














１ 本書は、三重県教育委員会が昭和43年度から平成19年度まで、三重県が平成20年度から令和3年度まで、文化庁

の国庫補助等を受けて実施した史跡斎宮跡の発掘調査の中で、史跡東半に位置する方格街区（方格地割）内の西加

座南区画での発掘成果のうち、遺構写真をまとめたものである。遺構とその総括・出土遺物とその総括および写真

を掲載したものは別途刊行予定である。

２ 遺構写真はそれぞれ調査次数順に掲載した。掲載した遺構番号は、遺構編の番号と一致する。

３ 本書に関連する遺構表示記号は次のとおりである。過年度の概報等での表記はこれに替えて表記した。

ＳＡ：塀・柱列 ＳＢ：掘立柱建物 ＳＤ：溝 ＳＥ：井戸 ＳＦ：道路 ＳＫ：土坑 ＳI：竪穴建物

ＳＺ：落ち込み・その他

４ 掲載した写真は、当該調査年度の担当者が撮影し、本書の編集は斎宮歴史博物館調査研究課の大川勝宏が行った。

５ 報告書の刊行にあたっては、「斎宮跡調査研究指導委員」の各委員の指導・助言を受けている。本書刊行時点の

委員は下記のとおりである。（五十音順 敬称略）

浅野 聡（三重大学大学院教授） 稲葉信子（筑波大学名誉教授） 小澤 毅（三重大学教授）

金田章裕（京都大学名誉教授） 京樂真帆子（滋賀県立大学教授） 黒田龍二（神戸大学名誉教授）

仁藤智子（国士舘大学教授） 増渕 徹（京都橘大学教授） 本中 眞（奈良文化財研究所長）

本橋裕美（愛知県立大学准教授） 渡邊 寛（皇學館大学名誉教授） 綿貫友子（神戸大学大学院教授）
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要 約

史跡斎宮跡の第４次の正報告書として、史跡東部の方格街区（地割）内の西加座南区画の総

括に着手し、その遺構写真の集成を行った。

西加座南区画では、平安時代初期の「神殿」と想定される掘立柱塀の囲みとＬ字形配置の掘

立柱建物、平安時代前期の５間×２間の東西棟の掘立柱建物が規則的に配置されていたことの

他、小型模造品など祭祀的な遺物の出土が多いことなどが確認されている。
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