ねて山王廃寺～塑像にこめられた想い～」と
題して移動文化財展を行いました。山王廃寺は総社町総社に7世紀
(600年代）後半に建てられた古代寺院です。
この寺院から発見された奈良の法隆寺にならぶ塑像（そぞう…粘土

で作られた仏像）を展示しました。

平成19年3月31日発行 前橋市教育委員会文化財保護課

前橋市三俣町二丁目 10-2 電話027-231-9875・9531 FAX027-231-9862 
http:/ /www.city.maebashi.gunmajp/ 

Eメール bunkazai@city.maebashi.gunmajp


