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図版124　E地区　77街区－1南壁土層

図版125　E地区　77街区－1，2（2002054）

図版126　E地区　77街区－2　東壁土層

図版127　E地区　77街区－2（2002054）

図版128　E地区　77街区－4　全体図

図版129　E地区　77街区－4（2002182）

図版130　E地区　33号線－5　全体図

図版131E地区　33号線－5（2004195）

図版132　E地区　38号線－2　トレンチ1拡張

図版133　E地区　38号線－2（2004211）

図版134　F地区14号線－5　全体図

図版135　F地区14号線－5（2003222）

図版136　F地区14号線－5　土層断面図

図版137　F地区14号線－5（2003222）

図版138　F地区14号線－5　SHOl

図版139　F地区14号線－5（2003222）

瓦積井戸、月層検出状況

全景（南から）、全景（北から）

暗渠（SDOl）、暗渠断ち割り

SEOl（北から）、SEOl

全景（南から）

石敷炉（西から）、石敷炉（東から）

イイダコ壷出土状態

77街区－1全景（東から）、機械掘削、南壁

77街区－2東壁、機械掘削、調査風景

全景（南から）、全景（北から）

調査風景、各遺構拡大

第1両全景（南から）、PO7断面

第2両（南から）、第2両（北から）、第2両（西から）

第3面（西壁）

第1遺構面全景（西から）、第1遺構面全景（東から）

調査前（南東から）、第2遺構面全景（西から）

SK201（南から）、東壁断面（西から）

トレンチ1拡張

トレンチ1拡張

トレンチ1拡張

トレンチ1拡張

トレンチ1拡張

トレンチ1拡張

遺構検出状況（南西から）

遺構検出状況（南東から）

遺構検出状況（西から）

土器出土状況（南から）

完掘（南西から）

南東壁、トレンチ1拡張北東壁

調査前全景（北東から）

遺構面検出状況（南西から）

1区POl断面、SKOl（南西から）

SKO3、完掘全景（北西から）

南西壁

南西壁1、南西壁2、南西壁3、南西壁4

南東壁

SHOl（南西から）、SHOl（北東から）

SHOl南西壁、SHOl東隅ピット

竃完掘、竃断面



遺物図版

図版140　B地区

図版141B地区

図版142　B地区

図版143　B地区

図版144　B地区

図版145　B地区

出土遺物実測図（1）

出土遺物写真（1）

出土遺物実測図（2）

出土遺物写真（2）

出土遺物実測図（3）

出土遺物写真（3）

石敷炉・石棺1・旧河道（SROl）

石敷炉・石棺1・旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道・ピット

旧河道・ピット

図版146　釣鐘形イイダコ壷分類図

図版147　釣鐘形イイダコ壷分類写真（Ia）

図版148　釣鐘形イイダコ壷分類写真（Ib）

図版149　釣鐘形イイダコ壷分類写真（Ic）

図版150　釣鐘形イイダコ壷分類写真（Id）

図版151釣鐘形イイダコ壷分類写真（Ⅱ）

図版152　釣鐘形イイダコ壷分類写真（Ⅲ）

図版153　釣鐘形イイダコ壷分類写真（Ⅳ）

図版154　B地区

図版155　B地区

図版156　B地区

図版157　B地区

図版158　B地区

図版159　B地区

図版160　B地区

図版161B地区

図版162　B地区

図版163　B地区

図版164　B地区

図版165　B地区

図版166　B地区

図版167　B地区

図版168　B地区

図版169　B地区

図版170　B地区

図版171B地区

図版172　B地区

図版173　B地区

図版174　B地区

図版175　B地区

図版176　B地区

図版177　B地区

図版178　B地区

図版179　B地区

図版180　B地区

図版181B地区

図版182　B地区

図版183　B地区

図版184　B地区

図版185　B地区

図版186　B地区

図版187　B地区

図版188　B地区

図版189　B地区

イイダコ壷実測図（1）

イイダコ壷写真（ト1）

イイダコ壷写真（ト2）

イイダコ壷写真（ト3）

イイダコ壷実測図（2）

イイダコ壷写真（2－1）

イイダコ壷写真（2－2）

イイダコ壷写真（2－3）

イイダコ壷実測図（3）

イイダコ壷写真（3－1）

イイダコ壷写真（3－2）

イイダコ壷写真（3－3）

イイダコ壷実測図（4）

イイダコ壷写真（4－1）

イイダコ壷写真（4－2）

イイダコ壷写真（4－3）

イイダコ壷実測図（5）

イイダコ壷写真（5－1）

イイダコ壷写真（5－2）

イイダコ壷写真（5－3）

イイダコ壷実測図（6）

イイダコ壷写真（6－1）

イイダコ壷写真（6－2）

イイダコ壷写真（6－3）

イイダコ壷拓本（1）

イイダコ壷写真（ト1）

イイダコ壷写真（1－2）

イイダコ壷写真（1－3）

イイダコ壷拓本（2）

イイダコ壷写真（2－1）

イイダコ壷写真（2－2）

イイダコ壷写真（2－3）

イイダコ壷拓本（3）

イイダコ壷写真（3－1）

イイダコ壷写真（3－2）

イイダコ壷写真（3－3）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）

旧河道（SROl）



図版190　B・E地区　イイダコ壷拓本（4）

図版191B・E地区　イイダコ壷写真（4－1）

図版192　B・E地区　イイダコ壷写真（4－2）

図版193　B・E地区　イイダコ壷写真（4－3）

図版194　B地区

図版195　B地区

図版196　B地区

図版197　B地区

図版198　B地区

図版199　B地区

図版200　B地区

図版201B地区

図版202　B地区

図版203　B地区

図版204　B地区

図版205　B地区

図版206　B地区

図版207　B地区

図版208　B地区

図版209　B地区

図版210　B地区

図版211B地区

図版212　B地区

図版213　B地区

図版214　B地区

図版215　B地区

図版216　B地区

図版217　B地区

図版218　C地区

図版219　C地区

図版220　C地区

図版221C地区

図版222　C地区

図版223　C地区

図版224　D地区

図版225　D地区

図版226　D地区

図版227　D地区

図版228　D地区

図版229　D地区

図版230　D地区

図版231D地区

図版232　E地区

図版233　E地区

図版234　E地区

図版235　E地区

図版236　E地区

図版237　E地区

図版238　E地区

図版239　E地区

出土遺物実測図（4）

出土遺物写真（4）

出土遺物実測図（5）

出土遺物写真（5）

出土遺物実測図（6）

出土遺物写真（6）

出土遺物実測図（7）

出土遺物写真（7）

出土遺物実測図（8）

出土遺物写真（8）

出土遺物実測図（9）

出土遺物写真（9）

出土遺物実測図（10）

出土遺物写真（10）

出土遺物実測図（11）

出土遺物写真（1ト1）

出土遺物写真（1ト2）

出土遺物写真（1ト3）

出土遺物実測図（12）

出土遺物写真（12）

出土遺物実測図（13）

出土遺物写真（13）

出土遺物実測図（14）

出土遺物写真（14）

出土遺物実測図（15）

出土遺物写真（15）

出土遺物実測図（16）

出土遺物写真（16）

出土遺物実測図（17）

出土遺物写真（17）

出土遺物実測図（18）

出土遺物写真（18）

出土遺物実測図（19）

出土遺物写真（19）

出土遺物実測図（20）

出土遺物写真（20－1）

出土遺物写真（20－2）

出土遺物写真（20－3）

出土遺物実測図（21）

出土遺物写真（21）

出土遺物実測図（22）

出土遺物写真（22）

出土遣物実測図（23）

出土遺物写真（23）

出土遺物実測図（24）

出土遺物写真（24）



図版240　E地区

図版241E地区

図版242　E地区

図版243　E地区

図版244　E地区

図版245　E地区

図版246　F地区

図版247　F地区

図版248　F地区

図版249　F地区

図版250　F地区

図版251F地区

図版252　A地区

図版253　A地区

図版254　A地区

図版255　A地区

図版256　B地区

図版257　B地区

出土遺物実測図（25）

出土遺物写真（25）

出土遺物実測図（26）

出土遺物写真（26）

出土遺物実測図（27）

出土遺物写真（27）

出土遺物実測図（28）

出土遺物写真（28）

出土遺物実測図（29）

出土遺物写真（29）

出土遺物実測図（30）

出土遺物写真（30）

縄文土器実測図（1）

縄文土器写真（1）

縄文土器実測図（2）

縄文土器写真（2）

縄文土器実測図（3）

縄文土器写真（3）

SHOI

SHOI

SHOl・SKOI

SHOl・SKOI

SKOI

SKOl

図版258　C・D・E地区　2G　縄文土器実測図（4）

図版259　C・D・E地区　2G

図版260　出土遺物実測図（31）

図版261出土遺物写真（31）

図版262　出土遺物実測図（32）

図版263　出土遺物写真（32）

図版264　出土遺物実測図（33）

図版265　出土遺物写真（33）

図版266　出土遺物実測図（34）

図版267　出土遺物写真（34）

図版268　出土遺物実測図（35）

図版269　出土遺物写真（35）

図版270　出土遺物実測図（36）

図版271出土遺物写真（36）

図版272　出土遣物実測図（37）

図版273　出土遺物写真（37）

図版274　出土遺物実測図（38）

図版275　出土遺物写真（38）

図版276　出土遺物実測図（39）

図版277　出土遺物写真（39）

図版278　出土遺物実測図（40）

図版279　出土遺物写真（40）

図版280　出土遺物実測図（41）

図版281出土遺物写真（41）

図版282　出土遺物実測図（42）

図版283　出土遺物写真（42）

図版284　出土遺物実測図（43）

図版285　出土遺物写真（43）

図版286　出土遺物実測図（44）

図版287　出土遺物写真（44）

図版288　出土遺物実測図（45）

図版289　出土遺物写真（45）

縄文土器写真（4）



図版290　出土遺物実測図（46）

図版291出土遺物写真（46）

図版292　出土遺物実測図（47）

図版293　出土遺物写真（47）

図版294　出土遣物拓本（1）

図版295　出土遺物拓本（2）

図版296　石器実測図（1）

図版297　石器写真（1）

図版298　石器実測図（2）

図版299　石器写真（2）

図版300　石器実測図（3）

図版301石器写真（3）

図版302　金属器実測図（1）

図版303　金属器写真（1）

図版304　金属器実測図（2）

図版305　金属器写真（2）

図版306　出土銭貨拓本

図版307　出土銭貨写真

図版308　人骨写真

図版309　獣骨・魚骨・自然遺物写真
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図版2

書平成12年度調査地点

▲平成9年度調査地点
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確認調査位置地図1
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図版3
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8．0m
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6．0m

確認調査位置地図2
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調査地点図1

図版4



図版5
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図版7



74街区－2トレンチ3土壌模式図
2，1m

1

2

3

4

5

7 6

調査地点図2

S＝1：1000

1盛土
2　濁黄灰色シルト混じり極細砂
3　暗灰色細砂質極細砂
4　灰色細砂混じりシルト
5　暗灰色中細砂
6　茶色腐植シルト
7　灰色中砂

∵＿

図版8



図版9



図版10



図版11

2002054 74街区－214号線－1



図版12

転－j　捏　79街区－1両壁土層断面図

表土
盛土　2．5Y7／4　浅黄色シルト質細砂
10YR2／1黒色中砂

（シルトブロック・土器含む）
10YR5／6黄褐色租砂と10YR2／1黒色中砂の互層
10YR7／6　明黄褐色シルト（炭・焼土含む）
10YR3／1黒褐色中砂（土器片・焼土・炭含む）
7．5YR4／4　褐色中砂
10YR7／6明黄褐色シルトと7．5YR4／4褐色中砂の
混じった層

910YR5／6　黄褐色中～租砂

一一一一．1．ノノ　　　　、．－
1

（＿＿　　Ol

13号線－2西壁土層断面図

S－

S＝1：1000

・一一・二」

1盛土
210YR4／2　灰黄褐色シルト質細砂
3　炭層
410YR3／3　暗褐色細砂にシルトブロック混じる
510YR4／1褐灰色シルト質細砂

6　7．5YR3／2

710YR2／1

810YR2／2

910YR5／4

黒褐色中砂
にぷい黄褐色租砂

調査地点図3



図版13

13号緑－2　75街区－2　79街区－1



図版14

調査地点図4

43号線－1乗壁
土層断面図

3．0m

1　表土
2　2．5Y4／3

3　10YR4／3

4　10YR3／3

5　10YR2／3

6　10YR4／1

7　10YR3／1

8　10YR4／1

9　2．5Y5／3

14号線－3
土層断面図

表土
盛土
10YR4／4　褐色シルト質中砂
10YR3／3　暗褐色柵砂

オリーブ褐色シルト質中砂
にぷい黄褐色シルト宮中砂
暗褐色シルト貿中砂
黒褐色シルト質中砂
褐灰色シルト質中砂
黒褐色シルト
褐灰色中砂
黄褐色シルト



図版15

14号線－3　43号線－1



図版16

調査地点図5

14号線－4土層断面図

褐色シルト質中砂
暗褐色細砂



図版17

2002218，2002228 14号線－4　39雪線－3　75街区－3



図版18

調査地点図6

39号線一3西壁土層断面図

1表土
210YR5／4　にぷい黄褐色シルト
3　耕土
4　漆喰層　焼土
5　耕土
610YR3／4　暗褐色中砂

75街区－3西壁土層断面図

「日＿二1
1基礎
2　盛土



図版19

75街区－3　39号線－3



図版20

調査地点図7



図版21

第



図版22

10号線－1トレンチ土層断面図

T1
4．8m

‾‾　「　丁

‾‾菌。
‾　　「

逼二二二二三」
6

1盛土（真砂）
2　盛土（撹乱土・表土）
310YR5／3にぷい黄褐色中砂と10YR3／3暗褐色シルト質中砂の互層
410YR4／2　灰黄褐色シルト
510YR2／1黒色中砂（シルト質）

6　月層
710YR4／2

810YR4／3

調査地点図8

80街区－1南壁西側
土層断面図

4．7m

1盛土
210YR4／3
310YR2／3

にぷい黄褐色シルト質中砂
黒褐色細～中砂
（マンガン多く含む）

410YR6／6　明黄褐色シルト質紳～中砂
510YR3／4　暗褐色租砂～小礫
610YR5／6　黒褐色中砂
7　7，5YR6／2　灰オリーブ色シルト
8　7．5YR3／2　黒褐色シルト

灰黄褐色シルト質中砂
にぷい黄褐色租砂～小礫
下15cmで礫多くなるが租～中砂



図版23



図版24



図版25

10号線－2　80街区－1



トレンチ1北壁土層断面図

1m

2

4

0

調査地点図9

1盛土
2　5Y4／1

3　5GY4／1

4　マンガン層

灰色シルト
暗オリーブ灰色シルト質中砂

510YR4／3　にぷい黄褐色シルト質中砂
610YR3／3　暗褐色シルト質中砂

図版26



図版27



調査区東半南壁土層断面図

6

調査地点図10

1表土
2　月層
3　灰黄褐色シルト質中砂
4　明黄褐色シルト（2次堆積土）
5　オリーブ褐色シルト（2次堆積土）
6　黒褐色シルト質中砂（包含層）
7　黒褐色シルト質中砂
8　黒褐色中～租砂
9　にぷい黄褐色租砂

図版28



図版29



図版30

33号線－1旧河道断面図
NE－

33号線－1土層断面図

1盛土
210YR5／4　にぷい黄褐色シルト質中砂
3　7．5Y4／2　灰オリーブ色シルト
4　5YR4／2　灰褐色シルト
5　5YR3／2　暗赤褐色シルト質中～細砂
610YR5／6　黄褐色シルト

12．5Y4／2　暗灰黄色シルト貿中砂（マンガン含む）
2　2．5Y4／4　オリーブ褐色シルト（地山ブロック含む）
3　2．5Y4／2　暗灰黄色シルト貿中～細砂（地山土・小礫混じる）

調査地点図11

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2m



図版31

2003139 33号線－1，2



図版32

調査地点図12

80街区一4土層断面図

3．5m

1盛土（真砂）
2　コンクリート

310YR3／3　暗褐色シルト
4　月層
5　5Y2／1　　黒色中砂



図版33

80街区－4　33雪線－3　34雪線－2



図版34

調査地点図13



図版35



図版36

10号線－6土層断面図

調査地点図14

1表土（路面直下の砕石）
2　黄褐色シルト（盛土）
3　褐色細砂（貝層）
4　黒色シルト質中砂（古代～中世包含層）
5　灰黄褐色租砂（ベース）



図版37

78街区－1，210号線－6



図版38

78街区－6東壁土層断面図

調査地点図15

1耕土
2　床土
3　5Y7／1　　灰白色極細～中砂
4　2．5Y7／3　浅黄色極細～細砂
510YR7／3　にぷい黄橙色極細～細砂
6　2．5Y6／1　黄灰色シルト～細砂
7　2．5Y6／2　灰黄色シルト～細砂
8　5Y6／1　　灰色シルト～細砂
9　5Y6／2　　灰オリーブシルト～細砂
10N6／0　　　灰色シルト～細砂
117．5Y6／2　灰オリーブ色シルト～中砂
12　N7／0　　　灰白色シルト～中砂
1310YR3／1黒褐色シルト質混じり租～細砂（包含層）
14　地山



図版39

78街区－3，4，810号線－7

転‥架遠二二‾享fflT喝
笑勇：‡・二I・準‾丁子・享一二三一、・；‾L・磨三重
10号線－7　上層面人力掘削（乗から） 10号線－7　上層面全景（乗から）



10号線－9

Fll・－

4．0m

図版40

土層断面図

1茶色細礫（真砂土）
2　灰茶色シルト質細砂（撹乱埋土）
3　黄褐色細砂（Base）

1砕石
2　褐色租砂（貝混入多し）
3　黒色租砂（包含層）

調査地点図16

1砕石
2　淡茶色粗砂（撹乱）
3　黒色租砂（包含層）
4　茶灰色租砂（包含層）
5　褐色砂礫（Base）



図版41

10号線－9，10，11



図版42

北壁土層断面図

1緑色砕石（道路基礎）
2　緑黄色砂礫（盛土）
3　黒色砂礫（盛土）
4　灰色シルト質紳砂（遺物）
5　灰色細砂
6　オリーブ灰色シルト
7　灰茶色シルト質中砂
8　黄色シルト質細砂（地山）

調査地点図17



図版43

10号線－12



図版44

調査地点図18

北壁土層断面図

4

1線色砕石（道路基礎）
2　灰黄色シルト質中砂（撹乱）
3　灰茶色シルト質細砂（遺物）
4　黄色シルト質細砂（地山）

10m



図版45

10号線－13



調査地点図19

図版46



図版47



図版48

10号線－14北壁土層断面図
0　1　　　　　　　　　　5　　　　　7　　　　　　　10

1　】　l l l l l l l I l l

二7－‾「‾‾‾

＼5　＼、

15　16m

】　l l　1

3．1m

34雪線－4土層断面図

3．1111

巨］
1暗灰色シルト質細砂（近世包含層）
2　褐色粗砂（弥生包含層）
3　淡褐色租砂（地山）

10号線－15北壁土層断面図
3．1m

1緑色砕石（道路盛土）
2　白色租砂
3　赤褐色細砂（焼土・炭）
4　淡黄褐色細砂
5　灰色シルト質細砂　黄色粘土混じり
6　淡褐色租砂（近世包含層）

S＝1：1000

10号線－15西壁土層断面図
0　1　　　　　　　4　　　　　　　　　　8

，・．－・．・．・・・．一　　　　　　・・・・一．・．t一　　　　　　－一一一一一一一一・．．　　　　　－－一　一一　　　　　　　－．－．－＿．．．．t＿．．－　　　　　－・．

1　　1　　　1　　1　　　　1　　　　　1

一「ミニ二二77‾‾‾‾「√‾‾－丁‾－‾　　　　　　　－、、　　1

6、＼ニー言　4、＼、3　1完
2　　　　7　　＼一一‥－⊥

＼　　　　　　　　「－‾

、一丁－＼、土∴、し＿＿＿ゝ＿　！γ－
一一一ゝ一一、、ノ　g

』m；

緑色砕石（道路基盤層）
灰色細砂（耕作土）
淡褐色細砂（埋土）
黄褐色シルト質細砂（近世埋土）
暗褐色中砂（近世包含層遺物多い）
暗茶褐色中砂（近世包含層）
褐色租砂礫混じり（地山）

8　黄色シルト
9　黄灰色シルト

14m

l l l l l l I l l l

3．1Ill

ー‾丁、、＼　1
－＿、一一ニヾこコ：二二ゝ、

4　　　　　　　4

－、一一一一一－一一

6　　　　　　7

調査地点図20

指二「、一一一一
7＼、J

1撹乱
2　淡灰色砂（耕土）
3　黒色シルト質細砂
4　褐色細砂
5　暗灰色砂礫
6　淡褐色柵砂（地山）
7　淡褐色砂礫（地山）



図版49

10号線－14



10号線－14，15

図版50



図版51

10号線－15



10号線－15　34号線－4

図版52



図版53

軍郡、甥－1

革　＿f三二＿二l二二一も

宗三二＿＿＿一二蒲：：転二二二二三三



図版54

南端から32～40m付近（北端）

土層断面図

南端から7m付近

南端から20m付近

1m

O

1茶褐色シルト質細砂（盛土）
2　黄褐色軟岩

‾‾「‥l

1淡褐色土（盛土）
2　灰色細砂（落ち込み）
3　黒色租～中砂（近世包含層）
4　茶褐色細砂（下面で集石・包含層）
5　褐色細砂（弥生～古代包含層）
6　黄褐色租砂（地山）

調査地点図21

褐色土（盛土）
黄褐色細砂
灰色紳砂（近世包含層）
黄色シルト（地山）



図版55



図版56



図版57

2003242



図版58

調査地点図22

土層断面図

R

1盛土
2　地山

50cm

O



図版59



図版60

土層断面図

調査地点図23

1表土・盛土
2　2．5Y4／2　暗灰黄色シルト
3　2．5Y5／4　黄褐色シルト



図版61



図版62

土層断面図

18号線－1

R

調査地点図24

1表土
2　盛土（砕石含む）
3　2．5Y4／2　暗灰黄色中砂
4　2．5Y4／3　オリーブ褐色シルト質細砂
5　2．5Y4／2　暗灰黄色細砂（包含層）
6　2．5Y4／4　オリーブ褐色シルト（地山）



図版63



図版64

調査地点図25

4．8m

土層断面図

1表土
2　盛土（砕石含む）
310YR4／1褐灰色シルト（包含層相当層）



図版65

45街区　58街区－1



土層断面図

S－

1盛土
2　旧耕土
310YR3／3　暗褐色中砂
4　2．5Y4／2　暗灰黄色シルト質中砂
5　5Y4／2　　灰オリーブ色シルト質中砂（3層混じる）
6　5GY5／1　オリーブ灰色シルト
7　5G4／1　　暗線灰色シルト質中砂
8　2．5Y4／1　灰色シルト質中砂

調査地点図26

図版66



図版67



図版68

1盛土（海砂）
2　2．5Y6／2　灰黄色シルト質租中細砂　酸化第2鉄沈着

固く締まる（遺物包含層）

33号線一5仮排水路
南壁土層断面図

310YR4／1褐灰色シルト質粗中細砂　固く締まる
（遺構埋土？）

410YR2／1黒色シルト質租中細砂　炭化物やや多く含む
締まり良い（遺物包含層）

510YR4／2　灰黄褐色シルト混じり租中細砂
上部はシルト味が強くやや締まる

6　2．5Y5／2　暗灰黄色租中砂質シルト　固く締まる
ブロック状（柱穴埋土）

7　2．5Y4／2　暗灰黄色租中砂貿シルト　固く締まる
（柱穴埋土）

810YR3／3　暗褐色シルト混じり租中細砂　炭化物やや多く含む
（遺構埋土）

3　　　2

「　　一一　＿′　　　　　．

∴
調査地点図27
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図版70

調査地点図28
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38号線－1トレンチ土層断面図

Tl南東壁
6．5m

図版72

1表土（盛土）
2　灰色シルト（耕土）
3　黒色租砂（製塩土器・炭・焼土）
4　暗灰色租砂

ノノ　　　　　　　3

110YR6／1褐灰色租砂（盛土・耕土）
2　2．5Y5／2　暗灰黄色シルト質細砂（近世遣物）
3　7．5YR5／3　にぷい褐色シルト（地山）

110YR6／1褐灰色租砂（盛土・耕土）
1’7．5YR7／3　にぷい橙色租砂シルト（耕土）
2　2．5Y5／2　暗灰黄色シルト質細砂（近世遺物）
310YR4／1褐灰色シルト質極細砂
4　2．5Y6／4　にぷい黄色シルト
5　2．5Y5／1　黄灰色シルト質細砂
6　2．5Y7／6　明黄褐色シルト（地山）

110YR6／1褐灰色租砂（盛土・耕土）
117．5YR7／3　にぷい橙色租砂シルト（耕土）
2　2．5Y8／6　黄色シルト（埋土）
3　5Y5／1　灰色シルト質細砂（近世土器）
4　2．5Y7／4　浅黄色シルト質紳砂
510YR6／1褐灰色シルト
6　5Y7／3　　浅黄色細砂

T4

110YR6／1褐灰色租砂（盛土・耕土）
117．5YR7／3　にぷい橙色租砂シルト（耕土）
2　7．5Y6／1　灰色シルト質細砂
3　5Y7／2　　灰白色シルト質柵砂

0

調査地点図29



図版73

38号線－1，2



図版74

調査地点図30

38号線－2トレンチ土層断面図

T2

5．0m

「一一′　「　－「
1　　　　　　　　　　　　　　　1

－一ノ／‾1

3一七＝＝〒＝ゴ

12．5YR6／3　にぷい黄色租砂（表土）
210YR7／3　にぷい黄橙色中砂
3　5Y6／1　灰色シルト質細砂（マンガン混）
4　7．5YR3／1黒褐色シルト質細砂

5

110YR6／3　にぷい黄橙色土（整地土）
2　7．5YR6／1褐灰色中砂（旧耕土・床土）
3　2．5Y7／4　浅黄色シルト質細砂（旧耕土）
4　7．5YR3／1黒褐色シルト質細砂
5　2．5Y7／4　浅黄色シルト質細砂（Base）
6　撹乱
7　白色租砂

2　3　　　4・Om

、、工／／一／一‾‾‾′

12．5Y7／4

2　5Y7／1

310YR6／4

4　5Y6／1

5　2．5Y5／1

610YR3／1

7　5Y5／2

8　撹乱

浅黄色中砂（整地土）
灰白色細砂
にぷい黄橙色細砂（床土）
灰色シルト質細砂（床土・耕土）
黄灰色細砂（製塩土器包含）
黒褐色中砂（製塩土器包含）
灰オリーブ色中砂

5m



図版75



38号線－2　76街区－1

図版76



図版77



図版78

調査地点図31

14号線－7南西壁
土層断面図

5．1m

17．5YR2／1黒色土（表層・盛土）
2　5Y6／1

310YR5／1

410YR6／6

510YR2／1

610YR5／2

710YR6／3

810YR2／1

910YR7／6

灰色細砂（旧耕土・床土）
黒褐色細砂
明黄褐色中砂（盛土？）
黒色土　炭・焼土（焼土面）
明黄褐色シルト質中砂（遺物）
にぷい黄褐色土（弥生落ち込み）
黒色土　炭・焼土
黄褐色租砂（Base）



図版79

77街区－614号線－7



図版80

トレンチ土層断面図

18号線－2

Tl

1褐色租砂
（表土）

2　暗褐色中砂
（旧耕土）

3　黄褐色中砂
（地山）

1褐色粗砂
（耕土）

2　淡黄褐色中砂
3　灰褐色中砂

（遺物混入）
4　淡黄褐色シルト質細砂
5　褐色粗砂

（遺物混じり）
6　黄褐色租砂

（地山）

T4

18号線－3

Tl

l「二「＿

1褐色租砂
（耕土）

2　淡茶色極租砂
（遺物混じり）

3　褐色中砂
（遺物混じり）

4　黄色シルト質中砂
5　褐色中砂
6　黄色租砂

（地山）

1灰色租砂
（耕土）

2　赤褐色極租砂
（床土・遺物混じり）

3　茶褐色極粗砂
（遺物混じり）

4　淡黄色租砂
5　明黄褐色シルト質細砂
6　黄色シルト質細砂

（地山）

調査地点図32

1灰色細砂
（耕土）

2　茶褐色細砂
（床土）

3　灰茶色畑砂
4　淡黄色極粗砂

（地山）

T2　　堕
5．0m

「‾二

1灰褐色租砂黄色土混じり
（撹乱）
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