
松山遺跡第４０地点Ｈ３３号住居竈 松山遺跡第４０地点Ｈ３３号住居遺物出土状況

松山遺跡第４０地点地下室 松山遺跡第４０地点土坑１

松山遺跡第４０地点土坑２ 松山遺跡第４０地点土坑３、４

松山遺跡第４０地点土坑３ 松山遺跡第４０地点土坑５
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松山遺跡第４０地点土坑６ 松山遺跡第４０地点土坑７

松山遺跡第４０地点土坑８ 松山遺跡第４０地点土坑９

松山遺跡第４０地点落し穴

松山遺跡第４０地点作業風景
松山遺跡第４０地点溝
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松山遺跡第４１地点全景

松山遺跡第４１地点溝１

松山遺跡第４１地点溝１、２土層

松山遺跡第４１地点溝１、２
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松山遺跡第４１地点溝３ 松山遺跡第４１地点土坑１

松山遺跡第４１地点土坑２ 松山遺跡第４１地点土坑３

松山遺跡第４１地点土坑４ 松山遺跡第４１地点土坑５

松山遺跡第４１地点土坑６ 松山遺跡第４１地点土坑７
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松山遺跡第４０地点遺物No．１ 松山遺跡第４０地点遺物No．２ 松山遺跡第４０地点遺物No．３

松山遺跡第４０地点遺物No．４ 松山遺跡第４０地点No．８ 松山遺跡第４０地点出土No．８裏

松山遺跡第４０地点・４１地点

松山遺跡第４１地点

松山遺跡第４１地点

表 裏

４０地点 ４１地点
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江川南遺跡第２２地点全景１ 江川南遺跡第２２地点全景２

江川南遺跡第２２地点礫群１ 江川南遺跡第２２地点礫群２

江川南遺跡第２２地点礫群３、４ 江川南遺跡第２２地点礫群５

江川南遺跡第２２地点出土石器（表） 江川南遺跡第２２地点出土石器（裏）
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江川南遺跡第２３地点礫群１

江川南遺跡第２３地点Ｂ区（礫群１～４） 江川南遺跡第２３地点礫群２

江川南遺跡第２３地点礫群３ 江川南遺跡第２３地点礫群４

江川南遺跡第２３地点Ｄ区（礫群５・６） 江川南遺跡第２３地点礫群５・６
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江川南遺跡第２３地点５号住居跡

江川南遺跡第２３地点５号住居炉 江川南遺跡第２３地点５号住居跡ピット３出土土器

江川南遺跡第２３地点集石１ 江川南遺跡第２３地点集石２
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江川南遺跡第２３地点土坑１ 江川南遺跡第２３地点土坑２

江川南遺跡第２３地点溝１ 江川南遺跡第２３地点溝２

江川南遺跡第２３地点溝３ 江川南遺跡第２３地点溝４

江川南遺跡第２３地点全景� 江川南遺跡第２３地点全景�
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江川南遺跡第２３地点５号住居跡出土遺物No．１ 江川南遺跡第２３地点５号住居跡出土遺物No．２

江川南遺跡第２３地点５号住居跡出土遺物No．３ 江川南遺跡第２３地点５号住居跡出土遺物No．４

江川南遺跡第２３地点５号住居跡出土遺物No．６

江川南遺跡第２３地点５号住居跡出土遺物No．５

江川南遺跡第２３地点遺構外
出土遺物No．２２

江川南遺跡第２３地点遺構外
出土遺物No．２２横

江川南遺跡第２３地点５号住居跡出土遺物No．７～３０

江川南遺跡第２３地点５号住居跡出土遺物No．３１～４５

表 裏
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江川南遺跡第２３地点５号住居
４６～４８、溝３ ７、遺構外

出土遺物２５表

江川南遺跡第２３地点５号住居
４６～４８、溝３ ７、遺構外

出土遺物２５裏

江川南遺跡第２３地点遺構外出土遺物
No．１～２１、２３～２６，３０～３２

江川南遺跡第２３地点遺構外
出土遺物

No．２７～２９，３３表

江川南遺跡第２３地点遺構外
出土遺物

No．２７～２９，３３裏
江川南遺跡第２３地点礫群出土石器

東久保遺跡第６４地点ピット

東久保遺跡第６４地点溝

東久保遺跡第６４地点
出土石器表

東久保遺跡第６４地点
出土石器裏
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西ノ原遺跡第１３５地点１８３号住居跡

西ノ原遺跡第１３５地点１８３号住居跡炉１、２ 西ノ原遺跡第１３５地点１８３号住居跡炉１

西ノ原遺跡第１３５地点１８３号住居跡炉２ 西ノ原遺跡第１３５地点１８３号住居跡住居
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西ノ原遺跡第１３５地点１８３号住居跡ピット４ 西ノ原遺跡第１３５地点１８３号住居跡入り口のピット群

西ノ原遺跡第１３５地点炉穴 西ノ原遺跡第１３５地点１８３号住居跡土器NO，１

西ノ原遺跡第１３５地点１８３号住居跡土器NO，２６ 西ノ原遺跡第１３５地点１８３号住居跡No．２～２３

西ノ原遺跡第１３５地点１８３号住居跡No．２４～３７ 西ノ原遺跡第１３５地点１８３号住居跡No．３８～４５遺構外No．１～３
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神明後遺跡第２８地点全景

神明後遺跡第２８地点１５号住居跡
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神明後遺跡第２８地点１５号住居跡炉 神明後遺跡第２８地点１５号住居土層

神明後遺跡第２８地点１６号住居跡埋甕 神明後遺跡第２８地点１６号住居跡炉

神明後遺跡第２８地点１６号住居跡
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神明後遺跡第２８地点１７号住居跡

神明後遺跡第２８地点１７号住居跡炉 神明後遺跡第２８地点１７号住居跡埋甕

神明後遺跡第２８地点１７号住居跡遺物出土 神明後遺跡第２８地点１７号住居跡
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神明後遺跡第２８地点１８号住居跡

神明後遺跡第２８地点１８号住居跡埋甕 神明後遺跡第２８地点１８号住居跡炉

神明後遺跡第２８地点１８号住跡居
遺物出土状況

神明後遺跡第２８地点１８号住居跡
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神明後遺跡第２８地点１９号住居跡

神明後遺跡第２８地点１９住号跡炉 神明後遺跡第２８地点１９号住居跡

神明後遺跡第２８地点２０号住居跡土器No．２ 神明後遺跡第２８地点２０号住居跡土器No．３
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神明後遺跡第２８地点２０号住居跡

神明後遺跡第２８地点２０号住居跡炉 神明後遺跡第２８地点２０号住居跡
配石・炉・土器

神明後遺跡第２８地点２０号住居配石 神明後遺跡第２８地点２０号住居跡土器No．１
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神明後遺跡第２８地点２２号住居跡

神明後遺跡第２８地点２２号住居跡炉 神明後遺跡第２８地点２２号住居跡壁

神明後遺跡第２８地点２２号住居跡遺物 神明後遺跡第２８地点２３号住居跡炉
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神明後遺跡第２８地点２３号住居跡

神明後遺跡第２８地点２０・２１・２３・２４号住居跡
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神明後遺跡第２８地点第２５号住居跡

神明後遺跡第２８地点代２５号住居跡炉 神明後遺跡第２８地点２５号住居跡埋甕

神明後遺跡第２８地点２５号住居跡遺物出土状況 神明後遺跡第２８地点屋外炉
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神明後遺跡第２８地点屋外埋設土器１ 神明後遺跡第２８地点屋外埋設土器２

神明後遺跡第２８地点屋外埋設土器１・２ 神明後遺跡第２８地点屋外埋設土器３

神明後遺跡第２８地点炉穴１ 神明後遺跡第２８地点炉穴２

神明後遺跡第２８地点炉穴３ 神明後遺跡第２８地点炉穴１～３・風倒木痕
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神明後遺跡第２８地点集石１ 神明後遺跡第２８地点集石２

神明後遺跡第２８地点集石３ 神明後遺跡第２８地点集石４

神明後遺跡第２８地点集石５ 神明後遺跡第２８地点集石６・７・８

神明後遺跡第２８地点集石９ 神明後遺跡第２８地点集石１０
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神明後遺跡第２８地点集石１１ 神明後遺跡第２８地点集石１２

神明後遺跡第２８地点集石１３ 神明後遺跡第２８地点集石１４

神明後遺跡第２８地点集石１５ 神明後遺跡第２８地点集石１６

神明後遺跡第２８地点集石１７ 神明後遺跡第２８地点集石１８
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神明後遺跡第２８地点集石１９ 神明後遺跡第２８地点集石２０

神明後遺跡第２８地点集石２１ 神明後遺跡第２８地点集石２２

神明後遺跡第２８地点集石２３ 神明後遺跡第２８地点土坑１

神明後遺跡第２８地点土坑３ 神明後遺跡第２８地点土坑７
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神明後遺跡第２８地点落し穴

神明後遺跡第２８地点堀跡・土層 神明後遺跡第２８地点堀跡

神明後遺跡第２８地点溝２

神明後遺跡第２８地点溝１ 神明後遺跡第２８地点溝３
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神明後遺跡第２８地点Ｈ２号住居跡

神明後遺跡第２８地点Ｈ２号住居跡竈 神明後遺跡第２８地点Ｈ２号住居跡遺物出土

神明後遺跡第２８地点作業風景 神明後遺跡第２８地点見学会
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神明後遺跡第２８地点１５号住居跡No．１ 神明後遺跡第２８地点１５号住居跡出土土器No．２～９

神明後遺跡第２８地点１５号住居跡出土土器No．１０～１６ 神明後遺跡第２８地点１５号住居跡出土土器No．１７～２２

神明後遺跡第２８地点１５号住居跡出土石器
No．４～１２

神明後遺跡第２８地点１５号住居跡出土石器
No．４～１２裏

神明後遺跡２８ １５住
出土石器
No．１～３

神明後遺跡２８ １５住
出土石器
No．１～３裏

神明後遺跡第２８地点１６号住居跡埋甕No．１
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神明後遺跡第２８地点１６号住居出土土器No．２・３・４

神明後遺跡第２８地点１７号住居出土土器No．１

神明後遺跡第２８地点１６号住居出土土器No．５

神明後遺跡第２８地点１７号住居
出土土器No．２

神明後遺跡第２８地点１７号住居
出土土器No．３

神明後遺跡第２８地点１７号住居
出土土器No．４

神明後遺跡第２８地点１７号住居
出土土器No．５

神明後遺跡第２８地点１７号住居
出土土器No．６

神明後遺跡第２８地点１７号住居
出土土器No．９

神明後遺跡第２８地点１７号住居出土土器No．１１ 神明後遺跡第２８地点１７号住居出土土器No．１２
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神明後遺跡第２８地点１７号住居出土土器No．７，８，１０ 神明後遺跡第２８地点１７号住居出土土器No．１３～１８，１２～２４

神明後遺跡第２８地点１７号住居出土石器No．２５～３８ 神明後遺跡第２８地点１７号住居出土石器No．２５～３８裏

神明後遺跡第２８地点１７号住居出土石器No．３９～４９ 神明後遺跡第２８地点１７号住居出土石器No．３９～４９裏

神明後遺跡第２８地点１７号住居出土石器No．５０～５４ 神明後遺跡第２８地点１７号住居出土石器No．５０～５４裏
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神明後遺跡第２８地点１８号住居跡埋甕No．１ No．３

１８号住居跡出土土器No．４ １８号住居跡出土土器No．５ １８号住居跡出土土器No．８

１８号住居跡出土土器No．２ １８号住居跡出土土器No．１１ １８号住居跡出土土器No．１０

No．１２

１８号住居跡出土土器No．１４ １８号住居跡出土土器No．１５ １８号住居跡出土土器No．１６ No．２５

神明後遺跡第２８地点１８号住居跡
出土土器No．１８

神明後遺跡第２８地点１８号住居跡
出土土器No．２１

神明後遺跡第２８地点１８号住居跡
出土土器No．２２
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神明後遺跡第２８地点１８号住居跡出土土器No．２４ 神明後遺跡第２８地点１８号住居跡出土土器No．６，７，９，１３

神明後遺跡第２８地点１８号
住居跡出土石器No．３３～３７

神明後遺跡第２８地点１８号
住居跡出土石器No．３３～３７裏

神明後遺跡第２８地点１８号住居跡出土土器
No．１７，１９，２０，２３，２６～３２

神明後遺跡第２８地点１８号住居跡出土石器No．３８～４６ 神明後遺跡第２８地点１８号住居跡出土石器No．３８～４６裏

神明後遺跡第２８地点１８号住居跡出土石器No．４７～５４ 神明後遺跡第２８地点１８号住居跡出土石器No．４７～５４裏
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神明後遺跡第２８地点１９号住居跡出土土器No.１～６ 神明後遺跡第２８地点１９号住居跡出土土器
No．７～９，１１～１６

神明後遺跡第２８地点１９号
住居出土石器No．１７～２０

神明後遺跡第２８地点１９号
住居出土石器No．１７～２０裏神明後遺跡第２８地点１９号住居出土土器No．１０

神明後遺跡第２８地点１９号住居出土石器No．２１～２８ 神明後遺跡第２８地点１９号住居出土石器No．２１～２８裏

神明後遺跡第２８地点２０号
住居出土土器No．１

神明後遺跡第２８地点２０号
住居出土土器No．３

神明後遺跡第２８地点２０号
住居出土土器No．２
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神明後遺跡第２８地点２０号住居出土土器No．１１

神明後遺跡第２８地点２０号住居出土土器No．４～１０
神明後遺跡第２８地点２０号
住居出土土器No．１２

神明後遺跡第２８地点２０号
住居出土土器No．１２裏

神明後遺跡第２８地点２０号住居出土石器No．１３～１６・
２１号住居出土石器No．１１～１４

神明後遺跡第２８地点２０号住居出土石器No．１３～１６・
２１号住居出土石器No．１１～１４裏

神明後遺跡第２８地点２０号住居出土石器No．１７～３０ 神明後遺跡第２８地点２０号住居出土石器No．１７～３０裏

神明後遺跡第２８地点２１号
住居出土土器No．１

神明後遺跡第２８地点２１号住居出土土器
No．２～５

神明後遺跡第２８地点２１号
住居出土土器No．６，７

２０号住居跡

２１号住居跡
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神明後遺跡第２８地点２１号住居No．１１～１４・２３号
住居No．１３・１４・２５号住居No．６～９

神明後遺跡第２８地点２１号住居No．１１～１４・２３号
住居No．１３・１４・２５号住居No．６～９裏

神明後遺跡第２８地点２２号
住居出土土器炉体No．１

神明後遺跡第２８地点２２号
住居出土土器No．２

神明後遺跡第２８地点２２号
住居出土土器No．４

神明後遺跡第２８地点２２号
住居出土土器No．５

神明後遺跡第２８地点２２号
住居出土土器No．７

神明後遺跡第２８地点２２号住居出土土器No．３

神明後遺跡第２８地点２２号住居
出土土器No．８

神明後遺跡第２８地点２２号
住居出土土器No．９

神明後遺跡第２８地点２２号住居
出土土器No．１０

２３号住居跡２１号住居跡

２５号住居跡
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神明後遺跡第２８地点２２号
住出土土器No．１１

神明後遺跡第２８地点２２号
住居出土土器No．１２

神明後遺跡第２８地点２２号
住居出土土器No．２２

神明後遺跡第２８地点２２号
住居出土土器No．１６

No．２１ ２２号住居出土土器No．２３

No．１８
No．１９ No．２０

２２号住居出土土器No．２４

２２号住居出土土器No．３９

２２号住居出土土器No．２５ ２２号住居出土土器No．２７

２２号住居出土土器No．４２
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２２号住居出土土器No．４３

２２号住居出土土器No．４４ ２２号住居出土土器No．５１
神明後遺跡第２８地点２２号住居出土土器No．３３

神明後遺跡第２８地点２２号住居出土土器No．６，１３～１５ 神明後遺跡第２８地点２２号住居出土土器No．１７，２６，２８

神明後遺跡第２８地点２２号住居出土土器No．２９～３２，３４ ２２号住居出土土器No．３５～３８，４０，４１，４５～４８

２２号住居出土石器No．５３～５５・２４号住居出土石器No．８，９

神明後遺跡第２８地点２２号住居出土土器No．４９，５０，５２
２２号住居出土石器No．５３～５５・２４号住居出土石器No．８，９裏
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神明後遺跡第２８地点２２号住居出土石器No．５６～６４ 神明後遺跡第２８地点２２号住居出土石器No．５６～６４裏

神明後遺跡第２８地点２２号住居出土石器No．６５～７０ 神明後遺跡第２８地点２２号住居出土石器No．６５～７０裏

神明後遺跡第２８地点２３号住居出土土器No．６

神明後遺跡第２８地点２３号住居出土石器No．１～１０

神明後遺跡第２８地点２３号
住居出土土器No．１１

神明後遺跡第２８地点２３号
住居出土石器No．１２

神明後遺跡第２８地点２４号住居出土土器No．１～７

神明後遺跡第２８地点２５号住居
出土土器No．１埋甕神明後遺跡第２８地点２５号住居出土土器No．２～５
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神明後遺跡第２８地点屋外炉出土土器No．２

神明後遺跡第２８地点屋外炉出土土器No．１

神明後遺跡第２８地点屋外炉出土石器No．３，４

神明後遺跡第２８地点屋外埋甕No．１ 神明後遺跡第２８地点屋外埋甕No．２

神明後遺跡第２８地点屋外埋甕No．３ 神明後遺跡第２８地点集石出土土器No．１～８
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神明後遺跡第２８地点土坑７出土土器No．１２～１５
神明後遺跡第２８地点土坑２出土土器No．１～１１

神明後遺跡第２８地点集石、土坑２No．１，２、土坑５、
土坑７No．１、Ｐ３、Ｈ２号住居出土石器

神明後遺跡第２８地点集石、土坑２No．１，２、土坑５、
土坑７No．１、Ｐ３、Ｈ２号住居出土石器裏

神明後遺跡第２８地点集石、土坑１No．１，２、集石８、
集石１４、集石２１、集石２３、土坑２No．３，４、堀出土石器

神明後遺跡第２８地点集石、土坑１No．１，２、集石８、
集石１４、集石２１、集石２３、土坑２No．３，４、堀出土石器裏

神明後遺跡第２８地点炉穴２ 出土石器 神明後遺跡第２８地点Ｈ２号住居出土支脚

土坑１ 集石８ 集石１４ 集石２１

集石２３ 土坑２

掘
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神明後遺跡第２８地点Ｈ２号住居
出土土器No．１

神明後遺跡第２８地点Ｈ２号住居
出土土器No．３

神明後遺跡第２８地点Ｈ２号住居
出土土器No．２底

神明後遺跡第２８地点Ｈ２号住居
出土土器No．４

神明後遺跡第２８地点Ｈ２号住居
出土土器No．５

神明後遺跡第２８地点Ｈ２号住居
出土土器No．２

神明後遺跡第２８地点Ｈ２号住居
出土土器No．６

神明後遺跡第２８地点Ｈ２号住居
出土土器No．７

神明後遺跡第２８地点Ｈ２号住居
出土土器No．８

神明後遺跡第２８地点Ｈ２号住居
出土土器No．９

神明後遺跡第２８地点Ｈ２号住居
出土土器No．１８

神明後遺跡第２８地点Ｈ２号住居
出土土器No．１９

No．１０ No．１１ No．１２ No．１３

No．１４ No．１５ No．１６ No．１７
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神明後遺跡第２８地点遺構外出土土器No．１４～２５神明後遺跡第２８地点遺構外出土土器No．１～１３

神明後遺跡第２８地点遺構外出土土器No．２６～３２ 神明後遺跡第２８地点遺構外出土土器
No．３４，３５b，３６～３８

神明後遺跡第２８地点遺構外出土土器No．３９～４８ 神明後遺跡第２８地点遺構外出土土器No．５０～７２

神明後遺跡第２８地点遺構外出土石器No．１～１２ 神明後遺跡第２８地点遺構外出土土器No．１～１２裏
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東台遺跡第４６地点８３号住居跡

東台遺跡第４６地点８３号住居跡炉 東台遺跡第４６地点９８号住居跡炉

東台遺跡第４６地点９８号住居跡炉体 東台遺跡第４６地点９８号住居遺物
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東台遺跡第４６地点９８号住居跡

東台遺跡第４６地点土坑１ 東台遺跡第４６地点土坑１遺物出土状況

東台遺跡第４６地点集石 東台遺跡第４６地点全景
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東台遺跡第４６地点８３号住居出土土器No．１ 東台遺跡第４６地点８３号住居出土土器No．２～２５

東台遺跡第４６地点９８号住居出土
土器No．１埋甕

東台遺跡第４６地点９８号
住居出土土器No．２

東台遺跡第４６地点９８号
住居出土土器No．３

No．２６ No．３０ No．３１ No．３２

No．３３ No．７１ No．７２東台遺跡第４６地点９８号
住居出土土器No．６

東台遺跡第４６地点９８号住居出土土器No．４ 東台遺跡第４６地点９８号住居出土土器No．５，７，８
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東台遺跡第４６地点９８号住居出土土器No．９～１３，１５ 東台遺跡第４６地点９８号住居出土土器No．１４

東台遺跡第４６地点９８号住居出土土器No．１６～２０ 東台遺跡第４６地点９８号住居出土土器No．２１～２５、２７

東台遺跡第４６地点９８号住居出土土器No．２８，２９，３４～５１ 東台遺跡第４６地点９８号住居出土土器No．５２～６６

東台遺跡第４６地点８３
住No．２６・９８号住No．８０～８２

東台遺跡第４６地点８３
住No．２６・９８号住No．８０～８２

東台遺跡第４６地点９８号住居出土土器No．６７～７０，７３～７９
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８３住 ９８住９８住８３住

東台遺跡第４６地点８３号住２７，２８・９８号住No．８３～９０表 東台遺跡第４６地点８３号住２７，２８・９８号住No．８３～９０裏

東台遺跡第４６地点９８号住居出土石器No．９１～９６表 東台遺跡第４６地点９８号住居出土石器No．９１～９６裏

集石出土土器No．５ 土坑１出土土器No．２

東台遺跡第４６地点集石出土土器No．１～４，６，７土坑１出土土器No．３２

東台遺跡第４６地点土坑１出土土器No．１，３～１９ 東台遺跡第４６地点土坑１出土土器No．２０～３１，３３～３９

写真図版 ７１ 331



ふじみ野市埋蔵文化財調査報告 第４集

埼玉県ふじみ野市 市内遺跡群３

２００８年３月２３日印刷
２００８年３月３０日発行

発 行 ふ じ み 野 市 教 育 委 員 会

〒３５６―８５５５ 埼玉県ふじみ野市大井中央１丁目１番１号

ＴＥＬ ０４９―２６１―２８１１

ＦＡＸ ０４９２―６６６―２７１

印 刷 関 東 図 書 株 式 会 社


