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例　言

１�　本書は、根志越地区遊水地工事に伴い公益財団法人北海道埋蔵文化財センターが、平成26・27・

28年に千歳市根志越５遺跡で、実施した埋蔵文化財発掘調査の報告書である。

２�　調査は当財団第１調査部第２調査課が行い、整理については、平成26・27年度は第１調査部第２

調査課が担当し、同課の鈴木�信・菊池慈人・山中文雄がおこない、平成28年度は第１調査部第２

調査課が担当し、同課の鈴木�信・菊池慈人と第２調査部第２調査課山中文雄がおこない、平成29

年度は第１調査部第１調査課が担当し、同課の菊池慈人・山中文雄・三浦正人が行った。

３　遺構図・土層図などの作図・整理は山中が従事した。

４　遺物整理は、鈴木・菊池・山中が担当した。

５　調査写真・写真図版の編集は菊池が担当した。

６　放射性炭素年代測定は㈱加速器分析研究所に委託した。

７　黒曜石遺物の原産地推定は㈱パレオ・ラボに委託した。

８　火山灰同定・玉類の石質同定は㈱アースサイエンスに委託した。

９　古環境についての分析は㈱パリノ・サーヴェイに委託した。

10　一部木製品の保存処理等を㈱上田墨縄堂に委託した。

11　本書の執筆は職員が分担し、文責は各項目文末に示した。編集は菊池・山中が行った。

12　調査の実施にあたり下記の諸機関・諸氏の御教示・ご協力をいただいたことを記して感謝する。

　国土交通省北海道開発局札幌開発建設部用地企画課、同部千歳川河川事務所、千歳市教育委員会

　鈴木将太、高橋　理、豊田宏良、長町章弘、松田淳子、森岡健治

　（五十音順）



記号等の説明

１　遺構の呼称について

　�遺構表記については以下の記号を用いた。住居:H、土坑:P、Tピット:TP、小土坑:SP、焼土:F、土

器集中:PC、剝片集中:FC、礫集中:SC、遺物集中:RC、枝材集中:BC、立杭:W

２　遺構図について

　（1�）�遺構平面図・遺構断面図の縮尺は、原則として40分の１である。その他の縮尺を用いる場合ス

ケールを付した。

　（2）�方位は方眼北（座標北）方向を遺構平面図に記号で示す。

　（3�）�遺構平面図の「＋」は５m方格の大グリットラインまたは2.5m方格の小グリットラインの交点

で、傍らのアルファベット・アラビア数字は発掘区名である。

　（4）�遺構平面図の「・」付き小アラビア数字は、その地点の標高（単位ｍ）を表す。

　（5）�遺構平面図の記号は、以下のことを表す。

　　　　●：土器　▲：剝片石器　■：礫石器　△：剝片　□：礫・礫片

３　遺物図について

　（1�）遺物図の縮尺は復元土器は４分の１または３分の１、拓本土器・礫石器は３分の１、剝片石器・

土製品・石製品は２分の１である。木製品はあか汲み（1）・板材（2）・鉢（62・63）は２分の１、

その他は長さが～50cmは３分の１、50～100cmは５分の１、100～200cmは８分の１、200cm～は

12分の１とした。

　（2�）遺物図右下の太ゴチックアラビア数字は掲載番号であり、太ゴチックアラビア数字の後続する

小文字アルファベットは同一個体を示す。本文中の太ゴチックアラビア数字も掲載番号である。

　（3�）�土器図に「▼」「▽」「◇」・「△」が付されている場合、正面図に付されている「▼」「▽」「◇」・「△」

位置の断面を断面図に転写した。「▼」「▽」「◇」は正面側180°の範囲、「△」は裏面側180°の

範囲を表す。

　（4�）土器・石器・土製品・石製品の大きさは「最大長×最大幅×最大厚」で記してある。欠損して

いるものは現存長を丸括弧でくくって表し、計測不能は「―」と表した。

　（5�）石器実測図の「 」は敲打痕の範囲を、「 」は磨痕の範囲を表す。

４　表について

　（1）土器掲載一覧の破片数は未接合を含まない。

５　図版について

　（1）遺物写真の右下のゴチックアラビア数字は図掲載番号を示す。
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　　　　２　Ⅴ層調査状況（平成27年度）

図版５　調査状況（２）

　　　　１　Ⅲ１層調査状況（平成28年度）

　　　　２　Ⅴ層調査状況（平成28年度）

図版６　枝材集中（１）

　　　　１　ⅢＢＣ-１検出

　　　　２　ⅢＢＣ-２検出



図版７　枝材集中（２）　

　　　　１　ⅢＢＣ-３検出

　　　　２　ⅢＢＣ-３あか汲み出土状況

図版８　枝材集中（３）

　　　　１　ⅢＢＣ-４検出

　　　　２　ⅢＢＣ-５検出

図版９　枝材集中（４）

　　　　１　ⅢＢＣ-６検出

　　　　２　ⅢＢＣ-６礫等出土状況

　　　　３　ⅢＢＣ-６縄検出

��������４　ⅢＢＣ-６簾状検出

図版10　枝材集中（５）

　　　　１　ⅢＢＣ-７検出

　　　　２　ⅢＢＣ-９検出

　　　　３　ⅢＢＣ-８検出（平成27年度）

　　　　４　ⅢＢＣ-８検出（平成28年度）

　　　　５　ⅢＢＣ-８縄検出

図版11　枝材集中（６）

　　　　１　ⅢＢＣ-10検出

　　　　２　ⅢＢＣ-10簾状検出

　　　　３　ⅢＢＣ-10縄検出

　　　　４　ⅢＢＣ-11検出

図版12　枝材集中（７）

　　　　１　ⅢＢＣ-12検出

　　　　２　ⅢＢＣ-12簾状検出（１）

　　　　３　ⅢＢＣ-12簾状検出（２）

　　　　４　ⅢＢＣ-12簾状検出（３）

　　　　５　ⅢＢＣ-12簾状検出（４）

図版13　枝材集中（８）

　　　　１　ⅢＢＣ-13検出

　　　　２　ⅢＢＣ-13縄検出

　　　　３　ⅢＢＣ-14検出

　　　　４　ⅢＢＣ-14礫等出土状況

　　　　５　ⅢＢＣ-14簾状検出

図版14　立杭（１）

　　　　１　ⅢＷ-１検出

　　　　２　ⅢＷ-３検出

　　　　３　ⅢＷ-４検出

　　　　４　ⅢＷ-６検出

　　　　５　ⅢＷ-５検出

図版15　立杭（２）

　　　　１　ⅢＷ-７検出

　　　　２　ⅢＷ-８（左）・９（右）検出

　　　　３　ⅢＷ-10検出

　　　　４　ⅢＷ-11検出

図版16　立杭（３）

　　　　１　ⅢＷ-12検出

　　　　２　ⅢＷ-13（左）・14（右）検出

　　　　３　ⅢＷ-15検出

　　　　４　ⅢＷ-16検出

　　　　５　ⅢＷ-17検出

図版17　立杭（４）

　　　　１　ⅢＷ-18検出

　　　　２　ⅢＷ-19検出

　　　　３　ⅢＷ-20検出

　　　　４　ⅢＷ-21検出

　　　　５　ⅢＷ-22検出

図版18　杭跡・礫集中

　　　　１　ⅢＳＰ-１断面

　　　　２　ⅢＳＰ-２断面

　　　　３　ⅢＳＰ-３断面

　　　　４　ⅢＳＰ-４断面

　　　　５　ⅢＳＰ-５断面

　　　　６　ⅢＳＰ-６断面

　　　　７　ⅢＳＰ-１～６完掘

　　　　８　ⅢＳＰ-７完掘

　　　　９　ⅢＳＰ-８完掘

　　　��10　ⅢＳＰ-９完掘

　　　　11　ⅢＳＰ-10完掘

　　　　12　ⅢＳＰ-11断面

　　　　13　ⅢＳＰ-12断面

　　　　14　ⅢＳＣ-１検出

図版19　竪穴住居跡（１）

　　　　１　ⅤＨ-１完掘

　　　　２　ⅤＨ-１�Ｃ－Ｄセクション

　　　　３　ⅤＨ-１�Ａ－Ｂセクション南側

　　　　４　ⅤＨ-１�Ａ－Ｂセクション北側

図版20　竪穴住居跡（２）

　　　　１　ⅤＨ-１�ＨＦ-１検出

　　　　２　ⅤＨ-１�ＨＰ-１断面

　　　　３　ⅤＨ-１掘り上げ土セクション

　　　　４　ⅤＨ-１�ＨＰ-２断面

　　　　５　ⅤＨ-１�ＨＰ-７断面

　　　　６　ⅤＨ-１床面Ⅲ群ａ類土器出土状況

　　　　７　ⅤＨ-１床面Ⅲ群ａ類土器出土状況

　　　　８　ⅤＨ-１床面Ⅲ群ａ類土器出土状況

　　　　９　ⅤＨ-１床面Ⅲ群ａ類土器出土状況

図版21　竪穴住居跡（３）

　　　　１　ⅤＨ-２完掘

　　　　２　ⅤＨ-２�Ａ－Ｂセクション



　　　　３　ⅤＨ-２�ＨＦ-１検出

　　　　４　ⅤＨ-２�ＨＰ-３断面

　　　　５　ⅤＨ-２�ＨＰ-４断面

図版22　竪穴住居跡（４）

　　　　１　ⅤＨ-３完掘

　　　　２　ⅤＨ-３�Ａ－Ｂセクション

　　　　３　ⅤＨ-３�Ｃ－Ｄセクション

　　　　４　ⅤＨ-３�ＨＦ-１セクション

図版23　竪穴住居跡（５）

　　　　１　ⅤＨ-４完掘

　　　　２　ⅤＨ-４セクション

　　　　３　ⅤＨ-４�ＨＦ-１セクション

　　　　４　ⅤＨ-４�ＨＰ-１～３セクション

図版24　土坑（１）

　　　　１　ⅤＰ-１セクション

　　　　２　ⅤＰ-２セクション

　　　　３　ⅤＰ-３完掘

　　　　４　ⅤＰ-４セクション

　　　　５　ⅤＰ-５遺物出土状況

図版25　土坑（２）

　　　　１　ⅤＰ-６セクション

　　　　２　ⅤＰ-７セクション

　　　　３　ⅤＰ-８セクション

　　　　４　ⅤＰ-９セクション

　　　　５　ⅤＰ-10完掘

　　　　６　ⅤＰ-11セクション

　　　　７　ⅤＰ-12セクション

図版26　土坑（３）

　　　　１　ⅤＰ-13遺物出土状況

　　　　２　ⅤＰ-14（左）・15（右）セクション

　　　　３　ⅤＰ-16完掘�

　　　　４　ⅤＰ-17セクション

図版27　土坑（４）・Ｔピット（１）

　　　　１　ⅤＰ-18完掘

　　　　２　ⅤＰ-19完掘

　　　　３　ⅤＴＰ-１セクション

　　　　４　ⅤＴＰ-２セクション

　　　　５　ⅤＴＰ-３セクション

図版28　Ｔピット（２）

　　　　１　ⅤＴＰ-４セクション

　　　　２　ⅤＴＰ-５セクション

　　　　３　ⅤＴＰ-６完掘

　　　　４　ⅤＴＰ-７セクション

図版29　小土坑・焼土

　　　　１　ⅤＳＰ-１セクション

　　　　２　ⅤＦ-１検出

　　　　３　ⅤＦ-２セクション

　　　　４　ⅤＦ-３セクション

　　　　５　ⅤＦ-４セクション

　　　　６　ⅤＦ-５セクション

図版30　掘り上げ土

　　　　１　ⅤＭ-１検出

　　　　２　ⅤＭ-２セクション

　　　　３　ⅤＭ-３検出

図版31　土器集中（１）

　　　　１　ⅤＰＣ-１検出

　　　　２　ⅤＰＣ-２検出

　　　　３　ⅤＰＣ-３検出

　　　　４　ⅤＰＣ-４検出

　　　　５　ⅤＰＣ-５検出

　　　　６　ⅤＰＣ-６検出

図版32　土器集中（２）

　　　　１　ⅤＰＣ-７検出

　　　　２　ⅤＰＣ-８検出

　　　　３　ⅤＰＣ-９検出

　　　　４　ⅤＰＣ-10検出

　　　　５　ⅤＰＣ-11検出

図版33　剝片集中（１）

　　　　１　ⅤＦＣ-１検出

　　　　２　ⅤＦＣ-２検出

　　　　３　ⅤＦＣ-３検出

　　　　４　ⅤＦＣ-４検出

　　　　５　ⅤＦＣ-７検出

　　　　６　ⅤＦＣ-５（手前）・６（奥）検出

図版34　剝片集中（２）

　　　　１　ⅤＦＣ-８検出

　　　　２　ⅤＦＣ-10検出

　　　　３　ⅤＦＣ-９検出

　　　　４　ⅤＦＣ-11検出

　　　　５　ⅤＦＣ-12検出

　　　　６　ⅤＦＣ-13検出

図版35　礫集中（１）

　　　　１　ⅤＳＣ-１検出

　　　　２　ⅤＳＣ-３検出

　　　　３　ⅤＳＣ-２検出

　　　　４　ⅤＳＣ-５検出

　　　　５　ⅤＳＣ-４検出



図版36　礫集中（２）

　　　　１　ⅤＳＣ-６検出

　　　　２　ⅤＳＣ-８検出

　　　　３　ⅤＳＣ-７検出

　　　　４　ⅤＳＣ-９検出

　　　　５　ⅤＳＣ-10検出

　　　　６　ⅤＳＣ-11検出

図版37　礫集中（３）

　　　　１　�ⅤＳＣ-13（右奥）・14（左）・15（手前）

検出

　　　　２　ⅤＳＣ-12検出

　　　　３　ⅤＳＣ-16検出

　　　　４　ⅤＳＣ-15剝片石器出土状況

図版38　礫集中（４）・遺物集中

　　　　１　ⅤＳＣ-17検出

　　　　２　ⅤＳＣ-18検出

　　　　３　ⅤＳＣ-19検出

　　　　４　ⅤＳＣ-20検出

　　　　５　ⅤＲＣ-１検出

図版39　遺物出土状況

　　　　１　マレク出土状況（Ｇ19区�Ⅲ１層）

　　　　２　縄出土状況（Ｈ14区�Ⅲ１層）

　　　　３　鉢破片出土状況（Ｂ31区�Ⅴ層）

　　　　４　鉢破片出土状況（Ｂ31区�Ⅴ層）

　　　　５　建材出土状況（Ｊ12区�Ⅲ１層）

　　　　６　Ⅱ群ａ類土器出土状況（Ｂ30区�Ⅴ層）

図版40　メインセクション（１）

　　　　１　Ｏ10区セクション

　　　　２　10ライン旧河道部セクション

　　　　３　13ライン台地部セクション

　　　　４　13ライン旧河道部セクション

図版41　メインセクション（２）

　　　　１　24ライン台地部セクション

　　　　２　24ライン低位部セクション

　　　　３　Ｅ29区セクション

　　　　４　Ｂ30区セクション

図版42　調査区完掘 

　　　　１　平成26年度調査区完掘

　　　　２　平成27年度調査区完掘

図版43　遺構出土の復元土器（１）

図版44　遺構出土の復元土器（２）

図版45　包含層出土の復元土器

図版46　遺構出土の破片土器（１）

図版47　遺構出土の破片土器（２）

図版48　包含層出土の破片土器（１）

図版49　包含層出土の破片土器（２）

図版50　包含層出土の破片土器（３）・土製品

図版51　遺構出土の石器（１）

図版52　遺構出土の石器（２）

図版53　遺構出土の石器（３）

図版54　包含層出土の石器（１）

図版55　包含層出土の石器（２）

図版56　包含層出土の石器（３）

図版57　包含層出土の石器（４）

図版58　包含層出土の石器（５）・石製品

図版59　遺構出土の木製品（１）

図版60　遺構出土の木製品（２）

図版61　遺構出土の木製品（３）

図版62　遺構出土の木製品（４）

図版63　遺構出土の木製品（５）

図版64　遺構出土の木製品（６）

図版65　遺構出土の木製品（７）

図版66　 遺構出土の木製品（８）・包含層出土の木

製品（１）

図版67　包含層出土の木製品（２）

図版68　包含層出土の木製品（３）

図版69　包含層出土の木製品（４）

図版70　包含層出土の木製品（５）

図版71　包含層出土の木製品（６）



図版72　包含層出土の木製品（７）

図版73　包含層出土の木製品（８）

図版74　包含層出土の木製品（９）

図版75　包含層出土の木製品（10）

図版76　包含層出土の木製品（11）

図版77　包含層出土の木製品（12）

図版78　包含層出土の木製品（13）・金属製品
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事前調査

所収遺跡名 種別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

根志越５遺跡 遺物包含地
縄文時代中期～後
期前葉
アイヌ文化期

住居跡4軒
土坑19基
小土坑１基
焼土5か所
礫集中20か所
剝片集中13か所
土器集中11か所
遺物集中１か所
Ｔピット7基
枝材集中14か所
立杭22か所
杭跡12か所
掘り上げ土3か所

･土器
･石器
･木製品
･金属製品

アイヌ文化期の木製川
漁具が出土した。

要約

　遺跡は河道改修後の千歳川右岸に位置するが、それ以前はトメト川左岸に位置
していた。標高5.5～2.2ｍの泥炭地に立地する。縄文時代中期～後期前葉には川
岸に営まれた集落で、樽前a火山灰直下（1739年降下）の近世アイヌ文化期には川
漁の魚場である。
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