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発刊にあたって

　当センターは、埋蔵文化財の調査と保護を目的として、昭和 52 年４月に財団法人岩手県埋蔵文化
財センターとして設立され、平成 29 年３月をもって創立満 40 年を迎えました。この間、昭和 60 年
４月には財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターとして組織改編され、また、平成 23 年
４月には公益財団法人に移行する道程を歩みながら、本県の埋蔵文化財に関する調査、研究、普及事
業を推進してまいりました。
　本県における埋蔵文化財調査は、当センターが発足した昭和 50 年代前半の東北縦貫自動車道や東
北新幹線の整備に係る発掘調査を契機として本格化したものであり、当センターではその後も、東北
横断自動車道、胆沢ダム建設事業、一関遊水地事業、農地整備事業などの国・県が行う大規模公共事
業に係る発掘調査を数多く手掛け、また、近年では、平成 23 年３月に発災した東日本大震災津波か
らの復興事業に係る発掘調査に集中して取り組んでまいりました。
　文化財は国民共有の財産であり、これを保護し後世に伝えることは国民に課せられた責務でありま
す。当センターが行う発掘調査は、開発を前提として実施される埋蔵文化財の記録保存を目的とする
ものであり、報告書という媒体をとおして地域の歴史を後世に遺していく、重要な役割を担っており
ます。
　本書は、創立 40 周年を記念し、創立から今日までの 40 年の調査成果の概略をまとめたものであり、
当センターの発掘調査の歴史を辿るとともに、これまで県内で行われてきた主要な公共事業の変遷を
物語るものとなっております。
　最後になりましたが、本書を作成するにあたり、御教示・御協力賜りました皆様に対し衷心から感
謝申し上げますとともに、今後もなお一層の御支援と御指導を賜りますことをお願い申し上げます。

平成 30 年３月 15 日

公益財団法人　岩手県文化振興事業団
埋蔵文化財センター

所　長　佐 々 木 　 一 成
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Ⅰ　埋蔵文化財センターの沿革

１　設 立 の 主 旨

　豊かな自然に恵まれた岩手県は旧石器時代以来生活の舞台となっており、「埋蔵文化財の宝庫」　と
呼ばれるほど数多くの文化遺産が受け継がれてきました。それは、時に縄文人の作ったおびただしい
数の土偶であったり、12世紀の東日本最大の都市「平泉遺跡群」であったりします。
 一方、高速交通網の整備をはじめ多くの開発事業が促進され、これにより遺跡の発掘調査が急増し、
調査体制の充実や出土遺物の整理・収蔵を図る施設の建設が要請されることになりました。
 公益財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターは、このような状況に対処するために設立
され、埋蔵文化財の調査、研究、保護思想の普及・啓発などを総合的に行っています。

　昭和52年４月　　財団法人岩手県埋蔵文化財センター設立。組織は総務課、調査課の二課体制
　　　　　　　　　盛岡市向中野39番地の盛岡家畜保健衛生所の旧用地 1,383㎡、旧建物 374㎡
　　　　　　　　　（事務所建 326㎡、車庫 32㎡、雑屋建 16㎡）を借り受け事務所とした
　昭和53年10月　　所長室、事務室等の管理棟（プレハブ）及び収蔵庫（プレハブ）を建築
　昭和54年２月　　第１回埋蔵文化財展（市町村巡回）を開催（盛岡市）
　昭和55年１月　　第１回埋蔵文化財公開講座を開催（盛岡市）
　昭和56年４月　　岩手県立埋蔵文化財センター庁舎完成（盛岡市下飯岡11地割185番）同庁舎の一部
　　　　　　　　　を借受け事務所を移転。資料課を新設し三課体制となる
　昭和59年11月　　機材収蔵庫（旧北プレハブ棟、２階建 580㎡）をリースにより設置
　昭和60年３月　　第24回理事会において、財団法人の解散と残余財産を新財団法人に引き継ぐこと
　　　　　　　　　に決定
　昭和60年４月　　財団法人岩手県文化振興事業団 埋蔵文化財センターとなる総務課を管理課に改
　　　　　　　　　称。管理課、調査課、資料課の体制となる
　平成２年４月　　隣接の教育センター分館を収蔵庫（960㎡）として借用
　平成２年11月　　室内整理作業棟（旧南プレハブ２階建 660㎡）をリースにより設置
　平成８年３月　　県予算により整理作業棟（呼称：新プレハブ　２階建プレハブ、654.76㎡）と収蔵
　　　　　　　　　庫（平屋建プレハブ　327㎡）２棟建設
　　　　　　　　　教育センター分館収蔵庫取り壊しに伴い出土品を移動
　平成９年８月　　プレハブ棟に冷房機を設置
　平成11年４月　　岩手県立埋蔵文化財センターの施設管理運営業務を受託
　　　　　　　　　調査課を調査第一課に、資料課を調査第二課に改称
　平成12年２月　　北山倉庫（旧盲学校校舎）に出土品の一部を移動
　平成12年８月　　機材収蔵庫(プレハブ２階建、リース物件)を建替え
　　　　　　　　　本館改修（屋根、外壁）工事及び浄化槽改修工事を実施
　平成13年６月　　本館冷房設備設置工事を実施
　平成13年９月　　水道配水管漏水補修工事を実施

２　沿　　　革
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　平成14年９月　　旧衛生研究所に出土品の一部を移動
　平成15年10月　　本館耐震診断調査を実施
　平成17年３月　　自家発電設備補修工事を実施
　平成18年４月　　管理課を総務課に改称
　平成22年４月　　旧南プレハブ老朽化のため解体
　平成23年４月　　公益財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターとなる
　平成24年４月　　調査第一課及び調査第二課を調査課に統合
　平成25年４月　　東日本大震災復興調査のため、他県法人からの出向職員の３名及び岩手県から
　　　　　　　　　３名の派遣職員の受け入れ及び任期付調査員７名とＯＢ職員３名の任用
　平成25年11月　　盛岡市向中野三丁目18－35に事務所を借り室内整理室の分室とする（～26年３月）
　平成26年２月　　室内整理作業棟（呼称：南プレハブ　平屋建334.65㎡、リース物件）の増設
　平成26年４月　　東日本大震災復興調査のため、他法人からの出向職員６名と岩手県から３名の派
　　　　　　　　　遣職員の受け入れ及び任期付調査員８名とＯＢ職員６名の任用
　平成26年11月　　盛岡市西仙北一丁目16－10に事務所を借り室内整理室の分室とする（～継続）
　平成27年４月　　東日本大震災復興調査のため、他法人からの出向職員５名と岩手県から３名の派
　　　　　　　　　遣職員の受け入れ及び任期付調査員５名とＯＢ職員５名の任用
　平成28年４月　　東日本大震災復興調査のため、他法人からの出向職員３名と岩手県から２名の派
　　　　　　　　　遣職員の受け入れ及び任期付調査員１名とＯＢ職員４名の任用
　平成29年２月　　矢巾町大字広宮沢第10地割506番地２に事務所等を借り室内整理室の分室とする
　　　　　　　　　（～継続） 

岩手県立埋蔵文化財センター
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総務課 庶務、経理

調査課 発掘調査、室内整理、報告書刊行

資料保存、教育普及、埋蔵文化財

の研究

文化振興基金審査委員会 美術館

理事会

博物館

評議員会

理事長 事務局長 理事兼所長

公益財団法人岩手県文化振興事業団

総務部

県民会館

埋蔵文化財センター

Ⅱ　埋蔵文化財センターの組織

１　組　　　織

　当埋蔵文化財センターは昭和52年に財団法人岩手県埋蔵文化財センターとして設立された。その後、
昭和60年に改組され、財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターとなったのち、平成23年に
ほ岩手県文化振興事業団が公益財団法人に移行し、現在に至っている。

２　発掘調査事業量・受託事業費・職員数の推移　（昭和52年度～平成28年度）

　当埋蔵文化財センターは、主に国・県の事業などに伴う遺跡の発掘調査事業を行っている。
　昭和 52 年の設立以降、当センターの事業量（調査遺跡数・面積）は年度によって増減する。大規
模な開発事業が開始されるとそれに平行して発掘調査事業も増加し、完了すると減少する。
　昭和 56 ～ 57 年は盛岡以北の東北縦貫自動車道および八戸自動車道の建設に伴うものが多かった。
さらに御所ダム建設や幹線道路のバイパス建設に伴うものが加わった。昭和 61 年に八戸道建設に伴
う発掘が終了すると、事業量は減少したが、東北横断道路秋田線の建設がはじまると再び事業量は増
加に転じ、平成 4 年から 6 年頃に事業量はピークを迎えた。事業の増加に対して、発掘調査担当者が
不足したため、当初は学校現場からの教員の派遣で対応した。平成元年度からは期限付調査員の職を
設けた。
　平成７年から８年にかけてやや事業は減少するが、平成 11 年ごろから東北新幹線盛岡八戸間の建
設や盛岡南新都市開発事業・農業基盤整備事業などの事業が増加した結果、平成 14 年には職員数は
76 人、平成 18 年には調査面積は 25 万㎡超とそれぞれ過去最高を記録した。また、この頃になると、
大学等で専門的な教育を受けた専門職員も増え、その反面、派遣職員は減少していった。
　平成 22 年、国関連の大型プロジェクトが終了すると、発掘調査事業量も減少し、平成 22 年には職
員数もピーク時の半分の 38 名となった。平成 23 年３月 11 日、東日本大震災が発生すると、三陸沿
岸道路の建設や東北横断自動車道北上 - 釜石線や翌年度から復興事業に伴う調査が急増したため、当
センターでは他道府県法人からの職員の派遣や任期付調査員職を設けるなどして対応した。
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②　受託事業費の推移　（昭和52年度～平成28年度）

③　職員数の推移

元

平成11年度以降、管理受託収入、緊急雇用特別対策事業収入（平成16年度まで及び21～23年度）を含む

年 度

事業費
(×100万円)

年 度

事業費
(×100万円)

元

事業費 × 万円

317 372
519 605 605674

466 491 490 389 388
642

912
1,083

1,200
1,154

1,322
1,344

1,529 1,552
1,642

1,393
1,197

1,157

1,018

1,377

2,019 1,908
1,766

727 736
880

1,023953 932

1,409

1,053
1,104 1,266

372

元

面 積

遺跡数(件)

年 度

面積(千㎡)

遺跡数(件)

年 度

元

面積

遺跡数 件

(千㎡) (件)

元

法人職員

派遣職員

期限付
調査員

計

法人職員

派遣職員

期限付
調査員

計

元

期限付調査員

派遣職員

法人職員

(人)

①　発掘調査事業量（調査面積・遺跡数の推移）の推移　（昭和52年度～平成28年度）
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昭和52年～昭和61年 昭和62年～平成8年 平成9年～平成18年 平成19年～平成28年

計

（平成18年度の合併後の
  調査含む）

３　市町村別調査遺跡数と面積
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昭和52（1977）年度

　埋蔵文化財センター設立初年度となる昭和52年度は、18遺跡83,896㎡を調査した。面積の内訳は、
国関連13遺跡54,596㎡（65％）、県関連３遺跡7,250㎡（8.7％）、そのほか２遺跡22,050㎡（26.3％）であ
る。その他には民間の事業も含まれている。調査期間は４月18日から12月26日までで、調査の準備や
事務手続き等で、４月当初の開始にはなっていない。
　職員は小形信夫所長を筆頭に総務課は村木宏彰課長以下７名、調査課は瀬川司男課長以下17名で事
業に当っている。また、調査の進捗上必要に応じて大学生や社会人の協力員を雇用している。
　主な調査成果としては、縄文時代では、二戸市長瀬Ｂ遺跡で早期の集落跡から白浜式並行尖底土器
や刻線岩球が出土し、盛岡市繋Ⅲ遺跡では複式炉を持つ中期末から後期初頭の集落が検出された。
　都南村湯沢遺跡では中期から後期の住居跡157棟や土坑175基、落し穴状遺構166基などからなる大
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54.

59.

64.

69.

74.

79.

84.

89.

94.

99.

104.

109. 

114. 

119. 

124.

叺屋敷Ⅰａ･Ⅰｂ

駒板

田代

小井田Ⅲ･Ⅳ

駒焼場

大渕

西久保

大久保Ⅰ

田余内Ⅰ･Ⅱ

繋沢Ⅱ

上の山館

安代寄木

上斗内Ⅲ･Ⅳ･Ⅴ

湯舟沢

下猿田Ⅰ･Ⅱ

萪内

桜松

狄森古墳群

安堵屋敷

笹間館

西根

力石Ⅱ

東大畑

名高根

田中Ⅳ

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

40.

45. 

50.

55. 

60. 

65.

70.

75.

80.

85.

90.

95.

100.

105.

110.

115.

120.

125.

Ⅲ　発掘調査事業と普及事業

　当埋蔵文化財センターは、主に国・県の事業などに伴う遺跡の発掘調査事業を行っている。文化財
保護法に基づき、土木工事等を行うものは岩手県教育委員会と事前協議を行い、その後当埋蔵文化財
センターと具体的協議をした上で、契約を締結し、発掘調査を実施する。
　発足から 40 年間、当センターは岩手県内の埋蔵文化財の発掘調査事業をおこなってきた。以下に
当センターの実施した発掘調査事業の年度ごとの概要を記す。

昭和 52（1977）年度から昭和 61（1986）年度までに発掘調査を実施した遺跡
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№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 長瀬Ｂ遺跡 二戸市 5,956 5/29～12/26 建設省 二戸バイパス建設 第36集

2 長瀬Ｃ遺跡 二戸市 6,060 5/29～12/19 建設省 二戸バイパス建設 第22集

3 長瀬Ｄ遺跡 二戸市 4,200 5/29～9/30 建設省 二戸バイパス建設 第22集

4 上田面遺跡 二戸市 1,980 10/1～12/26 建設省 二戸バイパス建設 第23集

5 下平遺跡 雫石町 5,700 9/1～12/5 建設省 雫石バイパス建設 第14集

6 竃堂遺跡 水沢市 6,000 6/27～9/30 建設省 金ヶ崎バイパス建設 第44集

7 東大畑遺跡 水沢市 5,000 10/1～12/10 建設省 金ヶ崎バイパス建設 第44集

8 繋Ⅲ遺跡 盛岡市 8,800 4/18～11/30 建設省 御所ダム建設 第13集

9 繋Ⅵ遺跡 盛岡市 6,600 4/18～7/21 建設省 御所ダム建設 第13集

10 上野遺跡 盛岡市 400 7/22～9/19 建設省 御所ダム建設 第13集

11 南ノ又遺跡 盛岡市 3,000 10/1～11/30 建設省 御所ダム建設 第13集

12 兎野遺跡 雫石町 600 9/26～9/30 建設省 御所ダム建設 第27集

13 広瀬Ⅰ遺跡 雫石町 300 9/19～9/24 建設省 御所ダム建設 第27集

14 沢内遺跡 二戸市 3,250 6/16～9/30 岩手県 県道田子線改良 第４集

15 山ノ神遺跡 花巻市 2,000 6/27～9/10 岩手県 花巻空港拡張 第３集

16 沼の上遺跡 江刺市 2,000 10/17～11/30 岩手県 圃場整備 第５集

17 湯沢遺跡 都南村 15,750 4/25～10/5
岩手県住宅
供給公社

住宅団地建設
第２集
第66集

18 藤沢Ⅰd遺跡 北上市 6,300 4/19～7/2 (株)岩手開発 流通センター建設 未刊行

集落跡を検出し、コンテナ300箱以上の大量の遺物が出土した。双口土器や石笛状石製品など注目さ
れる遺物も多い。

　弥生時代では、江刺市沼の上
遺跡で弥生時代集落の範囲を確
認した。盛岡市上野遺跡でも弥
生末期の土器片が得られている。
　奈良時代から平安時代にかけ
ては、二戸市長瀬Ｂ・Ｃ・Ｄ遺
跡・上田面遺跡や北上市藤沢Ⅰd
遺跡、水沢市竃堂遺跡・東大畑
遺跡で集落が検出され、特に上
田面遺跡では鉄鉗が出土し、鉄
器製作が考えられる。
　中世では、盛岡市繋Ⅲ遺跡で
建物群が検出されている。長瀬
Ｃ遺跡では近世墓も検出されて
いる。

湯沢遺跡の発掘調査風景
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昭和53（1978）年度

　２年目の発掘調査は、22遺跡111,920㎡を行い、内訳は国関連13遺跡52,100㎡（46.5％）、県関連５
遺跡9,720㎡（8.7％）、日本道路公団５遺跡50,100㎡（44.8％）である。この年度から日本道路公団の東
北縦貫自動車道の調査も埋文センターの受託事業となった。
　縄文時代遺跡としては、松尾村長者屋敷遺跡の前期大型住居跡７棟を含む前期から晩期まで継続す
る大集落の検出があった。また、盛岡市萪内遺跡からは後期の集落のほかに、漁撈施設である魞や巨
大な配石群が、湿地からは短弓
や櫛などの木製品のほかに縄文
人の足跡も検出された。安代町
荒屋Ⅱ遺跡からは縄文中期の集
落のほかに、落し穴状の遺構が
多く検出され、その底部に逆茂
木状の杭穴が見つかった。その
他にも盛岡市堂ヶ沢遺跡や雫石
町広瀬Ⅱ遺跡、松尾村野駄遺跡
などでも前期や中期の集落が検
出されている。
　弥生時代遺跡としては、江刺
市兎Ⅱ遺跡や力石Ⅱ遺跡で前期
の土器が出土し、中でも兎Ⅱ遺
跡の土器片には籾痕がついていた。
　奈良時代の遺跡としては、金ヶ崎町西根遺跡があり、周溝のみではあるが４基の群集墳が検出され
ている。紫波町稲村遺跡の竪穴住居からは鍛冶作業で使う道具である鉄鉗（かなはし）や小型の坏が出
土した。江刺市力石遺跡からは多量の鉄器が出土した。その他同市落合Ⅲ遺跡の集落からは、曲井筒
等を用いた井戸跡が検出された。奈良から平安時代の集落は二戸市上田面遺跡や江刺市落合Ⅲ遺跡、
水沢市玉貫遺跡・膳性遺跡などがあり、上田面遺跡からは土師器の長頚壺や溝が多段に巡る坏が出土
している。
　平安時代の遺跡は、紫波町中田遺跡や江刺市落合Ⅲ遺跡・力石Ⅱ遺跡などがあり、落合Ⅲ遺跡では
井戸枠が出土し、力石Ⅱ遺跡では鉄器60点などが出土した。
　中世では、二戸市の沢内B遺跡で竪穴４棟が検出されたほか落合Ⅱ遺跡では井戸９基も検出された。
　普及事業として埋蔵文化財展も開催された。趣旨は「埋蔵文化財センター等が調査した遺跡の出土
品および調査記録等を広く県民に公開し、埋蔵文化財保護思想の普及を図る」である。初回は、｢原始
古代出土展｣と題して、昭和54年２月１～４日に岩手県立図書館で開催した。
　この年から職員専門研修がはじまった。埋蔵文化財センター職員研修要項に基づき、基本研修・専
門研修・特別研修を通して、職員の勤務能率の発揮と増進を図る目的で開催された。初回となるこの
年は、山内昭雄氏(岩手医科大学)による｢人骨について｣と、佐藤二郎氏(岩手県立杜陵高等学校)による
｢地質について｣が行われた。また、特別研修として、奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センターへの
職員派遣も行われた。

萪内遺跡の魞状遺構
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№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 上田面遺跡 二戸市 3,200 4/10～6/30 建設省 二戸バイパス建設 第23集

2 稲村遺跡 紫波町 3,200 6/1～8/31 建設省 国道４号矢巾拡幅 第19集

3 中田遺跡 紫波町 2,700 6/7～7/31 建設省 国道４号矢巾拡幅 第19集

4 古屋敷遺跡 紫波町 1,700 6/7～7/31 建設省 国道４号矢巾拡幅 第19集

5 膳性遺跡 水沢市 6,000 7/17～11/13 建設省 金ヶ崎バイパス建設 第34集

6 玉貫遺跡 水沢市 7,100 7/17～10/31 建設省 金ヶ崎バイパス建設 第18集

7 西根遺跡 金ヶ崎町 6,700 7/17～10/31 建設省 金ヶ崎バイパス建設 第18集

8 高校西遺跡 雫石町 2,000 4/12～5/15 建設省 雫石バイパス建設 第14集

9 萪内遺跡 盛岡市 10,000 4/8～11/13 建設省 御所ダム建設 第32集

10 堂ヶ沢Ⅰ・Ⅱ遺跡 盛岡市 5,500 4/7～7/8 建設省 御所ダム建設 第13集

11 広瀬Ⅱ遺跡 雫石町 3,000 7/10～10/14 建設省 御所ダム建設 第13集

12 町場Ⅲ遺跡 雫石町 1,000 10/2～11/4 建設省 御所ダム建設 第16集

13 沢内Ｂ遺跡 二戸市 600 5/8～6/26 岩手県 県道田子線改良 第７集

14 力石Ⅱ遺跡 江刺市 2,160 4/3～7/31 岩手県 主要地方道一関・北上線改良 第８集

15 兎Ⅱ遺跡 江刺市 2,640 4/3～9/9 岩手県 主要地方道一関・北上線改良 第８集

16 落合Ⅲ遺跡 江刺市 2,880 4/3～11/15 岩手県 主要地方道一関・北上線改良 第８集

17 朴ノ木遺跡 江刺市 1,440 4/3～10/16 岩手県 主要地方道一関・北上線改良 第８集

18 長者屋敷遺跡 松尾村 36,920 4/10～11/2 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設
第12・

20・77集

19 野駄遺跡 松尾村 5,400 4/13～7/13 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第11集

20 崩石遺跡 西根町 2,000 7/10～8/4 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第11集

21 寄木遺跡 松尾村 3,400 8/28～9/22 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第11集

22 荒屋Ⅱ遺跡 安代町 2,380 9/25～11/4 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第21集

昭和54（1979）年度

　昭和54年度は26遺跡、151，492㎡を調査した。内
訳は国関連15遺跡64,502㎡（42.6％）、道路公団11
遺跡86,990㎡（57.4％）である。このほかに岩手県
教育委員会の依頼で、田老町で大規模年金保養基
地関連の試掘調査を行っている。日本道路公団の
東北縦貫自動車道関連の調査が増大し、安代町の
遺跡に多く展開した。御所ダム関連の調査も継続
し、東北農政局の八戸平原開拓関連の発掘調査も
開始された。
  主な成果として、縄文時代は、二戸市上里遺跡
で前期の土坑から７体の人骨を検出し、奈良国立 上里遺跡の人骨を伴う土坑
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文化財研究所の協力を得て切り取ることができた。昨年に続く松尾村長者屋敷遺跡では前期の大型住
居跡７棟を含む183棟の大集落を検出し、岩偶や青竜刀形石器等多量の遺物も出土した。盛岡市萪内
遺跡も昨年に引き続き調査され、後期の墓壙から土製の鼻の副葬品が出土したほか、湿地からは多く
の木製品が出土した。前年度に見つかっている縄文人の足跡は奈良国立文化財研究所の指導・協力を
得て切り取り保存を行った。
　弥生時代では、二戸市大淵遺跡で住居跡の発掘、同市火行塚遺跡では遺物包含層を調査し、県北地
方の弥生時代資料を得ることができた。
　奈良、平安時代では、金ヶ崎町西根遺跡で古墳群の調査を行い、安代町扇畑Ⅰ遺跡焼失家屋から炭
化した櫛や、屋根材に笹を葺いている痕跡が確認された。水沢市玉貫遺跡でも平安時代の集落が検出
された。
　第2回の埋蔵文化財展は、｢原始古代出土展｣というタイトルで、昭和55年２月１～３日に二戸市体
育館を会場に開催された。この年から研究事業の一つとして埋蔵文化財公開講座が実施された。趣旨
は「研究者を招いて考古学や埋蔵文化財に対する理解を深めるとともに、埋蔵文化財保護思想の普及
に資することを目的とする」である。初年度は、６月30日に町田洋氏（東京都立大学）を講師に｢考古学
と火山灰」、昭和55年２月29日に沢田正昭氏（奈良国立文化財研究所）による「植物遺体と保存科学」と
町田章氏（奈良国立文化財研究所）による「装身具について」という講演を行った。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 大渕遺跡 二戸市 4,000 4/9～6/20 建設省 二戸バイパス建設 第23集

2 上里遺跡 二戸市 10,000 4/8～10/8 建設省 二戸バイパス建設 第55集

3 火行塚遺跡 二戸市 5,000 4/9～10/15 建設省 二戸バイパス建設 第23集

4 中田遺跡 紫波町 2,700 4/9～6/30 建設省 国道４号矢巾拡幅 第19集

5 古屋敷遺跡 紫波町 1,700 4/9～6/30 建設省 国道４号矢巾拡幅 第19集

6 膳性遺跡 水沢市 1,140 4/9～11/26 建設省 金ヶ崎バイパス建設 第34集

7 玉貫遺跡 水沢市 3,800 6/1～8/12 建設省 金ヶ崎バイパス建設 第18集

8 西根遺跡 金ヶ崎町 5,800 8/6～11/15 建設省 金ヶ崎バイパス建設 第18集

9 萪内遺跡 盛岡市 12,090 4/7～11/15 建設省 御所ダム建設 第32集

10 下猿田Ⅱ遺跡 盛岡市 1,100 6/4～8/11 建設省 御所ダム建設 第16集

11 下猿田Ⅲ遺跡 盛岡市 2,200 9/3～11/15 建設省 御所ダム建設 第16集

12 塩ヶ森Ⅰ遺跡 雫石町 500 4/9～6/9 建設省 御所ダム建設 第31集

13 町場Ⅱ遺跡 雫石町 9,400 4/9～6/2 建設省 御所ダム建設 第16集

14 町場Ⅲ遺跡 雫石町 1,700 7/1～9/7 建設省 御所ダム建設 第16集

15 長倉№14遺跡 軽米町 3,372 10/1～11/2 農林水産省 八戸平原開拓事業 第10集

16 長者屋敷遺跡 松尾村 29,000 4/2～11/30 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設
第12・

20・77集

17 赤坂田Ⅰ遺跡 安代町 12,800 4/16～8/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第58集

18 赤坂田Ⅱ遺跡 安代町 7,800 4/16～8/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第58集

19 安代寄木遺跡 安代町 3,000 4/16～8/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第９集
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昭和55（1980）年度

　当センター発足４年目となり、22遺跡166,737㎡の発掘調査を行った。事業主体別にみると、国関
連５件18,900㎡（11.3％）、県関連６件33,285㎡（20％）、日本道路公団11件114,552㎡（68.7％）である。
東北縦貫自動車道八戸線建設工事に伴う発掘調査が７割弱を占め、調査員の増員が必要となり、主に
学校教員からの派遣で対応して体制を強化した。菅原一郎所長以下38名、総務課（小笠原喜一課長）以
下９名、調査課（瀬川司男課長）以下28名で調査にあたった。昭和48年より継続調査してきた御所ダム
関係遺跡の野外調査はすべて終了した。また、この年の６～８月には長期間雨に見舞われ、大変苦労

した。主な調査内容は以下のように
なる。
　縄文時代では、盛岡市萪内遺跡で
洗い場施設が検出され、トーテムポー
ル状木製品や墓標と思われる木製品、
人頭大の大型土偶頭部などが出土し
た。ほかにも安代町赤坂田Ⅰ・Ⅱ遺
跡や上の山Ⅶ遺跡、曲田Ⅰ遺跡、軽
米町叺屋敷遺跡や君成田Ⅳ遺跡など
でも集落が検出された。叺屋敷Ⅰa遺
跡からは中期末～後期にかけての複
式炉が検出され、遺構から発見され
た県内２例目となる青竜刀形石器も
出土した。君成田Ⅳ遺跡や曲田Ⅰ遺
跡では、晩期の集落が検出されたほ
か、石鳥谷町安堵屋敷遺跡からも晩
期の包含層から遮光器土偶など多量
の遺物が出土した。

  古墳時代以降では、水沢市膳性遺跡で古墳時代～平安時代まで継続する集落が検出された。ほかに
も金ヶ崎町館山遺跡で角塚古墳出土品類似の埴輪片が出土した。九戸村田代遺跡からは、奈良時代の
住居跡が検出され、上の山Ⅶ遺跡や叺屋敷Ⅰa遺跡からも平安時代の集落が検出された。上の山Ⅶ遺

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

20 扇畑Ⅰ遺跡 安代町 2,800 4/16～11/2 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第17集

21 扇畑Ⅱ遺跡 安代町 12,270 4/16～8/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第39集

22 荒屋Ⅰ遺跡 安代町 3,600 5/14～6/16 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第21集

23 荒屋Ⅱ遺跡 安代町 4,420 4/16～5/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第21集

24 有矢野遺跡 安代町 6,000 6/16～8/11 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第38集

25 上の山Ⅹ遺跡 安代町 570 8/1～8/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第38集

26 越戸Ⅱ遺跡 安代町 4,730 9/1～11/2 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第21集

萪内遺跡出土大型土偶頭部
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跡のカマドは煙道が無く、秋田県鹿角地方
と共通性が高いようである。
　中世以降は、館山遺跡で中世柏山氏の居
館とみられる城館跡が、花巻市宮野目十三
塚は中世の信仰関連とみられる塚跡が、曲
田Ⅰ遺跡からは中近世とみられる建物跡も
検出された。
　第３回の埋蔵文化財展は、｢原始古代出土
展｣と題して、昭和56年２月７～12日に水沢
市三春屋で開催された。第３回埋蔵文化財
公開講座は、昭和56年２月18・19日に、岩
手県民会館を会場にして、佐原真氏（奈良国
立文化財研究所）による｢縄文土器と現代の食器｣と山内昭雄氏（東京大学）による「上里遺跡の人骨」、
村越潔氏（弘前大学）による｢円筒土器｣という講演が行われた。
　研究事業の一つ埋蔵文化財発掘技術講習会がこの年はじまった。趣旨は「埋蔵文化財発掘調査事業
にかかわる考古学上の特別研修として、関係職員の職務に必要な知識及び技能の習得を図る」である。
初回は、昭和56年３月３～４日に青木豊氏（國學院大學）による｢考古遺物の復元｣、嶋千秋氏（岩手県
教育委員会）による「分布調査について」の講習であった。職員専門研修の２回目は、及川和哉氏（岩手
日報社）による｢文章の書き方｣、川口印刷工業社員による｢印刷・図版について｣であった。
　また、この年から発掘以外に偶然発見され、散在している未報告遺物を資料化し、その活用を図る
という趣旨で、考古遺物資料集が発刊され、第１集は二戸市・軽米町・九戸村の考古遺物が紹介され
た。紀要Ⅰも刊行された。

塩ヶ森Ⅰ遺跡出土板状土偶群

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 膳性遺跡 水沢市 3,250 4/10～8/31 建設省 金ヶ崎バイパス建設 第34集

2 萪内遺跡 盛岡市 3,000 4/7～9/30 建設省 御所ダム建設 第32集

3 塩ヶ森Ⅰ遺跡 雫石町 3,500 4/7～9/10 建設省 御所ダム建設 第31集

4 桜松遺跡 雫石町 7,650 4/7～7/19 建設省 御所ダム建設 第29集

5 長倉遺跡 軽米町 1,500 10/13～11/18 農林水産省 八戸平原開拓事業 第25集

6 館山遺跡２次 金ヶ崎町 18,385 4/10～10/30 岩手県 県立県南青年の家建設 第65集

7 宮野目十三塚 花巻市 6,300 4/10～6/13 岩手県 花巻空港拡張工事 第37集

8 安堵屋敷遺跡 石鳥谷町 3,600 6/16～9/30 岩手県 添市川改修工事 第74集

9 綱取Ⅱ遺跡 盛岡市 600 5/19～5/30 岩手県 綱取ダム建設工事 第15集

10
蝦夷森古墳群
第４次

盛岡市 1,800 9/16～10/18 岩手県 県道大田橋線拡張改良 第24集

11 川向Ⅲ遺跡 九戸村 2,600 10/1～12/1 岩手県
県営九戸地区畑地帯
総合土地改良事業

第26集

12 野駄遺跡２次 松尾村 2,052 4/14～6/7 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第42集

13 赤坂田Ⅰ遺跡 安代町 12,800 5/26～7/26 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第58集

14 赤坂田Ⅱ遺跡 安代町 7,800 4/14～5/24 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第58集
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昭和56（1981）年度

　昭和56年度は25遺跡139,220㎡を調査し、内訳は国関連２遺跡4,550㎡（3.3％）、県関連６遺跡21,900
㎡（15.7％）、日本道路公団17遺跡112,770㎡（81％）である。東北縦貫自動車道八戸線関連が主となり、
九戸村、軽米町の遺跡調査が多く行われた。昭和49年から始まった二戸バイパス関連の調査もこの年
度で終了した。この年、岩手県立埋蔵文化財センターの建物が開所し、財団法人岩手県埋蔵文化財セ
ンターが管理運営にあたった。資料課ができ、前年度に調査が終了した御所ダム関連遺跡や長者屋敷
遺跡の報告書作成が年間を通して行われた。県立埋文の事業としての所報「わらびて」の発行も始まっ
た。菅原一郎所長以下40名、総務課は小笠原喜一課長以下６名、調査課は嶋千秋課長以下24名、資料
課は瀬川司男課長以下８名の体制で臨んだ。主な発掘成果は以下のようになる。

　縄文時代は、田老町小堀内Ⅰ遺跡から早
期・前期の遺物が多量に出土したほか、そ
れぞれの遺跡の立地は異なっているが、中
期から後期にわたる集落が九戸村滝谷Ⅲ遺
跡、江刺家遺跡、江刺家Ⅳ・Ⅴ遺跡、嶽Ⅱ
遺跡、軽米町叺屋敷Ⅱ・Ⅲ遺跡などで確認
された。晩期の集落として安代町曲田Ⅰ遺
跡から竪穴住居跡46棟、12ｍ×12ｍの大型
建物・配石・墓壙等の発見と復元可能な多
量の土器を含む遺物が出土した。
　奈良時代の集落は、二戸市の長瀬Ｃ遺跡

や府金橋遺跡で検出された。
　平安時代の集落も、九戸村江刺家遺跡、滝谷Ⅲ遺跡、軽米町叺屋敷Ⅲ遺跡、大船渡市名高根遺跡な
どで検出されている。なかでも江刺家遺跡からは、律令制に関係する石帯の飾り石である半円形の丸
鞆が出土している。
　中世は、九戸村伊保内館跡で空堀などの城館遺構が検出された。江刺家遺跡でも中世竪穴住居跡や
堀が検出され、近くにある戦国末期の城館跡である江刺家館跡との関連が注目された。 
　第４回の埋蔵文化財展は、９月26日～27日に松尾村中央公民館で｢原始古代出土展｣として開催され

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

15 扇畑Ⅱ遺跡 安代町 12,270 7/28～9/20 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第39集

16 上の山館遺跡 安代町 1,500 9/24～11/14 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第40集

17 上の山Ⅶ遺跡 安代町 30,000 4/14～11/14 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第60集

18 上の山Ⅺ遺跡 安代町 8,800 4/14～11/8 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第15集

19 曲田Ⅰ遺跡 安代町 11,800 4/14～11/8 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第87集

20 田代遺跡 九戸村 1,080 4/7～7/5 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第41集

21 叺屋敷Ⅰa遺跡 軽米町 13,450 4/14～11/14 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第61集

22 君成田Ⅳ遺跡 軽米町 13,000 6/24～11/20 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第62集

曲田Ⅰ遺跡出土壺形土器（縄文時代晩期）
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№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 長瀬Ｃ遺跡２次 二戸市 1,700
4/13～6/20
8/1～9/12

建設省 二戸バイパス建設 第51集

2 府金橋遺跡 二戸市 2,850 6/22～7/31 建設省 府金橋架橋工事 第72集

3 名高根遺跡 大船渡市 1,400 4/20～6/6 岩手県
県立大船渡高校
第二体育館建設

第54集

4 寒風遺跡 遠野市 10,500 4/16～6/30 岩手県 国道283号道路改良工事 第43集

5 志波城跡 盛岡市 5,768
4/20～8/12
11/4～11/10

岩手県
太田方八丁地域
県営圃場整備事業

第45集

6 小堀内Ⅰ遺跡 田老町 3,000 8/17～10/24 岩手県 田老大規模年金保養基地建設 第52集

7 伊保内Ⅰ遺跡 九戸村 1,232 6/10～7/28 岩手県
九戸地区畑地帯
総合土地改良事業

第53集

8 曲田Ⅰ遺跡 安代町 5,000 4/6～7/15 日本道路公団 東北縦貫自動車道建設 第87集

9 小井田Ⅳ遺跡 一戸町 5,340 4/13～9/4 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第69集

10 沼山遺跡 一戸町 100 8/28～9/12 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第50集

11 滝谷Ⅲ遺跡 九戸村 4,450 7/6～10/2 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第49集

12 江刺家遺跡 九戸村 10,060 4/13～11/17 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第70集

13 江刺家Ⅳ遺跡 九戸村 4,950 4/13～7/4 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第59集

14 江刺家Ⅴ遺跡 九戸村 2,300 10/5～11/6 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第59集

15 嶽Ⅰ遺跡 九戸村 2,620 9/1～10/2 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第50集

16 嶽Ⅱ遺跡 九戸村 5,000 7/23～11/10 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第78集

17 道地Ⅱ遺跡 九戸村 3,000 4/13～5/30 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第64集

18 道地Ⅲ遺跡 九戸村 4,480 6/1～8/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第64集

19 馬場野Ⅰ遺跡 軽米町 11,970 9/7～11/6 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第68集

20 馬場野Ⅱ遺跡 軽米町 20,500 7/20～11/6 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第99集

21 叺屋敷Ⅰb遺跡 軽米町 12,740 4/13～8/20 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第63集

22 叺屋敷Ⅱ遺跡 軽米町 7,680 6/8～10/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第47集

23 叺屋敷Ⅲ遺跡 軽米町 7,000 8/21～11/17 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第48集

24 土弓Ⅰ遺跡 軽米町 5,580 4/13～6/6 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第50集

た。第４回の埋蔵文化財公開講座は、昭和57年２月９日～10日に岩手県民会館で、渡辺誠氏（名古屋
大学）による｢縄文時代の食べ物｣と、丹羽茂氏（宮城県教育委員会）による｢大木式土器｣、橘善光氏（青
森県立むつ工業高等学校）による｢北東北の弥生土器｣の講義が行われた。２年目の埋蔵文化財技術講
習会は、昭和57年１月12日～13日に町田章氏(奈良国立文化財研究所)による「土器実測の理論と実技」
が行われた。
　職員専門研修は、佐原真氏（奈良国立文化財研究所）による｢縄文原体｣、工藤雅樹氏（宮城学院女子
大学）による｢蝦夷論｣、中村浩氏（大谷女子大学）による「須恵器論」、岩手県自治研修所職員｢ＫＪ法｣
が行われた。
　考古遺物資料集第２集(久慈市・種市町・野田村)と紀要Ⅱ、わらびて１～５号が刊行された。
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昭和57（1982）年度

　昭和57年度の発掘調査は15遺跡、123,680㎡である。その内訳は、国関連４遺跡10,400㎡（8.5％）、
県関係３遺跡5,200㎡（4.2％）、日本道路公団７遺跡87,480㎡（70.7％）、市町村１遺跡20,500㎡（16.6％）
である。６遺跡が昨年からの継続調査であり、４遺跡が次年度に繰り越した。主な調査成果は以下の

ようになる。
　縄文時代は集落の立地や変遷に関する
資料が多く得られた。早期では一戸町平
船Ⅲ遺跡で多量の遺物が検出され、土器
の分類や石器の組成についての好資料が
得られた。中期では、九戸村嶽Ⅱ遺跡では、
複合扇状地に住居跡27棟、土坑217基が検
出され、沢から20～50ｍ置いた両側に占
地し、後期に近接する。さらに軽米町駒
板遺跡でも後・晩期の住居跡36棟と土坑
115基が検出され、後期前葉から後葉、そ
して晩期前葉へと続く集落の構成や立地

の変遷が明らかになった。落し穴状遺構も３遺跡で検出された。一戸町小井田Ⅲ遺跡では低位段丘面
に54基が発見され、平坦面と傾斜面さらに谷部分に分布し、それぞれ配列と方向に特徴が認められた。
岩手町川口Ⅰa遺跡からは底面に杭穴とみられる小ピットが見られたり、西端が階段状になるものな
どが見られた。
　弥生時代は、軽米町馬場野Ⅱ遺跡から前期の住居跡９棟からなる集落が検出された。低位段丘の沢
沿いに立地し、円形・楕円形・隅丸方形等を呈し、規模に大少の違いが認められた。本県では画期的
な発見として注目されている。
　古墳時代では、川口Ⅰa遺跡から後北C２式土器が10点余、西根町上斗内Ⅲ遺跡から北大式土器1点
が出土している。
　奈良時代から平安時代にかけては、馬渕川沿いの二戸市府金橋遺跡で集落が検出され10棟の住居跡
を調査した。
　中世は、府金橋遺跡と一戸町小井田Ⅲ遺跡から若干の陶磁器や古銭が採集されている。後者では、
16世紀ころの美濃産灰釉陶器等が含まれている。石鳥谷町小森林館跡は、稗貫氏の重臣小森林氏の居
館跡と伝えられる城館遺跡で、東端の部分調査ながら掘立柱建物や薬研堀とみられる溝が確認された。
　近世末期では、軽米町駒板遺跡から鋳銭跡が検出された。沢沿いの斜面に立地し、坩堝や寛永通宝
などが検出され「八戸藩勘定書日誌」や｢元屋文書｣等に記載されている密造銭鋳造を裏付けるものとし
て注目される。
　第５回埋蔵文化財展が、２月15～18日に岩手県立図書館を会場として、「御所湖の縄文時代-御所ダ
ム関連遺跡の埋蔵文化財-」というテーマで開催された。御所ダム建設に伴う34遺跡の発掘調査成果を
展示した。第５回の埋蔵文化財公開講座は、昭和58年２月22・23日に岩手県民会館を会場にして、桑
原滋郎氏（文化庁）による｢須恵系土器｣と、水野正好氏（奈良大学）による｢古代東北の宗教｣、安田喜憲
氏（広島大学）による「環境考古学」の講演が行われた。発掘技術者実技講習会（第３回埋蔵文化財調査
技術講習会）は、昭和58年１月10・11日に松沢亜生氏（奈良国立文化財研究所）を講師に「石器の観察と

嶽Ⅱ遺跡全景（航空写真）
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実測」をテーマに行われた。また職員専門研修は、熊谷常正氏（岩手県立博物館）による｢縄文早期の土
器｣、藤沼邦彦氏（東北歴史資料館）による「東北地方の中世陶磁器」を行った。
　考古遺物資料集第３集（種市町、野田村、大野村、山形村、普代村、田野畑村）と紀要Ⅲ、わらびて
６～11号が発刊された。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 府金橋遺跡 二戸市 4,000 4/13～6/10 建設省 府金橋架橋工事 第72集

2 川口Ⅰ遺跡 岩手町 3,800 6/11～8/31 建設省 国道４号川口バイパス建設 第83集

3 小森林館遺跡 石鳥谷町 1,100 9/1～10/14 建設省 国道４号石鳥谷地内拡幅工事 第73集

4 上野山遺跡 久慈市 1,600 6/1～9/4 建設省 国道45号久慈バイパス建設 第67集

5 上斗内Ⅲ遺跡 西根町 900 5/6～6/17 岩手県
県営岩手地区広域農道
整備事業

第71集

6 上斗内Ⅳ遺跡 西根町 3,050 6/18～7/31 岩手県
県営岩手地区広域農道
整備事業

第71集

7 上斗内Ⅴ遺跡 西根町 1,250 6/28～7/15 岩手県
県営岩手地区広域農道
整備事業

第71集

8 馬場野Ⅰ遺跡 軽米町 11,970 4/16～7/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第68集

9 馬場野Ⅱ遺跡 軽米町 10,500 4/16～11/6 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第99集

10 駒板遺跡 軽米町 51,000 4/13～11/10 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第98集

11 嶽Ⅱ遺跡 九戸村 5,000 4/12～9/4 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第78集

12 小井田Ⅲ遺跡 一戸町 6,380 7/16～10/30 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第85集

13 小井田Ⅳ遺跡 一戸町 1,900 4/12～5/15 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第69集

14 平船Ⅲ遺跡 一戸町 730 5/17～7/15 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第76集

15 湯舟沢遺跡 滝沢村 20,500 5/6～10/30 滝沢村 宅地造成
滝沢村
第２集

昭和58（1983）年度

　昭和58年度の発掘調査は、17遺跡 99,120㎡である。内
訳は、国関連３遺跡7,530㎡（7.6％）、県関連５遺跡8,300
㎡（8.4％）、日本道路公団７遺跡72,250㎡（72.9％）、市
町村１遺跡11,040㎡（11.1％）である。調査の主体は東北
縦貫自動車道八戸線である。また調査面積が10万㎡を
切っている。
　主な成果としては、縄文時代は早期の住居跡が検出さ
れた軽米町馬場野Ⅱ遺跡が注目される。本県でも類例の
少ない草創期の多縄文系土器や押型文・貝殻文の土器片、
石器が多量に出土している。中期の集落では安代町湯の
沢Ⅲ遺跡で円筒上層式と大木式土器が共伴して出土して
いる。後期から晩期にかけては、前年から継続する馬場野Ⅱ遺跡や滝沢村湯舟沢遺跡がある。馬場野
Ⅱ遺跡は中期末から後・晩期に継続する集落の変遷が明らかになっている。また、馬場野Ⅱ遺跡と湯
舟沢遺跡の後期の住居跡からは出入口と見られる施設が発見されている。その他にも陸前高田市川内

馬場野Ⅱ遺跡出土の早期前葉日計式土器
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遺跡からは晩期の住居跡や遺物包含層が検出され、猪の牙などを含む各種の土器・土製品・石器・石
製品などが得られている。
　弥生時代は、馬場野Ⅱ遺跡から昨年に続き竪穴住居跡２棟が検出され、合わせて11棟の集落となっ
た。弥生時代前期の遺物が出土し、縄文晩期から継続する集落であることが判明した。ほかに一戸町
小井田Ⅲ遺跡から弥生後期の竪穴住居跡２棟が検出されている。
　奈良・平安時代では、昭和40年代に鉄磬が発見されるなど古代寺院と推測されていた岩手町黄金堂
遺跡の調査がある。尾根の中腹を切って造成した平坦地に東西３間、南北２間の掘立柱建物が検出さ
れた。柱間は桁行８尺、梁行9.8尺のそれぞれ等間で持仏堂の可能性も高い。ほかにカマドの無い竪
穴状遺構があり、高台付坏などが出土している。久慈市小屋畑遺跡は昨年の上野山遺跡に隣接し、奈
良時代の竪穴住居跡２棟、平安時代の竪穴住居跡９棟からなる集落が検出されている。
　中・近世では、江刺市岩谷堂城の調査があり、調査区は｢岩淵家所蔵絵図」にある「本毘沙門」跡を含
む本丸と二の丸の東にあたる。遺構はほぼ全域におよび、空堀・掘立柱建物跡・井戸・柵列・鍛冶場
跡等が検出された。出土遺物には陶磁器のほか金属製品・石製品・漆器・炭化穀類等があり、築城は
中世にまでさかのぼることが実証された。その他一関市滝沢城跡の調査もあるが、造成平坦地以外の
遺構は検出されなかった。
　第６回の埋蔵文化財展は、昭和58年11月２～４日に｢軽米町・九戸村・一戸町の文化財｣というタイ
トルで軽米町中央公民館で開催された。また、第６回の埋蔵文化財公開講座は、昭和59年２月21・22
日に岩手県民会館第２会議室を会場にして、西田正規氏（筑波大学）による｢狩猟の文化｣と田中琢氏（奈
良国立文化財研究所）による｢考古学と自然科学｣、江坂輝弥氏（慶應義塾大学）による「東北の土面と仮
面」の講演が行われた。
　第４回発掘調査技術講習会は、昭和59年１月10・11日に町田章氏（奈良国立文化財研究所）を講師と
して、「発掘調査報告書の作成について」と題して行われた。職員専門研修は、高橋信雄氏（岩手県立
博物館）による「岩手県の古代集落」を行った。
　考古遺物資料集第４集（浄法寺町、安代町、一戸町）と紀要Ⅳ、わらびて12～17号が発刊された。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 川口Ⅱ遺跡 岩手町 3,000 5/12～8/8 建設省 国道４号川口バイパス建設 第84集

2 川口Ⅰ遺跡 岩手町 1,630 10/17～11/17 建設省 国道４号川口バイパス建設 第83集

3 小屋畑遺跡 久慈市 2,900 8/4～11/8 建設省 国道45号久慈バイパス建設 第80集

4 黄金堂遺跡 岩手町 4,200 7/7～10/7 岩手県
県営岩手地区広域農道
整備事業

第86集

5 手代森遺跡 都南村 700 10/17～11/4 岩手県
北上川水系大沢川
河川改良工事

第108集

6 岩谷堂城跡 江刺市 2,100 4/11～5/27 岩手県
岩谷堂高校第２グラウンド
造成計画

第75集

7 滝沢城跡 一関市 300 4/11～5/10 岩手県 急傾斜地崩壊対策工事 第81集

8 川内遺跡 陸前高田市 1,000 5/30～7/7 岩手県 気仙川地区かんがい排水事業 第82集

9 馬場野Ⅱ遺跡 軽米町 10,000 4/11～10/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第99集

10 駒板遺跡 軽米町 27,700 4/11～10/11 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第98集

11 小井田Ⅲ遺跡 一戸町 8,000 4/11～7/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第85集

12 湯の沢Ⅲ遺跡 安代町 9,100 6/1～8/18 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第79集
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昭和59（1984）年度

　昭和59年度の発掘調査面積は、17遺跡112,489㎡である。その内訳は、国関連１遺跡3,290㎡（2.9％）、
県関連５遺跡14,273㎡（12.7％）、日本道路公団11遺跡94,926㎡（84.4％）である。東北縦貫道八戸線関
連の調査が主であるが、県関連の調査も増えている。
　発掘調査の主な内容は、縄文時代の集落や平安時代の集落に関連するものが多かった。
　縄文時代前期では、軽米町大日向Ⅱ遺跡から円筒下層a式期の大型住居跡が検出されている。調査
区外に延び全容は不明であるが、長軸が推定14ｍ、短軸6.4ｍを測り、平面形は隅丸長方形を呈する。
床面には段差があり、壁寄りの部分は約１ｍの幅で一段高くなっており、主柱穴はその段差部に配置
される。炉は地床炉で、長軸方向の中央部に３基並んで検出された。前期末から中期初頭の遺跡とし
ては金ヶ崎町和光６区遺跡がある。東に延びる尾根上に立地し、南向き斜面に住居跡、南北両斜面に
遺物包含層が検出された。遺物包含層からは大木６・７ａ式の土器が大量に出土している。
　中期の住居跡は、安代町関沢口遺跡・水神遺跡、大日向Ⅱ遺跡などから発見されているが数は少なく、
ほとんどが後・末葉に属するものである。後期の集落は、関沢口遺跡・水上遺跡・大日向Ⅱ遺跡が
上げられる。特に大日向Ⅱ遺跡からは30棟の住居跡
が検出され、径６～７ｍと比較的規模が大きく掘り
込みの深いものが多く、多量の完形土器が出土した。
また、出入り口施設を持つ住居跡も確認されており、
この点はほかの２遺跡にも共通する。また、安代町
や浄法寺町の各遺跡から落し穴状遺構が検出されて
いるが、なかでも浄法寺町水上遺跡では３つのタイ
プがあり、いずれも後期以降に属するものと考えら
れている。このうち長方形を呈するものは、底部の
山側に１個、谷川に２個の斜め方向の杭穴をもつタ
イプが28基検出された。それぞれ３～６基を１単位
としたまとまりをもちつつ、沢を越えて一列に配置
されている。このタイプのものは五庵Ⅰ・海上Ⅰ・
海上Ⅱ遺跡でも発見され、やはり１列に並んで検出
された。なお、五庵Ⅰ遺跡では円筒形の落し穴状遺
構が検出され、杭跡を土層断面で確認できた。
　晩期の集落としては都南村手代森遺跡が上げられ
る。住居跡や墓壙などのピットのほかに遺物包含層
が発見され、高さ31㎝を測る大型の遮光器土偶や中

手代森遺跡出土の遮光器土偶

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

13 繋沢Ⅱ遺跡 安代町 5,000 4/19～5/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第79集

14 石神Ⅱ遺跡 安代町 2,450 8/19～9/17 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第79集

15 関沢口遺跡 安代町 10,000 9/19～10/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第95集

17 湯舟沢遺跡 滝沢村 11,040 4/11～10/28 滝沢村 宅地造成
滝沢村
第２集
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空の動物形土製品など大洞ＢＣ式期を主体とする遺物が１万点以上出土している。なお、五庵Ⅰ遺跡・
水上遺跡からは大洞Ｃ１式の赤彩精製土器を収めた土坑が検出されており、五庵Ⅰ遺跡では土器の両
側に数段積み重ねたカラス貝が出土した。
　弥生時代は、水上遺跡から住居跡が１棟検出され、安比川流域で最初の発見として注目される。 
　奈良時代の住居跡は、大日向Ⅱ遺跡で２棟検出されただけで、安比川流域では発見されていない。
　一方、平安時代住居跡は、浄法寺町・安代町など安比川流域の多くの遺跡で発見されたほか、江釣
子村新平遺跡や大日向Ⅱ遺跡でも発見されている。五庵Ⅰ遺跡では15棟のすべてが焼失住居で、その
うち３棟の床面から根太を伴う板材が検出され、木製椀・
穀類なども炭化して出土した。飛鳥台地Ⅰ遺跡では平安
初期を主体とする住居跡が18棟検出された。 
　中世は、関沢口遺跡・五庵Ⅰ遺跡・五庵Ⅱ遺跡から住
居跡が検出されている。特に五庵Ⅱ遺跡では20棟の竪穴
住居と、掘立柱建物を構成すると考えられる約400の柱
穴が発見された。遺物は、陶磁器、刀子・小札・弾丸な
どの金属製品、各種古銭など多種多様であるが、透漉・
手掛・砥石等の漆器製作関係の遺物の出土が注目される。
　近世では五庵Ⅱ遺跡と平泉町高玉遺跡から住居跡が検
出されている。また、水神遺跡から中世の土葬墓、関沢
口遺跡・水神遺跡から近世の土葬墓が検出されている。
漆器製作関係副葬品の伴出がその特徴にあげられる。
　第７回埋蔵文化財展は、８月４～７日に宮古市立図書館を会場にして、｢埋もれていた祖先の生活-
埋蔵文化財センター調査遺跡にかかわる郷土の文化財-」というタイトルで開催された。第７回埋蔵文
化財公開講座は、昭和60年２月21・22日に岩手県民会館第２会議室を会場にして、芹沢長介氏（東北
大学）による「旧石器時代の東北」、小林達雄氏（國學院大學）による｢縄文人思考｣、阿部義平氏（国立歴
史民俗博物館）による｢律令国家と北東北」として講演された。
　第５回埋蔵文化財発掘調査技術講習会は、昭和60年1月10～11日に岩本次郎氏（奈良国立文化財研究
所）により「遺跡と歴史地理」としておこなわれた。
　職員専門研修は、鈴木克彦氏（青森県立郷土館）による｢亀ヶ岡文化｣であった。
　考古遺物資料集成第５集（宮古市、山田町、岩泉町、田老町、新里村、川井村、釜石市、遠野市、大槌町、
宮守村）と紀要Ⅴ、わらびて18～23号の発刊も行われた。

五庵Ⅱ遺跡出土陶器壺

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 高玉遺跡 平泉町 3,290 4/19～7/11 建設省 国道４号平泉バイパス建設 第93集

2 手代森遺跡 都南村 2,600 4/23～8/15 岩手県 北上川水系大沢川改修 第108集

3 和光6区遺跡 金ヶ崎町 1,500 8/16～10/9 岩手県
一般県道和賀・金ヶ崎・
胆沢線改良

第114集

4 新平遺跡 江釣子村 1,572 7/12～9/7 岩手県
北上地区広域営農団地
農道整備事業

第91集

5 荒木田Ⅱ遺跡 西根町 2,500 8/17～10/8 岩手県 広域農道整備事業 第92集

6 大日向Ⅱ遺跡 軽米町 6,101 4/13～11/2 岩手県 国道340号拡幅工事 第100集

7 関沢口遺跡 安代町 13,900 4/23～8/11 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第95集

-20-



昭和60（1985）年度

　この年、財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターが発足した。初年度である昭和60年度
の発掘調査面積は、17遺跡98,193㎡である。その内訳は、国関連１遺跡1,500㎡（1.5％）、県関連３遺
跡9,123㎡（9.3％）、日本道路公団13遺跡87,570㎡（89.2％）である。東北自動車道八戸線の浄法寺～一
戸間の調査が主となっている。調査された遺跡は、時代的には縄文時代と平安時代の遺跡が多い。
　縄文時代は、早期では浄法寺町飛鳥台地Ⅰ遺跡、二戸市大久保遺跡で住居跡が発見されている。前
者は早期前葉押型文を伴う住居で、後者は物見台式土器を伴う。なお、親久保遺跡では南部浮石層を
鍵層として、物見台式から吹切沢式への変遷が捉えられている。前期の住居跡は、浄法寺町沼久保遺跡・
飛鳥台地Ⅰ遺跡・広沖遺跡で検出された。飛鳥台地Ⅰ遺跡の住居は、前葉に属し、方形を基調とし炉
を持たないものや９×4.5ｍの大型のものも含まれる。後期では、浄法寺町五庵Ⅲ遺跡や沼久保遺跡・
桂平遺跡・飛鳥台地Ⅰ遺跡、二戸市大久保遺跡、一戸町竹林遺跡などで住居跡が発見され、縄文時代
では最も多くなっている。晩期の住居跡は、一戸町堀切遺跡で２棟検出されただけである。なお、上
記の各遺跡で落し穴状遺構
が発見されており、その大
部分は溝状タイプと円筒状
のタイプに大別される。溝
状のものは、安比内Ⅰ遺跡
では３列、沼久保遺跡では
１列で配置されており、双
方とも10基ほどを単位とし
て沢から沢へ緩やかな尾根
を横断するように並ぶ。底
面に杭穴を伴う円筒状タイ
プのものは、大久保・田余
内Ⅰ遺跡で検出されている。 安比内Ⅰ遺跡の連続する落し穴状遺構

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

8 水神遺跡 安代町 22,360 4/23～10/26 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第96集

9 柿ノ木平Ⅲ遺跡 浄法寺町 12,100 4/20～8/16 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第89集

10 五庵Ⅰ遺跡 浄法寺町 15,188 4/19～11/2 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第97集

11 五庵Ⅱ遺跡 浄法寺町 6,420 4/20～8/16 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第94集

12 海上Ⅰ遺跡 浄法寺町 5,020 8/17～10/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第90集

13 海上Ⅱ遺跡 浄法寺町 6,408 7/20～10/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第90集

14 沼久保遺跡 浄法寺町 1,000 10/12～10/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第109集

15 桂平遺跡 浄法寺町 1,190 9/10～10/11 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第110集

16 大久保Ⅰ遺跡 浄法寺町 6,110 4/20～7/19 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第90集

17 飛鳥台地Ⅰ遺跡 浄法寺町 5,230 8/11～11/14 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第120集
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大久保遺跡では、溝状のものによって切られており、検出面や埋土の状況から早・前期に位置付けら
れる。
　弥生時代は、沼久保遺跡で住居跡が１棟検出されただけであるが、遺物は安比川沿いの各遺跡で発
見されている。
　古墳～奈良時代は、矢巾町犾森古墳群があり、15基の古墳が検出されたが、いずれも主体部は調査
区外にあり、すべて周溝だけである。ただ、周溝を伴わない墓壙と想定されるものもあり、その一つ
から直刀が出土している。矢巾町教委の調査結果と合わせ、当古墳群は広範囲に濃密な分布を示すこ
とが判明した。また、花巻市古館Ⅱ遺跡では、15棟ほどの奈良時代住居跡が発見された。西方約500
ｍに熊堂古墳群があるが、
それとの直接的関連は不
明である。出土遺物に朱彩
土器が多く、やや特異な面
も見られる。
　平安時代は、集落跡が浄
法寺町田余内Ⅰ遺跡・沼久
保遺跡・桂平遺跡・安比内
遺跡・飛鳥台地Ⅰ遺跡・広
沖遺跡、一戸町竹林遺跡、
犾森古墳群、花巻市万丁目
遺跡・古館Ⅱ遺跡で発見さ
れている。なかでも、飛鳥
台地Ⅰ遺跡は昨年度調査
分を含め、90棟の住居跡が
検出された大集落である。平安時代前期に中心を置く集落で、静止糸切による切り離し技法をもつ土
師器坏や鉄製品・フイゴ羽口等を多量に出土するなど、遺物の面からも注目すべき点が少なくない。
　中世は、沼久保遺跡・飛鳥台地Ⅰ遺跡・万丁目・古館Ⅱ遺跡などで竪穴住居跡や掘立柱建物跡が検
出されている。古館Ⅱ・万丁目遺跡は、稗貫氏一族根子氏の居館中館との関係が考えられ、特に前者
は中館の一部と想定されている。飛鳥台地Ⅰ遺跡では、住居内から漆膜・漆の漉殻等が出土しており、
漆の工房跡となる可能性を持っている。
　第８回埋蔵文化財展は、11月１～３日陸前高田市立博物館を会場にして、「縄文人の暮らし－発掘
された岩手の縄文時代－」と題して開催された。
　第８回埋蔵文化財公開講座は、昭和61年２月20・21日に盛岡市上田公民館を会場として、森川昌和
氏（福井県立若狭歴史民俗資料館）による｢縄文人の生活－鳥浜貝塚の復元－｣と、松下正司氏による「中
世庶民の生活」、工藤雅樹氏（宮城学院女子大学）による｢古代北東北の蝦夷｣の講演が行われた。昭和
60年度発掘技術講習会は、昭和61年１月16～17日に宮本長二郎氏（奈良国立文化財研究所）を講師にし
て「遺構から見た古建築の復元建物まで」が行われた。職員専門研修は、岡村道雄氏（東北歴史資料館）
｢日本最古の石器文化｣、森孝吉氏（盛岡労働基準監督署）｢労働安全について｣、名須川溢男（当センター
資料課長）｢著作権について｣であった。
　考古遺物資料集第６集（大船渡市、陸前高田市、住田町、三陸町、千厩町、大東町、藤沢町、東山町、
室根村、川崎村）と紀要Ⅵ、わらびて24～29号が発刊された。

飛鳥台地Ⅰ遺跡航空写真
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昭和61（1986）年度

　昭和61年度の発掘調査は、14遺跡78,130㎡である。内訳は、国関係１遺跡1,370㎡（1.7％）、県関係
２遺跡21,000㎡（26.9％）、日本道路公団９遺跡、52,660㎡（67.4%）、市町村１遺跡2，400㎡（3.1％）、
そのほか１遺跡700㎡（0.9％）である。東北縦貫自動車道八戸線建設に伴う遺跡の野外調査は最終年
となった。
　主な調査成果は、縄文時代の集落調査が主となるが、
中世の城館調査や特別史跡毛越寺跡の石敷き遺構の調
査も行われた。
　縄文時代早期では、二戸市馬立Ⅰ遺跡から竪穴住居
跡14棟とともに多量の貝殻文土器が発見された。遺跡
は、低位段丘の限定された南斜面に立地し、重複する
住居跡が営まれる。このほかにも二戸市大久保遺跡・
馬立Ⅱ遺跡、一戸町親久保Ⅲ・Ⅳ遺跡でも該期の土器
が出土しており、県北部における資料の蓄積が進んだ。
中期末葉から後期初頭にかけては、二戸市馬立Ⅰ遺跡
で１棟、隣接する馬立Ⅱ遺跡で２棟の住居跡が確認さ

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 犾森古墳群遺跡 矢巾町 1,500 8/19～10/31 建設省 国道４号拡幅工事 第113集

2 古館Ⅱ遺跡 花巻市 3,651
4/11～8/13
10/15～10/31

岩手県
東北縦貫自動車道花巻南イン
ターチェンジ関連道路建設

第103集

3 万丁目遺跡 花巻市 2,614 4/11～7/13 岩手県
東北縦貫自動車道花巻南イン
ターチェンジ関連道路建設

第102集

4 境橋遺跡 盛岡市 2,858 4/11～5/31 岩手県 諸葛川中小河川改修事業 第104集

5 田余内Ⅰ遺跡 浄法寺町 2,090 8/5～10/11 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第105集

6 田余内Ⅱ遺跡 浄法寺町 1,150 7/22～8/3 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第105集

7 五庵Ⅲ遺跡 浄法寺町 4,040 4/16～7/20 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第112集

8 沼久保遺跡 浄法寺町 4,930 4/15～10/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第109集

9 桂平遺跡 浄法寺町 7,190 6/15～10/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第110集

10 安比内Ⅰ遺跡 浄法寺町 3,160 6/20～9/7 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第106集

11 飛鳥台地Ⅰ遺跡 浄法寺町 17,500 4/15～11/15 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第120集

12 広沖遺跡 浄法寺町 1,590 4/15～6/19 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第111集

13 西久保遺跡 二戸市 1,900 6/1～7/11 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第121集

14 大久保遺跡 二戸市 26,910 4/16～10/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第121集

15 堀切遺跡 一戸町 8,590 6/3～9/10 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第107集

16 竹林遺跡 一戸町 960 9/11～9/27 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第107集

17 親久保Ⅲ遺跡 一戸町 7,560 7/16～9/13 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第116集

馬立Ⅱ遺跡出土狩猟文壺形土器
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れた。馬立Ⅱ遺跡からは、狩猟文壺形土器２点のほか、切断蓋付土器７点、人面付き土器１点など注
目すべき遺物が多く出土している。後期前半期の住居跡は馬立Ⅰ遺跡で21棟、馬立Ⅱ遺跡で14棟検出
されている。前者には円形または方形状の径５ｍ前後を測る住居跡があり、後者とは形状・規模、炉
の構築等に相違が見られる。土坑は、大久保遺跡の41基のほか、親久保Ⅱ遺跡34基、親久保Ⅲ遺跡30
基、馬立Ⅰ遺跡27基、馬立Ⅱ遺跡24基、軽米町大堤Ⅱ遺跡17基等がある。共伴遺物は、馬立Ⅱ遺跡で
後期、大堤Ⅱ遺跡で晩期の土器片が散見されるが、時期を特定できる遺物はほとんど出土していない。
落し穴状遺構は、花巻市笹間館跡の70基をはじめ、大久保遺跡32基、馬立Ⅰ遺跡29基、大久保Ⅲ遺跡
27基等があり、形状は円筒形と溝状に大別される。早・前期に属する円筒状のものの底面には杭跡を
持つものが含まれ、溝状のものには直線状に配置される例がある。
　弥生時代は、馬立Ⅰ遺跡で前期の住居跡が４棟検出されている。いずれも円形を呈し、床面中央部
に石囲炉を持つ。そのほか、一戸町親久保Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ遺跡で後期の遺物が出土している。
　奈良時代は、二戸市青ノ久保遺跡で４棟、駒焼場遺跡で２棟の住居跡が検出された。前者は安比川
支流沿いの丘陵縁辺部、後者は馬渕川左岸の河岸段丘上に立地する。双方とも住居跡内に十和田a降

下火山灰が堆積している。
　平安時代は、青ノ久保遺跡で５棟、駒焼場遺跡
では重複したものを含み18棟の住居跡が発見され
ている。後者では、円形ないしは方形状の土坑10
基を伴い、大溝５条が開削されているほか、紡錘
車・鎌・穂摘具等の鉄製品が多数出土している。
来年度に継続調査となる。
　特別史跡である平泉町毛越寺跡からは、川原石
を敷設した250㎡の石敷き遺構、及び大溝が検出
された。石敷き遺構には踏み固められた部分や大
きめの石を敷設した部分が認められる。次年度も
継続調査となる。
　中世は、和賀氏の一族笹間氏の居館と伝えられ
る笹間館跡が調査され、東西の２郭を限る内・外
堀、郭を結ぶ土橋、掘立柱建物跡20棟を含む建物
柱穴多数、井戸８基、土坑240基、カマド跡３基、
埋め戻された堀跡などを含む溝23条等が発見され
た。建物跡には、３×５間の四面庇建物跡、小規

模な建物跡、門跡等があり、縄張りの変遷とともに数期の建て替えが認められる。伴出遺物には、室
町～戦国時代の陶磁器、漆器等の木製品、備蓄銭、穀類等があり、居館での生活を解明する具体的な
資料として貴重である。
　近世以降の遺構としては、馬立Ⅰ・馬立Ⅱ・青ノ久保遺跡で炭窯が検出されているほか、大久保遺
跡に民家とみられる掘立柱建物跡がある。
　第９回埋蔵文化財展は、10月26～28日に一関文化センターを会場として、｢岩手の原始・古代－発
掘された郷土の埋蔵文化財－｣というタイトルで開催された。第９回埋蔵文化財公開講座は、昭和62
年２月19・20日に盛岡市上田公民館を会場に、大塚和義氏（国立民族学博物館）による｢縄文時代の葬
制｣、と吉崎昌和氏（北海道大学）による｢続縄文時代を中心とした北東北と北海道｣、岡田茂弘氏（国立

笹間館跡全景（航空写真）
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№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 駒焼場遺跡 二戸市 1,370 8/1～10/31 建設省 国道４号金田一バイパス建設 第133集

2 大堤Ⅱ遺跡 軽米町 6,000 6/2～9/9 岩手県 国道340号改良工事 第119集

3 笹間館跡 花巻市 15,000 4/7～9/30 岩手県 県営圃場整備事業 第124集

4 大久保遺跡 二戸市 10,480 7/1～10/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第121集

5 太田遺跡 二戸市 890 4/14～5/10 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第123集

6 馬立Ⅰ遺跡 二戸市 8,810 5/12～10/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第123集

7 馬立Ⅱ遺跡 二戸市 8,690 6/2～10/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第122集

8 青ノ久保Ⅰ遺跡 二戸市 2,400 4/14～6/30 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第118集

9 親久保Ⅰ遺跡 一戸町 2,970 4/14～5/24 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第116集

10 親久保Ⅱ遺跡 一戸町 6,740 5/26～8/30 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第116集

11 親久保Ⅲ遺跡 一戸町 8,220 4/14～6/15 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第116集

12 親久保Ⅳ遺跡 一戸町 3,460 6/14～7/31 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸線建設 第116集

13 田中Ⅳ遺跡 久慈市 2,400 4/10～5/30 久慈市
国家石油備蓄基地建設
関連道路新設

第117集

14 毛越寺跡 平泉町 700 4/8～5/31
宗教法人天台宗
別格本山毛越寺

本堂改築 第127集

歴史民俗博物館）による｢古代東北と城柵｣の講演が行われた。第７回埋蔵文化財発掘調査技術講習会
は、昭和62年１月22～23日に山本忠尚氏（奈良国立文化財研究所）を講師に迎え、「発掘調査技術論｣と
しておこなった。職員専門研修は、相原康二氏（岩手県教育委員会）「発掘調査の諸問題」、赤沼英男氏（岩
手県立博物館）「保存科学から見た岩手の古代製鉄技術」、須藤隆氏（東北大学）｢縄文時代から弥生時代
へ－東北地方を中心に－｣を行った。
　考古遺物資料集第７集（水沢市、江刺市、金ヶ崎町、前沢町、胆沢町、衣川村、一関市、花泉町、平泉町）
と紀要Ⅶ、わらびて30～35号が発刊された。
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昭和 62（1987）年度から平成８（1996）年度までに発掘調査を実施した遺跡
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昭和 62（1987）年度

　昭和 62 年度の発掘調査は、20 遺跡 63,814㎡である。内訳は、国関連 6 遺跡 20,019㎡（31.4％）、県
関連 11 遺跡 37.223㎡（58.3％）、市町村関連２遺跡 5,772㎡（9％）、そのほか１遺跡 800㎡（1.3％）で
ある。面積は７万㎡を割り込み、比率としては岩手県関連の事業が高まった。天候にも恵まれ、調査
期間も 10 月末で終了した。調査原因は道路建設や道路改良事業に関連するものが多い。また前年か
らの継続調査も 2 遺跡ある。
　主な調査成果としては、縄文時代は早期から晩期まで 19 遺跡あり、集落跡や狩場跡、散布地が確
認された。前期では、久慈市平沢Ⅰ遺跡から６棟、宮古市上村貝塚から１棟の竪穴住居跡が検出され
た。中期の竪穴住居跡は、大槌町夏本遺跡の 24 棟、上村貝塚の 10 棟、陸前高田市古館跡の４棟など、
特に沿岸部の資料が増加したが、漁労に関連する遺物が少なく、今後の検討課題が提起された。その
ほか、上村貝塚から改葬された７体の人骨が出土している。後期では平沢Ⅰ遺跡から２棟、二戸市米
沢遺跡から１棟の竪穴住居跡が検出された。後者からは、狩猟文と思われる土器片が出土している。
　土坑は、平沢Ⅰ遺跡で 19 基、軽米町梍角子久保Ⅳ遺跡で 15 基、古館跡で 11 基など、合わせて 67
基が検出された。フラスコ状土坑が大部分を占めるが、貯蔵穴のほか、墓壙と推測される土坑もいく
つか含まれている。落し穴状遺構は、平沢Ⅰ遺跡の 28 基、梍角子久保Ⅳ遺跡の 17 基など６遺跡から
発見された。円筒状の 11 基と溝状の 55 基に分けられるが、広く県内に分布する遺構として資料の増
加が見られた。
　弥生時代は、竪穴住居跡が上村貝塚から５棟、夏本遺跡から１棟検出された。特に、上村貝塚の前
期の竪穴住居跡は、沿岸地域の空白を埋める資料として貴重である。そのほか、４遺跡から後期の遺
物が出土している。
　古墳時代では、平沢Ⅰ遺跡から焼失した竪穴住居跡 1 棟、奈良時代では久慈市源道遺跡から 13 棟、
水沢市石田Ⅲ遺跡から 13 棟など、7 遺跡から 48 棟の竪穴住居跡が検出された。源道遺跡の調査から
は沿岸地域における集落の立地や形成を知るうえで好資料が得られた。二戸市馬場遺跡からは農具と
ともに完形土器が多量に出土しており、注目される。
　平安時代は、二戸市駒焼場遺跡から 22 棟、上村貝塚から 15 棟、水沢市寺領・西光田Ⅰ遺跡から

25 棟など 10 遺跡から
97 棟の竪穴住居跡が検
出され、集落に関する
資料が増加した。また、
夏本遺跡の鍛冶工房
跡、駒焼場遺跡の炭化
米や骨片の出土など、
生業や食料に関連する
資料も得られ、多くの
問題も提起された。そ
の他、平泉町毛越寺跡
の石敷き遺構からは、
通路や溝、見切状の石
列などが確認された。

二戸市駒焼場遺跡全景
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　中世では、城館遺跡の調査が古館跡で行われ、掘立柱建物の柱穴と舶載品を含む陶磁器の発見があっ
たが、砂金採掘坑による破壊が大きく、詳細不明な遺構も多い。そのほか、馬場遺跡から焼失した住
居跡が１棟検出され、鉄製品や穀類が出土している。
　近世とみられる砂金採掘跡は、陸前高田市の打越・東角地・古館跡の３遺跡から 29 基が検出された。
気仙地方の産金にかかわる遺構として注目される。
　第 10 回埋蔵文化財展は、10 月 28 ～ 30 日に浄法寺町中央公民館を会場に ｢県北の原始・古代－発
掘された安比川流域の暮らし－｣ と題して開催された。
　第 10 回埋蔵文化財公開講座は、昭和 63 年２月 19 日に盛岡市上田公民館を会場に、工楽善通氏（奈
良国立文化財研究所）による「東北北部の弥生文化と農耕」が開催された。第８回埋蔵文化財発掘調
査技術講習会は、昭和 63 年１月 21 ～ 22 日に伊藤太作氏（奈良国立文化財研究所）により「環境の
復元 - 測量受注と管理 -」という内容で行われた。職員専門研修は、佐々木洋治氏（山形県教育委員会）
による「押出遺跡調査概要」を行った。
　考古遺物資料集第８集（花巻市、石鳥谷町、大迫町、北上市、東和町、和賀町、湯田町、江釣子村、
沢内村、紫波町、矢巾町、都南村）と紀要Ⅷ、わらびて 36 ～ 39 号が発刊された。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 源道遺跡 久慈市 5,219 7/1～10/30 建設省 国道45号久慈バイパス建設 第138集

2 駒焼場遺跡 二戸市 1,100 4/10～6/30 建設省 国道４号金田一バイパス建設 第133集

3 馬場遺跡 二戸市 6,000 6/1～9/19 建設省 国道４号金田一バイパス建設 第137集

4 伝善知鳥館跡 紫波町 500 5/1～6/30 建設省
国道４号紫波地区
拡幅改良事業

第136集

5 南日詰遺跡 紫波町 1,900 5/1～6/30 建設省
国道４号紫波地区
拡幅改良事業

第136集

6 夏本遺跡 大槌町 5,300 4/7～6/30 建設省 国道45号大槌バイパス建設 第134集

7 皀角子久保Ⅵ遺跡 軽米町 5,000 7/1～10/24 岩手県 一般国道340号改良工事 第129集

8 米沢遺跡 二戸市 3,000 9/1～10/21 岩手県
主要地方道三十刈
～家ノ上線改良工事

第132集

9 野口Ⅰ遺跡 西根町 3,700 4/7～5/31 岩手県
岩手地区広域営農団地
農道整備事業

第128集

10 下岩沢Ⅰ遺跡 和賀町 3,832 4/7～4/30 岩手県 一般国道107号道路改良工事 第141集

11 石田Ⅱ遺跡 水沢市 1,500 8/1～10/31 岩手県
国道397号石田地区
道路改良工事

第130集

12 寺領遺跡 水沢市 2,000 8/1～10/31 岩手県
国道397号石田地区
道路改良工事

第130集

13 西光田Ⅰ遺跡 水沢市 500 8/1～10/31 岩手県
国道397号石田地区
道路改良工事

第130集

14 打越遺跡 陸前高田市 4,632 6/1～8/5 岩手県
国道343号新明前地区
道路改良工事

第131集

15 東角地遺跡 陸前高田市 6,829 7/1～10/31 岩手県
国道343号新明前地区
道路改良工事

第131集

16 古館跡 陸前高田市 5,030 7/1～10/31 岩手県
国道343号新明前地区
道路改良工事

第131集

17 赤畑遺跡 宮古市 1,200 9/1～10/9 岩手県
県道宮古・岩泉線
特殊改良工事

第142集

18 平沢Ⅰ遺跡 久慈市 3,272 4/15～7/31 久慈市 勤労者野外体育施設建設 第125集

19 上村貝塚 宮古市 2,500 6/1～9/30 宮古市 宅地開発 第158集

20 毛越寺跡 平泉町 800 4/7～5/31
宗教法人天台宗
別格本山毛越寺

新本堂建立 第127集
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昭和 63（1988）年度

　昭和 63 年度の発掘調査は、26 遺跡 27 件、77,377㎡である。内訳は、国関連 9 遺跡 24,210㎡（31.3％）、
県関連 16 遺跡 36,967㎡（47.8％）、日本道路公団 1 遺跡 10,000㎡（12.9％）、市町村 1 遺跡 6,200㎡（８％）
である。調査市町村は、８市６町 1 村にわたり、道路建設や道路改良事業が 26 遺跡を占めた。４遺
跡は昨年度からの継続事業である。また日本道路公団の東北横断自動車道秋田線の関連調査が始まっ
た。
　主な調査成果としては、縄文時代では早期から晩期まで 24 遺跡があり、集落跡５遺跡と狩場跡９
遺跡が確認された。竪穴住居跡は、前期では軽米町大日向Ⅱ遺跡から３棟と九戸村菅波Ⅰ遺跡から１
棟が検出された。後期では菅波Ⅰ遺跡の２棟、北上市坊館跡２棟、上川岸Ⅱ遺跡の５棟がある。いず
れも土坑を伴っており、上川岸Ⅱ遺跡には掘立柱建物跡がある。晩期の住居跡は、大日向Ⅱ遺跡の３
棟、上川岸Ⅱ遺跡の１棟があるが、集落全体の様子を把握できたものは少ない。
　落し穴状遺構は、遠野市高瀬Ⅰ遺跡に 10 基、久慈市源道遺跡に６基、二戸市馬場Ⅱ遺跡に５基、
宮古市長根遺跡に５基と合わせて 40 基が発見された。形状から円筒形と溝状に分けられるが、大部
分が溝状であり、底面に杭穴を持つものが含まれる。また、対をなして配置するなど、同様な例が県
内に広く分布する状況が知れる。
　弥生時代は、大日向Ⅱ遺跡で前期の住居跡８棟が検出された。いずれも円形を呈し、直径３～５ｍ
と７ｍ以上のものに大別され、地床炉または石囲炉を持ち、周溝と主柱穴が明瞭である。大型の住居
跡が切り合っていることから、変遷を明らかにする資料として重要である。その他８遺跡でも土器が
発見されている。
　奈良時代では、宮古市の閉伊
川左岸の丘陵に立地する長根Ⅰ
遺跡から、直径４～６ｍの古墳
28 基が検出された。主体部は長
方形を呈し、両端に副穴を伴う
ものが含まれる。蕨手刀・直刀
など刀剣類６点、錫釧・ガラス
玉・和同開珎などの副葬品があ
り、沿岸部の資料として極めて
貴重である。継続調査の源道遺跡からは、さらに９棟の竪穴住居跡が検出されており、沿岸部の集落
形成を知るうえで良好な資料が増加した。
　平安時代は、７遺跡で集落跡が確認された。試掘調査の和賀町岩崎台地遺跡群で 39 棟、上川岸Ⅱ
遺跡で 16 棟、源道遺跡で９棟、江刺市松川遺跡で７棟など合わせて 87 棟の竪穴住居跡が検出された。
なかでも北上川左岸の自然堤防上に立地する松川遺跡では、住居域とは別に２間×３間を最大とする
掘立柱建物跡６棟が中央に占地し、集落における空間の利用規制を考えるうえで興味深い資料を提供
した。そのほか、猿ヶ石川流域高瀬Ⅰ遺跡からは墨書のある坏が出土している。
　藤原氏の居館跡と伝えられる柳之御所跡の調査が始まり、南端を画する大溝跡と、溝にかかる橋跡
が発見された。内域からは掘立柱建物跡や井戸跡と共に大量のかわらけ、木製品に混じって 12 世紀
の陶磁器が出土している。
　中世は、二戸市沖Ⅰ遺跡と宮古市赤畑遺跡に各２棟の竪穴住居跡が検出された。ともに２棟が隣接

長根Ⅰ遺跡出土の蕨手刀（上）と直刀（下）
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し、１棟に出入り口の張り出しがある。そのほか陸前高田市の２遺跡から 11 基の砂金の採掘跡、上
川岸Ⅱ遺跡と長根Ⅰ遺跡から中世墓１基、高瀬Ⅰ遺跡など３遺跡から近世墓６基が検出されている。
　第 11 回埋蔵文化財展は、11 月 11 ～ 13 日釜石市民文化会館を会場に「甦る埋蔵文化財」として、
埋蔵文化財センター設立 10 年の発掘調査のあゆみを展示した。
　第 11 回埋蔵文化財公開講座は、平成元年１月 13 日に盛岡市中央公民館を会場に、鈴木公雄氏（慶
應義塾大学）による ｢六道銭から見た江戸時代の貨幣流通｣ と、菊池徹夫氏（早稲田大学）により「東
北に見られる北海道系土器文化」の二つの講演がされた。第９回埋蔵文化財発掘技術講習会は、平成
元年 1 月 26 ～ 27 日に牛嶋茂氏（奈良国立文化財研究所）を講師に ｢考古学と写真撮影｣ としておこ
なわれた。職員専門研修は、菊池敬治郎氏（北上市考古学会）による ｢昭和 20 年以降の発掘調査に
ついて－北上川流域を中心として -｣ と、藤村東男氏（慶應義塾高等学校）による ｢遺物研究の可能
性について｣ を行った。
　また、考古遺物資料集第９集（岩手町、葛巻町）と紀要Ⅸ、わらびて 40 ～ 43 号を刊行した。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 源道遺跡 久慈市 3,000 7/1～10/12 建設省 国道45号久慈バイパス建設 第138集

2 明神遺跡 久慈市 1,400 10/13～10/31 建設省 国道45号久慈バイパス建設 第150集

3 馬場遺跡 二戸市 2,000 4/11～5/7 建設省 国道４号金田一バイパス建設 第137集

4 馬場Ⅱ遺跡 二戸市 1,200 5/9～6/30 建設省 国道４号金田一バイパス建設 第152集

5 沖Ⅰ遺跡 二戸市 800 5/9～6/30 建設省 国道４号金田一バイパス建設 第152集

6 徳丹城跡 矢巾町 1,000 9/16～10/31 建設省 国道４号矢巾拡幅工事 第167集

7 比爪館跡 紫波町 1,200 6/1～6/21 建設省 国道４号石鳥谷バイパス建設 第151集

8 南日詰遺跡 紫波町 3,860 4/9～5/31 建設省 国道４号石鳥谷バイパス建設 第136集

9 柳之御所跡 平泉町 9,750 4/14～11/30 建設省
一関遊水地・平泉バイパス
建設

第228集

10 大日向Ⅱ遺跡 軽米町 1,400 4/27～7/21 岩手県 国道340号県単道路改良工事 第225集

11 沼Ⅰ遺跡 軽米町 4,950 7/1～8/4 岩手県 国道340号県単道路改良工事 第135集

12 葉ノ木沢遺跡 九戸村 2,400 10/4～10/28 岩手県 国道340号県単道路改良工事 第154集

13 管波Ⅰ遺跡 九戸村 500 7/21～8/31 岩手県 国道340号県単道路改良工事 第139集

14 野口Ⅱ遺跡 西根町 3,160 4/8～6/7 岩手県 広域農道整備事業 第144集

15 赤畑遺跡 宮古市 1,050 7/1～7/30 岩手県 県道宮古･岩泉線道路改良工事 第142集

16 高瀬Ⅰ遺跡 遠野市 3,000 8/1～10/28 岩手県 猿ヶ石川中小河川改修 第155集

17 坊館跡 北上市 1,360 10/4～11/12 岩手県
第三次北上中部工業用水道
建設

第145集

18 上川岸Ⅱ遺跡 北上市 3,360 8/1～10/31 岩手県 国道107号新珊瑚橋整備 第153集

19 下岩沢Ⅰ遺跡 和賀町 3,832 4/8～4/28 岩手県 国道107号道路改良 第141集

20 岩崎台地遺跡群 和賀町 5,300 6/1～7/31 岩手県 北上地区広域農道整備事業 第176集

21 松川遺跡 江刺市 1,130 4/11～6/27 岩手県 農道玉里・水沢線道路改良 第143集

22 西光田Ⅱ遺跡 水沢市 1,000 10/12～10/25 岩手県 国道397号交通安全施設整備 第135集
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平成元（1989）年度

　平成元年度は 26 遺跡 27 件 145,623㎡を調査した。内訳は、国関連が６遺跡 22,570㎡（15.5％）、県
関連 10 遺跡 31,053㎡（21.3％）、日本道路公団 11 遺跡 92,000㎡（63.2％）である。ほとんどが道路に
関連する事業で、なかでも東北横断自動車道秋田線の調査が本格化し、和賀町内の遺跡調査が増大し
ている。なお９遺跡が昨年度からの継続調査である。
　主な調査成果としては、縄文時代は早期から晩期まで 24 遺跡があり、その中で集落跡と狩場跡が
確認されたのが各７遺跡ある。住居跡は、前期では北上市物見崎遺跡から 14 棟、西根町間館Ⅰ遺跡
から１棟、中期では和賀町本郷遺跡から 15 棟・石曽根遺跡から 13 棟、北上市館Ⅳ遺跡から 16 棟、
間館Ⅰ遺跡から６棟が検出された。後期では軽米町大日向Ⅱ遺跡から 18 棟が検出された。土坑のほ
か掘立柱建物跡を伴う例も見られる。大日向Ⅱ遺跡では、配石遺構や赤色顔料が残る墓壙も検出され、
屈葬人骨が出土している。晩期の
住居跡は、石曽根遺跡と物見崎遺
跡から各１棟が発見され、和賀川
右岸の集落変遷を知る貴重な資料
となった。落し穴状遺構は、和賀
町岩崎台地遺跡群に 48 基、本郷
遺跡に 25 基、石曽根遺跡に 17 基
等和賀川南岸に合わせて 81 基、
猿ヶ石川左岸の遠野市高瀬Ⅰ遺跡
に 22 基が検出された。形状は円
筒状と溝状に大別され、立地や時
期の検討も可能な資料が増加して
いる。
　弥生時代は、和賀川流域を中心
に９遺跡から前・後期の土器が発見された。住居跡は物見崎遺跡で前期が１棟検出され、石囲炉を持
ち、出入り口施設を伴う。また江釣子村本宿遺跡で後期の土坑１基が検出されている。
　奈良・平安時代では、奈良時代３遺跡と平安時代 13 遺跡があり、平安時代の７遺跡は集落である。
岩崎台地遺跡群で 77 棟、北上市上川岸Ⅱ遺跡で９棟、本郷遺跡で 10 棟、久慈市明神遺跡で 10 棟な
ど合わせて 125 棟の住居跡が検出された。さらに岩崎台地遺跡群には、５棟の大型掘立柱建物跡や方
形周溝跡 28 基があり、相互の関連が注目される。また、高瀬Ⅰ遺跡では、住居跡が大溝の東側に限
られ、その中央部に掘立柱建物跡が２棟並列し、墨書土器が多量に出土している。
　平泉藤原氏の居館と伝えられる柳之御所跡からは、南東側を限る大溝跡と新たに東側にかかる橋脚

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

23 片地家館跡 陸前高田市 1,595 4/11～5/31 岩手県 国道343号道路改良工事 第140集

24 寺前Ⅰ遺跡 陸前高田市 1,965 6/23～9/22 岩手県 国道343号道路改良工事 第140集

25 寺前Ⅱ遺跡 陸前高田市 965 6/23～9/22 岩手県 国道343号道路改良工事 第140集

26 岩崎台地遺跡群 和賀町 10,000 8/1-9/19 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第214集

27 長根Ⅰ遺跡 宮古市 6,200 4/8-6/30 宮古市 宅地造成 第146集

大日向Ⅱ遺跡の墓壙から出土した屈葬人骨
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が検出された。いずれも重複する遺構である。大溝の北西側には掘立柱建物跡や屋敷を区画する塀跡、
池跡とみられる遺構等がある。遺物では、土器・陶磁器のほか、各種の木製品や金属製品など注目さ
れるものが多く出土している。
　中世の遺跡は、集落跡１遺跡と城館跡３遺跡がある。住居跡は二戸市沖遺跡から出入り口の張り出
しを持つもの２棟が隣接して検出されたが共伴遺物はない。城館跡では、和賀町岩崎城西遺跡に空堀
と出入口となる掘立柱建物の柱穴が検出され、同じく和賀町の月館跡からは空堀と堀に沿った柵列状
の柱穴列が検出された。伴出遺物は若干の陶磁器が散見され、ともに戦国時代の遺跡と思われる。そ
のほか二子城内の物見崎遺跡から斜面を切る溝跡が検出されている。
　近世では、本宿遺跡で民家跡１棟、間館Ⅰ遺跡から導水路とみられる遺構等が検出されている。 
  第 12 回埋蔵文化財展は、11 月 10 ～ 12 日花巻市文化会館を会場に「発掘に見る郷土の歴史」をテー
マに開催された。第 12 回埋蔵文化財公開講座は、平成２年１月 12 日に盛岡市中央公民館を会場とし
て開催され、佐々木高明氏（国立民族学博物館）による「日本農耕文化の源流」と、戸沢充則氏（明
治大学）による ｢縄文土器は生きている｣ の講演が行われた。第 10 回埋蔵文化財発掘技術講習会は、
平成２年１月 25 ～ 26 日に西村康氏（奈良国立文化財研究所）を講師として「遺跡探査と予備調査」
が行われた。職員専門研修は板橋源氏（岩手県文化財愛護協会）による ｢岩手県の考古学｣ と、中村
五郎氏（福島県文化財保護審議会）による ｢弥生文化の曙光｣ を行った。
　また、考古遺物資料集第 10 集（雫石町、滝沢村、玉山村）と紀要Ⅹ、わらびて 44 ～ 47 号が発刊された。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 明神遺跡 久慈市 8,300 6/1～9/14 建設省 国道45号久慈バイパス建設 第150集

2 馬場Ⅱ遺跡 二戸市 870 8/25～9/9 建設省 国道４号金田一バイパス建設 第152集

3 沖Ⅰ遺跡 二戸市 1,300 8/25～10/27 建設省 国道４号金田一バイパス建設 第152集

4 八卦遺跡 盛岡市 3,800 4/8～5/8 建設省 国道46号盛岡西バイパス建設 第147集

5 徳丹城跡 矢巾町 1,300 4/8～5/31 建設省 国道４号矢巾拡幅工事 第167集

6 柳之御所跡 平泉町 7,000 4/7～11/17 建設省
一関遊水地・平泉バイパス
建設

第228集

7 大日向Ⅱ遺跡 軽米町 950 4/7～6/30 岩手県 国道340号道路改良 第225集

8 葉ノ木沢遺跡 九戸村 2,300 6/20～7/14 岩手県 国道340号道路改良 第154集

9 間館Ⅰ遺跡 西根町 3,935 7/3～9/26 岩手県 土地改良総合整備 第156集

10 高瀬Ⅰ遺跡 遠野市 2,700 7/14～10/13 岩手県 猿ヶ石川中小河川改修 第155集

11 物見崎遺跡 北上市 1,945 4/7～6/20 岩手県 第三北上中部工業用水道建設 第157集

12 監物館跡 北上市 300 4/7～6/20 岩手県 第三北上中部工業用水道建設 第157集

13 上川岸Ⅱ遺跡 北上市 5,300
4/7～6/30、
9/1～9/14

岩手県 国道107号新珊瑚橋整備 第153集

14 館Ⅳ遺跡 北上市 6,500 7/1～11/10 岩手県 国道107号新珊瑚橋整備 第187集

15 本宿遺跡 江釣子村 2,400 9/11～10/23 岩手県 国道107号道路改良 第172集

16 岩崎台地遺跡群 北上市 4,723 4/11～6/30 岩手県 北上地区広域農道整備 第176集

17 柳上遺跡 北上市 90
7/17～8/14、
10/6～10/7

日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第213集

18 岩崎台地遺跡群 和賀町 29,250 4/11～11/17 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第214集
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平成２（1990）年度

　平成２年度の調査は、38 遺跡 39 件 200,204㎡について行われた。事業主体別にみると、国関連が
10 件 36,820㎡（18.4％）、県関連 13 件 27,757㎡（13.9％）、日本道路公団 16 件 121,537㎡（60.7％）、
そのほか３件 14,090㎡（7.0％）である。調査した市町村は５市７町２村にわたるが、東北横断自動
車道の関連が多くを占めた和賀町が 12 件、面積も約半分に達している。面積の増大に伴い体制を強
化し、小笠原喜一所長を筆頭に管理課は米沢康雄課長以下６名、調査課は昆野靖課長以下 44 名、資
料課は高橋薫課長以下２名の体制で臨んだ。プロパー職員の新規採用もあったが、学校現場からの派
遣職員が 20 名、期限付調査員は 14 名であった。
　調査した時代は、旧石器時代から近世まで及んだ。旧石器時代では、北上市本郷遺跡からナイフ形
石器が発見された。
　縄文時代では、早期から晩期まで 34 遺跡があり、狩場、集落、墓地跡などが確認された。集落跡
では和賀町煤孫遺跡から前期の住居跡６棟、林崎遺跡から中期の住居跡 18 棟、軽米町大日向Ⅱ遺跡
から後期の住居跡 16 棟等がある。また、北上市上鬼柳Ⅳ遺跡からは規模の大きな土坑 145 基が発見
され、九戸村田代Ⅳ遺跡からは土坑を伴う中期の配石遺構９基が検出され、土坑からヒスイの装飾品
が共伴する例もあった。落し穴状遺構は、和賀川南岸の遺跡から合わせて 174 基が発見され、規模や
形状から、さらに類型化できる資料が増加した。久慈市鼻館跡からは 85 基の溝状を呈する落し穴状
遺構が検出され、２～３基重複する例が７箇所確認されている。
　弥生時代は、県北・沿岸部の遺跡を
含め 18 遺跡から遺物が出土している。
なかでも北上市鬼柳Ⅰ・Ⅱ遺跡からは
５棟の住居跡が発見されたほか、上鬼
柳Ⅳ遺跡からは完形の土器を伴う土坑
が検出された。
　古墳から奈良・平安時代は、和賀町
岩崎台地遺跡群から５基の古墳が発見
され、土器や鉄製品・黒曜石製の円形
掻器等が副葬されていた。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

19 岩崎城西遺跡 和賀町 5,550 4/10～7/15 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第148集

20 梅ノ木台地Ⅰ遺跡 和賀町 6,000 5/30～8/25 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第162集

21 兵庫館跡 和賀町 980 7/17～8/5 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第180集

22 本郷遺跡 和賀町 12,540 4/11～10/31 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第164集

23 石曽根遺跡 和賀町 2,450 8/7～11/17 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第165集

24 月館跡 和賀町 3,590 7/1～10/7 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第149集

25 八幡館跡 和賀町 3,820 4/10～7/31 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第149集

26 八幡野Ⅱ遺跡 和賀町 25,160 5/16～10/19 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第183集

27 田中館跡 和賀町 2,570 4/10～5/15 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第166集

岩崎台地遺跡群で検出された周溝を伴う古墳
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　奈良・平安時代の遺跡は、集落、畑地、墳墓など合わせて 26 遺跡がある。集落は、奈良時代が４
遺跡、平安時代が９遺跡で、平安時代の集落は岩崎台地遺跡群で 52 棟、上鬼柳Ⅲ遺跡で 21 棟、鼻館
跡で 14 棟の住居跡が検出されている。そのうち岩崎台地遺跡群からは、従来の竪穴住居跡と異なる
構造をもつ建物跡や柱状高台を持つ土師器、漆紙等類例の少ない遺物が見つかっている。上鬼柳Ⅲ遺
跡からは、４期にわたる倉庫と思われる掘立柱建物跡や土器を焼成する窯跡、鼻館跡や煤孫遺跡から
は、土器製作に使用されたロクロピットの跡などが検出されている。その他に、上鬼柳Ⅳ遺跡からは
平安時代の畑地の畝跡、上鬼柳Ⅰ遺跡からは完形の鉢を伴う火葬墓、本郷遺跡からは経塚跡などが検
出されている。
　平泉藤原氏の居館跡と伝え
られる柳之御所跡からは、園
池跡・塀跡・建物跡・井戸跡
などの遺構と、文字や絵が墨
書された木製品、地鎮用具や
馬具・鏡等の金属製品・金の
鉱石などの多量の遺物が出土
した。池跡の北側に位置する
規模の大きい建物跡が３期に
わたること、建物の内容も他
と様相を異にすることなどか
ら居館の中枢部であることが
考えられる。
　中・近世は、集落、城館合わせて７遺跡がある。集落跡では、二戸市八ッ長Ⅱ遺跡から出入り口の
張り出しが無い竪穴住居跡を含めて７棟の建物跡が発見され、中世後半の陶磁器や小札等の金属製品
が出土した。城館では、大船渡市猪川館跡で、縦堀と土塁・柵列等の防御施設・竪穴住居跡等が発見
され、また広範囲に金の採掘跡が確認されている。
　第 13 回埋蔵文化財展は、11 月９～ 11 日に遠野市民センターを会場に「甦る埋蔵文化財　遠野路
からのメッセージ」というテーマで開催された。第 13 回埋蔵文化財公開講座は、平成３年１月 11 日
に盛岡市中央公民館を会場に開催され、渡辺仁氏（早稲田大学）による ｢生業分化と階層化：北太平
洋沿岸狩猟採集民の場合｣ と伊藤玄三氏（法政大学）による ｢八世紀前後の北海道と東北の交流｣ の
二講演が行われた。
　第 11 回埋蔵文化財発掘調査技術講習会は、平成３年１月 23 ～ 24 日に沢田正昭氏（奈良国立文化
財研究所）による ｢遺物の処理と保存について｣ を行った。   
　職員専門研修は、高橋崇氏（岩手大学）による ｢律令国家の研究｣、安孫子昭二氏（東京都教育庁）
による ｢縄文土器の見方・考え方―縄文後期の土器を中心にして―｣ であった。また、考古遺物資料
集成第 11 集 ( 西根町、松尾村）と紀要ⅩⅠ、わらびて 48 ～ 51 号が発刊された。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 鼻館跡 久慈市 4,500 6/8～11/28 建設省 久慈道路建設 第171集

2 八ツ長Ⅱ遺跡 二戸市 5,250 8/10～10/31 建設省 国道４号金田一バイパス建設 第168集

3 徳丹城跡 矢巾町 970 5/24～8/10 建設省 国道４号矢巾地区拡幅 第167集

柳之御所跡航空写真
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№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

4 細浦Ⅰ遺跡 山田町 3,600 5/1～6/28 建設省 山田道路建設 第169集

5 細浦Ⅱ遺跡 山田町 1,000 4/11～4/28 建設省 山田道路建設 第169集

6 湾台Ⅲ遺跡 山田町 2,000 8/20～10/8 建設省 山田道路建設 第186集

7 細野Ⅱ遺跡 大船渡市 5,000 4/12～6/8 建設省 大船渡・三陸道路建設 第170集

8 猪川館跡 大船渡市 7,500 4/11～11/14 建設省 大船渡・三陸道路建設 第203集

9 沢川遺跡 大船渡市 1,000 7/3～8/3 建設省 大船渡・三陸道路建設 第159集

10 柳之御所跡 平泉町 6,000 4/10～11/30 建設省
一関遊水地・平泉バイパス
建設

第228集

11 大日向Ⅱ遺跡 軽米町 1,000 4/10～7/6 岩手県 国道395号道路改良 第225集

12 糀口Ⅰ遺跡 軽米町 4,563 6/1～8/24 岩手県 国道340号道路改良 第175集

13 丸木橋遺跡 九戸村 550 6/1～8/31 岩手県 国道340号道路改良 第189集

14 田代Ⅳ遺跡 九戸村 2,440 4/10～6/20 岩手県 農免道路整備 第223集

15 上八木田Ⅲ遺跡 盛岡市 3,320 4/12～5/31 岩手県競馬組合 新盛岡競馬場建設 第177集

16 上八木田Ⅳ遺跡 盛岡市 3,180 6/1～7/31 岩手県競馬組合 新盛岡競馬場建設 第177集

17 上八木田Ⅴ遺跡 盛岡市 7,590 7/16～11/7 岩手県競馬組合 新盛岡競馬場建設 第177集

18 経塚長根遺跡 大迫町 2,960 4/11～5/31 岩手県 早池峰ダム建設 第174集

19 経塚森遺跡 大迫町 4,520 6/1～8/31 岩手県 早池峰ダム建設 第174集

20 館Ⅳ遺跡 北上市 2,200 7/2～9/14 岩手県 国道107号新珊瑚橋整備 第187集

21 本宿遺跡 江釣子村 3,300 9/3～11/2 岩手県 国道107号道路改良 第172集

22 岩崎台地遺跡群 和賀町 5,024 4/13～8/10 岩手県 広域農道整備 第176集

23 川向遺跡 住田町 1,200 4/12～5/24 岩手県 国道107号世田米バイパス建設 第173集

24 柳上遺跡 北上市 4,840 7/30～11/30 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第213集

25 上鬼柳Ⅳ遺跡 北上市 9,190 4/16～10/31 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第160集

26 上鬼柳Ⅲ遺跡 北上市 8,370 4/16～11/20 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第161集

27 上鬼柳Ⅱ遺跡 北上市 300 9/10～10/5 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第161集

28 上鬼柳Ⅰ遺跡 北上市 7,400 4/13～10/11 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第179集

29 岩崎台地遺跡群 和賀町 13,317 4/13～11/28 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第214集

30 梅ノ木台地Ⅰ遺跡 和賀町 3,000 6/27～8/28 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第162集

31 上反町遺跡 和賀町 3,090 4/13～6/26 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第181集

32 観音館跡 和賀町 4,300 4/17～6/30 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第197集

33 煤孫遺跡 和賀町 15,560 4/17～11/29 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第196集

34 法量野Ⅰ遺跡 和賀町 9,990 4/16～6/30 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第182集

35 林崎館遺跡 和賀町 14,150 4/17～10/31 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第163集

36 本郷遺跡 和賀町 2,950 5/23～8/31 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第164集
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平成３（1991）年度

　平成３年度は 30 遺跡 143,137㎡の調査を行った。事業主体別の内訳は、国関連６件 25,250㎡（17.6％）、
県関連 12 件 24,817㎡（17.3％）、日本道路公団 12 件 64,670㎡（45.2％）、ほか２件 28,400㎡（19.9％）
である。前年度からの継続調査が 14 件ある。農水省の世増ダム建設関連の発掘調査が始まっている。
この年、北上市・和賀町・江釣子村が合併し、
３市６町３村で発掘調査を行っている。調査さ
れた遺跡の年代は、旧石器から中世まで及び、
概要は以下のようになる。 
　旧石器時代は、湯田町大渡Ⅱ遺跡から後期旧
石器時代なかばと推定されるスクレイパー・ナ
イフ形石器・石核など 700 点余りの遺物が出土
し、石器製作場所の可能性のある地点も見つかっ
ており、次年度に調査が継続された。
　縄文時代の遺跡は、古代や中世と複合する遺
跡も含め 14 遺跡があり、狩場跡、集落跡、墓地
跡等が確認されている。集落では、盛岡市の上
八木田Ⅰ遺跡から前期を中心に 172 棟、北上市
柳上遺跡から中期末～後期初頭の 100 棟、軽米町大日向Ⅱ遺跡から後期の 28 棟などがある。上八木
田Ⅰ遺跡は、縄文・弥生・平安時代の複合遺跡で出土遺物も多く、円筒土器と大木式土器が同時に出
土している。柳上遺跡は、多くの住居跡が重複して検出されており、継続して営まれた集落跡である。
また、昨年多くの貯蔵穴が検出された上鬼柳Ⅳ遺跡と隣接することから集落全体の構成など注目され
ている。大日向Ⅱ遺跡からは、ヒスイの装飾品をつけた晩期初頭の人骨が出土している。ほかにも平
泉町新山権現社遺跡や大船渡市上鷹生遺跡などで多量の遺物が出土している。
　弥生時代は、遺物が８遺跡で出土している。中でも軽米町の大日向Ⅱ遺跡と北上市兵庫館跡からは
遠賀川系土器が出土し、稲作文化の伝来ルートや文化の広がりを示す重要な資料となった。
　古墳時代では、岩崎台地遺跡群から７世紀前半の古墳が７基検出された。土師器や刀子・鉄鏃のほ
かに黒曜石を副葬しており、北海道の続縄文文化に近い形態である。また、滝沢村仁沢瀬遺跡からは
古墳時代中期の墓壙６基が確認されている。
　奈良・平安時代は 12 遺跡あり、集落跡、墳墓、製鉄関連遺構などが確認されている。奈良時代の
住居跡は九戸村丸木橋遺跡から 10 棟、平安時代の住居跡は岩崎台地から 20 棟、紫波町下川原Ⅱ遺跡
から 21 棟など 10 遺跡で 65 棟に及ぶ。山田町湾台Ⅱ遺跡からは、２棟の住居跡と製鉄関連遺構・遺
物が確認されている。
　平泉藤原氏の居館と伝えられる柳之御所跡からは、12 世紀の第４四半期と推定される和鏡 ｢松鶴
鏡｣、寝殿造りの建物部材とみられる破風板、壁土など新たな資料が相次いで発見された。

37 石曽根遺跡 和賀町 700 4/16～5/22 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第165集

38 八幡野Ⅱ遺跡 和賀町 20,970 4/17～9/25 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第183集

39 田中館跡 和賀町 3,410 9/3～10/12 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第166集

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

大渡Ⅱ遺跡出土の旧石器群
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　中・近世は猪川館跡など４遺跡があり、猪川館跡は城館跡と金の採掘跡の複合遺跡となった。城館
跡は、土塁・柵列・縦堀・段築等の防御施設を備えた山城であり、高台からは本丸とみられる柱跡の
ある平場が確認された。調査は次年度に継続する。
　第 14 回埋蔵文化財展は、11 月８～ 10 日に久慈市中央公民館を会場にして ｢甦る埋蔵文化財 - 琥珀
の郷から縄文再発見 -｣ と題して開催された。第 14 回埋蔵文化財公開講座は、平成４年１月 10 日に
盛岡市中央公民館を会場に森浩一氏（同志社大学）による「吉野ヶ里遺跡から藤の木古墳 - 発掘成果
と保存の問題 -」、と加藤晋平氏（千葉大学）による ｢シベリアから日本へ―旧石器文化の拡散―」の
講演が行われた。第 12 回埋蔵文化財発掘技術講習会は平成４年１月 23 ～ 24 日に松井章・森本晋氏（奈
良国立文化財研究所）による ｢埋蔵文化財の情報処理について｣ を行った。
　職員専門研修は、富樫泰時氏（秋田県立埋蔵文化財センター）「最近考えていること」、入間田宣夫
氏（東北大学）｢柳之御所遺跡｣ を行った。また紀要ⅩⅡとわらびて 52 ～ 55 号が発刊された。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 柳之御所跡 平泉町 3,500 4/10～12/5 建設省 平泉バイパス建設 第228集

2 泉屋遺跡 平泉町 2,000 5/7～6/21 建設省 太田川堤防建設 第184集

3 仁沢瀬遺跡群
滝沢村・盛岡市
雫石町 5,300 5/8～7/31 建設省 稲荷前バイパス建設 第185集

4 猪川館跡 大船渡市 5,750 4/10～11/22 建設省 大船渡道路建設 第203集

5 湾台Ⅱ遺跡 山田町 3,700 4/10～7/23 建設省 山田道路建設 第186集

6 水吉Ⅵ遺跡 軽米町 5,000 7/16～11/21 農水省 世増ダム建設 第219集

7 館Ⅳ遺跡 北上市 252 4/9～5/2 岩手県 新珊瑚橋整備 第187集

8 新山権現社遺跡 平泉町 1,300 4/10～8/9 岩手県 一関北上線道路改良 第188集

9 大日向Ⅱ遺跡 軽米町 1,385 4/9～11/8 岩手県 国道395号道路改良 第225集

10 丸木橋遺跡 九戸村 1,950 8/1～11/12 岩手県 国道340号道路改良 第189集

11 川井館跡 山形村 6,360 5/10～11/21 岩手県 国道281号道路改良 第191集

12 明通遺跡 山形村 930 4/11～5/10 岩手県 国道281号道路改良 第190集

13 下川原Ⅱ遺跡 紫波町 10,460 6/21～11/29 岩手県 滝名川河川改修 第192集

14 人当Ⅰ遺跡 北上市 400 4/16～5/10 岩手県 北本内ダム建設 第193集

15 田代Ⅳ遺跡 九戸村 1,000 4/9～5/8 岩手県 農免農道整備 第223集

16 上鷹生遺跡 大船渡市 780 6/24～10/31 岩手県 鷹生ダム建設 第253集

17 上八木田Ⅰ遺跡 盛岡市 22,400 4/8～11/15 岩手県競馬組合 新盛岡競馬場建設 第227集

18 上八木田Ⅱ遺跡 盛岡市 6,000 4/8～6/19 岩手県競馬組合 新盛岡競馬場建設 第194集

19 柳上遺跡 北上市 3,400 4/12～11/22 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第213集

20 上鬼柳Ⅰ遺跡 北上市 1,300 4/12～5/23 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第179集

21 岩崎台地遺跡群 北上市 3,700 4/15～8/10 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第214集

22 梅ノ木台地Ⅱ遺跡 北上市 3,890 7/15～11/8 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第180集

23 兵庫館跡 北上市 2,150 4/15～8/22 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第180集
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平成４（1992）年度

  平成４年度は５市７町１村の 32 遺跡 161,195㎡の調査を行った。事業者別にみると、国関連７件
38,375㎡（23.8％）、県関連 12 件 29,385㎡（18.2％）、日本道路公団 13 件 93,435㎡（58％）である。そ
のうち６遺跡が前年度からの継続調査である。調査原因は、東北縦貫自動車道秋田線の建設など道路
関連が 26 遺跡に及んだ。
　旧石器時代は、湯田町の大渡Ⅱ遺跡から昨年に続き後期旧石器時代なかばの遺物と判断されるスク
レイパーやナイフ形石器のほかに、石器の接合資料が発見された。
　縄文時代では、軽米町の大日向Ⅱ遺跡から早期から晩期の竪穴住居群が検出され、早期は押型文土
器を伴うものが５棟で、前期末から中期
初頭の住居の中には３～４期の大型住居
跡が重複するものがあった。中期末から
後期初頭の住居は石組み炉や石囲炉、複
式炉を持っている。岩手町倍田Ⅳ遺跡で
も 37 棟の住居跡が、大船渡市上鷹生遺跡
でも狭い面積の中から 14 棟の竪穴住居と
多量の遺物が出土している。盛岡市の上
米内遺跡からは、中期の住居跡から底部
穿孔された埋設土器が、後・晩期の墓壙
からヒスイの垂飾りや合わせ口土器が出
土している。
　奈良時代の集落は、軽米町水吉Ⅳ遺跡
で７棟の竪穴住居跡が検出され、口縁部に数条の段を持つ北海道系甕も出土している。山田町上村遺
跡では、製鉄と鍛冶に関係する遺構と遺物が検出され、岩手県最古の製鉄遺跡として注目を集めた。
平安時代の集落としては、倍田Ⅳ遺跡や盛岡市矢盛遺跡、紫波町西田東遺跡、水沢市白井坂Ⅰ遺跡、
大船渡市猪川館跡などがある。白井坂Ⅰ遺跡からは竪穴住居跡と９世紀の灰釉陶器が出土している。
　平泉町柳之御所跡からは、塀跡や井戸跡が検出され、多量の木製品や桃の種・温石・瓦等が出土し
た。また至近に立地する志羅山遺跡からも藤原氏時代の建物跡や井戸が検出され、白磁や青磁片のほ
かに漆器椀・折敷破片や下駄などの木製品が出土している。
　中世城館遺跡では、北上市の観音館跡・猪川館跡・白井坂Ⅰ遺跡がある。猪川館跡からは平場や段
築・堀跡が検出されている。白井坂Ⅰ遺跡からは建物跡・堀跡・土塁・柵列などが検出され、陶磁器

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

24 上反町遺跡 北上市 1,620 8/7～10/29 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第181集

25 煤孫遺跡 北上市 3,600 4/15～9/2 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第196集

26 法量野Ⅰ遺跡 北上市 9,990 4/16～5/31 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第182集

27 中屋敷遺跡 北上市 6,080 6/1～10/16 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第182集

28 八幡野Ⅱ遺跡 北上市 11,940 4/16～6/29 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第183集

29 大渡Ⅱ遺跡 湯田町 15,000 5/10～10/30 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第215集

30 越中畑Ⅴ遺跡 湯田町 2,000 8/21～10/16 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第201集

上米内遺跡出土の底部穿孔された埋設土器
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や鉄製品等も出土している。
　湯田町の白木野Ⅱ遺跡からは、近世から現代にいたる民家の変遷をたどる遺構が検出された。
　第 15 回埋蔵文化財展は、１月１～３日滝沢村総合公園体育館を会場に ｢甦る埋蔵文化財 - 魂の伝
言 -｣ というテーマで開催された。第 15 回埋蔵文化財公開講座は平成５年１月８日に盛岡市勤労福祉
会館を会場にして、』藤本強氏（東京大学）による「旧大陸の東と西―旧世界の西東―」、佐原真氏（奈
良国立文化財研究所）による「大昔と現代」の講演が行われた。平成４年度埋蔵文化財発掘調査技術
講習会は、12 月２・３日に小野正敏氏（国立歴史民俗博物館）「中世城館―遺物について―」と千田
嘉博氏（国立歴史民俗博物館）「中世城館―遺構・縄張について―」が行われた。職員専門研修は、
加藤稔氏（東北芸術工科大学）「東日本の旧石器文化」と村越潔氏（弘前大学）「発掘調査における諸
問題」が行われた。また、紀要ⅩⅢとわらびて 56 ～ 59 号が発刊された。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 柳之御所跡 平泉町 4,000 4/13～10/31 建設省 一関遊水地事業 第228集

2 志羅山遺跡14次 平泉町 3,300 4/13～7/31 建設省 一関遊水地事業 第216集

3 白井坂Ⅰ遺跡 水沢市 6,000 7/31～11/13 建設省 水沢東バイパス建設 第248集

4 上村遺跡 山田町 2,000 4/13～8/31 建設省 山田道路建設 第202集

5 大畑Ⅱ遺跡 山田町 425 9/1～11/13 建設省 山田道路建設 第218集

6 猪川館跡 大船渡市 5,750 4/9～11/5 建設省 大船渡道路建設 第203集

7 水吉Ⅵ遺跡 軽米町 16,900 4/14～10/28 農水省 国営総合農地開発 第219集

8 中曽根遺跡 二戸市 1,300 4/10～5/31 岩手県 職員公社建設 第204集

9 矢盛遺跡１次 盛岡市 1,300 4/9～5/8 岩手県 工業技術センター建設 第205集

10 向館遺跡 盛岡市 4,352 4/14～7/31 岩手県 上米内道路改良 第206集

11 上米内遺跡 盛岡市 2,264 5/1～10/31 岩手県 上米内道路改良 第220集

12 西田東遺跡 紫波町 7,034 8/7～12/17 岩手県 滝名川河川改修 第221集

13 大日向Ⅱ遺跡 軽米町 2,835 4/10～12/11 岩手県 国道395号道路改良 第225集

14 上鷹生遺跡 大船渡市 700 4/10～9/4 岩手県 鷹生ダム建設工事用道路建設 第253集

15 倍田Ⅳ遺跡 岩手町 5,800 4/14～11/20 岩手県 農道建設 第207集

16 黒内Ⅷ遺跡 岩手町 700 6/1～7/31 岩手県 農道建設 第208集

17 黒内ⅩⅢ遺跡 岩手町 1,100 8/1～11/13 岩手県 農道建設 第208集

18 田代Ⅵ遺跡 九戸村 1,000 4/9～5/15 岩手県 農道建設 第223集

19 柏山館跡 金ヶ崎町 1,000 10/7～11/6 岩手県 サンピア施設拡張 第242集

20 観音館跡 北上市 4,240 4/15～9/30 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第197集

21 千手堂遺跡 北上市 6,900 4/15～7/31 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第198集

22 羽黒山麓Ⅱ遺跡 北上市 4,300 8/3～10/9 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第198集

23 羽黒山麓Ⅰ遺跡 北上市 3,900 9/21～10/30 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第198集

24 塚野Ⅰ遺跡 湯田町 7,755 4/22～9/4 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第199集
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平成５（1993）年度

　平成５年度の発掘調査は、４市８町１村の 31 遺跡 173,841㎡について行った。事業主体者別にみる
と国関連 12 件 51,242㎡（29.5％）、県関連 11 件 19,208㎡（11.0％）、公団 8 件 88,991㎡（51.2％）、市
町村 1 件 14,400㎡（8.3％）となる。日本道路公団の東北横断自動車道秋田線建設に係る調査が過半
数を占めていた。そのほかも含めると道路建設に伴う遺跡は 22 遺跡となる。また、柳之御所跡をは
じめとする８遺跡は前年からの継続調査である。調査成果は、旧石器時代から近世までほぼすべての
時代にわたる。
　旧石器時代は、金ヶ崎町柏山館跡や湯田町の大渡Ⅱ遺跡など５遺跡がある。柏山館跡の旧石器時代
文化層には約 1.4 万年前の細石刃文化層と 2.2 万年前のナイフ形石器・石刃文化層がある。湯田町の
４遺跡のうち大渡Ⅱ遺跡からは、約 2.2 万年前に噴出した姶良丹沢火山灰の上下から旧石器のほか木
片や昆虫遺体・花粉などが発見された。峠山牧場Ⅰ遺跡からは 1.2 万年前の旧石器時代最終末期の石
器群が出土し、細石刃を作り出す過程で作られる舟底形石核が出土している。
  縄文時代は、軽米町大日向Ⅱ遺跡から竪穴住居跡 99 棟、土坑ほか各種の遺構が重複して検出され、
早期から晩期までの多量の遺物が
出土した。盛岡市上米内遺跡からも
竪穴住居跡 32 棟、土坑 85 基、同じ
く盛岡市松屋敷遺跡からも中期の
住居跡 12 棟、早期の住居跡１棟が
検出され、多量の遺物が出土した。
北上市の鳩岡崎上の台遺跡からも
前期と中期の大型住居跡が検出さ
れ、山田町大畑Ⅱ遺跡からも狭い尾
根から 14 棟の住居跡が検出された。
九戸村田代遺跡からは、前期の円筒
土器が多量に出土した。湯田町本内
Ⅱ遺跡は中期から晩期の集落跡で、竪穴住居跡 42 棟をはじめ、土坑・配石などを検出した。
　奈良時代の遺構は、鳩岡崎上の台遺跡から竪穴住居跡２棟が検出され、口縁部に朱泥で施文された

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

25 塚野Ⅱ遺跡 湯田町 13,000 4/22～9/30 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第199集

26 大渡Ⅱ遺跡 湯田町 35,500 4/21～10/30 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第215集

27 大渡遺跡 湯田町 2,200 4/21～6/20 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第195集

28 白木野Ⅰ遺跡 湯田町 3,000 9/1～9/30 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第200集

29 白木野Ⅱ遺跡 湯田町 6,340 4/23～8/31 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第200集

30 白木野Ⅲ遺跡 湯田町 1,300 10/1～10/29 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第200集

31 越中畑Ⅳ遺跡 湯田町 400 7/13～8/7 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第201集

32 越中畑Ⅴ遺跡 湯田町 4,600
5/11～7/10
8/11～9/18

日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第201集

本内Ⅰ遺跡航空写真
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土器などが出土している。盛岡市熊堂 B 遺跡からも２棟の竪穴住居跡が検出されている。
　平安時代の遺構としては大日向Ⅱ遺跡から堀跡に囲まれた集落が検出されている。紫波町西田東遺
跡からも９棟の竪穴住居跡が、熊堂 B 遺跡からも７棟の住居跡が検出されている。  
　平泉町の柳之御所跡の調査は６カ年に及ぶ調査の最終年を迎えた。掘立柱建物跡やトイレと思われ
る土坑などが検出され、多様な遺物も出土している。
　中世は、金ヶ崎町松本館跡と柏山館跡がある。両者は隣接し、本来は一つの城館である。堀跡・溝
跡・竪穴住居跡などが検出されている。軽米町の水吉Ⅳ遺跡からは竪穴住居跡が見つかっている。
　近世は、岩泉町の江川鉄山跡から 18 世紀の製鉄炉・鍛冶炉・排滓場・掘立柱建物跡などが検出さ
れている。特に製鉄炉の一つでは県内初となる小舟構造を持つ地下構造が明らかになっている。
　第 16 回埋蔵文化財展は北上市江釣子ショッピングセンターパル催事場を会場として、平成６年１
月 28 ～ 30 日に ｢よみがえる埋蔵文化財 - 日高見の国の文化 -｣ というテーマで開催された。第 16 回
埋蔵文化財公開講座は、平成６年１月７日に盛岡市勤労福祉会館を会場にして、春成秀爾氏（国立歴
史民俗博物館）の「縄文弥生時代の絵画」と都出比呂志氏（大阪大学）の ｢前方後円墳の時代｣ とい
う講演が行われた。平成５年度埋蔵文化財発掘調査技術講習会（第 14 回）は、12 月２・３日に今津
節生（橿原考古学研究所）・伊藤幸司（大阪市埋蔵文化財センター）両氏により ｢新素材による土器
修復と有機遺物の応急保存処理｣ が行われた。職員専門研修は今泉隆雄氏（東北大学）「東北の城柵
はなぜ設けられたか」、寺島文隆氏（福島県文化センター）｢東北の古代製鉄遺構について｣ が行われ
た。また、紀要ⅩⅣとわらびて 60 ～ 63 号が発刊された。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 柳之御所跡 平泉町 3,800 4/16～12/14 建設省 一関遊水地事業 第228集

2
泉屋遺跡10・11
次

平泉町 2,268
4/9～8/6
9/7～9/30

建設省 一関遊水地事業 第247集

3 志羅山遺跡25次 平泉町 900 8/9～9/6 建設省 一関遊水地事業 第216集

4 沢田遺跡 水沢市 1,000 9/1～9/30 建設省 水沢東バイパス建設 第230集

5 仙人東遺跡 水沢市 4,100 4/9～8/31 建設省 水沢東バイパス建設 第230集

6 荒田Ⅲ遺跡 二戸市 2,054 8/18～9/30 建設省 金田一バイパス建設 第217集

7 荒田Ⅳ遺跡 二戸市 260 8/18～9/30 建設省 金田一バイパス建設 第217集

8 大畑Ⅰ遺跡 山田町 250 4/7～7/23 建設省 山田道路建設 第218集

9 大畑Ⅱ遺跡 山田町 950 4/7～7/23 建設省 山田道路建設 第218集

10 山ノ内Ⅲ遺跡 山田町 5,500 7/26～10/28 建設省 山田道路建設 第250集

11 下尿前Ⅱ遺跡 胆沢町 3,500 8/18～11/12 建設省 胆沢ダム建設 第252集

12 水吉Ⅵ遺跡 軽米町 26,660 4/12～10/29 農林水産省 世増ダム建設 第219集

13 上米内遺跡 盛岡市 1,000 8/1～11/5 岩手県 上米内道路改良 第220集

14 西田東遺跡 紫波町 5,018 8/2～10/27 岩手県 滝名川改修工事 第221集

15 大日向Ⅱ遺跡 軽米町 2,671 4/12～11/10 岩手県 国道395号道路改良 第273集

16 江川鉄山跡 岩泉町 1,250 4/12～8/12 岩手県 県道岩泉・久慈線改良工事 第237集

17 土場遺跡 北上市 570 10/1～11/5 岩手県 北本内ダム建設 第222集
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平成６（1994）年度

　平成６年度の調査は、32 件 155,436㎡で、県内７市９町にわたっている。事業主体別にみると国関
連は 11 件 25,123㎡（16.2％）、県関連は 16 件 32,188㎡（20.7％）、公団 5 件 78,577㎡（50.6％）、市町
村 19.548㎡（12.6％）となる。事業内容は、道路関連の遺跡調査が 23 遺跡と多い。東北自動車道秋
田線の関連遺跡は遺跡数は少ないが、面積は全体の半分近くを占めている。それに替わるように東北
新幹線盛岡以北建設関連査や盛岡市南部都市開発整備事業に関連する調査が始まっている。
　調査の内容は、旧石器時代から近世までほぼすべての時代にわたり、主な成果は以下のようになる。
　旧石器時代は、昨年から継続している金ヶ崎町柏山館跡
と湯田町峠山牧場Ⅰ遺跡から大きな成果があった。柏山館
跡からは８枚の文化層が確認され、アスファルトの付着し
た細石刃や角型ペンダントも出土した。峠山牧場Ⅰ遺跡か
らは後期旧石器時代のナイフ形石器やスクレイパーが大量
に出土した。18,000 年前の有孔滑石製ペンダントも注目さ
れている。
　縄文時代は、峠山牧場Ⅰ遺跡は草創期の遺跡でもあり、
長さ約 27㎝の局部磨製石斧が出土している。軽米町大日向
Ⅱ遺跡からは早期から前期にかけての土器が大量に出土し、盛岡市上米内遺跡からは、中期の集落跡
が検出された。住居跡の出入り口付近に底部穿孔の甕が埋設されていた。二戸市寺久保遺跡の後期の
竪穴住居跡からは 230 ｇのアスファルト塊が出土した。
　弥生時代は、大船渡市上甲子遺跡で縄文時代末期から弥生時代初頭にかけての竪穴住居跡が４棟検
出された。次年度への継続調査となった。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

18 柏山館跡 金ケ崎町 3,713 4/8～7/30 岩手県 サンピア施設拡張 第242集

19 鳩岡崎上の台遺跡 北上市 2,346 4/8～8/12 岩手県 広域農道整備 第240集

20 田代遺跡 九戸村 220 9/1～11/17 岩手県 農免道整備 第262集

21 松屋敷遺跡 盛岡市 1,800 4/8～7/15 岩手県 養護学校拡張整備 第224集

22 松本館跡 金ケ崎町 620 9/16～10/29 岩手県 県道拡幅工事 第256集

23 本宮熊堂Ｂ１次 盛岡市 14,400 4/7～8/12 盛岡市 盛南開発 第226集

24 馬場館遺跡 北上市 5,200 4/12～6/30 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第210集

25 小吹野遺跡 北上市 5,400 7/1～9/12 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第210集

26 本内Ⅰ遺跡 湯田町 14,000 4/20～9/24 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第211集

27 本内Ⅱ遺跡 湯田町 16,816 4/20～10/29 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第271集

28 耳取Ⅰ遺跡Ａ地区 湯田町 18,675
6/1～10/28
9/27～12/10

日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第232集

29
峠山牧場Ⅰ遺跡
Ａ地区

湯田町 22,000 4/20～10/31 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第291集

30 上野々遺跡 湯田町 2,500 4/19～5/31 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第212集

31 大渡Ⅱ遺跡 湯田町 4,400 4/19～9/3 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第215集

峠山牧場Ⅰ遺跡出土有孔滑石製ペンダント
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　奈良時代は、寺久保遺跡から住居跡４棟が検出され、カマドの周辺から甕や坏などの土師器が一括
して出土した。
　平安時代では、山田町の山ノ内Ⅲ遺跡で住居跡とともに製鉄炉も検出され、製鉄にかかわっていた
集落であったことが明らかになった。平泉町の瀬原遺跡では住居状の遺構から土錘が 71 点出土し、
北上川で網を使った漁撈が行われていたようである。また、水沢市龍ヶ馬場遺跡からは、大きな木炭
窯が検出され、製炭にかかわった集落だったようである。
　中世は、金ヶ崎町松本館跡から大規模な堀跡や門跡などが検出され、舶載磁器などが出土している。
水沢市白井坂Ⅰ遺跡からも堀跡が検出され、城郭の一部であることが確認された。北上市の岩脇遺跡
からは、修験者の墓と塚が調査され、錫杖や鏡などの副葬品が出土した。平泉町の泉屋遺跡からは近
世の掘立柱建物跡 37 棟が検出された。なお、この年から報告書がＡ４判になった。
　第 17 回埋蔵文化財展は大船渡市シーパル大船渡を会場にして、11 月４～６日に ｢よみがえる埋蔵
文化財―気仙の考古学散歩・発掘最前線―｣ というタイトルで行われた。第 17 回埋蔵文化財公開講
座は、平成７年１月 13 日に松井章氏（奈良国立文化財研究所）の ｢トイレの考古学―遺跡土壌に秘
められた情報―｣、と櫻井清彦氏（昭和女子大学）の ｢中国における初期農耕文化の展開｣ の講演が
行われた。
　第 15 回埋蔵文化財発掘調査技術講習会は、12 月１・２日に井上喜久（愛知県陶磁資料館）・中野
晴久（常滑市民俗資料館）両氏により ｢東海地方中世陶器の生産と流通｣ として行われた。職員専門
研修は、高島世侑氏（八戸工業大学）｢掘立柱建物跡の組み方｣、柳澤和明氏（宮城県多賀城跡調査研
究所）｢分層発掘について｣ であった。また、紀要ⅩⅤとわらびて 64 ～ 67 号が刊行された。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 泉屋遺跡13次 平泉町 3,050 4/14～11/4 建設省 一関遊水地建設事業 第247集

2 白井坂Ⅰ遺跡 水沢市 1,543 8/1～11/22 建設省 国道４号水沢東バイパス建設 第248集

3 白井坂Ⅱ遺跡 水沢市 1,081 8/1～11/22 建設省 国道４号水沢東バイパス建設 第248集

4 沢田遺跡 水沢市 320 4/15～7/29 建設省 国道４号水沢東バイパス建設 第230集

5 仙人東遺跡 水沢市 1,700 4/15～7/29 建設省 国道４号水沢東バイパス建設 第230集

6 花立Ⅰ遺跡９次 平泉町 789 8/18～11/4 建設省 国道４号拡幅工事 第285集

7 山ノ内Ⅲ遺跡 山田町 3,500 4/7～8/12 建設省 一般国道45号山田道路建設 第250集

8 沢田Ⅰ遺跡 山田町 2,000 8/1～11/11 建設省 一般国道45号山田道路建設 第318集

9 下尿前Ⅱ遺跡 胆沢町 6,000 7/18～11/14 建設省 胆沢ダム建設 第252集

10 長倉Ⅳ遺跡 軽米町 1,200 7/1～8/15 農林水産省 世増ダム建設 第231集

11 長倉Ⅴ遺跡 軽米町 3,940 8/18～11/1 農林水産省 世増ダム建設 第231集

12 上甲子遺跡 大船渡市 1,930 8/10～11/11 岩手県 鷹生ダム建設 第254集

13 上米内遺跡 盛岡市 1,000 4/7～7/26 岩手県 県道拡幅及び新道建設 第220集

14 岩脇遺跡 北上市 1,800 4/15～6/30 岩手県
主要地方道一関北上線
改良工事

第235集

15 横町遺跡 北上市 1,980 7/18～10/21 岩手県 一般国道107号改良工事 第236集

16 松本館跡 金ケ崎町 5,720 4/18～11/11 岩手県 一般県道永沢水沢線改良工事 第256集
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平成７（1995）年度

　平成７年度の発掘調査は 31 遺跡 33 件 95,129㎡で、５市 11 町 4 村にわたっている。国関連の事
業が 12 件 39,425㎡（約 41％）、岩手県関連 18 件 38,901㎡（約 41％）、市町村関連２件 15,903㎡（約
17％）、地域整備公団１件 900㎡（約 1％）である。岩手県関連に事業が増加し、なかでも農道整備事
業や圃場整備関連が多い。発掘調査内容は、旧石器時代から近世まで及ぶが、縄文時代の遺跡が多い。
主な成果は以下のとおりである。
　旧石器時代は、花泉町下舘銅屋遺跡と北上市本内遺跡で石器が出土した。
　縄文時代は、22 遺跡から遺構や遺物が発見された。軽米町の長倉Ⅰ遺跡からは、竪穴住居跡のほ
かに大型の掘立柱建物などが検出され、後期主体の様々な形態の土器が出土した。一戸町椛の木遺跡
は地滑りで集落が埋没したのちに再び集落が形成されている。藤沢町相ノ沢遺跡は、縄文後期と晩期
に形成された遺物包含層で、中空土偶が安置されて出土したほか、黒曜石の石鏃 3,700 点など多量の
土器や石器が出土した。山田町の沢田Ⅰ遺跡からは、沿岸部初となる長さ 20 ｍに達する長楕円形の
大型住居をはじめとする縄文中期の竪穴住居が 20 棟検出された。田野畑村浜岩泉Ⅰ遺跡は、縄文中
期の竪穴住居跡が重複する集落跡であるが、ほとんど遺物が出土しなかった。
　弥生時代は、軽米町の和当地Ⅰ遺跡から前期の竪穴住居跡が 2 棟検出されている。１棟の床下から
は合わせ口土器が出土している。
　古代は、久慈市の平沢Ⅰ遺跡から古墳時代から平安時代までの集落が検出された。平安時代が主で

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

17 瀬原Ⅰ遺跡２次 平泉町 4,464 4/14～6/30 岩手県
一般県道長坂束稲前沢線
改良工事

第257集

18 江川鉄山跡 岩泉町 60 4/13～5/2 岩手県 一般県道久慈岩泉線改良工事 第237集

19 ゴッソー遺跡 種市町 3,456 4/13～7/29 岩手県 種市漁港線改良工事 第238集

20 寺久保遺跡 二戸市 1,774 4/13～7/29 岩手県 緊急地方道整備 第239集

21 大日向Ⅱ遺跡 軽米町 244 4/8～6/3 岩手県 一般国道395号線改良工事 第273集

22 鳩岡崎上の台遺跡 北上市 1,623 4/15～7/8 岩手県 広域農道整備事業 第240集

23 牧田貝塚 陸前高田市 1,157 4/11～6/24 岩手県 ふるさと農道緊急整備事業 第240集

24 長倉Ⅰ遺跡 軽米町 1,000 7/1～11/10 岩手県 農免農道整備事業 第336集

25 柏山館跡 金ケ崎町 2,000 4/11～7/19 岩手県
厚生年金健康福祉センター
拡充

第242集

26 龍ヶ馬場遺跡 水沢市 3,980 4/14～7/22 岩手県 県立胆沢病院新築工事 第243集

27 小幅遺跡２次 盛岡市 13,548 4/18～8/10 盛岡市 盛岡市南部都市開発整備事業 第244集

28 平沢Ⅰ遺跡 久慈市 6,000 8/1～11/10 久慈市 工業団地造成事業 第264集

29
耳取Ⅰ遺跡
Ａ地区３次

湯田町 15,625 4/12～8/20 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第232集

30
峠山牧場Ⅰ遺跡
Ａ地区

湯田町 21,000 4/12～10/31 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第291集

31
峠山牧場Ⅰ遺跡
Ｂ地区範囲確認

湯田町 13,800 4/12～10/28 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第233集

32 本内Ⅱ遺跡 湯田町 25,084 4/11～11/22 日本道路公団 東北横断自動車道秋田線建設 第271集

33 尾呂部Ⅱ遺跡 岩手町 3,068 7/18～10/28
日本鉄道建設公
団

東北新幹線建設工事 第234集
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竪穴住居跡の規模に大小の格差があった。盛岡市の小幅遺跡からは竪穴住居跡８棟、掘立柱建物跡
10 棟が検出された。竪穴住居跡の１棟には小鍛冶らしい遺構があり、掘立柱建物跡の１棟は隅丸長
方形の大きな掘方を持ち、桁行５間の柱間を持つ大きな建物跡となった。また道路状遺構も検出され
ている。花泉町の下舘銅屋遺跡からも平安時代の竪穴住居跡５棟が検出されている。
　平泉町の志羅山遺跡と泉屋遺
跡は奥州藤原氏時代の遺跡で、
泉屋遺跡からは平成５年の調査
で出土した常滑産突帯文四耳壺
と接合する部分が出土した。志
羅山遺跡からは道路跡が検出さ
れた。紫波町の山屋館跡の西側
から１列に並ぶ４基の経塚が検
出され、経典を収めた常滑三筋
壺と波状文四耳壺や銅板が出土
した。
　中世は、金ヶ崎町松本館と山屋館の城館調査などがある。松本館は 16 世紀に胆沢郡を統治した柏
山氏の居城の一角で、土塁・堀跡・道路跡・虎口・犬走りなど大規模な防御施設を調査した。軽米町
の大鳥Ⅰ遺跡からは、人骨と内耳土鍋が伴う墓壙が検出された。
　小幅遺跡や泉屋遺跡からは、近世の民家跡が検出され、肥前産や東北地方で生産された陶磁器が出
土している。
　第 18 回埋蔵文化財展は、12 月 26 日から平成８年１月 21 日まで、岩手県立博物館の「柳之御所発
掘調査展」に合わせ ｢発掘された北の都―800 年の時を越え　解き明かされた平泉藤原氏の居館―」
というタイトルで開催された。
　第 18 回埋蔵文化財公開講座は、平成８年１月 14 日に「柳之御所発掘調査展」に合わせて、大石直
正氏（東北学院大学）の ｢平泉柳之御所遺跡発見の意義」、と水野正好氏（奈良大学）の「中世ー柳
之御所遺跡・祈りと願い」という講演が行われた。第 16 回埋蔵文化財発掘調査技術講習会は、平成
８年２月 15・16 日に富樫泰時氏（秋田県立埋蔵文化財センター）「東北日本の縄文文化・続縄文時代
の祭祀遺構と研究課題｣、と梶原洋氏（東北福祉大学）「東北日本の旧石器文化・石器実測」について
のテーマで行った。
　職員専門研修は吉崎昌一氏（専修女子大学）｢野外調査における試料採取と分析鑑定」、廣田英樹氏

（岩手県教育委員会）｢我が国の文化財保護制度｣、岡田康博氏（青森県教育庁）「三内丸山遺跡の調査
と成果」を行った。また、紀要ⅩⅥとわらびて 68 ～ 71 号が発刊された。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 泉屋遺跡15次 平泉町 2,982 4/12～8/4 建設省 太田川河川改修 第247集

2 志羅山遺跡46次 平泉町 2,102
8/7～8/8
9/1～11/22

建設省 太田川河川改修 第312集

3 白井坂Ⅰ遺跡 水沢市 2,454 4/7～8/31 建設省 水沢東バイパス 第248集

4 白井坂Ⅱ遺跡 水沢市 833 4/7～8/31 建設省 水沢東バイパス 第248集

5 花立Ⅰ遺跡12次 平泉町 654 6/16～8/15 建設省 国道４号拡幅工事 第285集

6 小幅遺跡５次 盛岡市 2,000 9/11～11/16 建設省 盛岡西バイパス 第267集

山屋館経塚遺跡出土常滑三筋文壺
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平成８（1996）年度

　平成８年度の調査は７市９町３村で、33 遺跡 34 件、120,909㎡の調査を実施した。事業主体者別に
みると、国関連が 10 件 41,820㎡（34.6％）、県関連 15 件 32,129㎡（26.6％）、市町村４件 27,910㎡（23.1％）、
公団等４件 19,050㎡（15.7％）である。一関遊水地事業や胆沢ダム建設事業、世増ダム建設事業、盛
岡市盛南開発事業など長期継続の事業も多いが、遺跡ごとに見れば単年度の事業が主体を占めている。
調査内容は旧石器時代から近世までわたるが縄文時代が主となっている。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

7 沢田Ⅰ遺跡 山田町 2,500 6/15～8/4 建設省 国道45号山田道路建設 第318集

8 山ノ内Ⅱ遺跡 山田町 7,290 4/10～10/19 建設省 国道45号山田道路建設 第249集

9 久保遺跡 大船渡市 2,000 4/10～6/15 建設省 国道45号大船渡三陸道路建設 第251集

10 下尿前Ⅱ遺跡 胆沢町 8,500 9/1～11/22 建設省 胆沢ダム建設事業 第252集

11 大鳥Ⅰ遺跡 軽米町 5,812 6/16～11/16 農林水産省 世増ダム建設事業 第290集

12 長倉Ⅶ遺跡 軽米町 2,298 6/1～8/11 農林水産省 世増ダム建設事業 第246集

13 上甲子遺跡 大船渡市 1,710 4/13～6/15 岩手県 鷹生ダム建設事業 第254集

14 本内遺跡 北上市 1,128 8/1～11/15 岩手県 北本内ダム建設事業 第275集

15
山屋館経塚
・山屋館跡

紫波町 2,900 6/16～9/18 岩手県 県道整備事業 第255集

16 松本館跡 金ケ崎町 7,880 4/13～11/16 岩手県 県道改良工事 第256集

17 瀬原Ⅰ遺跡３次 平泉町 2,340 4/12～6/15 岩手県 県道改良工事 第257集

18 下舘銅屋遺跡 花泉町 1,787 8/1～12/8 岩手県 主要地方道緊急整備 第297集

19 志羅山遺跡47次 平泉町 981 8/1～11/30 岩手県 毛越寺線拡幅工事 第352集

20 板倉遺跡 大東町 3,875 4/12～7/21 岩手県 国道改良事業 第258集

21 明通Ⅱ遺跡 山形村 1,690 6/16～7/21 岩手県 国道改良事業 第246集

22 和当地Ⅰ遺跡 軽米町 1,750 9/5～11/27 岩手県 県北農業技術センター 第259集

23 間洞Ⅱ遺跡 玉山村 2,605 8/16～10/31 岩手県 広域農道整備事業 第260集

24 目名市Ⅱ遺跡 安代町 918 4/18～6/15 岩手県 ふるさと農道整備 第261集

25 日詰七久保遺跡 紫波町 1,851 4/7～6/15 岩手県 ふるさと農道整備 第245集

26 相ノ沢遺跡 藤沢町 720 4/10～7/31 岩手県 畑地帯総合土地改良 第332集

27 長倉Ⅰ遺跡 軽米町 1,008 4/11～9/5 岩手県 農免農道整備事業 第336集

28 田代遺跡 九戸村 311 9/7～12/6 岩手県 農免農道整備事業 第262集

29 椛の木遺跡 一戸町 4,290 7/17～11/24 岩手県 県営ほ場整備事業 第263集

30 浜岩泉Ⅰ遺跡 田野畑村 1,157 4/11～8/11 岩手県 農免農道整備事業 第276集

31 小幅遺跡４次 盛岡市 14,143 4/7～9/6 市町村 盛南開発整備事業 第265集

32 平沢Ⅰ遺跡 久慈市 1,760 8/17～11/17 市町村 工業団地造成事業 第264集

33 小幅遺跡６次 盛岡市 900 9/11～11/16
地域振興整備公
団

盛南開発整備事業 第246集
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　旧石器時代では、湯田町峠山牧場Ⅰ遺跡 B 地区で、過年度調査区に接する場所からナイフ・スクレー
パー等が検出された。
　縄文時代は、24 の遺跡から遺構や遺物が検出されている。軽米町長倉Ⅰ遺跡は３年にわたる調査
の最終年となり、厚さ２ｍに及ぶ後・晩期の遺物包含層や全長 30cm 弱の土偶など多量の遺物が出土
した。峠山牧場Ⅰ遺跡Ｂ地区では放射状に配置される前期の長方形大型住居跡が確認された。藤沢
町相ノ沢遺跡では、斜面部の包含層から廃棄された石鏃約 8,000 点が出土したほか、等高線に沿い 30
基の墓と推定される土坑が検出されている。花泉町下舘銅屋遺跡からは、平安時代の集落の下位から
中期末の大規模な集落が確認された。竪穴住居跡は複式炉が多く、４～５回の建て替えが行われてい
る。また集落にはフラスコピットや各種の土坑が伴っている。
　弥生時代では、玉山村才津沢遺跡と大船渡市長谷堂貝塚で竪穴住居跡が検出された。いずれも弥生
時代初頭の時期で直径７ｍの大型住居跡である。才津沢遺跡は１棟、長谷堂貝塚は７棟の住居跡の他
に２基の埋設土器や土坑が検出されている。軽米町大鳥Ⅱ遺跡と胆沢町下尿前Ⅳ遺跡からは終末期の
土器が出土している。
　古代では、山田町房の沢Ⅳ遺跡から７～８世紀と推定される古墳群が 25 基確認された。遺跡は山
田湾を見下ろす標高 50 ｍ程の丘陵上に位置して、副葬品として蕨手刀や直刀・刀子・錫釧・須恵器
等が出土している。紫波町稲村Ⅱ
遺跡からは、奈良時代の竪穴住居
跡 14 棟が検出され、隣接調査地の
成果と合わせ 100 棟前後の集落と
なる。平泉町内の諸遺跡からは、
引き続き藤原氏時代の遺構・遺物
が発見されている。
　中世は、宮古市山口館跡がある
が、今年度は館本体の調査より奈
良・平安時代の遺構調査が主となっ
た。前沢町川岸場Ⅱ遺跡は仙台藩
の大肝入の屋敷跡で、年貢米など
を保管する御蔵跡など当時の村支
配の様相の一端を示す良好な資料が得られた。
　第 19 回埋蔵文化財展は、11 月１～３日水沢市埋蔵文化財センターを会場として ｢よみがえる埋蔵
文化財 - 地中より現代へのメッセージ -｣ というタイトルで開催された。
　第 19 回埋蔵文化財公開講座は、平成９年１月 31 日に渡辺誠氏（名古屋大学）による ｢縄文時代の
生活を探る｣ という講演が行われた。第 17 回埋蔵文化財発掘技術講習会は 12 月 18・19 日に山田昌
久氏（東京都立大学）｢木製遺物から見た日本列島の生活誌｣、と早田勉氏（古環境研究所）「東北日
本の第４紀火山灰と考古学における利用法」が行われた。
　職員専門研修は、若槻敏夫氏（盛岡労働基準監督署）｢労働災害発生のメカニズムと安全管理｣、伊
藤玄三氏（法政大学）｢古代東北の文化伝播―考古学資料からの理解―｣、岡村道雄氏（文化庁）｢行
政発掘の現状と課題・展望｣ の３つが行われた。紀要ⅩⅦとわらびて 72 号～ 75 号が刊行された。73
号からＡ４判に変更された。

房の沢Ⅳ遺跡出土の蕨手刀や直刀
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№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 泉屋遺跡16次 平泉町 1,760 4/9～9/30 建設省 一関遊水地太田川築堤 第399集

2 川岸場Ⅱ遺跡 前沢町 4,000 7/11～11/5 建設省 一関遊水地白山築堤 第317集

3 花立Ⅰ遺跡13次 平泉町 330 10/1～10/29 建設省 国道４号交通安全対策 第285集

4 長渡遺跡 玉山村 4,200 8/1～10/29 建設省 渋民バイパス 第284集

5 小幅遺跡７次 盛岡市 2,300 9/17～10/28 建設省 盛岡西バイパス 第267集

6 沢田Ⅰ遺跡 山田町 980 8/1～8/30 建設省 一般国道45号山田道路 第318集

7 沢田Ⅱ遺跡 山田町 4,000 4/11～7/31 建設省 一般国道45号山田道路 第268集

8 房の沢Ⅳ遺跡 山田町 5,500
4/13～6/14
9/1～11/7

建設省 一般国道45号山田道路 第287集

9 下尿前Ⅳ遺跡 胆沢町 8,000 8/1～10/29 建設省 胆沢ダム建設 第269集

10 大鳥Ⅱ遺跡 軽米町 10,750 6/17～11/8 農林水産省 世増ダム建設 第270集

11 北野Ⅳ遺跡 水沢市 2,500 4/12～6/14 岩手県 県営アパート建設 第272集

12 長谷堂貝塚 大船渡市 550 10/1～11/20 岩手県 県営アパート建設 第296集

13 稲村Ⅱ遺跡 紫波町 5,950 6/18～10/31 岩手県 中小河川改修 第348集

14 志羅山遺跡56次 平泉町 2,000 4/8～9/17 岩手県 都市計画街路 第352集

15 下舘銅屋遺跡 花泉町 3,713 4/9～10/31 岩手県 県道花泉金成線整備 第297集

16 上野平遺跡 藤沢町 472 4/9～6/5 岩手県
緊急地方道路藤沢・
津谷川線整備事業

第333集

17 麦生Ⅲ遺跡 久慈市 6,725 4/10～5/24 岩手県 地方特定道路整備 第274集

18 麦生Ⅸ遺跡 久慈市 1,485 5/27～9/2 岩手県 地方特定道路整備 第274集

19 本内遺跡 北上市 702 6/18～7/31 岩手県 北本内ダム建設 第275集

20 小平Ⅰ遺跡 宮古市 2,400 9/2～10/30 岩手県 道路改良 第299集

21 浜岩泉Ⅰ遺跡 田野畑村 854 4/8～7/26 岩手県 農免道整備 第276集

22 江刺家Ⅳ遺跡 九戸村 2,000 4/11～6/21 岩手県 県営畜産経営環境整備 第277集

23 相ノ沢遺跡 藤沢町 400 4/8～6/28 岩手県 畑地帯総合土地改良 第332集

24 長倉Ⅰ遺跡 軽米町 1,342 4/10～11/8 岩手県 広域農道整備 第336集

25 才津沢遺跡 玉山村 1,036 4/5～6/17 岩手県 ふるさと農免道整備 第278集

26 大宮北遺跡 盛岡市 3,900 4/5～5/24 盛岡市 盛岡市盛南開発 第281集

27 宮沢遺跡 盛岡市 4,600 5/27～7/2 盛岡市 盛岡市盛南開発 第358集

28 本宮熊堂Ａ遺跡 盛岡市 15,110 7/3～10/24 盛岡市 盛岡市盛南開発 第281集

29 山口館跡 宮古市 4,300 4/10～7/15 宮古市 市道北部環状線改良 第310集

30
峠山牧場Ⅰ遺跡
Ｂ地区

湯田町 6,120 6/3～10/22 日本道路公団 東北横断道路 第320集

31 宮沢遺跡 盛岡市 700 6/3～6/28
地域振興整備公
団

盛岡市盛南開発 第358集

32 本宮熊堂Ａ遺跡 盛岡市 3,800 9/2～10/23
地域振興整備公
団

盛岡市盛南開発 第266集

下村遺跡 二戸市 6/17～11/8
日本鉄道建設公
団

東北新幹線盛岡以北 第323集
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板子屋敷３

道地Ⅱ

山舘

上台

沖野Ⅱ

袖ノ沢Ⅴ

中屋敷上

道白Ⅱ

横間Ⅱ

芋田Ⅱ

大崎

川目Ａ

台太郎

稲荷

南畑

金館

大西

宮野目方八丁

庫理

下通

金栗Ⅰ

黒岩宿

新平

広岡前

新田

佐野原

寺ヶ前Ⅲ・島田Ⅱ

高日向

休場

西風

山の神

穴山堰

道上

上寺田

六日市場

下構

三日町Ⅰ

楊生新城館

清田台

長谷堂貝塚

平清水館

栃洞Ⅱ

柳沢Ⅱ

八木沢駒込Ⅰ・Ⅱ

山口館

和野ソマナイ

山根館

上水沢Ⅱ

1.

37.

13.

19.

25.

31.

37.

43.

49.

55.

61.

67.

73.

79.

85.

91.
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103.
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115.
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127.

133.
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145.

151.

157.

163.
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181.
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199.

205.

211.

217.

223.

229.

235.

241.
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253.

259.

265.
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277.

283.

上野場３

長興寺

潰谷地

門松

大向Ⅱ

サイカツ平Ⅷ

仁昌寺・Ⅱ・Ⅲ

中佐井Ⅷ

五日市

武道Ⅳ

野沢Ⅳ

本宮熊堂Ｂ

野古Ａ

鬼柳Ａ

北郡山
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狼沢Ⅱ
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長根Ⅰ
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宝性寺

久田

惣前町

栗林

板子沢

二の沢

岩洞堤

北丑転
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内屋敷

本巻

押切

猪岡館

佐野

河崎の柵擬定地

要害館

萱中Ⅲ

篠館

九重沢

房の沢Ⅳ

八木沢Ⅱ

小平Ⅰ

和野新墾神社

中田

ゴッソー

2.
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177.

183.

189.

195.

201.

207.

213.

219.

225.

231.

237.

243.

249.

255.

261.

267.

273.

279. 

梅の木沢

市部内

上村

台中平

舘Ⅱ

上野

赤屋敷

谷地田Ⅰ

芦田内Ⅳ

長渡

山王山

小幅

飯岡沢田

飯岡林崎Ⅱ

沼田

貝の淵Ⅰ

宿

石持Ⅰ

上台Ⅱ

駒板

西川目

金附

清水ヶ野

新地野道下

荒神社前

杉の堂

本宿迎畑

主計谷地

鶴供養

上大畑平Ⅰ・Ⅱ

大清水

大平野Ⅱ

西館

衣の関道

里

衣関

堀切

十文字

八丁館

中和田

林崎Ⅰ

中土淵

賽の神・Ⅱ・Ⅲ

木戸井内Ⅳ

袰帯

千足南

成谷

4. 

10. 

16. 

22. 

28.

34. 

40.

46.

52. 

58. 

64.

70.

76. 

82. 

88.

94.

100.

106.

112. 

118.

124.

130.

136.

142.

148. 

154. 

160. 

166.

172.

178.

184.

190.

196.

202.

208.

214.

220.

226.

232.

238.

244.

250.

256.

262.

268.

274.

280.

玉川向

川口Ⅰ

下村

浅石

吉田館

野中

野尻Ⅲ

有矢野館

秋浦Ⅰ・Ⅱ

大森Ⅳ

宇曽沢

飯岡才川

本宮熊堂Ａ

新井田Ⅱ

稲村Ⅱ

島岡Ⅱ

蛇蜒蛆

似内

高木中館

山口

野田Ⅰ

境

医者屋敷

下醍醐

大平古館

跡呂井

中半入

竹地子

二の台長根

一の台・Ⅱ〜Ⅳ

大清水上

水ノ口

明後沢

接待館

本町Ⅱ

泉屋

羽場城

上野平

中野台

館

平倉観音

古館

下大谷地Ⅰ

島田Ⅱ

伏屋Ⅱ

力持

大平

5.

11.

17.

23.

29.

35.

41.

47.

53.

59.

65.

71.

77.

83.

89.

95. 

101.

107.

113.

119.

125.

131.

137.

143.

149.

155.

161.

167.

173.

179.

185.

191.

197.

203.

209. 

215.

221.

227.

233.

239.

245.

251.

257.

263.

269.

275.

281.

宮沢

釜沢館

矢神

大向上平

桂平Ⅰ

野里上・Ⅱ

釜石

有矢野

芦名沢Ⅰ・Ⅱ

川前

戸仲

細谷地

矢盛

安栖野

南日詰

小森林館

高畑

上似内

高木古館

谷地

中居俵Ⅱ

芦萱

中島

雲南

東館Ⅱ

北野Ⅳ

蝦夷塚古墳

駒込

屋敷

上中沢Ⅰ

市野々

川前

寺ノ上

細田

矢崎Ⅰ

志羅山

清水

要害館B

松山前

里古屋

夫婦石袖高野

沢田2

八木沢野来

日の出町Ⅰ

和野Ⅰ

平清水Ⅱ

早坂平

6.

12.

18.

24.

30.

36.

42.

48.

54.

60.

66.

72.

78.

84.

90.

96.

102.

108.

114.

120.

126.

132.

138.

144.

150.

156.

162.

168.

174.

180.

186.

192.

198.

204.

210.

216.

222.

228.

234.

240.

246.

252.

258.

264.

270.

276.

282.

平成９（1997）年度から平成 18（2006）年度までに発掘調査を実施した遺跡
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平成９（1997）年度

  平成９年度は、10 市 11 町４村で 53 遺跡 56 件 156,495㎡の調査を実施した。事業主体者別にみると、
国関連が 12 件 35,801㎡（22.9％）、県関連 27 件 56.818㎡（36.3％）、市町村６件 36,479㎡（23.3％）、
公団等 11 件 27,397㎡（17.5％）である。圃場整備や農道整備などの県関連の事業が増加したほか東
北新幹線盛岡八戸間の発掘調査が増加している。また、盛岡南新都市開発事業も本格化したことによ
り調査遺跡数が急増している。
　縄文時代は、41 遺跡で遺構が発見されている。山田町沢田Ⅰ遺跡は前期の大集落で、大型住居跡
と炉をもたない住居跡多数が発見されている。安代町横間Ⅱ遺跡からは、前期の遺物が大量に出土し
たが、調査地内に集落は確認されなかった。藤沢町上野平遺跡は、中期の大集落で、掘立柱建物・住
居跡・墓壙などの他に中期～後期の遺物包含層も確認されている。岩手町秋浦Ⅰ遺跡も同様な遺跡で
ある。
　縄文時代終末期から弥生時代初頭にかけての遺構・遺物が、大船渡市長谷堂貝塚・萱中Ⅲ遺跡、二
戸市上村遺跡、一関市細田遺跡、山田町沢田Ⅰ遺跡などで確認された。
　古代は、前年度に引き続き調査
した山田町房の沢Ⅳ遺跡から古墳
群が検出され、最終的に古墳 28
基・石組み遺構２基・土壙墓６基・
馬の墓壙４基が確認された。盛岡
市の台太郎遺跡では、奈良時代の
住居跡 10 棟・平安時代の住居跡
55 棟が確認され、最終的には数
百棟の平安時代集落となる事が想
定されている。花巻市庫理遺跡か
らは、平安時代の住居から器面に
水鳥の線刻文のある土師質の置き
カマドが出土している。
　宮古市山口館の平安時代の住居
跡からは、密教に使用したと推定される鉄製の鐃・錫杖・鐘鈴が発見された。平泉町内の遺跡からは
藤原氏時代の各種遺構・遺物が発見されており、志羅山遺跡からは、銅象嵌の鴛鴦文をもつ轡が馬の
骨・笹塔婆・木製品と一緒に発見された。
　中世は、軽米町の上尾田の館跡から十数棟の建物跡や中国銭が発見された。前沢町西館跡からは、
深さ３ｍ以上の堀跡が検出された。安代町谷地田Ⅰ遺跡でも竪穴建物が数棟検出されている。近世で
は、胆沢町板子沢遺跡で民家の母屋・厩・水場などがセットで検出されている。
　第 20 回埋蔵文化財展は、11 月７～９日に湯田町文化創造館Ｕホールを会場にして開催された。ま
た埋文センター一般公開が９月～ 12 月まで行われた。
　第 20 回の埋蔵文化財公開講座は、平成 10 年１月 17 日に滝沢村ふるさと交流館を会場にして、宇
野隆夫氏（富山大学）を講師に ｢人類と土器｣ と題して行われた。また、この年から遺跡報告会が開
催された。埋蔵文化財技術講習会第 18 回は、平成 9 年 12 月 17・18 日、金子裕之氏（奈良国立文化
財研究所）「報告書及び図禄の作成」と、会田容弘氏（奥松島縄文村歴史資料館）｢遺物写真撮影法｣

水鳥の線刻文のある土師質の置きカマド
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が行われた。
　職員専門研修は、辻秀人氏（東北学院大学）｢蝦夷と呼ばれた社会｣、高橋信雄氏（岩手県教育委員会）

「近年の発掘調査をめぐる諸状況」、瀬川司男氏（東和町ふるさと歴史資料館）｢岩手県における発掘
調査のあゆみ｣ であった。紀要ⅩⅧは、埋蔵文化財センター創立 20 周年記念論集として出版された。
また、わらびて 76・77 号が発刊された。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 志羅山遺跡66次 平泉町 1,891 4/7～8/31 建設省 国道４号太田川橋改良 第312集

2 細田遺跡 一関市 800
6/17～6/24
9/29～11/27

建設省 遊水池管理用道路 第283集

3 川岸場Ⅱ遺跡 前沢町 2,000 7/7～11/21 建設省 北上川白山築堤 第317集

4 長渡遺跡 玉山村 800 10/1～10/31 建設省 国道４号改築渋民バイパス 第284集

5 小長根Ⅱ遺跡 玉山村 900 9/1～9/30 建設省 国道４号改築渋民バイパス 第284集

6 衣関遺跡５次 平泉町 310 9/1～10/20 建設省 国道４号交通安全対策 第285集

7 萱中Ⅲ遺跡 大船渡市 4,600 6/18～10/3 建設省 大船渡三陸道路建設 第286集

8 房の沢Ⅳ遺跡 山田町 2,300 4/7～7/4 建設省 山田道路建設 第287集

9 沢田Ⅰ遺跡 山田町 6,200 4/7～11/13 建設省 山田道路建設 第318集

10 尿前Ⅱ遺跡Ａ地区 胆沢町 8,800 7/7～11/5 建設省 胆沢ダム建設 第288集

11 オミ坂遺跡 盛岡市 5,200 4/11～6/17 農林水産省 揚水機場・送水管建設 第289集

12 山王海館跡 紫波町 2,000 6/18～8/15 農林水産省 山王海ダム第４付替道路 第282集

13 稲村Ⅱ遺跡 紫波町 2,030 8/5～9/30 岩手県 岩崎川改修 第348集

14 長谷堂貝塚 大船渡市 2,700 6/17～11/14 岩手県 公営住宅建設 第296集

15 北野Ⅳ遺跡 水沢市 3,600 4/14～6/17 岩手県 公営住宅建設 第298集

16 佐野原遺跡 水沢市 2,347 8/18～10/31 岩手県 水沢・米里線道路改修 第327集

17 荒神社前遺跡 江刺市 380 10/1～10/15 岩手県 一般国道道路特殊改良 第282集

18 大平古館跡 江刺市 2,000 8/18～10/15 岩手県 一般国道道路特殊改良 第282集

19 西舘跡 前沢町 4,720 8/1～11/7 岩手県 一般県道前沢・東山線 第329集

20 館Ⅰ遺跡 北上市 3,780 9/4～10/13 岩手県 主要地方道一関・北上線 第282集

21 志羅山遺跡67次 平泉町 550 7/1～10/31 岩手県 都市計画街路 第352集

22 上野平遺跡 藤沢町 2,054 4/8～9/11 岩手県
緊急地方道路藤沢・
津谷川線整備事業

第333集

23 小平Ⅰ遺跡 宮古市 2,000 4/8～6/18 岩手県 地方特定道路整備 第299集

24 上尾田の館跡 軽米町 2,500 6/17～9/22 岩手県 市町村道整備代行 第300集

25 大平遺跡 山形村 1,800 9/10～10/29 岩手県 地方特定道路整備 第301集

26 小森林館跡 石鳥谷町 2,400 4/14～6/18 岩手県 ふるさと農道整備 第280集

27 唐戸崎遺跡 北上市 2,641 4/11～6/9 岩手県 ふるさと農道整備 第279集

28 唐戸崎Ⅱ遺跡 北上市 1,514 6/10～7/7 岩手県 ふるさと農道整備 第279集

29 庫理遺跡 花巻市 540 5/16～7/7 岩手県 圃場整備・宮野目地区 第302集
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平成 10（1998）年度

　平成 10 年度の調査は、41 遺跡 46 件、161,220㎡を行い、９市６町４村に及んだ。委託者別にみる
と国関連９件 21,101㎡（13.1％）、県関連 21 件 67,273㎡（41.7％）、盛岡市３件 29,877㎡（18.5％）、公
団等 13 件 42,967㎡（26.7％）となる。東北新幹線盛岡・八戸間建設やウルグアイラウンド関連の農
業基盤整備、盛岡南新都市開発整備事業が多くを占め、昨年に続き調査遺跡が増加した。また、岩手
県住宅供給公社の委託を受け、宮古市の島田Ⅱ遺跡の調査が始まった。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

30 谷地田Ⅰ遺跡 安代町 2,400 6/9～9/8 岩手県 中山間地域総合整備 第303集

31 有矢野館跡 安代町 1,200 10/13～11/21 岩手県 中山間地域総合整備 第303集

32 有矢野遺跡 安代町 1,800 9/9～11/13 岩手県 中山間地域総合整備 第303集

33 横間Ⅱ遺跡 安代町 1,400 4/15～6/6 岩手県 中山間地域総合整備 第303集

34 芋田Ⅱ遺跡 玉山村 4,000 4/10～8/4 岩手県 広域農道整備 第304集

35 北郡山遺跡 矢巾町 900 10/1～10/23 岩手県 圃場整備・徳田第一地区 第282集

36 板子沢遺跡 胆沢町 2,000 4/10～6/10 岩手県 圃場整備・徳岡地区 第305集

37 上寺田遺跡 衣川村 442 4/8～5/15 岩手県 広域農道整備 第328集

38 大芦Ⅰ遺跡 久慈市 3,120 4/10～9/10 岩手県 ふるさと農道整備 第306集

39 大向上平遺跡 二戸市 2,000 7/7～9/1 岩手県 一般農道整備 第335集

40 山口館跡 宮古市 2,500 6/9～8/8 宮古市 北部環状線道路改良 第310集

41
本宮熊堂Ｂ遺跡
４次

盛岡市 4,181 7/1～10/31 盛岡市 盛南南新都市開発整備事業 第308集

42 鬼柳Ａ遺跡４次 盛岡市 4,739 4/4～5/30 盛岡市 盛南南新都市開発整備事業 第308集

43 稲荷遺跡３次 盛岡市 1,066 5/12～5/30 盛岡市 盛南南新都市開発整備事業 第282集

44 野古Ａ遺跡９次 盛岡市 11,087 5/29-6/30 盛岡市 盛南南新都市開発整備事業 第282集

45 台太郎遺跡15次 盛岡市 12,906 4/4～11/26 盛岡市 盛南南新都市開発整備事業 第309集

46
本宮熊堂Ｂ遺跡
５次

盛岡市 2,910 8/18-10/15
地域振興整備公
団

盛南南新都市開発整備事業 第293集

47 野古Ａ遺跡10次 盛岡市 1,700 7/1～7/31
地域振興整備公
団

盛南南新都市開発整備事業 第282集

48 台太郎遺跡16次 盛岡市 790 8/1～8/29
地域振興整備公
団

盛南南新都市開発整備事業 第293集

49 野沢Ⅳ遺跡 滝沢村 3,300 4/9～6/16
日本鉄道建設公
団

東北新幹線盛岡・八戸間
鉄道建設

第294集

50 芦名沢Ⅰ遺跡 玉山村 3,780 5/9～9/30
日本鉄道建設公
団

東北新幹線盛岡・八戸間
鉄道建設

第295集

51 五日市遺跡 岩手町 1,300 4/11～4/23
日本鉄道建設公
団

東北新幹線盛岡・八戸間
鉄道建設

第282集

52 土峰Ⅲ遺跡 岩手町 2,000 4/23～5/9
日本鉄道建設公
団

東北新幹線盛岡・八戸間
鉄道建設

第282集

53 秋浦Ⅰ遺跡 岩手町 4,217 6/17～11/14
日本鉄道建設公
団

東北新幹線盛岡・八戸間
鉄道建設

第346集

54 芦田内Ⅳ遺跡 岩手町 1,100 4/14～5/9
日本鉄道建設公
団

東北新幹線盛岡・八戸間
鉄道建設

第282集

55 下村遺跡 二戸市 4,300 7/1～9/5
日本鉄道建設公
団

東北新幹線盛岡・八戸間
鉄道建設

第323集

56 上村遺跡 二戸市 2,000 4/9～7/3
日本鉄道建設公
団

東北新幹線盛岡・八戸間
鉄道建設

第375集
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　縄文時代では、岩手町秋浦Ⅰ・Ⅱ遺跡、盛岡市山王山遺跡で縄文中期を中心とする集落が調査さ
れ、３遺跡合わせて 91 棟の住居跡が検出された。一関市清水遺跡では後期を主とした遺物包含層か
ら 470 箱の遺物が出土した。弥生時代では、５遺跡から遺物が発見されたが遺構は検出されなかった。
　古墳時代では、水沢市中半入遺跡から５～６世紀前半と推定される住居跡 47 棟が確認され、器台・
石製紡錘車・石製模造品のような該期に特有の遺物のほかに、黒曜石製の拇指状円形掻器など北方系
遺物も発見されている。本州最北の前方後円墳、角塚古墳に関連する集落とみられる。奈良・平安時
代は、盛岡市台太郎遺跡で昨年と合わせ 170 棟以上の住居跡が検出された。隣接する志波城との関連
が注目される。花巻市似内遺跡からは１辺９ｍ前後の竪穴住居４棟が検出されている。このほかに中
半入遺跡では平安時代の十和田 a 降下火山灰の上下から大規模な水田跡が確認されている。
　奥州藤原氏関連の調査では、平泉町志羅山遺跡
で当時の道路跡・塀跡・井戸跡・大規模建物跡な
どが検出された。
　中世では遠野市篠館跡、前沢町西館跡、盛岡市
向館遺跡などから遺構・遺物が検出されたが特に
篠館跡は城館の原形をとどめており、16 世紀後半
の堀跡・土塁が多数検出された。
　この年は埋蔵文化財展は行われず、埋蔵文化財
センター所内公開が９月１日～ 12 月 22 日に行わ
れた。第 21 回埋蔵文化財公開講座は、平成 11 年
1 月 23 日に滝沢村ふるさと交流館で、広瀬和雄氏

（奈良女子大学）により「発掘調査の成果と邪馬台
国論争―邪馬台国時代の支配イデオロギー」とし
て講演された。引き続き、遺跡報告会も行われた。
第 19 回埋蔵文化財技術講習会は平成 10 年 12 月
10・11 日に工楽善通氏（奈良国立文化財研究所）と、
能登健氏（群馬県埋蔵文化財センター）｢水田跡と畑跡の調査｣ がおこなわれた。
　職員専門研修は、工藤雅樹氏（福島大学）「東北北部における古代集落の展開」、宇田川洋氏（東京
大学大学院）｢古代の北海道と北東北の考古学｣ が行われた。またわらびて 78 ～ 81 号が刊行された。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 志羅山遺跡74次 平泉町 1,001 5/1～7/31 建設省 国道４号太田川橋梁改築 第312集

2 惣前町遺跡 水沢市 2,700 6/30～9/1 建設省 国道４号水沢東バイパス改築 第314集

3 石持Ⅰ遺跡 花巻市 8,000 4/13～10/12 建設省
一般国道４号・花巻バイバス
改築工事

第341集

4 大森Ⅳ遺跡 玉山村 850 4/8～5/6 建設省 国道４号渋民バイパス改築 第311集

5 佐野遺跡１次 平泉町 1,200 8/1～10/31 建設省 国道４号平泉バイパス 第313集

6 三日町Ⅰ遺跡２次 平泉町 1,550 8/1～10/31 建設省 国道４号平泉バイパス 第313集

7 穴山堰遺跡 胆沢町 2,500 6/16～8/24 建設省 胆沢ダム建設 第311集

8 日の出町Ⅰ遺跡 宮古市 1,300 4/8～5/22 建設省 職員宿舎建設 第315集

遠野市篠館跡航空写真
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№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

9 山王山遺跡９次 盛岡市 2,000 4/8～8/6 建設省 盛岡地方気象台建設 第316集

10 飯岡才川遺跡２次 盛岡市 5,600 4/8～6/15 岩手県 環境保健センター建設 第311集

11 安栖野遺跡 雫石町 4,000 9/1～10/28 岩手県 畜産経営環境整備 第324集

12 西舘跡 前沢町 4,130 8/1～11/7 岩手県 県道前沢東山線 第329集

13 下醍醐遺跡 江刺市 4,600 4/13～6/30 岩手県 伊手川河川改修 第325集

14 佐野原遺跡 水沢市 535 10/1～11/5 岩手県 主要地方道水沢米里線 第327集

15 上寺田遺跡 衣川村 900 7/16～9/30 岩手県 広域農道整備 第328集

16 本巻遺跡 衣川村 500 10/2～10/30 岩手県 広域農道整備 第328集

17 水ノ口遺跡 前沢町 2,700 4/16～6/18 岩手県
担い手育成基盤整備事業
（圃場整備）

第330集

18 休場遺跡 胆沢町 3,200 9/1～11/6 岩手県
担い手育成基盤整備事業
（圃場整備）

第331集

19 中半入遺跡 水沢市 8,139 4/14～10/31 岩手県
担い手育成基盤整備事業
（圃場整備）

第380集

20 蝦夷塚古墳 胆沢町 2,574 4/14～10/30 岩手県
担い手育成基盤整備事業
（圃場整備）

第380集

21 下醍醐遺跡 江刺市 280 6/15～6/30 岩手県
担い手育成基盤整備事業
（圃場整備）

第326集

22 志羅山遺跡73次 平泉町 105 4/9～5/15 岩手県 都市開発街路毛越寺線 第352集

23 清水遺跡 一関市 8,062 4/14～11/17 岩手県 県道薄衣舞川線 第382集

24 篠館跡 遠野市 11,550 4/15～11/2 岩手県 国道283号 第353集

25 潰谷地遺跡 二戸市 1,000 5/6～6/30 岩手県 県道上斗米金田一線 第311集

26 川袋遺跡 二戸市 1,965 4/9～5/29 岩手県 主要地方道二戸安代線 第311集

27 大向上平遺跡 二戸市 3,000 6/1～8/31 岩手県 広域農道整備 第335集

28 長袖Ⅰ遺跡 浄法寺町 1,778 8/3～9/30 岩手県 広域農道整備
第311集
第340集

29 袖ノ沢Ⅴ遺跡 浄法寺町 1,920 6/1～7/17 岩手県 中山間地域総合整備 第311集

30 南田Ⅰ遺跡 九戸村 735 4/9～6/1 岩手県 畑地帯総合整備 第307集

31 小幅遺跡８次 盛岡市 529 8/17～10/6 盛岡市 盛岡南新都市開発整備 第311集

32 向中野館跡３次 盛岡市 2,944 5/19～9/4 盛岡市 盛岡南新都市開発整備 第338集

33 台太郎遺跡18次 盛岡市 26,406 4/15～11/24 盛岡市 盛岡南新都市開発整備 第369集

34 小幅遺跡９次 盛岡市 819 9/1～9/30
地域振興整備公
団

盛岡南新都市開発整備 第311集

35 向中野館跡４次 盛岡市 911 7/1～9/4
地域振興整備公
団

盛岡南新都市開発整備 第321集

36 台太郎遺跡19次 盛岡市 4,757 7/2～8/31
地域振興整備公
団

盛岡南新都市開発整備 第321集

37 秋浦Ⅰ遺跡 岩手町 2,630 4/10～8/11
日本鉄道建設公
団

東北新幹線盛岡・八戸間
鉄道建設

第346集

38 秋浦Ⅱ遺跡 岩手町 2,680 8/17～11/27
日本鉄道建設公
団

東北新幹線盛岡・八戸間
鉄道建設

第347集

39 芦名沢Ⅱ遺跡 玉山村 590 10/1～10/29
日本鉄道建設公
団

東北新幹線盛岡・八戸間
鉄道建設

第322集

40 米沢遺跡 二戸市 3,300 7/1～10/22
日本鉄道建設公
団

東北新幹線盛岡・八戸間
鉄道建設

第376集
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平成 11（1999）年度

　平成 11 年度の調査は 45 遺跡 48 件、197,368㎡の調査を行い、10 市 14 町４村にわたった。事業主
体者別の内訳は、国関連が６遺跡 22,883㎡（11.6％）、岩手県関連が 34 遺跡 88.198㎡（44.6％）、市町
村が２遺跡 28,120㎡（14.2％）、公団等が６遺跡 58,167㎡（29.6％）である。遺跡数の増加に合わせ、
調査課を２課体制とし、資料課業務は調査第二課が行うことになった。調査第一課は小田野哲憲課長
以下 33 名、調査第二課は高橋與右衛門課長以下 28 名で調査にあたった。
　旧石器時代は、滝沢村大崎遺跡で尖頭器、ナイフ形石器を主体とする後期旧石器のブロックを検出
した。
　縄文時代では湯田町清水ヶ野遺跡や雫石町南畑遺跡、大船渡市長谷堂貝塚で大規模集落の一部を調
査した。清水ヶ野遺跡は前期の大型長方形住居跡、石器製作を伴う遺跡で原石は大コンテナ 30 箱、
製品は約 2000 点に及んでいる。南畑遺跡は中期末の集落で 20 棟以上の住居跡と掘立柱建物跡を検出
した。長谷堂貝塚では、中期、後期、晩期で地点を移して集落が形成されたことが明らかになった。
また良好な貝層も検出している。二戸市米沢遺跡では、早期の竪穴住居１棟が検出された。
　弥生時代は、遺物が数点発見されただけである。
　古墳時代は、昨年に続き水沢
市中半入遺跡から５～６世紀の
竪穴住居跡 30 棟と方形区画の堀
跡が検出された。住居跡からも
鍛冶に係る遺物や５世紀の須恵
器、黒曜石製石器、石製模造品
等が出土している。また、古墳
時代の上層からは平安時代の水
田跡が検出された。
　奈良・平安時代では盛岡市台
太郎遺跡から 75 棟以上の住居跡
が検出された。３年間の通算で 250 棟以上となる。二戸市上台遺跡では壁高１ｍ以上の大型住居と小
型の住居跡が組み合わさるような遺構が検出された。
　奥州藤原氏関連では、平泉町志羅山遺跡で、当時の街路や井戸跡の遺構の他に、かな文字で記され
た木簡や青銅が付着した坩堝などが出土した。
　中世では、昨年に続き遠野市篠館跡が 16 世紀の大規模な普請がなされた典型的な山城であること

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

41 葉の木沢Ⅲ遺跡 滝沢村 2,290 10/1～10/29
日本鉄道建設公
団

東北新幹線盛岡・八戸間
鉄道建設

第311集

42 狼沢Ⅱ遺跡 花巻市 3,040 4/13～7/15 日本道路公団
東北横断自動車道釜石秋田線
建設

第319集

43 似内遺跡 花巻市 2,560 8/7～11/13 日本道路公団
東北横断自動車道釜石秋田線
建設

第344集

44 高松寺遺跡 花巻市 8,250 4/10～8/7 日本道路公団
東北横断自動車道釜石秋田線
建設

第319集

45 上駒坂遺跡 花巻市 6,640 8/6～10/1 日本道路公団
東北横断自動車道釜石秋田線
建設

第319集

46 島田Ⅱ遺跡 宮古市 4,500 5/25～8/31
岩手県住宅
供給公社

宮古短大地区宅地造成 第337集

中反入遺跡出土の𤭯・坏身
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が判明した。また、台太郎遺跡では 450 基の墓壙と 10 棟の竪穴建物跡、数棟の掘立柱建物跡が検出
された。
　第 21 回の埋蔵文化財展は、10 月 23 ～ 25 日に山田町中央公民館で ｢よみがえる埋蔵文化財 - 発掘
された山田町の歴史 -｣ というタイトルで開催された。
　第 22 回の埋蔵文化財公開講座は、平成 12 年１月 22 日に盛岡市勤労福祉会館を会場に、小山修三
氏（国立民族学博物館）による「三内丸山遺跡の調査成果から見た縄文時代の生活」として行われた。
引き続き遺跡報告会も開催された。第 20 回埋蔵文化財技術講習会は辻秀人氏（東北学院大学）・鈴木
靖民氏（國學院大學）により ｢古墳の作られた社会｣ が行われた。
職員専門研修は、盛岡南消防署職員による「救急救命法」と大塚達郎氏（南山大学）｢縄文型式論と
社会復元｣ が行われた。
　紀要ⅩⅨとわらびて 82 ～ 85 号が刊行された。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 泉屋遺跡19次 平泉町 2,565 4/14～11/12 建設省 国道４号太田橋改築 第399集

2 石持Ⅰ遺跡 花巻市 7,380 4/14～11/10 建設省 花巻東バイパス建設 第360集

3 小幅遺跡13次 盛岡市 908 4/7～4/30 建設省 盛岡西バイパス 第340集

4 尿前Ⅱ遺跡 胆沢町 7,500 6/8～10/29 建設省 胆沢ダム建設 第343集

5 沢田Ⅰ遺跡 山田町 480 6/29～9/30 建設省
三陸縦貫自動車道

（山田道路）
第342集

6 古館遺跡 釜石市 4,050 8/17～11/2 建設省 仙人峠道路工事 第374集

7 台太郎遺跡22次 盛岡市 2,500 9/1～11/2 岩手県
盛岡東警察署警察官待機宿舎
新築

第365集

8 長谷堂貝塚 大船渡市 2,800 7/1～10/29 岩手県
盛岡東警察署警察官待機宿舎
新築

第367集

9 東舘Ⅱ遺跡 水沢市 1,340 4/9～6/28 岩手県 家畜保健衛生所建設 第366集

10 稲村Ⅱ遺跡 紫波町 800 5/20～7/15 岩手県 岩崎川河川改修 第348集

11 南畑遺跡 雫石町 1,500 4/7～6/9 岩手県 道路改修 第349集

12 市部内遺跡 葛巻町 2,500 6/1～8/15 岩手県
県道一戸葛巻線市部内地区
改良工事

第350集

13 西長岡長谷田遺跡 紫波町 1,400 7/16～9/15 岩手県 圃場整備事業長岡地区 第361集

14 沼田遺跡 紫波町 900 9/16～-10/25 岩手県 圃場整備事業長岡地区 第361集

15 谷地遺跡 花巻市 1,805 7/21～9/1 岩手県
圃場整備事業
（担い手育成区画整理型）

第340集

16 清水ヶ野遺跡 湯田町 1,200 4/13～8/17 岩手県 主要地方道整備 第351集

17 中居俵Ⅱ遺跡 北上市 800 6/22～7/28 岩手県 圃場整備 第362集

18 医者屋敷遺跡 金ケ崎町 1,270 4/9～5/20 岩手県 都市計画道路町裏辻岡線 第340集

19 栗林遺跡 水沢市 1,600 4/8～6/7 岩手県
担い手育成基盤整備事業
真城地区（圃場整備）

第363集

20 中半入遺跡 水沢市 2,786 6/7～11/8 岩手県
担い手育成基盤整備事業
東田地区

第380集

21 向遺跡 衣川村 2,200 9/1～10/27 岩手県
広域農道整備事業
胆沢南部地区

第340集

22 志羅山遺跡80次 平泉町 766 4/9～8/4 岩手県 都市計画街道路毛越寺線 第352集

23 清水遺跡 一関市 10,873 4/15～11/12 岩手県 一般県道薄衣舞川線建設 第382集
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平成 12（2000）年度

  平成 12 年度の調査は 44 遺跡 50 件、185,780㎡の調査を９市９町４村にわたって実施した。委託
者別にみると、国関連 11 件 49,398㎡（26.5％）、県関連 23 件 71,819㎡（38.7％）、市町村関連８件
33,711㎡（17.3％）、公団等８件 30,852㎡（17.5％）である。県の事業が遺跡数・面積とも大きく上回っ
ている。東北新幹線の盛岡以北の関連調査が二戸市を中心に行われている。小面積の調査も含め遺跡
数は多かった。検出した遺構数の概数は竪穴住居跡 451 棟、掘立柱建物跡 91 棟、各種土坑 5401 基な
どである。主な成果は以下のとおりである。
　旧石器時代を主とする遺跡はなかったが、遠野市権現前遺跡でナイフ形石器等が検出されている。 

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

24 羽場城遺跡 一関市 2,870 6/7～9/1 岩手県 一般県道中里・西平線 第340集

25 堀切遺跡 一関市 1,000 10/1～11/5 岩手県 担い手育成基盤整備事業 第364集

26 篠館跡 遠野市 7,750 4/15～11/5 岩手県
一般国道283号“仙人峠道路”
改築事業

第353集

27 中野台遺跡 大東町 3,811 4/13～7/1 岩手県
関の上地区雪国生活支援道路
環境整備事業

第354集

28 清田台遺跡 千厩町 2,338 7/1～11/9 岩手県 ふるさと農道緊急整備 第412集

29 中和田遺跡 住田町 2,521 4/12～6/15 岩手県 緊急地方道整備 第355集

30 沢田2遺跡 釜石市 1,460 8/17～10/29 岩手県 主要地方道整備 第396集

31 成谷遺跡 山形村 2,240 9/1～11/11 岩手県 緊急地方道整備 第356集

32 沖野Ⅱ遺跡 二戸市 5,119 7/16～9/17 岩手県
主要地方道二戸安代線
緊急地方道整備整備事業

第340集

33 大向Ⅱ遺跡 二戸市 1,965 6/16～8/31 岩手県 主要地方道二戸安代線 第387集

34 矢神遺跡 二戸市 1,465 4/6～5/31 岩手県 緊急地方道整備 第339集

35 宮沢遺跡 軽米町 5,260 4/12～6/30 岩手県 主要地方道整備 第358集

36 上野遺跡 一戸町 6,460 7/13～12/3 岩手県 都市計画道路 第359集

37 長袖Ⅰ遺跡 浄法寺町 934 9/6～9/30 岩手県
一般農道整備事業

「太田地区」
第340集

38 赤屋敷遺跡 一戸町 575 8/18～9/6 岩手県
一般農道整備事業

「赤屋敷地区」
第340集

39 上台遺跡 二戸市 4,064 4/12～7/15 岩手県 広域農道整備 第334集

40 石持Ⅰ遺跡 花巻市 1,326 8/17～10/17 岩手県 一般県道東和花巻温泉線 第360集

41 台太郎遺跡23次 盛岡市 27,800 4/16～11/15 盛岡市 盛岡南新都市計画整備 第415集

42 小幅遺跡14次 盛岡市 320 5/1～5/15 盛岡市 盛南開発 第340集

43 大崎遺跡 滝沢村 2,960 5/17～9/17
日本鉄道建設公
団

東北新幹線盛岡八戸間
鉄道建設

第345集

44 上村遺跡 二戸市 2,585 4/13～6/28
日本鉄道建設公
団

東北新幹線盛岡八戸間
鉄道建設

第375集

45 米沢遺跡 二戸市 12,280 4/15～11/12
日本鉄道建設公
団

東北新幹線盛岡八戸間
鉄道建設

第376集

46 似内遺跡 花巻市 7,853 4/14～10/7 日本道路公団 東北横断自動車道路建設 第344集

47 道地Ⅱ遺跡 九戸村 2,170 4/8～6/15 日本道路公団 東北縦貫自動車道路建設 第340集

48 島田Ⅱ遺跡 宮古市 30,319 4/19～11/5
岩手県住宅
供給公社

宮古短大地区宅地造成 第368集
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　縄文時代では、住田町小松Ⅰ遺跡、権現前遺跡、胆沢町大清水上遺跡、千厩町清田台遺跡、一戸町
仁昌寺Ⅱ遺跡などで大規模集落の調査を行い、小松Ⅰ遺跡は、早期末から前期初頭の集落跡で竪穴住
居跡等の遺構が厚い土砂に挟まれて層位的に検出された。権現前遺跡も、ほぼ同じ時期の集落で、調
査地内の狭い範囲から 15 棟の住居跡がまとまって検出された。大清水上遺跡は、大型の長方形住居
跡を中心に構成される集落で前期後葉の住居跡が 20 棟発見された。清田台遺跡は狭い調査地から 31
基の住居跡が重複して発見され、中期を主体とする大集落となった。仁昌寺Ⅱ遺跡は中期末葉を主体
とする集落で、縦に半裁した丸太材を柱に用いた住居跡も発見されている。
　弥生時代の遺構としては、九戸村長興寺Ⅰ遺跡から、４点の北海道系土器を埋設した墓壙が１基検
出されている。二戸市浅石遺跡からは前・中期の土器がまとまって出土している。
　奈良・平安時代の遺跡は盛岡市台太郎遺跡・細谷地遺跡、花巻市似内遺跡、宮古市島田Ⅱ遺跡など
数多くの遺跡が調査された。志波城跡に近接する台太郎遺跡と細谷地遺跡では、合わせて 100 棟以上
の竪穴住居跡が検出された。上似内遺跡は、平安時代初めを主体とする集落跡で、多くの墨書土器や
刻書土器が出土している。宮古市島田Ⅱ遺跡は、尾根上に立地する大規模な平安時代の製鉄関連遺跡
で、製鉄炉・工房などが多数発見された。二戸市大向Ⅱ遺跡では、外周溝や竪穴内中段のテラスなど、
特異な施設を持つ住居跡が発見されている。奥州藤原氏関連では、北上川左岸の沖積地に立地する平
泉町里遺跡の調査が行われ、掘立柱建物や井戸
跡などの遺構を検出したほか陶磁器やかわらけ
に混じって銅鏡２枚が出土し、北上川左岸にも
藤原氏関連の重要な施設が存在することが明ら
かになった。
　中世の遺跡としては多くの城館を調査した。
なかでも久慈市山根館は丘陵の端部を二重の空
堀と土塁で画す、きわめて堅固な備えをもつ山
城であることが判明した。また仁昌寺Ⅱ遺跡で
は、大規模な掘立柱建物跡がまとまって発見さ
れている。
　第 22 回埋蔵文化財展は 11 月３～５日千厩町
立武道館で、「発掘された磐井の歴史 - よみがえ
る埋蔵文化財 -」として開催された。
　第 23 回埋蔵文化財公開講座は平成 13 年２月
11 日に岩手県民会館を会場として、水野正好氏

（前奈良大学学長）による ｢縄文人の宗教観｣ として行われた。また、同日遺跡報告会も開催された。
第 21 回埋蔵文化財技術講習会は、12 月 14・15 日に小野正敏氏（国立歴史民俗博物館）「中世城館成
立の社会背景」、工藤清泰氏（浪岡町教育委員会）｢北東北の中世城館」、本堂寿一氏（北上市立博物館）

「岩手の中世城館」が行われた。
　職員専門研修は、盛岡労働基準監督署署員 ｢労働安全衛生法について｣、小林謙一氏（金沢大学埋
蔵文化財センター）｢縄文時代遺跡の調査法｣ が行われた。
　紀要ⅩⅩとわらびて 86 ～ 89 号が刊行された。

泉屋遺跡出土白磁四耳壺
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№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 泉屋遺跡21次 平泉町 1,875 5/18～11/10 国土交通省 一関遊水地太田川左岸築堤等 第399集

2 河崎の柵擬定地 川崎村 4,680 4/18～11/1 国土交通省 床上浸水特別対策事業 第371集

3 仁昌寺Ⅱ遺跡 一戸町 5,801 4/17～11/17 国土交通省 国道４号小鳥谷バイパス建設 第400集

4 北田Ⅱ遺跡 水沢市 2,408 8/11～10/17 国土交通省 水沢東バイパス建設工事 第395集

5 矢崎Ⅰ遺跡１次 平泉町 2,150 9/1～11/10 国土交通省 一関遊水地内河川工事 第372集

6 大清水遺跡 胆沢町 9,120 4/18～11/22 国土交通省 胆沢ダム建設 第373集

7 大清水上遺跡 胆沢町 10,630 4/18～11/22 国土交通省 胆沢ダム建設 第475集

8 古館遺跡 釜石市 2,880 4/12～-5/31 国土交通省 仙人峠道路工事 第374集

9 鬼柳Ａ遺跡７次 盛岡市 3,194 4/12～7/14 国土交通省 盛岡西バイパス建設工事 第370集

10 熊堂Ｂ遺跡11次 盛岡市 660 5/1～5/17 国土交通省 盛岡南新都市開発整備事業 第370集

11 道白Ⅱ遺跡 一戸町 6,000 6/1～8/31 農林水産省 大志田ダム建設 第370集

12 金館跡 紫波町 2,300 10/2～11/7 岩手県
一級河川滝名川基幹河川改修
事業

第378集

13 上似内遺跡 花巻市 8,300 4/14～10/20 岩手県 圃場整備 第379集

14 漆林Ⅱ遺跡 水沢市 600 4/10～4/26 岩手県 圃場整備 第381集

15 本宿迎畑遺跡 水沢市 1,194 4/27～6/2 岩手県 圃場整備 第381集

16 里遺跡 平泉町 4,160 4/11～8/4 岩手県 圃場整備 第383集

17 権現前遺跡 遠野市 1,180 7/26～11/6 岩手県 圃場整備 第384集

18 清田台遺跡 千厩町 580 7/17～11/30 岩手県 ふるさと農道緊急整備 第412集

19 要害館跡 千厩町 5,071 4/13～7/15 岩手県 ふるさと農道緊急整備 第386集

20 船丸館跡 千厩町 4,612 6/2～7/26 岩手県 広域農道整備 第385集

21 小松Ⅰ遺跡 住田町 1,305 6/19～12/4 岩手県 一般県道釜石住田線改良工事 第433集

22 小松Ⅱ遺跡 住田町 2,000 4/13～6/16 岩手県
新交流ネットワーク道路整備
事業

第392集

23 ゴッソー遺跡 種市町 4,180 4/18～8/30 岩手県 一般県道明戸種市線改良工事 第357集

24 山根館跡 久慈市 9,000 4/17～11/2 岩手県
主要地方道久慈岩泉線改良工
事

第390集

25 上水沢Ⅱ遺跡 大野村 1,364 5/25～9/25 岩手県 ふるさと農道緊急整備 第391集

26 大向Ⅱ遺跡 二戸市 2,100 4/13～6/21 岩手県 緊急地方道路整備 第387集

27 浅石遺跡 二戸市 1,760 6/5～8/11 岩手県 緊急地方道路整備 第403集

28 長興寺Ⅰ遺跡 九戸村 13,600 4/17～11/22 岩手県 新幹線関連道路整備 第388集

29 野尻Ⅲ遺跡 一戸町 375 8/1～8/31 岩手県 一般農道整備 第389集

30 館Ⅱ遺跡 北上市 400 9/1～10/10 岩手県
主要地方道一関北上線地方特
定道路整備事業

第370集

31 飯島遺跡 北上市 435 10/1～11/1 岩手県
一般県道岩崎藤根線地方特定
道路整備事業

第370集

32 宇南田Ⅰ遺跡 遠野市 2,580 8/31～10/31 岩手県
担い手育成区画整理型圃場整
備事業

第370集

33 要害館跡Ｂ 藤沢町 3,897 8/8～9/19 岩手県 緊急地方道路整備 第370集
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平成 13（2001）年度

　平成 13 年度の調査は、50 遺跡 52 件、190,244㎡で、８市７町８村にわたった。委託者別にみると、
国関連 18 件 63,396㎡（33.3％）、県関連 26 件 79,557㎡（41.8％）、盛岡市 5 件 30,844㎡（16.2％）、公
団等３件 16,447㎡（8.5％）である。県関連が 26 件と件数も多く、面積も 42％弱を占めている。農林
水産省の試掘確認調査等もあり、全体の遺跡の数は多くなったが、小面積の調査も多かった。発掘調
査成果の概要は以下のようになる。
　旧石器時代は山形村早坂平遺跡で、掻
器、削器、石刃など合わせて 800 点強の
後期旧石器時代の石器が発見された。
　縄文時代の遺跡は、住田町小松Ⅰ遺跡、
釜石市沢田Ⅱ遺跡、胆沢町大清水上遺跡、
普代村力持遺跡、早坂平遺跡、江刺市久
田遺跡などで実施され、各遺跡から多量
の遺構・遺物が発見されている。小松Ⅰ
遺跡は昨年に続き早期末葉から前期初頭
の遺構群が厚い崖錐性堆積物に挟まれ、
層位的に発見された。沢田Ⅱ遺跡は前期
中葉大木３～４式期の住居群が発見され

34 八丁館跡 大東町 826 4/6～5/24 岩手県 栃折沢地区復旧治山事業 第370集

35 飯岡才川遺跡３次 盛岡市 1,582 7/17～11/29 盛岡市 盛岡南新都市計画整備事業 第393集

36 細谷地遺跡４次 盛岡市 3,342 6/14～11/8 盛岡市 盛岡南新都市計画整備事業 第414集

37 台太郎遺跡26次 盛岡市 13,662 4/19～10/30 盛岡市 盛岡南新都市計画整備事業 第416集

38 小幅遺跡15次 盛岡市 6,454 4/14～6/30 盛岡市 盛岡南新都市計画整備事業 第370集

39 熊堂Ｂ遺跡９次 盛岡市 186 5/18～5/31 盛岡市 盛岡南新都市計画整備事業 第370集

40 諏訪前遺跡 二戸市 4,472 4/12～8/4 二戸市
東北新幹線盛岡以北
建設事業等

第394集

41 諏訪前(２)遺跡 二戸市 2,300 8/1～9/21 二戸市
東北新幹線盛岡以北
建設事業等

第394集

42 台中平(２)遺跡 二戸市 53 9/21～10/2 二戸市
新幹線二戸駅周辺
土地区画整理事業

第370集

43 台中平遺跡 二戸市 1,660 6/12-8/10 二戸市
新幹線二戸駅周辺
土地区画整理事業

第370集

44 上村遺跡 二戸市 286 8/1～8/10
日本鉄道建設公
団

東北新幹線盛岡八戸間
建設工事

第375集

45 米沢遺跡 二戸市 1,069 4/11～6/2
日本鉄道建設公
団

東北新幹線盛岡八戸間
建設工事

第376集

46 川前遺跡 滝沢村 840 4/11～5/17
日本鉄道建設公
団

東北新幹線盛岡八戸間
鉄道建設工事

第370集

47 熊堂Ｂ遺跡10次 盛岡市 3,235 4/14～6/16
地域振興整備公
団

盛岡南新都市計画整備事業 第377集

48 小幅遺跡16次 盛岡市 1,192 9/18～10/13
地域振興整備公
団

盛岡南新都市開発整備事業 第370集

49 飯岡才川遺跡４次 盛岡市 288 8/1～8/14
地域振興整備公
団

盛岡南新都市開発整備事業 第370集

50 島田Ⅱ遺跡 宮古市 23,942 4/19～11/30
岩手県住宅
供給公社

宮古短大地区宅地造成事業 第450集

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

大清水上遺跡航空写真
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ている。大清水上遺跡は前期後葉大木５式期の楕円形大型住居跡で構成される円環状集落で、昨年と
合わせ 60 棟ほどが発見された。力持遺跡は中期を主体とする大集落で、大小 70 棟の住居跡が発見さ
れた。早坂平遺跡では、前・中期の住居に混じって 100 基ほどの落し穴が検出され、大規模な狩場と
なる事が明らかになった。久田遺跡は後期の集落跡で、径 10 ｍを越える円形の大型掘立柱建物跡な
どが検出されている。
　弥生時代の遺構は、二戸市浅石遺跡から土坑類が検出され、他の遺跡でも遺物の出土はある。
　古墳時代末から奈良時代の遺構として、盛岡市飯岡沢田遺跡から末期古墳として捉えられる円墳が
40 基ほど検出されている。
　奈良・平安時代の遺跡は、二戸市門松遺跡や盛岡市飯岡林崎Ⅱ遺跡、平泉町本町Ⅱ遺跡など数多く
の遺跡が調査された。門松遺跡は出入口施設をもつ堀で区画された奈良・平安時代の集落で、特異
な構造の大型住居を中心に多量の墨書
土器が出土している。志波城に近接す
る飯岡林崎Ⅱ遺跡は平安時代初めの集
落跡で、多数の住居跡やそれに伴う大
量の炭化米などが発見された。北上川
左岸の沖積地に立地する本町Ⅱ遺跡で
は、火山灰に覆われた 10 世紀初頭の畑
跡が検出された。この畑跡は 15,000㎡
にも及ぶ広大なもので、同時期の住居
群からは灰釉陶器なども出土している。
本町Ⅱ遺跡からは奥州藤原氏から鎌倉・
室町時代にかけての墓域も発見されて
いる。墓域はコの字状の溝によって区画され、各墓壙群はこの溝に沿って整然と配置され、墓域中央
には葬送儀礼の施設と想定される掘立柱建物群が密集している。
　中世は、多くの中世城館を調査したほか、近世では軽米町の梅の木沢遺跡が 19 世紀初頭の操業と
される大規模な製鉄遺跡であることが判明した。
　第 23 回埋蔵文化財展は、埋蔵文化財センター創立 25 周年記念として、盛岡市大通のリリオイベン
トホールで 10 月６～８日に開催された。テーマは「岩手県の北と南を比較する [ 器の形 ] 縄文時代前
期～中期を中心として」である。
　第 24 回の埋蔵文化財公開講座は、平成 14 年２月９日に岩手県民会館を会場として、佐原真氏（元
国立歴史民俗博物館館長）による「大昔と私たち」というテーマで行われた。また、引き続き遺跡報
告会も行われた。
　第 22 回の埋蔵文化財技術講習会は、12 月 13・14 日織笠昭氏（東海大学）「石器とは何か」、大工
原豊氏（安中市教育委員会）｢縄文時代の石器分類と整理の方法｣ が行われた。職員専門研修は、櫛
原功一氏（帝京大学山梨文化財研究所）｢微細動植物遺体の採取方法と成果｣、紫波警察署職員 ｢交通
安全と道路交通法について｣ が行われた。紀要ⅩⅩⅠとわらびて 90 ～ 93 号が刊行された。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 仁昌寺遺跡 一戸町 4,917 4/17～7/5 国土交通省 国道４号小鳥谷バイパス建設 第400集

2 仁昌寺Ⅱ遺跡 一戸町 541 6/11～7/5 国土交通省 国道４号小鳥谷バイパス建設 第400集

本町Ⅱ遺跡で検出された火山灰で覆われた畑地跡
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№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

3 五月館跡 一戸町 4,508 7/2～10/26 国土交通省 国道４号小鳥谷バイパス建設 第424集

4 力持遺跡 普代村 4,264 4/13～11/15 国土交通省 普代バイパス 第510集

5 柳沢Ⅱ遺跡 山田町 8,400 4/17～7/31 国土交通省
三陸縦貫自動車道山田道路
改築事業

第401集

6 大清水上遺跡 胆沢町 2,000 8/1～11/16 国土交通省 胆沢ダム建設 第475集

7 北田Ⅱ遺跡 水沢市 900 4/9～5/7 国土交通省 水沢東バイパス建設工事 第395集

8 猪岡館跡２次 平泉町 9,000 7/9～11/16 国土交通省
一関遊水地管理用道路
整備事業

第398集

9 河崎の柵擬定地 川崎村 1,000 8/1～11/9 国土交通省 床上浸水対策特別対策事業 第474集

10 市野々遺跡 胆沢町 13,800 4/13～7/9 国土交通省 胆沢ダム建設 第397集

11 米沢遺跡 二戸市 600 4/16～6/7 農林水産省 馬渕川農業水利事業 第402集

12 釜石遺跡 一戸町 5,000 4/16～7/31 農林水産省 大志田ダム建設 第402集

13 一の台Ⅱ遺跡 胆沢町 634 10/11～10/18 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第397集

14 二の台遺跡 胆沢町 1,640 10/18～11/8 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第397集

15 上中沢Ⅰ遺跡 胆沢町 706 10/16～10/18 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第397集

16 NE34-2172遺跡 胆沢町 4,850 10/23～11/8 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第397集

17 屋敷遺跡 胆沢町 264 10/29～11/1 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第397集

18 上狼ヶ志田遺跡 胆沢町 372 11/1～11/7 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第397集

19 平清水Ⅱ遺跡 野田村 350 8/20～11/9 岩手県 ふるさと農道野田地区 第449集

20 梅の木沢遺跡 軽米町 400 8/1～11/9 岩手県 荒廃砂防事業 第460集

21 門松遺跡 二戸市 4,900 7/16～10/31 岩手県
中山間地域総合整備事業
斗米地区

第413集

22 浅石遺跡 二戸市 2,030 4/12～7/6 岩手県 緊急地方道路整備 第403集

23 早坂平遺跡 山形村 785 5/11～12/12 岩手県 地方特定道路整備(代行） 第437集

24 和野Ⅰ遺跡 田野畑村 2,479 7/6～11/1 岩手県 公共下水道整備〈代行〉事業 第452集

25
飯岡林崎Ⅱ遺跡
１次

盛岡市 3,532 4/13～11/30 岩手県
緊急地方道路整備事業
主要地方道盛岡和賀線改良工事

緊急地方道路整備事業
主要地方道盛岡和賀線改良工事

第427集

26
新井田Ⅱ遺跡
１次

盛岡市 1,300 10/1～11/1 岩手県 第397集

27 遊子Ⅱ遺跡 花巻市 1,700 4/9～5/7 岩手県 一般県道東和花巻温泉線 第397集

28 平清水館跡 遠野市 1,186 4/10～5/24 岩手県 林業地域総合整備事業 第397集

29 林崎Ⅰ遺跡 遠野市 1,158 4/10～5/10 岩手県 圃場整備猫川左岸地区 第397集

30 黒岩宿遺跡 北上市 4,681 7/6～10/1 岩手県
主要地方道花巻北上線
緊急地方道路整備事業

第397集

31 寺ヶ前Ⅲ遺跡 水沢市 800 4/9～-4/19 岩手県
担い手育成基盤整備事業
姉体地区

第397集

32 島岡Ⅱ遺跡 石鳥谷町 2,800 4/10～6/18 岩手県 ほ場整備八幡東部地区 第407集

33 稲荷遺跡 石鳥谷町 2,090 6/18～7/31 岩手県 ほ場整備八重畑地区 第408集

34 宮野目方八丁遺跡 花巻市 850 5/7～6/4 岩手県 東宮野目二枚橋線整備 第404集

35 沢田2遺跡 釜石市 2,112 8/6～11/14 岩手県
主要地方道釜石遠野線
沢田地区整備事業

第396集
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平成 14（2002）年度

　平成 14 年度の調査は 50 遺跡 53 件、162,567㎡を行った。９市８町６村にわたった。委託者別にみ
ると国関連が 14 件 37,828㎡（23.3％）、県関連が 30 件 87,620㎡（53.9％）、盛岡市６件、27,705㎡（17％）、
公団等３件 9,414㎡（5.8％）である。県関連事業が件数・面積とも多かったが、前年同様小面積の調
査も多かった。また国営圃場整備の試掘調査もあった。主な調査成果は以下のとおりである。
　旧石器時代では、昨年から継続する
山形村早坂平遺跡があり、後期旧石器
時代後半期と考えられる石刃石器群を
中心に約２万点の石器が発見された。
この石刃群は、在地の豊富な黒色頁岩
を使用し、大型の石核・石刃を大量に
作り出していることが明らかになっ
た。
  縄文時代は、住田町小松Ⅰ遺跡や胆
沢町大清水上遺跡、普代村力持遺跡、
大船渡市長谷堂貝塚、北上市大橋遺跡
などがあり、各遺跡とも多数の遺構遺
物が発見されている。３年目の継続調査となった小松Ⅰ遺跡は早期末・前期初頭の大規模な集落遺

36 宝性寺跡 江刺市 750 8/21～12/12 岩手県 ふるさと農道根岸地区 第441集

37 新田遺跡 江刺市 1,660 4/19～9/3 岩手県 河川改良事業伊出川 第405集

38 久田遺跡 江刺市 3,000 6/8～12/5 岩手県
土地改良総合整備事業
伊出西部地区

第406集

39 館遺跡 住田町 2,500 4/12～8/23 岩手県 国道397号道路整備事業 第432集

40 小松Ⅰ遺跡 住田町 2,320 5/22～11/30 岩手県 一般県道釜石住田線改良工事 第433集

41
明後沢遺跡群
13次

前沢町 4,720 4/11～8/6 岩手県 ほ場整備姥沢上野地区 第411集

42
本町Ⅱ遺跡
２次

平泉町 26,157 4/12～12/25 岩手県 ほ場整備一関第2地区 第410集

43 矢崎Ⅰ遺跡２次 平泉町 4,500 4/11～10/5 岩手県 ほ場整備一関第3地区 第409集

44 清田台遺跡 千厩町 797 4/11～7/6 岩手県 ふるさと農道緊急整備 第412集

45 台太郎遺跡35次 盛岡市 4,394 4/17～8/2 盛岡市 盛岡南新都市計画整備事業 第417集

46
本宮熊堂Ｂ遺跡
13次

盛岡市 3,751 8/1～11/2 盛岡市 盛岡南新都市開発整備事業 第467集

47 飯岡沢田遺跡３次 盛岡市 10,670 4/16～11/12 盛岡市 盛岡南新都市計画整備事業 第418集

48
野古Ａ遺跡
12次

盛岡市 6,224 5/8～11/12 盛岡市 盛岡南新都市計画整備事業 第420集

49 細谷地遺跡５次 盛岡市 5,805 4/16～7/31 盛岡市 盛岡南新都市計画整備事業 第414集

50 台太郎遺跡36次 盛岡市 290 5/22～6/5
地域振興整備公

盛岡南新都市計画整備事業 第397集

52 島田Ⅱ遺跡 宮古市 15,967 4/18～12/7
岩手県住宅
供給公社

宮古短大地区造成事業 第450集

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

51 細谷地遺跡６次 盛岡市 190 5/22～6/5
地域振興整備公
団

盛岡南新都市整備事業 第397集

早坂平遺跡出土石刃石器群
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跡となった。前期後葉の大木５
式期の円環状集落として知られ
ることとなった大清水上遺跡で
は、範囲確認調査が行われ、大
型住居群の他に小型住居群や
遺物包含層の存在が明らかに
なった。力持遺跡は前期から中
期にかけての大集落で、今年度
だけで大小合わせて 100 棟の住
居跡が発見された。長谷堂貝塚
は中期と晩期にまたがる集落跡
で、中期末葉を中心に大型の住
居跡・土坑が多数検出されてい
る。大橋遺跡は晩期中葉を主体
とし、２箇所の大規模な遺物包含層のほかに、２地点で盛土遺構が検出されている。この盛土遺構は、
土器などの遺物や焼土・炭化物を含む土を層状に積み上げたもので、内部から住居跡の貼床、石囲炉
などが層位的に検出されている。
　弥生時代の遺構としては、北上市金附遺跡から前期の包含層・土器棺墓などが発見されている。遺
物包含層は厚さ 1.3 ｍに達し、東西約 50 ｍの範囲に広がる。
　古墳時代は、水沢市中半入遺跡で中期の住居が検出された。過年度の調査では、堀で囲まれた方形
の区画内を中心とした中期の集落が確認されており、今回の住居跡はその東端にあたっている。  
　奈良・平安時代の遺跡は水沢市杉の堂遺跡、盛岡市飯岡林崎Ⅱ遺跡、石鳥谷町貝の淵Ⅰ遺跡、宮古
市島田Ⅱ遺跡などの遺跡が調査された。杉の堂遺跡では、奈良・平安時代の住居跡等が多数発見され、
貯蔵施設と考えられる一部の竪穴状遺構から穀類・豆類・木の実など多量の食糧が出土した。志波城
に近接する飯岡林崎Ⅱ遺跡は平安時代初めの集落跡で、多数の住居跡やそれに伴う大量の炭化米など
が発見された。貝の淵Ⅰ遺跡は区画の堀を伴う平安時代の集落で、灰釉陶器・墨書・刻書土器などが
出土している。平安時代の大規模な鉄生産遺跡となった島田Ⅱ遺跡では、４年間の調査で、200 棟を
超える住居跡をはじめ、工房、製鉄炉、鍛冶炉、炭窯などの鉄生産関連遺構が多数発見されている。
　前沢町明後沢遺跡群では、奥州藤原氏の時代から鎌倉時代にかけての遺構・遺物が発見されている。
中・近世の遺跡としては、安代町北の城館跡、前沢町寺ノ上遺跡などで中世城館の調査をしたほか軽
米町梅の木沢遺跡で近世鉄山、平泉町下構遺跡で近世屋敷の調査を行った。
　第 24 回埋蔵文化財展は、11 月７～９日に一戸町御所野縄文博物館で、｢縄文の民　暮らしの中の美」
というタイトルで実施された。第 25 回埋蔵文化財公開講座は、平成 15 年１月 19 日に岩手県民会館
を会場として、小泉武夫氏（東京農業大学）により ｢縄文人の食と酒｣ として行われた。また、引き
続き遺跡報告会も行われた。第 23 回埋蔵文化財技術講習会は、12 月 12・13 日西本豊弘氏（国立歴
史民俗博物館）｢動物質食料と植物質食料｣、辻誠一郎氏（国立歴史民俗博物館）｢人間－植物関係史
の復元－｣ であった。
　職員専門研修は、ハイマーテック社員 ｢基準点測量の基本｣、矢内圭三氏（岩手大学）・土屋信高氏

（岩手大学）｢岩石鑑定の基礎｣ が行われた。
　ホームぺージの運営も開始し、当センターの調査や県内の発掘調査情報を発信し始めた。紀要ⅩⅩ
Ⅱとわらびて 94 ～ 97 号の発刊も行った。

大橋遺跡出土の石棒群
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№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 仁昌寺Ⅲ遺跡 一戸町 6,250 6/17～10/4 国土交通省 国道４号小鳥谷バイパス建設 第424集

2 五月館跡 一戸町 7,942 4/11～6/28 国土交通省 国道5号小鳥谷バイパス建設 第424集

3 力持遺跡 普代村 1,000 4/15～11/26 国土交通省 普代バイパス 第510集

4 滝の沢地区遺跡 北上市 1,646 9/2～12/6 国土交通省 国道４号拡幅事業 第456集

5 杉の堂遺跡 水沢市 6,626 4/16～9/4 国土交通省 国道４号水沢東バイパス 第425集

6 大清水上遺跡 胆沢町 5,000 4/11～11/19 国土交通省 胆沢ダム建設 第475集

7 河崎の柵擬定地 川崎村 1,300 4/16～11/29 国土交通省 床上浸水対策特別対策事業 第474集

8 西風遺跡 胆沢町 2,140 10/10～10/28 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第423集

9 二の台遺跡 胆沢町 1,834 10/15～10/30 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第423集

10 鶴供養遺跡 胆沢町 638 10/23～10/30 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第423集

11 駒込遺跡 胆沢町 1,824 10/28～11/5 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第423集

12 二の沢Ⅱ遺跡 胆沢町 1,092 10/30～11/6 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第423集

13 竹地子遺跡 胆沢町 94 11/5～11/5 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第423集

14 主計谷地遺跡 胆沢町 442 11/6～11/8 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第423集

15 玉川向遺跡 軽米町 1,000 4/12～6/17 岩手県 荒廃砂防事業 第426集

16 梅の木沢遺跡 軽米町 1,000 5/22～6/17 岩手県 荒廃砂防事業 第460集

17 早坂平遺跡 山形村 1,352 4/8～12/6 岩手県 地方特定道路整備〈代行〉 第437集

18 平清水Ⅱ遺跡 野田村 950 8/1～11/15 岩手県 ふるさと農道野田地区 第449集

19 北の城館跡 安代町 3,920 7/1～10/11 岩手県
中山間地域総合整備事業
浅沢地区

第438集

20 飯岡林崎Ⅱ遺跡３次 盛岡市 2,600 6/3～11/21 岩手県
緊急地方道路整備事業主要
地方道盛岡和賀線改良工事

第427集

21 貝の淵Ⅰ遺跡 石鳥谷町 3,020 4/8～6/18 岩手県
一般国道456号地域活性化
支援道路整備事業

第428集

22 宿遺跡 石鳥谷町 3,020 8/9～11/7 岩手県 県営圃場整備事業八重畑地区 第440集

23 高畑遺跡 石鳥谷町 4,800 4/16～11/22 岩手県 県営圃場整備事業八重畑地区 第439集

24 九重沢遺跡 遠野市 1,449 8/12～10/30 岩手県 遠野第二ダム建設 第435集

25 栃洞Ⅱ遺跡 遠野市 4,108 4/10～7/31 岩手県 遠野第二ダム建設 第436集

26 平倉観音遺跡 遠野市 2,600 4/8～5/31 岩手県
県営圃場整備事業
猫川左岸地区

第448集

27 大橋遺跡 北上市 4,700 4/15～11/29 岩手県 中山間総合整備岩間地区 第481集

28 金附遺跡 北上市 1,089
4/11～8/22、
10/17～11/14

岩手県 県営圃場整備事業下門岡地区 第482集

29 金附遺跡 北上市 800 4/11～8/22 岩手県 緊急地方道路整備事業 第482集

30 中半入遺跡２次 水沢市 5,505 4/12～12/3 岩手県 県営圃場整備事業満倉地区 第443集

31 島田Ⅱ遺跡 水沢市 596 7/8～8/28 岩手県 県営圃場整備事業姉体地区 第444集

32 広岡前遺跡 江刺市 3,510 9/17～11/28 岩手県 緊急地方道路整備事業 第430集

33 宝性寺跡 江刺市 2,232 4/9～10/11 岩手県 ふるさと農道根岸地区 第441集
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平成 15（2003）年度

　平成 15 年度の調査は 43 遺跡 49 件、162,106㎡を９市５町４村にわたって行った。委託者別にみると、
国関連 20 遺跡 91,593㎡（56.5%）、県関連 17 件 36.064㎡（22.2%）、盛岡市７件 30,572㎡（18.9%）、公
団５件 3,877㎡（2.4%）である。国関連の国土交通省関連面積が過半数を越している。農林水産省の
国営農地整備事業の試掘確認調査も含め、小面積の調査や、遺構・遺物の出土が少なく略報本報告の
遺跡も多かった。
　縄文時代は、普代村力持遺跡、住田町里古屋遺跡、北上市大橋遺跡、盛岡市熊堂Ａ遺跡などで行われ、
各遺跡とも多くの遺構・遺物が発見されている。３年目の継続調査となった力持遺跡は、県内有数の
規模を持つ前・中期主体の集落跡で、深い竪穴住居跡、大型の貯蔵穴などが密集して検出されている。
今年度の調査では、長軸が 18 ｍを超える大型住居が発見され、集落が形成された時期の様相が明ら
かになった。中・後期の集落跡である里古屋遺跡からは遺物包含層が検出され、その下層から竪穴住
居跡、貯蔵穴などが発見された。晩期中葉の大規模な盛土遺構や遺物包含層が発見されている大橋遺
跡では、隣接地の低位部分の調査が行われ、同時期の掘立柱建物群が検出された。熊堂Ａ遺跡は晩期
後半の集落で、竪穴住居跡、墓壙などが発見されたほか、完形の石刀・石棒をはじめとする多量の遺

34 大中田遺跡 江刺市 1,100 4/9～7/17 岩手県 伊出川河川改修 第429集

35 明後沢遺跡群16次 前沢町 7,100 4/12～10/31 岩手県 圃場整備姥沢上野地区 第442集

36 寺ノ上遺跡 前沢町 1,533 10/9～11/27 岩手県
県営圃場整備事業
寺領小林地区

第445集

37 館遺跡 住田町 3,000 4/11～8/12 岩手県 国道397号支援道路整備事業 第432集

38 小松Ⅰ遺跡 住田町 2,200 4/10～9/30 岩手県 一般県道釜石住田線改良工事 第433集

39 長谷堂貝塚 大船渡市 2,900 4/15～12/6 岩手県 県営長谷堂アパート建設事業 第434集

40 下構遺跡２次 平泉町 10,000 4/12～10/18 岩手県 県営圃場整備事業 第446集

41 楊生新城館跡 一関市 1,560 10/18～11/19 岩手県 一般国道284号道路改築事業 第431集

42 五輪堂遺跡 花泉町 4,576 6/17～10/31 岩手県 県営圃場整備金流川地区 第447集

43 永田Ⅲ遺跡 新里村 3,800 8/9～10/17 岩手県 一般国道340号線道路改築事業 第423集

44 中土淵遺跡 遠野市 1,600 9/17～10/30 岩手県 県営圃場整備土淵地区 第423集

45
本宮熊堂Ｂ遺跡
15次

盛岡市 6,235 4/10～8/31 盛岡市 盛岡南新都市開発整備事業 第467集

46 台太郎遺跡44次 盛岡市 2,907 4/9～7/31 盛岡市 盛岡南新都市計画整備事業 第422集

47 飯岡沢田遺跡５次 盛岡市 1,773 4/9～6/5 盛岡市 盛岡南新都市計画整備事業 第419集

48 野古Ａ遺跡15次 盛岡市 3,169 8/1～11/6 盛岡市 盛岡南新都市計画整備事業 第421集

49 矢盛遺跡４次 盛岡市 1,440 6/3～8/6 盛岡市 盛岡南新都市計画整備事業 第423集

50 稲荷遺跡５次 盛岡市 12,181 8/1～10/30 盛岡市 盛岡南新都市計画整備事業 第423集

51 矢盛遺跡３次 盛岡市 1,560 6/3～8/6
地域振興
整備公団

盛岡南新都市計画整備事業 第451集

52 熊堂Ｂ遺跡14次 盛岡市 1,954 6/17～9/6
地域振興
整備公団

盛岡南新都市開発整備事業 第451集

53 島田Ⅱ遺跡 宮古市 5,900 4/9～8/22
岩手県住宅
供給公社

宮古短大地区宅地造成事業 第450集

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書
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物が出土している。
　弥生時代の遺跡として
は北上市の金附遺跡の調
査が行われ、前期の遺物
包含層、平地式住居、土
器棺墓などが発見されて
いる。この遺物包含層は
東西 50 ｍの範囲に広が
り、最大厚が 1.6 ｍにも
達する大規模なもので、
900 箱を越える多量の遺
物が出土している。
　奈良・平安時代の遺跡
の調査は、盛岡市台太郎
遺跡、玉山村芋田Ⅱ遺跡、北上市西川目・石向Ⅱ遺跡、水沢市中半入遺跡など多くの遺跡で実施された。
台太郎遺跡では、奈良時代と平安時代の竪穴住居群がそれぞれ分布を異にして検出されたほか、在地
の土器に混じって関東系の土器も出土している。轆轤据え付け穴を敷設する大型住居跡が発見された
芋田Ⅱ遺跡では、平安時代竪穴住居群に伴い、多量の墨書土器や刻書土器のほか、黒曜石製の円形掻
器など特殊な遺物が出土している。西川目遺跡と堰向遺跡は隣接して位置する平安時代の大規模集落
で、竪穴住居、掘立柱建物などの遺構や、それに伴う大甕・硯・緑釉陶器などの遺物が発見されてい
る。古墳時代の大規模集落として知られる中半入遺跡では、重複・密集した竪穴住居群や水田跡など、
平安時代の遺構が多数検出された。
　川崎村河崎の柵擬定地の調査では、類例の少ない平安時代後半の遺構・遺物が発見されている。河
崎の柵擬定地は、前九年の役で滅亡する安倍氏の柵の一つである河崎柵に疑定されている遺跡で、今
年度の調査で 11 世紀代と考えられる大規模な堀と、それに並行する溝が検出された。   
　中・近世の遺跡としては、宮古市山口館遺跡、花巻市高木古館跡などで中世城館の調査を実施した
ほか、軽米町梅の木沢遺跡で近世鉄山、紫波町南日詰遺跡などで近世屋敷の調査を行った。山口館は
多くの郭をもつ広範囲な館跡で、今年度は先端部を調査し、外敵の侵入を防ぐ大規模な横溝や竪穴建
物などが発見されている。江戸時代の製鉄遺跡である梅の木沢遺跡では、高殿の構造や鍛冶場・排滓
場の位置などが確認され、当時の鉄山内の様相が明らかになった。     
　第 25 回埋蔵文化財展は、11 月 22 日～ 12 月 14 日江刺郷土文化館で ｢胆江の地に輝いた　いにし
えの文化」として開催された。
　第 26 回埋蔵文化財公開講座は、平成 16 年１月 17 日に岩手県民会館を会場として、五味文彦氏（東
京大学大学院）により ｢平泉藤原氏の時代｣ と題して行われた。また、同日遺跡報告会も行われた。
第 24 回埋蔵文化財技術講習会は、12 月 11 ～ 12 日、今村峰雄氏（国立歴史民俗博物館）「C14 年代
測定の現状と問題点）」、春成秀爾氏（国立歴史民俗博物館）｢弥生時代の新年代｣ として行われた。
職員専門研修は、盛岡労働基準監督署職員 ｢安全講話｣、佐瀬隆氏（岩手県立宮古高等学校）「クロボ
クの成り立ち」、高橋信雄氏（岩手県立博物館）「岩手の考古学のあゆみと諸問題」が行われた。
　紀要ⅩⅩⅢとわらびて 99 ～ 101 号が刊行された。

力持遺跡の密集する竪穴住居群
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№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 力持遺跡 普代村 1,400 4/10～11/19 国土交通省 普代バイパス建設事業 第510集

2 芋田Ⅱ遺跡 玉山村 6,784 4/11～11/11 国土交通省
国道４号渋民バイパス
建設事業

第457集

3 熊堂Ｂ遺跡18次 盛岡市 5,452
4/11～6/30
9/18～-10/8

国土交通省 国道46号西バイパス建設事業 第458集

4 台太郎遺跡52次 盛岡市 595 8/1～9/3 国土交通省 国道46号西バイパス建設事業 第455集

5 上台Ⅱ遺跡 花巻市 2,171 4/8～6/19 国土交通省
国道４号花巻東バイパス
建設工事

第459集

6 高木古館跡 花巻市 7,890 6/9～10/24 国土交通省
国道４号花巻東バイパス
建設工事

第472集

7 高木中館遺跡 花巻市 8,342 8/18～10/31 国土交通省
国道４号花巻東バイパス
建設工事

第471集

8 下通遺跡 花巻市 477 9/3～10/31 国土交通省
国道４号花巻東バイパス
建設工事

第455集

9 大清水上遺跡 胆沢町 11,200 4/10～7/31 国土交通省 胆沢ダム建設 第475集

10 河崎の柵擬定地 川崎村 17,340 4/14～11/28 国土交通省 床上浸水対策特別事業 第474集

11
杉の堂
・跡呂井遺跡

水沢市 5,062 4/10～6/16 国土交通省
国道４号水沢東バイパス
建設事業

第455集

12 蜂谷遺跡 胆沢町 16,700 6/16～8/8 国土交通省 胆沢ダム建設 第455集

13 一の台遺跡 胆沢町 1,604 10/23～11/27 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第455集

14 一の台Ⅱ遺跡 胆沢町 380 10/31～11/12 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第455集

15 一の台Ⅲ遺跡 胆沢町 575 11/14～11/27 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第455集

16 一の台Ⅳ遺跡 胆沢町 979 10/20～11/6 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第455集

17 屋敷遺跡 胆沢町 1,602 11/18～11/29 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第455集

18 鶴供養遺跡 胆沢町 252 11/5～11/20 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第455集

19 二の台長根遺跡 胆沢町 1,148 11/6～11/20 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第455集

20 二の沢遺跡 胆沢町 1,640 11/18～11/29 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第455集

21 梅の木沢遺跡 軽米町 2,200 8/1～10/22 岩手県 荒廃砂防事業 第460集

22 中佐井Ⅷ遺跡 安代町 1,550 4/8～6/3 岩手県
中山間地域総合整備事業
浅沢地区

第462集

23 和野ソマナイ遺跡 田野畑村 2,379 4/15～6/30 岩手県 中山間地域総合整備事業 第466集

24 和野新墾神社遺跡 田野畑村 627 7/1～8/5 岩手県 中山間地域総合整備事業 第455集

25 南日詰遺跡 紫波町 1,491 9/16～11/11 岩手県
経営体育成基盤整備事業
南日詰地区

第463集

26 山口館跡 宮古市 1,780 6/3～11/5 岩手県 宮古北部環状線道路改良工事 第485集

27 夫婦石袖高野遺跡 遠野市 1,000 9/1～11/4 岩手県 遠野第二ダム建設事業 第461集

28 西川目遺跡 北上市 2,000 4/9～7/11 岩手県 県営圃場整備事業二子地区 第464集

29 堰向Ⅱ遺跡 北上市 4,447 7/14～11/19 岩手県 県営圃場整備事業二子地区 第464集

30 新平遺跡 北上市 2,828 8/1～10/30 岩手県 圃場整備事業江釣子第一地区 第455集

31 大橋遺跡 北上市 1,794 4/9～6/30 岩手県 中山間総合整備岩間地区 第481集

32 金附遺跡 北上市 205 4/9～5/30 岩手県 県営圃場整備事業下門岡地区 第482集

33 金附遺跡 北上市 2,000 5/19～10/10 岩手県 緊急地方道路整備事業 第482集
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平成 16（2004）年度

  平成 16 年度は、41 遺跡 47 件、169,018㎡の調査を７市７町３村で行った。委託者ごとに見ると国
関連が 16 遺跡 81,384㎡（54.4%）、県関連が 16 遺跡 46,173㎡（22.3%）、盛岡市が８件 37,043㎡（20.5%）、
独立行政法人が６件 4,418㎡（2.8%）である。国関連では農水省の国営農地再編事業が大きな割合を
示し、県関連でも農業基盤整備事業等が多い。試掘確認調査もあり、小面積の調査も少なくなかった。
また略報本報告の遺跡もあった。
　旧石器時代の遺跡としては、胆沢町の二の台長根遺跡がある。後期旧石器時代の石器がごく限られ
た区域からまとまって出土し、円形刻線礫も出土している。
　縄文時代の遺跡は数多く調査され、久慈市中田遺跡では早期の白浜式土器が数個体まとまって出土
している。住田町里古屋遺跡では前期末葉と中期初頭～中葉、後期初頭～前葉の３時期の竪穴住居跡
が狭い区域に上下に重複しており、集落の変遷を追うことができる。盛岡市熊堂Ａ遺跡では、過去の
２次の調査と合わせ、晩期大洞Ｃ２式～Ａ式期の１集落の大部分を調査した。わずかに残る未調査区
の調査も予定されており、該期の集落の全容を知ることができる。胆沢町大清水上遺跡は、大型住居
群が、｢広場｣ を囲んで放射状に配置する前期大木５式が主体の大規模な集落遺跡で、５ケ年に及ぶ
調査の最終年度となった。今年度は中心域の縁辺に分布する落し穴状遺構を調査した。同遺跡は、関
係者の協議により中心域が現状保存されることになった。
　弥生時代では、盛岡市飯岡沢田遺跡から初頭と後期、石鳥谷町大西遺跡でも赤穴式ほかの後期の遺
物が出土したが、明確な遺構は伴っていない。
　古墳時代の竪穴住居跡は先に挙げた中田遺跡の３棟のうち１棟が該当する。近接する２棟は奈良時

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

34 中半入遺跡４次 水沢市 5,675 4/10～11/7 岩手県 県営圃場整備事業満倉地区 第465集

35 里古屋遺跡 住田町 2,288 4/11～9/16 岩手県 国道397号地域活性化支援事業 第499集

36 楊生新城館跡 一関市 1,000 4/8～5/15 岩手県 一般国道284号道路改築事業 第431集

37 釜沢館跡 二戸市 2,800 5/16～8/8 岩手県
畑地帯総合整備事業
(担い手育成型)舌崎地区

第455集

38
本宮熊堂Ａ遺跡
17次

盛岡市 1,588 4/12～6/20 盛岡市
盛岡南新都市
土地区画整理事業

第453集

39
本宮熊堂Ｂ遺跡
20次

盛岡市 10,216 4/11～10/17 盛岡市
盛岡南新都市
土地区画整理事業

第467集

40 台太郎遺跡51次 盛岡市 6,616 4/11～11/10 盛岡市
盛岡南新都市
土地区画整理事業

第468集

41 細谷地遺跡８次 盛岡市 2,638 7/1～11/7 盛岡市
盛岡南新都市
土地区画整理事業

第454集

42 稲荷遺跡６次 盛岡市 3,374 5/6～6/24 盛岡市
盛岡南新都市
土地区画整理事業

第455集

43 野古Ａ遺跡20次 盛岡市 1,801 9/12～10/28 盛岡市
盛岡南新都市
土地区画整理事業

第455集

44 飯岡才川遺跡６次 盛岡市 4,339 8/1～9/11 盛岡市
盛岡南新都市
土地区画整理事業

第455集

45
本宮熊堂Ｂ遺跡
19次

盛岡市 97 9/1～9/30
地域振興整備公
団

盛岡南新都市
土地区画整理事業

第455集

46 台太郎遺跡50次 盛岡市 540
6/2～6/30、
10/21～11/10

地域振興整備公
団

盛岡南新都市
土地区画整理事業

第455集

47 野古Ａ遺跡19次 盛岡市 1,857 9/12～10/28
地域振興整備公
団

盛岡南新都市
土地区画整理事業

第455集

48 飯岡才川遺跡５次 盛岡市 1,258 6/25～9/11
地域振興整備公
団

盛岡南新都市
土地区画整理事業

第455集

49 細谷地遺跡７次 盛岡市 125 10/1-10/31
地域振興整備公
団

盛岡南新都市
土地区画整理事業

第455集

-71-



代のものである。奈良時代は飯岡沢田遺跡で７棟の竪穴住居を調査した。同時に、過去に北側隣接地
で数多く検出された古代の古墳や円形周溝がさらに南に延びて分布していることを確認した。盛岡市
本宮熊堂Ｂ遺跡は平安時代との複合遺跡であるが、平安時代とは占地を幾分異にしながら集落が営ま
れ、28 棟を調査した。陸前高田市松山前遺跡からは沿岸南部で初と言える竪穴住居９棟を調査した。
　平安時代では９・10 世紀の集落遺跡の調査が多く、台太郎遺跡や野古Ａ遺跡・向中野館遺跡・本
宮熊堂Ｂ遺跡は、これまでの調査と合わせ、それぞれの集落の様相がだいぶ明らかになってきている。
向中野館跡では中世の館跡に伴う堀の南側に残された旧河道から、木製品や漆器などとともに墨書土
器が多数出土した。石鳥谷町宿遺跡と蛇蜒蛆遺跡は沢を挟んで隣接する遺跡で、11 世紀の土師器が
まとまって出土した。川崎村河崎の柵擬定地は調査最終年を迎え、11 世紀の土師器や 12 世紀のかわ
らけが出土したほか 12 世紀の方形周溝が見つかっている。江刺市増沢地区の新地野道下遺跡では、
土坑の 1 基から 12 世紀の手づくねかわらけ１点が出土し「奥州江刺郡増沢院」との関係が注目された。
　中世では、宮古市山口館跡の２
年目の調査が行われた。調査区は
主郭の東隣のやせ尾根で、館を区
画する２重の空堀の内部には竪穴
建物跡や 33 棟の大型工房・墓壙
などが検出された。
　第 16 回埋蔵文化財展は７月 30
日～８月５日当センターを会場に
して ｢来て！みて！ふれて！　埋
文センター」として開催された。
第 27 回埋蔵文化財公開講座は、
平成 17 年１月 22 日に岩手県民会
館を会場に藤原良章氏（青山学院
大学）による ｢平泉と中世社会｣ という題で行われた。引き続き遺跡報告会も開催された。
　第 26 回埋蔵文化財技術講習会は、12 月９～ 12 日に奈良貴史氏（慶應義塾大学）｢人骨の調査方法
と現代人の起源｣、小林正史氏（北陸学院短期大学）｢使い方との関連から見た縄文土器の製作技術｣
がおこなわれた。
　職員専門研修は、盛岡南消防署職員 ｢応急手当｣、菊池強一氏（岩手大学）｢捏造事件に学ぶ（岩手
の第四紀）｣、高田和徳氏（一戸町教育委員会）｢焼失住居の調査法｣ を行った。 
　この年から年報が刊行された。紀要ⅩⅩⅣとわらびて 102 ～ 105 号の刊行もなされた。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1
本宮熊堂Ａ遺跡
24次

盛岡市 357 9/1～11/15 国土交通省
国道46号盛岡西バイパス
建設事業

第470集

2
本宮熊堂Ｂ遺跡
25次

盛岡市 7,366 6/1～11/22 国土交通省
国道46号盛岡西バイパス
建設事業

第470集

3 高木古館遺跡 花巻市 4,072 4/13～6/30 国土交通省
国道４号花巻東バイパス
建設事業

第472集

4 高木中館遺跡 花巻市 13,668 4/13～7/30 国土交通省
国道４号花巻東バイパス
建設事業

第471集

5 下通遺跡 花巻市 11,400 7/16～10/1 国土交通省
国道４号花巻東バイパス
建設事業

第471集

6 長根Ⅰ遺跡 花巻市 931 8/19～9/3　 国土交通省
国道４号花巻東バイパス
建設事業

第472集

山口館跡で検出された二重の空堀
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№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

7 杉の堂遺跡31次 水沢市 5,318 8/19～10/15 国土交通省
国道４号線水沢東バイパス
建設事業

第473集

8 跡呂井遺跡 水沢市 185 8/19～10/15 国土交通省
国道４号線水沢東バイパス
建設事業

第473集

9 大清水上遺跡 胆沢町 3,000 9/15～11/5 国土交通省 胆沢ダム建設工事 第475集

10 接待館遺跡 衣川村 0(5,000) 10/1～11/11 国土交通省 一関遊水地事業 第469集

11 押切遺跡 衣川村 3,920 8/19～9/30 国土交通省 一関遊水地事業 第493集

12 河崎の柵擬定地 川崎村 3,205 4/8～8/18 国土交通省 床上浸水対策特別緊急事業 第474集

13 宮沢原下遺跡 胆沢町 7,826 10/1～11/17 農林水産省
国営農地再編整備事業
いさわ南部

第469集

14 上大畑平Ⅰ遺跡 胆沢町 338 10/1～11/8 農林水産省
国営農地再編整備事業
いさわ南部

第469集

15 上大畑平Ⅱ遺跡 胆沢町 2,034 10/1～11/15 農林水産省
国営農地再編整備事業
いさわ南部

第469集

16 二の台長根遺跡 胆沢町 17,764 4/14～9/10 農林水産省
国営農地再編整備事業
いさわ南部地区

第476集

17 サイカツ平Ⅷ遺跡 浄法寺町 2,000 4/9～6/30 岩手県
一般農道整備事業
大田２期地区

第469集

18 伏屋Ⅱ遺跡 岩泉町 965 8/19～9/29 岩手県 緊急地方道路整備事業 第469集

19 宿遺跡 石鳥谷町 600 4/8～5/20 岩手県
経営体育成基盤整理事業
八重畑地区

第469集

20 蛇蜒蛆遺跡 石鳥谷町 300 4/8～5/20 岩手県
経営体育成基盤整理事業
八重畑地区

第469集

21 大西遺跡 石鳥谷町 5,300 4/9～8/18 岩手県
経営体育成基盤整備事業
八重畑地区

第479集

22 中島遺跡 江刺市 777 9/15～10/29 岩手県
稲瀬地区緊急地方道路整備事
業

第469集

23 岩谷堂柳沢Ⅱ遺跡 江刺市 489 4/8～6/3 岩手県
経営体育成基盤整理事業
増沢東部地区

第469集

24 新地野道下遺跡 江刺市 521 4/8～6/3 岩手県
経営体育成基盤整理事業
増沢東部地区

第469集

25 川前遺跡 前沢町 237 8/19～9/30 岩手県
経営体育成基盤整備事業
白山地区

第469集

26 内屋敷遺跡 前沢町 1,650 4/9～5/20 岩手県
経営体育成基盤整備事業
白山地区

第469集

27 上野場３遺跡 軽米町 597 7/1～9/14 岩手県 農免農道整備事業観音林地区 第477集

28 中田遺跡 久慈市 17,000 4/14～7/30 岩手県
経営体育成基盤整備事業
大川目地区

第478集

29 沼袋遺跡 田野畑村 4,910 5/21～10/5 岩手県 緊急地方道路整備事業 第483集

30 山口館跡 宮古市 4,470 6/4～11/19 宮古市 北部環状線道路改良事業 第485集

31 金栗Ⅰ遺跡 花巻市 1,176 9/15～10/20 岩手県
主要地方道盛岡和賀線
花巻市笹間地区道路改築事業

第480集

32 里古屋遺跡 住田町 3,011 5/21～11/19 岩手県 国道397号地域活性化支援事業 第499集

33 松山前遺跡 陸前高田市 6,640 4/13～9/3 岩手県
大船渡広田陸前高田線
緊急地方道路整備事業

第484集

34 稲荷遺跡９次 盛岡市 7,996 9/1～11/1 盛岡市
大船渡広田陸前高田線
緊急地方道路整備事業

第469集

35
本宮熊堂Ａ遺跡
26次

盛岡市 2,636 7/5-10/19 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第502集

36
本宮熊堂Ｂ遺跡
27次

盛岡市 3,661 8/6～9/14 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第487集

37 野古Ａ遺跡24次 盛岡市 2,240 9/15～11/1 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第501集

38 台太郎遺跡54次 盛岡市 5,052 4/12～8/6 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第486集

39 飯岡沢田遺跡10次 盛岡市 4,626 4/12～7/6 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第489集
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平成 17（2005）年度

　平成 17 年度は 41 遺跡 47 件 197,613㎡の調査を行った。同年度には大規模な市町村の合併が行われ
た。10 市町が新設合併により成立し、玉山村が盛岡市に編入合併した。調査した遺跡の所在地は６
市４町１村に及んだ。この年から三陸縦貫自動車道路宮古道路に関連する試掘確認調査が始まった。
事業としては農業基盤整備関係の調査が増加した。規模的には小面積の調査が大多数をしめる。主な
調査成果は以下のとおりである。
　縄文時代では、後期の集落遺跡として軽米町板子屋敷３遺跡がある。山間にある小規模な遺跡なが
ら、竪穴住居跡８棟や土器埋設遺構・土坑などが見つかっている。一戸町野里上Ⅱ遺跡は中期末～後
期初頭と晩期の小規模な集落遺跡で、それぞれ２棟の竪穴住居跡を調査した。盛岡市細谷地遺跡では、
これまでに周辺では発見されなかった晩期前葉の竪穴住居跡１棟が見つかり、廃絶後は墓として転用
された様子が観察された。58,700㎡と広大な面積を調査した奥州市（旧胆沢町）宮沢原下遺跡１次調
査では、溝状や楕円形・円筒形の落し穴 208 基が検出された。大部分は縄文時代に属するが、一部の
遺構の埋土最下部に十和田 a 火山灰が堆積していることから平安時代に属するものもあることが判明
した。
　弥生時代は、土器がいくつかの遺跡で出土している。細谷地遺跡で焼土遺構が１基見つかっている
ほか遺構はない。古墳時代は遺構遺物共に皆無であった。
　奈良時代の集落遺跡としては、細谷地遺跡他がある。細谷地遺跡は平安時代の集落と複合しており、
埋没した旧沢跡に沿い 11 棟の竪穴住居が検出された。一戸町野里上遺跡では奈良時代末～平安時代
初頭の竪穴住居２棟を調査し、うち１棟は１辺が８ｍを超える大型のものであった。野古Ａ遺跡でも
竪穴住居１棟が見つかっている。
　平安時代では、上述の細谷地遺跡から竪穴住居 46 棟と掘立柱建物跡１棟・墓壙１基などが検出さ
れた。大部分が９世紀に属するもので、10 世紀の遺構は少数である。遺物の中には内外黒色処理の
坏の外面に樹木と推測されるものを細線で描いた ｢刻画文｣ のような特殊な例がある。過去の調査
と合わせると 100 棟を超える竪穴住居跡を調査したことになり、台太郎遺跡や本宮熊堂 B 遺跡など、
周辺の同時代の大規模集落との関連が注目される。そのほか近接した位置にある向中野館遺跡や飯岡
才川遺跡、野古Ａ遺跡も平安時代の集落遺跡である。
　衣川左岸築堤工事に関連した奥州市（旧衣川村）六日市場・細田・接待館・衣の関道の４遺跡は、
マスコミ等で大きく報道され話題になった。低位段丘縁で、東から西へ六日市場・細田・接待館と

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

40 向中野館遺跡６次 盛岡市 3,074 6/7～10/8 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第503集

41 矢盛遺跡６次 盛岡市 3,288 4/12～6/4 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第488集

42 台太郎遺跡53次 盛岡市 240 5/6～6/2
独立行政法人
都市再生機構

盛岡南新都市土地区画
整理事業

第469集

43 矢盛遺跡５次 盛岡市 180 5/6～5/18
独立行政法人
都市再生機構

盛岡南新都市土地区画
整理事業

第469集

44 稲荷遺跡８次 盛岡市 296 10/18～11/1
独立行政法人
都市再生機構

盛岡南新都市土地区画
整理事業

第469集

45 野古Ａ遺跡23次 盛岡市 2,056 10/1～11/1
独立行政法人
都市再生機構

盛岡南新都市土地区画
整理事業

第501集

46 飯岡沢田遺跡９次 盛岡市 1,179 6/1～7/6
独立行政法人
都市再生機構

盛岡南新都市土地区画
整理事業

第489集

47 向中野館遺跡５次 盛岡市 467 7/15～10/8
独立行政法人
都市再生機構

盛岡南新都市土地区画
整理事業

第503集
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連続する遺跡は東端が南北に延
びる六日市場遺跡の溝で限られ、
それより東には遺構が存在しな
い。現在のところ六日市場・細田・
接待館の３遺跡で合わせて 84 棟
の掘立柱建物跡を復元している
が、12 世紀に属することが明確
なものは少なく、中・近世の遺
構も含まれていることが予測さ
れる。なお、接待館遺跡の一画
は幅７～８ｍ、深さ２ｍの堀に
囲まれていることが推測でき、
東西で 120 ｍに及ぶ。内側の中
央付近には方形の区画溝も存在し、両者が時間差を以て存在したのか、あるいは同時期存在したのか
注目される。衣の関道遺跡は上述の３遺跡より一段低い沖積段丘に立地する遺跡で、やはり 12 世紀
に属すると推測される掘立柱建物跡や池状遺構、テラス状遺構他を調査している。
　第 27 回埋蔵文化財展は８月４～ 10 日の７日間当センターを会場にして、『来て！みて！ふれて！
埋文センター 2005』として開催した。第 28 回埋蔵文化財公開講座は、平成 18 年２月４日に岡田清
一氏（東北福祉大学）による「義経と平泉文化」というテーマで開催した。引き続き遺跡報告会も開
催した。第 26 回埋蔵文化財発掘調査技術講習会は、12 月８～９日に小岩直人氏（弘前大学）「北上
低地の地形～氷期―間氷期サイクルの気候変化との関連から～」と松本英明氏（東北福祉大学）｢河
川中・下流部の河道周辺の地形形成と環境変動 - 洪水多発期、静穏期は存在するか？ -｣ と題した講
義であった。
　職員専門研修は、盛岡南消防署員 ｢心肺蘇生法｣、当センター職員 ｢発掘調査技術（於細谷地遺跡）｣、
斎野裕彦氏（仙台市教育委員会）「仙台市沼向遺跡の調査」であった。紀要ⅩⅩⅤと年報、わらびて
106 ～ 109 号の発行も行われた。   

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 野中遺跡 一戸町 1,685 9/1～9/29 国土交通省
国道４号小鳥谷バイパス
建設事業

第492集

2 野里上遺跡 一戸町 12,230 4/14～8/31 国土交通省
国道４号小鳥谷バイパス
建設事業

第492集

3 野里上Ⅱ遺跡 一戸町 6,365 4/14～7/14 国土交通省
国道４号小鳥谷バイパス
建設事業

第491集

4 中屋敷上遺跡 一戸町 360 7/15～7/28 国土交通省
国道４号小鳥谷バイパス
建設事業

第491集

5 飯岡才川遺跡７次 盛岡市 6,550 8/19～10/31 国土交通省
一般国道46号盛岡西バイパス
建設事業

第508集

6 六日市場遺跡 奥州市 5,500 4/11～9/29 国土交通省
一関遊水地事業衣川左岸
築堤工事

第523集

7 細田遺跡 奥州市 5,840 4/11～9/29 国土交通省
一関遊水地事業衣川左岸
築堤工事

第523集

8 接待館遺跡 奥州市 10,600 6/1～11/16 国土交通省
一関遊水地事業衣川左岸
築堤工事

第523集

9 衣の関道遺跡 奥州市 14,800 4/11～11/14 国土交通省
一関遊水地事業衣川左岸
築堤工事

第550集

10
試掘確認調査
可能性あり①

宮古市 530 7/15～11/29 国土交通省
三陸縦貫道路宮古道路
建設事業

第490集

11
試掘確認調査
可能性あり②

宮古市 473 7/15～11/29 国土交通省
三陸縦貫道路宮古道路
建設事業

第490集

接待館遺跡の堀跡から出土した大量のかわらけ
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№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

12
試掘確認調査
可能性あり③

宮古市 358 7/15～11/29 国土交通省
三陸縦貫道路宮古道路
建設事業

第490集

13
試掘確認調査
可能性あり④

宮古市 215 7/15～11/29 国土交通省
三陸縦貫道路宮古道路
建設事業

第490集

14
試掘確認調査
可能性あり⑤

宮古市 310 7/15～11/29 国土交通省
三陸縦貫道路宮古道路
建設事業

第490集

15
試掘確認調査
賽の神遺跡

宮古市 214 7/15～11/29 国土交通省
三陸縦貫道路宮古道路
建設事業

第490集

16
試掘確認調査
可能性あり⑥

宮古市 146 7/15～11/29 国土交通省
三陸縦貫道路宮古道路
建設事業

第490集

17
試掘確認調査
下大谷地Ⅰ遺跡

宮古市 156 7/15～11/29 国土交通省
三陸縦貫道路宮古道路
建設事業

第490集

18
試掘確認調査
八木沢Ⅲ野来遺跡

宮古市 908 7/15～11/29 国土交通省
三陸縦貫道路宮古道路
建設事業

第490集

19 試掘確認調査
八木沢駒込Ⅱ遺跡

宮古市 648 7/15～11/29 国土交通省
三陸縦貫道路宮古道路
建設事業

第490集

20
試掘確認調査
八木沢Ⅱ遺跡

宮古市 1,088 7/15～11/29 国土交通省
三陸縦貫道路宮古道路
建設事業

第490集

21
試掘確認調査
宮沢原下遺跡

奥州市 3,667 10/3～11/8 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第490集

22
試掘確認調査
山の神遺跡

奥州市 4,724 10/3～11/8 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第490集

23
試掘確認調査
岩洞堤遺跡

奥州市 1,155 10/3～11/8 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第490集

24
試掘確認調査
北丑転遺跡

奥州市 1,446 10/3～11/8 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第490集

25 宮沢原下遺跡１次 奥州市 58,700 4/13～8/31 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第495集

26 里古屋遺跡 住田町 916 4/8～6/28 岩手県 国道397号地域活性化支援事業 第499集

27 川口Ⅰ遺跡１次 二戸市 1,156 9/1～10/27 岩手県
一般県道神斗米金田一線
豊年橋地区道路整備事業

第490集

28 舘Ⅱ遺跡 二戸市 4,730 5/19～9/9 岩手県
緊急地方道路整備事業
浄法寺工区

第497集

29 道上遺跡１次 奥州市 8,269 7/1～10/24 岩手県
経営体育成基盤整備事業
白山地区

第490集

30 中村遺跡１次 花巻市 1,580 4/8～5/18 岩手県
経営体育成基盤整備事業
八重畑地区

第490集

31 新平遺跡 北上市 4,934 4/13～7/15 岩手県
経営体育成基盤整備事業
江釣子第1地区

第498集

32 芦萱遺跡 北上市 200 7/1～7/22 岩手県
経営体育成基盤整備事業
江釣子第1地区

第498集

33 十文字遺跡 藤沢町 131 4/8～4/21 岩手県 畑地帯総合整備事業 第490集

34 釜沢館跡 二戸市 1,000 9/1～10/17 岩手県
畑地総合整備事業
(担い手育成型)

第490集

35 板子屋敷３遺跡 軽米町 4,800 6/1～11/11 岩手県
広域農道整備事業
軽米九戸第2期地区

第537集

36 宮沢遺跡11次 盛岡市 1,667 7/1～7/22 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整備事業

第490集

37
本宮熊堂Ｂ遺跡
31次

盛岡市 2,412 4/12～5/31 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整備事業

第490集

38 飯岡才川遺跡９次 盛岡市 6,107 7/25～11/10 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整備事業

第494集

39 細谷地遺跡10次 盛岡市 10,545 4/12～11/18 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整備事業

第500集

40 向中野館遺跡８次 盛岡市 1,202 7/15～11/15 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整備事業

第504集

41
本宮熊堂Ａ遺跡
29次

盛岡市 283 6/1～6/30 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整備事業

第502集

42 野古Ａ遺跡29次 盛岡市 3,088 4/12～6/13 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整備事業

第501集

43 千足南遺跡 田野畑村 2,297 6/1～7/25
独立行政法人
緑資源機構

農用地総合整備事業 第496集
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平成 18（2006）年度     

　平成 18 年度の調査は 41 遺跡 48 件、249,216㎡について行った。国関連の事業は、国土交通省が 19
遺跡 90,763㎡（51.6％）、農林水産省が４遺蹟 84,985㎡（48，4％）を占め、合わせて 175,748㎡（70.5％）
を占めた。岩手県関連の事業は 17 遺跡 47,270㎡（19％）、盛岡市関連が 6 遺跡 23,521㎡（8.6％）、独
立行政法人関連が２遺跡 2,677㎡（１％）である。国土交通省は国道バイパス関連と一関遊水地事業、
三陸国道、胆沢ダム建設に関連している。農林水産省では、国営いさわ南部農地整備事業が大きい。
県の事業は、件数は多いが小規模なものが多かった。今年度の主な成果は以下のとおりである。
　旧石器時代の遺跡は、奥州市岩洞堤遺跡で後期旧石器時代の遺物が発見され、今年度は包含層の範
囲を確認し、本調査は次年度に延長することになった。
　縄文時代の遺跡は多かったが、竪穴住居跡を伴う集落遺跡は少なかった。宮古市袰帯遺跡は中期後
葉を主体とする遺跡で、後葉の竪穴住居跡 40 棟やフラスコ状土坑を含む土坑 91 基、同時期と推定さ
れる建物跡３棟などが検出された。竪穴住居跡は複式炉系統の炉をもつ１群と単式の石囲炉を伴う１
群に二分される。軽米町板子屋敷３遺跡では後期中葉～後葉の竪穴住居跡 14 棟と土坑 13 基が見つ
かった。前年度から継続する調査で、微地形を選択し、わずかずつ位置を変えながら同時期の竪穴住
居 22 棟が構築されている。盛岡市川目Ａ遺跡からは晩期の配石が 12 基検出され、過去に行われた４
次の調査で見つかった後期と
晩期の配石遺構が分布する区
域の南限が明確になった。川
目Ａ遺跡から東方約６km に
位置する戸仲遺跡からは、後
期後葉～晩期中葉の土器包含
層が検出されたほか石囲炉を
含め、後期後葉～晩期前葉の
配石遺構 10 基が見つかった。
　弥生時代は、土器片が散見
される程度で遺構は見つかっ
ていない。古墳時代も遺構遺
物とも明確なものはない。
　奈良・平安時代の遺跡では、盛岡南新都市土地区画整理事業や国道 46 号盛岡西バイパス建設事業
に伴って、盛岡市細谷地遺跡・台太郎遺跡・飯岡才川遺跡・向中野館遺跡の４遺跡の調査が８次にわたっ
ておこなわれた。たがいに近接した位置にあり、細谷地遺跡は奈良・平安時代の竪穴住居跡 46 棟を
検出した。同遺跡は隣接する前年度の調査区でも竪穴住居 56 棟を調査しており、大規模集落の中心
域を調査したことが考えられる。平泉町瀬原Ⅱ遺跡は ｢前九年合戦｣ の柵の一つである瀬原柵に関連

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

44 飯岡才川遺跡８次 盛岡市 839 9/1～9/29
独立行政法人
都市再生機構

盛岡南新都市土地区画
整備事業

第494集

45 細谷地遺跡９次 盛岡市 1,835 4/12～1１/18
独立行政法人
都市再生機構

盛岡南新都市土地区画
整備事業

第500集

46 向中野館遺跡７次 盛岡市 795 7/15～11/15
独立行政法人
都市再生機構

盛岡南新都市土地区画
整備事業

第504集

47
本宮熊堂Ｂ遺跡
30次

盛岡市 159 5/2～5/18
独立行政法人
都市再生機構

盛岡南新都市土地区画
整備事業

第490集

板子屋敷３遺跡から出土した人面付土器
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する遺構遺物の発見を想定したが、これは検出されていない。10 世紀前半代と後半代の２期にわた
る集落遺跡で、10 世紀台前半代の略完形の灰釉陶器の壺が竪穴住居跡から出土した。平泉町坂下遺
跡は、衣川の南、中尊寺が所在する関山の東麓に立地し、12 世紀後半代の道路跡と推測される敷石
遺構やそれに隣接する位置に池状遺構、小規模な四面庇建物が検出された。そのほか二戸市桂平遺跡
では 10 世紀代の竪穴住居跡 16 棟が検出されている。
　中世の城館調査では、16 世紀の浄法寺氏関連の館の一つとされる二戸市吉田館遺跡がある。盛岡
市矢盛遺跡では、道路跡と土橋を伴う堀跡によって方形に区画された居館が検出された。
　平成 18 年度の埋蔵文化財展は７月 29 日～８月６日当センターを主会場にして開催された。岩手県
立図書館の共催を得て、「素晴らしい平泉の文化遺産―図書資料と発掘調査から見えてくるもの―」
と題し、岩手県立図書館ミニシアターを会場として６回連続の講演会も実施した。第 29 回埋蔵文化
財公開講座は、平成 19 年１月 20 日に岩手県民会館で、坂詰秀一氏（立正大学）による「仏教考古学
と平泉」というテーマの講演であった。
　埋蔵文化財発掘調査技術講習会は 12 月７日・８日に荒川隆史氏（新潟県立歴史博物館）「青田遺跡
の発掘調査」と鈴木三男氏（東北大学学術資源研究公開センター）｢木質遺物 - 取り上げから保存ま
でにできること -｣ を行った。職員専門研修は、盛岡南消防署所員 ｢応急手当と心肺蘇生法｣、菊池強
一氏（西和賀町雪国文化研究所）｢火山灰を中心とした地形・地質の見方」、当センター職員 ｢デジタ
ルカメラの現場使用報告と事例について｣ を行った。紀要ⅩⅩⅥと年報、わらびて 110 ～ 113 号の発
刊も行った。年報では、創立時以来の調査や報告書・普及活動についても集計している。

17 下大谷地Ⅰ遺跡 宮古市 3,900 6/26～9/13 国土交通省
三陸縦貫道路宮古道路
建設事業

第511集

16 賽の神遺跡 宮古市 1,500 9/12～10/20 国土交通省
三陸縦貫道路宮古道路
建設事業

第511集

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 武道Ⅳ遺跡２次 盛岡市 1,890 5/1～5/31 国土交通省
一般国道４号渋民バイパス
建設事業

第505集

2 川目Ａ遺跡５次 盛岡市 250 8/1～11/2 国土交通省 一般国道106号都南川目道路 第589集

3
飯岡才川遺跡13
次

盛岡市 2,280 6/21～7/31 国土交通省
一般国道46号盛岡西バイパス
建設事業

第508集

4 矢盛遺跡９次 盛岡市 3,055 4/10～5/31 国土交通省
一般国道46号盛岡西バイパス
建設事業

第508集

5 細谷地遺跡12次 盛岡市 3,240 4/10～6/15 国土交通省
一般国道46号盛岡西バイパス
建設事業

第508集

6 瀬原Ⅰ遺跡５次 平泉町 6,046 4/11～6/30 国土交通省
一般国道４号平泉バイパス
建設事業

第507集

7 瀬原Ⅱ遺跡９次 平泉町 10,335 4/11～8/31 国土交通省
一般国道４号平泉バイパス
建設事業

第507集

8 坂下遺跡９次 平泉町 1,125 9/4～11/2 国土交通省
一関遊水地事業JR東北本線
衣川橋梁改築工事

第505集

9 坂下遺跡10次 平泉町 8,420 4/11～10/18 国土交通省
一関遊水地事業JR東北本線
衣川橋梁改築工事

第509集

10
試掘確認調査
八木沢駒込Ⅰ遺跡

宮古市 1,928 4/10～11/21 国土交通省
三陸縦貫道路宮古道路
建設事業

第505集

11
試掘確認調査
可能性あり⑧

宮古市 274 4/10～11/21 国土交通省
三陸縦貫道路宮古道路
建設事業

第505集

12
試掘確認調査
隠里Ⅲ遺跡

宮古市 1,550 4/10～11/21 国土交通省
三陸縦貫道路宮古道路
建設事業

第505集

13
試掘確認調査
木戸井内Ⅳ遺跡

宮古市 546 4/10～11/21 国土交通省
三陸縦貫道路宮古道路
建設事業

第505集

14
試掘確認調査
隠里Ⅷ遺跡

宮古市 1,324 4/10～11/21 国土交通省
三陸縦貫道路宮古道路
建設事業

第505集

15
八木沢野来遺跡
１次

宮古市 2,300 6/12～9/11 国土交通省
三陸縦貫道路宮古道路
建設事業

第511集
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№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

18 賽の神Ⅱ遺跡 宮古市 4,300 9/14～11/21 国土交通省
三陸縦貫道路宮古道路
建設事業

第511集

19 大平野Ⅱ遺跡 奥州市 36,500 6/1～11/7 国土交通省 胆沢ダム建設事業 第576集

20 山舘遺跡 二戸市 452 6/1～7/14 農林水産省 国営馬渕川沿岸農業水利事業 第505集

21 山の神遺跡 奥州市 39,169 4/7～6/12 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第512集

22 宮沢原下遺跡２次 奥州市 36,855 5/24～8/24 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第512集

23 岩洞堤遺跡 奥州市 8,509 8/24～11/15 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第531集

24 雲南遺跡 奥州市 3,200 9/19～11/6 岩手県
交流ネットワーク道路
整備事業

第505集

25 板子屋敷３遺跡 軽米町 5,200 8/21～11/8 岩手県
広域農道整備事業
軽米九戸第2期地区

第537集

26 境遺跡 北上市 1,035 9/19～12/4 岩手県
緊急地方道路整備事業
下門岡地区

第539集

27 野田Ⅰ遺跡 北上市 955 10/16～12/12 岩手県
地方道路整備事業
才の羽々地区

第506集

28 袰帯遺跡 宮古市 8,698 5/1～11/10 岩手県
道路改築事業一般国道340号
宮古和井内

第522集

29 吉田館遺跡 二戸市 3,345 5/16～10/6 岩手県
緊急地方道路整備事業
二戸五日市線浄法寺工区

第520集

30 桂平Ⅰ遺跡 二戸市 2,539 8/17～11/28 岩手県
緊急地方道路整備事業
二戸五日市線浄法寺工区

第538集

31 川口Ⅰ遺跡２次 二戸市 2,133 7/1～9/15 岩手県
緊急地方道路整備一般県道
上斗米金田一線豊年橋工区

第521集

32 戸仲遺跡１次 盛岡市 654 7/18～11/2 岩手県 特定安全施設整備事業 第519集

33 宇曽沢遺跡２次 盛岡市 96 9/1～-9/26 岩手県 特定安全施設整備事業 第519集

34 大曲遺跡 花巻市 250 4/7～4/28 岩手県
経営体育成基盤整備事業
戸塚地区

第505集

35 中村遺跡２次 花巻市 3,600 4/7～5/19 岩手県
経営体育成基盤整備事業
八重畑地区

第505集

36 高日向遺跡 奥州市 1,129 4/7～4/28 岩手県
経営体育成基盤整備事業
徳岡東部地区

第505集

37 駒板遺跡 花巻市 5,285 7/18～9/19 岩手県
経営体育成基盤整備事業
更木新田地区

第517集

38 穂貫田遺跡 花巻市 6,200 4/7～7/14 岩手県
経営体育成基盤整備事業
更木新田地区

第517集

39 山口遺跡 花巻市 491 9/1～9/19 岩手県
経営体育成基盤整備事業
更木新田地区

第517集

40 道上遺跡２次 奥州市 2,460 8/1～9/15 岩手県
経営体育成基盤整備事業
白山地区

第518集

41 細谷地遺跡14次 盛岡市 7,958 4/10～11/27 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第513集

42 細谷地遺跡15次 盛岡市 1,675 10/16～12/12 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第514集

43
飯岡才川遺跡12次

（補）
盛岡市 4,000 9/19～11/24 盛岡市

盛岡南新都市土地区画
整理事業

第515集

44 台太郎遺跡58次 盛岡市 3,945 8/7～11/24 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第516集

45 向中野館遺跡９次 盛岡市 2,052 6/16～8/10 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第516集

46 矢盛遺跡11次 盛岡市 3,891 4/10～6/15 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第516集

47 細谷地遺跡13次 盛岡市 2,530 7/3～11/27
独立行政法人
都市再生機構

盛岡南新都市土地区画
整理事業

第513集

48 矢盛遺跡10次 盛岡市 147 6/5～6/15
独立行政法人
都市再生機構

盛岡南新都市土地区画
整理事業

第516集
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平成 19 年度から平成 28 年度の 10 年間に調査した遺跡位置図

４　平成 19 年度～平成 28 年度の調査
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板子屋敷３

不動舘

笹平・奥州道中

向中野館

川目Ａ

南日詰八坂

中嶋

市の川Ⅰ・Ⅱ

八天北

立花南

石山

堤

川端

八反町

田高Ⅱ

鵜ノ木

瀬原Ⅱ

上野Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

町裏Ⅰ・Ⅱ

高田城

長谷堂貝塚

山脈地

栃洞Ⅲ・Ⅳ

向Ⅱ・Ⅲ

田屋

房の沢Ⅳ

千鶏Ⅳ

津軽石大森

八木沢ラントノ沢Ⅰ･Ⅱ

松山館

山口駒込Ⅰ

越田松長根Ⅰ

袰帯

菅窪長屋構Ⅱ・Ⅲ

力持

北ノ越

外屋敷ⅩⅨ

南鹿糠Ⅰ

1.

7.

13.

19.

25.

31.

37.

43.

49.

55.

61.

67.

73.

79.

85.

91.

97.

103.

109.

115.

121.

127.

133.

139.

145.

151.

157.

163.

169.

175.

181.

187.

193.

199.

205.

211.

217.

223.

駒板３

桂平Ⅰ

松屋敷

台太郎

戸仲

下川原Ⅰ・Ⅱ

羽黒田

成田岩田堂館

湯沢Ⅰ

田代

鵜ノ木南台地

牡丹野

銭倉

水尻

八幡

衣の関道

花立Ⅰ・Ⅱ

鶴ヶ沢

石畑

飯森場

中野

屋形

九重沢Ⅲ

大畑Ⅲ

松磯

沢田Ⅲ

荷竹日影Ⅱ

赤前Ⅲ

八木沢Ⅱ

田鎖車堂前

高根

乙部野Ⅱ

岩井沢

野場Ⅰ

長途

宇部館

下向

北鹿糠

2.

8.

14.

20.

26.

32.

38.

44.

50.

56.

62.

68.

74.

80.

86.

92.

98.

104.

110.

116.

122.

128.

134.

140.

146.

152.

158.

164.

170.

176.

182.

188.

194.

200.

206.

212.

218.

224.

雨滝

芋田沢田Ⅳ・Ⅵ

岩洞湖Ⅰ

野古Ａ

小屋野

小館

落合２区Ⅰ

六日市

中村

滝ノ沢

堰田

国分

要害

四反田Ⅰ・Ⅱ

彼岸田

下嵐江Ⅰ・Ⅱ

無量光院

中村城

中神四日市

花館

世田米城

小白浜

新里愛宕裏

赤浜Ⅱ

田の浜館

間木戸Ⅰ・Ⅱ・Ⅴ

荷竹日向Ⅰ

金浜Ⅰ・Ⅱ・Ⅴ

磯鶏石崎

田鎖

佐原Ⅱ

重津部Ⅰ

小成Ⅱ

姫松Ⅰ・Ⅱ

上代川

芦ヶ沢Ⅰ・Ⅱ

上のマッカ

サンニヤ・Ⅰ・Ⅲ

3.

9.

15.

21.

27.

33.

39.

45.

51.

57.

63.

69.

75.

81.

87.

93.

99.

105.

111.

117.

123.

129.

135.

141.

147.

153.

159.

165.

171.

177.

183.

189.

195.

201.

207.

213.

219.

225.

上町

昼久保Ⅲ

細谷地

二又

盆花

八坂

倉沢３区Ⅰ・Ⅱ

舟渡Ⅰ・Ⅱ

千苅

斉羽場

机地

尼坂

岩洞堤

高殿Ⅱ

小林繁長

坪渕Ⅱ

伽羅之御所

五輪堂

清田境Ⅰ

西和野Ⅰ

高屋敷Ⅱ

不動の滝

上日影

狭田館

クク井

浜川目沢田Ⅰ・Ⅱ

払川Ⅱ・Ⅲ

賽の神Ⅲ

木戸井内Ⅳ

田鎖館

小沢Ⅴ神籠石

乙部

浜岩泉Ⅲ

尾肝要Ⅰ

上泉沢

新町

八森

南川尻

4.

10.

16.

22.

28.

34.

40.

46.

52.

58.

64.

70.

76.

82.

88.

94.

100.

106.

112.

118.

124.

130.

136.

142.

148.

154.

160.

166.

172.

178.

184.

190.

196.

202.

208.

214.

220.

226.

上平Ⅲ

武道Ⅴ

矢盛

飯岡才川

高畑

西部

山口

戸桜

小鳥崎館

境

石田Ⅰ・Ⅱ

作屋敷

古城林

古城方八丁

道上

平根原Ⅰ・Ⅲ

館岡Ⅱ

石崎貝塚

八幡沖

峯岸

落合Ⅱ・Ⅲ

小滝沢

熊の沢Ⅱ

迫田Ⅰ

川半貝塚

豊間根新田Ⅰ

根井沢穴田Ⅳ

八木沢野来

隠里Ⅲ・Ⅷ

千徳城

小沢Ⅵ

青野滝北Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

島越Ⅱ・ⅩⅣ

沼袋Ⅱ・Ⅲ

中平

本波Ⅷ

小田ノ沢

西平内Ⅰ

5.

11.

17.

23.

29.

35.

41.

47.

53.

59.

65.

71.

77.

83.

89.

95.

101.

107.

113.

119.

125.

131.

137.

143.

149.

155.

161.

167.

173.

179.

185.

191.

197.

203.

209.

215.

221.

227.

火行塚

鶴飼

焼野

大宮北

南日詰小路Ⅰ・Ⅱ

下中居Ⅰ・Ⅱ

小川屋敷

野沢Ⅰ・Ⅱ

立花館

宝禄Ⅱ

沢田

漆町

中畑城

安久沢東

合野

大平野Ⅱ

下平

小野・小野Ⅱ

上長部館

宮野貝塚

子飼沢Ⅰ・Ⅱ

平野原Ⅲ

新田Ⅱ

白石

焼山

石峠Ⅱ

沼里

八木沢駒込Ⅰ・Ⅱ

松山大地田沢

青猿Ⅰ

森崎Ⅱ

向新田Ⅲ

菅窪

割沢

伏津館

北野ⅩⅢ

宿戸

北ノ沢Ⅰ

6.

12.

18.

24.

30.

36.

42.

48.

54.

60.

66.

72.

78.

84.

90.

96.

102.

108.

114.

120.

126.

132.

138.

144.

150.

156.

162.

168.

174.

180.

186.

192.

198.

204.

210.

216.

222.

228.

平成 19（2007）年度から平成 28（2016）年度までに発掘調査を実施した遺跡
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平成 19（2007）年度

　平成 19 年度の調査は 58 遺跡 63 件、235,446㎡を８市４町１村で行った。事業主体者別では、国関
連が 25 件 113,462㎡（49.2％）、県関連は 28 件 68,920㎡（29.9％）、市町村が３件 31,834㎡（13.8％）、
公社等が４件 16,307㎡（7.1％）である。国の事業では三陸国道宮古道路関連の遺跡が多かったことと、
東北横断自動車道路釜石秋田線新直轄事業が開始されていることが大きい。岩手県関係も道路整備や
圃場整備関連の事業数が増加している。
  後期旧石器時代は、奥州市岩洞堤遺跡と鵜ノ木遺跡を調査し、岩洞堤遺跡ではナイフ形石器や台形
様石器・彫刻刀形石器など約 650 点が、鵜ノ木遺跡からはナイフ形石器のほか石核や剥片など 1,680
点が出土した。
　縄文時代では、盛岡市川目Ａ遺跡５次補調査で配石遺構と遺物包含層を主体に調査した。隣接地の
６次調査区では早・前期の住居跡５棟と中期の住居跡 10 棟が検出された。宮古市の八木沢Ⅱ遺跡や
八木沢駒込Ⅱ遺跡・木戸井内Ⅳ遺跡からは中期の住居跡がそれぞれ２～４棟検出された。奥州市宝禄
Ⅱ遺跡は後期、宮古市賽の神Ⅲ遺跡は晩期の集落となった。
　弥生時代は、北上市境遺跡で中・後期の住居跡６棟を調査した。また、鵜ノ木遺跡では土製紡錘車
１点が出土した。
　奈良時代は少なく、宮古市木戸井内Ⅳ遺跡で竪穴住居跡 1 棟が検出されただけである。
　平安時代の集落は 15 か所である。花巻市中嶋遺跡や北上市湯沢Ⅰ遺跡は井戸跡を伴っている。宮
古市隠里Ⅲ遺跡は、竪穴住居跡４棟の他に９棟の竪穴状遺構のうち２棟に鍛冶炉を伴う鉄生産関連の
遺跡である。炭窯や排滓場も検出され、灰釉陶器片も出土している。賽の神Ⅲ遺跡からは製鉄炉８基
と炭窯６基・排滓場１箇所が、谷部に集中して検出された。紫波町下川原遺跡では建物跡や土坑９基
の遺構の他に、かわらけ・青磁・刀子など 12 世紀の遺物が遺構内外から出土した。奥州市道上遺跡
からは平安時代の杭列が検出され、その構成材の
一つは田の所有に係わる内容が墨書された「禁制」
木簡が転用されていた。
　中世城館として北上市成田岩田堂館遺跡がある。
和賀氏の本城である二子城の北側に位置する 16 世
紀後半の館跡で、南北 20 ｍ・東西 100m の３方が
土塁と堀に囲われている。掘立柱建物９棟が検出
され、中には規模の大きな総柱の建物もある。
　近世では、普代村割沢鉄山の一部を調査した。
鍛冶炉４基と掘立柱建物跡、排滓場３箇所等が検
出された。     　
埋蔵文化財センター創立 30 周年を記念して第 29
回埋蔵文化財展は ｢岩手を掘る！｣ と題して岩手
県立博物館を会場に７月 14 日から８月 26 日まで
開催された。また、移動展を一戸町御所野博物館
で９月５日～ 30 日、宮古市立図書館で 11 月 10 日
～ 17 日に開催した。また、出前講座として、岩手
県立博物館、御所野縄文博物館、湯田町銀河ホール、 道上遺跡出土の杭に転用された「禁制」木簡
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宮古市立図書館、久慈市立体育館で、センター所長、首席、調査一・二課長が交互に実施した。
　埋蔵文化財公開講座は、平成 20 年１月 19 日に岩手県民会館中ホールを会場に小林達雄氏（國學院
大學）｢日本基層文化としての縄文｣、藤沼邦彦氏（弘前大学）｢亀ヶ岡文化から覗いた縄文社会｣、松
井章氏（奈良文化財研究所）「遺跡土壌に秘められた情報 - 内陸部の縄文集落における試みから―」、
金子昭彦（当センター職員）「岩手、土偶を生んだ環境」と題した講演を行った。その後、中村良幸
氏（花巻市教育委員会）司会による「今、なぜ、縄文か」というフォーラムが行われた。
　埋蔵文化財発掘調査技術講習会は、12 月７日に高瀬克範氏（明治大学）｢弥生時代研究の到達点と
課題―岩手県内における今後の調査を念頭に置いて―｣、と松本建速氏（東海大学）｢蝦夷の考古学｣
をおこなった。また、職員専門研修は、盛岡南消防署員 ｢応急手当と心肺蘇生法｣、西野修氏（矢巾
町教育委員会）｢徳丹城の発掘調査」、紫波警察署署員 ｢交通安全講習｣ を行った。
　紀要ⅩⅩⅦと年報、わらびて 114 ～ 116 号の発刊も行った。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 瀬原Ⅱ遺跡10次 平泉町 554 6/18～6/28 国土交通省
国道４号平泉バイパス
改築工事

第524集

2 細谷地遺跡18次 盛岡市 1,675 7/17～8/24 国土交通省
一般国道46号盛岡西バイパス
建設事業

第524集

3 矢盛遺跡14次 盛岡市 7,147 7/17～10/5 国土交通省
一般国道46号盛岡西バイパス
建設事業

第524集

4 川目Ａ遺跡５次 盛岡市 1,180 4/10～11/29 国土交通省 一般国道106号都南川目道路 第589集

5 川目Ａ遺跡６次 盛岡市 11,472 4/10～11/29 国土交通省 一般国道106号都南川目道路 第525集

6 倉沢３区Ⅰ遺跡 花巻市 2,523 5/8～6/15 国土交通省
東北横断自動車道釜石秋田線
新直轄事業

第526集

7 中嶋遺跡 花巻市 2,900 6/18～9/14 国土交通省
東北横断自動車道釜石秋田線
新直轄事業

第547集

8 倉沢３区Ⅱ遺跡 花巻市 2,212 4/9～5/31 国土交通省
東北横断自動車道釜石秋田線
新直轄事業

第526集

9 小館遺跡 花巻市 1,650 4/9～5/14 国土交通省 直轄河川改修事業石鳥谷地区 第524集

10 鵜ノ木遺跡 奥州市 996 4/9～5/31 国土交通省 一関遊水地衣川本川築堤工事 第527集

11 金浜Ⅰ遺跡 宮古市 290 9/10～9/21 国土交通省
三陸自動車道宮古道路
建設事業

第524集

12 金浜Ⅱ遺跡 宮古市 450 9/25～10/19 国土交通省
三陸自動車道宮古道路
建設事業

第524集

13 可能性あり⑩ 宮古市 900 10/22～11/14 国土交通省
三陸自動車道宮古道路
建設事業

第524集

14 賽の神Ⅲ遺跡 宮古市 8,388 4/12～9/7 国土交通省
三陸自動車道宮古道路
建設事業

第530集

15 八木沢Ⅱ遺跡 宮古市 7,500 4/12～8/10 国土交通省
三陸自動車道宮古道路
建設事業

第528集

16 木戸井内Ⅳ遺跡 宮古市 5,900 4/12～7/31 国土交通省
三陸自動車道宮古道路
建設事業

第529集

17 隠里Ⅲ遺跡 宮古市 9,800 8/1～12/5 国土交通省
三陸自動車道宮古道路
建設事業

第529集

18 八木沢駒込Ⅰ遺跡 宮古市 5,900 8/17～10/31 国土交通省
三陸自動車道宮古道路
建設事業

第574集

19
八木沢ラントノ
沢Ⅰ遺跡

宮古市 700 10/9～10/25 国土交通省
三陸自動車道宮古道路
建設事業

第528集

20 八木沢駒込Ⅱ遺跡 宮古市 1,900 10/30～12/5 国土交通省
三陸自動車道宮古道路
建設事業

第575集

21 大平野Ⅱ遺跡2次 奥州市 29,600 6/25～10/25 国土交通省 胆沢ダム建設事業 第576集

22 坪渕Ⅱ遺跡 奥州市 5,029 5/1～6/22 国土交通省 胆沢ダム建設事業 第554集

23 下嵐江Ⅰ・Ⅱ遺跡 奥州市 100 10/29～11/15 国土交通省 胆沢ダム建設事業 第608集
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24 岩洞堤遺跡 奥州市 4,516 4/10～7/12 農林水産省 国営いさわ南部農地整備事業 第531集

25 上町遺跡 二戸市 180 4/9～5/14 農林水産省
馬渕川沿岸（一期）
農業水利事業

第532集

26 雨滝遺跡 二戸市 4,746 5/15～7/13 岩手県
一搬県道上斗米金田一線豊年
橋工区緊急地方道路整備事業

第524集

27 落合Ⅱ遺跡 住田町 1,066 7/17～8/30 岩手県 津付ダム建設 第524集

28 落合Ⅲ遺跡 住田町 997 8/1～8/30 岩手県 津付ダム建設 第524集

29 戸仲遺跡２次 盛岡市 180 10/15～11/14 岩手県 特定安全施設整備事業 第524集

30 湯沢Ⅰ遺跡 北上市 720 6/1～6/29 岩手県
緊急地方道路整備事業
平沢区地

第524集

31 下平遺跡２次 平泉町 700 10/15～11/12 岩手県
主要地方道一関北上線
地方特定道路整備事業

第524集

32 清田境Ⅰ遺跡 一関市 1,050 6/1～-6/28 岩手県 道路改築（公安）事業 第524集

33 森崎Ⅱ遺跡 宮古市 585 7/17～8/1 岩手県
一般県道有芸田老線末前地区
緊急地方道路整備事業

第524集

34 本波Ⅷ遺跡 久慈市 5,700 8/1～11/29 岩手県
一般県道侍浜夏井線本波地区
緊急地方道路整備事業

第536集

35 板子屋敷3遺跡 軽米町 5,160 9/18～11/30 岩手県
広域農道整備事業軽米九戸
第2期地区

第537集

36 桂平Ｉ遺跡 二戸市 5,270 8/17～11/15 岩手県
主要地方道二戸五日市線
緊急地方道路整備事業

第538集

37 境遺跡 北上市 6,100 4/11～9/27 岩手県
主要地方道北上一関線
下門岡地区道路改良工事

第539集

38 成田岩田堂館遺跡 北上市 4,800 7/1～11/16 岩手県
緊急地方道路整備事業
成田更木地区

第540集

39 宝禄Ⅱ遺跡 奥州市 1,850 10/1～12/14 岩手県
地方特定道路整備事業

（稲瀬工区）
第541集

40 上野Ⅰ遺跡 一関市 3,049 4/11～8/30 岩手県
一般国道342号厳美バイパス
道路改築事業

第542集

41 上野Ⅱ遺跡 一関市 2,081 4/11～8/30 岩手県
一般国道342号厳美バイパス
道路改築事業

第542集

42 上野Ⅲ遺跡 一関市 1,381 4/11～8/30 岩手県
一般国道342号厳美バイパス
道路改築事業

第542集

43 南日詰八坂遺跡 紫波町 1,359 7/2～7/31 岩手県
経営体育成基盤整備事業
南日詰地区

第524集

44 八坂遺跡 花巻市 620 11/1～11/22 岩手県
経営体育成基盤整備事業
中寺林地区

第524集

45 下川原Ⅰ遺跡 紫波町 4,437 7/30～10/31 岩手県
経営体育成基盤整備事業
南日詰地区

第564集

46 市の川Ⅰ遺跡 北上市 290 4/10～4/16 岩手県
経営体育成基盤整備事業
更木新田地区

第543集

47 市の川Ⅱ遺跡 北上市 393 4/17～4/27 岩手県
経営体育成基盤整備事業
更木新田地区

第543集

48 山口遺跡 北上市 1,320 4/10～5/18 岩手県
経営体育成基盤整備事業
更木新田地区

第543集

49 小川屋敷遺跡 北上市 3,473 5/16～7/13 岩手県
経営体育成基盤整備事業
更木新田地区

第543集

50 六日市遺跡 北上市 1,905 4/10～5/11 岩手県
経営体育成基盤整備事業
更木新田地区

第543集

51 八天北遺跡 北上市 1,343 5/1～6/8 岩手県
経営体育成基盤整備事業
更木新田地区

第543集

52 合野遺跡 奥州市 5,324 7/1～10/12 岩手県
経営体育成基盤整備事業
白山地区

第544集

53 小林繁長遺跡 奥州市 352 4/16～7/18 岩手県
経営体育成基盤整備事業
白山地区

第544集

54 道上遺跡３次 奥州市 1,793 4/11～8/30 岩手県
経営体育成基盤整備事業
白山地区

第544集

55 松屋敷遺跡２次 盛岡市 780 9/3～12/5 岩手県 県立松園養護学校整備事業 第545集

56 細谷地遺跡16次 盛岡市 18,343 5/1～11/29 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第535集
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平成 20（2008）年度

　平成 20 年度の調査は、51 遺跡 59 件 202,230㎡に着手した。委託者は国関係が 21 件 84,410㎡（45.4％）、
県関係 27 件 89,363㎡（44.3％）、市町村関連７件 22,163㎡（9.4％）、独立行政法人関連３件 1,947㎡（0.9％）
である。件数では県の方が勝り、面積も拮抗する状況であった。国土交通省関連では三陸縦貫自動車
道宮古道路建設に関わるものが件数も面積も大きかった。一方、６月 14 日に発生した岩手宮城内陸
地震の影響を大きく受けた胆沢ダム建設事業では、調査の中断を余儀なくされたり、設計変更等で着
手できない遺跡も生じた。県関連の事業では、土木関連が９遺跡 24,968㎡に対し、農政関連が 18 遺
跡 68,033㎡である。市町村関連は宮古市の北部環状線整備事業に係るものと、盛岡市の盛岡南新都市
土地区画整理事業に係わるものである。
  後期旧石器時代は、奥州市下嵐江Ⅰ・Ⅱ遺跡・大平野Ⅱ遺跡、北上市斉羽場館跡を調査した。下嵐江Ⅰ・
Ⅱ遺跡では石刃石器群・細石刃石器群の２文化層が確認され、石器集中区８箇所から 750 点の石器が
出土した。大平野Ⅱ遺跡では細石刃核が出土し、斉羽場館遺跡では台形様石器・彫器・掻器が２面の
文化層に包含されていた。
　縄文時代では盛岡市川目Ａ遺跡・戸仲遺跡、花巻市中居Ⅰ・Ⅱ遺跡、奥州市小林繁長遺跡・大平野
Ⅱ遺跡、住田町子飼沢Ⅱ遺跡、二戸市雨滝遺跡・上平Ⅲ遺跡・火行塚遺跡、軽米町駒板３遺跡、遠野
市向Ⅱ遺跡、宮古市八木沢野来遺跡・八木沢Ⅱ遺跡などを調査した。戸仲遺跡では中期の複式炉を伴
う住居跡、駒板３遺跡では後期
の集落、大平野Ⅱ遺跡では壁際
に石が並べられた竪穴住居など
中期から後期の集落が検出され
ている。継続三年目の調査とな
る川目Ａ遺跡では配石遺構の広
がる範囲が確認された。遺物包
含層からは後期を主体とする土
器 270 箱など多量の遺物が出土
し、男性器を有する土偶をはじ
めとする 300 点を越す土偶や石
棒 100 点以上など注目すべき遺
物も多い。
　弥生時代では、北上市境遺跡から竪穴住居跡が検出されたほか、花巻市羽黒田遺跡、火行塚遺跡、
宮古市金浜遺跡からも遺物が出土している。

川目Ａ遺跡から出土した縄文時代後期中葉の土偶

57 矢盛遺跡12次 盛岡市 18,343 5/1～11/29 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第534集

58
北部環状線
G・H・I地点

宮古市 162 11/13～11/21 宮古市
宮古市北部環状線
道路改良事業

第524集

59 鶴ヶ沢遺跡 一関市 6,534 9/3～10/12 土地開発公社
一関研究開発工業団地
整備事業

第524集

60 割沢遺跡 普代村 3,170 5/16～8/10
独立行政法人
緑資源機構

農用地総合整備事業下閉伊
北部地域農業用道路普代工区

第533集

61 細谷地遺跡17次 盛岡市 5,568 4/11～11/29
独立行政法人
都市再生機構

盛岡南新都市土地区画
整理事業

第535集

62 矢盛遺跡13次 盛岡市 1,040 7/2～11/1
独立行政法人
都市再生機構

盛岡南新都市土地区画
整理事業

第534集

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書
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　古墳時代では、久慈市新町遺跡から５世紀代とみられる土師器を伴う竪穴住居跡が検出された。 
　奈良時代は、宮古市松山大地田沢遺跡で７棟の竪穴住居からなる集落が検出され、イネ・オオムギ・
コムギ等の炭化種子や鉄製品が出土している。他にも金浜Ⅱ遺跡や花巻市中嶋遺跡からも各１棟の竪
穴住居跡が検出されている。
　平安時代は約 20 遺跡で調査され、羽黒田遺跡・中嶋遺跡、盛岡市向中野館遺跡、紫波町下川原Ⅰ・
Ⅱ遺跡などで 10 棟以上の竪穴住居跡が検出されている。一関市中村城跡では水田が２地区で２面調
査されている。
　中世は、下川原遺跡で 12 世紀の土坑や溝とともに 12 世紀のかわらけが出土している。遺跡北西に
は藤原氏と関連のある比爪館跡
があり、注目されている。向中
野館遺跡では 1 辺 50 ｍ程の土
塁とその外側に回る堀が確認さ
れた。中村城跡からは、堀や橋
脚が検出され、多量の木製品も
出土した。
　近世は、「下嵐江番所跡」推
定地であった下嵐江Ⅰ・Ⅱ遺跡
で多くの建物跡が見つかり、そ
の 400 ｍ西に位置する坪渕Ⅱ遺
跡では、同時代の墓地が確認さ
れた。また、生産遺構として子
飼沢Ⅱ遺跡からは、多量の鉄滓
が出土している。
　第 30 回埋蔵文化財展は、イオンモール盛岡を会場として平成 21 年２月 24 日～３月１日に ｢岩手
の宝を見てみよう｣ と題して行った。第 31 回埋蔵文化財公開講座は、平成 21 年 1 月 24 日に岩手県
民会館を会場とし、平川南氏（国立歴史民俗博物館）に ｢出土文字が解き明かす古代東北｣ の講演を
いただいた。第 29 回埋蔵文化財発掘技術講習会は 12 月５日に、千葉直樹氏（宮城県教育庁）と安達
尊伸氏（田野畑村教育委員会）に講師を依頼し ｢発掘調査・整理・報告書作成のデジタル化とその問
題」というテーマで行った。
　職員専門研修は、盛岡南消防署員「応急手当と心肺蘇生法」、宮本宣典氏（建設労働災害防止協会
岩手県支部）「発掘調査現場における安全対策と災害時の対応」、佐藤祐輔氏（仙台市富沢遺跡保存館）
｢縄文晩期から弥生前期の土器変遷｣ を行った。そのほかに、二戸市教育委員会と共催で、二戸市埋
蔵文化財センターを会場として「二戸地方の文化遺産と世界文化遺産」を全４回行った。
　紀要ⅩⅩⅧと年報、わらびて 117 ～ 119 号の刊行も行った。  

下川原Ⅰ・Ⅱ遺跡　柱穴で出土した 12 世紀の土器

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 昼久保Ⅲ遺跡 盛岡市 1,040 7/1～8/1 国土交通省
一般国道４号渋民バイパス
建設

第546集

2 矢盛遺跡20次 盛岡市 1,404 4/11～4/25 国土交通省
一般国道46号盛岡西バイパス
建設事業

第546集

3 焼野遺跡 盛岡市 1,161 4/15～5/15 国土交通省
一般国道46号盛岡西バイパス
建設事業

第546集
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4 川目Ａ遺跡５次 盛岡市 1,764 4/11～11/7 国土交通省 一般国道106号都南川目道路 第589集

5 羽黒田遺跡 花巻市 8,062 7/8～12/5 国土交通省
東北自動車道釜石秋田線
新直轄事業

第548集

6 中嶋遺跡 花巻市 2,702 8/1～10/17 国土交通省
東北自動車道釜石秋田線
新直轄事業

第547集

7 向Ⅱ遺跡 遠野市 8,000 4/14～7/31 国土交通省
東北自動車道釜石秋田線
新直轄事業

第549集

8 衣の関道遺跡２次 奥州市 7,600 4/11～7/22 国土交通省
一関遊水地事業衣川本川
築堤工事

第550集

9 金浜Ⅰ遺跡 宮古市 3,800 4/8～5/31 国土交通省
三陸縦貫自動車道宮古道路
建設事業

第553集

10 金浜Ⅱ遺跡 宮古市 5,500 6/2～8/28 国土交通省
三陸縦貫自動車道宮古道路
建設事業

第553集

11 八木沢野来遺跡 宮古市 130 10/29～11/26 国土交通省
三陸縦貫自動車道宮古道路
建設事業

第573集

12 八木沢駒込Ⅰ遺跡 宮古市 1,600 9/16～10/29 国土交通省
三陸縦貫自動車道宮古道路
建設事業

第574集

13
八木沢駒込Ⅱ遺
跡２次

宮古市 2,800 11/4～11/27 国土交通省
三陸縦貫自動車道宮古道路
建設事業

第575集

14 八木沢Ⅱ遺跡２次 宮古市 7,000 4/8～7/15 国土交通省
三陸縦貫自動車道宮古道路
建設事業

第551集

15
八木沢ラントノ
沢Ⅱ遺跡

宮古市 5,023
7/16～8/22
8/25～10/30

国土交通省
三陸縦貫自動車道宮古道路
建設事業

第551集

16 隠里Ⅷ遺跡 宮古市 9,000 4/15～8/31 国土交通省
三陸縦貫自動車道宮古道路
建設事業

第552集

17 下嵐江Ⅰ遺跡 奥州市 3,574 4/11～11/14 国土交通省 胆沢ダム建設事業 第608集

18 坪渕Ⅱ遺跡 奥州市 2,000 4/11～5/29 国土交通省 胆沢ダム建設事業 第554集

19 大平野Ⅱ遺跡 奥州市 11,750 6/2～11/14 国土交通省 胆沢ダム建設事業 第576集

20 上平Ⅲ遺跡 二戸市 250 4/9～4/30 農林水産省 国営馬渕川沿岸農業水利事業 第546集

21 火行塚遺跡 二戸市 250 6/5～6/30 農林水産省 国営馬渕川沿岸農業水利事業 第546集

22 上野Ⅰ遺跡 一関市 690 7/1～8/31 岩手県
一般国道342号厳美バイパス
道路改築事業

第546集

23 上野Ⅱ遺跡 一関市 334 7/1～8/31 岩手県
一般国道342号厳美バイパス
道路改築事業

第546集

24 戸仲遺跡３次 盛岡市 1,500 4/11～6/17 岩手県
一般国道106号梁川道路起点部
改良工事

第559集

25 中村城跡 一関市 5,893 5/1～11/6 岩手県
一般国道342号花泉バイパス
道路改築事業

第560集

26 子飼沢Ⅱ遺跡 住田町 8,255 8/19～11/27 岩手県 津付ダム建設事業 第583集

27 松山大地田沢遺跡 宮古市 1,790 7/1～9/12 岩手県
道路改良事業一般国道106号
宮古西道路松山地区

第558集

28 舟渡Ⅰ遺跡 北上市 453
6/2・
8/1～8/12

岩手県
緊急地方道路整備事業
更木地区

第567集

29 境遺跡 北上市 1,050 8/1～11/14 岩手県
緊急地方道路整備事業
下門岡地区

第568集

30 斉羽場館跡 北上市 1,290 9/1～11/21 岩手県
緊急地方道路整備事業
下門岡地区

第561集

31 新町遺跡 久慈市 4,524 4/10～6/5 岩手県 経営体育成基盤整備事業 第546集

32 下川原Ⅰ遺跡 紫波町 6,693 4/10～11/21 岩手県
経営体育成基盤整備事業
南日詰地区

第564集

33 下川原Ⅱ遺跡 紫波町 11,354 4/10～11/21 岩手県
経営体育成基盤整備事業
南日詰地区

第564集

34 作屋敷遺跡 奥州市 2,044 6/9-8/12 岩手県
経営体育成基盤整備事業
都鳥地区

第569集

35 牡丹野遺跡 奥州市 2,698 4/10～6/12 岩手県
経営体育成基盤整備事業
都鳥地区

第569集

36 尼坂遺跡 奥州市 322 5/1～5/15 岩手県
経営体育成基盤整備事業
都鳥地区

第569集

37 合野遺跡 奥州市 4,275 4/10～6/30 岩手県
経営体育成基盤整備事業
白山地区

第570集
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平成 21（2009）年度

　平成 21 年度は 41 遺跡 46 件 137,615㎡の遺跡調査に着手した。委託者別の内訳は、国関連が 16 件
50,066㎡（39.4％）、県関連 19 件 57,521㎡（40.1％）、市町村関連７件 27,943㎡（19％）、独立行政法人
4 件 2,320㎡（1.5％）である。県事業が件数・面積とも国の事業を上回っているが、農政関連では確
認調査が多かった。三陸縦貫道宮古道路関連の調査は最終年度となったほか、胆沢ダム建設関連や盛
岡南新都市土地区画整理事業に係る調査も終了に近づいた。
　後期旧石跡時代は前年度からの継続になる奥州市下嵐江Ⅰ・Ⅱ遺跡と水尻遺跡から石器集中区４箇
所が確認され、彫刻刀形石器やスクレイパーなどの 305 点の遺物が出土している。
　縄文時代では盛岡市川目Ａ遺跡・芋田沢田Ⅳ遺跡・小屋野遺跡、北上市滝ノ沢遺跡、遠野市新田Ⅱ
遺跡、奥州市鵜ノ木南台地遺跡、宮古市八木沢野来遺跡などを調査した。川目Ａ遺跡は４年目の調査
となり、今年まで 55 基の配石遺構や 16 基の埋設土器などが検出され、縄文後期を主体とした祭祀遺
跡であると考えられる。これまでに出土した遺物は土器 732 箱（10 トン強）、石器 444 箱、土偶約 700 点、
各種土製品・石製品 3,000 点などとなった。芋田沢田Ⅳ遺跡では中期末～後期初頭と早期の住居跡 32

38 小林繁長遺跡 奥州市 3,997 7/1～11/7 岩手県
経営体育成基盤整備事業
白山地区

第570集

39 下中居Ⅰ遺跡 花巻市 3,490 7/1～11/17 岩手県
中山間地域総合整備事業
中居地区

第565集

40 下中居Ⅱ遺跡 花巻市 7,150 7/1～11/17 岩手県
中山間地域総合整備事業
中居地区

第565集

41 舟渡Ⅰ遺跡 北上市 7,075 4/9～7/4 岩手県
経営体育成基盤整備事業
更木新田地区

第567集

42 戸桜遺跡 北上市 2,295 6/16～7/31 岩手県
経営体育成基盤整備事業
更木新田地区

第567集

43 野沢Ⅰ遺跡 北上市 656 9/1～10/16 岩手県
経営体育成基盤整備事業
更木新田地区

第567集

44 野沢Ⅱ遺跡 北上市 11,313 4/9～10/16 岩手県
経営体育成基盤整備事業
更木新田地区

第567集

45 境遺跡 北上市 300 8/1～11/14 岩手県
経営体育成基盤整備事業
下門岡地区

第568集

46 田代遺跡 北上市 4,452 4/8～7/18 岩手県
経営体育成基盤整備事業
江釣子第２地区

第566集

47 雨滝遺跡 二戸市 398 7/1～9/30 岩手県
畑地総合整備事業

（舌崎地区）
第562集

48 駒板３遺跡 軽米町 1,587 9/1～11/18 岩手県
中山間地域総合整備事業
大清水地区

第563集

49 小沢Ⅴ神籠石遺跡 宮古市 4,075 9/1～11/7 宮古市 宮古市北部環状線整備事業 第546集

50 小沢Ⅵ遺跡 宮古市 820 10/1～11/7 宮古市 宮古市北部環状線整備事業 第546集

51 焼野遺跡２次 盛岡市 5,019 9/8～11/6 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第546集

52 飯岡才川遺跡15次 盛岡市 410 11/6-11/14 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業業

第546集

53 向中野館遺跡10次 盛岡市 2,916 5/1～11/10 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業業

第557集

54 細谷地遺跡19次 盛岡市 1,046 7/16～10/7 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業業

第556集

55 矢盛遺跡18次 盛岡市 5,709 5/16～11/6 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業業

第555集

55 矢盛遺跡19次 盛岡市 476 4/16～9/15
独立行政法人
都市再生機構

盛岡南新都市土地区画
整理事業業

第555集

57 向中野館遺跡11次 盛岡市 615 4/11～11/10
独立行政法人
都市再生機構

盛岡南新都市土地区画
整理事業業

第557集

58 細谷地遺跡20次 盛岡市 856 8/1～10/7
独立行政法人
都市再生機構

盛岡南新都市土地区画
整理事業業

第556集

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書
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棟などからなる集落跡や円環
が二重に回り、だるまの形状
をした配石などが検出された。
滝ノ沢遺跡は前期末から中期
初頭の遺物包含層、鵜ノ木南
台地遺跡は後・晩期の遺物包
含層が調査され、それぞれ多
量の土器・石器が出土した。
新田Ⅱ遺跡は前期の大型住居
群が検出され、国史跡である
綾織新田遺跡の北東の一段低
い段丘面から、竪穴住居跡 26
棟・掘立柱建物跡４棟など中
期の集落が検出された。
　弥生時代では、北上市境遺
跡・舟渡Ⅰ・Ⅱ遺跡・野沢Ⅱ遺跡、宮古市佐原Ⅱ遺跡がある。それぞれ住居跡や土坑が検出されている。
　奈良時代は、いずれも盛岡南新都市土地区画事業で継続調査されている向中野館遺跡・台太郎遺跡
から竪穴住居跡等が検出されている。
　平安時代は縄文時代同様多くの遺跡で調査され、紫波町南日詰小路口Ⅰ・Ⅱ遺跡、細谷地遺跡・向
中野館遺跡・飯岡才川遺跡、奥州市古城方八丁遺跡・鵜ノ木南台地遺跡、舟渡Ⅰ・Ⅱ遺跡・野沢Ⅱ遺
跡などがある。それぞれ竪穴住居跡や建物跡が検出されている。宮古市金浜Ⅰ遺跡からは１棟の竪穴
住居跡から多数の支脚や製塩土器が出土している。
　中世は樋爪氏に関連する居館と推定される紫波町南日詰小路口Ⅰ・Ⅱ遺跡が注目され、掘立柱建物
跡３棟や井戸跡が検出され、井戸跡から 12 世紀の遺物が出土している。そのほか、台太郎遺跡から
は竪穴建物３棟、掘立柱建物跡 72 棟などが検出され、向中野館遺跡では昨年の調査から継続する堀
の一部が確認された。
　近世は、下嵐江Ⅰ・Ⅱ遺跡で ｢下嵐江の番所跡｣ とみられる建物跡数棟が確認された。矢盛遺跡で
は建物 21 棟や井戸５基、墓壙 24 基などが検出された。住田町小飼沢Ⅰ・Ⅱ遺跡では、たたら製鉄炉
や大鍛冶炉、３基の煙出しをもつ木炭窯等が調査された。花巻市落合２区Ⅰ遺跡では花巻城の石切場
を確認した。
　第 31 回埋蔵文化財公開講座は、平成 22 年２月 13 日に岩手県民会館中ホールを会場に大村幸弘氏（中
近東文化センター附属アナトリア考古学研究所）の「鉄器を最初に作ったのはだれか - カマン・カレ
ホユック遺跡（トルコ共和国）発掘調査を通して」というテーマでの講演であった。引き続き、遺跡
報告会も開催された。埋蔵文化財発掘調査技術講習会は、12 月４日に福士昭夫氏（カメラマン）｢デ
ジタル写真の撮影方法と印刷工程｣ と佐藤隆氏（岩手県印刷工業組合）｢デジタル印刷工程と入稿時
の注意点について｣ であった。
　小学生を対象にした体験教室｢考古学者になろう｣が、7 月 29・30 日に当センターを会場に行われた。
委託事業の「わらびて」の発刊は予算削減で年２回の発行になり 120・121 号と紀要ⅩⅩⅨ、年報の
発刊を行った。        

芋田沢田Ⅳ遺跡　複式炉をもつ竪穴住居 ( 縄文時代中期末葉）
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№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 武道Ⅴ遺跡 盛岡市 3,741 4/9～5/15 国土交通省
一般国道４号渋民バイパス
建設事業

第571集

2 芋田沢田Ⅳ遺跡 盛岡市 1,250 4/9～12/4 国土交通省 一般国道４号渋民バイパス 第604集

3 滝ノ沢遺跡 北上市 1,252 4/9～8/26 国土交通省 一般国道４号北上拡幅 第590集

4 川目Ａ遺跡５次 盛岡市 3,212 4/10～10/15 国土交通省 一般国道106号都南川目道路 第589集

5 落合２区Ⅰ遺跡 花巻市 1,515 9/1～9/17 国土交通省
東北横断自動車道釜石秋田線
新直轄事業

第571集

6 向Ⅲ遺跡 遠野市 8,750
7/13～8/31、
9/18～10/31

国土交通省
東北横断自動車道釜石秋田線
新直轄事業

第591集

7 新田Ⅱ遺跡 遠野市 2,800 4/10～8/31 国土交通省
東北横断自動車道釜石秋田線
新直轄事業

第572集

8 立花館遺跡 北上市 1,250 9/1～9/30 国土交通省
北上川中流部治水対策事業
（立花地区）

第571集

9 下嵐江Ⅰ遺跡 奥州市 3,000 4/10～10/30 国土交通省 胆沢ダム建設事業 第608集

10 下嵐江Ⅱ遺跡 奥州市 2,690 4/10～10/30 国土交通省 胆沢ダム建設事業 第608集

11 大平野Ⅱ遺跡 奥州市 600 6/1～6/30 国土交通省 胆沢ダム建設事業 第576集

12 平根原Ⅰ遺跡 奥州市 12,000 9/1～9/30 国土交通省 胆沢ダム建設事業 第571集

13 金浜Ⅰ遺跡 宮古市 101 4/14～5/1 国土交通省
三陸自動車道宮古道路
建設事業

第553集

14
八木沢野来遺跡
３次

宮古市 1,770 4/8～6/30 国土交通省
三陸自動車道宮古道路
建設事業

第573集

15 八木沢駒込Ⅰ遺跡 宮古市 2,300
4/8～6/30、
8/3～8/12

国土交通省
三陸自動車道宮古道路
建設事業

第574集

16 八木沢駒込Ⅱ遺跡 宮古市 3,600 5/25～7/3 国土交通省
三陸自動車道宮古道路
建設事業

第575集

17 大宮北遺跡15次 盛岡市 2,000 6/1～6/30 岩手県
主要地方道盛岡和賀線
飯岡地区道路整備事業

第571集

18 高屋敷Ⅱ遺跡 住田町 1,190 7/1～8/24 岩手県
一般国道397号線高屋敷地区
改良事業

第571集

19 小屋野遺跡 盛岡市 2,780 8/3～11/13 岩手県 梁川ダム建設事業 第596集

20 鵜ノ木南台地遺跡 奥州市 1,736 8/3～10/30 岩手県 緊急地方道路整備事業 第581集

21 境遺跡 北上市 1,240 4/8～7/14 岩手県
緊急地方道路整備事業
下門岡工区

第568集

22 五輪堂遺跡 一関市 4,680 7/1～10/9 岩手県
一般国道342号花泉バイパス
建設事業

第582集

23 子飼沢Ⅰ遺跡 住田町 7,500 6/1～9/30 岩手県 津付ダム建設事業 第583集

24 子飼沢Ⅱ遺跡 住田町 2,200 4/9～8/31 岩手県 津付ダム建設事業 第583集

25 八幡遺跡 奥州市 800 5/1～5/29 岩手県
経営体育成基盤整備事業
白山地区

第571集

26
南日詰小路口Ⅰ
遺跡

紫波町 5,825 4/8～11/17 岩手県 経営体育成基盤整備事業 第584集

27
南日詰小路口Ⅱ
遺跡

紫波町 6,461 4/8～11/17 岩手県
経営体育成基盤整備事業
南日詰地区

第584集

28 水尻遺跡 奥州市 1,496 10/1～11/27 岩手県
経営体育成基盤整備事業
古城２期地区

第587集

29 古城方八丁遺跡 奥州市 1,285 10/1～11/27 岩手県
経営体育成基盤整備事業
古城２期地区

第587集

30 四反田Ⅰ遺跡 奥州市 471 10/1～11/16 岩手県
経営体育成基盤整備事業
古城２期地区

第587集

31 四反田Ⅱ遺跡 奥州市 60 10/1～11/16 岩手県
経営体育成基盤整備事業
古城２期地区

第587集

32 西部遺跡 花巻市 1,450 9/1～11/19 岩手県
経営体育成基盤整備事業
中居地区

第585集
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平成 22（2010）年度

　平成 22 年度の発掘調査は 30 遺跡 31 件 98,467㎡に着手した。関係市町村は６市２町２村である。
事業主体別にみると国関連が 10 件 34,037㎡（32.5％）、県関連 25 件 33,392㎡（33.8％）、市町村６件
32,548㎡（33.7％）となる。国関連の大型プロジェクトが終了したことによる事業量の大幅な減となっ
た。県関連は農業基盤整備事業に係る試掘確認調査も含まれるが、小規模な遺跡が多い。
　後期旧石器時代では、奥州市中畑城跡から石刃や剥片など 10 点ほどの遺物が出土した。 
　縄文時代では住田町山脈地遺跡・盛岡市芋田沢田Ⅳ遺跡・小屋野遺跡、奥州市大平野Ⅱ遺跡・田高
Ⅱ遺跡、遠野市向Ⅲ遺跡、一
関市石崎貝塚などを調査した。
山脈地遺跡は晩期の竪穴住居
跡１棟、前期の大型住居２棟
と早期の貝殻文土器など大コ
ンテナ 80 箱あまりの遺物が出
土している。芋田沢田Ⅳ遺跡
は昨年に続き配石遺構の下位
などを調査した。中期末～後
期初頭の住居跡の他に早期か
ら前期初頭の竪穴住居が 30 棟
以上からなる集落であること
が判明した。小屋野遺跡は後
期中葉の竪穴住居跡７棟と晩 山脈地遺跡縄文時代前期の大型住居跡

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

33 舟渡Ⅰ遺跡 北上市 7,650 5/11～11/13 岩手県
経営体育成基盤整備事業
更木新田地区

第586集

34 舟渡Ⅱ遺跡 北上市 4,197 5/11～11/13 岩手県
経営体育成基盤整備事業
更木新田地区

第586集

35 野沢Ⅱ遺跡 北上市 4,500 4/10～8/5 岩手県
経営体育成基盤整備事業
更木新田地区

第586集

36 佐原Ⅱ遺跡 宮古市 1,300 7/6～10/9 宮古市 北部環状線道路改良事業 第619集

37 矢盛遺跡25次 盛岡市 1,234 9/15～9/17 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第571集

38 細谷地遺跡24次 盛岡市 1,224 5/18～6/19 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第577集

39 向中野館遺跡12次 盛岡市 633 6/16～9/11 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第577集

40 矢盛遺跡23次 盛岡市 5,720
7/1～7/30、
10/16～11/26

盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第578集

41 台太郎遺跡66次 盛岡市 11,911 6/1～11/27 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第579集

42 飯岡才川遺跡16次 盛岡市 5,921 9/1～12/4 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第580集

43 矢盛遺跡26次 盛岡市 334 9/15～9/17
独立行政法人
都市再生機構

盛岡南新都市土地区画
整理事業

第571集

44 細谷地遺跡25次 盛岡市 946 6/15～9/11
独立行政法人
都市再生機構

盛岡南新都市土地区画
整理事業

第577集

45 向中野館遺跡13次 盛岡市 615 6/16～9/11
独立行政法人
都市再生機構

盛岡南新都市土地区画
整理事業

第577集

46 矢盛遺跡24次 盛岡市 425
7/1～7/30,
10/16～11/26

独立行政法人
都市再生機構

盛岡南新都市土地区画
整理事業

第578集
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期の竪穴住居跡１棟、土坑 45 基等が検出され、簗川流域の縄文集落の資料が追加された。大平野Ⅱ
遺跡は中期の竪穴住居跡１棟と土坑 15 基などが検出された。田高Ⅱ遺跡では竪穴住居跡１棟と落し
穴状遺構・遺物包含層などが検出され、前期を主とする土器が大コンテナで 16 箱出土した。向Ⅲ遺
跡は落し穴状遺構 17 基が、石崎貝塚からは土坑と遺物包含層が検出されている。
　弥生時代では、宮古市佐原Ⅱ遺跡から焼土と土器片が出土している。
　奈良時代は、盛岡市細谷地遺跡から竪穴住居跡１棟、野古Ａ遺跡から竪穴住居跡 18 棟が検出され
ている。
　平安時代は、盛岡市細谷地遺跡・野古Ａ遺跡・飯岡才川遺跡、奥州市堤遺跡・机地遺跡、遠野市向
Ⅲ遺跡、矢巾町高畑遺跡などがある。堤遺跡からは竪穴住居跡２棟、竪穴状遺構１棟などが検出され、
机地遺跡では竪穴住居跡５棟、竪穴状遺構１棟が検出され、カマド跡や炉内から大量の土器が出土し
ている。細谷地遺跡では竪穴住居跡 14 棟、飯岡才川遺跡では３棟、野古Ａ遺跡でも３棟検出されて
いる。
　中世は、奥州市八反町遺跡・中畑城跡・安久沢東遺跡・田高Ⅱ遺跡などがある。八反町遺跡からは
12 世紀後半の掘立柱建物５棟や井戸２基・道路跡などが検出された。道路跡は幅４ｍほどで両側に
側溝を持ち東西方向に延び、西側は奥大道、東側は北上川に通じているようである。建物は二面庇の
ものと四面庇のものがあり、軸線は道路方向に一致している。遺物は中世陶磁器・かわらけ・下駄等
の木製品などである。田高遺跡と安久沢東遺跡からは同時代の堀跡や溝跡・掘立柱建物跡が多く検出
され、奥州藤原氏時代の庶民の生活の場所が明らかになってきたようである。中畑城跡は、安永風土
記に柏山館と記載される中世城館で、内堀の他に複数の外堀が検出されている。土橋の存在も確認さ
れ、漆器等の木製品も出土している。
　近世以降は盛岡市矢盛遺跡で建物跡３棟や近世陶磁器、奥州市国分遺跡から中世末以降近世にかけ
ての建物５棟・溝 20 条・井戸６基・土坑 13 基などが検出された。建物跡は二面庇の建物と付属する
小屋のようで、陶磁器や木製品・鉄製品の他に炭化種実や昆虫の羽なども出土している。
　第 32 回埋蔵文化財展は 11 月 19 日～ 23 日に住田町農林会館多目的ホールを会場とし、岩手県立博
物館の移動展と合同で ｢いわての宝をみよう―自然・文化、住田の遺跡―」と題して行った。埋蔵文
化財公開講座は平成 23 年２月５日県民会館中ホールを会場に佐藤宏之氏（東京大学）に ｢狩猟文化
の歴史とその意味―先史時代の狩猟と極東の狩猟文化｣ というテーマで講演いただいた。引き続き遺
跡報告会も開催した。埋蔵文化財発掘調査技術講習会は当センター職員による「中世から近世の陶磁
器の見方」というテーマであった。職員専門研修は、岩手県高度救命救急センター職員による「救急
救命・心肺蘇生法ほか」と佐藤由紀男氏（岩手大学）による「東北北部における弥生文化の展開」を
行った。
　紀要ⅩⅩⅩと年報、　わらびて 122・123 の発刊も行った。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 立花南遺跡 北上市 4,900 8/2～11/2 国土交通省
北上川中流域治水対策事業
（立花地区）

第621集

2
芋田沢田Ⅳ遺跡
２次

盛岡市 1,280 5/6～8/31 国土交通省 一般国道４号渋民バイパス 第604集

3 芋田沢田Ⅵ遺跡 盛岡市 553 4/5～5/11 国土交通省 一般国道４号渋民バイパス 第604集

4 熊の沢Ⅱ遺跡 遠野市 641 10/5～10/15 国土交通省
東北横断自動車道釜石秋田線
新直轄事業

第588集

5 上日影遺跡 遠野市 1,450 9/17～10/15 国土交通省
東北横断自動車道釜石秋田線
新直轄事業

第588集

6 向Ⅲ遺跡 遠野市 7,213 4/8～7/2 国土交通省
東北横断自動車道釜石秋田線
新直轄事業

第591集
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平成 23（2011）年度

　平成 23 年度の発掘調査事業は 28 遺跡 29 件 101,563㎡に着手した。委託者は国土交通省と岩手県、
盛岡市、宮古市で、調査地は８市に及んだ。前年度の３月 11 日に発生した東日本大震災の影響で、
調査着手が予定通り行えず、その影響がそのまま後ろにずれ込み 11 月末から 12 月まで調査をせざ
るを得なかった遺跡も多い。委託者ごとの比率では、国関連が９件 42,155㎡（39.8％）、県関連 18 件
46,982㎡（49.4％）、市町村関連４件 12,426㎡（10.8％）となり、県関連、中でも農政関連が多くを占
めた。国道４号渋民バイパス関連や胆沢ダム関連の調査、盛岡南新都市土地区画整理事業も終盤を迎
えた。次年度から始まる震災復興に向けた準備を進めながらの調査となった。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

7 尾肝要Ⅰ遺跡 田野畑村 5,300 4/8～7/15 国土交通省 三陸縦貫道路尾肝要道路 第592集

8 姫松Ⅰ遺跡 田野畑村 3,000 4/8～7/15 国土交通省 三陸縦貫道路尾肝要道路 第592集

9 姫松Ⅱ遺跡 田野畑村 2,400 4/8～7/15 国土交通省 三陸縦貫道路尾肝要道路 第592集

10 大平野Ⅱ遺跡 奥州市 7,300 4/12～9/30 国土交通省 胆沢ダム建設事業 第593集

11 小屋野遺跡2次 盛岡市 6,030 7/20～11/17 岩手県 梁川ダム建設事業 第596集

12 山脈地遺跡 住田町 2,827 7/1～11/15 岩手県
一般県道釜石住田線
金ノ倉地区道路改良事業

第598集

13 高殿Ⅱ遺跡 奥州市 677 5/6～6/1 岩手県
経営体育成基盤整備事業
古城２期地区

第588集

14 高畑遺跡 矢巾町 2,980 5/6～7/2 岩手県
経営体育成基盤整備事業
下矢次地区

第597集

15 石崎貝塚 一関市 1,620 7/5～9/21 岩手県
基幹農業整備事業
夏川第３期地区

第599集

16 石崎貝塚 一関市 293 9/1～9/21 岩手県
基幹農業整備事業
夏川第３期地区

第599集

17 国分遺跡 奥州市 1,814 6/18～8/31 岩手県
経営体育成基盤整備事業
都鳥２期地区

第600集

18 川端遺跡 奥州市 300 6/14～6/24 岩手県
経営体育成基盤整備事業
都鳥２期地区

第600集

19 堤遺跡 奥州市 340 6/1～6/24 岩手県
経営体育成基盤整備事業
都鳥２期地区

第600集

20 八反町遺跡 奥州市 3,545 9/1～12/2 岩手県
経営体育成基盤整備事業
都鳥２期地区

第610集

21 中畑城遺跡 奥州市 1,054 10/22～12/10 岩手県
経営体育成基盤整備事業
都鳥２期地区

第610集

22 堰田遺跡 奥州市 2,123 10/1～12/2 岩手県
経営体育成基盤整備事業
南下幅北部地区

第601集

23 机地遺跡 奥州市 2,419 10/1～12/2 岩手県
経営体育成基盤整備事業
南下幅北部地区

第601集

24 安久沢東遺跡 奥州市 4,380 10/15～12/7 岩手県
経営体育成基盤整備事業
白山地区

第611集

25 田高Ⅱ遺跡 奥州市 1,480 11/8～12/17 岩手県
経営体育成基盤整備事業
白山地区

第613集

26 野古Ａ遺跡30次 盛岡市 9,005 4/9～8/9 盛岡市 盛岡南新土地区画整理事業 第594集

27 飯岡才川遺跡17次 盛岡市 4,000 10/4～10/28 盛岡市 盛岡南新土地区画整理事業 第618集

28 細谷地遺跡26次 盛岡市 6,633 4/9～8/11 盛岡市 盛岡南新土地区画整理事業 第595集

29 矢盛遺跡27次 盛岡市 9,845 8/10～11/10 盛岡市 盛岡南新土地区画整理事業 第594集

30 中平遺跡 野田村 2,736 9/1～10/29 野田村 村道拡幅工事 第602集

31 佐原Ⅱ遺跡 宮古市 329 11/15～11/25 宮古市 北部環状線道路改良事業 第619集
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　後期旧石器時代では、奥州市中畑城跡から剥片３点が出土した。縄文時代では、盛岡市芋田沢田Ⅳ
遺跡・鶴飼遺跡、奥州市大平野Ⅱ遺跡・田高Ⅱ遺跡、遠野市大畑Ⅲ遺跡・新田Ⅱ遺跡、北上市千苅遺
跡などを調査した。三年目を迎えた芋田沢田Ⅳ遺跡は、早期の大集落を調査した。鶴飼遺跡では後期
の住居跡４棟と落し穴群が検出された。大平野Ⅱ遺跡は中期・後期の竪穴住居跡７棟と土坑 135 基な
どが検出され、小さな沢にそった集落が形成されていたことが明らかになった。大畑Ⅲ遺跡は竪穴住
居跡 19 棟、土坑 25 基などが検出され、中期後葉～末の集落が確認された。新田Ⅱ遺跡は後期～晩期
の大規模な遺物包含層が検出され、トチ・クルミなどの堅果類も出土している。千苅遺跡は北上川西
岸沿いに形成された自然堤防上にあり、中期と晩期の住居跡５棟と土坑 31 基、多数の柱穴状土坑が
検出されている。
　弥生時代では、宮古市佐原Ⅱ遺跡から竪穴住居跡２棟が重複して検出されている。
　古墳時代では、奥州市石田Ⅰ・Ⅱ遺跡と沢田遺跡から集落跡と、墓域が検出されている。石田Ⅰ・
Ⅱ遺跡は竪穴住居跡が十数棟検出され、黒曜石製石器や琥珀玉が出土している。沢田遺跡からは円墳
の周溝や土壙墓が検出されている。
　奈良時代は、奥州市堤遺跡や作屋敷遺跡・石田Ⅰ・Ⅱ遺跡がある。堤遺跡からは竪穴住居跡や土坑
が、作屋敷遺跡は竪穴住居跡３棟、石田Ⅰ・Ⅱ遺跡からは竪穴住居跡に併設される竪穴状遺構と鍛冶
関連遺物が検出されている。
　平安時代は、盛岡市二又遺跡・飯岡才川遺跡、一関市小野遺跡、奥州市田高Ⅱ遺跡・安久沢東遺
跡・彼岸田遺跡・古城林遺跡・八反町遺跡・要害遺跡・作屋敷遺跡等多数ある。二又遺跡では竪穴住
居 12 棟と掘立柱建物跡１棟が検出された。掘立柱建物跡は径１ｍ程の巨大な柱穴から形成されてい
た。古城林遺跡からは竪穴住居跡２棟と建物・円形周溝墓２基が検出されたほか、作屋敷遺跡からは
竪穴住居跡５棟と掘立柱建物跡７棟、工房跡とみられる竪穴状遺構などが検出されている。また、12
世紀の遺物や遺構を伴う遺跡として、古城林
遺跡・彼岸田遺跡・田高Ⅱ遺跡・安久沢東遺
跡等がある。
　中世は、奥州市中畑城跡・彼岸田遺跡・田
高Ⅱ遺跡・安久沢東遺跡・古城林遺跡、二戸
市不動館跡などがある。中畑城跡は安永風土
記に ｢柏山館｣ と記載されている居館で、内
堀１条・外堀４条が巡らされ、外堀は格子状
に区切られた障子堀という極めて珍しい作り
であることが明らかになった。不動館跡は主
郭を中心に調査され、曲輪・帯曲輪・腰曲輪・
土塁・切岸・空堀・犬走りなどが作られており、
曲輪から竪穴建物・住居状遺構・竪穴状遺構
などとともに陶磁器類や石器類・鉄製品が多
く出土した。
　近世以降では、盛岡市矢盛遺跡で掘立柱建
物跡３棟や近世陶磁器が検出され、奥州市古
城林遺跡や彼岸田遺跡・田高Ⅱ遺跡・安久沢
東遺跡・二又遺跡などからも建物跡が検出さ 中畑城跡　格子状に区切られた障子堀
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れている。また、盛岡市笹平遺跡からは奥州道中とみられる道路跡が検出されている。
　第 33 回埋蔵文化財展は、岩手県立博物館と合同で軽米町で開催予定であったが、東日本大震災で
事業見直しとなり中止された。第 34 回埋蔵文化財公開講座も同様に中止となった。遺跡報告会は平
成 24 年２月 18 日に岩手県民会館で開催した。埋蔵文化財発掘調査技術講習会は 12 月９日に、水ノ
江和同（文化庁）・高田和徳（御所野縄文博物館）両氏による「発掘調査の手引き」の内容説明が行
われた。職員研修は、盛岡南消防署員 ｢救急救命講習｣、池田克典（当事業団理事長）「埋蔵文化財に
求めるもの」が行われた。
　紀要 XXX Ⅰ と年報、「わらびて」124・125 の発刊をおこなった。 

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1
笹平遺跡及び
奥州道中

盛岡市 1,470 4/18～5/31 国土交通省 四十四田ダム堰堤改良事業 第603集

2
芋田沢田Ⅳ遺跡
３次

盛岡市 1,100 6/1～9/2 国土交通省 一般国道４号渋民バイパス 第604集

3 鶴飼遺跡 盛岡市 4,874 9/5～10/28 国土交通省 一般国道４号渋民バイパス 第605集

4 中嶋遺跡 花巻市 2,811 10/17～12/2 国土交通省
東北横断自動車道釜石秋田線
新直轄事業

第607集

5 大畑Ⅲ遺跡 遠野市 18,005 4/20～10/3 国土交通省
東北横断自動車道釜石秋田線
新直轄事業

第606集

6 新田Ⅱ遺跡 遠野市 921 10/4～12/7 国土交通省
東北横断自動車道釜石秋田線
新直轄事業

第622集

7 千苅遺跡 北上市 4,274 8/1～12/19 国土交通省 北上川中流域河川改修事業 第652集

8 大平野Ⅱ遺跡 奥州市 8,700 6/13～11/7 国土交通省 胆沢ダム建設事業 第609集

9 二又遺跡 盛岡市 3,460
5/6～8/31、
 9/16～10/14

岩手県
主要地方道盛岡和賀線
道路改良事業

第623集

10 不動館跡 二戸市 4,645 6/16～12/8 岩手県
主要地方道二戸五日市線
緊急地方道路整備事業

第624集

11 彼岸田遺跡 奥州市 3,742
6/6～8/31、
10/11～11/4

岩手県
経営体育成基盤整備事業
白山地区

第612集

12 田高Ⅱ遺跡 奥州市 2,000 4/25～7/28 岩手県
経営体育成基盤整備事業
白山地区

第613集

13 安久沢東遺跡 奥州市 1,260 4/25～6/3 岩手県
経営体育成基盤整備事業
白山地区

第611集

14 銭倉遺跡 奥州市 1,167 4/25-5/31 岩手県
経営体育成基盤整備事業南
下幅北部地区

第614集

15 石田Ⅰ・Ⅱ遺跡 奥州市 3,404 6/14～12/2 岩手県
経営体育成基盤整備事業南
下幅北部地区

第632集

16 要害遺跡 奥州市 1,500 5/12～6/22 岩手県
経営体育成基盤整備事業南
下幅北部地区

第614集

17 沢田遺跡 奥州市 812 11/7～12/2 岩手県
経営体育成基盤整備事業南
下幅北部地区

第626集

18 堤遺跡 奥州市 1,671 4/25～6/13 岩手県
経営体育成基盤整備事業
都鳥３期地区

第615集

19 作屋敷遺跡 奥州市 5,190 4/26～9/2 岩手県
経営体育成基盤整備事業
都鳥３期地区

第616集

20 中畑城跡 奥州市 950 4/25～7/6 岩手県
経営体育成基盤整備事業
古城２期地区

第610集

21 八反町遺跡 奥州市 499 4/25～12/2 岩手県
経営体育成基盤整備事業
古城２期地区

第627集

22 古城林遺跡 奥州市 14,558 4/25～12/2 岩手県
経営体育成基盤整備事業
古城２期地区

第627集

23 小野遺跡 一関市 1,880 4/18～6/10 岩手県
経営体育成基盤整備事業
日形地区

第617集

24 中神四日市遺跡 一関市 140 4/18～4/28 岩手県
経営体育成基盤整備事業
日形地区

第617集

25 小野Ⅱ遺跡 一関市 104 4/18～5/19 岩手県
経営体育成基盤整備事業
日形地区

第617集

26
飯岡才川遺跡
18・19次

盛岡市 9,299 8/1～11/16 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第618集

27
矢盛遺跡
29次

盛岡市 2,797 7/1～7/29 盛岡市
盛岡南新都市土地区画
整理事業

第603集

28 佐原Ⅱ遺跡 宮古市 330 11/1～11/18 宮古市 北部環状線道路改良事業 第619集
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平成 24（2012）年度

　平成 24 年度は、東日本大震災復興関連事業が加わり、20 遺跡 93,797㎡の調査に着手した。事業主
体は国土交通省と岩手県・市町村であり、市町村関連は震災復興に係る宅地造成避難路建設によるも
のである。土地の収用や保安林解除・森林伐採等に不測の時間を要する遺跡が多かったが、一日も早
い復興工事を願い、年末まで調査をした。国土交通省の事業は、北上川中流域河川改修事業と東北横
断自動車道釜石秋田線の事業である。県関係では、宮古西道路建設と農業基盤整備関連の事業などが
ある。震災復興関連以外は事業が激減している。
　縄文時代では、奥州市小林繁長遺跡、遠野市新田Ⅱ遺跡、北上市千苅遺跡、田野畑村野場Ⅰ遺跡、
釜石市屋形遺跡、大船渡市中野遺跡などを調査した。新田Ⅱ遺跡では沢が７度移り変わった変遷が明
らかになり、そこから前期から古代までの大量の土器や木の実などが出土した。千苅遺跡は北上川西
岸沿いに形成された自然堤防上に立地し、晩期の住居跡や多量の土器が見つかっている。野場Ⅰ遺跡
は晩期の竪穴住居跡 32 棟や土坑が多数検出され、大きな集落跡となった。屋形遺跡は早期から晩期・
弥生時代まで継続する遺物包含層が確認された。中野遺跡からは前期と中期の集落の一部が見つかっ
ている。
　弥生時代では北上市立花南遺跡や千苅遺跡、奥州市小林繁長遺跡、屋形遺跡から土器や石器がまと
まって出土している。
　古墳時代は、奥州市石田Ⅰ・Ⅱ遺跡と沢田遺跡があり、どちらも国史跡の前方後円墳「角塚古墳」
の東側に位置している。石
田Ⅰ・Ⅱ遺跡からは竪穴住
居跡 50 棟近くが、沢田遺跡
からは墓跡が検出されてい
る。奈良時代は、奥州市漆
町遺跡と石田Ⅰ・Ⅱ遺跡か
ら住居跡がそれぞれ数棟検
出されている。
　平安時代は、盛岡市二又
遺跡、奥州市漆町遺跡・古
城林遺跡、千苅遺跡などが
ある。千苅遺跡では縄文晩期の文化層の上に平安時代の竪穴住居跡 34 棟・竪穴状遺構９棟・建物跡
５棟などの大きな集落が検出された。竪穴住居跡には１辺９ｍ以上の大型のものもある。漆町遺跡は
竪穴住居跡、建物跡を囲う大溝が検出されている。
　12 世紀の遺跡として平泉町の特別史跡無量光院跡の隣接地を調査した。池の一部と池からの排水
路を含む溝跡などが確認され、かわらけや陶磁器などが出土した。また、漆町遺跡からも溝跡ととも
に陶磁器がまとまって出土した。
　中世は二戸市不動館跡、宮古市松山館跡、陸前高田市花館跡がある。不動館跡は、主郭の西の郭も
深い堀で囲われ、その西は自然の急崖になっていることが判明した。胴丸鎧の一部や漆塗りの小札も
出土している。松山館跡からは製鉄炉４基が見つかっている。花館跡では、曲輪２箇所、切岸１箇所、
虎口１箇所などが検出された。
　近世以降では、奥州市古城林遺跡や石山遺跡、一関市石畑遺跡などがあり、古城林遺跡からは掘立

石田Ⅰ・Ⅱ遺跡出土土師器・須恵器（5 世紀後半～ 6 世紀初頭）
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柱建物跡７棟の他に 1,600 個以上の柱穴が確認されている。
　第 33 回埋蔵文化財展は岩手県立博物館と合同で、11 月 22 日（木）～ 25 日（日）に軽米町農村改
善センターで行われ、事業団プレゼンツ「文化・芸術が集うとき in 軽米」として岩手県立美術館も
参加した。埋蔵文化財発掘調査技術講習会は、12 月７日に県立博物館で、斎野裕彦氏（仙台市教育
委員会）「仙台平野の弥生時代・平安時代の津波跡」と土井宣夫氏（岩手大学）「岩手県内火山灰と岩
手噴火の影響及び北上低地帯の地形」が行われた。埋蔵文化財公開講座は、平成 25 年２月 16 日に岩
手県民会館で、辻秀人氏（東北学院大学）｢古墳時代の東北北部と南部の社会」として行い、同日遺
跡報告会も行われた。
　体験教室は、７月 27（金）～ 28（土）に当センター本館を会場として、「夏休み！みんなで考古学
2012」というテーマで開催した。職員専門研修は、盛岡南消防署員「AED を使用した応急手当の基
礎実技」、川戸均氏（岩手県教育委員会）｢委託業務を発注する際の留意点と入札から契約完了確認ま
での流れについて｣、菅常久氏（岩手県教育委員会）「震災後の埋蔵文化財行政の現状と今後の対応に
ついて」を行った。
　紀要 XXX Ⅱと年報、「わらびて」126・127 の発刊をおこなった。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 小鳥崎館跡 北上市 2,100 4/11～6/5 国土交通省
北上川中流部緊急治水対策事
業（二子地区）

第620集

2 千苅遺跡 北上市 11,829 4/11～12/13 国土交通省
北上川中流部緊急治水対策事
業（二子地区）

第652集

3 立花南遺跡 北上市 634 6/6～7/13 国土交通省
北上川中流部緊急治水対策事
業（立花地区）

第621集

4 新田Ⅱ遺跡 遠野市 3,225 4/10～8/30 国土交通省
東北横断自動車道釜石秋田線
（遠野～東和間）

第622集

5 二又遺跡12次 盛岡市 2,830 7/17～11/1 岩手県
主要地方道盛岡和賀線
道路改良工事

第623集

6 無量光院跡26次 平泉町 1,390 6/4～12-5 岩手県 北上川中流域河川改修事業 第631集

7 不動館跡 二戸市 5,697 4/10～7/13 岩手県
主要地方道二戸五日市線
緊急地方道路整備事業

第624集

8 松山館跡 宮古市 16,000 4/10～8/10 岩手県 宮古西道路建設事業 第625集

9 石山遺跡 奥州市 2,700 10/9～11/29 岩手県
経営体育成基盤整備事業
石山地区

第620集

10 石畑遺跡 一関市 1,115 4/10～6/1 岩手県
経営体育成基盤整備事業
日形地区

第620集

11 石田Ⅰ・Ⅱ遺跡 奥州市 3,497 4/9～8/29 岩手県
経営体育成基盤整備事業
南下幅北部地区

第632集

12 沢田遺跡 奥州市 790 4/9～5/15 岩手県
経営体育成基盤整備事業
南下幅北部地区

第626集

13 古城林遺跡 奥州市 5,293 4/9～7/31 岩手県
経営体育成基盤整備事業
古城２期地区

第627集

14 八反町遺跡 奥州市 470 4/9～5/18 岩手県
経営体育成基盤整備事業
古城２期地区

第627集

15 漆町遺跡 奥州市 4,835 7/2～12/14 岩手県
経営体育成基盤整備事業
都鳥３期地区

第633集

16 小林繁長遺跡 奥州市 5,800 7/17～10/5 岩手県
経営体育成基盤整備事業
白山地区

第628集

17 野場Ⅰ遺跡 田野畑村 18,192 8/1～12/14 田野畑村
災害公営住宅整備及び漁業集
落防災機能強化事業

第635集

18 花館跡 陸前高田市 3,650 9/18～11/29 陸前高田市 土地造成事業 第638集

19 中野遺跡 大船渡市 3,050 10/1～11/26 大船渡市 防災集団移転促進事業 第636集

20 屋形遺跡 釜石市 700 10/9～11/28 釜石市
漁業集落防災機能強化事業
（大石地区）

第629集
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平成 25（2013）年度

　平成 25 年度は 38 遺跡 193,848㎡の調査を行った。国・県・市町村関連の事業で、国関連は復興道
路事業に位置づけられる東北横断自動車道路釜石秋田線と三陸自動車道、市町村関連は高台移転等に
伴う復興関連事業で、震災復興に伴う事業が 30 遺跡あり、面積でも９割弱を占めている。復興に関
連した事業が主体となる事から、調査のさらなる迅速化が社会的な要請として求められ、任期付職員
や期限付調査員の採用、ＯＢ職員の再雇用、他県法人からの出向支援などで調査員を確保して対応し
た。復興調査以外の事業では、北上川中流域河川改修事業、県道整備事業、農地整備事業があった。
　縄文時代では、早期中ごろの竪穴住居跡が久慈市外屋敷ⅩⅨ遺跡と山田町石峠Ⅱ遺跡で複数見つ
かっている。楕円形状で、住居内部に炉の施設を持たないものである。前期では、大船渡市峯岸遺跡、
田野畑村野場Ⅰ遺跡、宮古市赤前Ⅲ遺跡で竪穴住居が見つかっている。赤前Ⅲ遺跡からは前期末葉の
長軸 13 ｍの大型竪穴住居跡が検出された。中期では、大船渡市中野遺跡、山田町石峠Ⅱ遺跡・沢田
Ⅲ遺跡・間木戸Ⅱ遺跡、田野畑村浜岩泉Ⅲ遺跡・島越ⅩⅣ遺跡、岩泉町小成Ⅱ遺跡で複数の竪穴住居
が見つかった。中野遺跡では原産地が特定されるアスファルト塊が出土している。沢田Ⅲ遺跡、島越
ⅩⅣ遺跡、浜岩泉Ⅲ遺跡では竪穴住居跡と合わせて貯蔵用の大型の土坑が多数見つかっている。後期
から晩期では、田野畑村菅窪遺跡で竪穴住居跡が見つかっている。その他に山田町豊間根新田Ⅰ遺跡
では、県内最多となる縄文時代の落し穴 361 基が見つかっている。
　弥生時代では、北上市千苅遺跡で、古代面の下位から弥生時代前期～中期の遺物包含層が確認さ
れ、多数の土器が出土した。
さらに、この包含層中から
小判型の墓壙が複数見つか
り、埋葬人骨の一部や赤色
顔料も検出されている。
　奈良時代では、宮古市津
軽石大森遺跡で 30 棟以上
の竪穴住居跡が見つかって
おり、沿岸地方でのこの時
期の大集落となった。内陸
部の奥州市漆町遺跡でも
20 棟以上の竪穴住居跡が
見つかっている。
　平安時代では、昨年に続
き千苅遺跡で 50 棟以上の住居跡が検出され、大規模な集落だったことが明らかになっている。田野
畑村浜岩泉Ⅲ遺跡、山田町田の浜館跡、石峠Ⅱ遺跡・沢田Ⅲ遺跡・間木戸Ⅴ遺跡・焼山遺跡、宮古市
金浜Ⅴ遺跡・払川Ⅲ遺跡・赤前Ⅲ遺跡では、沿岸部に特徴的に見つかる製鉄関連遺構が検出された。
それぞれの遺跡により遺構の内容は異なっている。焼山遺跡では、炭窯跡・製鉄炉跡・鍛冶炉跡・鍛
冶工房跡・排滓場など製鉄に関連する一連の遺構が見つかっている。
　中世では、陸前高田市の上長部館跡・花館跡 ( 旧飯盛場遺跡 )、山田町田の浜館跡、野田村伏津館
跡を調査した。花館跡では、掘立柱建物跡・柵列・土塁・堀跡・切岸・虎口が見つかっている。伏津
館跡では、土塁・竪穴建物跡・曲輪・掘立柱建物跡などが見つかり、15 世紀代の青磁・白磁・常滑

赤前Ⅲ遺跡 長軸 13 ｍもある大型住居跡

-98-



産陶器の破片や銭貨等も見つかっている。
　第 34 回埋蔵文化財展は 11 月 14 ～ 17 日紫波町情報交流館を会場に「文化・芸術が集うとき in 紫波町」
と題して岩手県立博物館と合同で行った。岩手県民会館と岩手県立美術館が岩手県文化振興事業団プ
レゼンツとして参加している。
　埋蔵文化財発掘技術講習会は 12 月 13 日に岩手県立博物館を会場に、能登谷宣康氏（福島県文化振
興事業団）｢製鉄遺跡の調査・整理方法―福島県内の事例―」の講義とワークショップ（鉄滓等の整理法）
を行った。
　第 35 回埋蔵文化財公開講座は、岩手県民会館を会場に平成 26 年２月 15 日に、名久井文明氏（岩
手大学）｢民俗考古学からわかったこと―現代に伝わった縄文技術―｣ をテーマに講演いただいた。
午後は遺跡報告会を開催した。
　職員専門研修は、盛岡南消防署員「AED を使用した応急手当の基礎」、北川明子氏（岩手県教育委
員会）「メンタルヘルスについて　～ストレスの気づきとその対応～」、室野秀文氏（盛岡市遺跡の学
び館）「中世城館の調査方法」を行った。紀要ⅩⅩⅩⅢ、年報、わらびて 128・129 の発刊を行った。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 千苅遺跡 北上市 11,265 5/2～12/20 国土交通省
北上川中流部緊急治水対策事
業

第652集

2 不動ノ滝遺跡 釜石市 874 4/10～5/14 国土交通省 東北横断自動車道釜石秋田線 第630集

3 上長部館跡 陸前高田市 6,950 8/1～10/4 国土交通省 三陸沿岸道路 第630集

4 松磯遺跡 大槌町 3,900 8/19～10/15 国土交通省 三陸沿岸道路 第660集

5 沢田Ⅲ遺跡 山田町 6,000 4/9～12/6 国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

6 間木戸Ⅱ遺跡 山田町 1,510 4/9～7/31 国土交通省 三陸沿岸道路 第640集

7 間木戸Ⅴ遺跡 山田町 1,200 4/9～6/30 国土交通省 三陸沿岸道路 第640集

8 石峠Ⅱ遺跡 山田町 4,700 7/1～12/20 国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

9 津軽石大森遺跡 宮古市 3,455 4/10～8/27 国土交通省 三陸沿岸道路 第641集

10 金浜Ⅴ遺跡 宮古市 1,600 7/15～8/21 国土交通省 三陸沿岸道路 第630集

11 小成Ⅱ遺跡 岩泉町 1,900 7/1～10/11 国土交通省 三陸沿岸道路 第644集

12 島越ⅩⅣ遺跡 田野畑村 1,400 8/19～11/22 国土交通省 三陸沿岸道路 第645集

13 島越Ⅱ遺跡 田野畑村 3,100 7/1～8/9 国土交通省 三陸沿岸道路 第645集

14 豊間根新田Ⅰ遺跡 山田町 15,400 7/1～12/12 国土交通省 三陸沿岸道路 第642集

15 乙部遺跡 宮古市 2,500 10/15～11/29 国土交通省 三陸沿岸道路 第630集

16 伏津館跡 野田村 7,300 9/2～11/28 国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

17 浜岩泉Ⅲ遺跡 田野畑村 2,070 8/19～12/20 国土交通省 三陸沿岸道路 第655集

18 菅窪遺跡 田野畑村 1,600 10/15～11/15 国土交通省 三陸沿岸道路 第645集

19 外屋敷ⅩⅨ遺跡 久慈市 5,640 9/17～12/6 国土交通省 三陸沿岸道路 第646集

20 北野ⅩⅢ遺跡 久慈市 3,700 11/1～11/28 国土交通省 三陸沿岸道路 第630集

21 払川Ⅱ遺跡 宮古市 1,600 9/17～12/6 国土交通省 三陸沿岸道路 第643集

22 払川Ⅲ遺跡 宮古市 4,800 9/17～12/6 国土交通省 三陸沿岸道路 第643集
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平成 26（2014）年度

　平成 26 年度は 43 遺跡 44 件、175,513㎡の調査を実施した。委託者別では国の事業、県の事業、市
町村の事業があるが、復興関連の道路建設・整備、高台移転に関連するものが大部分である。一般事
業では、北上川中流域河川改修事業、一関遊水地事業、県道中尊寺通り改良事業に伴うものがある。
昨年度に比べると、６遺跡、約 20,000㎡減少しているが、復興関連事業の迅速化が社会的な要請とし
て強く求められていることから、今年度も任期付職員、期限付職員、ＯＢ職員、他県の法人からの出
向などで調査員を確保して対応した。
　縄文時代では、遠野市新里愛宕裏遺跡で中期の住居跡４棟、九重沢Ⅲ遺跡で後期の住居跡５棟など
が見つかっている。洋野町西平内Ⅰ遺跡では、後期の弧状に展開する配石墓群と列石、これらの遺構
を覆う整地層が確認された。普代村力持遺跡では、狭小な範囲から膨大な量の土器とともに、縄文時
代中期を中心とする住居跡 60 棟以上が検出された。宮古市向新田Ⅲ遺跡では前期と晩期の住居跡が
複数見つかり、同じく宮古市高根遺跡からは山腹急斜面に住居跡、貯蔵穴が構築されているのが見つ
かった。山田町石峠Ⅱ遺跡、間木戸Ⅰ遺跡、沢田Ⅲ遺跡、浜川目沢田Ⅰ遺跡でも中期を主体とする住
居群が見つかっており、沿岸部にも大規模な集落が多く営まれていたことが明らかになった。
　弥生時代では、北上市中村遺跡で初頭の遺物包含層が、宮古市木戸井内Ⅳ遺跡から弥生時代後半の
方形基調の住居跡２棟が見つかっている。
　古墳時代から奈良時代にかけては、野田村中平遺跡・上泉沢遺跡、宮古市沼里遺跡で住居跡が複数
見つかっている。

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

23 間木戸Ⅰ遺跡 山田町 0(1600) 11/5～11/28 国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

24 伽羅御所跡22次 平泉町 280 4/10～6/5 岩手県 県道中尊寺通改良工事 第648集

25 花立Ⅰ遺跡 平泉町 2,175 4/10～12/13 岩手県 県道中尊寺通改良工事 第631集

26 花立Ⅱ遺跡 平泉町 795 4/10～12/13 岩手県 県道中尊寺通改良工事 第631集

27 漆町遺跡 奥州市 3,123 4/4～7/12 岩手県
経営体育成基盤整備事業
都鳥３期

第633集

28 小野遺跡 一関市 423 4/8～5/15 岩手県
経営体育成基盤整備事業
日形地区

第634集

29 町裏Ⅰ遺跡 一関市 2,506 4/8～6/18 岩手県
経営体育成基盤整備事業
日形地区

第634集

30 町裏Ⅱ遺跡 一関市 2,609 4/8～6/18 岩手県
経営体育成基盤整備事業
日形地区

第634集

31 野場Ⅰ遺跡 田野畑村 6,351 4/4～7/10 田野畑村
漁業集落移転促進事業
羅賀地区

第635集

32 中野遺跡 大船渡市 9,000 4/4～9/13 大船渡市
防災集団移転促進事業
崎浜地区

第636集

33 峯岸遺跡 大船渡市 4,512 4/8～10/30 大船渡市
防災集団移転促進事業
峰岸地区

第637集

34 赤前Ⅲ遺跡 宮古市 5,900 8/19～12/20 宮古市
防災集団移転促進事業
赤前津軽石地区

第650集

35 田の浜館跡 山田町 52,700 4/8～8/23 山田町
防災集団移転促進事業
町道船越田の浜線

第639集

36 焼山遺跡 山田町 3,900 9/17～11/28 山田町 防災集団移転促進事業 第651集

37 花館跡 陸前高田市 6,050 4/9～7/11 陸前高田市 土地造成事業 第638集

38 小滝沢遺跡 釜石市 1,060 11/1～11/28 釜石市 防災集団移転促進事業 第630集
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　奈良から平安時代で
は、北上市中村遺跡か
ら 100 棟以上の住居跡
が見つかった。前年度
の千苅遺跡と一連の遺
跡であると考えられる。
宮古市荷竹日向Ⅰ遺跡
は 70 棟に及ぶ住居跡の
他、鍛冶工房・鍛冶炉・
排滓場が見つかり、集
落内に鉄生産工房を抱
える様相が確認された。
　平泉関連では、平泉
町伽羅之御所跡で、隣

接する無量光院跡の南辺に相当すると思われる堀跡が見つかった。宮古市田鎖車堂前遺跡では、12
世紀のかわらけや陶磁器類のほか、鎧の一部である小札、馬具などの鉄製品が出土した。
　中世は、久慈市宇部館跡、野田村伏津館跡、宮古市荷竹日向Ⅰ遺跡、山田町石峠Ⅱ遺跡、陸前高田
市高田城跡、一関市八幡沖遺跡、平泉町館岡Ⅱ遺跡などで調査が行われた。高田城跡では、堀跡・土
塁・切岸・掘立柱建物跡などが見つかっているが、建物や遺物が非常に少ない。
　第 35 回埋蔵文化財展は、10 月 30 日～ 11 月２日野田村体育館を会場に、岩手県立博物館の移動展
と合同で、さらに事業団プレゼンツとして「文化・芸術が集うとき in 野田村」と題して開催した。
会期中には、調査中の中平遺跡の見学会も行った。 
　埋蔵文化財発掘調査技術講習会は、12 月 12 日岩手県立博物館を会場に、吉木岳哉氏（岩手県立大学）

「地形と堆積物にもとづく年代測定方法」、吉田明弘氏（明治大学黒曜石研究センター）｢花粉分析か
ら読み解く環境変遷と人類の関係史｣ の講義を行った。
　埋蔵文化財公開講座は、平成 27 年２月 14 日に岩手県民会館で、事業団の文化芸術講演会と合同で
菊池徹夫氏（早稲田大学）「世界の中の縄文文化」と題した講演の後、竹下景子氏（俳優）との対談
が行われた。なお、午前中には遺跡発表会が行われた。
　体験教室「夏休み！みんなで考古学」を７月 30 日・31 日に当センターを会場に開催した。 
　職員の専門研修は、盛岡南消防署員 ｢救急救命講習―AED 使用方法、熱中症対策」、廣瀬時習氏（大
阪府立近つ飛鳥博物館）｢「岩手」と「大阪」｣、宇部則保氏（八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館）「東
北北部太平洋岸の土師器と古代集落」であった。
　わらびて 130・131 号の発刊、紀要 34、年報の発刊も行った。 

中村遺跡　北上川右岸に立地する奈良・平安時代の大集落

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 中村遺跡 北上市 18,290 4/7～12/22 国土交通省 北上川中流域河川改修 第671集

2 館岡Ⅱ遺跡 平泉町 600 4/7～5/17 国土交通省 一関遊水地事業 第653集

3 新里愛宕裏遺跡 遠野市 3,000 5/21～9/3 国土交通省 東北横断自動車道釜石秋田線 第672集

4 九重沢Ⅲ遺跡 遠野市 1,550 4/9～6/6 国土交通省 東北横断自動車道釜石秋田線 第672集
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№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

5 栃洞Ⅲ遺跡 遠野市 2,330 10/6～11/27 国土交通省 東北横断自動車道釜石秋田線 第672集

6 平野原Ⅲ遺跡 遠野市 1,120 9/1～9/30 国土交通省 東北横断自動車道釜石秋田線 第672集

7 南川尻遺跡 洋野町 6,340 9/4～10/30 国土交通省 三陸沿岸道路 第647集

8 下向遺跡 洋野町 2,400 4/9～5/12 国土交通省 三陸沿岸道路 第647集

9 西平内Ⅰ遺跡 洋野町 3,250 6/2～11/28 国土交通省 三陸沿岸道路 第673集

10 北ノ越遺跡 久慈市 7,550 5/7～9/19 国土交通省 三陸沿岸道路 第654集

11 宇部館跡 久慈市 1,950 5/7～9/19 国土交通省 三陸沿岸道路 第654集

12 伏津館跡 野田村 7,000 4/10～8/18 国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

13 中平遺跡 野田村 2,600 10/1～11/21 国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

14 上泉沢遺跡 野田村 1,540 8/18～9/30 国土交通省 三陸沿岸道路 第674集

15 力持遺跡 普代村 768 6/2～11/28 国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

16 沼袋Ⅱ遺跡 田野畑村 3,695 7/7～9/5 国土交通省 三陸沿岸道路 第647集

17 沼袋Ⅲ遺跡 田野畑村 950 7/7～9/5 国土交通省 三陸沿岸道路 第647集

18 菅窪長屋構Ⅱ遺跡 田野畑村 1,200 4/9～7/11 国土交通省 三陸沿岸道路 第656集

19 菅窪長屋構Ⅲ遺跡 田野畑村 2,900 4/9～7/11 国土交通省 三陸沿岸道路 第656集

20 青野滝北Ⅰ遺跡 宮古市 4,200 4/10～9/19 国土交通省 三陸沿岸道路 第658集

21 青野滝北Ⅱ遺跡 宮古市 2,100 4/10～6/20 国土交通省 三陸沿岸道路 第658集

22 青野滝北Ⅲ遺跡 宮古市 2,300 4/10～9/30 国土交通省 三陸沿岸道路 第658集

23 高根遺跡 宮古市 2,690 4/9～11/14 国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

24 向新田Ⅲ遺跡 宮古市 2,005 9/16～12/5 国土交通省 三陸沿岸道路 第657集

25 沼里遺跡 宮古市 400 4/7～5/2 国土交通省 三陸沿岸道路 第684集

26 荷竹日向Ⅰ遺跡 宮古市 15,600 4/10～12/26 国土交通省 三陸沿岸道路 第681集

27 石峠Ⅱ遺跡 山田町 1,400 4/8～11/5 国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

28 沢田Ⅲ遺跡 山田町 3,600 4/8～11/28 国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

29 間木戸Ⅰ遺跡 山田町 7,660 4/8～12/19 国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

30 磯鶏石崎遺跡 宮古市 618 5/23～6/30 国土交通省 三陸沿岸道路 第659集

31 木戸井内Ⅵ遺跡 宮古市 3,240 4/10～5/27 国土交通省 三陸沿岸道路 第659集

32 田屋遺跡 大槌町 3,600 9/16～12/19 国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

33 松磯遺跡 大槌町 450 11/17～11/28 国土交通省 三陸沿岸道路 第660集

34 田鎖車堂前遺跡 宮古市 2,650 6/2～12/12 岩手県 宮古西道路 刊行予定

35 千鶏Ⅳ遺跡 宮古市 2,000 9/16～11/7 岩手県 主要地方道重茂半島線整備 第663集

36 伽羅之御所跡23次 平泉町 2,240 5/16～10/31 岩手県 県道中尊寺通り改良工事 第648集

37 八幡沖遺跡 一関市 5,110 9/24～12/19 岩手県 地域連携道路整備 第647集
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平成 27（2015）年度

　平成 27 年度の発掘調査は、当初 36 遺跡、184,474㎡で開始し、最終的には 36 遺跡、168,201㎡の発
掘調査を実施した。調査遺跡は、沿岸部を中心に県内７市３町１村に所在しており、最終結果を前年
度と比較すると遺跡数で８遺跡減、面積で 7,312㎡減となっている。遺跡数・面積とも減少はしてい
るが、震災復興関連調査については昨年度に引き続きピークを維持していたと考えられる。復興関連
調査は、国土交通省の三陸沿岸道路建設や市町村の高台移転及び道路整備関連が中心であり、通常調
査では内陸部の北上川河川改修事業に関連した調査等が行われた。
　縄文時代の遺跡を古い順に述べていけば、まず、宮古市田老の越田松長根Ⅰ遺跡において、前期前
葉の集落跡を確認した。残存状況の良い住居跡がまとまった該期の集落跡は少なく貴重な調査事例と
なった。前期の遺跡では、大型住居跡群が検出された大槌町赤浜Ⅱ遺跡を始めとして、山田町クク井
遺跡・川半貝塚、宮古市田老の重津部Ⅰ遺跡で大型住居跡が見つかっている。赤浜Ⅱ遺跡では、長軸
15 ｍ前後のロングハウスを主体とする前期の集落跡と、複式炉・石囲炉を持つ中期の集落跡や後期
の包含層・配石遺構が見つかっている。遺構同士の重複が激しいものの残存状況は良好であり、大型
の磨製石斧や土偶などの出土品も豊富であった。
　縄文中期では、山田町の間木戸Ⅰ遺跡・石峠Ⅱ遺跡、宮古市の高根遺跡で、長期間、竪穴住居の建
て替えが繰り返されている状況を確認した。住居跡に直径・深さ２ｍ前後のフラスコ状土坑が伴って
いるのが特徴である。石峠Ⅱ遺跡では３箇年の調査で中期後半の竪穴住居跡 110 棟以上を検出したが、
直径約８ｍの住居跡で石を装飾的に配置した複式炉が見つかっている。高根遺跡では、急峻な斜面に
竪穴住居跡と大型のフラスコ状土坑が階段状に連なる集落跡が検出されている。間木戸Ⅰ遺跡では、
前期末から中期末の竪穴住居跡 93 棟とフラスコ状土坑 66 基を検出した。３ケ年の調査で 250 棟以上
の縄文時代の住居跡が発見されており、該期における拠点的な集落であったと考えられる。縄文後期
では、洋野町西平内Ⅰ遺跡で、昨年度検出された２つの石列からなる内帯と、46 基の配石からなる
外帯で構成される配石遺構群と関連遺構の調査を行った。配石周辺から竪穴住居跡や掘立柱建物跡が
検出され、遺構外ながらヒスイ製垂飾品等が出土した。後期の集落跡では、宮古市田老の乙部野Ⅱ遺
跡で 50 棟の竪穴住居跡を検出している。さらに、弥生時代前期の竪穴住居跡 10 棟以上を検出し、住
居跡から多くの完形の土器が出土した。
　古代では、北上市中村遺跡で、竪穴住居跡 34 棟、掘立柱建物跡 1 棟、焼成遺構 16 基を検出した。
焼成遺構は今年度も発見され通算で 90 基にのぼる。同じ地形面に立地する千苅遺跡の調査から通算
すると、200 棟を超える竪穴住居跡を確認したことになり、千苅遺跡・中村遺跡は北上川のほとりの
大規模集落であることが判明した。野田村中平遺跡では、古代の竪穴住居跡群に隣接して、円形周溝

38 宮野貝塚 大船渡市 375 4/7～5/30 岩手県 警察施設災害復旧事業 第649集

39 高田城跡 陸前高田市 27,000 4/7～11/28 陸前高田市 防災集団移転促進事業 第691集

40 赤前Ⅲ遺跡 宮古市 6,627 4/8～9/10 宮古市 防災集団移転促進事業 第650集

41 赤浜Ⅱ遺跡 大槌町 1,875 11/4～12/18 大槌町 土地区画整理事業 第690集

42 浜川目沢田Ⅰ遺跡 山田町 6,240 6/2～12/17 山田町 防災集団移転促進事業 第689集

43 焼山遺跡 山田町 1,500 4/7～6/20 山田町 防災集団移転促進事業 第651集

44 八幡沖遺跡 一関市 1,000 10/16～12/19 一関市
市道千刈田向山線
道路改良事業

第647集

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書
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と方形周溝が並ぶ形で検出された。陸前高田市の西和野Ⅰ遺跡でも方形周溝が見つかっている。継続
調査である田鎖車堂前遺跡では、９世紀の古代集落跡と、12 世紀と推定される幅５ｍ、深さ２ｍの
堀跡が発見された。堀跡は２つのコーナーを検出しており、来年度の堀内部の調査により堀の性格も
明らかになると考えられる。宮古市根井沢穴田Ⅳ遺跡では、残存状態の良い４基の製鉄炉跡を検出し
た。地下構造が明確で、鉄を溶かした時のノロの痕跡が明瞭に残っており、古代末から中世の製鉄炉
の貴重な事例となった。中世～近世の遺跡では、継続調査の高田城跡で、曲輪Ⅳから曲輪や切岸・土
塁を確認したが、曲輪Ⅲとされた箇所は近代以降の人工造成であることが判明した。一関市室根八幡
沖遺跡では、大規模な堀跡２条と堀切・切岸が見つかり中世城館跡の所在が推定されている。
　今年度も復興関連調査が主体ということもあり、沿岸北部の洋野町から南部の陸前高田市までの調
査が行われた。各時代、各地域によりそれぞれ特色ある様相を呈しており、内陸部に比して調査事例
の少なかった沿岸地域において、調査記録が蓄積された意義は大きいといえる。
　第 36 回埋蔵文化財展は、10 月 30 日～ 11 月１日に九戸村公民館を会場に開催した。また事業団プ
レゼンツとして、岩手県立博物館・岩手県立美術館・岩手県民会館と合同で開催した。九戸村の遺跡
を知り埋蔵文化財に親しんでいただくことを目標に、テーマを「九戸村を掘る！他地域との交流」と
して、当センターが調査した九戸村内の遺跡の出土資料を中心とした展示を行った。
　埋蔵文化財発掘調査技術講習会は、12 月 11 日に岩手県立博物館を会場に行った。テーマは「発掘
された三陸沿岸部の古代遺跡と歴史的背景」で、樋口知志氏（岩手大学）「古代三陸沿岸部の歴史的
背景」、八木光則氏（岩手大学）「発掘された三陸沿岸部の古代遺跡」の講義を行った。
　埋蔵文化財公開講座は平成 28 年２月６日に岩手県民会館で実施した。講師は山田康弘氏（国立歴
史民俗博物館）で「縄文人の生と死―女性・子ども・老人―」と題して長年の縄文・弥生時代の墓制
研究にもとづく縄文人の死生観についての講演が行われた。
　体験教室「夏休み！みんなで考古学者 2015」は７月 29 日～ 30 日、当センターを会場に開催された。
　職員の専門研修は５月 29 日にＡＥＤ使用方法と熱中症対策を中心にした救急救命講習、平成 28 年
１月８日に吉木岳哉氏（岩手県立大学）による「地形と堆積物に基づく年代測定法」を行った。
　わらびて 132・133 号、紀要 35、年報の発刊も行った。
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1 中村遺跡 北上市 3,580 4/16～7/2 国土交通省 北上川中流域河川改修 第671集

2 八幡沖遺跡 一関市 8,313 7/1～11/26 岩手県 地域連携道路整備事業 第677集

3 西平内Ⅰ遺跡 洋野町 2,250 4/20～10/2 国土交通省 三陸沿岸道路 第673集

4 サンニヤ遺跡 洋野町 1,800 10/5～11/11 国土交通省 三陸沿岸道路 第661集

5 北鹿糠遺跡 洋野町 5,300 10/1～11/11 国土交通省 三陸沿岸道路 第686集

6 南鹿糠Ⅰ遺跡 洋野町 4,420
4/16～6/12
9/14～9/25

国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

7 上のマッカ遺跡 洋野町 3,700 6/15～9/24 国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

8 中平遺跡 野田村 5,200 8/3～11/6 国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

9 上泉沢遺跡 野田村 300 9/1～9/17 国土交通省 三陸沿岸道路 第674集

10 重津部Ⅰ遺跡 宮古市 8,700 8/3～11/20 岩手県 市道沼の浜青野滝線整備 第664集

11 乙部野Ⅱ遺跡 宮古市 4,494 8/3～12/18 国土交通省 三陸沿岸道路 第682集
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平成 28（2016）年度

　平成 28 年度の発掘調査は、当初 30 遺跡、128,987㎡で開始し、最終的には 31 遺跡、125,197㎡の発
掘調査を実施した。調査遺跡は、沿岸部を中心に県内６市４町２村に所在しており、今年度と前年度
実績を比較すると遺跡数で５遺跡減、面積で 42,563㎡減となった。遺跡数・面積とも減少はしている
が、震災復興関連調査については引き続きピークを維持していたと考えられる。復興関連調査は、国
土交通省の三陸沿岸道路建設や県土整備部の復興支援道路関連が中心で、前年度までの市町村の高台
移転等に伴う土地区画整理事業関連の調査は１件もなかった。このことは、生活基盤に関わる市町村
関係の復興の順調な進捗状況を示すものと考えられる。
　沿岸部の発掘調査で発見された遺跡の多くは縄文時代の集落跡である。久慈市芦ヶ沢Ⅰ遺跡では、

№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

12 越田松長根Ⅰ遺跡 宮古市 4,830 4/8～7/30 宮古市 市道改築工事 第666集

13 高根遺跡 宮古市 5,470 4/17～12/11 国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

14 山口駒込Ⅰ遺跡 宮古市 3,656 7/16～12/11 国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

15 青猿Ⅰ遺跡 宮古市 11,000
4/20～7/24・9/7～
10/1・11/4～11/26 国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

16 田鎖車堂前遺跡 宮古市 9,100 4/9～12/22 岩手県 宮古西道路 刊行予定

17 田鎖遺跡 宮古市 4,830 4/9～6/30 岩手県 宮古西道路 刊行予定

18 袰帯遺跡 宮古市 1,600 5/18～7/28 岩手県 地域連携道路整備事業 第662集

19 千鶏Ⅳ遺跡 宮古市 8,400 4/9～7/30 岩手県 地域連携道路整備事業 第663集

20 根井沢穴田Ⅳ遺跡 宮古市 600 4/16～5/15 国土交通省 三陸沿岸道路 第683集

21 荷竹日影Ⅱ遺跡 宮古市 2,100 5/18～7/10 国土交通省 三陸沿岸道路 第675集

22 荷竹日向Ⅰ遺跡 宮古市 3,100 4/16～5/15 国土交通省 三陸沿岸道路 第681集

23 赤前Ⅲ遺跡 宮古市 2,670 8/3～11/26 宮古市 市道改築工事 第665集

24 石峠Ⅱ遺跡 山田町 3,598 4/17～8/4 国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

25 間木戸Ⅰ遺跡 山田町 2,140 4/17～8/7 国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

26 房の沢Ⅳ遺跡 山田町 2,370 7/21～10/9 国土交通省 三陸沿岸道路 第661集

27 川半貝塚 山田町 5,000 7/1～10/23 山田町 町営災害公営住宅大浦地区 第668集

28 クク井遺跡 山田町 4,800 4/6～7/15 山田町 町営災害公営住宅船越地区 第667集

29 田屋遺跡 大槌町 1,800 7/27～9/4 国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

30 白石遺跡 大槌町 550 7/6～7/24 国土交通省 三陸沿岸道路 第661集

31 赤浜Ⅱ遺跡 大槌町 3,495 4/6～7/31 大槌町 土地区画整理事業赤浜地区 第690集

32 小白浜遺跡 釜石市 1,000 4/16～5/29 国土交通省 三陸沿岸道路 刊行予定

33 西和野Ⅰ遺跡 陸前高田市 12,775 4/7～5/8 陸前高田市 土地区画整理事業高台Ⅳ 第669集

34 高田城跡 陸前高田市 22,000 5/11～9/30 陸前高田市 土地区画整理事業高田西地区 第691集

35 盆花遺跡 盛岡市 910 7/2～8/7 国土交通省 宮古盛岡横断道路区界道路 第670集

36 新里愛宕裏遺跡 遠野市 2,400 9/1～11/13 国土交通省 東北横断自動車道釜石秋田線 第672集
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縄文前期前葉の集落跡が発見された。検出された 10 棟の竪穴住居跡のうち、１棟は長軸 12 ｍの大型
住居跡であり、ほとんどの住居跡が十和田中掫火山灰を含む埋土で覆われていた。洋野町小田ノ沢遺
跡では縄文前期の竪穴住居跡 14 棟が検出された。これまでの復興関連調査同様、沿岸部で広域的に
発見されたのは、縄文中期の集落跡である。尾根から斜面部に遺構が展開する宮古市高根遺跡では、
３箇年に及ぶ発掘調査で、直径約２ｍ、深さ約２ｍの貯蔵穴群が 500 基以上検出された。大船渡市長
谷堂貝塚では、縄文中期の竪穴住居跡を始め配石遺構・炉跡・貝層等が検出されたほか、各遺構や包
含層等から多様な貝殻や哺乳類・魚類の骨が出土している。山田町浜川目沢田Ⅱ遺跡では、尾根上に
複式炉をもつ竪穴住居跡、斜面部に大型の貯蔵穴群が展開し、さらに古代の鉄生産工房等が複合する
状況であった。洋野町北ノ沢Ⅰ遺跡では、斜面部から土器捨て場が発見された。縄文後期～晩期の集
落跡としては、宮古市岩井沢遺跡と洋野町サンニヤⅠ遺跡等で後期の竪穴住居跡が検出されている。
　弥生時代の集落跡では、野田村上代川遺跡で中期の竪穴住居跡 30 棟、関連する土器埋設遺構や土
坑、焼土遺構が検出された。上代川遺跡南方の普代村長途遺跡でも、竪穴住居跡や焼土遺構が発見さ
れ、弥生中期から後期にかけての土器や土製紡錘車等が出土している。
　古代の集落跡としては、宮古市の田鎖車堂前遺跡・田鎖館跡・沼里遺跡・青猿Ⅰ遺跡・千徳城遺跡
群等で、平安時代前期を中心とする時期の竪穴住居跡が検出された。特に、閉伊川流域の田鎖館跡・
田鎖車堂前遺跡の調査では、尾根から斜面、沖積地にかけて、竪穴住居跡群が連続している状況が確
認され、拠点的な集落が営まれていたことが明らかになった。大槌町迫田Ⅰ遺跡や洋野町八森遺跡、
遠野市栃洞Ⅳ遺跡でも奈良～平安時代前期の竪穴住居跡が検出されている。
　古代から中世にかけての鉄生産関連遺構は、前述の野田村上代川遺跡や宮古市高根遺跡等で検出さ
れた。上代川遺跡では、古代末～中世前期の製鉄関連工房跡６基と炭窯跡 40 基、排滓場２箇所が検
出された。製鉄炉と排滓場をセットで調査した事例として貴重であり、炭窯を含め当時の鉄生産の状
況を知る上で貴重な成果が得られた。高根遺跡でも明確な地下構造をもつ２基の製鉄炉が検出された。
また、宮古市の千徳城遺跡群・青猿Ⅰ遺跡・沼里遺跡、山田町の浜川目沢田Ⅱ遺跡等でも、鍛冶を中
心とする鉄生産関連の工房跡が検出されている。
　田鎖車堂前遺跡では昨年度調査区からの延長部分の堀跡が検出された。12 世紀の居館を囲む可能
性のある断面逆台形の幅約２ｍ、深さ約２ｍの堀跡である。土橋状の出入口や堀跡に伴う時期の小規
模な掘立柱建物跡や井戸跡等も検出されている。
　中世の遺跡としては、住田町世田米城跡、大槌町狭田館跡、宮古市千徳城遺跡群で城館跡の一部が
検出された。世田米城跡は気仙川流域の 15 ～ 16 世紀頃の館跡と推定され、腰曲輪と犬走り状の平場
を確認した。平場からは柱穴等は発見されなかったが、調査範囲において南面や西面に対する入念な
防御施設が造られていることが分かった。千徳城遺跡群では平場等は確認されなかったものの、尾根
から中世の墓壙や同じ時期の竪穴建物跡が発見された。
　第 37 回埋蔵文化財展は平成 29 年１月 20 日～ 22 日に久慈市アンバーホールを会場に、事業団プレ
ゼンツの一環として行われた。テーマは「久慈市を掘る」で久慈市内の各時代を代表する遺跡の出土
品を展示した。
　埋蔵文化財発掘調査技術講習会は 12 月９日、岩手県立博物館を会場に、「遺跡における層序・堆積・
土壌」というテーマで、趙哲済氏（大阪文化財研究所）「考古地層学」、佐瀬隆氏（北方ファイトリス
研究所）「黒ボク土の生成について」の講義を行った。
　埋蔵文化財公開講座は平成 29 年１月 28 日に岩手県民会館中ホールを会場に、山田昌久氏（首都大
学東京大学院）の「実験考古学でわかる新しい先史時代」の講演が行われた。
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№ 遺　　跡 市 町 村
調査面積
（㎡）

調査期間 委 託 者 事　　　業 報 告 書

1 岩洞湖Ⅰ遺跡 盛岡市 970 6/13～7/7 農林水産省 岩洞ダム貯水池護岸工事 第676集

2 八森遺跡 洋野町 920 10/31～12/5 国土交通省
国道45号種市登坂車線
整備事業

第676集

3 八幡沖遺跡 一関市 1,450 6/1～8/5 岩手県
地域連携道路整備事業
折壁地区室根バイパス

第677集

4 長谷堂貝塚 大船渡市 950 6/9～12/16 大船渡市 市道猿石線道路改良事業 刊行予定

5 世田米城跡 住田町 9,970 4/8～7/28 岩手県
地域連携道路整備事業
一般国道340号世田米

第678集

6 栃洞Ⅳ遺跡 遠野市 6,800 9/16～11/11 国土交通省 一般国道283号釜石花巻道路 第676集

7 田鎖車堂前遺跡 宮古市 3,800 4/11～11/27 岩手県 宮古西道路 刊行予定

8 田鎖館跡 宮古市 13,500 4/8～10/4 岩手県 宮古西道路 刊行予定

9 浜川目沢田Ⅱ遺跡 山田町 13,500 4/5～11/25 岩手県
主要地方道重茂半島線
大沢～浜川目

第679集

10 岩井沢遺跡 宮古市 6,500 4/8～8/31 国土交通省 宮古盛岡横断道路 第680集

11 根井沢穴田Ⅳ遺跡 宮古市 900 10/18～12/20 国土交通省 三陸沿岸道路建設事業 第683集

12 沼里遺跡 宮古市 3,800 9/5～11/25 国土交通省 三陸沿岸道路建設事業 第684集

13 山口駒込Ⅰ遺跡 宮古市 353
4/7～5/13、
12/6～12/16

国土交通省 三陸沿岸道路建設事業 刊行予定

14 青猿Ⅰ遺跡 宮古市 2,100 4/7～7/22 国土交通省 三陸沿岸道路建設事業 刊行予定

15 千徳城遺跡群 宮古市 3,200 7/25～11/18 国土交通省 三陸沿岸道路建設事業 刊行予定

16 高根遺跡 宮古市 2,300 4/7～10/17 国土交通省 三陸沿岸道路建設事業 刊行予定

17 長途遺跡 普代村 2,800 9/16～12/16 国土交通省 三陸沿岸道路建設事業 刊行予定

18 力持遺跡 普代村 130 9/5～10/1 国土交通省 三陸沿岸道路建設事業 刊行予定

19 上代川遺跡 野田村 8,000 4/6～12/8 国土交通省 三陸沿岸道路建設事業 刊行予定

20 芦ヶ沢Ⅰ遺跡 久慈市 7,000 8/3～11/20 国土交通省 三陸沿岸道路建設事業 第685集

21 芦ヶ沢Ⅱ遺跡 久慈市 4,250 8/3～12/18 国土交通省 三陸沿岸道路建設事業 第685集

22 北ノ沢Ⅰ遺跡 洋野町 350 10/31～12/20 国土交通省 三陸沿岸道路建設事業 刊行予定

23 サンニヤⅠ遺跡 洋野町 4,400 7/4～10/1 国土交通省 三陸沿岸道路建設事業 刊行予定

24 サンニヤⅢ遺跡 洋野町 14,000 9/15～12/16 国土交通省 三陸沿岸道路建設事業 刊行予定

25 北鹿糠遺跡 洋野町 3,600 10/3～12/7 国土交通省 三陸沿岸道路建設事業 第686集

26 宿戸遺跡 洋野町 0(10,200) 4/6～7/22 国土交通省 三陸沿岸道路建設事業 刊行予定

27 小田ノ沢遺跡 洋野町 3,900 7/25～10/27 国土交通省 三陸沿岸道路建設事業 刊行予定

28 小白浜遺跡 釜石市 350 11/16～12/21 国土交通省 三陸沿岸道路建設事業 刊行予定

29 田屋遺跡 大槌町 3,600
4/7～5/31、
8/1～9/15

国土交通省 三陸沿岸道路建設事業 刊行予定

30 迫田Ⅰ遺跡 大槌町 2,600 8/1～10/21 国土交通省 三陸沿岸道路建設事業 第688集

31 狭田館跡 大槌町 2,994 10/3～12/12 国土交通省 三陸沿岸道路建設事業 刊行予定
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Ⅳ　復興支援事業と埋蔵文化財センター
 平成 23 年３月 11 日に発災した東日本大震災は文化財保護行政の視点からも、大きな問題を投げか
けた。発災当時、当センターでは年度末ということで既に平成 24 年度の事業量が確定しており、４
月からの調査開始を待つばかりであった。前年度まで続いてきた、農地整備事業や東北横断自動車道
建設事業など大規模公共事業に伴う発掘調査も一段落し、平成 24 年度からは事業量が漸次減少して
いくものと予想されていた。
　しかし、発災により様相は一変した。復旧・復興事業と埋蔵文化財調査の両立が大きな課題として
クローズアップされ、震災関連の発掘調査が今後急増することが確実視された。当センターへの期待
は多大なものがあった。当センターでは、これまでの体制では対応が困難と考え、任期付調査員の任
用、ＯＢ職員の協力、他法人からの出向等により調査体制の強化を図るとともに、電子平板等の活用
や工事工程を勘案した調査の進め方など、震災復興事業が円滑に進むよう様々な配慮を行った。復興
調査は平成 24 年度の後半から始まり、平成 29 年度までの約６ヶ年で、沿岸部を中心として遺跡数で
約 150 ヶ所、面積で約 66.5 万㎡の調査を実施した。
　平成 24 年度は 16 遺跡約７万㎡でスタートしたが、８月以降からは震災復興事業として、漁業集落
の高台移転に関連する市町村からの委託調査４件約 4.0 万㎡について調査を行った。特に、田野畑村
の野場Ⅰ遺跡では約 2.0 万㎡を調査し、縄文時代晩期の集落跡が見つかっている。
　復興関連調査が本格化した平成 25 年度は、30 遺跡、約 17.0 万㎡の発掘調査を行った。三陸沿岸道
路建設事業のほか、防災集団移転に関わる被災市町村からの委託事業が中心である。この年から、調
査体制強化のため他県からの応援職員の出向が始まり、平成 29 年度まで継続された。久慈市の外屋
敷ⅩⅨ遺跡では縄文時代早期の住居跡とともに貝殻文が施文された尖底土器、山田町の豊間根新田Ⅰ
遺跡では 361 基に及ぶ縄文時代の陥し穴状遺構が見つかっている。
　平成 26 年度の復興調査は、37 遺跡約 14.4 万㎡の調査を行った。縄文時代では、洋野町の西平内Ⅰ
遺跡・大槌町の赤浜Ⅱ遺跡で後期の配石遺構、山田町の浜川目沢田Ⅰ遺跡では晩期の土器捨て場が見
つかった。古墳時代から奈良時代では、野田村の中平遺跡・上泉沢遺跡、宮古市の沼里遺跡で多くの
住居跡が見つかった。野田村の伏津館跡では 15 世紀代の館跡調査が行われ、曲輪・土塁・切岸・掘
立柱建物跡などの遺構、国産陶磁器や輸入された陶磁器・硯・石鉢・花瓶などが見つかった。
　平成 27 年度の復興関連調査は、30 遺跡約 13.2 万㎡の調査を行った。縄文時代では宮古市の越田松
長根Ⅰ遺跡で前期の集落跡、洋野町の西平内Ⅰ遺跡では前年度からの継続調査で、内側の列石遺構と
46 基の外側の配石遺構の調査が行われた。宮古市の乙部野Ⅱ遺跡では、沿岸部でも事例の少ない弥
生時代前期の住居跡の調査が行われた。
　平成 28 年度の復興調査は、26 遺跡約 10.6 万㎡の調査を行った。宮古市の高根遺跡では、急峻な地
形に立地する縄文時代中期を中心とした大規模な集落跡を調査し、100 基以上の住居跡、500 基以上
の貯蔵用の穴が見つかった。野田村の上代川遺跡では、30 棟以上の弥生時代中頃の住居跡が見つかり、
岩手県内の当該期の遺跡の分布状況や集落内部の構成を考える上で示唆に富む調査となった。
　平成 29 年度の復興関連調査は、25 遺跡約 8.6 万㎡の調査を行った。復興調査の多くは、沿岸北部
の洋野町を中心として行われた。昨年度からの継続調査である宿戸遺跡では、縄文時代早期～後期の
各時期の住居跡や、拳大の小礫に人体文状の線刻がなされた石製品などが見つかっている。
　６箇年に及ぶ震災調査は、野外調査を優先的に進めたことによりほぼ終息の時期を迎えつつある。
今後は、発掘調査により失われた遺跡を後世に伝える報告書作成の作業を進めなければならない。
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三陸沿岸道路 釡石道 宮古盛岡道路 その他道路 住宅その他

青猿Ⅰ遺跡

青野滝北Ⅰ～Ⅲ遺跡

芦ヶ沢Ⅰ・Ⅱ遺跡

岩井沢遺跡

上のマッカ遺跡

狭田館跡、迫田Ⅰ遺跡 松磯遺跡

豊間根新田Ⅰ遺跡

田の浜館跡

焼山遺跡

沢田Ⅲ、房の沢Ⅳ遺跡
間木戸Ⅰ・Ⅱ・Ⅴ遺跡

世田米城跡

野場Ⅰ遺跡

新里愛宕裏遺跡

平野原Ⅲ遺跡

栃洞Ⅲ・Ⅳ遺跡

九重沢Ⅲ遺跡

上泉沢遺跡中平遺跡

八森遺跡

北鹿糠遺跡 南鹿糠Ⅰ遺跡
サンニヤⅠ・Ⅲ遺跡

下向遺跡

佐原Ⅱ遺跡
千徳城遺跡群

乙部遺跡

荷竹日影Ⅱ遺跡
根井沢穴田Ⅳ遺跡

荷竹日向Ⅰ、払川Ⅱ・Ⅲ遺跡
沼里、津軽石大森遺跡

金浜Ⅰ・Ⅱ・Ⅴ、賽の上Ⅲ遺跡

盆花遺跡

川半貝塚
クク井遺跡

高田城跡

上長部館跡

花館跡
西和野Ⅰ遺跡

重津部Ⅰ遺跡

越田松長根Ⅰ遺跡

向新田Ⅲ遺跡

峯岸遺跡

小滝沢遺跡

不動ノ滝遺跡

小白浜遺跡

白石、田屋遺跡

沼袋Ⅱ・Ⅲ遺跡

北野ⅩⅢ遺跡

尾肝要Ⅰ遺跡
菅窪、菅窪長屋構Ⅱ・Ⅲ遺跡

木戸井内Ⅵ、隠里Ⅲ・Ⅷ、松山大地田沢遺跡
磯鶏石崎遺跡

宮野貝塚

浜岩泉Ⅲ、島越Ⅱ・ⅩⅣ遺跡

南川尻遺跡
北ノ沢Ⅰ遺跡

宿戸遺跡
小田ノ沢遺跡

外屋敷ⅩⅨ遺跡

長途遺跡
力持遺跡

小成Ⅱ遺跡

高根遺跡

小沢Ⅴ神籠石、小沢Ⅳ遺跡

石峠Ⅱ遺跡

中野遺跡

山口駒込Ⅰ遺跡

乙部野Ⅱ遺跡

浜川目沢田Ⅱ遺跡
浜川目沢田Ⅰ遺跡

赤浜Ⅱ遺跡

西平内Ⅰ遺跡

赤前Ⅲ遺跡

上代川遺跡

田鎖車堂前、田鎖遺跡、田鎖館跡

北ノ越遺跡・宇部館跡
伏津館跡
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外屋敷ⅩⅣ遺跡出土　縄文早期の土器群

長途遺跡　縄文前期の墓壙

石峠Ⅱ遺跡　特殊な複式炉を持つ竪穴住居（縄文中期）

西平内Ⅰ遺跡　縄文後期の配石遺構群

外屋敷ⅩⅣ遺跡　火山灰が堆積した縄文早期の住居

高根遺跡　斜面に広がる多数の貯蔵穴（縄文中期）

中野遺跡　密集する竪穴住居群

赤浜Ⅱ遺跡　縄文後期の配石遺構
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浜川目沢田Ⅰ遺跡　縄文後期の土器群

上代川遺跡　石器を貯蔵した土器（弥生時代）

田鎖車堂前遺跡　堀の断面

高田城跡　航空写真

乙部野Ⅱ遺跡　弥生時代の土器群

荷竹日向Ⅰ遺跡　古代の竪穴建物跡の調査

根井沢穴田Ⅳ遺跡  製鉄工房跡

伏津館跡出土 15 世紀の遺物
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Ⅴ　発掘調査報告書の刊行と報告書の内容概観
　当センターでは、当該年度に発掘を実施した遺跡について、その年度内に発掘調査の概要を報告す
るために略報（平成 16 年度以降は発掘調査報告書）を発行している。遺構・遺物の数量が少ないも
のについては、略報の報告をもって本報告にかえる場合もある。
　報告書の刊行は調査終了の次年度の４月以降が原則であるが、調査が数ヶ年にわたるものや遺構や
遺物の数量が著しく多く、当該年度では整理完了が困難なものについては、次年度以降に発刊を繰り
越す場合がある。
　昭和 52 年から平成６年まで判型はＢ５判であったが、平成７年以降は特別な場合を除きＡ４判を
原則とし、平成 10 年以降は、すべてＡ４判となった。
　昭和 52（1977）年度から平成 29（2017）年度までの 40 年間に当センターでは 691 冊の報告書を
刊行した。以下は当センターが発刊した報告書をまとめたものである。昭和 55（1980）年度までは、
県教委が実施した発掘調査の報告も含まれるが、それ以降はすべて当センターが実施した発掘調査の
報告である。
　報告書の書名は第 34 集までは遺跡の所在する市町村名を記していたが（例　都南村　湯沢遺跡）、
第 35 集以降はこれを省略している。また、副題として調査原因となった事業名を付しているが、以
下の報告書一覧ではこれを省略している。2017 年 12 月現在、集数は決定しているが、未刊行のもの
はその旨を記した。

新旧の報告書
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集
数

報告書題名
発行
年度

頁数 主要執筆者 主な内容

発掘調査略報（昭和52年度） 昭和52年度分の発掘調査略報

湯沢遺跡
金沢光孝・高橋信雄・
高橋文夫・三浦謙一

赤林山山麓の扇状地に立地する縄文時代中･後期を中心とし
た集落､竪穴住居160・貯蔵穴187・落とし穴166等、中期の竪
穴住居の多くは鎖状に連なる。剥片貯蔵を伴う竪穴住居14

山の神遺跡 山口了紀
縄文前期末から中期初頭の土器捨て場、他に石鏃・石錐・石
錘・石槍・半円状扁平打製石器・三角形状石器・石剣等出土

沢内遺跡 上野 猛
縄文後期から晩期の集落、竪穴住居８・石組炉４・土坑４・埋設
土器２他、土偶・鐸形土製品等出土。中世と推定される堀１他

沼の上遺跡 山口了紀
時期不明の溝10・焼土２・集石３他。遺構外から弥生土器（甕・
壺・鉢・高坏）出土

発掘調査略報（昭和53年度） 昭和53年度分の発掘調査略報

沢内Ｂ遺跡 高橋与右衛門
縄文中期末の竪穴住居２・土坑２・焼土８、中世の竪穴住居４・
空堀１、近世以降の柵列２。

力石Ⅱ遺跡･兎Ⅱ遺跡･
落合Ⅲ遺跡･朴ノ木遺跡

高橋信雄・山口了紀・
三浦謙一

力石Ⅱ：平安の竪穴住居29、石帯出土　兎Ⅱ:奈良～平安の
竪穴住居４　落合Ⅲ：奈良の竪穴住居１・平安の竪穴住居15
朴ノ木：平安の竪穴住居５他

発掘調査略報（昭和54年度） 昭和54年度分の発掘調査略報

長倉No.14遺跡 光井文行
時期不明の土坑８・溝１。縄文後期前葉～晩期後葉の土器出
土

野駄遺跡･寄木遺跡･崩石遺跡 四井謙吉
東北縦貫自動車道建設に伴う３遺跡の調査報告、主な検出遺
構は野駄で縄文前期から晩期の住居跡12､平安の住居跡１等

長者屋敷遺跡（Ⅰ）
佐藤勝・高橋文夫・
佐々木清文

昭和53年度調査の遺構を記載。縄文の竪穴住居86棟・土坑
５・配石１他、竪穴住居は前期主体、地床炉が住居跡中軸線
に沿って配列される大型住居も検出

繋Ⅲ･Ⅵ遺跡･上野遺跡･
南の又遺跡･堂ヶ沢Ⅰ･Ⅱ遺跡･
広瀬Ⅱ遺跡

松野恒夫・高橋正之・
工藤利幸・上野 猛・
高橋与右衛門

昭和52年から53年に実施した御所ダム建設に伴う７遺跡の調
査報告、主な検出遺構は、繋Ⅲで縄文の竪穴住居31、堂ヶ沢
で縄文の竪穴住居13、繋Ⅳで土坑27、上野で土坑26他

下平遺跡･高校西遺跡 金沢光孝・瀬川司男
下平：縄文の竪穴住居１・落し穴34、中世の竪穴住居１・掘立
柱建物１他　高校西：縄文の散布地

発掘調査略報（昭和55年度） 昭和55年度分の発掘調査略報

下猿田Ⅱ･Ⅲ遺跡･安庭古墳･
伝久遺跡･町場Ⅱ･Ⅲ遺跡

上野猛・高橋与右衛門・
本沢慎輔・高橋正之・
中川重紀

昭和49･53・54年度の御所ダム建設に伴う６遺跡の調査報
告、主な検出遺構は近現代のもの。町場Ⅲで建物４、下猿田
Ⅱで建物４・墓壙16、下猿田Ⅲで建物５・墓壙３他

扇畑Ⅰ遺跡 近藤宗光・佐々木清文
縄文の散布地､土器は後期中心。平安の集落､竪穴住居11､
土器の他､木製櫛･炭化堅果類出土

玉貫遺跡･西根遺跡
山口了紀・鈴木恵治・
吉田 洋

古墳時代から平安にかけての集落､竪穴住居４･古墳４･周湟
17･墓壙２他､水晶切子玉･ガラス玉･錫釧等出土

稲村遺跡･中田遺跡･
古屋敷遺跡

高橋義介・光井文行・
三浦謙一

奈良から平安の集落､竪穴住居３､土師器（坏･甕･鉢･手づくね
土器）､砥石､土製小玉､鉄鉗､鋤先等出土

長者屋敷遺跡（Ⅱ）
（２分冊）

高橋文夫・佐藤 勝
昭和54年度調査の遺構を記載。縄文の大集落､竪穴住居
230･大型ピット類257･配石遺構２･焼土遺構12･土器埋設遺構
３･遺物包含層２･溝跡６･巨岩塊群１他。平安の竪穴住居６他

荒屋Ⅰ･Ⅱ遺跡･越戸Ⅱ遺跡
小平忠孝・種市 進・
四井謙吉

縄文の集落､竪穴住居５､ピット７他､縄文各期の土器､滑車形
耳飾り･斧状土製品･石冠状土製品等出土

長瀬Ｃ･Ｄ遺跡
遠藤勝博・本沢慎輔・
佐々木清文

「米沢遺跡群」に含まれる２遺跡。縄文の竪穴住居１、奈良の
竪穴住居29、中世の竪穴住居10、近世の厩３・墓21他。

上田面遺跡･大渕遺跡･
火行塚遺跡

遠藤勝博・高橋義介・
高橋与右衛門

上田面:奈良の竪穴住居31､甑･切子玉･穂摘具･釣針･鎌･鉄
鉗等出土。平安の竪穴住居２他　大渕:弥生の竪穴住居１　火
行塚:縄文の竪穴住居２。弥生の包含層。平安の住居９

蝦夷森古墳群第４次 国生 尚・畠山靖彦 古代の散布地、土師器・須恵器片出土。古墳は確認できず

長倉遺跡 国生 尚 縄文の散布地、円筒下層式土器１点、小破片11点出土

川向Ⅲ遺跡 高橋与右衛門・吉田 洋
縄文の竪穴住居３､住居状遺構１他､円盤状石製品､石棒
平安の竪穴住居３､カマド支脚に転用された羽口等出土

繋Ⅰ･Ⅱ･Ⅳ遺跡･熊野橋遺跡･
広瀬Ⅰ遺跡･兎野遺跡･
天沼遺跡･戸沢館遺跡

工藤利幸・
高橋与右衛門・
松野恒夫・瀬川司男

昭和48年から50年の御所ダム建設関連の８遺跡の調査報告、
主な検出遺跡は熊野橋で縄文の竪穴住居８・土坑74、平安の
竪穴住居１、繋Ⅳで中世の竪穴住居１他

下長谷地遺跡･
元御所Ⅰ･Ⅱ遺跡

松野恒夫・本沢慎輔・
瀬川司男

昭和48年から52年の御所ダム建設関連の３遺跡の調査報告、
縄文の竪穴住居を下長谷地で３、元御所Ⅰで12検出

桜松遺跡･除Ⅰ･Ⅱ遺跡･
下猿田Ⅰ遺跡

上野 猛・本宮雄輔・
中川重紀・瀬川司男

昭和49・51・55年の調査を合冊　桜松：縄文の竪穴住居１　除
Ⅰ・Ⅱ：縄文の竪穴住居１　下猿田Ⅰ:縄文の竪穴住居４他
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繋Ⅴ遺跡･新城館遺跡･
野中遺跡

上野 猛・中川重紀・
高橋正之・松野恒夫

繋Ⅴ:縄文の竪穴住居５、円筒系と大木系の土器混在。平安
の竪穴住居１ 新城館:縄文の竪穴住居１ 野中：縄文の墓壙５

塩ケ森Ⅰ･Ⅱ遺跡（２分冊）
本沢慎輔・松野恒夫・
瀬川司男

前期末～中期初頭の中央に広場を持つ集落、大型住居７・普
通規模の住居44・貯蔵穴119等。円筒系と大木系の土器混
在･板状土偶51・半円状扁平打製石器1000以上出土

萪内遺跡（３分冊） 工藤利幸

縄文の竪穴住居52・漁撈遺構（魞）1・階段状杭列・足跡98他、
国の重要文化財となった大型土偶頭部出土、他に動物形・ス
タンプ形・鐸形・腕輪形・鼻形など多様な土製品、トーテムポー
ル様木製品、漆塗りの櫛・鉢・弓、丸木弓等出土

発掘調査略報（昭和56年度） 昭和56年度分の発掘調査略報

膳性遺跡（２分冊）
高橋与右衛門･山口了紀･
遠藤勝博・鈴木恵治・
吉田 洋・高橋義介

大規模な集落、竪穴住居は古墳時代１、７世紀後半～８世紀
前葉58、平安29。７世紀代の大型住居から圭頭大刀柄頭の破
片、他に琥珀玉、水晶切子玉、土製丸玉、土製勾玉等出土

家ノ上遺跡･長瀬Ａ遺跡 四井謙吉
縄文前期・中期末・後期前葉の竪穴住居計４。中世竪穴住居
１、土坑14他、竪穴住居跡から炭化した「カヤ」や焼土等検出

長瀬Ｂ遺跡 四井謙吉
縄文早期の竪穴住居５、土器は貝殻腹縁文を伴うものが主。
奈良の竪穴住居25、平安の竪穴住居７、半数以上が焼失住
居。近世の土壙墓から11体の人骨が出土

宮野目十三塚 国生 尚・畠山靖彦
マウンドと周溝をもつ塚３、周溝のみの塚９、計12基。塚はほぼ
直線状に配置される。遺物は出土せず築造時期不明

有矢野遺跡･上の山Ⅹ遺跡
小平忠孝・種市 進・
四井謙吉

有矢野：縄文の竪穴住居９。平安の竪穴住居５、穂積具・刀装
具等出土　上の山X：縄文中期末から後期前葉の竪穴住居３

扇畑Ⅱ遺跡 佐々木清文・近藤宗光
縄文の竪穴住居６、うち１棟は柄鏡状住居。出土土器の大部
分は縄文後期前葉～中葉。平安の竪穴住居３

上の山館遺跡 佐々木清文・近藤宗光
縄文中期末から後期初頭の竪穴住居６・土坑21・落し穴２他、
平安の竪穴住居１、中世の堀１・竪穴状遺構３他

田代遺跡 遠藤勝博・高橋義介
縄文前期末の竪穴住居１、中期中葉～後葉の竪穴住居17、
奈良の竪穴住居１。円筒土器文化が大木式土器文化に交替

野駄遺跡第２次 田鎖寿夫・光井文行
縄文の竪穴住居７・土坑13・焼土２、縄文土器・弥生土器・磨
石・石鏃・石匙・箆状石器・凹石・敲石等出土

寒風遺跡 畠山靖彦・朝野孝二
古代の馬蹄形周溝１、近世の掘立柱建物跡１、時期不明の竪
穴住居状遺構３・土坑２・落し穴３他

竃堂遺跡･東大畑遺跡･
大曽根遺跡

中川重紀・瀬川司男・
高橋与右衛門

竈堂:奈良の竪穴住居１他　東大畑：縄文の竪穴住居１、奈良
の竪穴住居1、平安の竪穴住居10他　大曽根：奈良の竪穴住
居４他

志波城跡 鈴木恵治
志波城に伴う築地・溝・竪穴住居検出。南辺築地の遺存を確
認。竪穴住居が外郭から120m程度に分布することを推測

発掘調査略報（昭和57年度） 昭和57年度分の発掘調査略報

叺屋敷Ⅱ遺跡 村上達夫・菊池利和
縄文の竪穴住居18・埋設土器１・土坑７、竪穴住居は中期７・
後期６・時期不明６、古代の竪穴住居１他

叺屋敷Ⅲ遺跡 佐々木喜直
縄文の竪穴住居13・土坑26・焼土1・埋設土器１他、土器は
前・中・後・晩期、磨製石斧・石棒・円盤状石製品等出土

滝谷Ⅲ遺跡 佐々木清文
縄文の竪穴住居16・土坑43・落し穴５・焼土４、土器は後期前
葉主体、動物型土製品等出土。平安の竪穴住居２他

沼山遺跡･嶽Ⅰ遺跡･
土弓Ⅰ遺跡

栃沢満郎・岩渕 久・
種市 進・村上達夫・
菊池利和・遠藤勝博

沼山:縄文の竪穴住居１・土坑１、前期・後期の土器
嶽Ⅰ:縄文の土坑９、晩期の土器・石斧・磨石等出土
土弓Ⅰ:縄文の土坑５、早期の土器・凹石等出土

長瀬Ｃ遺跡第２次 酒井宗孝
奈良の竪穴住居６、平安の堀１、中世の竪穴住居１他、土師器
坏・甕・甑・高台付坏・土製紡錘車等出土

小堀内Ⅰ遺跡 大原一則
現代の炭窯１・時期不明の土坑３、縄文早期・前期の土器、石
鏃・石槍・石匙等出土

伊保内ⅠＡ･ⅠＢ遺跡 三浦謙一
伊保内ⅠA：縄文の竪穴住居３・土坑８他
伊保内ⅠB：中世の堀1、時期不明の落し穴11

名高根遺跡 三浦謙一
縄文の竪穴住居５、中期末葉の住居に剥片貯蔵。奈良・平安
の竪穴住居３。時期不明の住居跡状遺構１・土坑50他

上里遺跡 高橋與右衛門・遠藤勝博
縄文の竪穴住居10・土坑78・集石１他、血縁関係が推定される
人骨7体が出土、土器は円筒上層式中心、板状土偶・有孔土
製円盤出土。古代の竪穴住居１、中世の竪穴住居１・堀１他

上村遺跡･下村Ａ遺跡･
下村Ｂ遺跡

四井謙吉・鈴木優子・
昆野 靖・吉田 努

上村:出入り口施設をもつ縄文の住居等　下村A：縄文の散布
地　下村B：縄文の竪穴住居５・土坑76・石室状遺構１他

荒谷Ａ遺跡 鈴木優子・吉田 努
縄文の竪穴住居・住居状遺構19・土坑31他、土偶・環状土製
品・ボタン状土製品・斧状土製品・三角形土製品等出土

赤坂田Ⅰ･Ⅱ遺跡 近藤宗光・佐々木清文
赤坂田Ⅰ:縄文の竪穴住居11・埋設土器１、平安の竪穴住居１
赤坂田Ⅱ:縄文の竪穴住居10、動物形土製品・岩版等出土
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江刺家Ⅳ･Ⅴ遺跡 国生 尚・佐々木清文
江刺家Ⅳ：縄文中期の竪穴住居７・焼土３・土坑19他
江刺家Ⅴ:縄文中期から後期の竪穴住居３・焼土２・土坑５他

上の山Ⅶ遺跡
田鎖寿夫・種市 進・
光井文行

縄文中期から後期の竪穴住居16棟。蛇紋岩製の磨製石斧出
土。平安の竪穴住居39、うち21は焼失住居、床面に敷いたま
ま炭化した板材も検出、鍔・鉄鏃・羽口・鍛冶鉄滓等出土

叺屋敷ⅠＡ遺跡 小平忠孝・三浦謙一
縄文の竪穴住居41、土器は大木10式主体、青竜形石器が住
居内から出土。奈良の竪穴住居１、平安の竪穴住居７他

君成田Ⅳ遺跡
遠藤勝博・高橋義介・
村上達夫

縄文中～晩期の竪穴住居56・土坑63、奈良の竪穴住居２。土
器の他、土偶・動物形土製品・遠賀川系土器が出土

叺屋敷ⅠＢ遺跡 佐々木喜直・佐藤 勝
縄文の竪穴住居３・土坑28、平安の竪穴住居１、近世以降の
掘立柱建物跡２、時期不明の落し穴７他

道地Ⅱ遺跡･道地Ⅲ遺跡 種市 進
道地Ⅱ：縄文の散布地　道地Ⅲ：縄文の竪穴住居10・土器埋
設遺構１・配石１他、遺物は晩期主体

館山遺跡第２次 鈴木恵治・大原一則
縄文の落し穴76、平安の竪穴住居17、中世の堀９・掘立柱建
物９。形象埴輪・円筒埴輪出土、中世城館に伴う遺物多数

湯沢遺跡（遺物編） 三浦謙一
縄文土器は前期末葉、中期初頭～末葉、後期初頭～末葉に
わたるが、大木10式併行の土器群が主体。石器類は剥片石
器の数が多い、笛状石製品２、クリを模した土製品など出土

上野山遺跡 佐々木清文・村上達夫
縄文後期の竪穴住居４、古代の竪穴住居４、籾の圧痕のつい
た遺物、琥珀の半加工品出土。時期不明の焼土４・土坑５

馬場野Ⅰ遺跡 畠山靖彦・工藤利幸
縄文中期末から晩期初頭の集落、竪穴住居10、時期不明の
陥し穴状遺構５・土坑77

小井田Ⅳ遺跡 小平忠孝・栃沢満郎
縄文後期末の比較的短期間に営まれた集落、竪穴住居跡4、
滑車形耳飾り・キノコ形土製品・鐸状土製品等出土

江刺家遺跡 田鎖寿夫・高橋義介
縄文の竪穴住居13、平安の竪穴住居32、中世の竪穴住居３、
近世の掘立柱建物跡３他。平安住居のうち４棟は焼失家屋と
推定され、上屋構造に土を利用していた可能性がある

上斗内Ⅲ･Ⅳ･Ⅴ遺跡
大原一則・
高橋与右衛門

上斗内Ⅲ:縄文の竪穴住居７・柱穴列２他　上斗内Ⅳ:時期不
明の伏せ焼窯１　上斗内Ⅴ:奈良の竪穴住居１

府金橋遺跡 近藤宗光・酒井宗孝
奈良の竪穴住居２・平安の竪穴住居７・円形周溝1他、時期不
明の竪穴住居１他。鋤先・刀子・鉄鏃・鉄製紡錘車等出土

小森林館跡 近藤宗光・酒井宗孝
平安の竪穴住居１、時期不明の掘立柱建物跡１・柱穴群・溝１・
土坑４他。中世城館に伴う遺構は検出されず

安堵屋敷遺跡 国生 尚・畠山靖彦
縄文晩期の竪穴住居２、円盤状土製品・冠状土製品・土版・
亀形土製品。耳飾り・ミニチュア土器・土偶等

発掘調査略報（昭和58年度） 昭和58年度分の発掘調査略報

平船Ⅲ遺跡 渡辺洋一
縄文の土坑５・炉跡１・落し穴５、早期の押型文・貝殻文土器の
他前期・後期・晩期の土器出土

長者屋敷遺跡
遺物編（２分冊）

三浦謙一・佐々木勝・
昆野 靖

縄文土器は前期が卓越、前～中期を通じて大木系と円筒系
の土器が出土、両文化の接触地域であることを示す。他に弥
生初頭の土器、平安の土師器・須恵器

嶽Ⅱ遺跡 平井 進・石川長喜
縄文中期から晩期にかけての集落､竪穴住居23､・土坑4、弥
生の土坑１、平安の竪穴住居3、時期不明の竪穴住居１・土坑
196・集石遺構１・焼土遺構16他

湯の沢Ⅲ･繋沢Ⅱ･
石神Ⅱ遺跡

佐々木清文・
佐々木喜直

湯の沢Ⅲ：縄文の竪穴住居４、円筒系と大木系土器が共伴
繋沢Ⅱ・石神Ⅱ：散布地、縄文土器、近世陶器・鉄製品等

小屋畑遺跡 田鎖寿夫
縄文の土坑１、奈良・平安の竪穴住居11他、遺構外から前期・
後期・晩期の土器出土

滝沢城跡 高橋義介・玉川英喜
葛西氏家臣蜂谷隠岐の居館に付属する３段の平場を確認、
本丸の外側に位置する防御施設の一部か

川内遺跡 国生 尚・石川長喜
縄文の竪穴住居４・土坑21他・人骨を土器片で覆った縄文晩
期の土坑墓他。独鈷石・石冠等出土。近世の礎石建物１他

川口Ⅰ遺跡
近藤宗光・酒井宗孝・
高橋与右衛門

縄文の焼土１・落し穴29他。弥生・続縄文土器出土。平安竪穴
住居１、内外面ミガキ黒色処理された埦形土師器が出土

川口Ⅱ遺跡
高橋与右衛門・
玉川英喜・酒井宗孝

縄文の竪穴住居５・土坑17、出土土器は早期・中期・後期だが
後期中心の土器、異形小型片口土器が出土

小井田Ⅲ遺跡 栃沢満郎
縄文早期の竪穴住居２・中期の竪穴住居１・落し穴75・土坑58
他。弥生時代の竪穴住居３、近世の墓壙他

黄金堂遺跡 国生 尚・石川長喜
仏堂と考えられる掘立柱建物１・竪穴住居10・土坑８。掘立柱
建物内部に須弥壇と推定される柱穴３を確認

曲田Ⅰ遺跡（２分冊） 鈴木隆英
小規模な崖錐性扇状地の扇端部に立地。縄文の竪穴住居
68・掘立柱建物２・土坑156・集石遺構３・捨て場４、縄文晩期の
朱塗り土器・鐸状土製品・耳栓・亀型土製品・漆等出土

発掘調査略報（昭和59年度） 昭和59年度分の発掘調査略報
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柿ノ木平Ⅲ遺跡 片方宗明・高橋義介
時期不明の土坑36、落し穴29・配石１、平安の落し穴３。落し
穴は２基から３基の単位で段丘縁辺部に並列する

海上Ⅰ･海上Ⅱ･
大久保Ⅰ遺跡

中村良一・田村壮一・
栃沢満郎

海上Ⅰ:平安の竪穴住居１　海上Ⅱ:縄文後期の竪穴住居１・
土坑17他　大久保Ⅰ:縄文の竪穴住居１・平安の竪穴住居４

新平遺跡 平井 進
縄文の土坑８・落し穴１、板状土偶・円盤状土製品等出土。平
安の竪穴住居１他。昭和38年県指定史跡､古代駅家跡に擬定

荒木田Ⅱ遺跡 片方宗明・光井文行
縄文の落し穴１１、溝状３。縄文後・晩期の土器・石匙・磨石出
土

高玉遺跡 国生 尚
近世の屋敷跡、３期重複の掘立柱建物跡と井戸跡を検出。焚
口・燃焼部・煙道によって形成されるカマド状遺構18

五庵Ⅱ遺跡 大原一則
平安の竪穴住居１、中・近世の竪穴住居20・掘立柱建物跡１。
遺物は縄文早・前・後・弥生の土器、平安の土師器出土

関沢口遺跡 玉川英喜・三浦謙一
縄文中期から後期の竪穴住居７・土坑５、平安の竪穴住居５、
中近世の竪穴住居３・墓壙９他

水神遺跡
高橋与右衛門・玉川英喜・

昆野 靖・菊池利和・長沼 彬・

光井文行・高橋義介

縄文の竪穴住居23・住居状遺構１・土坑186・落し穴46・埋設
土器２、弥生の竪穴住居１、古代の竪穴住居1、中・近世の土
葬墓10・火葬墓4・溝２他。

五庵Ⅰ遺跡 石川長喜・渡辺洋一
縄文の竪穴住居４・カラスガイと壺形土器が出土したものを含
む土坑21・落し穴81。平安の敷板住居を含む竪穴住居15、中
世の竪穴住居跡１、近世墓等検出

駒板遺跡（３分冊）
鈴木恵治・大原一則・
酒井宗孝・渡辺洋一・
岩渕 久・光井文行

縄文の竪穴住居66、有孔把手付土製品他多種多様な土製品
出土。奈良の竪穴住居15、土製勾玉等出土。中世の竪穴住
居２、古銭等出土。近世の炭窯28・鋳銭場１、銭竿等出土

馬場野Ⅱ遺跡（２分冊）
工藤利幸・中川重紀・
田村壮一

縄文の竪穴住居53・埋設土器３・土坑164他、弥生の竪穴住
居11・土坑20他。縄文草創期・早期（押型文）の土器出土

大日向Ⅱ遺跡 田鎖寿夫・岩渕 久
縄文の竪穴住居41・古代の竪穴住居５、土坑85・落し穴１・配
石遺構１・土器埋設遺構４他、瘤付土器・亀形土製品等出土

発掘調査略報（昭和60年度） 昭和60年度分の発掘調査略報

万丁目遺跡 中川重紀・片方宗明
縄文の土器埋設炉３・石囲炉２、奈良・平安・中世の集落、竪
穴住居は奈良３・平安２・中世２、中世以降の掘立柱建物跡等

古館Ⅱ遺跡
菊池利和・光井文行・
中川重紀・高橋義介

奈良・平安・中世の集落、竪穴住居は奈良15・平安８・中世14
他。口縁部下位に格子目文を持つ土師器甕・赤彩球胴甕・中
世の住居などから多量の炭化穀物出土

境橋遺跡 長沼 彬
縄文の落し穴２。平安の湾曲する一対の溝。縄文土器・土師
器・須恵器等出土

田余内Ⅰ･Ⅱ遺跡 石川長喜・渡辺洋一
平安の竪穴住居３・土坑１・炭窯１、平安の住居のうち１棟は焼
失住居で上屋構造が推定される。

安比内Ⅰ遺跡 田村壮一
規則的に並ぶ縄文時代と推定される落し穴41、縄文早期後半
の土器群。平安の竪穴住居２他

堀切･竹林遺跡
高橋与右衛門・
長沼 彬

堀切：縄文の竪穴住居３・土坑３・土器埋設遺構１他
竹林：縄文の竪穴住居１、平安の竪穴住居１

手代森遺跡（２分冊）
佐々木清文・
佐々木喜直

縄文前期・晩期の集落、晩期の集落は自然堤防上に立地、住
居８、広場的な空間をもつ。氾濫により形成された遺物包含層
あり。重要文化財に指定された大型遮光器土偶出土

沼久保遺跡
酒井宗孝・平井 進・
石川長喜

縄文の集落、竪穴住居は前期２・後期６。弥生中期の住居１。
平安の竪穴住居８、地床炉をもつ住居から鉄滓・羽口出土

桂平遺跡 平井 進
縄文後期中葉の住居４、アスファルト塊出土。平安の住居14う
ち焼失住居７・住居状遺構３、刀剣・紡錘車・穂摘具等出土

広沖遺跡 岩渕 久・田村壮一
縄文の竪穴住居は前期以降１・晩期１、土坑46、円盤状土製
品・スプーン状土製品、石錘等出土。平安の住居４

五庵Ⅲ遺跡 石川長喜
縄文の竪穴住居２、住居状遺構１。弥生の竪穴住居１。平安の
住居状遺構１。近世の土葬墓５・炭窯３

犾森古墳群遺跡 菊池利和・光井文行
７世紀後半から８世紀代と推定される周湟15・古墳の墳丘は全
て失われている。勾玉、切子玉、直刀等出土

和光６区遺跡
佐々木清文・
佐々木喜直

縄文の前期後葉から中期初頭の集落、竪穴住居２・埋設土器
３・土坑９・落し穴２・大型住居の可能性のある柱穴群等

発掘調査略報（昭和61年度） 昭和61年度分の発掘調査略報

親久保Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ遺跡
佐々木喜直・酒井宗孝・
渡辺洋一・中川重紀

縄文後期の住居３・縄文時期細分不明１・平安の住居５・土坑
67・落し穴29、遺物は縄文早期～晩期の土器、弥生土器他。
親久保Ⅳ：縄文の土坑１、遺物は縄文早期・前期・晩期の土器

田中Ⅳ遺跡 玉川英喜 縄文の狩場､土坑１･落し穴14､縄文土器･土師器･石鏃等出土

青ノ久保遺跡 中村良一
縄文の竪穴住居２。土偶･蓋形土製品･スタンプ状土製品･キノ
コ形土製品･草花様の線刻のある石製品等出土。
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大堤Ⅱ遺跡 平井 進 縄文･弥生の狩場､ピット20･落し穴17､土器･石器等出土

飛鳥台地Ⅰ遺跡（２分冊） 三浦謙一
縄文の集落､竪穴住居は早期２･前期６･後期３･晩期５。平安
（９世紀前半～１０世紀前半）の大集落､竪穴住居93､円形周溝
等検出､墨書･刻書土器､砂底土器等出土。中世の住居３他

大久保･西久保遺跡 中村良一・工藤利幸
大久保：縄文の集落､竪穴住居は早期１･後期３､落し穴96他
西久保：縄文の狩場､落し穴５､北海道系土器出土

馬立Ⅱ遺跡 菊池利和・高橋義介
縄文後期の集落､竪穴住居18､住居状遺構１､炉･焼土16､土
坑24他。狩猟文土器･人面付土器出土

馬立Ⅰ･太田遺跡（２分冊）
田鎖寿夫・石川長喜・
平井進・玉川英喜

縄文の集落､竪穴住居は早期18･中期末３･後期前葉35､

笹間館跡
高橋与右衛門・
田村壮一

中世の城郭､４期の変遷が想定される平城､掘立柱建物･柱穴
列･門･井戸･土坑･溝･備蓄銭遺構等検出､国産陶器･舶載陶
磁器･石臼･硯･漆器･曲物･下駄･刀子･鍋等出土

平沢Ⅰ遺跡 三浦謙一・佐藤嘉広
縄文前期の住居５､後期の住居２､古墳･奈良の住居２､平安の
住居13。各時代の土器･石器･琥珀等

発掘調査略報（昭和62年度） 昭和62年度分の発掘調査略報

毛越寺跡 高橋義介
平安の大溝･石敷遺構､かわらけ･陶磁器･鉄製角釘出土､昭和
30年代まで使用された氷室

野口Ⅰ遺跡 玉川英喜
住居状遺構１･ピット２･焼土２。縄文前期～晩期の土器片･土
師器･石器等出土

皀角子久保Ⅵ遺跡 平井 進
縄文のピット15･落し穴17､土器･土製品･石器出土。平安の住
居５･掘立柱建物３(周溝を有するもの１)他､江戸～明治の民
家･井戸他､木器･木製品･鉄製品･陶磁器他

石田Ⅱ･寺領･西光田Ⅰ遺跡 佐藤嘉広
奈良･平安時代の集落､竪穴住居37･土坑69･溝36､線刻のあ
る平安の土師器･緑釉陶器等出土

打越･東角地遺跡･古館跡 玉川英喜・中川重紀
打越:方形周溝１･ピット４･採掘跡13　東角地:住居状遺構１･石
組み水路１･採掘跡３他　古舘:平場･土橋･堀他

米沢遺跡 工藤利幸
縄文の竪穴住居２･落し穴２､住居は焼失住居と推定。古代の
竪穴住居２､いずれも焼失住居と推定。

駒焼場遺跡 中村良一・光井文行
平安の大溝４･複雑に重複した古代の住居45(奈良７･平安33･
不明５)･方形周溝３他検出､土師器･須恵器の他､鉄製品(鉄
鏃･雁股鏃･紡錘車･刀子･手斧）等出土

夏本遺跡
高橋与右衛門・
酒井宗孝

縄文中期の集落､竪穴住居25･土坑４､硬玉製垂飾品出土。弥
生の竪穴住居１。古代の竪穴住居５･住居状遺構６･工房１他､
鉄製品(釘･鏃･刀子･楔･錐等)･鉄滓出土

発掘調査略報（昭和63年度） 昭和63年度分の発掘調査略報

南日詰遺跡 田村壮一・高橋義介
縄文中期の住居４･落し穴18･土坑10･溝24､土器は大木７ｂ式
主体､石器出土。平安の土器､寛永通寶等も出土

馬場遺跡 工藤利幸
縄文の土坑５。古代の竪穴住居跡14･土坑５。中世の住居１。
竪穴住居には焼失とみられるものを含む

源道遺跡 佐々木喜直
縄文の落し穴17。奈良の竪穴住居22､無底式甑･琥珀等出
土。平安の竪穴住居21､土製支脚･墨書土器等出土

管波Ⅰ遺跡 斎藤邦雄
縄文前期の竪穴住居１･後期の竪穴住居３･土坑19･落し穴２
他､土器は前期･後期中心､切断蓋付土器２点出土

寺前Ⅰ･Ⅱ遺跡･片地家館跡 平井 進・中川重紀
寺前Ⅰ:縄文の土坑７･柱穴状土坑18･焼土２　寺前Ⅱ:近世の
民家１･井戸１　片地家:採掘坑11･神社跡１

下岩沢Ⅰ遺跡 田村壮一・田鎖寿夫
縄文後期から弥生にかけてのピット８。縄文後期～晩期の土
器･弥生土器･石器出土

赤畑遺跡 中村良一・玉川英喜
中世の竪穴住居２･ピット３･焼土２他､遺構内から鉄鏃･器種不
明の鉄製品､遺構外から縄文中期の土器片

松川遺跡 高橋与右衛門
平安の集落､竪穴住居７･掘立柱建物６他､土師器･須恵器､溝
から馬歯出土､遺構外から縄文･弥生土器も出土

野口Ⅱ遺跡 中村良一
縄文の土坑１･落し穴２･炉１､出土土器は早期･前期･後期･晩
期､弥生土器･土師器･石器･古銭等

坊館跡 工藤利幸
縄文後期～晩期の集落､住居２･土器埋設炉１･落し穴２･土坑
６他。中世城館に関連する遺構は確認されず

長根Ⅰ遺跡 光井文行・玉川英喜
主に８世紀の古墳28･方形周溝２･住居状遺構１他､和同開珎･
蕨手刀･直刀･立鼓刀･ガラス玉･錫製釧等出土

発掘調査略報（平成元年度） 平成元年度分の発掘調査略報

岩崎城西遺跡 中村良一
戦国期と推定される溝３･柱穴列２･柱穴状ピット５､時期不明の
炭窯１･焼土１等
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月館跡･八幡館跡 鈴木貞行・中川重紀
月館:中世城館に伴う堀１･柵列１･土塁１･溝２他　八幡館:平安
の竪穴住居４･土坑５･落し穴４･溝３他

明神遺跡 高橋義介
縄文の落し穴１。平安の集落､竪穴住居10､土師器･須恵器･琥
珀･碗型滓･椀形木製品･木製櫛･曲げ物等出土

比爪館跡 高橋義介・高橋信雄
溝跡から近世以降の陶磁器と共伴して12世紀のかわらけ等出
土､土壙４･ピット20等検出

馬場Ⅱ遺跡･沖Ⅰ遺跡 佐瀬 隆
馬場Ⅱ:落し穴５･土坑１　沖Ⅰ:竪穴住居４･掘立柱建物１･竪
穴状遺構４･落し穴２･井戸３･土坑16

上川岸Ⅱ遺跡 光井文行・玉川英喜
縄文後期の住居５､晩期の住居１､土偶･鐸形土製品等出土。
平安の竪穴住居25､土錘･雁股鏃･穂摘具･釣針等出土

葉ノ木沢遺跡 斎藤 實
縄文の土坑３､落し穴９､遺構外から早･前･後の土器片。中世
末期以降の墓壙１､墓壙から永楽通寶等出土

高瀬Ⅰ遺跡 斎藤博司
縄文の落し穴32。平安の竪穴住居16･掘立柱建物２他､墨書
土器多数出土､「林」「夲万」「物部」等

間館Ⅰ遺跡 斎藤邦雄・藤村敏男
縄文の竪穴住居19･炉１･土坑25･土器埋設遺構１他､円筒式
土器･大木式土器出土､石器は石匙･石槍の比率高い

物見崎遺跡･監物館跡 斎藤 實
縄文前期の住居14､後期の住居２。弥生の住居２。古代以降
の炭窯４他。中世城館に関連する遺構は確認されず

上村貝塚 小田野哲憲・高橋義介
縄文中期の竪穴住居11･土器埋設遺構１他､改葬された人骨･
ヒスイ大珠等出土。弥生の竪穴住居５､有角石斧･石製紡錘
車･管玉等出土。奈良･平安の竪穴住居16他

発掘調査略報（平成２年度） 平成２年度分の発掘調査略報

上鬼柳Ⅳ遺跡 村上 修
縄文の土坑146(フラスコ形89･ビーカー形46他）､隣接する柳
上遺跡の貯蔵地か。平安の竪穴住居１､畑地跡１

上鬼柳Ⅱ･Ⅲ遺跡 伊東 格
平安の集落､竪穴住居22･掘立柱建物12･土器焼成窯３､「佛」
の刻書土器･「寺」の墨書土師･奈良二彩片等出土

梅ノ木台地Ⅰ遺跡 平井 進・川村 均
縄文の落し穴１･焼土８。平安の竪穴住居１。縄文土器･弥生
土器･土師器･須恵器･石器･石製品出土

林崎館遺跡 小田野哲憲
縄文の土器埋設遺構１･土坑７検出。中世城館に関連する遺
構は確認されず。縄文土器は大木８ｂ式主体

本郷遺跡 酒井宗孝・小田野哲憲
縄文の集落､竪穴住居18･土壙53･落し穴45他。出土土器は大
木７ａ･７ｂ･８ａ式主体。弥生の土壙３。平安の竪穴住居４。中世以
降の塚２他

石曽根遺跡
佐々木喜直・
小田野哲憲・酒井宗孝

縄文の竪穴住居16･掘立柱建物１･土坑６･落し穴28他､出土
土器は大木８ａ･８ｂ式主体､石器は磨石･石皿多数

田中館跡
工藤利幸・村上 修・
及川靖世

縄文の集落､竪穴住居18･フラスコピット11･土壙８･落し穴42。
中世城館に関連する遺構は確認されず

徳丹城跡
中川重紀・高橋義介・
佐瀬 隆

第33次調査。徳丹城に関わる桁行５間の掘立柱建物１･平安
の竪穴住居２。近世の掘立柱建物･馬屋･溝等検出

八ツ長Ⅱ遺跡 神 敏明
中世後半の竪穴住居７他。陶磁器･鉄製品･鉄滓等出土。竪
穴住居は出入口と思われる張り出しを持つ

細浦Ⅰ･細浦Ⅱ遺跡 鈴木貞行
小起伏山地から谷底平野へ続く縁辺部緩斜面に立地､時期不
明の土坑８検出､弥生土器･土師器･石器等出土

細野Ⅱ遺跡 佐瀬 隆
縄文前期～中期に離水した谷底平野に立地､時期不明の焼
土遺構６。近世の墓壙１､埋葬された人骨出土

鼻館跡 佐瀬 隆・濱田 宏
縄文の落し穴85他。古墳時代から平安の集落､竪穴住居22､
土器製作工房･鍛冶工房と推定される住居等検出

本宿遺跡 斎藤邦雄
弥生の土坑１､良好な一括資料出土。時期不明の掘立柱建
物､溝､土坑等

川向遺跡 高橋義介
縄文の散布地､埋没した沢筋に形成､出土土器は晩期中心､
他に石器･石製品･土偶･土製品出土

経塚長根･経塚森遺跡 藤村敏男・金子昭彦
経塚長根:縄文中期の住居３･土坑15他､土器は中期中心
経塚森:縄文前期の住居４･落し穴５他､土器は前期中心

糀口Ⅰ遺跡 千葉孝雄
縄文早期の竪穴住居１･土坑９･落し穴２。奈良の竪穴住居１･
土坑１他､住居は焼失住居。近世の陶磁器片出土

岩崎台地遺跡群
中川重紀・遠藤 修・
濱田 宏

縄文の竪穴住居１･土坑５。平安の竪穴住居25･土坑６､墨書
土器･丹塗土器出土､時期不明の掘立柱建物２他

上八木田Ⅲ･Ⅳ･Ⅴ遺跡 平井 進
縄文の集落･狩場､竪穴住居･土坑･落し穴等検出､弥生の散
布地､平安の集落､竪穴住居から太刀･穂摘具等出土

発掘調査略報（平成３年度） 平成３年度分の発掘調査略報

上鬼柳Ⅰ遺跡 佐々木信一
弥生の竪穴住居７･土壙墓１他､平安の土壙墓１･火葬墓１他。
蔵骨器として使用された土師器鉢から火葬人骨
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兵庫館跡･梅ノ木台地Ⅱ遺跡 川村 均
兵庫館:弥生の埋設土器３､墓壙１､配石１､墓壙から遠賀川系
土器出土。平安の竪穴住居１。中世の堀１他
梅ノ木台地Ⅱ:弥生の埋設土器１。平安の竪穴住居２他

上反町遺跡 伊東 格
縄文･弥生の焼土７･土坑１･落し穴１･集石１､時期不明の堀１､
炭窯３。縄文土器･弥生土器･石器出土

法量野Ⅰ･中屋敷遺跡 小田野哲憲・村上 修
法量野:縄文の土坑５･落し穴20･焼土３･溝３　中屋敷:縄文～
弥生のフラスコ状ピット19･土壙16･落し穴５他

八幡野Ⅱ遺跡 工藤利幸
縄文の狩場､落し穴22．平安の集落､竪穴住居９･土坑22他。
近代の工房(麴室)２

泉屋遺跡 神 敏明
12世紀の井戸１､遺構内から漆塗り椀･かわらけ等出土。時期
不明の掘立柱建物１。縄文土器･石器･石製品等出土

仁沢瀬遺跡群 斎藤 實
縄文の竪穴住居１･落し穴22。古墳時代の土壙墓13､内面赤
彩の坏を蓋として被せ埋置した土師器甕出土

湾台Ⅱ遺跡･湾台Ⅲ遺跡 鈴木貞行
湾台Ⅱ:縄文の竪穴住居１･土坑８他　湾台Ⅲ:平安の竪穴住
居１･鉄生産関連炉を伴う住居状遺構２他

館Ⅳ遺跡 佐々木弘
縄文中期の竪穴住居15､住居跡から検出された炉はすべて前
庭部を伴う複式炉､土坑104もほとんどが中期に構築されたと
推定される。平安の集落､竪穴住居６

新山権現社遺跡 金子昭彦
縄文の竪穴住居３･墓壙１･配石遺構３･土坑69･後期の捨場･
晩期の捨場､後期の大規模な捨場から大量の遺物出土､晩期
の捨場も小規模ながらやはり大量の遺物出土

丸木橋遺跡 藤村敏男
縄文の土坑１･落し穴１､古代の竪穴住居11､近代から現代に
かけての建物跡１

明通遺跡 花坂政博
時期不明の焼土４･縄文前･後期の土器､石器。切断土器の蓋
出土

川井館跡 高橋義介・花坂政博
中世の城館､平場･曲輪･堀２･焼土３他､縄文土器･弥生土器･
土師器･鉄滓･羽口･陶磁器等出土

下川原Ⅱ遺跡 佐々木務
縄文の狩場､落し穴９。平安の集落､竪穴住居21。土師器･須
恵器･鉄製品（鎌･紡錘車･穂摘具）等出土

人当Ⅰ遺跡 中川重紀 縄文の土坑７､縄文土器･石器･石製品出土。弥生の散布地

上八木田Ⅱ遺跡 佐瀬 隆
古代の竪穴住居２､古代以前の落し穴５､近世以降の住居状
遺構１､早･前･中･晩期の縄文土器等出土

発掘調査略報（平成４年度） 平成４年度分の発掘調査略報

煤孫遺跡（２分冊） 東海林隆幹
縄文･平安の集落､竪穴住居は縄文８･平安13･土坑162･落し
穴11等､縄文土器は前期末葉から中期初頭中心､平安は土師
器中心､鍋･耳皿等出土。石錘2400点出土

観音館跡 高橋義介
縄文落し穴１。平安の竪穴住居１･土師器焼成窯１。中世の城
館に伴う平場１･堀３･土塁１､竪穴住居１等

千手堂･羽黒山麓Ⅰ･Ⅱ遺跡 佐々木信一
縄文の散布地､土坑13､後期から晩期の土器･石器出土。時期
不明の溝１･炭窯１等

塚野Ⅰ･塚野Ⅱ遺跡 佐々木弘・藤村敏男
塚野Ⅰ:縄文の土坑７､前期･後期の土器出土
塚野Ⅱ：時期不明の住居状遺構１･土坑16等

白木野Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ遺跡 羽柴直人・星 雅之
白木野Ⅰ:縄文の土器埋設遺構１､捨場１　白木野Ⅱ:近世から
現代の屋敷地､建物19､近世の陶磁器･木製品等出土　白木
野Ⅲ:建物１､陶磁器･石製品出土

越中畑Ⅳ･越中畑Ⅴ遺跡 伊東 格
越中畑Ⅳ:近世の掘立柱建物４･溝３､陶磁器･銭貨出土
越中畑Ⅴ:縄文の散布地､近現代の炭窯４等

上村遺跡（山田道路） 鈴木貞行
古代の製鉄遺跡､鍛冶炉２･製鉄炉８･木炭窯11等､鉄生産に
関する全段階の遺構を検出､炉壁･羽口･鉄滓等出土

猪川館跡（２分冊） 斎藤博司
中世の城館､平場10･段築11･堀２･土塁２･掘立柱建物13･門２
等。近世の露天掘りによる大規模な金採掘坑等。国産陶磁
器･中国産磁器･銭貨(永楽通宝･寛永通宝)等出土

中曽根遺跡 高橋正之
縄文の掘立柱建物１･土坑２･落し穴１･溝４､中期の土器･土製
品･石器ごく少量

矢盛遺跡第１次 伊東 格
平安の竪穴住居３､時期不明の土坑１･溝１､土器･鉄製品ごく
少量

向館遺跡 笹平克子・小山内透
縄文中期主体の集落､竪穴住居19･竪穴状遺構２･土器埋設
遺構１･配石遺構１､底部穿孔埋設土器･ミニチュア土器･鐸形
土製品･円盤状土製品･板状土偶･耳飾等出土

倍田Ⅳ遺跡
神 敏明・斎藤 實・
藤村敏男

縄文の集落､竪穴住居37･土坑21･墓壙20･配石遺構群等､中
期を中心に早期･後期も出土､有孔石製品･管状石製品等出
土。平安の集落､竪穴住居11､土師器出土
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黒内Ⅷ･黒内ⅩⅢ遺跡 高橋正之
黒内Ⅷ:縄文の竪穴状遺構５･土坑９･土器埋設遺構１
黒内ⅩⅢ：縄文中期～晩期の集落､竪穴住居16･竪穴状遺構
４等､甲虫状土製品･人面付土版･動物型土製品が出土

発掘調査略報（平成５年度） 平成５年度分の発掘調査略報

馬場館跡遺跡･小吹野遺跡 高橋正之
縄文･弥生の散布地､中期･後期･晩期の土器､弥生の土器､石
器等出土

本内Ⅰ遺跡 斎藤 實
縄文の散布地､土器片･石器等出土。18世紀後半～19世紀遺
構の民家２､近世の陶磁器片等出土

上野々遺跡 鈴木貞行
縄文の狩場･散布地､落し穴４､土器片･石器等出土。近世の掘
立柱建物１､陶磁器片等出土

柳上遺跡（３分冊） 小原眞一
縄文･平安の集落､竪穴住居は縄文120･平安５､掘立柱建物
27､土坑92に墓壙とみられるもの含む､中期～後期の土器･円
盤状土製品･管玉･人面状垂飾品等出土

岩崎台地遺跡群（４分冊） 高橋与右衛門

縄文の狩場･集落､住居跡１･落し穴133､弥生の土坑１､古墳時
代の墓域､古墳７･土壙墓13､黒曜石大量出土。平安の集落､
竪穴住居117･住居状遺構13･掘立柱建物16､土壙墓４･火葬
墓８等､灰釉陶器･漆紙･ガラス玉･石帯等出土

大渡Ⅱ遺跡
中川重紀・星 雅之・
菊池強一

旧石器時代のキャンプ地､遺物集中区３枚16カ所と泥層を含
む文化層１カ所検出､集中区からナイフ形石器･彫刻刀形石
器･掻器等､泥炭層から木材･昆虫等化石出土

志羅山遺跡第14･25次 佐々木務
12世紀の井戸７･溝11･土坑12･墓壙９等､かわらけ･国産陶器･
中国産陶磁器･下駄･漆器椀･折敷･曲物等出土

荒田Ⅲ･荒田Ⅳ遺跡第１次 鎌田 勉
縄文の落し穴２､平安の竪穴住居１､時期不明の土坑２。縄文
土器片､土師器坏･甕､近世～近代の陶磁器片出土

大畑Ⅰ遺跡･大畑Ⅱ遺跡 渡辺洋一・酒井宗孝
縄文中期の集落､竪穴住居15。平安の集落､竪穴住居５･工房
６･鍛冶炉３､時期不明の堀３･溝２等

水吉Ⅵ遺跡
濱田 宏・高橋一浩・
田中元明

縄文～近世の集落､竪穴住居は縄文８･奈良７･中世４､土坑
203､落し穴22､掘立柱建物５､北海道系土師器甕出土

上米内遺跡（２分冊） 佐々木清文・阿部勝則
縄文中期の底部穿孔倒立埋設土器を伴出する住居７､複式炉
多数。縄文晩期の合口甕棺１。翡翠製勾玉出土。

西田東遺跡 花坂政博・菊池強一
縄文の狩場､落し穴187．平安の集落､竪穴住居20､墨書･刻書
土器､円盤状土製品､緑釉･灰釉陶器､耳皿､土鈴出土

土場遺跡 吉田 充
縄文の狩場･散布地､土坑４･落し穴６､早期･前期の土器･石
鏃･石錐･石箆等出土

田代Ⅳ･田代Ⅵ遺跡 斎藤 實
縄文中期の配石遺構９･土壙３･土器埋設遺構１等､土壙に埋
設された甕棺から翡翠製垂飾品出土

松屋敷遺跡 阿部勝則
縄文の集落､竪穴住居14･竪穴状遺構１･土坑７･落し穴５･遺
物包含層等､土器は早期･中期中心

大日向Ⅱ遺跡第２次～第５次
（３分冊）

田鎖寿夫・斎藤邦雄

縄文後期･弥生前半の集落､縄文の竪穴住居64･掘立柱建物
22･土坑164等､埋葬人骨の残る土壙墓､土器･石器多数､土製
品･木製品･ヒスイ･ガラス玉等出土。弥生の集落､竪穴住居６､
遠賀川系土器出土。奈良の竪穴住居１

本宮熊堂Ｂ遺跡第１次 伊東 格
奈良の竪穴住居２､平安の竪穴住居７･掘立柱建物２､土師器･
須恵器･鉄製品(釘･紡錘車等）出土

上八木田Ⅰ遺跡（３分冊） 千葉孝雄
縄文前期から中期を中心とした集落､竪穴住居は前期前葉～
中期初頭153･中期末葉６､縄文前期の土器･剥片石器･礫石
器多数出土。平安の集落､竪穴住居４

柳之御所跡（３分冊） 三浦謙一・松本建速

12世紀後半の奥州藤原氏の政庁の可能性､堀２･橋３･掘立柱
建物22･塀26･園池１･井戸及び井戸状遺構42･道路状遺構１
等。かわらけ･国産陶器･中国産陶磁器･墨画･墨書折敷･人面
墨書土器･松鶴鏡･多様な木製品等出土

発掘調査略報（平成６年度） 平成6年度分の発掘調査略報

沢田･仙人東遺跡 村上 拓・川村 均
沢田:縄文の土器埋設炉３。平安の竪穴住居３
仙人東:平安の集落､竪穴住居１。近世の民家４･井戸１

長倉Ⅳ遺跡･長倉Ⅴ遺跡 溜浩二郎
長倉Ⅳ:縄文の狩場､落し穴18･土坑22。古代の獣骨
長倉Ⅴ:縄文･弥生の散布地､土坑14

耳取Ⅰ遺跡Ａ地区 羽柴直人・菊池強一
旧石器集中区検出､接合資料多数。縄文中期の竪穴住居２､
落し穴１。縄文土器･弥生土器･石器等出土

峠山牧場Ⅰ遺跡Ｂ地区 吉田 充
旧石器製作場所､出土多数。縄文前期の集落､竪穴住居２･竪
穴状遺構１･土坑･焼土･埋設土器･集石等

尾呂部Ⅱ遺跡 菊池人見
縄文後期の狩場･散布地､落し穴６･集石３･配石３等､縄文土
器･石器等出土
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岩脇遺跡 高橋一浩
縄文･弥生･平安の土器出土。江戸の修験山伏一族の累代墓
地､土壙墓41･塚２･火葬墓４･集石４等､錫杖頭等出土

横町遺跡 鎌田 勉
縄文の土坑９､擦切磨製石斧出土。平安の竪穴状遺構１･溝１
等､土師器･須恵器出土

江川鉄山跡
羽柴直人・鎌田 勉・
菊池強一

18世紀の製鉄炉２･鍛冶炉２･掘立柱建物13･排滓場１､小舟構
造のある製鉄炉と小舟構造のない製鉄炉の両者を確認

ゴッソー遺跡 千葉孝雄
縄文の狩場､落し穴６､土器は前期主体だが早期の魚骨回転
文土器･押型文土器も出土､石斧･敲石多数出土

寺久保遺跡 金子昭彦
縄文後期の掘立柱建物を伴う環状集落､拳大のアスファルト塊
出土。奈良の集落､竪穴住居に様々な住居内施設

鳩岡崎上の台遺跡 小山内透
縄文前期の集落､竪穴住居８､大型住居跡。奈良･平安の集
落､竪穴住居７､カマドが張り出す関東型竪穴住居検出､北陸
系丸底長胴甕出土。短胴甕を転用した土器棺

牧田貝塚 村上 拓・佐々木務
縄文の集落･包含層､竪穴住居３､土坑20､縄文前期の土器が
まとまって出土､石器(石鏃･尖頭器等)出土

柏山館跡
菊池強一・羽柴直人・
高橋義介

旧石器時代のキャンプ地､斜軸尖頭器等出土。平安の竪穴住
居２､中世以降の竪穴住居８､漆紙付着土師器出土

龍ヶ馬場遺跡 伊東 格
縄文の落し穴１､奈良･平安の集落､竪穴住居６･炭窯１･土坑
18､木製品･羽口出土

小幅遺跡第２次 斎藤邦雄
10世紀前後の志波城周辺の集落､住居５､砂底土器･静止糸
切りの土師器坏出土。近世の民家跡１､陶磁器等出土

日詰七久保遺跡 菊池人見
縄文後期の集落､竪穴住居１･住居状遺構１､平安時代の土器
出土

発掘調査略報（平成７年度） 平成7年度分の発掘調査略報

泉屋遺跡第10･11･13･15次
羽柴直人・佐々木務・
笹平克子・吉田 理

12世紀の都市､掘立柱建物57･礎石建物４､四面廂建物検出､
柱状高台かわらけ集中して出土､常滑産突帯付四耳壺が出
土｡近世の屋敷３カ所､陶磁器･漆器･挽臼等出土

白井坂Ⅰ･Ⅱ遺跡 杉沢昭太郎・川村 均
平安の集落･中世の城館､竪穴住居４･竪穴状遺構９･掘立柱
建物94･堀５･土塁２･柵列２･門２等､平安の大型住居から墨書
土器多量出土､国産陶器･舶載陶磁器出土

山ノ内Ⅱ遺跡
佐々木清文・
高橋佐知子・高橋英樹

縄文の集落､住居26･住居状４･土坑45のうち貝殻廃棄土坑５。
平安の製鉄炉２･鍛冶炉７･木炭窯７等

山ノ内Ⅲ遺跡
神 敏明・
高橋佐知子・工藤利幸

縄文の集落､住居21･住居状２･土坑11･焼土37､平安の生産
関連､製鉄炉８と住居跡３､鉄滓･砂鉄･羽口出土

久保遺跡 佐々木清文
縄文の散布地､住居１･土坑１･焼土16､縄文～平安の土器出
土､石器は石匙と磨石が特に多い

下尿前Ⅱ遺跡 杉沢昭太郎
縄文～近世の集落､住居は縄文４･古代以降２。縄文後期の集
落内に配石遺構､土器は後期･晩期中心

上鷹生遺跡 酒井宗孝
縄文の集落､後期は居住域､晩期は墓域。住居15･土坑65･埋
設土器34･集石16､土器は後期･晩期中心､遺物包含層と墓域
の範囲が一致､土偶･骨角器･アスファルト等自然遺物出土

上甲子遺跡 大道篤史
縄文後期･弥生初頭の集落､住居は縄文後期５･弥生初頭６､
縄文後期の住居のうち２は立石を伴う

山屋館経塚･山屋館跡 鎌田 勉
山屋館経塚:12世紀代の経塚､４の石槨構造検出､三筋文壺･
波状文四耳壺出土。 山屋館跡：中世前期の城館

松本館跡 中村英俊・小山内透
中世の城館､曲輪･切岸･土塁･虎口･土橋･空堀等検出､青磁･
白磁･染付､国産陶器､茶臼･石臼･石鉢､小刀･鉈等出土

瀬原Ⅰ遺跡第２次･第３次 花坂政博・溜浩二郎
弥生の散布地。平安の集落､住居３､多量の土錘が出土。江戸
時代後期の墓地､墓壙50､古銭･煙管･鏡等出土

板倉遺跡 吉田 充
縄文の集落､住居14･住居状３･土坑33等。土杭は墓壙と考え
られるものを含む。赤色顔料を伴う敷石住居跡１

和当地Ⅰ遺跡 中川重紀・千葉貴子
縄文～近世の集落。住居は縄文後期２･縄文晩期１･弥生２･
平安以降１､弥生の住居跡から合口埋設土器出土

間洞Ⅱ遺跡 木戸口俊子
縄文の散布地､土坑43･焼土７､土器は後期中心､円盤状土製
品･土偶出土

目名市Ⅱ遺跡 阿部勝則
縄文･弥生の集落､竪穴状遺構２･土坑34･落し穴１･焼土遺構
２､出土土器は中期中心

田代遺跡
酒井宗孝・金子昭彦・
中村直美

縄文前期･中期の集落､住居22､円筒系土器と大木系土器が
混在､板状土偶･アスファルト･獣骨･炭化堅果類出土

椛の木遺跡 吉田 充
縄文の集落､住居11･土坑18･炉１等､後期の土器･土偶･スタン
プ型土製品･沈線を付した石棒等出土

平沢Ⅰ遺跡 金子昭彦
縄文後期の竪穴住居11､古墳時代の住居１､奈良の住居１､平
安の住居10等。切断蓋付土器･鐸形土製品･平安住居カマド
煙出に再利用された縄文土器･琥珀等出土
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小幅遺跡第４次 酒井宗孝・中村直美
９世紀の集落､竪穴住居10､掘立柱建物10､雁又鏃出土。中世
～近代の集落､竪穴状遺構12､民家跡４等

発掘調査略報（平成８年度） 平成8年度分の発掘調査略報

小幅遺跡第５次･第７次 菊地榮壽・伊藤 拓
平安の集落､掘立柱建物１･溝３･道路状遺構１等。近世～近
代の集落､掘立柱建物２等､陶磁器･銭貨等出土

沢田Ⅱ遺跡 佐々木清文
縄文中期の集落､竪穴住居10。奈良の集落､竪穴住居８､鍛冶
工房６･製鉄炉１･排滓場１･貝層６等

下尿前Ⅳ遺跡 中村直美
縄文･弥生の散布地､土坑15･焼土27､草創期･早期･前期の土
器､弥生土器･有舌尖頭器･アメリカ式石鏃等出土

大鳥Ⅱ遺跡 木戸口俊子
縄文の集落､竪穴状遺構５･土坑49･焼土２･溝２。時期不明の
井戸１

本内Ⅱ遺跡 星 雅之・阿部勝則
縄文中期～晩期の集落､竪穴住居42･埋設土器６･は遺跡遺
構13･土坑120､中期･後期･晩期の土器､土偶､円盤状土製品､
石器､独鈷石･石剣･石棒･石冠等出土

北野Ⅳ遺跡 木戸口俊子
縄文の狩場､落し穴８･焼土１。平安の集落､竪穴状遺構４･溝１
等

大日向Ⅱ遺跡第６次～
第８次（３分冊）

高木 晃・工藤利幸

縄文早期･前期･中期の集落､後期の墓域､竪穴住居202･掘立
柱建物４･炉跡10･土器埋設遺構45･土坑418等。弥生の集落､
竪穴住居１。平安の竪穴住居20､高地性防御集落の可能性の
ある堀１

麦生Ⅲ･Ⅸ遺跡 菊池人見
麦生Ⅲ：縄文の散布地､土坑１
麦生Ⅳ：縄文の散布地､土坑７･焼土遺構４

本内遺跡 菊池人見・金子佐知子
縄文中期を主とする集落､住居跡７･土坑50等､早期から晩期
までの土器･石器出土

浜岩泉Ⅰ遺跡 金子昭彦
縄文中期を主とする集落､竪穴住居跡41､石器埋納施設を持
つ住居跡検出。斧状土製品･軽石製容器等出土

江刺家Ⅳ遺跡 濱田 宏
縄文中期･後期を中心とした集落､竪穴住居９､土坑33､礫を伴
う土坑あり､土偶･円盤状土製品･石刀等出土

才津沢遺跡 金子佐知子・金子昭彦
縄文～平安の集落､竪穴住居は縄文３･弥生１･古代３。弥生の
１は大型住居､平安の特殊な形態の土坑

唐戸崎･唐戸崎Ⅱ遺跡 小山内透
縄文の狩場､落し穴１､土坑10等。平安の集落､竪穴住居２･土
坑３等。近世から近代の陶磁器出土

小森林館跡 木戸口俊子
縄文の狩場､落し穴２。時期不明の竪穴状遺構１･土坑３･溝１
等。中世の堀１･土塁１

大宮北･本宮熊堂Ａ遺跡 溜浩二郎
大宮北：平安の竪穴住居２･土坑６･墓壙１等
本宮熊堂Ａ：縄文晩期の竪穴住居１･土坑20等

発掘調査略報（平成９年度） 平成9年度分の発掘調査略報

細田遺跡 晴山雅光・菊池貴広
旧河道の遺物包含層から縄文晩期～弥生初期の土器･土偶･
独鈷石等､砂礫層から平安の遺物出土

長渡遺跡･小長根Ⅱ遺跡 晴山雅光・岩渕 計
長渡:縄文の集落､竪穴住居１･土坑18等
小長根Ⅱ:散布地､縄文土器･弥生土器･古代土器出土

花立Ⅰ遺跡第９･12･13次･
衣関遺跡第５次

木戸口俊子・
杉沢昭太郎・羽柴直人・
工藤利幸

平泉丘陵に位置する２遺跡。花立:時期不明の竪穴住居･掘立
柱建物､平安と推定される便所遺構等　衣関:12世紀の石敷･
塀等。かわらけ･国産陶器･中国磁器等出土

萱中Ⅲ遺跡
木戸口俊子・
鈴木 聡・工藤利幸

縄文の集落､竪穴住居２･竪穴状遺構２･土坑16等。出土土器
は縄文晩期から弥生初頭中心

房の沢Ⅳ遺跡
大道篤史・佐藤良和・
星 雅之・佐々木清文

７～８世紀の古墳35･土壙墓７･石郭２･竪穴住居６検出等。古
墳から刀剣･馬具類､馬墓から馬骨出土

尿前Ⅱ遺跡Ａ地区 酒井宗孝
縄文の集落､竪穴住居５･住居跡状遺構１･焼土遺構２･土坑
41･集石遺構２､出土土器は後期主体

オミ坂遺跡 金子佐知子・工藤利幸
縄文の散布地､早･前･中･後期の土器出土。平安の集落､竪穴
住居１､土師器･鉄製品出土。時期不明の道跡

大鳥Ⅰ遺跡 阿部勝則
縄文の集落､竪穴住居２･土坑50･遺物包含層１カ所等､前期
の土器(円筒下層式)多数。中世～近世の墓壙９､内耳鉄鍋を
伏せて埋葬された人骨出土

峠山牧場Ⅰ遺跡Ａ地区
（２分冊）

高橋義介・菊池強一
旧石器時代のキャンプ地､石器集中区31カ所。台形様石器･
ナイフ形石器･彫刻刀形石器･掻器･尖頭器等出土。縄文前期
の埋設土器１。12世紀のかわらけ等60点出土

耳取Ⅰ遺跡Ｂ地区 村上 拓
旧石器時代の石器製作跡､石刃核･ナイフ形石器･彫刻刀形
石器･舟形石器等出土。縄文の集落､竪穴住居４等

熊堂Ｂ遺跡第５次･
台太郎遺跡第16次

高橋義介
熊堂Ｂ:平安の竪穴住居４､時代不明の竪穴住居２等
台太郎:奈良の竪穴住居２､中世の掘立柱建物３等
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野沢Ⅳ遺跡 工藤 徹・工藤利幸
縄文の集落､竪穴住居３･土坑14･集石遺構１･配石遺構１､早･
前･後･晩期の土器出土

芦名沢Ⅰ遺跡 村上 拓・熊谷佳恵
縄文前期の集落､竪穴住居３。平安の集落､竪穴住居６､土師
器･須恵器･鉄製品(刀子･雁股鏃)等出土

長谷堂貝塚
金子昭彦・阿部勝則・
工藤利幸

縄文中期の土坑群､晩期から弥生前期の竪穴住居６等･墓壙
１･集石遺構３等､貝層は検出されず

下舘銅屋遺跡（２分冊） 松本建速
縄文早期～前期の落し穴12､縄文中期の住居45､縄文中期～
後期の土坑572､黒曜石製石鏃の生産。平安の住居跡19･土
坑70。中世の内耳鉄鍋の生産等

北野Ⅳ遺跡 晴山雅光・菊池貴広
縄文の落し穴･土坑。平安の竪穴住居１･土坑14･井戸１､時期
不明の溝状遺構１等

小平Ⅰ遺跡 溜浩二郎
縄文中期を主とする集落､竪穴住居19･土坑29･焼土遺構13､
土器･石器･土偶等出土

上尾田の館跡 工藤 徹・千葉和弘
16世紀後半の城館､掘立柱建物９･竪穴建物17･塀１期･堀１･
土塁３等､中国磁器･国産陶器等出土

大平遺跡 工藤 徹・高木 晃
遠別川東岸の河岸段丘に立地。縄文の狩場､落し穴３･土坑
３､早期の土器･石器出土

庫理遺跡 中村直美
平安の集落､竪穴住居２･竪穴状遺構１､「和」の墨書土器３点･
水鳥を刻んだ土師器出土

横間Ⅱ遺跡･谷地田Ⅰ遺跡･有
矢野遺跡･有矢野館跡

杉沢昭太郎
横間Ⅱ:縄文前期の捨場が主体 谷地田:縄文～中世の集落､
竪穴住居は縄文12･平安４･中世９ 有矢野:縄文の集落､竪穴
住居２ 有矢野館:平安･中世の集落

芋田Ⅱ遺跡 早坂 悟・濱田 宏
奈良･平安の集落､竪穴住居21･竪穴状遺構４､８～10世紀の
土師器･須恵器､墨書･刻書土器､耳皿４点出土

板子沢遺跡 村上 拓・熊谷佳恵
隣接する近世屋敷跡２､屋敷を構成する厩･井戸など各種施設
を確認､近世陶磁器類･下駄･曲物･石臼等出土

大芦Ⅰ遺跡 高木 晃
縄文の集落､竪穴住居６･捨場１､土器は晩期主体､製塩土器
出土。近世の大鍛冶炉検出､陶器(小久慈焼等)出土

南田Ⅰ遺跡 晴山雅光・杉沢昭太郎
縄文晩期を中心とした集落､竪穴住居３。平安の集落､竪穴住
居２。近世から近現代の柱穴状ピット等

本宮熊堂Ｂ遺跡第４次･
鬼柳Ａ遺跡第４次

菊地榮壽・
小笠原健一郎

本宮熊堂Ｂ:奈良･平安の集落､竪穴住居計８
鬼柳Ａ:奈良平安の集落､竪穴住居計７

台太郎遺跡第15次 高橋義介
奈良～近世の集落跡､竪穴住居は奈良10･平安52･中世３､近
世の竪穴状遺構４等。中世の堀･橋脚等検出

山口館跡 小山内透・鳥居達人
奈良･平安の集落跡､竪穴住居は奈良８･平安４。密教法具３
体(三鈷鐃･錫杖頭･鐘鈴)出土

発掘調査略報（平成10年度） 大森Ⅳ遺跡・穴山堰遺跡・葉の木沢Ⅲ遺跡ほか

志羅山遺跡第46･66･74次 羽柴直人
道路214m分検出｡池跡から鉄地銅象嵌鴛文轡と笹塔婆47本

佐野：江戸時代の墓壙８、近世以降の掘立柱建物１、
三日町　中世〜近世の掘立柱建物33等

出土｡中世末から現代まで存続する屋敷跡。

佐野遺跡第１次･
三日町１遺跡第２次

朝倉雄大

惣前町遺跡 木戸口俊子・佐々木志麻
縄文～弥生の土坑１。平安の竪穴住居１･竪穴状遺構１､土師
器･須恵器出土

日の出町Ⅰ遺跡 濱田 宏・玉山健一
縄文の竪穴住居１･炉１･落し穴１等､早期～中期までの土器･
石鏃･石匙･石製垂飾品等出土。

山王山遺跡第９次 菊地榮壽
縄文の集落､早期の竪穴状遺構２､中期の竪穴住居28､土坑
119。埋甕を伴う竪穴住居２検出

川岸場Ⅱ遺跡 小山内透
縄文晩期の集落､竪穴住居４､埋設土器10うち５からベンガラと
骨片出土。近世の環濠屋敷･御蔵場､掘立柱建物14･建物６
等｡肥前陶磁器多量出土｡

沢田Ⅰ遺跡(２分冊）
佐々木清文・
千葉正彦・星 雅之

第１分冊は１～３次調査。第２分冊は４次調査。縄文･弥生･奈
良･平安の集落､竪穴住居は縄文120･弥生７･古代44。数時期
の建て替えを伴う縄文の大型住居等

狼沢Ⅱ･高松寺･上駒板遺跡
鳥居達人・金子昭彦・
岩渕 計・中村比呂志

狼沢Ⅱ:平安の大型住居跡２　高松寺:縄文晩期土偶･弥生の
土器･平安の土鍋出土 上駒板:石冠状石製品出土

峠山牧場Ⅰ遺跡Ｂ地区 阿部勝則
旧石器の石器集中区２カ所､旧石器の出土300点。縄文の集
落､放射状の配置を示す大型住居跡を中心とする縄文前期主
体の集落跡､竪穴住居31､土器埋設遺構16等

向中野館跡第４次･小幅遺跡
第11次･台太郎遺跡第19次

下田隆衛・溜浩二郎・山口俊規・
佐藤綾子・鈴木見誌・
高橋與右衛門・高橋義介

向中野館跡:平安の集落､竪穴住居５。中世の堀跡４
小幅:９世紀後半 10世紀前半の集落跡､竪穴住居３
台太郎:奈良･平安･中世･近世の集落､竪穴住居20等

芦名沢Ⅱ遺跡 古舘貞身・相津吉彦
縄文中期の複式炉をもつ竪穴住居１､焼土遺構４。遺構に伴う
縄文中期の土器の他､後期の土器が多く出土

工藤徹ほか
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下村遺跡
岩渕 計・大道篤史・下田隆衛・

小田野哲憲・工藤利行
縄文前･中期の集落､竪穴住居３。中世の竪穴建物３。近世･
近代の礎石建物１､掘立柱建物20

安栖野遺跡 濱田 宏・玉山健一
縄文の土坑７･落し穴１､石刃様の縦長剥片･木葉形の尖頭器･
接合剥片資料等出土

下醍醐遺跡 木戸口俊子
縄文の散布地､竪穴状遺構１･土坑８･焼土３･柱穴状ピット８､
土器･土製品･石器出土。

下醍醐遺跡 木戸口俊子・高橋與右衛門 縄文の散布地､焼土遺構１､土器出土

佐野原遺跡
金子佐知子・晴山雅光・
高橋與右衛門

縄文の竪穴住居１。平安の集落､竪穴住居７。中世の竪穴建
物２等。奈良の朱塗りの球胴甕が出土

上寺田遺跡･本巻遺跡
中村比呂志・中村直美・
大森博文・鳥居達人・
佐々木志麻

上寺田：縄文の掘立柱建物跡２､大型柱穴多数検出｡
本巻：縄文の散布地､出土土器は縄文前期中心

西舘跡 菊池貴広
縄文の遺物包含層２カ所､石器(石鏃･石錐･石匙)･土器(縄文

平安の集落、竪穴住居６・溝22・土坑36等。
土師器、須恵器出土

後期主体)。中世の城館､曲輪･堀等､陶磁器等出土

水ノ口遺跡 半澤武彦・菊池貴広

休場遺跡
中村直美・平めぐみ・
高橋與右衛門

縄文の集落､竪穴住居７･土坑14･落し穴11､落し穴状遺構２
等､早期の尖底土器･土偶等出土

相ノ沢遺跡 宮本節子
縄文の集落､竪穴住居２､土坑50･配石遺構７､居住域と墓域を
確認。捨場から大量の遺物､8000点以上出土した石鏃の大部
分は黒曜石製､土器は後～晩期主体

上野平遺跡 酒井宗孝・阿部勝則
縄文の集落､竪穴住居８･掘立柱建物３･土坑80･柱穴385等､
大型柱穴群は６本柱による建物を構成する可能性あり､捨場か
ら大量の遺物､土器は中～後期主体

上台遺跡 丸山浩治・中村直美
奈良の集落､竪穴住居７･竪穴住居状遺構３､竪穴住居の埋土
に十和田ａ降下火山灰の堆積顕著､小札等出土

大向上平遺跡 中村直美
縄文後期の埋設土器から硬玉製大珠とアマオブネ製小玉70
点出土。平安の集落､竪穴住居10､畝間状遺構等

長倉Ⅰ遺跡（２分冊） 星 雅之・中川重紀
土器は縄文後期初頭〜晩期前葉が主体。縄文後 晩期の大規
模な捨て場が2箇所と晩期大形住居跡､晩期掘立柱建物跡群
を検出

島田Ⅱ遺跡 濱田 宏
遺構･遺物の分布調査。縄文の落し穴５。平安の竪穴住居･竪
穴状遺構110等を検出､未精査

向中野館跡第３次･
小幅遺跡第10次

溜浩二郎
向中野:平安の集落､竪穴住居10。中世の堀跡３､溝状遺構５。
小幅:平安の集落､竪穴住居４

矢神遺跡 鳥居達人・佐々木清文
縄文の集落､竪穴住居３･炉１･土坑７､出土土器は後期中心。
中世の竪穴建物１､近世の墓壙３

発掘調査略報（平成11年度）
向遺跡､谷地遺跡､医者屋敷遺跡､長袖1遺跡､羽場城遺跡､赤
屋敷遺跡､沖野2遺跡､道地Ⅱ遺跡等

石持Ⅰ遺跡
早坂 悟・中野敦夫・
中川重紀

縄文の狩場､落し穴292､斧状土製品出土。平安の集落､竪穴
住居31､掘立柱建物１､土師器耳皿出土

沢田Ⅰ遺跡 星 雅之・前田 稔
縄文の集落､竪穴住居22､土製品･石製品等出土。古代の集
落､竪穴住居８､住居床面から碁石18点出土

尿前Ⅱ遺跡Ｂ地区 小原眞一
縄文の集落､竪穴住居８･焼土遺構２･土器埋設遺構１･土坑23
等､溝跡３等､土器は後期主体

似内遺跡
溜浩二郎・金子昭彦・
熊谷佳恵・松川雄二

縄文の落し穴67。平安の集落､竪穴住居31､須恵器甕を埋設
した住居あり､住居状遺構から金粒出土

大崎遺跡 晴山雅光
旧石器(ナイフ形･彫器･削器･掻器)出土。縄文の集落､竪穴住
居３･炉２･土坑205､土器は後～晩期主体

秋浦Ⅰ遺跡（２分冊） 古舘貞身
縄文中期の集落､竪穴住居58･土坑239･埋設土器５等､前･中･
後期の土器､石器･石製品等出土。平安の集落､竪穴住居６､
鉄鏃･刀子･紡錘車等出土

秋浦Ⅱ遺跡 佐々木琢
縄文中･後期の集落､竪穴住居38･竪穴状遺構２･土坑33等。
円筒式土器と大木式土器が出土

稲村Ⅱ遺跡 濱田 宏
縄文の落し穴76期。徳丹城創建前の集落､竪穴住居27､土製
品類(勾玉･土玉･紡錘車等)多数､擦文系土器出土

南畑遺跡 佐藤淳一・高木 晃
縄文中期の集落､竪穴住居20･掘立柱建物４。土偶､耳飾り状･
円盤状･三角形盤状土製品､石製品等が出土

市部内遺跡 中田 迪
縄文後～晩期の集落。竪穴住居は後期２･晩期６､土壙22､墓
壙５等。配石遺構から琥珀粒出土。

清水ヶ野遺跡 千葉正彦
縄文の集落､竪穴住居５。出土土器は前期主体､石器の出土
多量。抉状耳飾り､燕尾形石製品出土

晴山雅光ほか
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志羅山遺跡
第47･56･67･73･80次

高橋佐知子・星 雅之・
朝倉雄大・酒井宗孝

12世紀の都市遺跡､大溝･道路･井戸･池状遺構･かわらけ埋納
土坑･トイレ状土坑･坩堝埋納遺構等検出。かわらけ･鋳造関係
遺物･仮名文が墨書された木簡等出土

篠館跡 小笠原健一郎
中世の城館､曲輪30カ所･堀９･土塁９･切岸15カ所等､国産陶
器(灰釉･鉄釉等)･中国産磁器(青磁･白磁･赤絵･染付等)･鉄
製品(鏃･小札･鍋等)･石鉢･石臼･茶臼等出土

中野台遺跡 木戸口俊子 縄文中期の竪穴住居１･住居状遺構５･土坑32･集石遺構２

中和田遺跡 菊池貴広
縄文前期の竪穴住居１､縄文前期･後期の遺物包含層。遺物
包含層からクルミ･トチノミ等出土

成谷遺跡 菊池貴広・佐々木進悦
縄文後期の竪穴住居跡４･集石遺構１。平安の竪穴住居５(２
は焼失住居)･炭窯１

ゴッソー遺跡 丸山浩治
縄文の集落､竪穴住居４､土器は前期主体､製塩土器･半円状
扁平打製石器･仕切付土器等が出土

宮沢遺跡 安藤勝則・平めぐみ
弥生の集落､竪穴住居３。平安の集落､竪穴住居から小型の手
づくね土器５点が出土。現代の炭窯３。

上野遺跡 安藤由紀夫
縄文前期の動物形土製品出土。奈良･平安中心の集落､竪穴
住居19。中世の城館､帯曲輪３カ所･掘立柱建物･竪穴住居
等。口縁部に段のある土師器･北海道系土器出土

石持Ⅰ遺跡 早坂 悟・平澤里香
縄文の落し穴20。平安の竪穴住居１。時期不明の溝６･柱穴列
１。

西長岡長谷田遺跡･沼田遺跡 中村直美・丸山浩治
西長岡長谷田:平安の集落､竪穴住居６
沼田:奈良の集落：奈良の集落､竪穴住居５

中居俵Ⅱ遺跡 吉田 充
平安の集落､９世紀後半と考えられる竪穴住居６､土坑１。時期
不明の竪穴状遺構１､掘立柱建物１等

栗林遺跡 半澤武彦・菅原靖男
近世以降と推定される掘立柱建物２、灌漑用水路として使用さ
れたと考えられる平安以降及び近世以降の溝跡。

堀切遺跡 小野寺正之・佐藤淳一
縄文の竪穴住居１。平安の竪穴住居２､線刻文字を持つ須恵
器坏１点が竪穴住居跡埋土から出土。

台太郎遺跡第22次 菅原靖男・半澤武彦
縄文の土坑１。奈良の竪穴住居１･土坑１。平安の堀１､中世の
土坑２､時期不明の土坑６･溝跡９

東舘Ⅱ遺跡 朝倉雄大
奈良･平安の集落､竪穴住居10。中世の城館､堀２等検出､堀
から鋳物関連遺物(炉壁･鋳型･坩堝･鉄塊等)出土

長谷堂貝塚 阿部勝則・平めぐみ
縄文中期主体の集落､竪穴住居20､配石遺構５等､土器･土製
品･石器･石製品･貯蔵剥片･黒曜石･琥珀･アスファルト･骨角
器出土。貝層は縄文中期に属する

島田Ⅱ遺跡
小山内透・鎌田 勉・
佐藤綾子・小林弘卓

縄文の集落､竪穴住居６等。古代の集落､竪穴住居11。12世
紀代と思われる製鉄･精錬炉13､炭窯38等

台太郎遺跡第18次（２分冊）
高橋義介・金子佐知子・
佐藤綾子

古墳時代末～近代の集落､古墳時代から奈良の竪穴住居45､
平安の竪穴住居65､中世の竪穴住居１･掘立柱建物６､近世～
近代の掘立柱建物７等

発掘調査略報（平成12年度）
飯島遺跡､館Ⅱ遺跡､川前遺跡､台中平遺跡､道白Ⅱ遺跡､八
丁館跡､要害館跡B遺跡､宇南田Ⅱ遺跡ほか

河崎の柵擬定地 高橋義介・島原弘征
弥生･縄文･平安の散布地､弥生の鳥形注口土器･蓋等出土。
中･近世の集落､かわらけ等出土

矢崎Ⅰ遺跡第１次 早坂 悟・中川重紀
縄文の竪穴状遺構１。平安の集落､竪穴住居２･焼土２･溝１。
時期不明の土坑５等。土師器等出土

大清水遺跡 佐藤淳一
縄文の集落､竪穴住居１･土坑19･落し穴７等。縄文前～晩期
の土器･石器･土製品等出土

古館遺跡 早坂 悟・松尾芳幸
縄文の掘立柱建物２･土坑８。近世以降と推定される墓壙９
等。土器･石器･陶磁器･古銭･煙管･和鏡等出土

上村遺跡
岩渕 計・前田 稔・
星 雅之

縄文前期･後期･晩期の集落。竪穴住居25･竪穴住居状遺構
２･土坑46･土器埋設遺構７等

米沢遺跡 工藤 徹・齋藤麻紀子
縄文･古代の集落。縄文の竪穴住居６･石囲炉２。古代の住
居跡18･住居状遺構１。縄文土器･土師器等

熊堂Ｂ遺跡第10次 千葉正彦
縄文の落し穴１。奈良･平安の集落跡､奈良の竪穴住居４･土
坑２､平安の溝跡１。時期不明の土坑６等

金館跡 岩渕 計
北上川支流の滝名川北岸に立地する中世の城館､曲輪１カ
所･堀跡１･柱穴列５･溝跡２･柱穴状土坑33

上似内遺跡 溜浩二郎・吉田真由美
縄文の狩場､落し穴29。平安の集落跡､竪穴住居26。中世の
城館､堀３･墓壙１等､硯･白磁･鉄鍋等出土

中半入遺跡･蝦夷塚古墳
（２分冊）

高木 晃・鈴木 聡・
丸山浩治・高瀬克範

古墳時代前期～中期の大規模な集落､竪穴住居40･竪穴状遺
構４･土坑６･堀や柵列で構成される方形区画遺構等検出､古
墳時代の土器･黒曜石製石器･琥珀製品等出土

-125-



集
数

報告書題名
発行
年度

頁数 主要執筆者 主な内容

漆林Ⅱ遺跡･本宿迎畑遺跡 金野 進
縄文の狩場､落し穴４。平安の集落､竪穴住居７･住居状遺構
１･円形周溝１･溝跡３･土坑18

清水遺跡（３分冊） 村上 拓
縄文中～後期の集落､半裁した丸太材を柱にした大型円形建
物､竪穴住居３､竪穴住居状遺構３等。捨場から層位的に出土
した縄文中期～後期の土器等

里遺跡 村木 敬・菅原靖男
平安の集落､竪穴住居９･掘立柱建物２等。かわらけ･国産陶
器･中国産陶磁器･和鏡等出土

権現前遺跡 小笠原健一郎
縄文の集落､竪穴住居15･土坑43等､有孔円盤状土器･石器･
石製品等出土。中世の堀跡､土師器･磁器出土

船丸館跡 小笠原健一郎
中世の城館､郭３カ所･堀跡２･掘立柱建物２等。陶磁器(肥前･
常滑)･石製品(硯･砥石)･木製品(樋)等出土

要害館跡 小原眞一
中世から近世にかけての建物25･柱穴列２･墓壙１等。陶磁器
片13点･古銭１点等出土

大向Ⅱ遺跡 菊池貴広
奈良･平安の集落､奈良の竪穴住居２･平安の竪穴住居19に
外周溝及び張り出し部を持つ竪穴住居あり

長興寺Ⅰ遺跡 金子昭彦
縄文の集落､竪穴住居５(前期３､後期２)･住居状遺構３･土坑
71他。弥生終末期の墓壙１等

野尻Ⅲ遺跡 菅原靖男・村木 敬
縄文の散布地､土器･土製品･石器等出土。遺構の検出と遺物
の出土状況の把握のみで､遺構精査は実施せず

山根館跡 阿部勝則
15～16世紀に築城。堀６､土塁２､曲輪１カ所､虎口１カ所。軍
事的性格の強い館跡（詰めの城）

上水沢Ⅱ遺跡 北村忠昭・小野寺正之
縄文･弥生の集落。竪穴住居は前期１･後期11･弥生後期１､遺
物包含層２カ所。アスファルトを詰めた土器

小松Ⅱ遺跡 鳥居達人・吉田 充
縄文～弥生の集落､竪穴住居４･住居状遺構６､土坑46等。大
型の岩石の下から住居跡を確認

飯岡才川遺跡第３次
中田 迪・千葉正彦・
鈴木 聡・島原弘征

平安の集落､竪穴住居８･掘立柱建物４･池状遺構１。９世紀前
半～後期の志波城成立期の集落例として貴重

諏訪前遺跡 前田 稔・鈴木 聡
古代･中世･近代の集落､竪穴建物１･掘立柱建物２･井戸跡２･
土坑20･墓壙５等

北田Ⅱ遺跡
工藤 徹・菅原靖男・
齋藤麻紀子

縄文晩期～弥生の散布地､土坑２･溝状遺構３･柱穴状土坑
80･旧河道等､土器･石器･銭貨等出土

沢田２遺跡 鳥居達人・亀大二郎
縄文前期の竪穴住居27･土坑47､早期～前期の土器を含む包
含層。近世の鍛冶関連遺構､鉄製品･鍛冶滓等

発掘調査略報（平成13年度）
台太郎遺跡36次､細谷地遺跡第６次､新井田Ⅱ遺跡第１次､遊
子Ⅱ遺跡､平清水館､跡林崎Ⅰ遺跡､黒岩宿遺跡他

猪岡館跡第２次 濱田 宏・吉川 徹
中世末の城館､門４･柵列５･通路１カ所を確認。竪穴状遺構１･
掘立柱建物１等

泉屋遺跡第16･19･21次（２分
冊）

羽柴直人・佐々木務・
濱田 宏・吉川 徹

12世紀の大形建物､旧河道に12世紀遺物包含層と整地層､十
和田ａ降下火山灰二次堆積層を検出。中国産白磁四耳壺､蛇
の装飾のある縄文後～晩期の遺物出土

仁昌寺Ⅱ遺跡･仁昌寺遺跡 中村直美・北田 勲
縄文中～後期の集落､竪穴住居39･炉跡２。中世の竪穴建物
６･掘立柱建物16･工房２等､白磁皿･札･鍋出土。近世の墓壙､
寛永通宝･煙管等出土

柳沢Ⅱ遺跡 阿部 徹
中世の城館､曲輪９カ所･切岸２カ所等。縄文土器･石器が出
土した遺物包含層と江戸後期の参道を検出

米沢遺跡･釜石遺跡 杉沢昭太郎・吉川 徹
米沢:縄文の集落､竪穴住居１。中世の堀１
釜石:縄文の散布地､早･前･後期の土器

浅石遺跡 菊池貴広
縄文の集落､竪穴住居４･遺物包含層。弥生の竪穴住居２､遺
物包含層。時期不明の掘立柱建物１等

宮野目方八丁遺跡 菊池 賢
平安の堀跡１･溝跡１･柱穴１､土師器･須恵器出土。地方官衙
遺跡の可能性

新田遺跡 金子昭彦
縄文前期の集落､住居状遺構１､土坑･墓壙46､遺物包含層２
カ所等。土偶16点･耳栓５点等出土

久田遺跡 千葉正彦・菊池 賢
縄文後期の集落､竪穴住居21･掘立柱建物４･配石遺構３等。
平安の集落､竪穴住居４等。

島岡Ⅱ遺跡 村木 敬
平安の集落､住居７･水路１･溝１･土坑４等。近世の掘立柱建
物４･水路２･土坑２等

稲荷遺跡 星 幸文・村木 敬
縄文の落し穴１。奈良･平安の集落､竪穴住居４､刻書土器２
点･鉄製品･鉄滓等出土

矢崎Ⅰ遺跡第２次 金野 進・岩渕 計
縄文の集落､竪穴住居１･竪穴住居状遺構３､前期･後期の土
器等。平安の竪穴住居状遺構５等

本町Ⅱ遺跡第２次
小笠原健一郎・
本多準一郎

平安の竪穴住居26･畠1.23ha。11～15世紀の墓壙56。近世墓
壙10。建物跡27(礎石建物１)。灰釉陶器･手づくねかわらけ･国
産陶器･中国産磁器等出土
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明後沢遺跡群 亀大二郎・鳥居達人
縄文の落し穴８。平安の集落､竪穴住居５･竪穴状遺構５等。
土器･石器(石箆･掻器）等出土

清田台遺跡（３分冊） 小原眞一
縄文の集落､住居跡53･炉跡11･土器埋設遺構３･石斧埋納遺
構１･配石遺構１。集落の西側に中期の捨て場を検出

門松遺跡 佐々木信一・木村ひかり
縄文の集落､竪穴住居３。奈良･平安の集落､竪穴住居計10。
平安の竪穴住居から墨書土器11点出土

細谷地遺跡第４･５次
高木 晃・八木勝枝・阿部眞澄・
井上 巌・高橋利彦

旧河道域に配置された縄文の落し穴。平安の竪穴住居39､竪
穴状遺構5。近世の井戸２等

台太郎遺跡第23次（２分冊）
杉沢昭太郎・
阿部眞澄・北村忠昭

古墳時代末～奈良の集落､竪穴住居35。平安の集落､竪穴住
居27･掘立柱建物１､中世の集落･墓地､墓壙330･竪穴建物12､
掘立柱建物３等

台太郎遺跡第26次
杉沢昭太郎・
半澤武彦・古舘貞身

古墳時代末～奈良の集落､竪穴住居34。平安の集落､竪穴住
居34･掘立柱建物１､中世の集落･墓地､墓壙29･竪穴建物４､
掘立柱建物６等

台太郎遺跡第35次
西澤正晴・井上 巌・
藁科哲男

奈良･平安の集落､竪穴住居計15･溝跡11･土坑４･柱穴状土
坑約100等､湖西窯産の須恵器平瓶が出土

飯岡沢田遺第３次 半澤武彦
古墳時代･奈良･平安の大規模な墓域､古墳･周溝群45･土坑
71･竪穴住居計13。骨蔵器として使われた高台坏･長頸瓶出
土。中世の大型方形周溝

飯岡沢田遺跡跡第５次 半澤武彦
古代の集落､竪穴住居は古墳時代末１､奈良２､平安４。近世の
掘立柱建物２等

野古Ａ遺跡第12次 菅原靖男
縄文の土坑10､古墳時代末～奈良の竪穴住居11､平安の竪
穴住居16等。近世から近現代の陶磁器類

野古Ａ遺跡第15次 阿部眞澄
奈良･平安の集落､竪穴住居計13･竪穴状遺構１･掘立柱建物
１。土製品･鉄製品･石製品出土

台太郎遺跡第44次
阿部眞澄・
安藤由紀夫・菊池 賢

奈良･平安の集落､竪穴住居計20､掘立柱建物２･溝20等。中
世～近代の掘立柱建物３･堀１

発掘調査略報（平成14年度） 半澤武彦ほか
二の台遺跡､西風遺跡､鶴供養遺跡､主計谷地遺跡､竹地子遺
跡､二の沢Ⅱ遺跡､駒込遺跡他

五月館跡･仁昌寺Ⅲ遺跡 原美津子・飯坂一重
縄文中期の集落､竪穴住居６､土坑45。平安の集石焼土遺構１、
土師器･鉄製品･鉄滓出土

杉の堂遺跡 丸山直美・齋藤麻紀子
古墳時代の竪穴住居１。奈良の竪穴住居８。平安の竪穴住居
18､平角材の柱を用いた住居跡と炭化種子が多量に出土した
竪穴状遺構を検出

玉川向遺跡 村木 敬
縄文草創期～中期末､埋設土器１･落し穴４､草創期と早期の
槍先形尖頭器と磨製石斧が出土

飯岡林崎Ⅱ遺跡 中村絵美・村上 拓
微高地上に竪穴住居､微低地に耕作関連と思われる掘削痕が
分布。大形の焼失住居から大量の炭化米出土

貝の淵Ⅰ遺跡 佐々木信一
平安の竪穴住居跡から墨書土器･刻書土器･耳皿が､遺構外
から灰釉陶器が出土

大中田遺跡 中村絵美
縄文前～中期の集落､竪穴住居７･炉跡･焼土33､土坑51､滑
石製垂飾具の未製品がまとまって出土

広岡前遺跡 福島正和・江藤 敦
平安の集落､竪穴住居３･鍛冶炉２等､土師器･須恵器(うち墨
書坏２点)･砥石･羽口･鉄滓等出土

楊生新城館跡 亀大二郎・吉田 充 中世の城館､曲輪８カ所･テラス状遺構４カ所･堀跡１･土塁１。

館遺跡
吉田 充・丸山浩治・
北田 勲・川又 晋

縄文の集落､竪穴住居41､うち前期の大型住居跡群と中期の
住居跡群を検出。時期不明の柵列･ピット

小松Ⅰ遺跡 吉田 充
縄文早期～前期の集落､住居跡49･竪穴状遺構90等。縄文晩
期～弥生の焼土遺構１･土坑５等

長谷堂貝塚 阿部勝則
縄文中期･晩期の集落､中期は住居跡･建物跡･貯蔵穴から構
成､環状の配置。晩期は大形の列石と建物跡の後に住居跡。
集落は東の高地部から西の低地部へ移動

九重沢遺跡 北田 勲・川又 晋
縄文早～前期の集落､住居跡１､竪穴住居状遺構５､土坑18､
遺物包含層､土器･石器･土製品出土

栃洞Ⅱ遺跡 星 幸文・坂部恵造
縄文前期･後期の散布地･集落。竪穴住居２･住居状遺構１､落
し穴３。中近世の陶磁器･銭貨出土

早坂平遺跡（２分冊）
北村忠昭・米田 寛・
長村克稔

旧石器時代の石器製作跡､２枚の文化層､石器集中50カ所･礫
群10､多量の接合資料。縄文の集落･狩場､竪穴住居21･落し
穴104等､土器は前期主体

北の城館跡 佐々木信一
平安の集落､竪穴住居２､刀剣出土。中世の二重堀を持つ城
館､堀４､時期不明の溝１･土坑７等

高畑遺跡 村上 拓
縄文前～中期の集落､住居跡２･炉跡16･土坑29等。中世の墓
壙１。時期不明の掘立柱建物１等
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宿遺跡 早坂 淳
縄文の狩場､落し穴44。古代以降の掘立柱建物２､溝１。中世
以降の堀１､時期不明の溝15等

宝性寺跡
丸山浩治・岩渕 計・
福島正和

縄文前期･中期の集落､竪穴住居４､土坑33。遺物包含層と包
含層上の土坑群･柱穴状土坑群。奈良･平安の集落､竪穴住
居状遺構２､布目瓦出土

明後沢遺跡群第16次 本多準一郎・小松則也
縄文の狩場､落し穴６。平安の集落､竪穴住居６･溝９､瓦片出
土。中世の墓壙２･溝跡７等

中半入遺跡第２次
西澤正晴・石崎高臣・

丸山浩治・村田 淳・

赤沼英男・井上 巌・藁科哲男

縄文の包含層１カ所。古墳時代中期の竪穴住居１･土坑15等。
平安の竪穴住居20､溝跡19等。古代水田跡の検出､緑釉･白磁･
仮名文字墨書土器等出土

島田Ⅱ遺跡 村木 敬
平安の集落跡､住居７･掘立柱建物７･溝４･土坑23等､土師器･
須恵器･中国産陶磁器出土

寺ノ上遺跡 野中真盛
縄文の狩場､落し穴１。中世の城館､堀２･竪穴住居１･土坑６。
かわらけ･瓦器･中国産陶器等出土

下構遺跡第２次 羽柴直人
古代･12世紀･近世･近代､竪穴建物２､掘立柱建物23。12世紀
のかわらけ､国産陶器､白磁のセットが出土。近世･近代の屋敷
とそれに伴う豊富な遺物が出土

五輪堂遺跡 島原弘征・太田代一彦
平安の集落､竪穴住居３。中世の堀跡１。中世～近世の墓壙。
時期不明の掘立柱建物４･土坑20等

平倉観音遺跡 島原弘征・太田代一彦
弥生の遺物包含層１カ所。時期不明の土坑７･柱穴状土坑
154。縄文土器･石鏃･石匙･弥生土器･陶磁器破片

平清水Ⅱ遺跡 金子昭彦
縄文前～中期の集落､竪穴住居３･土坑や墓壙104等。口が極
端に狭いフラスコ状土坑検出､磨製石斧の未製品･剥片が多
数出土し､石器製作址と考えられる

島田Ⅱ遺跡第２～第４次（３
分冊）

小山内透・島原弘征・
小林弘卓・亀大二郎・
赤石 登・本多準一郎・
西澤正晴

縄文の集落､竪穴住居３･焼土遺構１･落し穴２。平安の集落･
生産遺跡､掘立柱建物３･竪穴住居165･工房跡65等。９･10世
紀代の製鉄炉･精錬･鍛錬鍛冶炉･炭窯を多数検出。鉄製品
500点以上出土。

矢盛遺跡第３次･熊堂Ｂ遺跡第
14次

半澤武彦・石崎高臣
矢盛:縄文の落し穴13･近世の井戸１等　熊堂Ｂ：古代の竪穴
住居５､「生万」と刻まれた土師器甕出土

和野Ⅰ遺跡（２分冊） 赤石 登・高瀬克範
縄文前～中期の集落､竪穴住居５･捨て場２カ所､動植物遺体
(陸獣･甲骨魚類骨･サメ類の歯や骨)､古代の竪穴住居５､動植
物遺体(イネ･雑穀類･陸獣骨･魚骨等)

本宮熊堂Ａ遺跡第17次
本多準一郎・
金子佐知子・吉田 充

縄文の集落､竪穴住居１･石囲炉４･焼土遺構７､土器･土製品･
石器･石製品(石棒･石剣･独鈷石･玉類)出土

細谷地遺跡第８次 福島正和・齋藤麻紀子
平安の集落､竪穴住居16。畠状遺構･土器焼成土坑検出､土
師器･須恵器･鉄製品(鉄鎌･刀子･鉸具･鉄鏃)出土

発掘調査略報（平成15年度） 野中真盛ほか
釜沢館跡､下通遺跡､新平遺跡､杉の堂･跡呂井遺跡､蜂谷遺
跡､一の台･一の台Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ遺跡､二の台長根遺跡他

滝の沢地区遺跡 村木 敬
和賀川が形成した河岸段丘に立地。縄文前～中期の集落､竪
穴住居５･焼土遺構５･埋設土器６等

芋田Ⅱ遺跡 濱田 宏・飯坂一重
平安の集落､竪穴住居16､一辺７～８m級の大型住居跡３､ロク
ロピットの検出､墨書･刻書土器出土

本宮熊堂Ｂ遺跡第18次 福島正和・吉田 充
縄文晩期～古代の集落､古代の竪穴住居７､土坑24等。イノシ
シの鼻形土製品出土

上台Ⅱ遺跡 小山内透
縄文の狩場､落し穴31。平安の集落跡､掘立柱建物２､竪穴住
居４等､鉄製品(刀子･鉄鏃)･鉄滓等出土

梅の木沢遺跡 村木 敬
近世の製鉄遺跡､高殿(製鉄炉１等)･排滓場･鍛冶場(鍛冶炉４
等）､鉄山内の遺構配置が明らかになる

夫婦石袖高野遺跡 北村忠昭
縄文の集落､住居状遺構１､土坑45､土器･土製品(座位の土
偶)･焼成粘土塊･石器･石製品等出土

中佐井Ⅷ遺跡 亀大二郎
縄文中期の集落､竪穴住居１､竪穴状遺構１､土坑１。縄文晩
期の土坑２。近世の土坑１等

南日詰遺跡 北田 勲・坂部恵造
縄文の落し穴９､平安の住居１､近世以降の建物跡８､竪穴遺
構１､井戸跡２､土坑８等

西川目･堰向Ⅱ遺跡
西澤正晴・小針大志・
赤沼英男・吉川純子

両遺跡は向かいあう旧河道の自然堤防に立地。平安の廂付
建物跡や総柱式建物跡が付随した大規模な集落。竪穴住居
計55･掘立柱建物跡計９等。硯･緑釉陶器等出土

中半入遺跡第４次 島原弘征・太田代一彦
平安の集落。竪穴住居86､工房跡２､掘立柱建物９､竪穴状遺
構12､水田跡４カ所､畝間状遺構１カ所。水田には十和田a降
下火山灰推積。緑釉陶器等出土

和野ソマナイ遺跡 阿部勝則・新妻伸也
縄文の集落､竪穴住居２､落し穴13､土坑12。近代の掘立柱建
物１､炭窯１。

本宮熊堂Ｂ遺跡第13･15･20次
阿部眞澄・石崎高臣・
早坂 淳

奈良･平安時代の集落､竪穴住居22､竪穴状遺構２､土坑37
等､中型～小型の竪穴住居で構成される
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台太郎遺跡第51次 中村絵美・石崎高臣
奈良･平安時代の集落､竪穴住居22､住居状遺構３､土坑65
等､朱塗り壺出土。近世以降の井戸１

平成16年度発掘調査報告書 水上明博ほか
サイカツ平Ⅷ遺跡､伏屋Ⅱ遺跡､稲荷遺跡第８･９次､台太郎遺
跡53次､矢盛遺跡第５次､宿遺跡､蛇蜒蛆遺跡ほか

本宮熊堂Ａ遺跡第24次･本宮熊
堂Ｂ遺跡第25次

須原 拓・村木 敬
本宮熊堂Ａ:縄文晩期から奈良まで継続した旧河道検出
本宮熊堂Ｂ:奈良･平安の大規模な集落､竪穴住居43

高木中館遺跡･下通遺跡 丸山直美・窓岩伸吾
高木中館:平安の集落､竪穴住居10､竪穴状遺構１。中世の掘
立柱建物７等 下通:近代の畑跡11区画

高木古館遺跡･長根Ⅰ遺跡 阿部徳幸・中村絵美
高木古舘:縄文の集落､竪穴住居１､中世城館､曲輪２箇所､堀･
溝４　長根Ⅰ:近世の墓壙16等

杉の堂遺跡第31次調査･跡呂井
遺跡

川又 晋・西澤正晴
杉の堂:縄文･平安の集落　跡呂井:竪穴住居１､「門家」の墨書
土器･柱状高台･鉄鏃･紡錘車等出土

河崎の柵擬定地（３分冊）

羽柴直人・川又 晋・
鈴木裕明・村田 淳・米田 寛・
星 幸文・立花 裕・溜浩二郎・
西澤正晴・奈良貴史

北上川北岸の自然堤防に立地。11世紀の堀は軍事目的の防
御施設の可能性､同時期のかわらけ100点以上出土。縄文後･
晩期の集落･遺物包含層。８～９世紀の集落。10世紀の畝間
状遺構。中近世の墓域､板碑･墓標等

大清水上遺跡（３分冊） 佐藤淳一・中村絵美
大型住居を主体として構成される縄文前期の環状集落。住居
跡74･土坑203･落し穴99等､土製品(イチジク形･土玉･耳栓)･
石製品(燕尾形･石剣･玦状耳飾)等出土

二の台長根遺跡 吉田 充
旧石器集中区１カ所。縄文の落し穴24､土坑４等。ナイフ形石
器･台形様石器･線刻状の礫等出土

上野場３遺跡 丸山浩治
縄文後期の大形住居跡と床面出土香炉形土器､大形住居跡
埋没過程で形成された縄文晩期の遺物包含層

中田遺跡 溜浩二郎・石崎高臣
縄文の落し穴５･土坑16。古代～近世の集落。古代の竪穴住
居３､中世の掘立柱建物１等

大西遺跡 戸根貴之・村上 拓
縄文の落し穴32･土坑６､弥生の遺物包含層､平安の集落､竪
穴住居７､鉄製品(銛･斧･短刀等)多量出土

金栗Ⅰ遺跡 島原弘征
縄文の落し穴５､平安の溝跡１､近世の竪穴状遺構１､土坑４､
溝跡15等。陶磁器･石製品等出土

大橋遺跡　（２分冊）
八木勝枝・
新井田えり子・
吉田真由美

縄文晩期中心の大規模な遺物包含層２箇所､掘立柱建物跡
群､盛土遺構２箇所。平坦面の中央に配石遺構､縁辺に盛土
遺構､下段に掘立柱建物跡が位置

金附遺跡（３分冊） 金子昭彦・高木 晃

北上川の自然堤防と後背湿地に立地。縄文中期の竪穴住居
１､晩期～弥生の集落､奈良･平安の小規模集落､中世の火葬
墓､近世の集落跡。後背湿地に大量の土器･石器を捨てる。磨
製石斧の未成品大量に出土

沼袋遺跡 米田 寛
縄文後･晩期の集落､掘立柱建物２､鐸形土製品･腕輪形土製
品出土。江戸主体の掘立柱建物６､近世墓碑

松山前遺跡 島原弘征
奈良の集落､竪穴住居８､カマドの芯材に使用された板状土製
品出土。近世の墓壙18。時期不明の溝15等

山口館跡
亀大二郎・小林弘卓・阿部勝則・
新井田えり子・濱田 宏・丸山浩治

15～16世紀の館跡､城館期に伴う鍛錬鍛冶関連工房33､二重
に巡る空掘､緡銭２本が出土した墓壙等

台太郎遺跡第54次 福島正和
古墳～奈良の拠点集落､竪穴住居４･土坑２。平安の集落､竪
穴住居９等。中世の居館を取り囲む堀１

本宮熊堂Ｂ遺跡第27次 小松則也
古代の集落､奈良の竪穴住居３･土坑１､平安の竪穴住居４･土
坑１･溝３､時期不明の溝１等

矢盛遺跡第６次 早坂 淳
縄文の狩場､旧河道に沿って落し穴26。時期不明の土坑26､
竪穴状遺構１､溝１､井戸１

飯岡沢田遺跡第９･10次
西澤正晴・川又 晋・
須原 拓

弥生中期の旧河道から土器･石器出土。飛鳥～奈良の円形周
溝２､竪穴住居７､平安の竪穴住居３。

平成17年度発掘調査報告書 横井猛志ほか
釜沢館跡､川口1遺跡､宮沢遺跡第11次､本宮熊堂B遺跡第30
次､中村遺跡第１次等

野里上Ⅱ遺跡･中屋敷上遺跡 村木 敬・藤原大輔
縄文の集落､中期末～後期の竪穴住居２､晩期の竪穴住居２。
中世と推定される竪穴建物２等

野里上遺跡･野中遺跡 丸山浩治・荒谷伸郎
奈良の竪穴住居２。平安の耕作痕跡７区画等。中世の火葬関
連遺構10､中国産青磁皿､銭貨等出土

押切遺跡 鈴木裕明・羽柴直人
現地表下４ｍの洪水砂層から12世紀の手づくねかわらけ出土
近代の鍛冶場遺構･屋敷跡を検出

飯岡才川遺跡第８･９次 濱田 宏・石崎高臣
縄文の狩場､落し穴７。平安の集落､竪穴住居５､住居状遺構
７､掘立柱建物３､溝跡６等

宮沢原下遺跡 戸根貴之
縄文･平安の狩場､落し穴206　石鏃･スクレイパー･石箆等出
土

千足南遺跡 米田 寛
縄文早～前期･晩期の集落･キャンプ地､土坑３､焼土遺構３､
遺物集中部７カ所。古代の竪穴住居３
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舘Ⅱ遺跡 丸山直美・千葉正彦
縄文の狩場､土坑42。平安の集落。中世城館に伴う平坦地･切
岸状遺構･空堀等､中世以降柱穴状ピット多数

新平遺跡･芦萱遺跡 西澤正晴・横井猛志
新平：縄文の散布地。平安の集落､竪穴住居２､土鈴･土錘･
釘･刀子等出土　芦萱：平安の散布地

里古屋遺跡
北田 勲・村田 淳・
中村絵美・坂部恵造

縄文前～後期にかけて継続的に営まれた集落跡､竪穴住居
37。中世の里古屋館に関連する堀跡､近世の墓壙等

細谷地遺跡第９次･第10次
金子佐知子・北村忠昭・
八木勝枝・金子昭彦・
木戸口俊子

縄文･古代･近世以降の集落。縄文の人為堆積の埋土を伴う
住居跡。古代の竪穴住居は奈良11､平安45､軒平瓦状土製
品･樹木様文様を刻書した土師器出土

野古Ａ遺跡第23･24･29次
福島正和・八木勝枝・
米田 寛・立花 裕

古墳～奈良･平安の集落。竪穴住居計18。口縁端部に指頭圧
痕による加飾を施した奈良の土師器甕出土

本宮熊堂Ａ遺跡第26･29次
須原 拓・亀澤盛行・
濱田 宏・石崎高臣

縄文晩期の集落､竪穴住居４､竪穴状遺構５､土坑７。古代の
溝跡

向中野館遺跡第５･６次
北村忠昭・早坂 淳・
石崎高臣

平安の墨書須恵器「厨」･墨書土器･刻書土器･木簡･多量の木
製品出土。中世の堀跡から擂鉢･木簡２点

向中野館遺跡第７･８次 金子昭彦
縄文の散布地。平安の集落､竪穴住居３､泥炭中に木の集中
箇所。中世の曲輪１カ所､堀跡３

平成18年度発掘調査報告書 溜浩二郎ほか
山舘遺跡､武道Ⅳ遺跡第２次､大曲遺跡､中村遺跡第２次､高
日向遺跡､雲南遺跡､坂下遺跡第９次ほか　調査概報

野田Ⅰ遺跡 北村忠昭
縄文の狩場。平安の集落､竪穴住居５､集落は３時期に分か
れ､時期が新しくなるにつれ北側に移る

瀬原Ⅰ遺跡第５次･
瀬原Ⅱ遺跡第９次

村木 敬・村田 淳
瀬原Ⅰ:中世と考えられる全長80ｍに及ぶ直線的な堀等
瀬原Ⅱ:竪穴住居及び柱穴から土師器､灰釉陶器出土等

飯岡才川遺跡第７･13次･
細谷地遺跡第12次･
矢盛遺跡第９次

村田 淳・北村忠昭・
丸山直美・高橋聡子

飯岡才川：第７次調査で古墳検出､瑪瑙製の石帯出土
第13次調査で近世に属する「赤間堰大森」銘入り硯出土
細谷地:旧河道沿いに縄文落し穴11 矢盛:古代溝２

坂下遺跡第10次 村上 拓・菅野 梢
国指定特別史跡中尊寺が存する関山の東麓縁部の調査。12
世紀の遺構･遺物が主体。掘立柱建物跡･池状遺構等

力持遺跡（４分冊） 星 雅之

縄文前期～中期の大集落跡。竪穴住居跡195･土坑253･大形
住居等･集石･列石20。縄文･弥生土器のほか土製品･石製品
(翡翠製垂飾品･玦状耳飾り･石刀)･琥珀･動物遺存体(カツオ･
イノシシ･鮫類歯等)

賽の神Ⅱ遺跡･賽の神遺跡･下
大谷地Ⅰ遺跡･八木沢野来遺跡
第１次

福島正和・米田 寛・
荒谷伸郎・横井猛志・
鈴木博之

宮古市金浜･八木沢に位置する４遺跡　賽の神･賽の神Ⅱ:古
代～中世の木炭生産域及び製鉄関連遺跡　下大谷地Ⅰ･八
木沢野来:縄文前･中期を中心とする集落

山の神遺跡･宮沢原下遺跡第２
次

濱田 宏・吉田泰治・
菊池昌彦

奥州市胆沢区に立地する２遺跡。落し穴計83のうち平安の落
し穴が23。うち１から鉄製紡錘車出土。

細谷地遺跡第13次･第14次 星 雅之・金子佐知子
奈良の竪穴住居８。平安の竪穴住居30､焼失住居から大量の
炭化種実･掘立柱建物２､鍛冶工房１等

細谷地遺跡第15次
金子昭彦・濱田 宏・
八木勝枝

埋没沢の黒土の中に掘り込まれた土器焼成坑と推定される土
坑､ロクロ･ピットを持つ住居跡。琥珀出土。

飯岡才川遺跡第12次
村田 淳・濱田 宏・
金子昭彦

古代の集落･墓域､竪穴住居14･古墳17等。古墳の周溝から埋
葬･祭祀に使用したと考えられる遺物出土

矢盛遺跡第10･11次･向中野館遺跡
第９次･台太郎遺跡第58次

杉沢昭太郎・北田 勲
中世から平安にかけての集落･館跡。竪穴建物･掘立柱建物
跡等。土器のほか中世陶磁器･鉄器等

穂貫田･駒板･山口遺跡 金子昭彦
穂抜田：縄文の集落　土偶１点･アスファルト塊１点　駒板：縄
文の集落　山口:古代の集落

道上遺跡第２次 丸山直美・高橋聡子
縄文の散布地､平安の集落。中世～近世の掘立柱建物。
青白磁小壺･常滑産広口壺･石鉢･青銅製六器等

戸仲遺跡第１次･宇曽沢遺跡第
２次

溜浩二郎・北村忠昭
戸仲:縄文の集落､後期～晩期の配石遺構10等
宇曽沢:縄文の散布地､落し穴１､早期の土器出土

吉田館遺跡 千葉正彦
縄文の配石遺構を伴う竪穴住居･剥片埋納遺構。古代の散布
地。中世の館跡に伴う遺構･遺物。近代の建物跡

川口Ⅰ遺跡第２次 木戸口俊子
縄文後期の集落跡､住居状遺構１､土坑17､配石遺構１等､土
器以外に土製品･石製品･琥珀等出土

袰帯遺跡 須原 拓・戸根貴之
縄文中期の集落､竪穴住居36､住居状遺構14､出土土器に時
期幅みられず。土製品･石器･琥珀等出土

六日市場･細田･接待館遺跡
羽柴直人・島原弘征・
川又 晋

３遺跡は衣川北岸の河岸段丘上に立地。12世紀の掘立柱建
物跡計99､接待館からは多量のかわらけが出土しており､儀
式･儀礼を繰り返し行う特殊な施設か

平成19年度発掘調査報告書 吉田泰治ほか

川目Ａ遺跡第６次 星 雅之・菅野紀子
縄文早･前･中期の集落､前期の捨て場､竪穴住居15､粘土採

小館遺跡、森崎Ⅱ遺跡、細谷地遺跡第18次調査ほか
調査概報

掘穴７カ所等､中近世の掘立柱建物等
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倉沢３区Ⅰ･Ⅱ遺跡 中村絵美・太田代一彦
段丘上の斜面に立地　倉沢３区Ⅰ:平安の竪穴住居１　倉沢３
区Ⅱ:湿地への縁辺部に土坑５･落し穴２等

鵜ノ木遺跡 北村忠昭・高橋聡子
胆沢扇状地の縁辺部に立地。旧石器1000点出土。貝殻状の
剥片を剥離する技法と打面調整のない石刃技法が共存

八木沢Ⅱ遺跡･八木沢ラントノ
沢Ⅰ遺跡

阿部勝則・
八重畑ちか子

八木沢Ⅱ：縄文中期の集落跡

木戸井内Ⅳ遺跡･隠里Ⅲ遺跡 丸山直美・鈴木博之

木戸井内：丘陵尾根部から谷部に営まれた縄文･古代･中世･
近世の集落 隠里：丘陵尾根から斜面に営まれた平安集落。
鉄生産。灰釉陶器片出土。

賽の神Ⅲ遺跡 福島正和・横井猛志
古代の集落･製鉄関連､製鉄炉５､鍛冶炉２､排滓遺構１カ所､
土師器･鉄製品･砥石･鉄滓･羽口等出土

岩洞堤遺跡 村木 敬・濱田 宏
横道段丘上に立地する。旧石器は２文化層､石器集中区９カ
所､石器1139点。縄文の狩場､土坑37検出

上町遺跡 川又 晋
馬淵川左岸の河岸段丘上に立地。縄文の狩場･散布地､落し
穴２､土坑４､縄文晩期の土器､石器等出土

割沢遺跡
北村忠昭・米田 寛・
小林弘卓・高橋聡子

19世紀前半の割沢鉄山の鍛冶場､上屋構造をもつ３を含め鍛
冶炉７を検出。陶磁器･羽口･坩堝等多数出土

矢盛遺跡第12･13次
金子昭彦・千葉正彦・
小林弘卓・藤田 祐

方形の居館跡。居館の南に集落が西に延びる。鉄製品は竪
穴建物等から出土。木製品は全て井戸から出土

細谷地遺跡第16･17次
金子佐知子・村田 淳・
藤田 祐・小林弘卓

古代の集落。奈良の竪穴住居１､平安の竪穴住居17､多数の
焼成土坑検出､畝間状遺構を広範囲に確認

本波Ⅷ遺跡 北田 勲
縄文前期の捨て場､遺物包含層２箇所。出土遺物は繊維を混
入する尖底土器群で縄文のみを施文するもの

板子屋敷３遺跡
中村絵美・
木戸口俊子・村木 敬

縄文の集落。竪穴住居22､配石遺構等。土器･土製品･石製品
等。人面付土器出土。弥生の散布地。

桂平Ⅰ遺跡 川又 晋・北村忠昭
縄文狩場､落し穴45等。平安の竪穴住居15等。近世･近代の
建物跡･柱穴状土坑等

境遺跡 鳥居達人
縄文晩期～弥生の集落､竪穴住居状遺構４等。平安の竪穴住
居８等。中世～近世の堀跡･柱穴状土坑等

成田岩田堂館遺跡 杉沢昭太郎・田中美穂
縄文の落し穴９。弥生の集落。平安の方形周溝１。中世の城
館､土塁､堀跡１､掘立柱建物跡､溝跡など

宝禄Ⅱ遺跡 須原 拓
縄文後期の集落。竪穴住居２､土器は後期から晩期､土偶･土
製耳飾り･土製円盤など。弥生の散布地

上野Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ遺跡 村上 拓・横山寛剛
縄文の散布地､江戸～明治の建物跡･溝跡等。縄文晩期の土
器･石器･近世末から明治の陶磁器出土

市の川Ⅰ･Ⅱ･山口･小川屋敷･
六日市･八天北遺跡

溜浩二郎・杉沢昭太郎
藤原大輔・田中美穂

北上市更木新田地区の６遺跡。山口･小川屋敷･六日市場：平
安の集落､山口･小川屋敷では墨書土器出土

道上遺跡第３次･合野遺跡･
小林繁長遺跡

丸山浩治・菊池昌彦
北上川右岸の沖積平野上の微高地に立地。平安の遺物包含
層､杭列等。杭列の構成材に転用された木簡出土。

松屋敷遺跡第２次 村上 拓・横山寛剛
尾根頂部で縄文中期の竪穴住居３､南東側斜面に捨て場､遺

昼久保Ⅲ遺跡、火行塚遺跡、矢盛遺跡第20次調査ほか
調査概報

物は縄文中期中心､住居跡埋土から琥珀細片出土

平成20年度発掘調査報告書 本多準一郎ほか

中嶋遺跡
福島正和・中村絵美・
太田代一彦・高橋静歩

谷底平野に立地する平安中心の集落跡。刳り抜き式の枠を有
する井戸､「寺智」の刻書土器･墨書土器など出土

羽黒田遺跡 村上 拓・中村絵美
９～10世紀の集落跡､竪穴住居18のうち､大半が焼失住居。土
器焼成遺構検出､特殊器形の土器等出土

向Ⅱ遺跡 福島正和・高橋静歩
縄文の遺物包含層､早期～前期の土器出土。古代の竪穴住
居２､近世の屋敷･墓壙･井戸等

衣の関道遺跡第１･２次
村上 拓・福島正和・
須原 拓

衣川左岸に立地。12世紀の池状遺構･テラス状遺構等。かわ
らけ､国産陶器､中国産磁器など出土

八木沢Ⅱ遺跡第２次･
八木沢ラントノ沢Ⅱ遺跡

阿部勝則・菅野 梢
尾根･谷･低地面からなり､平坦面に縄文の竪穴住居･貯蔵穴､
斜面に陥し穴､低い面に古代の鍛冶関連施設

隠里Ⅷ遺跡 丸山直美・鈴木博之
尾根の東斜面に縄文の炉跡･陥し穴､南斜面や尾根上に平安
の竪穴住居･土坑､旧沢筋に遺物包含層を検出

金浜Ⅰ･Ⅱ遺跡 村田 淳・高橋聡子
古代の製塩土器を伴う竪穴住居､炉･炭窯･排滓場など
鉄生産関連遺構等。沢跡から縄文･弥生土器出土

坪渕Ⅱ遺跡 木戸口俊子・濱田 宏
段丘上の緩斜面に形成された縄文後期･晩期の集落。竪穴住
居２等。近現代の建物跡､鏡･キセル･硯等出土

矢盛遺跡第18･19次 金子昭彦・金子佐知子
縄文の狩場。平安の集落跡。中世の居館､集落跡。近世末の
墓地､墓壙を中心とした土坑19。近世末陶磁器等

細谷地遺跡第19･20次 木戸口俊子
平安の集落､竪穴住居計７。方形の掘り方と同じ軸を持つ総柱
の倉庫と見られる掘立柱建物跡２検出。
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向中野館遺跡第10･11次
金子佐知子・
本多準一郎

７世紀後半の土坑､奈良･平安の竪穴住居計16。旧河道から
刻書･墨書土器多数出土。中世の曲輪･土塁等

松山大地田沢遺跡 丸山直美・鈴木博之
丘陵尾根部から斜面に営まれた奈良～平安の集落､竪穴住
居７。竪穴住居内より鉄製足金具１対分出土

戸仲遺跡第３次 丸山浩治・菅野紀子
縄文の竪穴住居８。規則的な配置をもつ落し穴19､埋設土器
を伴わない石組のみの複式炉を持つ竪穴住居

中村城跡 北田 勲・佐藤あゆみ
平安の集落､竪穴住居２､十和田a火山灰に被覆された水田
跡。中世城館に伴う堀跡等､木製品出土多量。

斉羽場館跡 北村忠昭
北上川左岸の河岸段丘上に立地。２枚の旧石器文化層。縄
文･平安の集落跡。中世城館､堀跡１､磁器等出土

雨滝遺跡 丸山浩治
馬淵川右岸の緩斜面に立地。縄文晩期の大規模な遺物包含
層。土器･土製品･石器･石製品･動物遺存体等多数

駒板３遺跡 溜浩二郎
縄文後期の集落跡､竪穴住居10等。人面付香炉型土器･ヒス
イ製石製品･炭化種実等出土

下川原Ⅰ･Ⅱ遺跡
米田 寛・川又 晋・
吉田泰治・八重畑ちか子

縄文の狩場。古代の集落。12世紀の堂跡･墓跡･土器埋納土
坑等検出。かわらけ､国産陶器､中国産磁器等出土

下中居Ⅰ･Ⅱ遺跡 米田 寛
縄文前期～中期の集落跡､竪穴住居５。中世の竪穴建物跡３､
近世の掘立柱建物２､墓壙12等

田代遺跡 中村絵美
中世～近世の館跡。数時期にわたり重複する掘立柱建物跡
群の外側を溝跡が囲む。陶磁器･金属製品･木製品等

野沢Ⅰ･Ⅱ遺跡･戸桜遺跡･舟渡
Ⅰ遺跡

須原 拓・溜浩二郎・
吉田泰治・小林弘卓

更木新田地区の４遺跡。縄文の狩場。平安の集落､野沢Ⅱ遺
跡のロクロピットをもつ竪穴住居から土鈴が出土

境遺跡
鳥居達人・北村忠昭・
吉田泰治

縄文中期～弥生の竪穴住居跡､集石遺構･埋設土器等。中世
の土葬墓･火葬跡･墓壙等､中国産陶磁器等出土

尼坂遺跡･牡丹野遺跡･作屋敷
遺跡

星 雅之・田中美穂
奥州市胆沢区南都田に所在。牡丹野：平安の遺構･遺物が中
心　作屋敷：縄文の狩場､古代の集落

合野遺跡･小林繁長遺跡 杉沢昭太郎・菊池昌彦
合野：縄文の狩場。平安の掘立柱建物跡･井戸を検出

武道Ⅴ遺跡・矢盛遺跡第26次調査、落合２区Ⅰ遺跡ほか
調査概報

小林繁長：縄文中期の集落･捨て場。弥生･近世の集落

平成21年度発掘調査報告書 羽柴直人ほか

新田Ⅱ遺跡 福島正和・晴山雅光
縄文中期を中心とする環状集落､竪穴住居26､掘立柱建物４。
環状内部に土壙墓群が放射状に配置される

八木沢野来遺跡 丸山直美
調査区東半は縄文前期を主体とする集落･捨て場､西半で古
代の可能性のある鍛冶炉を検出。土器･石器･鉄滓出土

八木沢駒込Ⅰ遺跡
阿部勝則・杉沢昭太郎・
丸山直美・八重畑ちか子・
菅野 梢・鈴木博之

複数の沢や尾根により隔てられた小規模な遺跡が複合する。
縄文中期･晩期の集落･狩場､中世･近世の墓壙等

八木沢駒込Ⅱ遺跡
阿部勝則・杉沢昭太郎・
八重畑ちか子・菅野 梢

尾根と低地からなり､尾根に縄文中期の竪穴住居･土坑､低地
に落し穴を検出。12世紀の銅鏡や飾金具も出土

大平野Ⅱ遺跡
丸山浩治・濱田 宏・
村木 敬・平野 祐

縄文前期･中期･後期の集落､竪穴住居９を検出。旧石器､縄
文早期の土器､弥生後期の土器､土師器も出土

細谷地遺跡第24･25次･
向中野館遺跡第12･13次

羽柴直人・田中美穂
古代の集落跡､竪穴住居計18等。中世居館を囲む堀の南西
隅から南辺を検出､堀で囲まれる範囲･規模を確認

矢盛遺跡第23･24次 須原 拓
縄文の狩場､落し穴４等。近世～近代の建物群と付随する井
戸･土坑､墓坑21等検出､銭貨･銅製品等出土

台太郎遺跡第66次 本多準一郎・中村絵美
中世～近世の掘立柱建物跡72検出､渥美産四耳壺･瀬戸産
陶器･明染付･漳州窯産青磁など出土

飯岡才川遺跡第16次 金子昭彦
縄文の狩場､東西に連続する落し穴10。平安の集落､竪穴住
居９､掘立柱建物跡３､墨書･刻書土器多数

鵜ノ木南台地遺跡 北田 勲・小林弘卓
縄文の集落･捨場､捨て場出土土器の中心は後期･晩期。平安
の集落､竪穴住居２。平安以降の堀１検出

五輪堂遺跡 村田 淳
全長50ｍ近い大規模な堀(中･近世)。かわらけ､砥石､渥美窯
産･常滑窯産･伊豆沼窯産と考えられる陶器出土

子飼沢Ⅰ･Ⅱ遺跡
星 雅之・田中美穂・
佐藤里恵・高橋静歩

縄文の集落跡､竪穴住居計７。近世の製鉄関連施設､鍛冶炉･
製鉄炉･鍛冶工房･炭窯･排滓場等検出

南日詰小路口Ⅰ･Ⅱ遺跡
阿部勝則・川又 晋・
八重畑ちか子

12世紀の大溝･区画溝･井戸･道路等の遺構､かわらけ､国産陶
器･中国産磁器･木製品等の遺物他

西部遺跡 杉沢昭太郎・菅野 梢
中居川の東岸の中位段丘に立地。縄文の集落､竪穴住居５､
石錘･石製釣針等出土。中世の掘立柱建物２

野沢Ⅱ遺跡･舟渡Ⅰ･Ⅱ遺跡
菅 常久・溜浩二郎
山田めぐみ

野沢Ⅱ：弥生･平安時代の集落跡
舟渡Ⅰ･Ⅱ：平安時代の集落跡､近世墓地

水尻遺跡･四反田Ⅰ遺跡･四反
田Ⅱ遺跡･古城方八丁遺跡

米田 寛・丸山直美・
村田 淳・高橋静歩

北上川の河岸段丘上の４遺跡。水尻:旧石器出土。古代の掘
立柱建物跡　四反田Ⅰ:古代集落　四反田Ⅱ:近世土坑　古城
方八丁:土坑から石帯出土､陶器埋設遺検出等
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平成22年度発掘調査報告書 星 雅之ほか

川目Ａ遺跡第５次（３分冊）
高木 晃・須原 拓・
八木勝枝・藤原大輔

縄文後期～晩期の大規模な遺物包含層。敷石張出部を伴う
竪穴住居跡。配石遺構群４面。切断壺形土器･単孔土器･異
形台付土器･土偶･磨製石斧･石棒の未製品等

滝ノ沢遺跡（２分冊） 金子昭彦
縄文の集落､土偶･耳飾･特殊磨石･礫石錘･玦状耳飾･勾玉･

立花南遺跡、上日影遺跡、熊田沢Ⅱ遺跡ほか
調査概報

石剣等。平安の集落跡､フイゴの羽口等

向Ⅲ遺跡第１･２次 晴山雅光・福島正和
旧石器時代のナイフ形石器､縄文の集落･土坑40､近世の掘
立柱建物等

尾肝要Ⅰ遺跡･
姫松Ⅰ･Ⅱ遺跡

濱田 宏・丸山直美・
菅野 梢

尾肝要Ⅰ：縄文､中世工房跡､近世集落
姫松Ⅰ･Ⅱ：縄文集落。近世集落

大平野Ⅱ遺跡 川又 晋・小林弘卓
縄文の集落　竪穴住居､土坑､土器埋設遺構等
縄文土器（早期～晩期）多様な器種の石器

矢盛遺跡第27次･
野古Ａ遺跡第30次

小山内透・金子佐知子・
中村絵美

矢盛27次:縄文の狩猟場､奈良･平安の集落､時期不明の掘立
柱建物跡等　野古Ａ:狩猟場

細谷地遺跡第26次 金子佐知子・星 雅之
奈良･平安の集落。平安の緑釉陶器皿破片･甑･墨書土器･刻
書土器。溝跡２。畝間状遺構

小屋野遺跡
濱田 宏・丸山浩治・
丸山直美

縄文･弥生の集落。竪穴住居･土器埋設遺構･陥し穴60等。集
落は３時期に大別

高畑遺跡 溜浩二郎・西澤正晴
縄文･平安の散布地。近世の集落､掘立柱建物２､井戸１､墓壙
12など､陶磁器･銭貨･木製品等

山脈地遺跡 福島正和
縄文早期中葉の貝殻･沈線文土器が多数出土。
縄文前期の長径14ｍ以上の大型住居等。

石崎貝塚 西澤正晴・溜浩二郎
貝層から淡水性の貝類･魚骨等の動物遺存体。縄文中期から
後期の集落。

国分遺跡･川端遺跡･堤遺跡 米田 寛
国分遺跡：縄文～平安。中国産陶磁器・瀬戸大窯産陶器。
堤遺跡：８～９世紀の集落。

堰田･机地遺跡 川又 晋・小林弘卓
堰田：時期不明の散布地　机地：平安の集落　手づくねかわら
け･国産陶器出土

中平遺跡 北田 勲
縄文の土坑１､古代の竪穴住居８等。土師器･金属製品(刀

笹平遺跡及び奥州道中、矢盛遺跡第29次調査ほか
調査概報

子･釘･刀金具等）出土

平成23年度発掘調査報告書 丸山浩治ほか

芋田沢田Ⅳ遺跡･
芋田沢田Ⅵ遺跡（２分冊）

村上 拓・北村忠昭・
丸山浩治

芋田沢田Ⅳ：縄文早期中心の集落､竪穴住居跡88､方形柱穴
列８､土坑80等､炉跡47等
芋田沢田Ⅵ：縄文の狩場。平安の畑跡。中近世の堀跡等

鶴飼遺跡 丸山浩治
縄文後期の集落･狩場。狭小なやせ尾根上に構築された竪穴
住居４､土器埋設遺構､フラスコ状土坑等。

大畑Ⅲ遺跡 高木 晃・北田 勲
縄文中期を中心とする集落。竪穴住居19。縄文の集落は尾根
上の平坦面に立地､土器埋設部を伴う複式炉等

中嶋遺跡 福島正和・巴 亜子
縄文･平安の集落。平安は竪穴住居６。９世紀後半～10世紀
初頭の灰釉陶器皿出土。

下嵐江Ⅰ遺跡･
下嵐江Ⅱ遺跡（２分冊）

村木 敬
旧石器の石器集中区26箇所､石刃石器群･尖頭器石器群､細
石刃石器群に分けられる旧石器9､057点､縄文の竪穴住居２。
中近世の掘立柱建物30､井戸２等

大平野Ⅱ遺跡 須原 拓
奥羽山脈の丘陵裾野の緩斜面に立地。縄文中～晩期の集
落､竪穴住居７､土坑135。早･前期の土器も出土

八反町遺跡･中畑城跡 杉沢昭太郎
八反町:12世紀の道路跡等　中畑城跡：中世城館の外堀と内
堀を検出､県内では類例の少ない「障子堀」と確認

安久沢東遺跡 西澤正晴
平安(12世紀含む)の集落､掘立柱建物５検出､かわらけ･国産
陶器出土。江戸の井戸２､墓壙23等

彼岸田遺跡 西澤正晴
平安(12世紀含む)の集落､掘立柱建物３､竪穴建物１検出､土
師器･須恵器･国産陶器･貿易陶磁器出土。

田高Ⅱ遺跡 北村忠昭
縄文前期の竪穴住居８等。平安(12世紀含む)の溝２等。中世
の環濠屋敷､堀３､掘立柱建物跡36等

銭倉遺跡･要害遺跡 溜浩二郎
銭倉:近世の集落､溝跡３等。要害:平安の集落､竪穴住居４､住
居状遺構３等､９世紀代の瓦出土

堤遺跡 須原 拓
古代の集落､竪穴住居５､土坑36等､灰釉陶器片･瓦出土。近
世の集落､掘立柱建物跡４､陶磁器類出土

作屋敷遺跡 濱田 宏・小林弘卓
古代～中世の集落。古代の竪穴住居12､住居状遺構３､国産
陶器･かわらけ(12世紀）､青磁(15世紀)出土

小野遺跡･小野Ⅱ遺跡･
中神四日市遺跡

菅野 梢・小林弘卓・
小山内透

一関市花泉町の３遺跡。奈良から平安の集落。鍛冶工房での
鉄製品の生産､北上川での投網漁労の可能性。鉄滓･石錘出土
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飯岡才川遺跡第17～19次 金子佐知子・金子昭彦
縄文の狩場。平安の集落､竪穴住居４､庇付掘立柱建物検出。

複数の屋根や緩斜面に立地する弥生初頭の小規模な遺跡

小鳥崎遺跡・石山遺跡・石畑遺跡ほか　調査概報

「×」の刻印のある土師器等出土。

佐原Ⅱ遺跡
杉沢昭太郎・菅野 梢・
佐藤あゆみ

平成24年度発掘調査報告書

立花南遺跡 金子昭彦

金子昭彦ほか

北上川の自然堤防と後背湿地に立地。縄文晩期～弥生前期
の遺物包含層､石器は未成品が多くを占める

新田Ⅱ遺跡 北田 勲・高木 晃
河成段丘･山麓緩斜面を開析する沢の谷底低地に立地。縄文
前期～晩期､堅果類集中範囲多数､保存状況良好

二又遺跡第11･12次 北村忠昭・川又 晋
縄文晩期の可能性が高い貯蔵穴を確認。平安は10世紀前半
を中心とする南北を自然流路に挟まれた集落跡

不動館跡
小山内透・福島正和・
北村忠昭・小林弘卓・
菅野 梢

縄文の狩場､落し穴21。中世の城館､曲輪７カ所･切岸３カ所･
堀９･掘立柱建物22等。陶磁器･武具(鉄鏃･杏葉･小札)･仏具
(鉄磬･経筒蓋･鉄鐸)出土

松山館跡
須原 拓・濱田 宏・
田中祐有

縄文の集落､竪穴住居２。古代の集落･製鉄関連遺構(鍛冶炉
３等)､中世の製鉄関連遺構(製鉄炉４等)

沢田遺跡 溜浩二郎
古墳時代中期～後期の群集墳､ガラス玉･琥珀玉等出土。古
代の竪穴建物７等､灰釉陶器･緑釉陶器等出土

八反町･古城林遺跡
星 雅之・杉沢昭太郎・村木 敬・
藤本玲子・高橋麻依子・
佐藤奈津季・丸山直美

八反町:古代の掘立柱建物２､溝３､土坑２等
古城林:縄文の落し穴43。古代～中世の竪穴住居･掘立柱建
物等多数。かわらけ･国産陶器･青磁碗等出土

小林繁長遺跡
星 雅之・村木 敬・
藤本玲子・佐藤奈津季

縄文中期の集落､竪穴住居４､土坑21等。旧河道に縄文前～
中期と晩期～弥生の２枚の遺物包含層確認

屋形遺跡 高木 晃・野中裕貴
縄文前期から晩期にかけての大規模な捨て場。主体は縄文

不動の滝遺跡・上長部館跡、金浜Ⅴ遺跡ほか　調査概報

前期～中期

平成25年度発掘調査報告書 藤本玲子ほか

無量光院跡第26次･花立Ⅰ遺跡
第30次･花立Ⅱ遺跡第24次

杉沢昭太郎
池跡･堀跡･整地層を調査。12世紀後半に造営された池が入り
江状の汀線を有することを確認。かわらけ等出土

石田Ⅰ･Ⅱ遺跡（２分冊） 米田 寛
古墳から奈良の集落。５～６世紀の張出ピットを持つ竪穴建物
を検出。７～８世紀の竪穴建物跡から須恵器､馬具､透かし孔
を有する土師器高坏等が出土

漆町遺跡（２分冊）
西澤正晴・鈴木博之・
巴 亜子

平安と考えられる大溝に囲まれた集落遺跡。四脚門･材
木塀を検出。竪穴住居は奈良46､平安10

小野遺跡･町裏Ⅰ遺跡･
町裏Ⅱ遺跡

溜浩二郎
３遺跡から古代の畝間状遺構を検出。時期不明の溝･柱穴列･
柱穴･土坑等。土師器･須恵器･土錘等出土

野場Ⅰ遺跡
村上 拓・小林弘卓・
佐藤あゆみ・森 裕樹・
高橋麻依子

縄文前期･晩期の集落､竪穴住居89･土坑74等。弥生の集落､
竪穴住居１､平安の集落､屋内炉を伴い近接して分布する５､
鍛冶工房の可能性

中野遺跡
須原 拓・小野寺純也・
久保賢治・野中裕貴

縄文時代中期を主体とする大規模集落。石囲炉･複式炉を伴
う竪穴住居を60以上検出

峯岸遺跡
福島正和・星 雅之・
苧坪祐樹

縄文前期～中期の集落。竪穴住居21､貯蔵穴10､土坑37
等。中世の堀跡

花館跡 村木 敬・鈴木博之
15世紀後半から16世紀代の城跡。城館は２期に分けられ
る。国産陶器･中国陶磁器･近世陶磁器･茶臼等出土

田の浜館跡
北田 勲・三好孝一・
濱田 宏・乙戸 崇

古代の鉄生産関連､製鉄炉３･炭窯６等､近世以降の鍛冶炉１
等。中世城館に関連する遺構は検出されず

間木戸Ⅱ遺跡･間木戸Ⅴ遺跡
佐藤あゆみ・北村忠昭・
佐藤 剛・金子昭彦・
阿部勝則

２遺跡は間木戸川の谷部に立地。縄文の竪穴建物27。古代
の集落､竪穴建物２､鉄生産関連の工房２･製鉄炉５･排滓場１
カ所等､羽口･炉壁･鉄滓出土

津軽石大森遺跡 米田 寛
縄文の竪穴建物から早期～前期の土器。古墳～奈良の集落､
竪穴建物33､赤彩土器等出土。中世青磁碗出土

豊間根新田Ⅰ遺跡
近藤行仁・濱田 宏・
古舘貞身・佐々木隆英

縄文の狩場､落し穴361､形状は古い方から円形→楕円形→
溝状へと変化。出土遺物は僅少､石鏃･石鍬等

払川Ⅱ遺跡･払川Ⅲ遺跡 村木 敬・野中裕貴
縄文の狩場､落し穴61。古代･中世の集落､竪穴住居１､鉄生産
関連遺構計４､羽口･鉄滓等出土

小成Ⅱ遺跡 藤本玲子・佐々木隆英
縄文中期の集落､石囲炉･複式炉･地床炉を伴う竪穴住居38､
土坑２。時期不明の溝跡１･焼土遺構１

島越Ⅱ遺跡･島越ⅩⅣ遺跡･菅
窪遺跡

小林弘卓・星 雅之・
立花雄太郎

３遺跡とも縄文の集落 島越Ⅱ:中期の住居１　鳥越ⅩⅥ:中期
の住居６　菅窪:後期の住居４

外屋敷ⅩⅨ遺跡 小野寺純也
海成段丘上に立地。縄文早期の集落､竪穴住居３､住居状遺

南川尻遺跡・下向遺跡・沼袋Ⅱ遺跡ほか　調査概報

構３､残存状態が良好な早期土器多数出土

平成26年度発掘調査報告書
小林弘卓・宮内勝巳・
藤本玲子・杉沢昭太郎
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発行
年度

頁数 主要執筆者 主な内容

伽羅之御所跡第22･23次 杉沢昭太郎
堀跡は伽羅御所と無量光院の南辺を区画する可能性が高
い。堀跡南側に粘土採掘跡。

宮野貝塚 星 雅之・佐々木隆英 縄文前期～弥生前期を中心とする遺物包含層の検出。

赤前Ⅲ遺跡
村田 淳・中村隼人・
高橋静歩・中島康佑

縄文前期～中期の大型住居･竪穴建物､古代の鉄生産炉を伴
う竪穴建物･円形周溝､中～近世の掘立柱建物･墓壙等。古代
までの遺構周辺から動物遺存体出土

焼山遺跡 久保賢治
古代･中世の鉄生産関連。古代の鍛冶工房２･鍛冶炉２･製鉄
炉９等､中世の製鉄工房５･製鉄炉10等

千苅遺跡（３分冊）
村上絵美・高木 晃・
丸山直美・伊東 格

弥生の大規模な捨て場と人骨出土の土壙墓。古代の８～９世
紀代を主とする大集落。土師器焼成遺構多数､赤彩球胴甕多
数出土。区画溝を伴う12世紀の居館跡。

館岡Ⅱ遺跡 杉沢昭太郎
中近世の館跡。二段の郭の境界部に堀跡。竪穴建物跡･掘立
柱建物跡･井戸跡等。陶磁器･銭貨等出土

宇部館跡･北ノ越遺跡 米田 寛
宇部館跡：二重堀の一部調査。堀･土塁は16世紀後半以降。
北ノ越：縄文の落し穴が密集。15～16世紀の建物跡や墓壙等

浜岩泉Ⅲ遺跡
小林弘卓・星 雅之・
立花雄太郎

縄文中期の竪穴住居25､掘立柱建物跡､土坑等､中世の竪穴
建物６､掘立柱建物１､青磁碗出土

菅窪長屋構Ⅱ･Ⅲ遺跡
小林弘卓・藤本玲子・
宇部めぐみ

縄文中期の竪穴住居25､掘立柱建物跡､土坑等､中世の竪穴
建物６､掘立柱建物１､青磁碗出土

向新田Ⅲ遺跡 鈴木博之・古舘貞身
縄文～弥生の集落､竪穴住居は縄文前期４､晩期～弥生11､
時期不明２。土器に比して石器の出土多い

青野滝北Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ遺跡
鈴木博之・金子昭彦・
古舘貞身・鈴木貞行

３遺跡は宮古市田老の海岸段丘上に立地。縄文中期の集落､
竪穴住居跡は計18､土坑は計20､炉跡１

木戸井内Ⅵ遺跡･
磯鶏石崎遺跡

福島正和
２遺跡は丘陵上に立地。尾根上に縄文中期の竪穴住居１･落
し穴10､弥生後期の竪穴住居２検出。

松磯遺跡 巴 亜子
浪板川に面した緩斜面に立地。尾根上に縄文前期～中期の

サンニヤ遺跡・房の沢Ⅳ遺跡・白石遺跡ほか　調査概報

土坑群､斜面下に縄文前期～中期の遺物包含層を検出

平成27年度発掘調査報告書 村木 敬ほか

袰帯遺跡
北田 勲・伊藤 武・
近藤行仁・大坪華子

縄文中期の竪穴住居25､掘立柱建物跡､土坑等､中世の竪穴
建物６､掘立柱建物１､青磁碗出土

千鶏Ⅳ遺跡 杉沢昭太郎
縄文前期･中期･晩期､弥生初頭から前期の遺物が散布。縄文
の遺構･遺物は中期後半に限定

重津部Ⅰ遺跡
星 雅之・高橋 工・
對馬利彦・佐々木あゆみ

縄文前期の居住域。竪穴住居７と焼土､土坑。弥生､平安の土
器出土

赤前Ⅲ遺跡 杉沢昭太郎
縄文中期･平安時代の集落。平安の竪穴住居内で小鍛冶、古
代の炭窯を検出。近世の鍋被り葬墓

越田松長根Ⅰ遺跡
星 雅之・高橋 工・
對馬利彦・佐々木あゆみ

縄文前期の集落。竪穴住居24。縄文中期から後期は捨て場と
して利用。古代の竪穴住居･柱穴列

クク井遺跡
須原 拓・光井文行・
澤目雄大

縄文前期の大型住居を中心とする集落。縄文中期の集落。平
安の集落および鉄生産(鍛冶)遺跡

川半貝塚
須原 拓・佐藤直紀・
澤目雄大

縄文前期の包含層。縄文前期･中期の集落。江戸時代の墓
群。貝層の確認はなし

西和野Ⅰ遺跡 野中裕貴
丘陵頂部に古代の方形周溝１､土坑８､柱穴状土坑６を検
出。弥生終末期､続縄文系統の土器も出土

盆花遺跡 佐藤奈津季・高木 晃
尾根末端部の地滑り地形の緩斜面に立地する縄文後期後葉
を中心とした小規模な集落跡

中村遺跡（２分冊）
丸山直美・高木 晃・
伊東 格

北上川右岸の自然堤防上に立地する奈良･平安を主体の集
落跡。土師器焼成遺構多数､赤彩土器の出土多量

九重沢Ⅲ･平野原Ⅲ･
栃洞Ⅲ･新里愛宕裏遺跡

巴 亜子・小野寺純也・
高橋義介

４遺跡は標高280～400mの丘陵斜面･平坦地に立地。縄文の
集落･狩場を主とする。中世墓壙も検出

西平内Ⅰ遺跡
濱田 宏・宮内勝巳・
藤田崇志・川村 均

縄文後期の配石遺構群と整地層。その下から二重の石列。祭
祀関連の遺物､未成品を含む石斧の出土多量

上泉沢遺跡
北田 勲・伊藤 武・
佐々木あゆみ

縄文の陥し穴状遺構(円形29･溝状31)と古墳時代後期～末の
５を含む竪穴住居跡７

荷竹日影Ⅱ遺跡 溜浩二郎
弥生は散布地。古代は竪穴住居･土坑等。焼成痕跡のある土

岩洞湖Ⅰ遺跡・栃洞Ⅳ遺跡・八森遺跡ほか　調査概報

坑や鉄滓を伴う遺構が多く鍛冶関連の遺跡か

平成28年度発掘調査報告書 村木 敬ほか
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Ⅵ　歴代職員名簿

所長（在職期間）

小形 信夫（昭和52～53） 菅原 一郎（昭和54～56） 熊谷 正男（昭和57～59）
及川 昌二 （昭和60～平成1） 小笠原 喜一（平成２～４） 高橋 重實（平成５～６）
山影 源吉（平成７～８） 松尾 昭明（平成９） 佐藤 基（平成10～11）
伊藤 民也 （平成12～13） 木村 昇（平成14～15） 相原 康二（平成16～20）
佐々木 勝（平成21～22） 渡邉 和男（平成23～25） 中村 英俊（平成26～28） 
佐々木 一成（平成29）

副所長（在職期間）

小野寺 登（昭和57年） 鈴木 信吉（昭和58年） 宮 英一（昭和59～62年）
鎌田 良悦（昭和63～平成元年） 米澤 康雄（平成２年） 高橋 敬明（平成３～５年）
千葉 政男（平成６～７年） 鷹羽 康造（平成８～９年） 佐藤 直司（平成10～11年）
櫻田 次男（平成12年） 高橋 正儀（平成13～14年） 平野 充苗（平成15～16年）
小野寺 満寿（平成17～18年） 佐々木 景一（平成19～21年） 渡邉 和男（平成22年）
中村 英俊（平成25年） 斎藤 邦雄(平成29年) 

総務課長・管理課長（在職期間）

村木 宏彰(昭和52～54年) 小笠原 喜一(昭和55～57年) 菊池 勉(昭和58～59年)
千葉 久夫(昭和60～61年) 宮 英一(昭和62年) 鎌田 良悦(昭和63～平成元年)
米沢 康雄(平成２年) 高橋 敬明(平成３～４年) 沢田 寛(平成５～10年)
川浪 清徳(平成11～12年) 韮澤 正吾(平成13～17年) 中嶋 賢一(平成18～25年)
佐々木 宏(平成26～27年) 津田 敏(平成28年) 花坂 正彦(平成29年)

調査課長 (在職期間）

嶋 千秋(昭和56～58年) 嶋 千秋(昭和56～58年)　 近藤 宗光(昭和59～60年)
昆野 靖(昭和61～平成２年) 村上 康昭(平成３～４年) 鈴木 恵治(平成５～７年)
小田野 哲憲(平成８～11年) 高橋 与右衛門(平成11～14年) 佐々木 勝(平成12～15年)
三浦 謙一(平成15～17年) 佐々木 清文(平成16～24年) 中川 重紀(平成18～22年) 
高橋 義介(平成23年) 斎藤 邦雄(平成25～26年) 鎌田 勉(平成27～28年)
斎藤 邦雄(平成29年)

資料課長 (在職期間）

瀬川 司男(昭和56年) 吉田 努(昭和57年) 鈴木 信吉(昭和58年)
名須川 溢男(昭和59～61年) 新田 和男(昭和62～63年) 高橋 薫(平成元～２年)
村松 義夫(平成３～５年) 駒嶺 高幸(平成６年) 菊池 強一(平成７～８年)　
佐々木 嘉直(平成９～10年)

課長補佐・庶務係長・主任主査・主査・主任・主事（在職期間）

菊池 則夫(昭和53年) 及川 賀子(昭和53～55年) 岡沢 成治(昭和54～56年)
佐藤 久四郎(昭和55～58年) 戸草内 幸男(昭和56～59年) 阿部 詔夫(昭和57～61年)
伊藤 吉郎(昭和62～平成元年) 阿部 隆広(昭和63～平成２年) 森岡 陽一(平成２～４年)
佐藤 理(平成３～６年) 久保田 幸恵(平成５～７年) 千葉 勝彦(平成７～10年)
横山 文彦(平成８～９年) 日影 睦夫(平成11～12年) 山崎 善光(平成12～14年)
山岸 直美(平成13～15年) 中嶋 賢一(平成14～17年) 猿橋 幸子(平成15～18年)
小田島 宏道(平成16年) 高橋 清助(平成16～18年) 高橋 俊正(平成17～18年)
佐々木 訓(平成18～20年) 五嶋 稔(平成19～21年)  高橋 正明(平成19～20年)
高清水 洋一(平成22～25年) 吉田 秀幸(平成25～29年) 熊谷 揺香(平成28～29年)
立花 多加志(昭和52～62年,平成10～13年,平成27年)
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嘱託（在職期間）

後藤 隆文(昭和52年) 似内 喜兵(昭和62～63年) 吉田 一男(平成元～３年)
山舘 昇(平成２年) 根橋 文一(平成３～４年) 吉田 十次(平成４～６年)
野崎 他夫(平成５～６年) 藤島 恵子(平成10～12年) 新田 トヨ(平成10～12年)
佐々木 光重(平成11～13年) 千葉 芳夫(平成12年) 高橋 照雄(平成13～15年)
加藤 美代子(平成13～14年) 湯沢 邦子(平成13～15年) 伊藤 滋子(平成14～16年)
沼田 テル子(平成15年) 常泉 治美(平成16年)

総務事務主任（在職期間）

行木 麻有美(平成20～21年)

総務事務員（在職期間）

木内 幸奈(平成20～27年) 佐々木 友嘉理(平成20～21年) 菊池 由恵(平成20～21年)
武田 秀徳(平成20～29年) 田中 純子(平成24～28年) 田屋 真紀子(平成25～26年)
藤澤 明弘(平成26～29年) 新沼 利恵(平成26～29年) 中島 美香(平成26年)
中村  静(平成26～27年) 谷崎 千夏(平成27～28年) 佐々木 真貴子(平成27～29年)
舘澤  彩(平成28～29年) 佐々木 恵美子(平成29年)

技能員
佐藤 春男(昭和52～平成４年)

金沢 光孝(昭和52～53年) 遠藤 勝博(昭和52～57年) 上野 猛(昭和52～54年)
高橋 信雄(昭和52～54年) 山口 了紀(昭和52～55年) 高橋 正之(昭和52～55年,平成４～６年）
四井 謙吉(昭和52～56年) 高橋 文夫(昭和52～57年) 三浦 謙一(昭和52～平成７年)
中川 重紀(昭和52～平成17年) 工藤 利幸(昭和52～平成９年) 本沢 慎輔(昭和52～56年)
佐藤 洋(昭和52～53年) 高橋 与右衛門(昭和52～平成10年) 高橋 義介(昭和52～平成22年,平成24～28年)
佐々木 清文(昭和52～61年,平成4～15年)佐藤 勝(昭和53～56年) 松野 恒夫(昭和53～56年)
近藤 宗光(昭和54～58年) 鈴木 恵治(昭和54～58年,平成３～４年) 小平 忠孝(昭和54～57年)
吉田 洋(昭和54～55年) 種市 進(昭和54～57年) 光井 文行(昭和54～平成元年)
国生 尚(昭和55～59年) 村上 達夫(昭和55～57年) 畠山 靖彦(昭和55～57年)
大原 一則(昭和55～59年) 田鎖 寿夫(昭和55～平成３年) 鈴木 隆英(昭和55～58年)
朝野 孝二(昭和56～58年) 菊池 利和(昭和56～61年) 佐々木 嘉直(昭和56～平成３年)
栃沢 満郎(昭和56～59年) 平井 進(昭和56～平成３年) 岩渕 久(昭和56～60年)
酒井 宗孝(昭和56～平成11年) 渡辺 洋一(昭和57～61年,平成４～６年) 田村 壮一(昭和57～62年)
石川 長喜(昭和57～61年) 玉川 英喜(昭和58～63年) 昆野 靖(昭和58～60年)
片方 宗明(昭和59～60年) 長沼 彬(昭和59～60年) 中村 良一(昭和59～平成２年)
小田野 哲憲(昭和62～平成３年) 佐藤 嘉広(昭和62年) 佐瀬 隆(昭和63～平成４年)
齋藤 博司(昭和63～平成４年) 東海林 隆幹(昭和63～平成４年) 遠藤 修(昭和63～平成３年)
斎藤 邦雄(昭和63～平成６年) 藤村 敏男(平成元～４年) 斎藤 實(平成元～５年)
佐々木 弘(平成元～４年) 川村 均(平成元～５年) 鈴木 貞行(平成元～５年)
佐々木 信一(平成元～4年,平成13～14年) 小原 眞一(平成元～5年,平成11～13年) 村上 修(平成元～３年)
千葉 孝雄(平成２～６年) 伊東 格(平成２～６年) 神 敏明(平成２～５年)
松本 建速(平成２～９年) 金子 昭彦(平成２～26年) 濱田 宏(平成２～５年,平成８～28年)
笹平 克子(平成３～６年) 花坂 政博(平成３～６年) 佐々木 務(平成３～6年,平成11年,平成21～24年）

高橋 一浩(平成４～６年) 鎌田 勉(平成４～７年,平成11年) 星 雅之(平成４年～)
羽柴 直人(平成４～22年,平成28年～) 高木 晃(平成４～14年,平成20年～) 駒嶺 高幸(平成５年）
菊池 強一(平成５～６年） 村上 拓(平成５年～) 吉田 充(平成５～７年,平成11～16年)
小山内 透(平成５～27年) 阿部 勝則(平成５～21年,平成25年～) 中村 英俊(平成６～７年)
菊池 人見(平成６～８年) 木戸口 俊子(平成６～11年,平成17～20年) 大道 篤史(平成６～８年)
高橋 佐知子(平成６～) 杉沢 昭太郎(平成６～) 溜 浩二郎(平成６～)
宮本 節子(平成７～10年) 伊藤 拓(平成７～９年) 中村 直美(平成７～)

調査員（課長補佐、文化財専門調査員、文化財専門員、文化財調査員、任期付調査員）
（在職期間）

菊地 榮壽(平成８～10年) 下田 隆衛(平成８～10年) 晴山 雅光(平成８～11年,平成21年)

大森 博文(平成９年) 朝倉 雄大(平成９～11年) 古館 貞身(平成９～平成12年)
工藤 徹(平成９～12年) 早坂 悟(平成９～12年) 小笠原 健一郎(平成９～13年)
岩淵 計(平成９～13年) 鳥居 達人(平成９～13年,平成18～21年) 菊池 貴広(平成９～平成13年, 平成27年～)
千葉 正彦(平成９年,平成11～13年,平成17～19年) 中村 比呂志(平成10年) 相津 吉彦(平成10年)
佐々木 琢(平成10～11年) 松尾 芳幸(平成10～12年) 半澤 武彦(平成10～14年)
佐々木 進悦(平成11年) 小野寺 正之(平成11～12年) 前田 稔(平成11～12年)
中田 迪(平成11～13年) 菅原 靖男(平成11～13年) 安藤 由紀夫(平成11～14年)
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阿部 眞澄(平成11～15年) 佐藤 淳一(平成11～15年, 平成25～26年) 本多 準一郎(平成11～15年,平成20～21年)
北村 忠昭(平成11年～) 丸山 浩治(平成11～24年) 東海林 淳美(平成12年)
工藤 道孝(平成12年) 金野 進(平成12～14年) 長村 克稔(平成12～14年)
赤石 登(平成12～15年) 村木 敬(平成12年～) 飯森 秀文(平成13)
佐藤 あき子(平成13年) 高瀬 克範(平成13年) 阿部 徹(平成13年)
亀 大二郎(平成13～15年) 飯坂 一重(平成13～15年) 星 幸文(平成13～15年)
小松 則也(平成13～16年) 八木 勝枝(平成13～19年,平成28年～) 島原 弘征(平成13～17年)
西澤 正晴(平成13年～) 中村 絵美(平成13年～) 青山 紀和(平成14年)
久慈 泰彦(平成14年) 皆川 英香(平成14～15年) 野中 真盛(平成14～15年)
阿部 孝明(平成14～15年) 早坂 淳(平成14～16年) 鈴木 裕明(平成14～16年)
米田 寛(平成14年～) 北田 勲(平成14年～) 福島 正和(平成14年～)
阿部 憲(平成15年) 阿部 徳幸(平成15～16年) 窓岩 伸吾(平成15～16年)
亀澤 盛行(平成15～16年) 新妻 伸也(平成15～16年) 水上 明博(平成15～17年)
村田 淳(平成15年～) 林 勲(平成15～17年) 須原 拓(平成15年～)
川又 晋(平成15～23年,平成27年～) 戸根 貴之(平成16～18年) 吉田 泰治(平成17～20年)
菊池 昌彦(平成18～20年) 白濱 洋一(平成18～20年) 菅 常久(平成21年)
久保 賢治(平成25～27年) 小林 弘卓(平成25年～) 近藤 行仁(平成25～27年)
伊藤 みどり(平成25～26年) 佐藤 あゆみ(平成25～27年) 巴 亜子(平成25～26年)
藤本 玲子(平成25～27年) 小野寺純也(平成25～26年) 佐藤 剛(平成25～27年)
三好 孝一(平成25年) 廣瀬 時習(平成25年) 高橋 麻依子(平成25年)
鈴木 次郎(平成26年) 宮内 勝巳(平成26～27年) 伊藤 武(平成26～27年)
中村 利至久(平成26年) 河本 純一(平成26年～) 鈴木 博之(平成26年)
松政 里奈(平成26～28年) 野中 裕貴(平成26年～) 高橋 工(平成27年)
趙 哲済(平成28年～) 阿部 明義(平成28年) 大泰司 統(平成28年～)
直江 康雄(平成29年～)

期限付調査員（在職期間）

菊地 達哉(平成元年） 相原 伸裕(平成元～２年） 及川 靖世(平成元～２年）
女鹿 文雄(平成元年） 濱田 宏(平成元年） 及川 渉(平成元～２年）
星 雅之(平成元～３年） 森下 宏(平成元～２年） 高橋 堅(平成元年）
菅 常久(平成２年） 阿部 勝則(平成２～４年） 菊池 明芳(平成２年）
鈴木 知己(平成２～３年） 菊地 幸裕(平成２年） 藤村 隆(平成２～３年）
千葉 悟(平成２～５年） 大久保 茂(平成２年） 熊谷 博由(平成２～４年）
鎌田 精造(平成３～５年） 安藤 邦彦(平成３年） 引屋敷 学(平成３年）
新倉 信一郎(平成３～４年） 山口 博英(平成３～４年） 川村 聡(平成３年）
八重座 のり子(平成３年,平成５年）小山内 透(平成４年） 田中 元明(平成４年）
柳田 磨(平成４～５年） 菅原 敬悦(平成４年） 工藤 剛司(平成４年）
高橋 英樹(平成４～７年） 溜 浩二郎(平成４～５年） 佐藤 修一(平成４～６年）
稲垣 雅宏(平成５～７年） 田畑 博之(平成５年） 杉沢 昭太郎(平成５年）
平澤 祐子(平成５年） 元吉 弘明(平成６～７年） 熊谷 和明(平成６年）
佐々木 裕司(平成６～７年） 千葉 貴子(平成６～７年） 沼田 和宏(平成６～７年）
後藤 円(平成６年） 大場 慎也(平成７年） 吉田 理(平成７年）
川向 聖子(平成８年～９年） 佐藤 良和(平成８～９年） 篠根 敬志(平成８年）
柴田 慈幸(平成８～10年） 鈴木 浩二(平成８～10年） 鈴木 聡(平成８～12年）
高橋 実央(平成８～９年） 千葉 和弘(平成８～９年） 平澤 里香(平成８～11年）
山口 俊規(平成８～11年） 山下 浩幸(平成８～９年） 熊谷 佳恵(平成９～11年）
佐々木 志麻(平成９～10年） 佐藤 綾子(平成９～11年） 玉山 健一(平成９～10年, 平成14年）
中野 敦夫(平成９～10年） 布谷 義彦(平成９～11年） 松川 由次(平成９～10年）
七田 芳直(平成９～10年） 鈴木 見誌(平成10年） 平 めぐみ(平成10～11年）
藤原 賢徳(平成11～12年） 江藤 敦(平成11～15年） 小林 弘卓(平成11～15年,平成19～24年）
小原 広幸(平成11年） 吉田 里和(平成11～15年） 北田 勲(平成11～13年）
吉川 徹(平成11～13年） 菊池 賢(平成12～14年） 井上 信介(平成12～13年）
川又 晋(平成12～14年） 吉田 真由美(平成12～14年） 北田 博義(平成12年）
原 美津子(平成12～14年） 齋藤 麻紀子(平成12～15年） 島原 弘征(平成12年）
坂部 恵造(平成13～15年） 木村 ひかり(平成13～14年） 駒木野 智寛(平成13～15年,平成20年）
袰地 剛(平成14年） 藤原 大輔（平成14～15年, 平成17～21年）太田代 一彦(平成14～15年, 平成19年）
立花 公志(平成14年） 立花 裕(平成14～16年） 石崎 高臣(平成14～17年）
小針 大志(平成15～16年） 新井田 えり子(平成15～16年） 菅野 梢(平成16～18年, 平成20～24年）
横井 猛志(平成17～19年） 荒谷 伸郎(平成17～18年） 鈴木 博之(平成18～20年, 平成24～25年）
高橋 聡子(平成18～20年） 平野 祐(平成18～19年） 菅野 紀子(平成19～20年）
近藤 匡樹(平成19年） 田中 美穂(平成19～21年） 八重畑 ちか子(平成19～21年）
横山 寛剛(平成19～20年） 藤田 祐(平成19～21年） 小椋 勇紀(平成20年）
佐藤 あゆみ（平成20～24年, 平成28年～）佐藤 里恵(平成20～21年） 髙橋 静歩(平成20～21年, 平成27年）
佐々木 智久(平成21年） 山田 めぐみ(平成21年） 高橋 麻依子(平成23～24年）
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巴 亜子(平成23～24年） 藤本 玲子(平成23～24年） 伊藤 みどり(平成24年）
小野寺 純也(平成24年） 佐藤 奈津季(平成24年～） 佐藤 英雄(平成24年）
田中 祐有(平成24年） 野中 裕貴(平成24～25年） 苧坪 祐樹(平成25年）
乙戸 崇(平成25年） 佐々木 隆英(平成25年～） 塩谷 龍平(平成25年）
白戸 このみ(平成25年～） 立花 雄太郎(平成25年～） 中島 康佑(平成25年～）
森 裕樹(平成25年～） 中嶋 優太(平成25年） 中村 隼人(平成25年～）
伊東 格(平成25年～） 中川 重紀(平成25～26年） 古舘 貞身(平成25～27年）
光井 文行(平成26年～） 川村 均(平成26～28年） 鈴木 貞行(平成26～28年）
清水 彩(平成26～27年） 佐々木 あゆみ(平成26年～） 佐藤 直紀(平成26～27年）
藤田 崇志(平成26年～） 南野 龍太郎(平成26～27年） 久保 友咲(平成26～28年）
宇部 めぐみ(平成26～27年） 栃澤 星(平成26年） 酒井 野々子(平成26～28年）
藤原 雅仁(平成26～28年） 對馬 利彦(平成27年～） 平山 豪(平成27年）
中浜 洋介(平成27年） 大坪 華子(平成27年） 澤目 雄大(平成27年～）
河村 美佳(平成27年～） 舩渡 耕己(平成27年～） 箕輪 匠太(平成27年）
澤 美咲(平成27～28年） 佐々木 昭太(平成28年～） 戦場 由裕(平成28年～）
川村 英(平成28年～） 佐々木 正樹(平成28年） 児玉 駿介(平成28年）
山川 純一(平成29年～） 佐藤 桃子(平成29年～） 出町 拓也(平成29年～）
遠藤 修(平成29年～）
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公益財団法人　岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター職員名簿（平成29年度）

理 事 兼 所 長 佐々木一成

副所長兼調査課長 斎藤　邦雄

〔総　務　課〕

総 務 課 長 花坂　正彦 総務事務員 新沼  利恵

主 任 主 査 吉田  秀幸 〃 佐々木真貴子

〃 中嶋  賢一 〃 舘澤　　彩

主 任 熊谷  揺香 〃 武田  秀徳

総 務 事 務 員 藤澤  明弘 〃 梁田　智恵

〔調　査　課〕

副 所 長
兼 調 査 課 長

斎藤　邦雄 期 限 付 調 査 員 光井　文行

主幹兼課長補佐 金子佐知子 〃 伊東    格

課 長 補 佐 星　  雅之 〃 對馬　利彦

〃 高木    晃 〃 中村　隼人

主任文化財専門員 趙　　哲済 (大阪市博物館協会
大阪文化財研究所から出向)

〃 佐藤あゆみ

〃 羽柴  直人 〃 佐々木隆英

〃 〃 澤目　雄大

〃 杉沢昭太郎 〃 佐々木あゆみ

〃 溜　浩二郎 〃 河村　美佳

〃 村上　　拓 〃 白戸このみ

文 化 財 専 門 員 菊池　貴広（県派遣） 〃 舩渡　耕己

〃 大泰司　統（北海道埋蔵文化財
センターから出向）

〃 佐藤奈津季

〃 丸山　直美 〃 藤田　崇志

〃 村木　　敬 〃 中島　康佑

〃 西澤　正晴 〃 立花雄太郎

〃 直江　康雄(北海道埋蔵文化財セ
ンターから出向)

〃 森　　裕樹

〃 福島　正和 〃 佐々木昭太

〃 北村  忠昭 〃 戦場　由裕

〃 須原　　拓 〃 川村　　英

〃 八木　勝枝 〃 山川　純一

〃 米田　　寛 〃 佐藤　桃子

〃 川又　　晋 〃 出町　拓也

〃 北田　　勲 〃 遠藤　　修

〃 村上　絵美 調 査 事 務 員 岩泉　郁子

〃 村田　　淳 〃 平山　　豪

〃 小林　弘卓 〃 高橋　千里

文 化 財 調 査 員 河本　純一(大阪府文化財セン
ターから出向)

〃

室内整理作業指導員

篠原　理恵

村松　紀子〃 野中　裕貴

阿部　勝則
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アクセス
●東北新幹線盛岡駅、JR 東北本線仙北町駅下車（徒歩 30 分）
●盛岡駅発岩手県交通バス飯岡線湯沢団地経由矢巾営業所行き三ツ森停留所下車
●ゆいとぴあ東線よぼういがく協会行きよぼういがく協会停留所下車
●仙北町駅西口より徒歩約 30 分
●東北自動車道盛岡南インターチェンジより車で 10 分

（公財）岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター
〒 020－0853　岩手県盛岡市下飯岡 11 地割 185 番地
　　　　　　　　　　ＴＥＬ（019）638－9001
　　　　　　　　　　ＦＡＸ（019）638－8563
E－mail アドレス　　 i-maibun@echna.ne.jp
ホームページ　　　　 http://www.iwate-maibun.jp
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埋蔵文化財センター　40 年のあゆみ
岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター 40 周年記念誌

印　刷　平成 30 年３月 10 日
発　行　平成 30 年３月 15 日

発　行　（公財）岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター
　　　　〒 020－0853　岩手県盛岡市下飯岡 11 地割 185 番地
　　　　　　　　　　ＴＥＬ（019）638－9001
　　　　　　　　　　ＦＡＸ（019）638－8563

印　刷　有限会社セーコー印刷
　　　　〒 020－0877　岩手県盛岡市下の橋町２番 23 号
　　　　　　　　　　電　話（019）651－3606
　　　　　　　　　　ＦＡＸ（019）651－3629

Ⓒ（公財）岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター　2018
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