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久慈市には多くの埋蔵文化財が分布しています｡埋蔵文化財は､郷土の歴史

を知るうえで貴重な文化遺産であり､それらを正しく理解し､保護･活用を図

り､後世に伝えていかなければなりません｡

近年､各種開発事業に伴い､埋蔵文化財の発掘調査件数が増加しています｡

開発事業と埋蔵文化財保護との調整を図るためには､遺跡の分布状況や内容等

を把握する必要があります｡そのため､当教育委員会では平成元年度から国庫

補助金及び県費補助金の交付を受けて､市内遺跡詳細分布調査を実施しており､

平成6年度は侍浜町地区を対象として調査を実施しました｡

本書はその成果をまとめたものであり､今後､埋蔵文化財保護を進めるうえ

での一助となれば幸いです｡

調査の実施にあたり､文化庁･岩手県教育委員会文化課をはじめ､関係各位

の御指導､御協力をいただきましたことに､心より感謝申し上げます0

平成7年3月

久慈市教育委員会

教育長　長　内　俊　雄



例

1本書は､平成6年度文化財保護事業として国庫及び県費補助金の交付を受けて久慈市教育委員会が実施

した市内遺跡詳細分布調査の報告書である｡

2　調査は久慈市教育委員会が主体となり実施した｡

3　調査体制は次のとおりである｡

事務局体制　社会教育課長　岩　泉　　敏　明

郷土文化係長　末　崎　順　一

文化財調査員　千　葉　　啓　蔵

調査体制　調　査　員　千葉啓蔵

屋外作業員　田中和子　畑中勝子

屋内作業員　田中和子　畑中勝子

4　石質鑑定は新田康夫氏に依頼した｡

5　本書の編集､原稿執筆､図版作成､写真撮影等は千葉が担当した0

6　調査に関する資料は久慈市教育委員会が一括して保管してある.
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第Ⅰ章　分布調査の概要

岩手県久慈市は北上山地北東部に位置し､経緯度は､東経141度38分～141度52分､北緯40度00分～40度17

分である.広さは､東西21.10kn､南北33.25kn､面積は327.22kh2である.九戸郡種市町･大野村･山形村･

野田村及び下閉伊郡岩泉町に接し､東は太平洋に面する｡久慈湾に注ぐ久慈川･長内川･夏井川流域･野田

湾に注ぐ宇部川流域に主な集落が形成され､市域の約88%が山林原野である｡気候は夏は涼しく､冬は温暖

である｡

久慈市内において､現在約330箇所の遺跡の所在が確認されている｡主に､畑地などに利用されている箇

所において遺跡の所在が確認されているが､山林地が大半を占めているため､未確認の遺跡がまだ多く存在

するものと予想される｡

近年､当市においても各種開発が急増しており､それらに伴う発掘調査件数も増加している｡これらの各

種開発と埋蔵文化財保護との調整に資するため､遺跡台帳を整備し､遺跡の保護を図ることを目的とし､当

教育委員会では､第1期4年次､第2期3年次計画で国庫補助金及び県費補助金の交付を受け､市内遺跡詳

細分布調査を実施している｡第1期は平成元年度から平成4年度までの4年次で実施した｡平成6年度は第

2期3年次計画の2年日にあたり､侍浜町地区を対象として分布調査を実施した(第1図)0

今年度は踏査による分布調査を実施し､その結果､対象地区において､周知の遺跡73箇所に加え､新たに

46箇所の遺跡が発見された｡遺跡台帳に登録されている箇所でも､現在､旧耕地あるいは植林されているた

め､遺物の採集が不可能な遺跡もあった｡前述したように､山林地においては遺物の採集が不可能であるた

め､遺跡の所在が確認できない箇所もあることから､対象地区における遺跡数はさらに増加するものと予想

される｡なお､これまで埋蔵文化財包蔵地として知られていたにもかかわらず､遺跡台帳に未登録であった

遺跡については､新規登録として取り扱うこととした｡

調査の結果は､遺跡詳細分布調査カードに記載し､当教育委員会で保管している｡
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第ⅠⅠ章　調　査　結　果

1侍浜町桑畑地区(第2-6図､第1･2･13･14･16図版)

桑畑Ⅰ遺跡　　　　桑畑Ⅰ遺跡は､標高約120mの平坦面に立地する｡現状は畑地及び荒れ地である｡縄文

時代の遺跡として台帳登録されているが､大半が休耕地で荒れ地化しており､今回の調査

では遺物は採集されなかった｡

④

1:25000　1000m

番号 �)�Ykﾂ�県遺跡コード 偃ﾙ¥｢�遺構.遺物 傀ｨﾝﾙ&��備考 

1 估ｹJ�H�)�R�ⅠG90.0174 伜YWｩ&��縄文土器､石鉄 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾄｹJ�2ﾓ#�� 

2 估ｹJ�HuH�)�R�ⅠG90.0184 伜YWｩ&��縄文土器(後期)､石鉄､フレーク 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾄｹJ�2ﾓX6s"� 

3 估ｹJ�HuHuH�)�R�ⅠG90.0198 伜YWｩ&��縄文土器(早.前期)､弥生土器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾄｹJ�2ﾓRﾓS2� 

4 估ｹJ�x�)�R�ⅠG90.1110 伜YWｩ&��縄文土器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾄｹJ�2� 

5 估ｹJ��)�R�ⅠG90.1113 伜YWｩ&��縄文土器(前.後期)､フレーク 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾄｹJ�2ﾓS�迭� 

6 估ｹJ��)�R�ⅠG90.1150 伜YWｩ&��縄文土器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾄｹJ�"� 

7 估ｹJ�ｨ�)�R�ⅠG90.1161 伜YWｩ&��縄文土器(前.後期)､弥生土器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾄｹJ�2ﾓRﾓ�#r�範囲拡大 

8 估ｹJ�ｸ�)�R�ⅠG90.1211 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾄｹJコﾓ2ﾓ��� 

9 估ｹJ�ﾈ�)�R�ⅠG90.1224 伜YWｩ&��縄文土器､弥生土器(後期)､土師器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾄｹJコﾓC�ﾓ�2�範囲拡大 

10 估ｹJ�ﾘ�)�R�ⅠG90.1225 伜YWｩ&��縄文土器(前期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾄｹJコﾓC�ﾓ3�� 

ll 估ｹJ��)�R�ⅠG90.0270 偖yx��R�縄文土器(早.前.中.後.晩期)､石匙､土師器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾄｹJコﾓ2�旧桑細Ⅰ遺跡 

12 估ｹJ�(�)�R�ⅠG90.1120 偖yx��R�縄文土器(前.後期)､土師器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾄｹJ�"�旧外屋敷西遺跡 

13 估ｹJ�ﾘuHuHuH�)�R�ⅠG90.1134 偖yx��R�縄文土器(前.中期)､石斧､フレーク 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾄｹJ�2ﾓRﾓ��"�旧桑坤ⅠⅠ遺跡 

14 估ｹJ�ﾘux�)�R�ⅠG90.1180 伜YWｩ&��縄文土器(晩期)､弥生土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾄｹJ�"�旧七小出ⅠⅠ1遺跡 

15 估ｹJ�ﾘu�)�R�ⅠG90.0157 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾄｹJィﾘ,2�新規 

16 估ｹJ�ﾘu�)�R�ⅠG90.0262 伜YWｩ&��縄文土器(早.前期)､石鉄､フレーク 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾄｹJコ�新規 

17 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�ⅠG90.0291 偖yx��R�耗文土器(前.後.晩期)､石匙､石臥磨石､フレーク多 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾄｹJコﾘ.�"ﾓ"�新規 

18 估ｹJ�ﾘuｸ�)�R�ⅠG90.1203 伜YWｩ&��縄文土器(後期)､石斧､フレーク､土師器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾄｹJコﾓC�ﾓ�CB�新規 

19 估ｹJ�ﾘuﾈ�)�R�ⅠG90.1222 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾄｹJコﾓC�ﾓ#r�新規 

第2図　桑畑地区遺跡分布図
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桑畑ⅠⅠ遺跡

桑畑ⅠⅠⅠ遺跡

桑畑Ⅳ遺跡

桑畑Ⅴ遺跡

桑畑Ⅵ遺跡

桑畑Ⅶ遺跡

桑畑Ⅷ遺跡

桑畑Ⅸ遺跡

桑畑Ⅹ遺跡

桑畑XI遺跡

桑畑XB遺跡

桑畑ⅠⅠ遺跡は､標高約110mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡

遺跡の東方は水田を挟んで沢が北流している.縄文土器､石鋲､フレークなどが採集された.

桑畑ⅠⅠⅠ遺跡は､標高約100m～110m､北から南に下る緩斜面に立地する｡現状は桑畑など

の畑地である｡縄文時代及び弥生時代の遺跡として台帳登録されているが､今回の調査では

遺物は採集されなかった｡

桑畑Ⅳ遺跡は､標高約130mの平坦面に立地する｡現状は山林であるため､遺物の採集は

不可能であったが､縄文時代の遺跡として台帳登録されている｡

桑畑Ⅴ遺跡は､標高約130mの南から北に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地及び宅地で

ある｡縄文土器､フレークが採集された｡

桑畑Ⅵ遺跡は､標高約150mの平坦面に立地する｡現状は山林及び荒れ地であるため､遺

物の採集は不可能であったが､縄文時代の遺跡として台帳登録されている｡

桑畑Ⅶ遺跡は､標高約140mの南から北に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡縄

文土器が採集された｡

桑畑Ⅷ遺跡は､標高約100mのほぼ平坦面に立地する｡現状は山林である｡林道が通され

地山が露出している箇所で縄文土器が採集された｡

桑畑Ⅸ遺跡は､標高約70m～90mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡

縄文土器､弥生土器､土師器､フレークなどが採集された｡

桑畑Ⅹ遺跡は､標高約70mの南東から北西に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･宅地で

ある｡縄文土器が採集された｡

桑畑XI遺跡は､標高約80mの北西から南東に下る緩斜面に立地する.現状は畑地･宅地で

ある｡縄文土器､石匙､フレークなどが採集された｡

桑畑Ⅱ遺跡は､標高約140mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現状は山林であるため､

遺物の採集は不可能であったが､縄文時代の遺跡として台帳登録されている｡

桑畑Ⅹ ⅠⅠⅠ遺　　　桑畑Ⅹ ⅠⅠⅠ遺跡は､標高約140mの南から北に下る緩斜面に立地する｡現状は山林であるた

跡　　　　　　め遺物の採集は不可能であったが､縄文時代の遺跡として台帳登録されている｡

桑畑ⅩⅣ遺　　　桑畑Ⅹ Ⅳ遺跡は､標高約160mの南から北に下る緩斜面に立地する｡現状は山林であるた

跡　　　　　　め遺物の採集は不可能であったが､縄文時代の遺跡として台帳登録されている｡

桑畑Ⅹ Ⅴ遺　　　桑畑Ⅹ Ⅴ遺跡は､標高約110mのほぼ平坦面に立地する｡現状は畑地である｡縄文土器､

跡　　　　　　弥生土器が採集された｡

桑畑ⅩⅥ遺　　　桑畑ⅩⅥ遺跡は､標高約50mのほぼ平坦面に立地する｡現状は畑地である｡縄文土器､石

跡　　　　　　鉄が採集された｡

桑畑ⅩⅦ遺　　　桑畑ⅩⅦ遺跡は､標高約80m～90mの南東から北西に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地

跡　　　　　　である｡多量の縄文土器､石鉄､石匙､磨石などの石器が採集された他､フレークの散布量

も多く､集落跡が存在する可能性が高い｡

桑畑ⅩⅧ遺　　　桑畑ⅩⅧ遺跡は､標高約80m～90mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地であ

跡　　　　　　る｡縄文土器､土師器､石斧､フレークが採集された0

桑畑ⅩⅨ遺　　　桑畑Ⅹ Ⅸ遺跡は､標高約105mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡

跡　　　　　　縄文土器が採集された｡
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n3｡鮎n31

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 估ｹJ�HuH�)�R�縄文土器深鉢 ��ﾉ]H+Xﾏｸ傅Dﾅ)%���>ｩ[b� ��c�9�ﾙLS��

2 估ｹJ�HuH�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾂ� ��c�9�ﾙLS"�

3 估ｹJ�HuH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�9�ﾙLS2�

4 估ｹJ��)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b�繊維含 ��c�9�ﾙLSB�

5 估ｹJ��)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[jH胸xﾙ[b� ��c�9�ﾙLSR�

6 估ｹJ��)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�9�ﾙLSb�

7 估ｹJ��)�R�縄文土器深鉢 繁k9��>ｩ[b� ��c�9�ﾙLSr�

8 估ｹJ��)�R�縄文土器壷? �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�9�ﾙLS��

9 估ｹJ��)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jIE�鏈[b� ��c�9�ﾙLS��

10 估ｹJ��)�R�縄文土器鉢? �+��ﾉ[b�精製 ��c�9�ﾙLS���

ll 估ｹJ��)�R�縄文土器深鉢 僞�鏈[b� ��c�9�ﾙLS���

12 估ｹJ��)�R�縄文土器鉢? 僞�鏈[b�精製 ��c�9�ﾙLS�"�

13 估ｹJ��)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�9�ﾙLS�2�

14 估ｹJ�ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b閲(ｴ��ﾃ�� ��c�9�ﾙLS�B�

15 估ｹJ�ｨ�)�R�縄文土器深鉢 僞�鏈[b委�ﾛs��繊維含 ��c�9�ﾙLS�R�

16 估ｹJ�ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�9�ﾙLS�b�

17 估ｹJ�ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�9�ﾙLS�r�

18 估ｹJ�ｨ�)�R�縄文土器深鉢 ��ﾉ]H+Xﾏｸ偐� ��c�9�ﾙLS���

19 估ｹJ�ｸ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�9�ﾙLS���

20 估ｹJ�ｸ�)�R�縄文土器深鉢 繁k9��>ｩ[b� ��c�9�ﾙLS#��

21 估ｹJ�ｸ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�9�ﾙLS#��

22 估ｹJ�ﾈ�)�R�弥生土器深鉢 �+��ﾊHﾏ�ﾍﾘ謇<ｹ[b� ��c�9�ﾙLS#"�

23 估ｹJ�ﾈ�)�R�弥生土器深鉢 們�>ｩ[b�$ﾂ�� ��c�9�ﾙLS#2�

24 估ｹJ�ﾈ�)�R�弥生土器深鉢 們�>ｩ[b�$ﾂ�� ��c�9�ﾙLS#B�

25 估ｹJ�ﾈ�)�R�弥生土器深鉢 們�>ｩ[b�$ﾂ�� ��c�9�ﾙLS#R�

26 估ｹJ�ﾈ�)�R�弥生土器深鉢? 僞�鏈[b� ��c�9�ﾙLS#b�

27 估ｹJ�ﾈ�)�R�土師器棄 丶�8�5(6�6jI>�8�5(7�4ｸ4ﾂ� ��c�9�ﾙLS#r�

28 估ｹJ�ﾘ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�9�ﾙLS#��

29 估ｹJ�ﾘ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[bﾒ�繊維含 ��c�9�ﾙLS#��

30 估ｹJ�ﾘ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�9�ﾙLS3��

31 估ｹJ�ﾘ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b��&��ﾘ����繊維含 ��c�9�ﾙLS3"�

32 估ｹJ��)�R�縄文土器深鉢 ��胸xﾙ[jIKﾈﾝ�'ﾈｬy����咥処ﾘ�｢�繊維含 ��c�9�ﾙLS32�

33 估ｹJ��)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�$ﾊE$ﾂ��繊維含 ��c�9�ﾙLS3B�

34 估ｹJ��)�R�縄文土器深鉢 冦盈ｨ�9E(鏈[b�繊維含 ��c�9�ﾙLS3��

35 估ｹJ��)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾂ� ��c�9�ﾙLS3R�

36 估ｹJ��)�R�縄文土器鉢? �+��ﾂ�精製 ��c�9�ﾙLS3b�

37 估ｹJ��)�R�縄文土器注ロ? 冖9[jHﾙY�hﾊIh��精製 ��c�9�ﾙLS3r�

38 估ｹJ�ﾘu�)�R�縄文土器注口? �+��ﾉ[b�精製 ��c�9�ﾙLS3��

39 估ｹJ�ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾊDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�9�ﾙLS3��

40 估ｹJ�ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b�精製 ��c�9�ﾙLSC��

41 估ｹJ�ﾘu�)�R�弥生土器深鉢 �+��ﾊE$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�9�ﾙLSC��

42 估ｹJ�ﾘu�)�R�弥生土器深鉢 �+��ﾊE$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�9�ﾙLSC"�

第3図　桑畑地区採集遺物(1)
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番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

43 估ｹJ�ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 刋���ﾘ�｢�繊維含 ��c�9�ﾙLSC2�

44 估ｹJ�ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 �-ﾈﾆ�����ﾘ�ｪI+��ﾂ�繊維含 ��c�9�ﾙLSCB�

45 估ｹJ�ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 �-ﾈﾆ�����ﾘ�ｪI+��ﾂ�繊維含 ��c�9�ﾙLSCR�

46 估ｹJ�ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 �-ﾈﾆ�����ﾘ�ｪI+��ﾂ�繊維含 ��c�9�ﾙLSCb�

47 估ｹJ�ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 �-ﾈﾆ�ﾘ�｢�繊維含 ��c�9�ﾙLSCr�

48 估ｹJ�ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 佰ｹ���8､ﾈｦｹZ�|靼�ｪH､ﾈｦｹZ�|饉jI-ﾈﾆ�ﾘ�｢�繊維含 ��c�9�ﾙLSC��

49 估ｹJ�ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�|饉b��謙H�8犬��繊維含 ��c�9�ﾙLSC��

50 估ｹJ�ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾈ��謙H､ﾈｦｹZ�|饉b因8犬��繊維含 ��c�9�ﾙLSS��

51 估ｹJ�ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�傚[b溢闌ｪI_ｸﾏﾉ¥�*b��繊維含 ��c�9�ﾙLSS��

52 估ｹJ�ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�ﾆ�b因8犬��繊維含 ��c�9�ﾙLSS"�

53 估ｹJ�ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�傚[b溢闌｢��繊維含 ��c�9�ﾙLSS2�

54 估ｹJ�ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�ﾆ�b因8犬��繊維含 ��c�9�ﾙLSSB�

55 估ｹJ�ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�|饉b因8犬�� ��c�9�ﾙLSSR�

56 估ｹ�Y68uﾘu�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�ﾆ�b因8犬��繊維含 ��c�9�ﾙLSSb�

57 估ｹ�Y68uﾘu�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b愛ﾈｦｸ,�.h.尼��繊維含 ��c�9�ﾙLSSr�

58 估ｹJ�ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 ���ﾚﾙ[b�繊維含 ��c�9�ﾙLSS��

59 估ｹJ�ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 ���ﾚﾙ[jHﾎ87�4ｸ4ﾂ�繊維含 ��c�9�ﾙLSS��

60 估ｹJ�ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[jHﾏｹ���8��5ﾙ>ｩ[b��繊維含 ��c�9�ﾙLSc��

61 估ｹJ�ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾅ)Z���>ｩ[b�繊維含 ��c�9�ﾙLSc��

62 估ｹJ�ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�9�ﾙLSc"�

63 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 ���+��ﾉ[b�繊維含 ��c�9�ﾙLSc2�

64 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 ���+��ﾉ[b�繊維含 ��c�9�ﾙLScB�

65 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 �ｹxﾙ[b�繊維含 ��c�9�ﾙLScR�

66 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�$ﾂ��繊維含 ��c�9�ﾙLScb�

67 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾅ)Z���>ｩ[b�繊維含 ��c�9�ﾙLScr�

68 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾅ)Z���>ｩ[c��繊維含 ��c�9�ﾙLSc��

69 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�$ﾊDﾅ"��繊維含 ��c�9�ﾙLSc��

70 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�$ﾂ���査ｭﾂ� ��c�9�ﾙLSs��

71 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b��&��ﾘ����繊維含 ��c�9�ﾙLSs��

72 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�9�ﾙLSs"�

73 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS��

74 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS"�

75 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 侏I�ﾈ�8ﾚﾒ� ��c�I�ﾙLS2�

76 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾊDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLSB�

77 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[b� ��c�I�ﾙLSR�

78 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLSb�

79 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLSr�

80 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器鉢 冖9[b� ��c�I�ﾙLS��

81 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS��

82 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 冦Imｨ�9E(鏈[b� ��c�I�ﾙLS���

83 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器壷 冖9[b� ��c�I�ﾙLS���

84 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器壷 冖9[b� ��c�I�ﾙLS�"�

第4図　桑畑地区採集遺物(2)
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番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

85 估ｹJ�ﾘuｨ�)�Rﾒ�縄文土器鉢 冑���mY[jDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS�2�

86 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�I�ﾙLS�B�

87 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 僥x�8ﾏｹ|鶫k9[b� ��c�I�ﾙLS�R�

88 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器鉢 仂ｩ_�*ｸ蓼ﾛ9[jDﾅ)%���>ｩ[b�精製 ��c�I�ﾙLS�b�

89 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器鉢 倅�9[jDﾅ)%���>ｩ[b�半精製 ��c�I�ﾙLS�r�

90 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���>ｩ[b�精製 ��c�I�ﾙLS���

91 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器注口? �+��ﾉ[jHﾙY�hﾊIh��精製 ��c�I�ﾙLS���

92 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾉ[b�精製 ��c�I�ﾙLS#��

93 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器鉢 冽(餽�9[b�精製 ��c�I�ﾙLS#��

94 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器鉢 冽(餽�9[b�精製 ��c�I�ﾙLS#"�

95 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器鉢 冽(餽�9[b�精製 ��c�I�ﾙLS#2�

96 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾂ�精製 ��c�I�ﾙLS#B�

97 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾂ�精製 ��c�I�ﾙLS#R�

98 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�土製円盤 版)%���>ｩ[b�繊維含重量9.1g ��c�I�ﾙLS#b�

99 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�土製円盤 版)%���>ｩ[b�重量8.0g ��c�I�ﾙLS#r�

100 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�土製円盤 版)%���>ｩ[b�重量5.3g ��c�I�ﾙLS#��

101 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�土製円盤 版)%���>ｩ[b�重量6.3g ��c�I�ﾙLS#��

102 估ｹJ�ﾘuｸ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾊDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS3��

103 估ｹJ�ﾘuｸ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS3��

104 估ｹJ�ﾘuｸ�)�R�土師器嚢 丶�-h8�7�4ｸ4ﾊI>�-h8�7�4ｸ4ﾂ� ��c�I�ﾙLS3"�

105 估ｹJ�ﾘuｸ�)�R�土師器襲 丶�-h8�7�4ｸ4ﾊI>�-h8�7�4ｸ4ﾂ� ��c�I�ﾙLS32�

106 估ｹJ�ﾘuﾈ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�I�ﾙLS3B�

107 估ｹJ�ﾘuﾈ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS3R�

108 估ｹJ�ﾘuﾈ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS3b�

計測値､重量の欄の( )内の数値は欠損晶の現存値

番号 �)�Ykﾂ�器種 佝��B�計測値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

109 估ｹJ�HuH�)�R�石蕗 �隶��(3.1) ��纈�0.4 茶"�"��硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSS�� 

110 估ｹJ��)�R�スクレイパー ��(3.0) 茶2����(0.7) 茶b�2��硬質頁岩 ��c�i�ﾙLSS"� 

111 估ｹJ�ﾘu�)�R�石匙 ��ﾆ��3.9 迭綯�0.7 ��"絣�硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSS2� 

第5図　桑畑地区採集遺物(3)
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0 1:3　5cm
し. . . ･ ≡

l一一　一-_一一_-.

計測値､重量の欄の( )内の数値は欠損品の現存値

番号 �)�Ykﾂ�器種 佝��B�計測値(単位m) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

112 估ｹJ�ﾘu�)�R�石鍍 �<ｨｮ騁ﾈﾇ2�(2.8) ��絣�0.3 茶�����硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSSB� 

113 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�両面加工石器 ��(3.6) �"�"�(0.9) 茶b縒��硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSSR� 

114 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�石鉄 �<ｨｮ騁ﾈﾇ2�4.0 ��綯�0.4 �"���硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSSb� 

115 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�石鍍 �ｨｮ駝8ﾇ2�2.7 ��綯�5.0 �"���硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSSr� 

116 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�石匙 偬8ﾆ��7.0 �2縒�1.1 ��2���硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSS�� 

117 估ｹJ�ﾘuｨ�)�R�磨石 �&ilｨ蓼ｧ�ﾆ��6.7 茶�"繧��5.4 茶S������花尚岩 ��c�i�ﾙLSsr� 

118 估ｹJ�ﾘuｸ�)�R�打製石斧 ��(5.1) 釘綯�(2.3) 茶コ繧��閃緑岩 ��c�i�ﾙLSs�� 

第6図　桑畑地区採集遺物(4)
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2　侍浜町外屋敷地区(第7-10図､第2-5 ･14･16図版)

外屋敷Ⅰ遺跡は､標高約100mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･

宅地である｡縄文土器､土師器､フレークなどが採集された｡

外屋敷ⅠⅠ遺跡は､標高約60-70mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地

である｡縄文土器､土師器､石錐が採集された｡

外屋敷ⅠⅠⅠ遺跡は､標高約170mのほぼ平坦面に立地する｡現状は荒れ地及び山林である

ため遺物の採集は不可能であった｡縄文時代､古代の遺跡として台帳登録されている｡

外屋敷Ⅳ遺跡は､標高約160mの南東から北西に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地で

ある｡縄文土器､土師器が採集された｡

外屋敷Ⅴ遺跡は､標高約160mの北東から南西に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地で

ある｡弥生土器が採集された｡

外屋敷Ⅵ遺跡は､標高約150mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡現状は荒れ地･

畑地であるが遺物は採集されなかった｡縄文時代､古代の遺跡として台帳登録されている｡

る↓田子ノ木漁港

一一＼　　　tt _■･ こL99.二つ:;f･三七二

外屋敷Ⅰ遺

跡

外屋敷ⅠⅠ遺

跡

外屋敷ⅠⅠⅠ遺

跡

外屋敷Ⅳ遺

跡

外屋敷Ⅴ遺

跡

外屋敷Ⅵ遺

跡

(__ Ill

川津内(蘭浜蝿区)醜薄

1:25000
封''J'棚

1000m

番号 �)�Ykﾂ�県遺跡コード 偃ﾙ¥｢�遺構.遺物 傀ｨﾝﾙ&��備考 

1 丶�餮鑾H�)�R�ⅠG90.1295 偖yx��R�縄文土器(早.前.後期)､土師器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨､�餮綯ﾓ3�ﾓ2� 

2 丶�餮鑾HuH�)�R�ⅠG90.1258 伜YWｩ&��縄文土器(後期)､石鉄､土師器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨､�餮綯ﾓ3�ﾓr� 

3 丶�餮鑾HuHuH�)�R�ⅠG90.2029 伜YWｩ&��縄文土器(晩期)､土師器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾄｹJ�"�旧七小出ⅠⅠ遺跡 

4 丶�餮鑾x�)�R�ⅠG90.2140 伜YWｩ&��縄文土器(中.後.晩期)､土師器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨､�餮�2ﾓRﾓ2� 

5 丶�餮鑾�)�R�ⅠG90.2123 伜YWｩ&��縄文土器(後期)､弥生土器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨､�餮綯ﾓ��ﾓB� 

6 丶�餮鑾�)�R�ⅠG90.2116 伜YWｩ&��縄文土器(前.後期)､土師器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨､�餮綯ﾓ��#R� 

7 丶�餮鑾ｨ�)�R�ⅠG90.2109 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨､�餮綯ﾓ�� 

8 丶�餮鑾ｸ�)�R�ⅠG90.2203 偖yx��R�縄文土器(前.後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨､�餮緞#3�ﾓ�� 

9 丶�餮鑾ﾈ�)�R�ⅠG90.2222 伜YWｩ&��縄文土器(早.後.晩期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨､�餮綯ﾓ3bﾓ��旧本町遺跡 

10 丶�餮鑾ﾘ�)�R�ⅠG90.2214 偖yx��R�縄文土器(中.後期)､石斧､フレーク 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨､�餮緞#3�� 

ll 丶�餮蜆�)�R�ⅠG90.2200 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨､�餮綯�旧外屋敷東遺跡 

12 丶�餮蜃X�)�R�ⅠG90.2150 伜YWｩ&��縄文土器(中.晩期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨､�餮�2ﾓRﾓ��旧七小出Ⅰ遺跡 

13 丶�餮鑾ﾗ&ﾇH�)�R�ⅠG90.1283 伜YWｩ&��縄文土器(後期)､弥生土器､土師器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨､�餮綯ﾓ3�ﾘ,2�新規 

14 丶�餮鑾ﾘux�)�R�ⅠG90.1295 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨､�餮綯ﾓ3�ﾓ��新規 

15 丶�餮鑾ﾘu�)�R�ⅠG90.1197 伜YWｩ&��縄文土器(早.前期)､石錬､石錘､フレー 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨､�餮綯ﾓ3�ﾘ,2�新規 

16 丶�餮鑾ﾘu�)�R�ⅠG90.2199 伜YWｩ&��縄文土器(早.後期)､石錘､磨石 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨､�餮緜�釘�新規 

17 丶�餮鑾ﾘuｨ�)�R�ⅠG90.2240 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨､�餮縒ﾖﾆﾂ�新規 

18 丶�餮鑾ﾘuｸ�)�R�ⅠG90.2233 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨､�餮綯ﾓ32�新規 

第7図　外屋敷地区遺跡分布図
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o 1:3

43　　　　44

a
27

a
36

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 丶�餮鑾H�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�|饉b�繊維含 ��c�I�ﾙLS3r�

2 丶�餮鑾H�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�傚[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS3��

3 丶�餮鑾H�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�傚[b� ��c�I�ﾙLS3��

4 丶�餮鑾H�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�傚[b� ��c�I�ﾙLSC��

5 丶�餮鑾H�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�I�ﾙLSC��

6 丶�餮鑾H�)�R�縄文土器深鉢 繁k9��>ｩ[b� ��c�I�ﾙLSC"�

7 丶�餮鑾H�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�I�ﾙLSC2�

8 丶�餮鑾H�)�R�縄文土器鉢? �+��ﾉ[b� ��c�I�ﾙLSCB�

9 丶�餮鑾HuH�)�R�縄文土器深鉢 ��ﾉ]H+X8ﾘ傅I+��ﾊDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLSCR�

10 丶�餮鑾HuH�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾊDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLSCb�

ll 丶�餮鑾HuH�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLSCr�

12 丶�餮鑾HuH�)�R�土師器襲 丶�-h8�6�6jI>�-h8�6�6b� ��c�I�ﾙLSC��

13 丶�餮鑾x�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLSC��

14 丶�餮鑾x�)�R�土師器嚢 �+��ﾉ[jHﾟﾉm�mｪI>�-h8�6�6b� ��c�I�ﾙLSS��

15 丶�餮鑾�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾊE$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLSS��

16 丶�餮鑾�)�R�弥生土器深鉢 佰�ﾍﾘ謇<ｹ[b� ��c�I�ﾙLSS"�

17 丶�餮鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 ��ﾉ]H+Xﾏｸ傅Dﾅ)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLSS2�

18 丶�餮鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 佰ｹ���8ﾋI�ﾈ�8ﾚﾚI+��ﾊDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLSSB�

19 丶�餮鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 冦Imｨ�9E�鏈[jI+��ﾉ[b� ��c�I�ﾙLSSR�

20 丶�餮鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 冦Imｨ�9E�鏈[jI+��ﾉ[b� ��c�I�ﾙLSSb�

21 丶�餮鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�I�ﾙLSSr�

22 丶�餮鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jE$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLSS��

23 丶�餮鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jIh���>ｩ[jDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLSS��

24 丶�餮鑾ｨ�)�R�縄文土器壷 �+��ﾉ[b� ��c�I�ﾙLSc��

25 丶�餮鑾ｸ�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�I�ﾙLSc��

26 丶�餮鑾ｸ�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�I�ﾙLSc"�

27 丶�餮鑾ｸ�)�R�縄文土器深鉢 几)��I+��ﾉ[jH7ｸ5�98�9<ｸｴ�� ��c�I�ﾙLSc2�

28 丶�餮鑾ｸ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�I�ﾙLScB�

29 丶�餮鑾ｸ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�I�ﾙLScR�

30 丶�餮鑾ｸ�)�R�縄文土器深鉢 冦Imｨ�9E�鏈[b� ��c�I�ﾙLScb�

31 丶�餮鑾ﾈ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�I�ﾙLScr�

32 丶�餮鑾ﾈ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�I�ﾙLSc��

33 丶�餮鑾ﾈ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�I�ﾙLSc��

134 丶�餮鑾ﾈ�)�R�弥生土器深鉢 冦Imｨ�9E�鏈[b� ��c�I�ﾙLSs��

35 丶�餮鑾ﾈ�)�R�縄文土器深鉢 冦Imｨ�9+��ﾉ[b� ��c�I�ﾙLSs��

36 丶�餮鑾ﾘ�)�R�縄文土器深鉢 ��ﾉ]H+Xﾏｸ傅Ik9[b� ��c�I�ﾙLSs"�

37 丶�餮鑾ﾘ�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�I�ﾙLSs2�

38 丶�餮鑾ﾘ�)�R�縄文土器深鉢 侏I�ﾈ�8ﾚﾚDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLSsB�

39 丶�餮鑾ﾘ�)�R�縄文土器深鉢 侏I�ﾈ�8ﾚﾚDﾉk9��� ��c�I�ﾙLSsR�

40 丶�餮鑾ﾘ�)�R�縄文土器深鉢 侏I�ﾈ�8ﾚﾚDﾉk9��� ��c�I�ﾙLSsb�

41 丶�餮鑾ﾘ�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�k9��� ��c�I�ﾙLSsr�

42 丶�餮鑾ﾘ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�I�ﾙLSs��

43 丶�餮鑾ﾘ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�I�ﾙLSs��

44 丶�餮鑾ﾘ�)�R�弥生土器深鉢 僞�鏈[b� ��c�I�ﾙLS���

45 丶�餮蜆�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�I�ﾙLS���

第8国　外屋敷地区採集遺物(1)
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番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

46 丶�餮鑾ﾖﾘ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾂ� ��c�I�ﾙLS�2�

47 丶�餮鑾ﾘuhuH�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾊDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLSィ�

48 丶�餮鑾ﾔ⑨�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾊE$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLSコ�

49 丶�餮鑾ﾘuHuHuH�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾊImImｨ�9E�鏈[b� ��c�I�ﾙLSッ�

50 丶�餮鑾ﾘuhuH�)�R�弥生土器深鉢 們�>ｩ[b�$ﾂ�� ��c�I�ﾙLSビ�

51 丶�餮鑾ﾘuHuHuH�)�R�弥生土器深鉢 們�>ｩ[b�$ﾂ�� ��c�I�ﾙLSモ�

52 丶�餮鑾ﾘux�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jHﾏｹ���9<ｸｴ�� ��c�I�ﾙLS�"�

53 丶�餮鑾ﾘux�)�R�縄文土器深鉢 冖9[jHﾏｹ���8ﾘ�｢� ��c�I�ﾙLSヲ�

54 丶�餮鑾ﾘux�)�R�縄文土器深鉢 冦Imｨ�9E�鏈[c�� ��c�I�ﾙLS���

55 丶�餮鑾ﾘux�)�R�縄文土器深鉢 �ｹxﾙ[b� ��c�I�ﾙLS���

56 丶�餮鑾ﾘux�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�I�ﾙLS�"�

57 丶�餮鑾ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 �-ﾈﾆ�����ﾘ�｢� ��c�I�ﾙLS�2�

58 丶�餮鑾ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 �-ﾈﾆ�����ﾘ�｢�繊維含 ��c�I�ﾙLS釘�

59 丶�餮鑾ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 �-ﾈﾆ�����ﾘ�ｪI+��ﾉ[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS迭�

60 丶�餮鑾ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 �-ﾈﾆ�����ﾘ�ｪH､ﾈｦｹZ�|饉b�繊維含 ��c�I�ﾙLS澱�

61 丶�餮鑾ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�傚[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS途�

62 丶�餮鑾ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 �-ﾈﾆ�����ﾘ�ｪH､ﾈｦｹZ�|饉jI+��ﾂ�繊維含 ��c�I�ﾙLS唐�

63 丶�餮鑾ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 刋���ﾘ�ｪI+��ﾉ[hｦ倡��2�繊維含 ��c�I�ﾙLS湯�

64 丶�餮鑾ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�傚[b因8謙H��犬��繊維含 ��c�I�ﾙLS����

65 丶�餮鑾ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�傚[b� ��c�I�ﾙLS����

66 丶�餮鑾ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 ���ﾚﾙ[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS��"�

67 丶�餮鑾ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 ���ﾚﾙ[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS��2�

68 丶�餮鑾ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 佰ｹ���8､ﾈｦｹZ�傚[jH､ﾈｦｹZ�ﾆ�b因8ﾎ8�������繊維含 ��

69 丶�餮鑾ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 佰ｹ���8ﾘ�ｪH､ﾈｦｹZ�傚[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS��B�

70 丶�餮鑾ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 佰ｹ���8咥�:Ik9[b� ��c�I�ﾙLS��R�

71 丶�餮鑾ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�I�ﾙLS��b�

72 丶�餮鑾ﾘu�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾊDﾉk9��� ��c�I�ﾙLS��r�

73 丶�餮鑾ﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS����

74 丶�餮鑾ﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS����

75 丶�餮鑾ﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�I�ﾙLS����

76 丶�餮鑾ﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾂ� ��c�I�ﾙLS����

77 丶�餮鑾ﾘuｨ�)�R�縄文土器鉢 冖9[b� ��c�I�ﾙLS��"�

計測値､重量の欄の( )内の数値は欠損晶の現存値

番号 �)�Ykﾂ�器種 佝��B�計測値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

78 丶�餮鑾HuH�)�R�石鍍 �ｨｮ駝8ﾇ2�2.2 ��絣�0.3 ��綯�硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSS�� 

79 丶�餮鑾ﾘu�)�R�石鍍 辻�(2.1) ���"�0.3 茶�繧��硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSc�� 

80 丶�餮鑾ﾘu�)�R�スクレイパー ��2.9 ��綯�0.6 ���"�硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSc�� 

81 丶�餮鑾ﾘu�)�R�石箆 ��(4.2) �"紕�0.7 茶ゅ���硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSc"� 
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外屋敷Ⅶ遺　　外屋敷Ⅶ遺跡は､標高約140mの北東から南西に下るやや急な斜面に立地するo現状は畑

跡　　　　　地である｡縄文土器が採集された｡

外屋敷Ⅷ遺　　外屋敷Ⅷ遺跡は､標高約120mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地であ

跡　　　　　る｡縄文土器､フレークが採集された｡

外屋敷Ⅸ遺　　外屋敷Ⅸ遺跡は､標高約130mの南から北に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡

跡　　　　　縄文土器が採集された｡

外屋敷Ⅹ遺　　外屋敷Ⅹ遺跡は､標高約110-120mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地

跡　　　　　である｡縄文土器､石斧､フレークが採集された｡

外屋敷xI遺　　外屋敷XI遺跡は､標高約135mのほぼ平坦面に立地する.現状は荒れ地･畑地である.縄

跡　　　　　文土器の細片が1点採集された｡

外屋敷Ⅶ遺　　外屋敷Ⅶ遺跡は､標高約165mのほぼ平坦面に立地する｡現状は山林であるため遺物の採

跡　　　　　集は不可能であったが､縄文時代の遺跡として台帳登録されている｡

外屋敷Ⅹ ⅠⅠⅠ　外屋敷Ⅹ ⅠⅠⅠ遺跡は､標高約120mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地で

遺跡　　　　ある｡縄文土器､弥生土器､土師器が採集された｡

外屋敷Ⅹ Ⅳ　　外屋敷Ⅹ Ⅳ遺跡は､標高約90-100mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑

遺跡

(ラ

0　　　1:3　　10cm

計測値､重量の欄の( )内の数値は欠損晶の現存値

番号 �)�Ykﾂ�器種 佝��B�計測値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

82 丶�餮鑾ﾘ�)�R�打製石斧 ��(8.0) 迭纈�(4.0) 茶#モ����花尚閃緑岩 ��c�i�ﾙLSs�� 

83 丶�餮鑾ﾘu�)�R�石錘 ��5.5 釘絣�2.0 都"���花尚岩 ��c�i�ﾙLS��� 

84 丶�餮鑾ﾘu�)�R�石錘 ��9.5 途綯�3.6 �3Sr綯�硬砂岩 ��c�i�ﾙLS��� 

85 丶�餮鑾ﾘu�)�R�磨石 ��8.2 ��2紕�3.5 鉄sB���花尚岩 ��c�i�ﾙLS�"� 
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地･水田である｡縄文土器が採集された｡

外屋敷Ⅹ Ⅴ遺跡は､標高約150mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地

である｡縄文土器､石鉄､石錘､フレークなどが採集された｡

外屋敷ⅩⅥ遺跡は､標高約150mの北から南に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地であ

る｡縄文土器､石錘､磨石､フレークなどが採集された｡

外屋敷Ⅹ Ⅶ遺跡は､標高約145mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地

である｡縄文土器が採集された｡

外屋敷ⅩⅧ遺跡は､標高約130mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･牧

草地である｡縄文土器が採集された｡

3　侍浜町本町･向町地区(第11-14図､ 5-7 ･14･16図版)

本町Ⅰ遺跡は､標高約150mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･牧

草地である｡土師器の細片が1点採集された｡

向

外屋敷Ⅹ Ⅴ

遺跡

外屋敷Ⅹ Ⅵ

遺跡

外屋敷Ⅹ Ⅶ

遺跡

外屋敷ⅩⅧ

遺跡

本町Ⅰ遺跡

番号 �)�Ykﾂ�県遺跡コード 偃ﾙ¥｢�遺構.遺物 傀ｨﾝﾙ&��備考 

1 冏ｹ*ﾈuH�)�R�ⅠG90.2148 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨､�餮綯ﾓ#R� 

2 冏ｹ*ﾈuHuH�)�R�ⅠG90.2187 伜YWｩ&��縄文土器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩gｹ*ﾃ蔦S�ﾓ"� 

3 冏ｹ*ﾈuHuFﾈ�)�R�ⅠG90.2252 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨､�餮縒ﾓr� 

4 冏ｹ*ﾈux�)�R�ⅠG90.2263 伜YWｩ&��縄文土器(早.前.後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩gｹ*ﾃrﾓs"� 

5 冏ｹ*ﾈu�)�R�ⅠG90.0107 伜YWｩ&��縄文土器(前期)､土師器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩gｹ*ﾃ�� 

6 冦偉ｸ�ｨ�)�R�JG90.0135 偖yx��R�縄文土器(前.後.晩期)､土師器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩gｹ*ﾃ蔦���ﾓ�� 

7 佰ﾉ*ﾈuH�)�R�ⅠG90.2257 伜YWｩ&��縄文土器､土師器? 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩gｹ*ﾃrﾓ�6s2� 

8 佰ﾉ*ﾈuHuH�)�R�ⅠG90.2248 伜YWｩ&��縄文土器(早.後期)､石斧､フレーク 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩gｹ*ﾃrﾓBﾓC�� 

9 佰ﾉ*ﾈuFﾆﾈ�)�R�ⅠG90.2371 伜YWｩ&��縄文土器(後期)､土師器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾏﾉ*ﾃrﾓ�3�ﾓ2�範囲拡大 

10 佰ﾉ*ﾈux�)�R�JGOO.2372 伜YWｩ&��縄文土器(後期)､石斧 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾏﾉ*ﾃrﾓ�3�ﾓ#2� 

ll 佰ﾉ*ﾈu�)�R�JGOO.0322 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾏﾉ*ﾃrﾓ�3�ﾓ��� 

12 佰ﾉ*ﾈu�)�R�JGOO.0333 伜YWｩ&��土器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾏﾉ*ﾃrﾓ�3�ﾓ32� 

13 佰ﾉ*ﾈuｨ�)�R�JGOO.0234 伜YWｩ&��縄文土器(後期)､土師器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾏﾉ*ﾃふ#��旧向町Ⅰ～Ⅳ遺跡 

14 佰ﾉ*ﾉE�i��ﾌ冉ｸ�)�R�JGOO.0227 伜YWｩ&��縄文土器(中.晩期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾏﾉ*ﾃr� 

15 佰ﾉ*ﾈuｸ�)�R�ⅠG90.2291 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾏﾉ*ﾃ坪,2ﾓ2�新規 

16 佰ﾉ*ﾈuﾈ�)�R�JGOO.0205 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾏﾉ*ﾃrﾓモﾓ3"�新規 

17 佰ﾉ*ﾈuﾘ�)�R�JGOO.0207 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾏﾉ*ﾃrﾓ�3Bﾓr�新規 

18 佰ﾉ*ﾅ��)�R�JG90.0311 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨ﾏﾉ*ﾃrﾓ�86s���新規 

第11図　本町･向町地区遺跡分布図
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番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 冏ｹ*ﾈuH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS��2�

2 冏ｹ*ﾈuH�)�R�縄文土器深鉢 冖9[jI.ｩYH6�6b� ��c�I�ﾙLS��B�

3 冏ｹ*ﾆﾘ�)�R�縄文土器深鉢 冦Imｨ�9E�鏈[b� ��c�I�ﾙLS��R�

4 冏ｹ*ﾈux�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b因8ﾎ98竰� ��c�I�ﾙLS��b�

5 冏ｹ*ﾈux�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS��r�

6 冏ｹ*ﾈux�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jIE�鏈[b� ��c�I�ﾙLS����

7 冏ｹ*ﾈux�)�R�縄文土器深鉢 僞�鏈[b� ��c�I�ﾙLS����

8 冏ｹ*ﾈu�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS�#��

9 冏ｹ*ﾈu�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS�#��

10 冏ｹ*ﾈu�)�R�土師器賛 丶�-h8�7�4ｸ4ﾊI>�ﾟﾉm�m｢� ��c�I�ﾙLS�#"�

ll 冏ｹ*ﾈu�)�R�土師器襲 丶�-h8�7�4ｸ4ﾊI>�ﾟﾉm�m｢� ��c�I�ﾙLS�#2�

12 冏ｹ*ﾈu�)�R�土師器襲 丶�-h8�7�4ｸ4ﾊI>�ﾟﾉm�m｢� ��c�I�ﾙLS�#B�

13 冦偉ｸ�ｨ�)�R�縄文土器深鉢 冦盈ｨ�9E�鏈[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS�#R�

14 冦偉ｸ�ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS�#b�

15 冦偉ｸ�ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS�#r�

16 冦偉ｸ�ｨ�)�R�縄文土器深鉢 冖9[jH7�4ｸ4ﾂ� ��c�I�ﾙLS�#��

17 冦偉ｸ�ｨ�)�R�後北式土器 們�>ｩ[b�$ﾂ唔Oy{(ｴ����8遧6�� ��c�I�ﾙLS�#��

18 冦偉ｸ�ｨ�)�R�後北式土器 們�>ｩ[b�$ﾂ�� ��c�I�ﾙLS�3��

19 冦偉ｸ�ｨ�)�R�後北式土器 冖9[jI>�､�7�4ｸ4ﾂ� ��c�I�ﾙLS�3��

20 佰ﾉ*ﾈuH�)�R�土師器襲 丶�-h8�7�4ｸ4ﾊI>�-h8�6�6b� ��c�I�ﾙLS�3"�

21 佰ﾉ*ﾈuH�)�R�土師器賓 丶��lZI>�Hﾙx�� ��c�I�ﾙLS�32�

22 佰ﾉ*ﾈuHuH�)�R�縄文土器深鉢 �-ﾈﾆ�����ﾘ�ｪH､ﾈｦｹZ�傚[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS�3B�

23 佰ﾉ*ﾈuHuH�)�R�縄文土器深鉢 �-ﾈﾆ�����ﾘ�ｪH､ﾈｦｹZ�|饉b� ��c�I�ﾙLS�3R�

24 佰ﾉ*ﾈuHuH�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�傚[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS�3b�

25 佰ﾉ*ﾈuHuH�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�傚[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS�3r�

26 佰ﾉ*ﾈuHuH�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�傚[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS�3��

27 佰ﾉ*ﾈuHuH�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�傚[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS�3��

28 佰ﾉ*ﾈuHuH�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�傚[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS�C��

29 佰ﾉ*ﾈuHuH�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾃⅸ��ﾚﾙ[c��繊維含 ��c�I�ﾙLS�C��

30 佰ﾉ*ﾈuHuH�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾃⅸ��ﾚﾙ[c��繊維含 ��c�I�ﾙLS�C"�

31 佰ﾉ*ﾈuHuH�)�R�縄文土器深鉢 ���ﾚﾙ[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS�C2�

32 佰ﾉ*ﾈuHuH�)�R�縄文土器深鉢 冖9[jH7�4ｸ4ﾂ� ��c�I�ﾙLS�CB�

33 佰ﾉ*ﾈuHuH�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�傚[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS�CR�

34 佰ﾉ*ﾈuHuH�)�R�縄文土器深鉢 ���ﾚﾙ[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS�Cb�

35 佰ﾉ*ﾈuHuH�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS�Cr�

36 佰ﾉ*ﾈuHuH�)�R�縄文土器深鉢 ����ﾉ[b�繊維含 ��c�I�ﾙLS�C��

37 佰ﾉ*ﾈuHuH�)�R�縄文土器深鉢 侏I�ﾈ�8ﾚﾚDﾅ)%���>ｩ[c�� ��c�I�ﾙLS�C��
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本町ⅠⅠ遺跡は､標高約165-170mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地で

ある｡今回の調査で遺物は採集されなかったが､縄文時代の遺跡として台帳登録されている｡

本町ⅠⅠⅠ遺跡は､標高約140mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地であ

る｡縄文土器､フレークが採集された｡

本町Ⅳ遺跡は､標高約140mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地であ

本町ⅠⅠ遺跡

本町ⅠⅠⅠ遺跡

本町Ⅳ遺跡

_ll静.曹一三盛5三
54

0　　　　2:3

番号 �)�Ykﾂ�券種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

38 佰ﾉ*ﾈuD幽�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS�S��

39 佰ﾉ*ﾈuHuFﾈ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ?��B� ��c�I�ﾙLS�S��

40 佰ﾉ*ﾃ�uHuH�)�R�土師器寮 �>�､�8�5(6�6b� ��c�I�ﾙLS�S"�

41 佰ﾉ*ﾈuHuHuH�)�R�土師器嚢 丶�8�7�4ｸ4ﾊI>�-h8�7�4ｸ4ﾂ� ��c�I�ﾙLS�S2�

42 佰ﾉ*ﾄ粕�)�R�土師器奪 丶�-h8�7�4ｸ4ﾊI>�-h8�7�4ｸ4ﾂ� ��c�I�ﾙLS�SB�

43 佰ﾉ*ﾈuHuHuH�)�R�土師器聾 丶�-h8�7�4ｸ4ﾊI>�-h8�7�4ｸ4ﾂ� ��c�I�ﾙLS�SR�

44 佰ﾉ*ﾈuHuHuH�)�R�土師器厳 丶�-h8�6�6jI>�6�6b� ��c�I�ﾙLS�Sb�

45 佰ﾉ*ﾈux�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ?��B� ��c�I�ﾙLS�Sr�

46 佰ﾉ*ﾈux�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�I�ﾙLS�S��

47 佰ﾉ*ﾈu�)�R�縄二丈土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS�S��

48 佰ﾉ*ﾈu�)�R�縄文土器i架鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS�c��

49 佰ﾉ*ﾈuｨ�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�I�ﾙLS�c��

50 佰ﾉ*ﾈuｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ?��B� ��c�I�ﾙLS�c"�

51 佰ﾉ*ﾈuｨuH�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS�c2�

52 佰ﾉ*ﾈuｸ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS�cB�

53 佰ﾉ*ﾈuﾈ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ?��B� ��c�I�ﾙLS�cR�

54 佰ﾉ*ﾈuﾘ�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�"�� ��c�I�ﾙLS�cb�

55 佰ﾉ*ﾈuﾘ�)�R�縄文土器鉢 版)%���>ｩ?��B� ��c�I�ﾙLS�cr�

56 佰ﾉ*ﾉ�闔)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[h痔ﾅ)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS�c��

57 佰ﾉ*ﾉ�闔)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS�c��

計測値､重量の欄の()内の数値は欠損品の現存値 

番号 �)�Ykﾂ�器種 佝��B�計測値(単位cm) 剿ﾈ�|｢�ﾂ�%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

l58 佰ﾉ*ﾈuHuH�)�R�スクレイパー ��7.7 澱縒�1.9 都�絣�硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSc2� 

第13図　本町･向町地区採集遺物(2)

-1 5-

Ⅳ
肌
机∵

2

別
朋
馳

一
胃

4
3
日
〓
圧
50

=

　

5

4

化

　

=

　

5



0 1:3　5cm
ヒ=コ=ここd

計測値､重量の欄の()内の数値は欠損品の現存値 

番号 �)�Ykﾂ�器種 佝��B�計測値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

59 佰ﾉ*ﾈuHuH�)�R�小形磨製石斧 ��3.7 茶"縒��0.8 茶������粘板岩 ��c�i�ﾙLScB� 

60 佰ﾉ*ﾈu�)�R�打製石斧 ��(7.3) 茶b�2��(4.2) 茶#c�����閃緑岩 ��c�i�ﾙLS�2� 

第14図　本町･向町地区採集遺物(3)

本町Ⅴ遺跡

木戸場遺跡

向町Ⅰ遺跡

向町ⅠⅠ遺跡

向町ⅠⅠⅠ遺跡

向町Ⅳ遺跡

向町Ⅴ遺跡

向町Ⅵ遺跡

向町Ⅶ遺跡

向町農協倉

庫北遺跡

向町Ⅷ遺跡

向町Ⅸ遺跡
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る｡縄文土器が採集された｡

本町Ⅴ遺跡は､標高約155mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地であ

る｡縄文土器､土師器が採集された｡

木戸場遺跡は､標高約160-170mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･山

林及び宅地である｡縄文土器､後北式土器が採集された｡

向町Ⅰ遺跡は､標高約110-120mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･

原野及び山林である｡縄文土器が採集された｡

向町ⅠⅠ遺跡は､標高約95-100mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地

である｡縄文土器､石斧､フレークが採集された｡

向町ⅠⅠⅠ遺跡は､標高約90mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･荒れ

地である｡縄文土器､土師器､フレークが採集された｡

向町Ⅳ遺跡は､標高約90mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･荒れ

地である｡縄文土器､石斧が採集された｡

向町Ⅴ遺跡は､標高約100mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･荒れ地

である｡縄文土器が採集された｡

向町Ⅵ遺跡は､標高約95mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･荒れ地で

ある｡今回の調査で遺物は採集されなかったが､縄文時代の遺跡として台帳登録されている｡

向町Ⅶ遺跡は､標高約135m～140mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑

地･山林である｡縄文土器､土師器が採集された｡

向町農協倉庫北遺跡は､標高約125m～130mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡

現状は山林･荒れ地及び宅地である｡遺物は採集されなかったが､縄文時代の遺跡として

台帳登録されている｡

向町Ⅷ遺跡は､標高約155mの南東から北西に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地であ

る｡縄文土器が採集された｡

向町Ⅸ遺跡は､標高約130-140mの北から南に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･荒

れ地である｡縄文土器が採集された｡



向町Ⅹ遺跡は､標高約120mの南東から北西に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･水田

である｡縄文土器､フレークが採集された｡

向町XI遺跡は､標高約105mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡

縄文土器が採集された｡

4　侍浜町保土沢･横沼地区(第15-18図､第7-10･ 14-16図版)

保土沢遺跡は､標高約180mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･宅地であ

る.今回の調査では遺物は採集されi:?かったが､弥生時代の遺跡として台帳登録されている｡

保土沢ⅠⅠ遺跡は､標高約165-170mの北から南に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･宅

地である｡縄文土器､弥生土器､土師器､アメリカ式石錬､フレークなどが採集された｡

保土沢北遺跡は､標高約175mの北東から南西に下る緩斜面に立地する｡現状は荒れ地で

ある｡今回の調査では遺物は採集されなかったが､縄文時代の遺跡として台帳登録されてい

る｡

保土沢南遺跡は､標高約175mのほぼ平坦面に立地する｡現状は山林･宅地であるため遺

物の採集は不可能であったが､縄文時代の遺跡として台帳登録されている｡

保土沢ⅠⅠⅠ遺跡は､標高約125mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地であ

る｡縄文土器が採集された｡

保土沢Ⅳ遺跡は､標高約135mの南東から北西に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地であ

る｡縄文土器､フレークが採集された｡

保土沢Ⅴ遺跡は､標高約170mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･宅

地である｡縄文土器が採集された｡

横沼Ⅰ遺跡は､標高約130-135mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地で

ある｡縄文土器が採集された｡

横沼ⅠⅠ遺跡は､標高約60mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･山林である｡

遺物は採集されなかったが､縄文時代の遺跡として台帳登録されている｡

横沼ⅠⅠⅠ遺跡は､標高約60mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･山林で

ある｡縄文土器が採集された｡

横沼Ⅳ遺跡は､標高約60mの西から東に下るやや急な斜面に立地する｡現状は畑地である｡

縄文土器､フレークが採集された｡

横沼Ⅴ遺跡は､標高約30mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現状は荒れ地･山林であ

る｡遺物は採集されなかったが､古代の遺跡として台帳登録されている｡

横沼Ⅵ遺跡は､標高約105mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現状は荒れ地･山林及

び畑地である｡縄文土器が採集された｡

横沼Ⅶ遺跡は､標高約110mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は山林･畑地

である｡縄文土器が採集された｡

横沼Ⅷ遺跡は､標高約135-140mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地で

ある｡縄文土器が採集された｡

横沼Ⅸ遺跡は､標高約140mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･荒れ

向町Ⅹ遺跡

向町XI遺跡

保土沢遺跡

保土沢ⅠⅠ遺

跡

保土沢北遺

跡

保土沢南遺

跡

保土沢ⅠⅠⅠ遺

跡

保土沢Ⅳ遺
■　い

保土沢Ⅴ遺

跡

横沼Ⅰ遺跡

横沼ⅠⅠ遺跡

横沼ⅠⅠⅠ遺跡

横沼Ⅳ遺跡

横沼Ⅴ遺跡

横沼Ⅵ遺跡

横沼Ⅶ遺跡

横沼Ⅷ遺跡

横沼Ⅸ遺跡
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地である｡縄文土器､フレークが採集された｡

横沼Ⅹ遺跡　　横沼Ⅹ遺跡は､標高約130mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･山林であ

る｡縄文土器が採集された｡

横沼XI遺跡　　横沼XI遺跡は､標高約120mの南から北に下る緩斜面に立地する.現状は畑地である.縄

文土器､フレークが採集された｡

番号 �)�Ykﾂ�県遺跡コード 偃ﾙ¥｢�遺構_.遣物 傀ｨﾝﾙ&��備考 

1 兢ｹ7��(�)�R�JGOO.1187 伜YWｩ&��弥生土器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩fｹnﾃ��ﾓ#�b� 

2 兢ｹ7��(uHuH�)�R�JGOO.1202 伜YWｩ&��縄文土器(前期)､弥生土器､土師器､アメリカ式石鉢 倬鰻ﾉ*ﾈｹﾙ]ｹ7��#C2ﾓ澱� 

3 兢ｹ7��)fｸ�)�R�JGOO.1109 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩]ｹ7��#ふ#Rﾓ"� 

4 兢ｹ7��)>ﾈ�)�R�JGOO_1137 偖yx��R�弥生土器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩fｹnﾃ��ﾓ#�rﾓ"� 

5 兢ｹ7��(uFﾆﾈ�)�R�JG90.0249 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈｹﾙ]ｹ7��#蔦bﾓ��新規 

6 兢ｹ7��(ux�)�R�JG9()_0258 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈｹﾙ]ｹ7��#蔦��R�新規 

7 兢ｹ7��(u�)�R�JGOO_1233 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩]ｹ7��#ふCRﾓR�新規 

8 ����uH�)�R�JGOO_0370 伜YWｩ&��縄文土着旨(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨����蔦�CB� 

9 ����uHuH�)�R�JGOOー0337 伜YWｩ&��土器ー石器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨����rﾓ#b� 

10 ����uHuHuH�)�R�JGOOー0357 伜YWｩ&��縄二丈土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨����rﾓ��� 

ll ����ux�)�R�JGOO_0367 伜YWｩ&��縄二丈土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨����ふ�"� 

12 ����u�)�R�JGOO_0359 伜YWｩ&��土師器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨����� 

13 ����u�)�R�JGOO.0384 偖yx��R�縄文土器(前.後期)ー石器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨����蔦Sr� 

14 俔ﾈ*H�(uｨ�)�R�JGOO_0395 伜YWｩ&��縄文土器(前期) 倬鰻ﾉ*ﾈ派ﾉ��蔦s�� 

15 ����uｸ�)�R�JGOOー0301 伜YWｩ&��縄文土器(前期)ー弥生土器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩]ｹ7��#蔦�#2� 

16 ����譜�)�R�JGOOー0310 伜YWｩ&��弥生土器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨������ﾓ�SR� 

17 ����uﾘ�)�R�JGOO.0302 伜YWｩ&��縄二丈土器(後.晩期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨����bﾓ�R� 

18 ������)�R�JGOOー1314 伜YWｩ&��縄二丈土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨����蔦��r� 

19 �����ｨuh�)�R�JGOO.1314 伜YWｩ&��縄文土器(前.中.後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨������ﾓ��r� 

20 ����uﾘuFﾆﾈ�)�R�JGOO.1305 伜YWｩ&��縄文土器(早期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨����蔦ビ� 

21 ����uﾘux�)�R�JGOO.1306 伜YWｩ&��縄文土器(前.後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ派ﾉ��rﾓCR� 

22 ����uﾘu�)�R�JGOO_0355 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ派ﾉ��ぴﾘ,3��新規 

23 ����uﾘu�)�R�JGOO.0352 伜YWｩ&��縄文土器(前期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨����蔦3��新規 

24 ����uﾘuｨ�)�R�JGOOー0362 伜YWｩ&��縄文土器(前期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨����rﾓr�新規 

25 ����uﾘuｸ�)�R�JGOOー0363 伜YWｩ&��縄文土器(前期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨����蔦Sb�新規 

26 ����uﾘuﾈ�)�R�JGOO.0385 伜YWｩ&��縄文土器(前.後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨����ふ#��新規 

27 ��鮑�(uﾘuﾘ�)�R�JGOO.1208 伜YWｩ&��縄二丈土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨��鮑�#ふCB�新規 

28 ����uﾘuﾘuH�)�R�JGOO_1313 伜YWｩ&��縄文土器(早期)､弥生土器 倬鰻ﾉ*ﾈ派ﾉ�����新規 

29 ����uﾘuﾘuHuH�)�R�JGOO.1305 伜YWｩ&��縄文土器(前期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨����蔦�ふ途�新規 

30 ����uﾘuﾘuHuHuH�)�R�JGOO_1315 伜YWｩ&��縄文土器(前.後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨��鮑�"�新規 

31 ����uﾘuﾘux�)�R�JGOOー0398 伜YWｩ&��縄文土着旨(前一後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨����bﾖﾆﾂﾓ"�新規 

第15国　保土沢･横沼地区遺跡分布図
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向



番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 兢ｹ7��(uHuH�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS�s��

2 兢ｹ7��(uHuH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS�s��

3 兢ｹ7��(uHuH�)�R�縄文土器深鉢 僞�鏈[c�� ��c�I�ﾙLS�s"�

4 兢ｹ7��(uhuH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS�s2�

5 兢ｹ7��(uc��)�R�縄文土器深鉢 冦Imｨ�9E�鏈[b� ��c�I�ﾙLS�sB�

6 兢ｹ7��$��)�R�縄文土器深鉢 繁k9��>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS�sR�

7 兢ｹ7��(uHuC��)�R�縄文土器深鉢 冖9[jI>�､�7�4ｸ4ﾂ� ��c�I�ﾙLS�sb�

8 兢ｹ7��(ux�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS�sr�

9 兢ｹ7��(ux�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS�s��

10 兢ｹ7��(ux�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�I�ﾙLS�s��

ll 兢ｹ7��(u�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS��

12 ����uH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS"�

13 ����uH�)�R�縄文土器深鉢 冖9[jI�IYC�� ��c�Y�ﾙLS2�

14 ����貶�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLSB�

15 ����ux�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�Y�ﾙLSR�

16 ����ux�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�Y�ﾙLSb�

17 ����ux�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�Y�ﾙLSr�

18 ����ux�)�R�縄文土器深鉢 僞�鏈[b� ��c�Y�ﾙLS��

19 ����ux�)�R�縄文土器深鉢 僞�鏈[b� ��c�Y�ﾙLS��

20 ����u�)�R�縄文土器深鉢 ��ﾉ]H+Xﾏｹ|鶫k9[b� ��c�Y�ﾙLS���

21 ����u�)�R�縄文土器深鉢 ��ﾉ]H+Xﾏｸ傅Dﾅ)%���>ｩ[jHﾏｹ���9>ｩ[h��5ﾒ� ��c�Y�ﾙLS���

22 ����u�)�R�縄文土器深鉢 侏I�ﾈ�8ﾚﾒ� ��c�Y�ﾙLS�"�

23 ����u�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�Y�ﾙLS�2�

24 ����uｸ�)�R�縄文土器深鉢 繁k9��>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS�B�

25 ����uﾈ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLS�R�

26 ����uﾈ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�Y�ﾙLS�b�

27 ����uﾘ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS�r�

28 ����uﾘ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS���

29 ����uﾘ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS���

30 ������)�R�縄文土器深鉢 僞�鏈[c�� ��c�Y�ﾙLS#��

31 ������)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS#��

32 ������)�R�縄文土器深鉢 僞�鏈[b� ��c�Y�ﾙLS#"�

33 ������)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�Y�ﾙLS#2�

34 ����uｨ�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�*Dﾅ"��繊維含 ��c�Y�ﾙLS#B�

35 ����uｨ�)�R�縄文土器深鉢 兒���>ｩ[cⅲ�繊維含 ��c�Y�ﾙLS#R�

36 ����uｨ�)�R�縄文土器深鉢 �8ｸ�ｸ7i[b�$ﾂ��繊維含 ��c�Y�ﾙLS#b�

37 ����uｨ�)�R�縄文土器深鉢 繁k9���繊維含? ��c�Y�ﾙLS#r�

38 ����uｨ�)�R�縄文土器深鉢 繁k9��� ��c�Y�ﾙLS#��

39 ����uﾘuHuHuH�)�R�縄文土器深鉢 �5ﾉWI{)��I����ﾘ�｢� ��c�Y�ﾙLS#��

40 ����uﾘuHuHuH�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jH､ﾈｦｹZ�傚[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLS3��

41 ����uﾘuHuGH�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jH､ﾈｦｹZ�ﾆ�jH咥初+��ﾉ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLS3��

42 ����uﾖﾆﾆﾈ�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�傚[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLS3"�

43 ����uﾘuHuHuH�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�ﾆ�b�繊維含 ��c�Y�ﾙLS32�

44 ����uﾘuHuHuH�)�R�縄文土器深鉢 ���+��ﾉ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLS3B�

第16図　保土沢･横沼地区採集遺物(1)
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削62噂野口63盛熟u6.億日
65

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

45 ����uﾘux�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLS3R�

46 ����uﾘux�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�*Dﾅ"��繊維含 ��c�Y�ﾙLS3b�

47 ����uﾘux�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS3r�

48 ����uﾘu�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS3��

49 ����uﾘu�)�R�縄文土器深鉢 冖9[jI.ｩYIm駅Hﾚﾒ� ��c�Y�ﾙLS3��

50 ����uﾘu�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLSC��

51 ����uﾘu�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLSC��

52 ����uﾘu�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLSC"�

53 ����uﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�*E$ﾂ��繊維含 ��c�Y�ﾙLSC2�

54 ����uﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[c��繊維含 ��c�Y�ﾙLSCB�

55 ����uﾘuｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLSCR�

56 ����uﾘuｸ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b��&��ﾘ����繊維含 ��c�Y�ﾙLSCb�

57 ����uﾘuｸ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLSCr�

58 ����uﾘuｸ�)�R�縄文土器深鉢 冦盈ｨ�9E�鏈[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLSC��

59 ����uﾘuｸ�)�R�縄文土器深鉢 冦盈ｨ�9E�鏈[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLSC��

60 ����uﾘuﾈ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLSS��

61 ����uﾘuﾈ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLSS��

62 ����uﾘuﾈ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�Y�ﾙLSSR�

63 ����uﾘuﾘ�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�Y�ﾙLSS"�

64 ����uﾘuﾘ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLSS2�

65 ����uﾘuﾘ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLSSB�

66 ����uﾘuﾘuH�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�傚[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLSSb�

67 ����uﾘuﾘuH�)�R�弥生土器深鉢 佰ｹ���8苓ﾆ�謇<ｹ[jI+��ﾉ[jH謇<ｹ[b� ��c�Y�ﾙLSSr�

68 ����uﾘuﾘuH�)�R�弥生土器深鉢 �+��ﾉ[jI����謇<ｹ[jE$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLSS��

69 ����uﾘuﾘuH�)�R�弥生土器深鉢 �+��ﾉ[jI����謇<ｹ[jE$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLSS��

70 ����uﾘuﾘuH�)�R�弥生土器深鉢 �+��ﾉ[jE$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLSc��

71 ����uﾘuﾘuH�)�R�弥生土器深鉢 �+��ﾉ[jE$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLSc��

72 ����uﾘuﾘuH�)�R�弥生土器深鉢 們�>ｩ[b�$ﾂ�� ��c�Y�ﾙLSc"�

73 ����uﾘuﾘuHuH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLSc2�

74 ����uﾘuﾘuHuH�)�R�縄文土器深鉢 僞�鏈[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLScB�

75 ����uﾘuﾘuHuH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLScR�

76 ����uﾘuﾖﾈuC��)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLScb�

77 ����uﾘuﾘuHuHuH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLScr�

78 ����uﾘuﾖﾇGH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLSc��

79 ����uﾘuﾘuc��)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLSc��

80 ����uﾘuﾗ&ﾇH�)�R�縄文土器深鉢 冖9[jIHﾙx靈�)�� ��c�Y�ﾙLSs��

81 ����uﾘuﾘux�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾂ�繊維含 ��c�Y�ﾙLSs��

82 ����uﾘuﾘux�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾊI>ｩ[c��繊維含 ��c�Y�ﾙLSs"�

第17国　保土沢･横沼地区採集遺物(2)
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1

85

0 1:3　5cm
ヒ=エコ=d

計測値､重量の欄の( )内の数値は欠損晶の現存値

番号 �)�Ykﾂ�器種 姪ﾒﾒ�計測値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

83 兢ｹ7��(uHuH�)�R�アメリカ式石鉄 ��2.2 茶�紕��0.3 茶�纈��硬質貢岩 ��c�i�ﾙLScR� 

84 兢ｹ7��(uHuH�)�R�スクレイパー ��5.5 �"�2�0.8 途�2�硬質貢岩 ��c�i�ﾙLScb� 

85 ����uﾘuﾘ�)�R�打製石斧 ��(6.6) 茶B�2��(2.8) 茶�3�絣��花樹閃緑岩 ��c�i�ﾙLSィ� 

第18図　保土沢･横沼地区採集遺物(3)

横沼Ⅱ遺跡は､標高約110mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡

縄文土器､フレークが採集された｡

横沼Ⅹ ⅠⅠⅠ遺跡は､標高約95mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡

縄文土器が採集された｡

横沼Ⅹ Ⅳ遺跡は､標高約90mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地であ

る｡縄文土器が採集された｡

横沼Ⅹ Ⅴ遺跡は､標高約80mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地であ

る｡縄文土器が採集された｡

横沼ⅩⅥ遺跡は､標高約110mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地で

ある｡縄文土器が採集された｡

横沼ⅩⅦ遺跡は､標高約110mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･

荒れ地である｡縄文土器が採集された｡

横沼ⅩⅧ遺跡は､標高約110mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は山林で､

一部にカット面が露出しており､カット面の黒褐色土層に縄文土器が包含されている｡

横沼Ⅹ Ⅸ遺跡は､標高約90mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡

縄文土器が採集された｡

横沼Ⅹ Ⅹ遺跡は､標高約160mの南西から北東に下る緩斜面に立地する｡現状は荒れ地

で､地山が表出しており､縄文土器､石斧､フレークが散布している0

横沼ⅩⅩ Ⅰ遺跡は､標高約130mの南から北に下る緩斜面に立地する｡現状は山林･畑

地である｡縄文土器､弥生土器が採集された｡

横沼Ⅹ Ⅹ ⅠⅠ遺跡は､標高約105mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現状は山林･畑

地である｡縄文土器､フレークが採集された｡

横沼Ⅹ Ⅹ III遺跡は､標高約95mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡現状は山林･

畑地である｡縄文土器､フレークが採集された｡

横沼Ⅱ遺跡

横沼Ⅹ ⅠⅠⅠ遺

跡

横沼ⅩⅣ遺
■　H

横沼ⅩⅤ遺

跡

横沼ⅩⅥ遺

跡

横沼ⅩⅦ遺

跡

横沼ⅩⅧ遺
■　い

横沼ⅩⅨ遺

跡

横沼ⅩⅩ遺

跡

横沼ⅩⅩⅠ

遺跡

横沼ⅩⅩⅠⅠ

遺跡

横沼Ⅹ ⅩⅠⅠⅠ

遺跡

-2 1-
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横沼ⅩⅩⅣ

遺跡

西久保遺跡

自前Ⅰ遺跡

自前ⅠⅠ遺跡

自前ⅠⅠⅠ遺跡

自前Ⅳ遺跡

自前Ⅴ遺跡

横沼Ⅹ ⅩⅣ遺跡は､標高約70mの北から南に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･山林及

び宅地である｡縄文土器､石錬､フレークが採集された｡

5　侍浜町白前地区(第19-21図､第10･11･15･16図版)

西久保遺跡は､標高約90-100mの南から北に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･山林

及び宅地である｡縄文土器､フレークが採集された｡

自前Ⅰ遺跡は､標高約90mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･山林である｡

縄文土器､フレークが採集された｡

自前ⅠⅠ遺跡は､標高約100mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡現状は桑畑である｡

縄文土器､フレークが採集された｡

自前ⅠⅠⅠ遺跡は､標高約110-120mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡

縄文土器､石鉄､フレークが採集された｡

自前Ⅳ遺跡は､標高約100-110mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地･

宅地である｡縄文土器､石匙､フレークが採集された｡

自前Ⅴ遺跡は､標高約140mの南東から北西に下る緩斜面に立地する｡現状は桑畑･牧草

地である｡縄文土器が採集された｡

番号 �)�Ykﾂ�県遺跡コード 偃ﾙ¥｢�遺構.遺物 傀ｨﾝﾙ&��備考 

1 ��ﾈｷi]ｸ�)�R�JGO1.1070 伜YWｩ&��縄文土器(早.前.後期)､石鉄､石斧 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨齷��ﾓ#2� 

2 俾���H�)�R�JGOO.1339 伜YWｩ&��縄文土器(前.中.後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨齷��ﾓ�ふCB�新規 

3 俾���HuH�)�R�JGOO.1356 伜YWｩ&��縄文土器(前.中.後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨齷��ﾓ3"�新規 

4 俾���HuHuH�)�R�JGOO.1345 伜YWｩ&��縄文土器(前期)､石鉄 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨齷���新規 

5 俾���x�)�R�JGOO.1375 伜YWｩ&��縄文土器(前.後期)､石匙 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨齷��ﾓ"ﾓ��新規 

6 俾����)�R�JGOO.2331 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨齷��2�新規 

7 俾����)�R�JGOO.2259 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬨齷��6s�3rﾘ,2�新規 

第19図　白前地区遺跡分布図
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番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 ��ﾈｷi]ｸ�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�傚[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLSs2�

2 ��ﾈｷi]ｸ�)�R�縄文土器深鉢 佰ｹ���8ﾘ�ｪI+��ﾉ[b� ��c�Y�ﾙLSsB�

3 ��ﾈｷi]ｸ�)�R�縄文土器深鉢 ���ﾚﾙ[b� ��c�Y�ﾙLSsR�

4 ��ﾈｷi]ｸ�)�R�縄文土器深鉢 ���ﾚﾙ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLSsb�

5 ��ﾈｷi]ｸ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLSsr�

6 ��ﾈｷi]ｸ�)�R�縄文土器搾鉢 �%��)xﾘ���ﾈ�8ﾚﾙ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLSs��

7 ��ﾈｷi]ｸ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLSs��

8 ��ﾈｷi]ｸ�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS���

9 俾���H�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[c��繊維含 ��c�Y�ﾙLS���

10 俾���H�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[c��繊維含 ��c�Y�ﾙLS�"�

ll 俾���H�)�R�縄文土器深鉢 几)��I+��ﾉ[b� ��c�Y�ﾙLS�2�

12 俾���H�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLSィ�

13 俾���H�)�R�縄文土器鉢? �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLSコ�

14 俾���HuH�)�R�縄文土器深鉢 丶ﾈｦｹZ�傚[jI+��ﾉ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLSッ�

15 俾���HuH�)�R�縄文土器深鉢 ���ﾚﾙ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLSビ�

16 俾���HuH�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b���*"��繊維含 ��c�Y�ﾙLSモ�

17 俾���HuH�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾅ)Z���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLSヲ�

18 俾���HuH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b��&��ﾘ����繊維含 ��c�Y�ﾙLS���

19 俾���HuH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLS���

20 俾���HuH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLS�"�

21 俾���HuH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS�2�

22 俾���HuHuH�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�*E$ﾊC�&��ﾘ����繊維含 ��c�Y�ﾙLS釘�

23 俾���HuC��)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�*E$ﾂ��繊維含 ��c�Y�ﾙLS迭�

24 俾���huH�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�*E$ﾂ��繊維含 ��c�Xｾh自LS澱�

25 俾���HuHuH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLS途�

26 俾���x�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾅ)Z���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLS唐�

27 俾���x�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�*E$ﾊC�&��ﾘ����繊維含 ��c�Y�ﾙLS湯�

28 俾���x�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�*E$ﾂ��繊維含 ��c�Y�ﾙLS����

29 俾���x�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLS����

30 俾���x�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�*E$ﾂ��繊維含 ��c�Y�ﾙLS��"�

31 俾���x�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�*E$ﾂ��繊維含 ��c�Y�ﾙLS��2�

32 俾���x�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�*E$ﾂ��繊維含 ��c�Y�ﾙLS��B�

33 俾���x�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�*E$ﾂ��繊維含 ��c�Y�ﾙLS��R�

34 俾���x�)�R�縄文土器深鉢 ���9>ｩ[b�*E$ﾂ��繊維含 ��c�Y�ﾙLS��b�

35 俾���x�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�Y�ﾙLS��r�

36 俾����)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾊDﾅ)%���>ｩ[jI^(�8ﾔR� ��c�Y�ﾙLS����

37 俾����)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS����

38 俾����)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS����

39 俾����)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾂ� ��c�Y�ﾙLS����

40 俾����)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾊDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS��"�

41 俾����)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS��2�

42 俾����)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾂ� ��c�Y�ﾙLS��B�

第20図　白前地区採集遺物(1)
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く> 0　　　　2:3　　　　5cm

計測値､重量の欄の( )内の数値は欠損晶の現存値

番号 �)�Ykﾂ�器種 佝��B�計測値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

43 俾���HuHuH�)�R�石鉄 兌ﾘｮ騁ﾈﾇ2�(3.6) ��紕�0.5 茶"絣��硬質貢岩 ��c�i�ﾙLScr� 

44 俾���x�)�R�石匙 偬8ﾆ��3.2 ��纈�0.5 �2�2�硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSc�� 

第21図　白前地区採集遺物(2)

自前Ⅵ遺跡

北野Ⅰ遺跡

北野ⅠⅠ遺跡

北野ⅠⅠⅠ遺跡

北野Ⅳ遺跡

北野Ⅴ遺跡

北野Ⅵ遺跡

北野Ⅶ遺跡

北野Ⅷ遺跡

北野Ⅸ遺跡

北野Ⅹ遺跡

-24-

自前Ⅵ遺跡は､標高約150mの北から南に下る緩斜面に立地する｡現状は桑畑･牧草地及

び畑地である｡縄文土器が採集された｡

6　侍浜町北野地区(第22-25図､第11 ･ 12･ 15･ 16図版)

北野Ⅰ遺跡は､標高は約170-180mである｡東から西に下る緩斜面及び斜面裾部まで遺跡

の範囲として示されているが､現状は牧草地及び山林であるため遺物の採集は不可能であっ

た｡縄文時代の遺跡として台帳登録されている｡

北野ⅠⅠ遺跡は､標高約170mの北から南に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡縄

文土器が採集された｡

北野ⅠⅠⅠ遺跡は､標高約160mの南から北に延びる丘陵上に遺跡の範囲が示されているが､

現状は山林であるため､遺物の採集は不可能であった｡縄文時代の遺跡として台帳登録され

ている｡

北野Ⅳ遺跡は､標高約175-180mの北西から南東に延びる丘陵に立地する｡現状は畑地で

ある｡弥生土器､フレークが採集された｡

北野Ⅴ遺跡は､標高約160mの南から北に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡縄

文土器が採集された｡

北野Ⅵ遺跡は､標高約170mの南から北に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡縄

文土器が採集された｡

北野Ⅶ遺跡は､標高約170mの南から北に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡縄

文土器､土師器が採集された｡

北野Ⅷ遺跡は､標高約175mの北から南に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡縄

文土器､土師器が採集された｡

北野Ⅸ遺跡は､標高約170mの西から東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡縄

文土器､フレークが採集された｡

北野Ⅹ遺跡は､標高約165mの北東から南西に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡



遺物の散布密度は濃く､縄文土器､石斧､蔽石､磨石､フレークなどが採集された｡

北野XI遺跡は､標高約170mの東から西に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である.縄　北野XI遺跡

文土器が採集された｡

1:25000
1000m

番号 �)�Ykﾂ�県遺跡コード 偃ﾙ¥｢�遺構.遺物 傀ｨﾝﾙ&��備考 

1 冉ｹnﾈuH�)�R�JGOO.1111 偖yx��R�縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩fｹnﾃ��ﾘ,3蔦2� 

2 冉ｹnﾈuHuH�)�R�JGOO.1263 伜YWｩ&��縄文土器(後期)､石器 倬鰻ﾉ*ﾈｹﾙ]ｹ7��#ふCRﾓR� 

3 冉ｹnﾈuHuHuH�)�R�JGOO.0077 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩g������旧北野Ⅰ11遺跡 

4 冉ｹnﾈux�)�R�JGOO.2106 伜YWｩ&��縄文土器､弥生土器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩fｹnﾃ��ﾓ�3�� 

5 冉ｹnﾈu�)�R�JGOO.0195 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩fｹnﾃ��ﾒﾓc2�新規 

6 冉ｹnﾈu�)�R�JGOO.1125 伜YWｩ&��縄文土器(前期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩fｹnﾃ��ﾓsr�新規 

7 冉ｹnﾈuｨ�)�R�JGOO.1117 伜YWｩ&��縄文土器(後期)､土師器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩fｹnﾃ��ﾓs��新規 

8 冉ｹnﾈuｸ�)�R�JGOO.2118 伜YWｩ&��縄文土器(後期)､土師器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩fｹnﾃ��ﾓ��"�新規 

9 冉ｹnﾈuﾈ�)�R�JGOO.2138 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩fｹnﾃ��ﾓ�コ�新規 

10 冉ｹnﾈuﾘ�)�R�JGOO.2231 伜YWｩ&��縄文土器(後期)､石斧､蔽石､磨石､フレーク 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩fｹnﾃ��ﾓ�2�新規 

ll 冉ｹnﾅ��)�R�JGOO.2244 伜YWｩ&��縄文土器(後期?) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩fｹnﾃ2ﾓ���新規 

第22図　北野地区遺跡分布図
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番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 冉ｹnﾈuHuH�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS��R�

2 冉ｹnﾈux�)�R�弥生土器深鉢 佰ｹ���9>ｩ[jI+��ﾊHﾏ�ﾍﾘ謇<ｹ[jE$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS��b�

3 冉ｹnﾈux�)�R�弥生土器深鉢 佰ｹ���9>ｩ[jI+��ﾊHﾏ�ﾍﾘ謇<ｹ[jE$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS��r�

4 冉ｹnﾈux�)�R�弥生土器深鉢 �+��ﾊHﾏ�ﾍﾘ謇<ｹ[jE$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS����

5 冉ｹnﾈux�)�R�弥生土器深鉢 �+��ﾊHﾏ�ﾍﾘ謇<ｹ[jE$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS����

6 冉ｹnﾈux�)�R�弥生土器深鉢 �+��ﾊHﾏ�ﾍﾘ謇<ｹ[jE$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS�#��

7 冉ｹnﾈux�)�R�弥生土器深鉢 �+��ﾊE$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS�#��

8 冉ｹnﾈux�)�R�弥生土器深鉢 �+��ﾊE$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS�#"�

9 冉ｹnﾈux�)�R�弥生土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS�#2�

10 冉ｹnﾈux�)�R�弥生土器深鉢 ���9>ｩ[b�*E$ﾂ�� ��c�Y�ﾙLS�#B�

ll 冉ｹnﾈu�)�R�縄文土器鉢 �+��ﾂ� ��c�Y�ﾙLS�#R�

12 冉ｹnﾈu�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS�#b�

13 冉ｹnﾈu�)�R�縄文土器深鉢 ���+��ﾉ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLS�#r�

14 冉ｹnﾈu�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLS�#��

15 冉ｹnﾈu�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�Y�ﾙLS�#��

16 冉ｹnﾈuｨ�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�Y�ﾙLS�3��

17 冉ｹnﾈuｨ�)�R�土師器碧 丶�-h8�7�4ｸ4ﾊI>�6�6b� ��c�Y�ﾙLS�3��

18 冉ｹnﾈuｸ�)�R�縄文土器深鉢 繁k9��� ��c�Y�ﾙLS�3"�

19 冉ｹnﾈuｸ�)�R�土師器嚢 丶�-h8�7�4ｸ4ﾊI>�6�6b� ��c�Y�ﾙLS�32�

20 冉ｹnﾈuﾈ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾊDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS�3B�

21 冉ｹnﾈuﾈ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾊDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS�3R�

22 冉ｹnﾈuﾈ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS�3b�

23 冉ｹnﾈuﾈ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS�3r�

24 冉ｹnﾈuﾈ�)�R�縄文土器深鉢 僞�鏈[b� ��c�Y�ﾙLS�3��

25 冉ｹnﾈuﾘ�)�R�縄文土器深鉢 ��ﾉ]H+Xﾏｹ|鶫k9[b� ��c�Y�ﾙLS�3��

26 冉ｹnﾈuﾘ�)�R�縄文土器深鉢 ��ﾉ]H+Xﾏｹ|鵐ﾅ)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS�C��

27 冉ｹnﾈuﾘ�)�R�縄文土器深鉢 ��ﾉ]H+Xﾏｸ傅I+��ﾉ[jDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS�C��

28 冉ｹnﾈuﾘ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS�C"�

29 冉ｹnﾈuﾘ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jIh���>ｩ[jDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS�C2�

30 冉ｹnﾈuﾘ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS�CB�

31 冉ｹnﾈuﾘ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jIh���>ｩ[jDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS�CR�

32 冉ｹnﾈuﾘ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS�Cb�

33 冉ｹnﾈuﾘ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�Y�ﾙLS�Cr�

34 冉ｹnﾈuﾘ�)�R�縄文土器深鉢 僞�鏈[b� ��c�Y�ﾙLS�C��

35 冉ｹnﾈuﾘ�)�R�縄文土器深鉢 冦Imｨ�9E�鏈[b� ��c�Y�ﾙLS�C��

36 冉ｹnﾈuﾘ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�Y�ﾙLS�S��

37 冉ｹnﾅ��)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�Y�ﾙLS�S��

第23図　北野地区採集遺物(1)
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0　　　　2:3　　　　5cm

0　　1:3　　10cm

計測値､重量の欄の( )内の数値は欠損晶の現存値

番号 �)�Ykﾂ�器種 佝��B�計測値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

38 冉ｹnﾈu�)�R�石匙? ��(3.1) 茶��2��(0.6) 茶�縒��硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSs�� 

39 冉ｹnﾈux�)�R�二次加工を有する剥片 ��4.3 �"纈�1.1 免ﾂ���硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSc�� 

40 冉ｹnﾈuﾘ�)�R�打製石斧 ��10.9 迭���3.2 �#��纈�硬砂岩 ��c�i�ﾙLSコ� 

41 冉ｹnﾈuﾘ�)�R�打製石斧 ��10.6 途紕�5.5 鉄Sr絣�花園閃緑岩 ��c�i�ﾙLSッ� 

42 冉ｹnﾈuﾘ�)�R�献石 ��7.3 途���5.1 �3cゅ��硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSビ� 

43 冉ｹnﾈuﾘ�)�R�敵石 ��4.3 釘繧�2.8 涛"纈�硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSモ� 

第24図　北野地区採集遺物(2)
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0　　1:3　　10cm

計測値､重量の欄の( )内の数値は欠損晶の現存値

番号 �)�Ykﾂ�券種 佝��B�計測値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

44 冉ｹnﾈuﾘ�)�R�敵石 ��5.0 迭縒�4.5 �#�R綯�閃緑岩 ��c�i�ﾙLSヲ� 

45 冉ｹnﾈuﾘ�)�R�磨石 ��8.6 ��"纈�4.3 都#�縒�花尚岩 ��c�i�ﾙLS��� 

46 冉ｹnﾈuﾘ�)�R�凍器 ��9.5 ��2�"�4.2 都cR���花尚閃緑岩 ��c�i�ﾙLS��� 

第25図　北野地区採集遺物(3)
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7　侍浜町本波地区(第26-28図､第12･ 13 ･ 16図版)

本波Ⅰ遺跡から本波XI遺跡については､ 『久慈市内遺跡詳細分布調査報告書Ⅰ 』で触れた

ため省略するが､本渡Ⅶ遺跡については採集遺物を前記報告書でとりあげなかったため今回

掲載する｡また､本波Ⅷ遺跡は遺物の散布が北側においても確認されたため､範囲が拡大した｡

本渡XB遺跡は､標高約150mの丘陵状の地形に立地する.現状は畑地である.縄文土器

が採集された｡

本波Ⅲ遺跡

番号 �)�Ykﾂ�県遺跡コード 偃ﾙ¥｢�遺構.遺物 傀ｨﾝﾙ&��備考 

1 冏ｹ6鑾H�)�R�JG10.0351 伜YWｩ&��縄文土器､土師器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩gｹFs蔦�RﾓR� 

2 冏ｹ6鑾HuH�)�R�JG10.0352 伜YWｩ&��縄文土器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩gｹFs��ﾓ�"ﾓ�� 

3 冏ｹ6鑾HuHuH�)�R�JG10.0353 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩gｹ6��6ss�� 

4 冏ｹ6鑾x�)�R�JG10.0364 伜YWｩ&��縄文土器､土師器 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩gｹ6��6s#R� 

5 冏ｹ6鑾�)�R�JG10.0025 伜YWｩ&��縄文土器､石鉄 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩gｹFs�"ﾓ3�� 

6 冏ｹ6鑾�)�R�JG10.0339 伜YWｩ&��縄文土器(前期)､石鍍 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩gｹFs�"� 

7 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�JG10.0305 伜YWｩ&��縄文土器(前.中.後期)､石鉄､フレーク 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩gｹFs���ｳ�� 

8 冏ｹFxuｸ�)�R�JG10.0332 伜YWｩ&��縄文土器(前期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩gｹFs��ﾓCRﾓ2�範囲拡大 

9 冏ｹFxuﾈ�)�R�JG10.0335 伜YWｩ&��縄文土器(前期)､石匙 倬鰻ﾉ*ﾈ詹gｹFsふr� 

10 冏ｹ6鑾ﾘ�)�R�JG10.0021 伜YWｩ&��縄文土器(前期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩gｹ6��"ﾓ3B� 

ll 冏ｹFxuh�)�R�JG10.0048 凅��S��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩gｹ6紕� 

12 冏ｹFxuｨ�)�R�JG10.0301 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩gｹ6����新規 

第26図　本波地区遺跡分布図
-29-



喝019-JE n2. ㊨B t郡,2号023鼠
21

16　　　　17

9.夢q5

D触b3｡妙口gD32亀033
29　　　　　　　　　　31

38　　　　　　　　40　　　　438　　39　　　40　　　41

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 冏ｹFxuｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b��yU#��繊維含 ��c�i�ﾙLS��

2 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�i�ﾙLS"�

3 冏ｹFxuｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLS2�

4 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 僥x�8ﾏｸ傅H謇<ｹ[jDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLSB�

5 冏ｹFxuｨ�)�R�縄文土器深鉢 僥x�8ﾏｸ傅H謇<ｹ[jDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLSR�

6 冏ｹFxuｨ�)�R�縄文土器深鉢 佰ｸ傚�YF8誧I+��ﾉ[jDﾅ)%���>ｩ[jIh���� ��c�i�ﾙLSb�

7 冏ｹFxuｨ�)�R�縄文土器深鉢 �� ��c�i�ﾙLSr�

8 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLS��

9 冏ｹFxuｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���>ｩ[jIh���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLS��

10 冏ｹFxuｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jH揵<ｸｴ�� ��c�i�ﾙLS���

ll 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�i�ﾙLS���

12 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾂ� ��c�i�ﾙLS�"�

13 冏ｹFxuｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�i�ﾙLS�2�

14 冏ｹFxuｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�i�ﾙLS�B�

15 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���>ｩ[jIh���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLS�R�

16 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�i�ﾙLS�b�

17 冏ｹFxuｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾊDﾅ)%���>ｩ[jIh���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLS�r�

18 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jIFx�8ﾏｹ|�� ��c�i�ﾙLS���

19 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[b� ��c�i�ﾙLS���

20 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾂ� ��c�i�ﾙLS#��

21 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�縄文土器鉢?義? �+��ﾂ� ��c�i�ﾙLS#���

22 冏ｹFxuｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾂ� ��c�i�ﾙLS#"�

23 冏ｹFxuｨ�)�R�縄文土器深鉢 僥x�8ﾏｸ傅HﾋI�ﾈ�8ﾚﾒ� ��c�i�ﾙLS#2�

24 冏ｹFxuｨ�)�R�縄文土器深鉢 侏I�ﾈ�8ﾚﾒ� ��c�i�ﾙLS#B�

25 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 侏I�ﾈ�8ﾚﾚDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLS#R�

26 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 繁k9��� ��c�i�ﾙLS#b�

27 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 佰ｹ���5ﾙ>ｩ[jDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLS#r�

28 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLS#��

29 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLS#��

30 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���>ｩ[jIh���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLS3��

31 冏ｹFxuｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jE$ﾉ%���>ｩ[jIh���>ｩ[b�朱塗り ��c�i�ﾙLS3��

32 冏ｹFxuｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jDﾅ)%���>ｩ[jIh���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLS3"�

33 冏ｹFxuｨ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾉ[jH苓ﾆ�謇<ｹ[jDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLS32�

34 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�補修孔 ��c�i�ﾙLS3B�

35 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 僞�鏈[b� ��c�i�ﾙLS3R�

36 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 冦Imｨ�9E�鏈[b� ��c�i�ﾙLS3b�

37 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�縄文土器深鉢 冖9[b� ��c�i�ﾙLS3r�

38 冏ｹ6鑾ｸ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�i�ﾙLS3��

39 冏ｹ6鑾ｸ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�i�ﾙLS3��

40 冏ｹFxuX�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLSC��

41 冏ｹFuⅤ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLSC��

第27図　本波地区採集遺物(1)
-3 0-



幡峰6
FZ==さ

く>

0　　　1:3　　10cm

計測値､重量の欄の( )内の数値は欠損晶の現存値

番号 �)�Ykﾂ�器種 佝��B�計測値(単位cm) 劍�|｢��%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

42 冏ｹFxuｨ�)�R�石鍍 兌ﾘｮ駝8ﾇ2�2.8 ��繧�0.3 ���"�硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSs�� 

43 冏ｹFxuｨ�)�R�石鉄 �ｨｮ駝8ﾇ2�(2.4) ���2�0.4 茶�����硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSs"� 

44 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�石蕗 兌ﾘｮ騁ﾈﾇ2�2.7 ��綯�0.5 ��紕�硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSs2� 

45 冏ｹFxuｨ�)�R�石鋲 �<ｨｮ騁ﾈﾇ2�(2.0) ���2�0.4 茶�����硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSsB� 

46 冏ｹFxuｨ�)�R�石鍍 兌ﾘｮ騁ﾈﾇ2�(1.2) 茶��"��(0.2) 茶��2��硬質貢岩 ��c�i�ﾙLSsR� 

47 冏ｹFxuｨ�)�R�スクレイパー ��6.8 釘�2�2.2 田2���チャート ��c�i�ﾙLSsb� 

48 冏ｹ6鑾ｨ�)�R�打製石斧 ��(7.3) 茶B綯��3.1 茶�Sゅ���硬砂岩 ��c�i�ﾙLS�"� 

49 冏ｹFxuｨ�)�R�打製石斧 ��(8.9) 迭絣�(2.4) 茶���紕��花尚岩 ��c�i�ﾙLS釘� 

50 冏ｹFxuｨ�)�R�打製石斧 ��ll.0 迭絣�3.6 �#唐���花南閃緑岩 ��c�i�ﾙLS�2� 

第28図　本波地区採集遺物(2)
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長崎遺跡

堀切Ⅰ遺跡

堀切ⅠⅠ遺跡

8　侍浜町長崎･堀切地区(第29･30図､第13･16図版)

長崎遺跡は､東西にそれぞれ沢が北流し､南から北に延びる標高約110mの丘陵上に立地

する｡現状は畑地及び宅地である｡縄文土器､磨石が採集された｡

堀切Ⅰ遺跡は､標高約150mの北西から南東に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地及び宅

地である｡縄文土器､フレークが採集された｡

堀切ⅠⅠ遺跡は､標高約160mの北東から南西に下る緩斜面に立地する｡現状は畑地である｡

縄文土器､フレークが採集された｡

1:25000　1000m

番号 �)�Ykﾂ�県遺跡コード 偃ﾙ¥｢�遺構.遺物 傀ｨﾝﾙ&��備考 

1 �+xﾞ�)�R�JG60.2043 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩g����ﾓ"�新規 

2 冏���H�)�R�JFO9.0362 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩g�����ﾓSRﾓ�2�新規 

3 冏���HuH�)�R�JFO9.1333 伜YWｩ&��縄文土器(後期) 倬鰻ﾉ*ﾈ鬩g������新規 

第29図　長崎･堀切地区遺跡分布図
-32-



戯□1　　　　　∈壬当

8

0　　1:3　　10cm

番号 �)�Ykﾂ�器種 兌ivﾂ�備考 們ｩ���ﾙLR�

1 �+xﾞ�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾂ�繊維含 ��c�i�ﾙLSC"�

2 �+xﾞ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLSC2�

3 �+xﾞ�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLSCB�

4 �+xﾞ�)�R�縄文土器深鉢 冖9[jI.ｩYH6�6b�繊維含 ��c�i�ﾙLSCR�

5 冏���H�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�i�ﾙLSCb�

6 冏���H�)�R�縄文土器深鉢 版)%���>ｩ[b�繊維含 ��c�i�ﾙLSCr�

7 冏���H�)�R�縄文土器深鉢 �+��ﾊDﾅ)%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLSC��

8 冏���H�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[b� ��c�i�ﾙLSC��

9 冏���HuH�)�R�縄文土器深鉢 �$ﾉ%���>ｩ[c��繊維含 ��c�i�ﾙLSS��

計測値､重量の欄の( )内の数値は欠損品の現存値

番号 �)�Ykﾂ�器種 佝��B�計測値(単位cm) 剿ﾈ�|｢�ﾂ�%�絹r��石質 們ｩ���ﾙLR�備考 
長さ 兀ﾒ�厚さ 

10 �+xﾞ�)�R�磨石 �&ilｨ蓼ｧ�ﾆ��7.5 ��2紕�6.7 塔cR龝2�砂岩 ��c�i�ﾙLS迭� 

第30図　長崎･堀切地区採集遺物

-3 3-



9　まとめ

今回の分布調査対象地である侍浜町において､埋蔵文化財包蔵地として遺跡台帳に登録されている遺跡数

は73箇所であった｡以前に､岩手県教育委員会文化課によって侍浜町の東半部の分布調査が実施され､多く

の遺跡が発見された｡今回の分布調査の結果､さらに46箇所の遺跡が発見された｡市内の他地域と比較する

と､遺跡の分布密度はきわめて濃く､特に海岸線付近は顕著である｡

遺跡の分布密度が濃い要因として次のことが考えられる｡侍浜町は太平洋に面しており､海岸段丘の発達

によって広い平坦面が形成されている｡居住可能な空間が広いうえ選択余地もあること､海岸に近いため海

産資源に恵まれていたことがあげられる｡さらに､平坦面において畑地利用されている箇所が比較的多く､

遺物の表面採集が可能な面積が広いこともあげることができる｡

遺跡の時期についても特徴が認められ､海岸付近に縄文時代早期に属する遺跡が多くみられる｡桑畑ⅩⅥ

遺跡､外屋敷Ⅰ遺跡､向町ⅠⅠ遺跡､横沼Ⅹ ⅠⅠⅠ遺跡､西久保遺跡等が早期に属する遺跡である｡市内の他地域

においては縄文時代早期の遺跡はあまり確認されておらず､侍浜町における縄文時代早期に属する遺跡の密

度は特記すべきことである｡また､縄文時代早期以降､縄文時代前期～晩期､弥生時代､古代にかけて各期

の遺跡の所在が確認されるが､古代に属する遺跡の数は極端に減少する｡弥生時代に属する遺跡は他地域に

おいても分布密度は薄いが､古代の遺跡については､侍浜町全体の遺跡の分布密度からみると少なく､土師

器などはあまり採集されなかった｡

また､新規発見の桑畑ⅩⅦ遺跡は縄文期の遺跡であるが､遺物の散布量が多く､土器の他､石のフレーク

が多量に採集されており､集落跡が存在する可能性が高い｡
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桑畑Ⅰ遺跡

桑畑ⅠⅠⅠ遺跡

桑畑Ⅵ遺跡

桑畑Ⅷ遺跡

桑畑ⅠⅠ遺跡

桑畑Ⅴ遺跡

桑畑Ⅶ遺跡

桑畑Ⅸ遺跡
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第1図版　桑畑地区遺跡



桑畑Ⅹ遺跡

桑畑Ⅹ Ⅴ遺跡

桑畑Ⅹ Ⅶ遺跡

桑畑Ⅹ Ⅸ遺跡
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桑畑xI遺跡

桑畑Ⅹ Ⅵ遺跡

桑畑ⅩⅧ遺跡

外屋敷Ⅰ遺跡

第2図版　桑畑･外屋敷地区遺跡



外屋敷ⅠⅠ遺跡

外屋敷Ⅳ遺跡

外屋敷Ⅵ遺跡

外屋敷Ⅷ遺跡

外屋敷ⅠⅠⅠ遺跡

外屋敷Ⅴ遺跡

外屋敷Ⅶ遺跡
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外屋敷Ⅸ遺跡

第3図版　外屋敷地区遺跡



外屋敷Ⅹ遺跡

外屋敷Ⅱ遺跡

外屋敷Ⅹ Ⅳ遺跡
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外屋敷Ⅹ Ⅵ遺跡

外屋敷xI遺跡

外屋敷Ⅹ ⅠⅠⅠ遺跡

外屋敷Ⅹ Ⅴ遺跡

外屋敷Ⅹ Ⅶ遺跡

第4図版　外屋敷地区遺跡



外屋敷Ⅹ Ⅷ遺跡

本町ⅠⅠ遺跡

本町Ⅳ遺跡

木戸場遺跡

本町Ⅰ遺跡

本町ⅠⅠⅠ遺跡

本町Ⅴ遺跡
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向町Ⅰ遺跡

第5図版　外屋敷･本町･向町地区遺跡



向町ⅠⅠⅠ遺跡

向町Ⅴ遺跡

向町Ⅶ遺跡

向町Ⅸ遺跡
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向町Ⅳ遺跡

向町Ⅵ遺跡

向町Ⅷ遺跡

向町Ⅹ遺跡

第6図版　向町地区遺跡



向町XI遺跡

保土沢北遺跡

保土沢ⅠⅠⅠ遺跡

保土沢Ⅴ遺跡

保土沢ⅠⅠ遺跡

保土沢南遺跡

保土沢Ⅳ遺跡
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横沼Ⅰ遺跡

第7図版　向町･保土沢･横沼地区遺跡



横沼ⅠⅠ遺跡

横沼Ⅳ遺跡

横沼Ⅵ遺跡

横沼Ⅸ遺跡

-42-

横沼ⅠⅠⅠ遺跡

横沼Ⅴ遺跡

横沼Ⅶ遺跡

第8図版　横沼地区遺跡

横沼Ⅹ遺跡



横沼XI遺跡

横沼Ⅹ ⅠⅠⅠ遺跡

横沼Ⅹ Ⅴ遺跡

横沼Ⅹ Ⅶ遺跡

横沼Ⅶ遺跡

横沼Ⅳ遺跡

横沼Ⅹ Ⅵ遺跡

-43-

横沼ⅩⅧ遺跡

第9図版　横沼地区遺跡



横沼Ⅹ Ⅸ遺跡

横沼ⅩⅩ Ⅰ遺跡

横沼Ⅹ Ⅹ ⅠⅠⅠ遺跡

西久保遺跡
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横沼Ⅹ Ⅹ遺跡

横沼Ⅹ Ⅹ ⅠⅠ遺跡

横沼Ⅹ ⅩⅣ遺跡

自前Ⅰ遺跡

第10図版　横沼･白前地区遺跡



自前ⅠⅠ遺跡

自前Ⅳ遺跡

自前Ⅵ遺跡

北野Ⅳ遺跡

自前ⅠⅠⅠ遺跡

自前Ⅴ遺跡

北野ⅠⅠ遺跡

第11図版　自前･北野地区遺跡

北野Ⅴ遺跡
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北野Ⅵ遺跡

北野ⅠⅠⅠ遺跡

北野Ⅹ遺跡
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本波Ⅶ遺跡

北野Ⅶ遺跡

北野Ⅸ遺跡

北野XI遺跡

本波Ⅷ遺跡

第12図版　北野･本渡地区遺跡



本波Ⅶ遺跡

掘切Ⅰ遺跡 掘切ⅠⅠ遺跡

1-3桑畑ⅠⅠ､ 4-13桑畑Ⅴ､ 14-18桑畑Ⅶ､ 19-21桑畑Ⅷ､ 22-27桑畑Ⅸ､ 28-30 ･ 32桑畑Ⅹ､

31 ･ 33-37桑畑XI､ 38-42桑畑Ⅹ V､ 43-62桑畑Ⅹ Ⅵ､ 63-72桑畑ⅩⅦ

第13図版　本波･長崎･堀切地区遺跡､採集遺物(1)
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1-29桑畑ⅩⅦ､ 30-33桑畑ⅩⅧ､ 34-36桑畑Ⅹ Ⅸ､ 37-44外屋敷Ⅰ ､ 45-48外屋敷ⅠⅠ､ 49 ･ 50外屋敷Ⅳ､

51 ･ 52外屋敷Ⅴ､ 53-60外屋敷Ⅶ､ 61-66外屋敷Ⅷ､ 67-71外屋敷Ⅸ､ 72-80外屋敷Ⅹ､ 81外屋敷刃､

83-88外屋敷Ⅹ ⅠⅠ1､ 82 ･ 89-92外屋敷Ⅹ Ⅳ､ 93-103外屋敷Ⅹ Ⅴ､ 104-107外屋敷ⅩⅥ､ 108-112外屋敷ⅩⅦ､

113 ･ 114本町Ⅰ ､ 115本町ⅠⅠⅠ､ 116-119本町Ⅳ､ 120-124本町Ⅴ､ 125-131木戸場､ 132 ･ 133向町Ⅰ ､

134-149向町ⅠⅠ､ 150-156向町ⅠⅠⅠ､ 157 ･ 158向町Ⅳ､ 159 ･ 160向町Ⅴ､ 161 ･ 162向町Ⅶ､ 163 ･ 164向町ⅤⅠIl､

165向町Ⅸ､ 166 ･ 167向町Ⅹ､ 168 ･ 169向町XI､ 170-172保土沢II､ 173-176保土沢III､ 177-179保土沢Ⅳ

第14図版　採集遺物(2)



1保土沢Ⅴ､ 2 ･ 3横沢Ⅰ ､ 4横沼ⅠⅠⅠ､ 5-9横沼Ⅳ､ 10-13横沼Ⅵ､ 14横沼Ⅷ､ 15 ･ 16横沼Ⅸ､ 17-19横沼Ⅹ､

20-23横沼XI､ 24-28横沼XK､ 29-34横沼Ⅹ ⅠⅠ1､ 35-37横沼Ⅹ Ⅳ､ 38 ･ 39横沼Ⅹ V､ 40-42横沼Ⅹ Ⅵ､

43-45横沼ⅩⅦ､ 46-49横沼ⅩⅧ､ 50 ･ 51 ･ 55横沼ⅩⅨ､ 52-54横沼Ⅹ Ⅹ､ 56-62横沼Ⅹ Ⅹ Ⅰ ､

63-65横沼Ⅹ Ⅹ ⅠⅠ､ 66-70横沼Ⅹ ⅩⅠⅠⅠ､ 71 ･ 72横沼Ⅹ ⅩⅣ､ 73-80西久保､ 81-85自前Ⅰ､ 86-93自前ⅠⅠ､

94-97自前ⅠⅠⅠ､ 98-107自前Ⅳ､ 108-110自前Ⅴ､ 111-114自前Ⅵ､ 115北野ⅠⅠ､ 116-124北野Ⅳ､

125 ･ 126北野Ⅴ､ 127-129北野Ⅵ､ 130 ･ 131北野Ⅶ､ 132 ･ 133北野Ⅷ､ 134-138北野Ⅸ､ 139-150北野Ⅹ､

151北野XI

第15図版　採集遺物(3)
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1-37本渡Ⅶ､ 38 ･ 39本波Ⅷ､ 40 ･ 41本渡XK､ 42-45長崎､ 46-49堀切Ⅰ ､ 50堀切II､ 51桑畑II､ 52 ･ 53桑畑XI､ 54 ･ 55桑畑ⅩⅥ､ 5

6-58 ･ 77桑畑ⅩⅦ､ 78桑畑ⅩⅧ､ 59外屋敷ⅠⅠ､ 60-62 ･ 80外屋敷Ⅹ Ⅴ､ 79外屋敷Ⅹ､

81 ･82外屋敷ⅩⅥ､ 63･64向町ⅠⅠ､ 8向町Ⅳ､ 65･66保土沢ⅠⅠ､ 84横沼Ⅹ Ⅹ､ 67自前ⅠⅠⅠ､ 68自前Ⅳ､ 70北野Ⅵ､

85-91北野Ⅹ､ 71-76 ･ 92-94本波Ⅶ､ 95長崎

第16図版　採集遺物(4)
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