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No. 遺　跡　名 所在地 開発主体者 開発事業名 調査面積 開発面積 保護
措置 調査期間（㎡） （㎡）

1 長土呂遺跡群51 長土呂 佐久市 道路建設 210.00 1,090.00 試掘 H28.2.5～29
2 反田遺跡1 臼田 佐久市 地域交流センター建設 48.00 1,260.00 試掘 H28.2.3･17
3 番屋前遺跡群27 中込 佐久市 土地区画整理事業 18.00 800.00 試掘 H27.7.9
4 長土呂遺跡群52 長土呂 佐久市 道路建設 16.00 1,020.00 試掘 H27.6.8､7.17
5 枇杷坂遺跡群94 岩村田 株式会社　エコット 宅地造成 29.00 1,122.26 試掘 H27.4.23
6 花立遺跡2 茂田井 個人 個人住宅 57.00 198.65 試掘 H27.5.27
7 寺畑遺跡群22 猿久保 個人 集合住宅 260.00 396.00 試掘 H27.6.4･23･24
8 岩村田遺跡群186 岩村田 ミヤモリ株式会社 太陽光発電施設 222.00 1,563.00 試掘 H27.5.12･13
9 平尾山砦跡1 上平尾 佐久市 トイレ設置 16.00 30.00 試掘 H27.8.18～20､ 9.3
10 野馬窪遺跡群19 猿久保 個人 集合住宅 350.00 1,367.19 試掘 H27.11.5･6
11 栗毛坂遺跡群61 岩村田 株式会社　平和不動産 宅地造成・集合住宅 472.00 5,379.68 試掘 H27.7.13～17
12 幸神古墳群2 田口 個人 個人住宅 16.00 446.20 試掘 H27.5.25
13 前田遺跡群16 塚原 個人 個人住宅 10.00 258.47 試掘 H27.6.16
14 番屋前遺跡群28 猿久保 株式会社　新日本開発 集合住宅 84.00 958.00 試掘 H27.6.10
15 岩村田遺跡群187 岩村田 個人 賃貸住宅 32.00 325.42 試掘 H27.6.19･22･24
16 東千石平遺跡群6 瀬戸 個人 太陽光発電施設 200.00 1,446.00 試掘 H27.6.11･12
17 西近津遺跡群24 長土呂 個人 集合住宅 43.00 942.36 試掘 H27.7.21～24
18 光明寺遺跡4 安原 個人 個人住宅 20.00 205.34 試掘 H27.6.29､10.15
19 屋敷平遺跡1 香坂 SBエナジー株式会社 太陽光発電施設 1,230.00 20,705.20 試掘 H27.6.26～7.15
20 稲荷山城跡4 勝間 個人 個人住宅 10.00 311.09 試掘 H27.7.14
21 岩村田遺跡群188 岩村田 個人 集合住宅 125.00 1,417.53 試掘 H27.6.24､7.7
22 長土呂遺跡群53 長土呂 株式会社　カクショウ運輸 倉庫建設 295.00 8,776.97 試掘 H27.6.30､7.2～6
23 蛇塚遺跡群35 新子田 株式会社　アクト 太陽光発電施設 174.00 6,981.00 試掘 H27.7.15･21･29､ 8.4

24 曽根新城遺跡5・枇杷坂遺跡群95 岩村田北 株式会社　フジカーランド上田 展示場 310.00 2,878.00 試掘 H27.7.13･14

25 西妻神遺跡8 中込 個人 集合住宅 110.00 993.78 試掘 H27.10.23･26･27
26 岩村田遺跡群189 岩村田 佐久市 浅間会館改築 200.00 3,178.00 試掘 H28.3.2･3
27 東大久保遺跡群13 上平尾 個人 個人住宅 8.00 296.12 試掘 H27.7.27
28 城下遺跡7 臼田 佐久市 臼田支所庁舎解体 92.00 6,800.00 試掘 H27.9.10･11
29 岩村田遺跡群190 岩村田 個人 集合住宅 87.00 572.00 試掘 H27.9.24
30 芝宮遺跡群30 長土呂 個人 集合住宅 111.00 1,268.78 試掘 H27.8.26･27
31 上小平遺跡5 岩村田 個人 集合住宅 62.00 933.00 試掘 H27.9.8
32 城下遺跡8 臼田 佐久市 臼田支所通信施設 12.00 1,631.42 試掘 H27.12.11
33 兵士山遺跡1 香坂 EMSベンダー合同会社 太陽光発電施設 100.00 4,475.30 試掘 H27.10.8
34 岩村田遺跡群191 岩村田 有限会社　美里不動産 宅地造成 200.00 1,465.00 試掘 H27.10.29･30　

35 寺畑遺跡群23 根々井・
猿久保 樫山工業株式会社 工場増築 180.00 4,490.56 試掘 H27.8.27～29　

36 岩村田遺跡群192 岩村田 株式会社　桧家住宅上信越 建売住宅 18.00 237.03 試掘 H27.9.3
37 東内池遺跡6 新子田 個人 個人住宅 15.00 429.25 試掘 H27.9.11･18　
38 岩村田遺跡群193 岩村田 長野県佐久警察署長 警察署建替え 22.00 7,475.95 試掘 H27.7.10､8.26

39 春日居館跡2・法憧寺遺跡1 春日 宗教法人　康國寺 駐車場整備 12.00 666.00 試掘 H27.10.1

40 周防畑遺跡群104 長土呂 有限会社　田園不動産　 宅地造成 420.00 2,021.75 試掘 H27.9.15～17
41 野馬窪遺跡群20 猿久保 個人 集合住宅 27.00 650.70 試掘 H27.10.6
42 城下遺跡9 臼田 佐久市 防災無線鋼管柱建柱工 8.00 23.04 試掘 H27.11.5
43 大井城跡6 岩村田 個人 資材置場建設 158.00 981.00 試掘 H27.10.30
44 原遺跡6 田口 個人 個人住宅 56.00 338.95 試掘 H27.10.27･28

45
稲荷山城跡5・小山崎遺跡
群7・城山遺跡2・家浦遺
跡4・日影遺跡1

下小田切 長野県佐久建設事務所 道路建設 1,350.00 45,882.40 試掘 H27.11.17～12.2､
H28.3.24～26

46 藤ヶ城跡5・岩井堂遺跡3 岩村田 佐久市 排水路整備 70.00 130.00 試掘 H28.1.14･25･28､3.8
47 野沢城跡24 野沢 個人 個人住宅 17.00 110.16 試掘 H27.11.6～9
48 北畑遺跡群2 桜井 個人 個人住宅 6.30 214.80 試掘 H27.11.18

49 東大久保遺跡群14・白岩城跡3 上平尾 佐久市 道路改良 11.00 416.00 試掘 H27.10.28

50 長土呂遺跡群54 長土呂 大和ハウス工業株式会社 宅地造成・分譲住宅 17.00 393.00 試掘 H27.10.20

51 長土呂遺跡群55・長土呂館跡1 長土呂 個人 個人住宅 27.00 1,005.05 試掘 H27.10.15

52 長土呂遺跡群56 長土呂 個人 個人住宅 145.00 552.68 試掘 H27.12.2･3
53 戸坂遺跡群10 新子田 個人 個人住宅・浄化槽 3.80 251.15 試掘 H28.2.8
54 棧敷遺跡10 安原 有限会社　新栄開発 建売住宅 20.00 237.25 試掘 H27.11.10
55 長土呂遺跡群57 長土呂 JA佐久浅間株式会社アメック 宅地造成 256.15 2,698.98 試掘 H27.11.19
56 岩村田遺跡群194 岩村田 個人 集合住宅 50.00 462.17 試掘 H27.11.25
57 平尾一本松砦跡1 下平尾 佐久市 公園整備 31.00 15,611.00 試掘 H28.1.27､3.2･22･25
58 荒城跡1 前山 佐久市 道路改良 40.00 210.00 試掘 H28.1.22､2.12･17
59 北裏遺跡群7 伴野 佐久市 道路改良 80.00 648.00 試掘 H28.1.26､2.4･17
60 滝ノ沢入口遺跡1 臼田 佐久市 道路改良 50.00 342.00 試掘 H28.2.15
61 丸山遺跡2・日影遺跡2 下小田切 佐久市 道路改良 33.00 2,840.00 試掘 H27.12.2
62 西近津遺跡群25 長土呂 大和ハウス工業株式会社 建売住宅 53.00 218.97 試掘 H27.11.30､12.1
63 上砂田遺跡14 岩村田 有限会社　田園不動産 宅地造成 140.00 1,807.00 試掘 H27.12.18
64 栗毛坂遺跡群62 岩村田 株式会社　NTTドコモ 無線基地局建設 6.00 6,400.84 試掘 H27.12.21
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No. 遺　跡　名 所在地 開発主体者 開発事業名 調査面積 開発面積 保護
措置 調査期間（㎡） （㎡）

65 枇杷坂遺跡群96･曽根新城遺跡6 岩村田北 有限会社　キャピタルA 店舗建築 60.00 5,129.00 試掘 H28.1.6～8

66 岩村田遺跡群195 岩村田 個人 集合住宅 280.00 1,345.10 試掘 H28.1.27､2.5･6･17
67 金井城跡8 小田井 個人 集合住宅 38.00 1,043.43 試掘 H28.2.1
68 寺畑遺跡群24 猿久保 個人 集合住宅 34.00 496.93 試掘 H28.1.14

69 中久保田遺跡8・枇杷坂遺跡群97 岩村田北 有限会社　キャピタルA 解体・造成 100.00 14,121.00 試掘 H28.2.25･26

70 東城戸平B遺跡1 香坂 株式会社　藤巻建設 太陽光発電施設 120.00 6,800.00 試掘 H28.2.16
71 芝宮遺跡群31 小田井 株式会社　トラックス 事務所建設 167.00 5,259.79 試掘 H28.2.8･9
72 野沢城跡25 原 佐久市 道路改良 30.00 3,700.00 試掘 H28.1.18
73 反田遺跡2 臼田 長野県厚生農業協同組合連合会 認定道路築造 36.00 431.00 試掘 H28.2.29
74 周防畑遺跡群105 長土呂 個人 個人住宅 38.00 424.98 試掘 H28.2.24
75 蛇塚遺跡群36 新子田 個人 個人住宅 10.00 418.01 試掘 H28.2.24
76 大平遺跡2 八幡 個人 太陽光発電施設 48.00 1,070.00 試掘 H28.2.29

77 大塚遺跡群21・中込大塚古墳1 中込 大和情報サービス株式会社 店舗建設 125.00 2,644.67 試掘 H28.3.7

78 反田遺跡3 臼田 長野県厚生農業協同組合連合会 病院増築 20.00 31,531.77 試掘 H28.2.29､3.8
79 枇杷坂遺跡群98 岩村田 個人 集合住宅 110.00 2,477.05 試掘 H28.3.15･16･18･22
80 長土呂遺跡群58 長土呂 個人 集合住宅 5.00 2,846.00 試掘 H28.2.18
81 須 原古窯址群2 八幡 社会福祉法人　からし種の会 社会福祉施設 15.00 6,614.47 試掘 H28.3.29

82 跡坂遺跡12・中金井遺跡群25 横根 エス・エス・ティ・エナジー
株式会社 太陽光発電施設 130.00 4,451.00 試掘 H28.2.18､3.18･30

83 周防畑遺跡群106 長土呂 有限会社　田園不動産 分譲住宅 52.00 203.84 試掘 H28.3.28
84 宮の前遺跡4 塚原 佐久市 児童館整備 100.00 2,303.00 試掘 H28.3.23
85 根井氏館跡7 根々井 宗教法人　正法寺 客殿建替 56.00 94.68 試掘 H27.11.18～21
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No. 遺　跡　名 所在地 開発主体者 開発事業名 開発面積 保護
措置 立会実施日（㎡）

1 十二平遺跡2 協和 佐久市 道路建設 280.00 立会 H28.2.5･6
2 周防畑遺跡群107 長土呂 個人 集合住宅 1678.00 立会 H27.4.9､5.21
3 芝宮遺跡群32 長土呂 個人 集合住宅 999.00 立会 H27.5.1･18
4 中反田遺跡群2 田口 長野信号通信技術センター 踏切拡幅 7.76 立会 H27.5.15
5 岩村田遺跡群196 岩村田 株式会社　ヤマダ・ウッドハウス モデルハウス建設 352.75 立会 H27.4.28
6 金山遺跡9 跡部 個人 個人住宅 599.00 立会 H27.4.13･17
7 荒田遺跡1 大沢 個人 森林整備事業 4508.00 立会 H27.11.24･12.4
8 宮の上遺跡群28 横和 個人 個人住宅 481.44 立会 H27.5.7

9 岩村田遺跡群197・
藤ヶ城跡6 岩村田 長野都市ガス株式会社 ガス管敷設 189.00 立会 H28.3.22･23

10 高呂遺跡1 協和 個人 戸建賃貸住宅 203.07 立会 H28.3.24
11 周防畑遺跡群108 長土呂 個人 個人住宅 201.06 立会 H28.3.25
12 周防畑遺跡群109 長土呂 佐久市 道路建設 260.00 立会 H27.6.5･9
13 長土呂遺跡群59 長土呂 佐久市 道路建設 530.00 立会 H27.7.2･7･15 
14 岩村田遺跡群198 岩村田 個人 店舗建設 1206.90 立会 H27.5.16･20
15 岩村田遺跡群199 岩村田 株式会社　パパまるハウス　 建売個人住宅 238.88 立会 H27.5.9･11
16 宮東遺跡1 田口 個人 個人住宅 443.42 立会 H27.4.15
17 小山崎遺跡群8 下小田切 個人 個人住宅 1000.14 立会 H28.3.22･28
18 中金井遺跡群26 小田井 株式会社　パパまるハウス　 カーポート建設 261.05 立会 H27.4.16
19 前田遺跡群7 小田井 個人 個人住宅 275.23 立会 H28.3.28
20 岩村田遺跡群200 岩村田 個人 宅地造成 238.88 立会 H27.4.21
21 長土呂遺跡群60 長土呂 個人 個人住宅 556.60 立会 H27.5.12
22 大塚遺跡群22 中込 個人 集合住宅 275.88 立会 H27.5.22
23 岩村田遺跡群201 岩村田 個人 個人住宅 266.11 立会 H27.6.1
24 周防畑遺跡群110 長土呂 個人 個人住宅 240.11 立会 H27.4.25
25 蛇塚遺跡群37 安原 個人 個人住宅 288.89 立会 H27.5.22
26 枇杷坂遺跡群99 長土呂 個人 個人住宅 366.17 立会 H27.5.7
27 周防畑遺跡群111 長土呂 個人 個人住宅 239.94 立会 H27.4.30
28 岩村田遺跡群202 岩村田 佐久市 スロープ設置 20.00 立会 H27.6.1
29 長土呂遺跡群61 長土呂 個人 個人住宅 275.06 立会 H27.8.18
30 周防畑遺跡群112 長土呂 個人 個人住宅 324.59 立会 H27.5.7
31 岩村田遺跡群203 岩村田 長野県佐久建設事務所 地質調査 4.50 立会 H27.6.2
32 岩村田遺跡群204 岩村田 個人 個人住宅 205.82 立会 H27.5.18･19
33 松の木遺跡11 岩村田 ミヤモリ不動産株式会社 店舗建設 330.58 立会 H27.5.11
34 周防畑遺跡群113 長土呂 個人 個人住宅 319.20 立会 H27.5.12
35 棧敷遺跡11 安原 個人 個人住宅 391.12 立会 H27.4.22
36 岩村田遺跡群205 岩村田 個人 個人住宅 353.76 立会 H27.5.12･16･18
37 深堀遺跡群14 瀬戸 個人 個人住宅 271.25 立会 H27.5.11･12
38 枇杷坂遺跡群100 長土呂 個人 個人住宅 314.51 立会 H27.5.12
39 城平遺跡群4 平賀 個人 個人住宅 312.83 立会 H27.7.24･25
40 近津遺跡群8 長土呂 個人 個人住宅 222.40 立会 H27.6.9
41 岩村田遺跡群206 岩村田 個人 個人住宅 255.67 立会 H27.5.11･16
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42 栗毛坂遺跡群63・西赤座遺跡17 岩村田 株式会社　パパまるハウス 建売個人住宅 736.00 立会 H27.6.18･19

43 橋ヶ窪遺跡1・一本松古墳群1 下平尾 佐久市 温水利用型健康運動施設 4730.00 立会 H27.7.7･15､10.6

44 棧敷遺跡12 安原 個人 個人住宅 221.00 立会 H27.6.8
45 上宮前遺跡群1 常和 個人 個人住宅 466.00 立会 H27.6.10
46 須 原古窯址群3 布施 個人 個人住宅 904.76 立会 H27.6.3
47 西近津遺跡群26 長土呂 個人 個人住宅兼店舗 493.62 立会 H27.8.28
48 岩村田遺跡群207 岩村田 個人 個人住宅 306.22 立会 H27.7.1
49 周防畑遺跡群114 長土呂 佐久市 下水道管敷設 389.00 立会 H27.7.23､8.21､9.18

50 家地頭古墳群1・西近津遺跡群27 常田 佐久市 下水道管敷設 749.70 立会 H27.9.18､10.6

51 宮の上遺跡群29 横和 個人 個人住宅 347.00 立会 H27.6.22
52 城平遺跡群5 平賀 個人 個人住宅 251.36 立会 H27.7.24･25
53 岩村田遺跡群208 岩村田 株式会社　石井商事 宅地造成 1762.60 立会 H27.8.4
54 周防畑遺跡群115 長土呂 佐久水道企業団 水道管敷設 205.00 立会 H27.7.10･15
55 長土呂遺跡群62 長土呂 佐久市 グラウンド造成・道路舗装 5400.00 立会 H27.9.2･29､10.9､11.27

56
周防畑遺跡群116・
芝宮遺跡群33・
長土呂遺跡群63

長土呂 長野都市ガス株式会社 ガス管敷設 580.00 立会 H27.7.15･27､8.24､9.18

57 周防畑遺跡群117 長土呂 個人 個人住宅 217.04 立会 H27.6.25
58 中金井遺跡群27 小田井 個人 個人住宅 218.72 立会 H27.7.11･13
59 香坂屋敷遺跡3 香坂 個人 個人住宅 114.37 立会 H27.6.18･20
60 蛇塚遺跡群38 安原 株式会社　ナナ－ズ 店舗建設 1714.00 立会 H27.8.25･27
61 岩村田遺跡群209 岩村田 個人 個人住宅兼事務所 227.84 立会 H27.6.23
62 深堀遺跡群15 瀬戸 株式会社　リューケンハイム 建売個人住宅 314.26 立会 H27.6.22
63 大塚遺跡群23・深堀城跡3 中込 佐久市 道路建設 1700.00 立会 H27.7.7
64 西近津遺跡群28 長土呂 個人 個人住宅 227.02 立会 H27.8.20
65 藤ヶ城跡7 岩村田 個人 個人住宅 361.72 立会 H27.7.29
66 東内池遺跡7 新子田 個人 個人住宅 369.98 立会 H27.7.27
67 下信濃石遺跡8 岩村田 個人 個人住宅 278.00 立会 H27.8.8
68 東五里田遺跡10 野沢 有限会社　田園不動産 建売個人住宅 267.29 立会 H27.7.2
69 尾垂遺跡2 前山 長野県佐久地方事務所 進入路建設 300.00 立会 H27.7.1
70 平賀中屋敷遺跡群19 平賀 個人 個人住宅 358.00 立会 H27.7.16･25
71 原遺跡7 田口 個人 個人住宅 491.33 立会 H27.7.21
72 観正田遺跡3 入沢 個人 個人住宅 258.75 立会 H27.7.14･15
73 栗毛坂遺跡群64 小田井 個人 個人住宅 649.00 立会 H27.8.3
74 中金井遺跡群28 小田井 個人 個人住宅 287.56 立会 H27.8.3
75 枇杷坂遺跡群101 岩村田 長野県佐久建設事務所 地質調査 3.00 立会 H27.6.30
76 中金井遺跡群29 小田井 個人 個人住宅 303.16 立会 H27.7.17
77 鳴瀬中屋敷遺跡群2 鳴瀬 個人 個人住宅 313.05 立会 H27.7.8
78 棧敷遺跡13 安原 有限会社　新栄開発 建売個人住宅 221.87 立会 H27.7.22
79 寺畑遺跡群25 猿久保 個人 戸建賃貸住宅 268.80 立会 H27.8.25
80 竹原遺跡5 平賀 長野県佐久建設事務所 道路建設 2650.00 立会 H27.8.18･19
81 梨の木遺跡9 中込 株式会社　パパまるハウス 建売個人住宅 286.75 立会 H27.8.6
82 蛇塚古墳群1 安原 個人 個人住宅 228.66 立会 H27.8.17
83 三千束遺跡群9 三塚 宮原酸素株式会社 駐車場建設 1063.00 立会 H27.10.6､12.3･4
84 鳴澤遺跡群9 根々井 個人 個人住宅 810.56 立会 H27.8.7
85 志賀神明の木遺跡7 志賀 個人 個人住宅 425.46 立会 H27.8.11
86 宮の上遺跡群30 根々井 個人 個人住宅 421.29 立会 H27.8.10
87 野沢城跡26 野沢 個人 診療所建設 298.55 立会 H27.9.23
88 城山遺跡3 下小田切 株式会社　本久 太陽光発電施設 1867.54 立会 H27.8.11･13
89 野沢城跡27 野沢 佐久市 公園整備 20.00 立会 H28.3.24
90 栗毛坂遺跡群65 岩村田 個人 個人住宅 383.70 立会 H27.10.19､11.2

91 寺畑遺跡群26 根々井 シチズン時計マニュファクチャリング
株式会社 工場建設 81880.89 立会 H27.12.16

92 中金井遺跡群30 小田井 個人 個人住宅 222.97 立会 H27.8.28
93 高呂遺跡2 協和 個人 駐車場建設 577.56 立会 H27.8.13
94 岩村田遺跡群210 岩村田 個人 個人住宅 275.19 立会 H27.8.11
95 周防畑遺跡群118 長土呂 個人 個人住宅 203.76 立会 H27.8.19
96 枇杷坂遺跡群102 長土呂 個人 個人住宅 305.47 立会 H27.8.31､9.11
97 東五里田遺跡11 野沢 個人 個人住宅 216.00 立会 H27.8.10･11
98 栃久保B遺跡1 春日 佐久市 道路建設 621.00 立会 H27.8.21､9.22
99 金山遺跡10 跡部 中部電力株式会社 車庫建設 24.90 立会 H28.2.1
100 寺畑遺跡群27 猿久保 個人 集合住宅 1078.93 立会 H27.8.27､9.2
101 岩村田遺跡群211 岩村田 個人 個人住宅 289.13 立会 H27.9.4
102 平賀中屋敷遺跡群20 平賀 個人 個人住宅 381.47 立会 H27.9.28､10.12
103 下信濃石遺跡9 岩村田 個人 個人住宅 353.43 立会 H27.10.13
104 東五里田遺跡12 野沢 有限会社　田園不動産 建売個人住宅 124.21 立会 H27.9.25
105 前田遺跡群8 小田井 佐久市 下水道管敷設 544.80 立会 H27.11.4･20･24
106 枇杷坂遺跡群103 長土呂 個人 個人住宅 280.44 立会 H27.10.19
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107 西一里塚遺跡群15 岩村田 株式会社　大勝田開発 建売個人住宅 366.23 立会 H27.12.8
108 長土呂遺跡群64 長土呂 個人 個人住宅 306.00 立会 H27.10.30
109 城平遺跡群6 平賀 個人 個人住宅 239.97 立会 H27.10.26
110 西大久保遺跡群21 上平尾 個人 個人住宅 408.31 立会 H27.9.18､10.16
111 蛇塚遺跡群39 新子田 個人 個人住宅 273.00 立会 H27.9.24
112 藤ヶ城跡8 岩村田 個人 個人住宅 263.34 立会 H27.10.5

113 諏訪分遺跡群1・赤岩河原遺跡1・鳴瀬中屋敷遺跡群3 三河田 佐久市土地改良区 農業基盤整備事業 469.40 立会 H27.11.20､12.18､H28.2.23

114 周防畑遺跡群119 長土呂 個人 個人住宅 156.46 立会 H27.10.13
115 中金井遺跡群31 小田井 株式会社　パパまるハウス　 建売個人住宅 219.91 立会 H27.9.30
116 天神山遺跡2 協和 個人 浄化槽設置 1003.00 立会 H27.10.23
117 野沢城跡28 原 個人 個人住宅 428.00 立会 H27.9.29
118 周防畑遺跡群120 長土呂 個人 個人住宅 201.12 立会 H27.9.11
119 舘ヶ澤A遺跡4 内山 KDDI 株式会社 無線基地局建設 0.16 立会 H27.11.12
120 鳴澤遺跡群10 根々井 佐久市 下水道管敷設 40.75 立会 H27.10.28･29
121 原遺跡8 臼田 個人 個人住宅 352.85 立会 H27.10.6
122 中金井遺跡群32 小田井 個人 個人住宅 277.34 立会 H27.10.8
123 北川勝間遺跡1 北川 佐久広域連合 消防署解体 2758.00 立会 H27.12.3･4
124 深堀遺跡群16 瀬戸 個人 個人住宅 225.09 立会 H27.10.5
125 西妻神遺跡9 中込 個人 集合住宅 386.24 立会 H27.10.20
126 岩村田遺跡群212 岩村田 株式会社　桧家ホールディングス 建売個人住宅 237.51 立会 H27.10.1
127 周防畑遺跡群121 長土呂 個人 個人住宅 264.90 立会 H27.10.9
128 長土呂遺跡群65 長土呂 株式会社　土屋ホーム 建売個人住宅 263.40 立会 H27.10.9
129 塚内遺跡1 布施 個人 太陽光発電施設 1151.71 立会 H27.10.5
130 岩村田遺跡群213 岩村田 個人 個人住宅 240.49 立会 H27.10.6
131 前田遺跡群17 塚原 個人 個人住宅 236.73 立会 H27.11.4
132 長土呂遺跡群66 長土呂 個人 個人住宅 216.64 立会 H27.10.19
133 北上遺跡2 協和 佐久市 農業基盤整備事業 530.00 立会 H28.1.22､2.12
134 大平遺跡3 八幡 個人 個人住宅 434.00 立会 H27.11.11
135 下小平遺跡2 岩村田 社会福祉法人　佐久福寿園　 介護福祉施設増築 7175.00 立会 H27.12.24

136 常田居屋敷遺跡群36 塚原・
長土呂 長野県住宅供給公社 県営住宅解体 66.10 立会 H27.10.30

137 東大久保遺跡群15 上平尾 個人 個人住宅 314.57 立会 H27.12.11
138 岩井堂遺跡4 岩村田 ミヤモリ株式会社 建売個人住宅 292.74 立会 H27.11.20
139 西一里塚遺跡群16 岩村田 個人 個人住宅 291.80 立会 H27.11.4
140 中金井遺跡群33 小田井 個人 個人住宅 223.13 立会 H27.11.27
141 大堀遺跡2 大沢 個人 個人住宅 532.60 立会 H27.11.25
142 御嶽遺跡2 大沢 佐久平土地改良区　 農業基盤整備事業 320.00 立会 H27.11.27､12.15
143 伊勢道遺跡1 取出町 佐久平土地改良区 農業基盤整備事業 720.00 立会 H27.12.10
144 はかせ久保遺跡1 清川 佐久平土地改良区 農業基盤整備事業 54.00 立会 H28.2.3･10
145 平賀中屋敷遺跡群21 平賀 個人 個人住宅 140.82 立会 H27.11.11
146 岩村田遺跡群214 岩村田 個人 個人住宅 258.78 立会 H27.11.27
147 枇杷坂遺跡群104 長土呂 個人 個人住宅 380.14 立会 H27.11.24
148 平馬塚遺跡群7 桜井 個人 個人住宅 488.98 立会 H27.12.21
149 岩村田遺跡群215 岩村田 個人 個人住宅 233.80 立会 H27.11.30
150 西赤座遺跡18 岩村田 個人 個人住宅 552.00 立会 H27.12.15
151 堤井遺跡1 常和 長野県佐久建設事務所 コンクリート吹付工 500.00 立会 H28.2.29
152 岩村田遺跡群216 岩村田 個人 個人住宅 633.11 立会 H27.11.30
153 西近津遺跡群29 長土呂 個人 個人住宅 258.01 立会 H27.11.24
154 滝ノ沢入口遺跡2 臼田 佐久市　 排水路改良 280.00 立会 H28.1.22～28
155 下町屋遺跡2 大沢 長野県佐久建設事務所 河川護岸嵩上・河床掘削 580.00 立会 H28.1.25
156 中金井遺跡群34 小田井 個人 個人住宅 219.99 立会 H28.1.7
157 後澤遺跡4 小宮山 個人 個人住宅 261.10 立会 H27.12.15
158 周防畑遺跡群122 長土呂 個人 カーポート建設 203.76 立会 H27.12.4
159 中原遺跡3 甲 個人 個人住宅 378.56 立会 H27.12.9
160 長土呂遺跡群67 長土呂 個人 個人住宅 213.94 立会 H27.12.2
161 岩村田遺跡群217 岩村田 個人 個人住宅 506.12 立会 H28.3.15
162 田中島遺跡3 御馬寄 佐久市 複合遊具設置 140.00 立会 H28.2.5
163 東大久保遺跡群16 上平尾 有限会社　新栄開発　 建売個人住宅 358.72 立会 H28.1.6
164 長土呂遺跡群68 長土呂 個人 集合住宅 942.22 立会 H27.12.18･26
165 長土呂遺跡群69 長土呂 個人 診療所建設 1164.07 立会 H28.2.24
166 蛇塚遺跡2 臼田 長野県 学校解体 350.00 立会 H28.3.2
167 栃久保B遺跡2・松原遺跡2 春日 佐久市 道路建設 2800.00 立会 H27.12.21
168 深堀遺跡群17 瀬戸 個人 個人住宅 546.99 立会 H28.1.12
169 久禰添遺跡8 太田部 個人 宅地造成・個人住宅 250.00 立会 H27.12.18･24 
170 周防畑遺跡群123 長土呂 有限会社　田園不動産　 建売個人住宅 235.23 立会 H28.1.16
171 深堀遺跡群18 瀬戸 個人 個人住宅 314.26 立会 H27.12.28
172 東内池遺跡8 新子田 佐久市 下水処理施設解体 256.00 立会 H28.2.5･10･16
173 下県屋敷遺跡群8 伴野 個人 個人住宅 364.00 立会 H28.1.12
174 岩村田遺跡群218 岩村田 個人 個人住宅 78.66 立会 H28.2.17
175 西近津遺跡群30 長土呂 個人 個人住宅 261.02 立会 H28.1.19
176 蛇塚遺跡3 臼田 長野県 学校駐車場整備 17.00 立会 H28.1.5･12
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177 井上遺跡3 下越 個人 個人住宅 499.99 立会 H28.1.19
178 岩村田遺跡群219 岩村田 個人 個人住宅 273.51 立会 H28.1.14
179 栗毛坂遺跡群66 岩村田 株式会社　土屋ホーム 建売個人住宅 283.85 立会 H28.2.6･7･16
180 岩村田遺跡群220 岩村田 個人 個人住宅 580.46 立会 H28.3.1･2
181 深堀遺跡群19 瀬戸 個人 個人住宅 284.02 立会 H28.2.6･7
182 新町遺跡12 平賀 佐久市 下水道管敷設 93.00 立会 H28.2.12･23
183 中金井遺跡群35 小田井 個人 個人住宅 277.38 立会 H28.2.3
184 中金井遺跡群36 小田井 個人 個人住宅 275.65 立会 H28.2.22
185 西近津遺跡群31 長土呂 大和ハウス工業株式会社 建売個人住宅 227.05 立会 H28.2.16
186 岩村田遺跡群221 岩村田 個人 太陽光発電施設 512.68 立会 H28.2.9･3.4
187 岩村田遺跡群222 岩村田 個人 個人住宅 342.77 立会 H28.2.23
188 中金井遺跡群37 小田井 個人 個人住宅 223.03 立会 H28.2.25
189 寺畑遺跡群28 猿久保 個人 戸建賃貸住宅 100.06 立会 H28.3.1
190 周防畑遺跡群124 長土呂 個人 個人住宅 275.91 立会 H28.2.29
191 梨の木遺跡10 中込 個人 個人住宅 340.75 立会 H28.2.29
192 西裏遺跡群3 根岸 佐久市 厚生住宅解体 443.79 立会 H28.3.3･14
193 北裏遺跡群8・宝生寺山砦2 伴野 佐久市 交流拠点施設（道の駅） 23800.00 立会 H28.3.22
194 長土呂遺跡群70 長土呂 個人 個人住宅 233.24 立会 H28.3.15
195 岩井堂遺跡5 岩村田 個人 個人住宅 266.34 立会 H28.3.17

平成27年度（2015）　市内遺跡発掘調査一覧表（工事立会）

No. 遺　跡　名 所在地 開発主体者 開発事業名 開発面積 保護
措置 備　考（㎡）

1 寄山遺跡群3・
中条峯遺跡群3 瀬戸 株式会社　ミネロン 工場建築 24131.34 慎重 　

2 中金井遺跡群38 小田井 個人 個人住宅 233.63 慎重 　
3 榛名平遺跡群4 根岸 株式会社NTTドコモ 無線基地局 2.88 慎重 　
4 棚畑遺跡群5 上平尾 佐久市・北佐久郡環境施設組合 新クリ－ンセンタ－ 27430.00 慎重 　
5 東内池遺跡9 新子田 個人 個人住宅 319.36 慎重 　
6 深堀遺跡群20 瀬戸 個人 個人住宅 275.51 慎重 　
7 深堀遺跡群21 瀬戸 個人 個人住宅 254.04 慎重 　

平成27年度（2015）　市内遺跡発掘調査一覧表（慎重工事）








	第242集_本文
	第242集_折込



