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１　令和３年度長岡市内遺跡発掘調査の概要

（１）長岡市の地勢

　長岡市は、新潟県のほぼ中央部に位置しており、面積は891㎢におよぶ。市の中央部を日本一の長さと

流水量を誇る信濃川が縦断し、その両岸に肥沃な沖積平野が広がっている。平野の東西には、東山丘陵と

西山丘陵と称される東頸城丘陵がそれぞれ連なっている。東山丘陵の東、栃尾地域の南東方面には、越後

山脈に属する標高1,537ｍの守門岳がそびえる一方、市域の北側の寺泊地域では日本海に面して約16㎞の

南北に延びる海岸線を持つ。このように長岡市の地形は、山岳地帯から丘陵・平野・海岸部に至り、非常

に変化に富んでいる点に特徴がある。その地勢的な要因から、それぞれの地域によって特色ある歴史、文

化が育まれてきている。

（２）調査の概要　

　令和３年度に遺跡の本発掘調査はなかったが、試掘・確認調査は６件実施された。このほか、諸開発に

伴う立会調査を５件実施した。本発掘調査は平成21年度をピークに平成25年度まで横ばいに進んだが、以

降徐々に減少し平成28年度以降は１件のみとなっている。また、昨年度12件だった試掘・確認調査の件数

は、今年度は６件と減少した。しかし、直近10年間の調査数は昨年を除き毎年10件に満たない調査数となっ

ており、横ばい傾向となっている。立会調査件数は令和元年度をピークに減少している。調査原因をみて

みると、県営圃場整備事業のほか、道路建設・拡幅などの公共工事や住宅建設、探鉱施設整備などの民間

開発の多岐にわたる原因により調査がなされてきている。

　本年度実施した調査の主な結果について概観する。県営圃場整備事業に伴う試掘調査は寺泊地区と長岡

地区で実施された。寺泊平野新地区においては、調査範囲内にいくつかの遺跡が知られているが、今回の

調査では遺構・遺物は確認されなかった。また、長岡西地区では、周知の遺跡である下屋敷遺跡の範囲か

ら土坑や井戸、溝の遺構と土師器、須恵器が出土した。今回の調査で下屋敷遺跡の範囲が把握できたこと

は大きな成果となった。市道改良事業に伴う転堂遺跡の確認調査では、一部で土坑やピット、縄文土器を

検出しており、来年度本発掘調査を実施する予定である。その他の調査では遺物、遺構の検出は見られず、

事業において影響がないことが確認されたため事業がすすめられることになった。

地域 地区 調査原因 結果など
寺泊 寺泊（平野新）地区 県営圃場整備 試掘　遺構なし／青磁

与板 与板柳之町地区 こども園建設 試掘　遺構・遺物なし

三島 瓜生館跡 ボーリング調査 立会　遺構・遺物なし

長岡

長岡城跡（大手通２丁目） 集合住宅建設 立会　遺構・遺物なし　※令和３年３月実施
長岡城跡（関東町） 店舗建替工事 立会　遺構・遺物なし　
深沢地区 探鉱施設整備 試掘　遺構・遺物なし

転堂遺跡 市道改良工事 確認　土坑／縄文土器・石器

宮本・大積地区 スマートIC整備 試掘　遺構・遺物なし

長岡西地区 県営圃場整備 試掘　溝、土坑、ピット／須恵器、土師器、珠洲焼

岩野原西遺跡隣接地 公園整備 立会　遺構・遺物なし
栃尾 杜々森遺跡隣接地 電柱関連工事 立会　遺構・遺物なし

越路
岩田遺跡 国道改良工事 確認　遺構・遺物なし　※令和３年３月実施

本条遺跡 個人住宅建設 立会　遺構・遺物なし

第１表　令和３年度長岡市内遺跡調査一覧（本書掲載の調査はゴシック体で示した）
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調査の結果　試掘確認調査に際し県振興局から提示された事業計画案では、削平を伴う田面調整が予定さ

れていなかったため、今回の調査では排水路・パイプライン・揚水機場が予定される箇所にのみトレンチ

を設定し、面工事だけが予定される部分は調査の対象から外した。調査対象地内に1.5ｍ ×2.5ｍの試掘ト

レンチを計74か所設定した（第５～８図）。調査地内の土層は大きく２つのタイプに分けられる（第４図）。

田尻・敦ヶ曽根および万善寺の北側の12～17・70～74トレンチ等では、深度の差はあるもののしまりのあ

る粘土質の基盤層が認められ比較的安定した地盤である。一方、万善寺の南側および高内地内の大半のト

レンチではガツボ（植物遺体）を多く含む腐植土層が認められる軟弱な地盤であった。それを裏付けるか

のように、高内地内では近代の地盤改良に伴う客土の痕跡が随所で確認されている。

　調査の結果、遺構や遺物包含層は確認できなかった。遺物は周知の堂山遺跡に近接する27トレンチで13

世紀の青磁椀の破片が１点出土した。堂山遺跡からの流れ込みとも考えられる。今年度の調査対象地やそ

の周辺にはこの堂山遺跡（時期不明）を始め、船行寺跡（時期不明）、敦ヶ曽根狐塚遺跡（古代）、経田遺跡（縄

文）等、周知の遺跡が少なからず存在するため、今回の試掘確認調査により新たな遺跡が発見されること

も想定していたが、少なくとも今回の調査深度の限りにおいては新たな遺跡は確認できなかった。

写真３　調査風景（掘削）

第４図　土層柱状図（1/20）

写真４　調査風景（埋戻し）

1　耕作土　　　　 5　シルト

2　床土　　　　　 6　ガツボ

3　粘質土　　　　 7　粘土

4　砂質土　　　　 8　客土
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写真13　48トレンチ

写真11　24トレンチ

写真９　11トレンチ

写真７　１トレンチ

写真14　49トレンチ

写真12　27トレンチ

写真10　13トレンチ

写真８　５トレンチ
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３　与板柳之町地区試掘調査

　調 査 地　　　長岡市与板町与板字柳之町乙地内　　　　調査面積 　　　９㎡（対象面積5,060㎡）

　調査期間　　　令和３年10月13日　　　　　　　　　　　調査担当 　　　加藤　由美子

調査に至る経緯　令和３年５月26日、長岡市教育委員会

は、社会福祉法人光寿福祉会（以下、事業者）と与板こ

ども園建設事業に係る埋蔵文化財の取扱いについての協

議を行った。事業予定地には周知の遺跡は存在しないが、

近年周辺の田んぼで遺物が採集されており未発見の遺跡

が存在する可能性もあるため、開発に先立ち試掘調査を

実施し遺跡の有無を確認することとした。

調査地の概要　調査地は信濃川左岸の西山丘陵裾部の末

端に位置している。標高は15.5m、現況は水田である（第

９図）。今回は事業予定地のうち園舎建設が予定される範囲に

１ｍ×1.5ｍの試掘トレンチを６か所設定した（第10図）。表土

以下は粘質土が主体のしまりのある土層が堆積し、一部にガツ

ボ（植物遺体）層を薄く挟むが非常に安定した地盤である（第11

図）。調査の結果、遺構・遺物ともに確認できなかっため、事

業予定地内には遺跡は存在しないと判断した。

写真15　調査地全景 写真16　２トレンチ

第９図　調査位置図（1/20,000）

調査対象地調査対象地

第10図　トレンチ配置図（1/2,500） 第11図　土層柱状図（1/20）
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3　灰黄粘質土（やや砂質）

4　暗灰黄粘質土

5　茶褐ガツボ混粘質土

6　灰褐～青灰粘質土

1　耕作土

2　暗褐粘質土
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写真23　143T 断面

写真21　66T 完掘

写真19　35T 断面

写真17　調査前現況

写真24　出土遺物

写真22　78T 完掘

写真20　51T 完掘

写真18　７T完掘
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ふりがな
所収遺跡名

ふりがな
所在地

コード 北緯
調査期間 調査面積 調査原因

市町村 遺跡番号 東経
どうやまいせき

堂山遺跡
にいがたけんながおかしてらどまりばんぜんじあざおおつぼ

新潟県長岡市寺泊万善寺字大坪203,204ほか 152021 1056 376106
1388229

20211001
20211110  3.6㎡ 確認調査

せんぎょうじあと

船行寺跡
にいがたけんながおかしてらどまりばんぜんじあざまえだ

新潟県長岡市寺泊万善寺字前田310-1ほか 152021 1080 376083
1388222

20211001
20211110  3.6㎡ 確認調査

ころびどういせき

転堂遺跡
にいがたけんながおかしかみのぞきまちこう

新潟県長岡市上除町甲1964番地ほか 152021 15 372704
1384653

20210416
20210416 24.3㎡ 確認調査

いわたいせき

岩田遺跡
にいがたけんながおかしさわげじょうあざいわた

新潟県長岡市沢下条字岩田 152021 413 372355
1384535

20210323
20210323 27.6㎡ 確認調査

ふりがな
所収遺跡名 種別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

どうやまいせき

堂山遺跡 遺物包含地 古代 なし 青磁 なし

せんぎょうじあと

船行寺跡 寺院跡 不明 なし なし なし

ころびどういせき

転堂遺跡 遺物包含地 縄文時代 土坑 縄文土器、石器 なし

いわたいせき

岩田遺跡 遺物包含地 古代 なし なし なし


