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序

埋蔵文化財は、文献史料のない時代はもちろん、文献等が残されている時代でも、県内各

地域の歴史 0文化について、具体的な生活の姿を伝える貴重な資料であり、個性豊かな地域

遺産として欠かせないものです。

県内には現在14,000か所を越える遺跡 (埋蔵文化財包蔵地)があり、平成15年度も佐久市

一本柳遺跡群では弥生時代～平安時代にかけての竪穴住居跡が100軒以上調査され、また茅

野市中村・外垣外遺跡ではこ平安時代の土坑墓から人稜鏡と鉄鐸が出土するなど、注目を集

める調査成果が各地で得られました。こうした調査状況や成果を的確に把握し、その情報を

積極的に公開していくことは埋蔵文化財保護行政を進めていく上での基本的な取り組みで

あると考えます。

この「長野県埋蔵文化財発掘調査要覧」は、昭和 45年度の創刊以来不定期に刊行されて

きましたが、平成 6年度からは毎年発刊され、今回で 15冊 目となります。1本書では平成 15

年度の埋蔵文化財保護行政の現状と発掘調査の概要や県内史跡の保存 0整備・活用状況をま

とめました。平成 15年度は千曲市の屋代遺跡群出土木簡が県宝に指定され、全国的にも重

要な資料とされてきた出土品にあらためて注目が集まった年でもありました。

一方、埋蔵文化財包蔵地内では、道路建設や農業基盤整備などの公共事業に加えて、民間

の宅地造成事業や個人住宅建設が行われるなど、依然として多くの開発事業が行われていま

す。埋蔵文化財の保護を進めるためには、各種開発事業者の方々をはじめ関係機関との適切

な調整はもちろんのこと、県民の皆様の御理解と御協力がますます重要になうておりますが、

本書がその一助となれば幸いです。

本書の刊行に際して、市町村教育委員会等から資料の提供等の御協力をいただきました。

ここに厚く感謝申し上げます。

平成 17年  3月

長野県教育委員会教育長職務代理者

小 林 正 佳



例  言

1 本書は、平成 15年度における埋蔵文化財保護行政の状況と長野県内で実施された埋蔵文化財包

蔵地剛 )の調査概要をまとめたものである。なお、事務手続き上、平成 15‐ 年度中に文化財 0生

涯学習課埋蔵文化財係において、届出や報告について受け入れたものを基本としている。

2 平成 15ヽ年度の普及公開活動と指定文化財及び本発掘調査の概要を作成するについては、市町村

教育委員会、野尻湖発掘調査団、倶わ長野県文化振興事業団長野県埋蔵文化財センター、長野県立

歴史館の協力を得た。

3 平成 15年度の調査概要については、以下の項目を掲載した。

(1)本発掘調査

ア 文化財保護法第 57条第 1項または第 田条の 2第 1項の規定により発掘届、発掘終了報告が

提出された発掘調査及び史跡等の現状変更に伴 う発掘調査の概要を掲載した。

イ 年度は、1原則として県教育委員会が発掘届 (通知)を受理した臨点とした。

ウ 記載項目の内容については、次のJ点に留意した。

②遺跡の時代      旧石器、縄文、弥生、古墳、奈良、平安、中世、近世の別とした。

⑨検出遺構      原則として追精名 0数量 (時期)の力買とした。

なお、OO址は00跡、土墳は土坑とした。

⑩出土遺物       記述は時代または時期の順とした。

①所見・特記事項    発掘主体者の所見等に従つた。

0)試掘 。確認調査

ア 埋蔵文化財試掘・確認調査報告をもとに作成した。

イ 年度は、原則として県教育委員会が試掘 :確認調査報告を受理した時′点とした。

(3)工事立会

ア 文化財保護法第 57条の2または3の規定により土木工事に伴う発掘届 (通知)が提出された

もののうち、工事立会として処理したものを掲載した。

イ 年度は、原則として土木工事発掘届 (通知)を受理した時′点とした。

4 発掘調査された遺跡の写真ほか、掲載写真については、当該市町村教育委員会及び長野県立歴

史館・長野県埋蔵文化財センターから提供を受けた。

5 第Ⅲ章 長野県内の史跡及び特別史跡について、要覧 15では平成 15年度までに指定された国指

定史跡に限つて掲載した。またく整備状況と現状、活用状況、現地への交通手段については、当

該市町村教育委員会から提出された調査書をもとに作成した。_

6 平成 15年 9月 1日 付けで更埴市・戸倉町 0上山田町が合併し千曲市となったが、本冊子におい  :
て平成 15年度の旧3市町すべての事業について千曲市と表記した。
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I 平成 15年度の埋蔵文化財保護行政

埋蔵文化財保護行政の動向

本年度の発掘調査の主要な成果として以下の三点をあげたい。

まず第一点は、県埋蔵文化財センターの調査で、茅野市中村・外垣外遺跡の平安時代の土坑墓から

祭祀の道具である鉄鐸 2個 と2面の青銅の人稜鏡が出土したことである。鉄鐸、人稜鏡 とも特別な立

場にいた人が使つたとされ、墓から副葬品としてそろつて出土したのは県下初である。さらに、墓に

埋葬されたのは諏訪信仰 とかかわりの深い人物の可能性が高いと考えられ、諏訪信仰を研究する上で

貴重な資料になるだろう。二点日は、信濃町貫ノ木遺跡の整理作業の過程で、出土した隆起線文土器′

が放射線炭素年代測定 (AMS法)に よつて、およそ 15,500年前という縄文時代最古級の年代値が

与えられ全国的に注目を浴びる成果を得たことである (調査は平成 H年度 10月 に実施)。 三点日は、

下諏訪町教育委員会により下諏訪町星ヶ塔ですすめられた黒曜石原産地遺跡調査で、石器材料の黒曜

石を岩脈から直接取つた縄文晩期の採掘坑跡を検出したことである。地下の黒曜石岩脈の直接採取は

国内では他に類例がない。霧ヶ峰・和田峠周辺は縄文時代の一大黒曜石供給地と位置づけられており、

このことの象徴的な遺構 として貴重なものである。

平成 14年 3月 26日 付 13教文第 719号に基づき設定された「長野県埋蔵文化財センターあり方検

討会」から「同センターのあり方に関する提言」が平成 15年 2月 28日 付けで提出された。県では、

行政機構審議会を中心として外部団体の組織改革が進められており、この提言を踏まえ、県教育委員

会としても望ましい体制となるよう関係機関との意見調整を進めてきた。平成 15年_12月 26日 付県

出資等外郭団体見直し専門委員会が「県出資等外部団体のあり方に関する報告書」を出し、平成 16

年 2月 2日 県行政機構審議会の「県の外郭団体の見直しについて (答 申)」 の中で、県立歴史館は、

知の社会的共通資本である信州の歴史・文化・伝統をコモンズの発想から積極的に強化するため、そ

して、県からの委託料に課税される消費税が不要となる、等の理由から、平成 17年度から県直営に、

埋蔵文化財センターは現行 どおり (財)長野県文化振興事業団が運営するとい う方針が答申された。

(1)「長野県埋蔵文化財本発掘調査積算基準」の策定

記録保存を目的とする発掘調査は埋蔵文化財保護の重要な行政措置の一つであり、通常それは当該

調査の原因となった開発事業者に費用負担を求めて行うものである。従つて、発掘調査に必要な調査

体制・期間及び経費について、客観的・合理的な指針に基づき開発事業者等に説明し、理解を得るこ

とが必要となる。県教育委員会では、文化庁次長通知「埋蔵文化財の本発掘調査に関する積算標準 (通

知)」 (平成 12年 12月 14日 付け 12庁保記第 78号)に基づき、県埋文センター並びに長野市・松本

市・佐久市・茅野市・飯田市各教育委員会の協力を得て、「長野県本発掘調査 (発掘作業及び整理作

業等)の内容に関する基準」検討部会を発足させた。平成 14年度になされた、発掘調査及び経費積

算等の実態調査をもとに、その結果を踏まえて「内容に関する基準」の検討を行つている。平成 15

年度は、長野県遺跡調査指導委員会の指導を受けながら具体的な「積算基準」の検討に入り、平成 17

年度の施行をめざす。
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(2)未刊行報告書事案の再発防止のために

平成 15年 6月 の会計検査院の実地検査で、国庫補助を受け実施した埋蔵文化財発掘調査事業に関

する未刊行報告書の存在が確認され、報告書作成に係わる補助金の返還というあつてはならない事例

が二件起きてしまった。これに至った要因はいろいろ考えられるが、総括的には、補助事業に対する

当該の自治体職員の意識の不足、及び体制の脆弱さと、県の指導体制の弱さであつた。

この再発防止の取り組みとして、県単独の「補助事業中間検査」を実施し、同時に関係市町村には

「発掘調査報告書の提出義務づけ」することとした。またく県教委としては、市町村からの相談に一

層丁寧に、正確に対応できるよう職員自ら勉強するとともに、適切な補助事業、発掘調査事業になる

よう発掘調査現場の状況をより的確に把握し、従来以上に「現場に身近な県教委」になることを目指

すこととした。

(3)発掘調査 、

平成 15年度、県内の発掘調査件数は 345件にのぼり対前年比 109%弱 となつた。12年度減少

に転じた開発に伴 う緊急調査であるが、前年度に続き今回も件数が微増した。調査件数全体では

3oo件を越える数でほぼ横ばいの状態である。本調査件数だけを市町村別にみると、松本市、飯

田市、佐久市が 20件以上、長野市、茅野市が 10件以上あり、都市部や道路建設などの大規模事

業が続く地域では依然として緊急調査の件数は多い。

また、長野市、松本市、上田市、茅野市、塩尻市、高遠町では、史跡整備に関わる調査が行わ

れている。

以下時代ごとに主な調査成果をあげて見ることとする。
1旧

石器時代は、飯田市竹佐中原遺跡で、13年度 014年度に引き続き調査が行われた。13年度

調査では後期旧石器時代石器群 と異なる石器群を検出し、14年度調査では、4地点から後期旧

石器時代の特徴をもつ石器群が発見され、局部磨製石斧などが出土した。しかし今年度の調査で

は縄文時代土器ほかの遺物は出土したものの、旧石器時代石器等の集中部は確認 されなかった。

縄文時代については、集落跡の調査 として坂北村東畑遺跡で、前期後葉から後期前葉にか

けての大集落跡が確認 され、竪穴住居跡が各時期を合わせ H5軒調査 された。これまで筑北

地域においては大規模な縄文時代集落跡の調査成果がなかつたことから、当地域の縄文時代

集落研究に欠かせない資料提供 となった。また茅野市芥沢遺跡では早期末葉から前期初頭に

かけての居住域あるいは生産域が調査 され、時代により土地利用が異なることが確認 された。

さらには、日田町大奈良遺跡では、中期から後期にかけて の集落が確認 され、敷石住居跡の

検出や大量の打製石斧の出土があった。あわせて大量の調整剥片が出土したことから、打製

石斧製作遺跡のあり方を分析できる資料が得 られることとなつた。墓域についての成果では、

辰野町羽場崎遺跡で、縄文時代後期の完形土器を伴 う土坑墓が 1基検出され、ほかに直径 1

mに満たない土坑が多数発見されたことにより、当地域が後期の墓域である可能性が高まっ

たとしている。出土遺物では、八千穂村封地遺跡から、後期の石剣が完形品 1本を含む 6本

出土 した。また伊那市今泉遺跡からは後頭部に二つ編み状の髪型を表現 した土偶が出土 して

いる。今年度調査ではないが、資料整理での分析結果として、平成 H年度に調査された信濃

町貫ノ木遺跡出土の草創期の隆起線文土器が炭素年代測定の結果、15:500年 前とい う測定値

が得 られ、 日本最古級の土器であることが公表 された。史跡整備に関わる調査では、塩尻市

史跡平出遺跡で記念物保存修理事業の一環による調査が行われ、中期を中心とする集落跡が

検出され、整備に関わる資料の蓄積 となつた。

弥生時代については、長野市浅川扇状地遺跡群壇田遺跡 口吉田町東遺跡、千曲市力石条里
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遺跡、飯田市藪越遺跡、佐久市一本柳遺跡群北一本柳遺跡などをはじめ良好な集落遺跡の調

査が相次いだ。この中で、佐久市一本柳遺跡群北一本柳遺跡からは、後期の銅釧が住居跡か

ら1点、墓跡から1点出土した。また昨年弥生時代前期の墓域が確認された中Jll村苅谷原遺

跡では、新たに後期の方形周溝墓が確認された。

古墳時代は、長野市浅川扇状地遺跡群壇田遺跡や小諸市野火附城跡などで集落跡の調査が

行われた。また高森町武陵地遺跡・田屋の塚古墳、岡谷市荒神塚古墳、浅科村兜山古墳など

で古墳や墳丘墓の調査が行われた。高森町武陵地遺跡では、 5世紀代と考えられる方形の墳

丘墓が検出され、周溝内側には貼石が施されていた。

古代は、三郷村三角原遺跡を始め県内の多くの遺跡で平安時代の集落を中心とするが調査

が行われた。三郷村三角原遺跡では平安時代中頃 (10世紀中頃から 11世紀中頃)の集落跡

が検出された。当地域は鎌倉時代の荘園「住吉庄」と考えられており、荘園の成立過程を知る

貴重な発見となつた。さらに、三水村田中下土浮遺跡でも9世紀から 11世紀にかけての平安

時代集落跡が確認され、「芋川庄」の成 り立ちを考える上での貴重な調査成果か得られている。

また、茅野市中村 日外垣外遺跡からは、平安時代後半 (H世紀から 12世紀)の墓から八稜

鏡と鉄鐸が判出した。県内では初めての出土例である。諏訪大社などでは鉄鐸が祭器として

用いられていることから、諏訪大社との関係も考えられている。

中世は、昨年度に続き大町市山寺廃寺跡が調査されt建物跡などが検出され、鎌倉時代か

らの寺院跡の範囲が確認された。また、中野市月岡遺跡では、15世紀から 16世紀の屋敷地

跡や経塚が調査された。経塚は直径約 4mの規模で、一字一石経を多く含んだ川原石を積み

上げたものであった6

近世は、長野市松代城下町跡、松本市松本城下町跡で:各種開発に伴い城下町の一部が調

査された。長野市松代城下町跡では、近世から近代にかけて 3面の生活面が確認され、武家

屋敷地内の溝跡や建物跡が検出されている。また、凍田町若澤寺遺跡では、江戸時代後期の

礎石や土塁等が確認 され、「若澤寺一山之絵図」との整合がとれたのと所見であつた。

近 口現代については、平成 15年度該当調査はなかった。

(4)普 及公開活動 と指定文化財

平成 15年度は、県埋蔵文化財センターをはじめ 27遺跡で現地説明会が行われた。茅野市特別

史跡尖石石器時代遺跡の試掘調査での現地説明会では、「茅野市 5000年尖石縄文まつり」と合わ

せて行つた成果とも考えられるが、500人もの見学者が訪れた。坂北村東畑遺跡では 300人弱、

長野市平林東沖遺跡や三郷村三角原遺跡では 200人以上、三水村田中下土浮遺跡や茅野市芥沢遺

跡では 100人以上の見学者が訪れた。

近年、各地で日立ってきている学習会等の体験活動は 15年度も昨年度同様件数 となっている。

“ 埋蔵文化財関係の指定文化財では平成 6年度に発見された千曲市屋代遺跡群出土木簡 130点

が県宝に指定された。

これまでのバブル期においては、多くの開発行為に伴 う発掘調査に追われる日々であつた埋蔵

文化財担当者は多かったことと思われる。未だ都市部や道路関連では慌 しく発掘調査をせざるを

得ない地域もあるが、近年の全体的な発掘調査の横ばい状況を考えれば、これまで蓄積された資

料や調査成果をより積極的に公開し、埋蔵文化財への普及・啓発を図るよい機会ではないかとも

考えられる。

長野県教育委員会も例外ではないが、各市町村教育委員会ならびに埋蔵文化財担当者の奮起に

期待するところである。
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2 埋蔵文化財保護行政の現状

(1)埋蔵文化財包蔵地の把握
ア 埋蔵文化財包蔵地の数および市町村別の分布図 (表 1)         H16.3.31現 在

市町村名 遺跡数 種類 市町村名 遺跡数 種類 市町村名 遺跡数 種類 市町村名 遺跡数 種類

長野市 546 1/5000 南牧村 82 報告書 豊科町 52 1/10000 下諏訪町 118 報告書

須坂市 182 1/10∞ 0 南相木村 25 報告書 穂高町 147 1/10∞ 0 富士見町 153 1/25∞ C

中野市 201 1/10000 北相木村 33 報告書 奈川村 24 原 村 98 1/1000C

飯山市 259 報告書 八千穂村 52 1/10000 安曇村 9 報告書 高速町 39 1/10000

千曲市 519 報告書 軽井沢町 127 報告書 梓川村 24 1/10000 辰野町 250 1/25000

坂城町 152 1/10000 望月町 329 報告書 三郷村 50 1/20000 箕輸町 222 報告書

大岡村 16 御代田町 74 1/10000 堀金村 27 飯島町 120 1/10000

Jヽ布施町 95 1/10000 立科町 180 1/10000 池田町 117 報告書 南箕輪村 50 1/10000

高山村 71 1/10000 浅科村 152 報告書 松川村 40 中川村 96 1/10000

山ノ内町 61 1/10000 北御牧村 84 1/15000 八坂村 7 長谷村 22 1/10000

木島平村 26 1/10000 丸子町 161 1/10000 美麻村 28 報告書 宮田村 72 1/10000

野沢温泉村 20 長門町 66 1/25000 白馬村 76 報告書 松川町 182

信州新町 57 1/10000 東部町
｀ 298 1/10000 小谷村 39 報告書 高森町 171 1/10000

豊野町 80 1/10000 真田町 215 報告書 木曽福島町 57 阿南町 126 町史

信濃町 173 報告書 武石村 33 1/10000 上松町 87 1/25000 清内路村 27 1/10∞ 0

牟礼村 112 1/10000 和田村 33 南木曽町 72 1/30000 阿智村 170 1/10000

三水村 32 青木村 64 1/10000 楢川村 17 浪合村 8

戸隠村 36 松本市 503 1/10000 木祖村 45 1/25000 平谷村 4

鬼無里村 7 大町市 206 報告書 日義村 48 1/10000 根羽村 33

小川村 53 1/12500 塩尻市 275 1/10000 開田村 51 1/25000 下条村 96 1/10000

中条村 17 明科町 111 報告書 三岳村 26 売木村 33 1/10000

豊田村 37 波田町 20 王滝村 24 1/250001 天竜村 23 1/25000

栄 村 46 1/25000 四賀村 79 1/10000 大桑村 72 1/2500q 泰阜村 41

上田市 459 1/20000 本城村 22 山口村 57 報告書| 喬木村 101 1/10000

小諸市 284 報告書 坂北村 16 岡谷市 198 1/60001 豊丘村 115

佐久市 736 報告書 麻績村 66 1/10000 飯田市 1215 報告書|
大鹿村 8

臼田町 198 報告書 坂井村 26 諏訪市 241 報告書 上 村

佐久町 58 報告書 生坂村 58 1/10000 伊那市 362 1/10000 南信濃村 25

小海町 71 報告書 山形村 43 1/10∞ 0 駒ケ根市 183 1/25000

川上村 57 報告書 朝日村 24 報告書 茅野市 336 1/25000

埋蔵文化財包蔵地の総数 14,253件 (古墳群中の単独古墳を除く)

〈地図の区分の説明〉

報 告 書 :詳細分布調査等の結果、遺跡地図及び遺跡台帳を冊子にまとめてあるもの。

1/○○○ :市町村独自の遺跡地図を作成してあるもの。数字は縮尺。

空   欄 :昭和 51～53年に県教育委員会が作成したマイラーベースの青焼きのもの。
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イ 大規模開発事業地内における詳細分布調査

国庫補助を受けて、以下のょぅな試掘調査を実施。

(ア)中部横断自動車道関連

佐久ジャンクション～佐久南インターチェンジ間の試掘調査

佐久市西一里塚遺跡隣接地

調査期間 平成 16年 3月 15日 ～20日

調査結果 弥生時代後期の竪穴住居跡等を確認

西一里塚遺跡の範囲が南及び西側に拡大

(イ )国道 20号坂室バイパス関連

茅野市御社官司遺跡隣接地

調査期間 平成 16年 3月 10日 ～H日

調査結果 縄文時代及び中世の遺物包含層を確認

御社官司遺跡の範囲が南東側に拡大

(2)発掘調査

ア 発掘届等の件数と原因 (図 1～ 3、 表 2日 3)

平成 15年度の土木工事等に伴 う発掘の届出及び通知の件数は、民間によるもの 374件 と国の機関

等によるもの 192件の合計 566件にのばり、前年を80件上回つた。県教育委員会は 566件の届出及

び通知の内約半数に対して、遺構・遺物の有無や量を把握するための確認調査又は記録作成のため

の本発掘調査を実施するよう指示又は勧告した。

一方、こうした開発事業に係る緊急発掘調査は、財団法人長野県文化振興事業団埋蔵文化財セン

ターが行つた 28件をあわせて 345件にのばり、昨年度と比較すると37件増加した。このところ数

年は全国的に開発事業そのものが規模・件数ともに減少している傾向にあるが、今後の動向に注目

したい。

緊急発掘調査のうち、記録作成のための本発掘調査は 111件 と全体の 35%程度に留まり、多くは

確認調査である。市町村教育委員会の精力的な確認調査と、それに基づく開発事業者との保護協議

の結果、設計変更等が図られ、埋蔵文化財が破壊されずに済んだ例も多い。

こうした緊急発掘調査を事業内容別にみると、道路建設が全体の21%で最も多く、次に集合住宅

の建設が多いが農業関係公共事業、宅地造成、工場・店舗建設等の民間事業件数には大きな差はな

い。しかし、総計 14億 8663万円にのぼる調査費用の 32%は、国の機関等が負担している。

なお、市町村教育委員会による保存目的の範囲確認調査及び大学等の研究機関による学術調査は

12件であった。

表2 開発事業種別発掘調査件数 ( )内は平成 14年度

緊 急 調 査 内 訳

師
期
蝶
Ｔ
⑥

報
蹴
一Ｈ
０

‐―
‐
――
―
ド
‐
―
‥
‥
Ｆ
Ｉ
Ｉ
……
‐
　
・

個人 |その

住宅 : 他

15  1  101

(17) : (64)

11  :  79  1  44

(D:(501(6助
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図1 年度別発掘調査件数

図2 開発事業に伴う負担者別発掘調査費用

※原則として昭和51年度までは発掘調査実施年度、昭和52年度以降は発掘調査届・通知提出年度
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図3 開発事業に伴う事業種別発掘調査費用
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表3 埋蔵文化財発掘届等件数

番号 市町村名
57条 58条 (D2 57彙 の 2 57条 の 3 57条 の 506

合 計学術
調書

急
書

緊
調

小 計
学術
調査

試 掘 本 掘
緊急

調査
試掘 本掘 小計

掘

示

発
指

〈
〓
一示

立

指
慎重
工事

小計
掘

示

発
指

〈
〓
一示

立

指

重
事

慎

エ
小 計

掘

示

発
指

立会
指示

状
存

現
俣 小 計

1 長野市 52 39 52 42

松本市 26 27 26 96 132

上田市

岡谷市 1

飯田市 48 36 48 35 103 1 176

諏訪市

須坂市

小諸市 1

伊那市

駒ヶ根市 1 1

中野市 1 1 1 1

大町市

飯山市 1 1

茅野市 30

塩尻市 1 1

千曲市 1 46

佐久市 68 36 142

日田町 1

佐久町 1 1 1

小海町 1 1 1

川上村 1 1 1

南牧村 1 1

南相木村

北相木村

八千穂村

軽井沢町 1 1

望月町

御代田町 1

立科町

浅科村 1

北御牧村

丸子町

長門町 1

東部町 ! 1 1

真田町 1 1

武石村

和田村

青木村

下諏訪町

富士見町 ! 1 1

原村

42 高速町

43 辰野町

44 箕輪町 1

45 飯島町 1 1

46 南箕輪村

47 中川村 1 1 1 1

48 長谷村

49 宮田村

松川町

高森町 1

阿南町

清内路村

阿智村

浪合村

平谷村

根羽村

下條村

売木村

天龍村

泰阜村
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番号 市町村名
57条 58条 (D2 57条 の 2 57条 03 57条 の 506

合 計術
査

学

調

急

査
緊

調
小計

術
査

学

調 試 掘
1本

掘
急
査

緊

調 試 掘
1本

掘 小計
掘

示

発
指

▲
〓
一不

立

指

重
事

慎

エ
小 計

掘

示

発
指

▲
〓
一示

立

指
重
事

慎

エ
小計

発掘
指示

〈〓
示̈

立
指

状

存
現
保 小 計

喬木村

豊丘村
1

大鹿村

上村

南信濃村

木曽福島町 1 1

上松町 1 1

南木曽町

楢川村

木祖村
1

日義村

開田村

三岳村 1 1

王滝村

大桑村

山口村

明科町

波田町

80 四賀村

本城村

坂北村 1 1 1

83 麻績村

坂井村

生坂村

山形村

朝日村

豊科町

穂高町 1 1

奈川村

安曇村

梓川村

三郷村 1 1

堀金村
1 1 1 1 1

池田町

松川村

八坂村 01
|

98 美麻村 01

99 白馬村 01

1∞ 小谷村 01

上山田町 d d
102 大岡村 01 d
103 坂城町 豊|

|

21 Ю
I

曖|

104 戸倉町 d d d
105 小布施町 01 01 01

106 高山村 1 | 01

107 山ノ内町 01 01 J
108 木島平村 01 d 01 |

109 野沢温泉村 01 01

信州新町 01 d | 01

豊野町 01 01 01

信濃町 1 1 1 1 21 61

牟礼村 01 31 31 1

三水村 01 J J
戸隠村 01 | 01 01

鬼無里村
QI d

小川村 01 01 01

中条村 01 01 01 01

豊田村
1 1 21 d 01

120 栄村 01 01 01 01

計 212 105: 32e I 1391 374 | 901 971 1e2l 927
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(3)市町村埋蔵文化財担当職員配置状況 (平成 15年 6月 現在 )

46市町村 (120市町村中)115名
配置率 38. 3%

内訳

17市 (72名 )

20町 (32名 )

9村 (10名 )

木曽広域連合  1名

1名

2～ 3名

4名 以上
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(4)普及公開活動と指定文化財
ア 現地説明会

遺 跡 名 主 催 者 遺 跡 概 要 開催日 見学者数

月岡遺跡 県埋蔵文化財センター 室町～戦国時代にかけての屋敷跡 15.7。 20 91人

三角原遺跡 県埋蔵文化財センター 平安時代の集落跡 15。 8。 24 210人

唐松B遺跡 県埋蔵文化財センター 縄文時代・平安時代の集落跡 15.9。 18021 30人

野火附遺跡 県埋蔵文化財センター 古墳時代の集落跡 15。 10。 25 80A

平林東沖遺跡 古牧小学校 (長野市) 古墳時代から平安時代の集落跡 15.11.4 238人

水内坐下元神社遺跡 柳原公民館 (長野市) 弥生時代中期から中世の集落跡 15。 11。 10 50人

松本城下町跡 (六九
5次 )

松本市教育委員会 城下町の武家屋敷の調査 15。 6.21 58人

慶弘寺跡 松本市教育委員会 中世から近世の寺院跡 15。 8.3 27A

高畑遺跡 松本市教育委員会 奈良・鎌倉時代の集落跡 16.1.8 10人

平出遺跡 平出博物館 古代の集落跡 15。 12.7 不 明

橘山窯跡 飯田市教育委員会 近世陶器窯跡 16.2.21 40A

新田原遺跡 高森町教育委員会 縄文時代中期 0弥生時代前期t後期 0の集落跡 15.6.22 40A

田屋の塚古墳 下市田公民館 古墳の周溝 0葺石 15。 10.18 50A

山寺廃寺跡 大町市教育委員会 中世の寺院跡 15.10.26 60人

藤塚遺跡 茅野市教育委員会 縄文時代中期の集落跡 15。 4.18 80人

芥沢遺跡 茅野市教育委員会 縄文時代早期末葉から前期初頭の集落跡 15。 11。 22 100A

尖石遺跡
茅野市5000年尖石縄文まつり実
行委員会・尖石縄文考古館

特別史跡尖石遺跡の試掘調査で発見された竪穴住居
跡や配石を公開

15。 10。 12 500A

円正坊遺跡Ⅶ ,Ⅷ
Ⅸ遺跡

佐久市教育委員会 弥生時代から中世の集落跡 15.4.18022 80A

封地遺跡 八千穂村教育委員会 縄文時代後期の大量遺物出土地 15.10.5 20A

平石遺跡 望月町教育委員会 縄文時代中期から後期の集落跡 15.11.30 43人

東畑遺跡 坂北村教育委員会 縄文時代前期後葉から後期前葉の集落 15。 10.18 293A

羽場崎遺跡 辰野町教育委員会 縄文時代中期・後期の集落跡 14。 7.29 50人

苅谷原遺跡 中川村教育委員会 弥生時代前期の墓域 15。 9。 30 20人

若澤寺遺跡 波田町教育委員会 中世から近世にかけての山岳寺院跡 15.8。 23 60A

豊饒堂遺跡 坂城町教育委員会 古代の集落跡 15。 4.6 40人

田中下土浮遺跡 三水村教育委員会 平安時代の集落跡 15.5:2306。 28 125人
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イ 速報展 0企画展
テーマ 主  催  者 内 容 場 期 間 観覧者数

県埋文センター速報展・長
野県の遺跡発掘2003

県埋蔵文化財センター、文化
財・生涯学習課

平成15年度に調査した埋蔵文化財資料 長野県庁 1階ロビー 16。 2。 23-3.5

写真で見る長野県の遺跡発
掘2003 県埋蔵文化財センター 平成16年度に調査した埋蔵文化財資料

千曲市屋代駅市民ギャ
ラリー

16.2.23へ ′3.5

県埋文センター速報展・長
野県の遺跡発掘2003

県埋蔵文化財センター 平成15年度に調査した埋蔵文化財資料
長野県立歴史館企画展
示室

16.3。 13-5.9 10,158人

夏季企画展「SOSふるさ
との文化財をすくえ―伝えた
い古人の心と技―」 |

長野県・長野県教育委員会・長
野県立歴史館

考古資料の保存処理・修復・科学分析の紹
介

長野県立歴史館企画展
示室

15.7.15-8。 24 4,287人

特別公開「重要文化財 神
子柴遺跡の石器群一石の時代
の槍と」

文化庁・長野県立歴史館 土器出現期の石器を紹介
長野県立歴史館企画展
示室

16.1。 10-2。 29 3,944A

私の町の昔 長野市埋蔵文化財センター 市内の遺跡と出土品 長野市立博物館 15。 7。 26-8。 24 3,072人

平林東沖遺跡発掘展 長野市埋蔵文化財センター 発掘調査速報展 古牧公民館 15.11。 3-11.4 536人

発掘された長野市の遺跡 長野市埋蔵文化財センター 平成15年度調査速報展 もんぜんぶら座 16.2.21-3.7 954人

企画展「ドキ !ド キ !?縄
文土楽会～考古学の楽しさ
み―つけた～」

松本市立考古博物館
縄文土楽会の作品 (縄文土器模倣品)を展
不

松本市立考古博物館 15.4。 26～7.13 2,477人

移動博物館
パネル展示「縄文の顔～エ

リ穴編～」
松本市立考古博物館 エリ穴遺跡出土の土偶を写真パネルで展示

八十二銀行松本営業部
ウィンドーギャラリー

15。 12.4-16.1。 8 不 明

移動博物館
「発掘された松本2003」

松本市立考古博物館
平成15年 中に調査された遺跡の報告と発掘
成果の展示

松本市立時計博物館 16。 2.7-2。 17 120人

上田市法楽寺遺跡出土品展 上田市立信濃国分寺資料館 上田市法楽寺遺跡出土資料約200点 を展示
上田市立信濃国分寺資
料館

16。 3.13-5.,30 2,110人

唐草文 (系)土器の世界 朝日美術館 各地で出土した唐草文土器を展示 朝日美術館 15。 10。 4-11。 9 1,126人

飯田市考古資料館企画展示 飯田市教育委員会 古墳時代の馬と馬具、武具 飯田市考古資料館 15。 8.1- 408A

飯田市考古資料館速報展示 飯田市教育委員会 辻前遺跡・殿村遺跡の調査から 飯田市考古資料館 15.8.1～ 408人

春季展示「盛り土に埋もれた
遺跡一天竜川治水対策事業
の発掘調査から一」

飯田市上郷考古博物館
天竜川治水対策事業に先立ち発掘された遺
跡について展示

飯田市上郷考古博物館 15.5.17-7.13 968人

夏休み特別陳列「遺跡 ,遺物
からみた飯田・下伊那の古
代仏教文化」

飯田市上郷考古博物館 飯田・下伊那の古代仏教文化について 飯田市上郷考古博物館 14。 7.26-917 375人

秋季展示「古墳人のアクセサ
リーー長野県における古墳
時代の装身具一」

飯田市上郷考古博物館 長野県内の古墳時代の装身具 飯田市上郷考古博物館 15.9.27-11.16 831人

「地中探訪」～諏訪市遺跡
発掘速報展

諏訪市博物館
近年、市内の発掘調査での出土品や発掘時
の写真などを展示

諏訪市博物館 1514。 22-6.1 1,391人

実験展示 底なし土器の謎 諏訪市博物館
復元制作した土器を使用し、底部を加工す
る実験を通して、縄文人の「土器を加工す
る技術」に追る

諏訪市博物館 15。 4.10-6.1 1,764人
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テーマ 主 催 者 内 容 場 期 間 観覧者数

藤森栄一没後30年記念特別
展

諏訪市博物館
藤森栄一の生涯を追いながら、関連する資
料を展示。

諏訪市博物館
15。 10.30-12.2 1,417人

平成14年度出土品の公開 岡谷市教育委員会 出土 した土器・石器の展示 市立岡谷美術・考古館 15。 7.28～通年 6,134人

原始・古代の道具展 小諸市教育委員会
市内から出土した縄文時代～平安時代の道
具を展示

小諸市立郷土博物館 15。 11.16-12.26 4,150人

井上・幸高遺跡群発掘調査
速報展

須坂市立博物館

平成14年度に行われた、市道「園芸高校井上
線」道路改良に伴う井上氏居館址南堀及び、井
上幸高遺跡群の発掘調査の成果概要を紹介し
た。須坂の古代・中世の様相の一端を明らかに
した

須坂市立博物館 15。 10。 28^V12.7 742人

五東大官の秘宝展―ふるさと
飯山の文化財展2004- 飯山市教育委員会 五東大官の指定文化財の展示 飯山市本町ぎゃらりし 16。 1.29-2。 24 400A

守矢文書と中世の人々の暮
らし 茅野市神長官守矢史料館

考古資料を中心として、室町・戦国時代の
人々の生活状況を展示

茅野市神長官守矢史料
館

15。 7.26ムψ
9。 15 747人

企画展
人ヶ岳山麓の土偶展

茅野市尖石縄文考古館
茅野市出土の上偶と隣接市町村の代表的な
土偶の特集展示。

尖石縄文考古館
特別展示室

15。 7.19ハV8.24 14,862人

特別展
ヒスイと黒曜石

茅野市尖石縄文考古館
個人蔵のヒスイ標本と茅野市出土のヒスイ
製装身具の特集展

尖石縄文考古館
特別展示室

15.10.4-11.16 6,093A

企画展
縄文披露宴

茅野市尖石縄文考古館・尖石縄
文考古館ワークショップ

ワークショップ会員が、活動成果を発表・

紹介する企画展
尖石縄文考古館
特別展示室

16.2。 24-3.21 615人

特別展「下諏訪町の文化
財」

下諏訪町立諏訪湖博物館
冊子「下諏訪町の文化財」改訂版の刊行に
あたり、イ町の文化財を展示

下諏訪町立諏訪湖博物
館

15.10.4-11.24 1,021人

平出発掘2002展 塩尻市立平出博物館 平成14年度の平出遺跡発掘速報展 塩尻市立平出博物館 15.8.1～ 8.31 1,079A

縄文人と石展 塩尻市立平出博物館 松本平地域の遺跡から出土した石器の展示 塩尻市立平出博物館 16.2.27-5。 9 1,345人

地下に眠る古代の更埴 更埴市森将軍塚古墳館 更埴市の遺跡と遺物 更埴市森将軍塚古墳館 15。 4.1～ 5.5 6,381人

封地遺跡の出土遺物 八千穂村誌編纂室 文化祭で特別展示 八千穂村福祉センター 15。 11.1へ′11.3 300人

北相木村の歴史そうざらい 北相木村考古博物館 近年の発掘調査成果を展示 北相木村考古博物館 11。 1-16.1.2 149人

遺跡調査報告展 波田町教育委員会
若澤寺遺跡調査報告展。出土遺物、地形図
等資料展示

波田町中央公民館 11.2-11.3 1,000A

坂城町の原始・古代ほか 坂城町教育委員会 出土遺物の展示
坂城町各致学校歴史民
俗資料館

15。 11.1-11.8 435人

中野のやきもの事情 中野市教育委員会 地域の古窯について 中野市歴史民俗資料館 15。 8。 22-10。 19 1,419人

「書」に関する資料展示 豊田村文化祭実行委員会 民俗資料等 豊田村公民館 11.1～ 11.3 1,000A

氷河時代の日本文化―杉久保
文化の発見― 野尻湖ナウマンゾウ博物館

杉久保遺跡から採集された石器を一堂に集
めて展示

野尻湖ナウマンゾウ博
物館

15。 7.20-11.30 37,701人

速報
査

平成15年度の発掘調
信濃町教育委員会

平成15年度に町内の遺跡から出土した遺物
を展示

町内公民館 (4箇所)

14.10。 25、

14.11.1、 2

14。 11.29、

16.3.6、 7

26

30
2,000A
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ウ 講座・講演会・シンポジウム

テーマ 主  催  者 内 容 場 開催日 参加者数

上伊那セミナー「上伊那地方
の遺跡が語るもの」

長野県立歴史館
上伊那地域の遺跡の総括
講師 :丸山lat一郎

伊那文化会館 15。 7.13 720人

やさしい信濃歴史講座 「原始
大昔の美」

長野県立歴史館
縄文原体作成と仕様を体験
講師 :岡村秀雄

長野県立歴史館研修室等 16.2:14 14人

考古学講座「科学の日で見た
古代の姿」

長野県立歴史館
赤外線や電子顕微鏡等による
最新成果の紹介 講師 :水沢
教子

長野県立歴史館研修室等 15.5。 24 31人

考古学講座「斧がたの石器」 長野県立歴史館
旧石器時代の局部磨製石斧を
検討 講師 :岡村秀雄

長野県立歴史館研修室等 15。 6.28 17人

考古学講座夏休み体験「石の
アクセサリーに挑戦」

長野県立歴史館
滑石を加工してアクセサリー
作りを体験

長野県立歴史館研修室等
15.7.19-

8.24
496ノヽ

考古学講座 「文化財保存 ?な
ぜ必要なの」 長野県立歴史館

文化財の保存の必要性を解説
講師 :白 沢勝彦

長野県立歴史館研修室等 15。 7.20 24人

考古学講座 「古墳時代の祭
祀」

長野県立歴史館
該期の状況を県内事例で概観
講師 :宮脇正実

長野県立歴史館研修室等 15.9。 27 23人

考古学講座遺跡探訪 「群馬の
古墳文化」

長野県立歴史館 群馬県内の古墳現地視察等 群馬県立歴史博物館等 15。 10。 26 22人

考古学講座「中世の信仰」 長野県立歴史館

五輸塔を対象として北信地域
の事例を紹介 講師 :酒井健
治

長野県立歴史館研修室等 15。 11。 22 17人

言雪す写諌壁縛鷲京哲Fのは長野県立歴史館
大陸文化と伝統文化の融合の
痕跡を検討 講師 :百瀬新治

長野県立歴史館講堂 15。 12.20 59ノヽ

手前味噌講座「信濃の国の入
り口出ロー神坂峠越えの道の変
遷」

長野県立歴史館
神坂峠付近の遺跡発掘調査を
もとに再検討 講師 :市澤英
禾J

長野県立歴史館講堂 16。 1.17 71人

手前味噌講座 「敷石住居はサ
ウナ (発汗浴小屋)?,その使
われ方―」

長野県立歴史館
屋代遺跡群の調査事例等から
独自の説を展開 講師 :水沢
教子

長野県立歴史館講堂 16.1.24 69人

手前味噌講座「百年・千年残る文
化財―修復・保存と復原 0復元―」
「墓石にも流行のスタイルがある一

近世北信濃の様子…」

長野県立歴史館
文化財の保存修復の紹介、五
輪塔を対象として北信地域の
事例を紹介 講師 :酒井健治

長野県立歴史館講堂 16.3.20 47人

夏季企画展体験講座 「体験ラボを
のぞいてみよう文化財を守るしご
と」「赤外線カメラで見えない文
字を見てみよう」

長野県 0長野県教育委員
会・長野県立歴史館

考古資料の保存処理・修復等
の機器を使つた体験

長野県立歴史館企画展示室
15。 7.240

8。 708。 90
8。 1008。 21

18人

夏季企画展講演会 「文化財の
保存修復がめざすもの」

長野県・長野県教育委員
会・長野県立歴史館

考古資料の保存処理 0修復 0

科学分析の最新の成果と課題
長野県立歴史館 15。 8。 3 56ノヽ

特別公開関連講座 「重要文化
財神子柴遺跡の石器群」「神
子柴文化と土器の出現」

文化庁・長野県立歴史館
神子柴文化について再検討
講師 :宮脇正実 0谷 和隆

長野県立歴史館講堂 16。 2。 7 135人

特別公開関連講座 「信州に初
めて住んだ人々」 「野尻湖遺
跡群の草創期の土器」

文化庁・長野県立歴史館
県内における旧石器時代の始
まりと終わりのころを再検討
講師 :大竹憲昭、鶴田典昭

長野県立歴史館講堂 16.2。 11 109人

長野県埋蔵文化財センター速
報展調査報告会

長野県埋蔵文化財セン
ター・長野県立歴史館

15年度の同センター調査成果
を報告 講師 :各調査担当者

長野県立歴史館講堂 16.4。 11 133人

長野県埋蔵文化財センター速
報展講演会

長野県埋蔵文化財セン
ター・長野県立歴史館

考古学における年代決定の最
前線 講師 :春成秀爾

長野県立歴史館講堂 16。 4。 11 133人

真田の城と城下 真田宝物館
発掘現場からみた松代城下町
講師 :飯島哲也

サンホールマツシロ 16。 3。 7 100人

松代公民館海津大学園 松代公民館
松代の江戸時代
講師 :飯島哲也

松代公民館 15.11.22 50人

旧石器時代研究の現状 上田市信濃国分寺資料館
旧石器時代の研究成果につい
て 講師 :川 上 元

上田市信濃国分寺資料館 15。 7.13 49人
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テーマ 主  催  者 内 容 場 開催日 参加者数

上田信濃国分寺資料館市民講
座「信濃の中世城館跡」

上田市信濃国分寺資料館′
中世城館跡を概観する
講師 :郷道哲章

上田市信濃国分寺資料館 15.9。 15 40人

文化財講演会
豊田村教育委員会・豊田
村文化財専門委員会

ふるさとの民家再考 講師 :

降幡廣信
豊田村公民館 16。 2。 18 70ノk

ナゾ解き、ふるさと歴史ばな
し   

´ 飯島町中央公民館・女性
学級

飯島町内の旧石器・縄文・中
世の歴史を解説 講師 :丸山
浩隆

飯島町文化館 15.8。 7 6人

狩猟´肉食行動の起源 と進化
～ボノボ・チンパンジー と人
間の比較から～

さらしなの里歴史資料館

ボノボやチンパンジーといった肉
食する霊長類と人間の比較から、
狩猟・肉食行動が人類進化に果た
した役割 。人類の食生活の進化に
ついて考える 講師 :五百部裕

さらしなの里歴史資料館 15.6.18 60りk

第 1～ 3回あがたの森考古学
ゼミナール 1～ 3回   「遺
跡を救え～執念の調査員達

松本市立考古博物館

「県町遺跡の発掘調査と考古
学的な意義について専門家が
講演」 全3回以下参考

あがたの森文化会館
15。 7.5～

7ご 26
92ノk

第1回 あがたの森考古学ゼミ
ナール 松本市立考古博物館

「縄文のビーナス」と「仮面
の女神」講師 :守矢昌文

あがたの森文化会館 15。 7.5 45人

第 2回あがたの森考古学ゼミ
ナール 松本市立考古博物館

「国史跡『星糞峠黒曜石原産
地遺跡』について」 講師 :

大竹幸恵
あがたの森文化会館 15。 7.12 25人

第 3回あがたの森考古学ゼミ
ナール 松本市立考古博物館

「国史跡『森将軍塚古墳』に
ついて」 講師 :矢島宏雄

あがたの森文化会館 15。 7.26 22ノk

「発掘された松本2003」

松本市遺跡発掘報告会
松本市立考古博物館 0松

本市教育委員会文化課
平成15年中に調査された遺跡
の報告と発掘成果の展示

松本市時計博物館 16.2.7 80りk

市民講座講演 「旧石器時代の

現状」

上田市立信濃国分寺資料
館

旧石器時代研究の現状につい
て 講師 :川上元

上田市立信濃国分寺資料館 15。 7.13 51人

市民講座講演「信濃の中世城
館」         ヽ

上田市立信濃国分寺資料
館

長野県内の中世城館について
講師 :郷道哲章

上田市立信濃国分寺資料館 15.9。 7 45人

春季展示特別講演「盛り土の下
にこんな遺跡があった」

飯田市上郷考古博物館
天竜り|1治水対策事業に先立ち
発掘調査された遺跡について
講師 :調査担当者

飯田市上郷考古博物館 15。 5。 24 48りk

開館10周 年記念特別講演会「殿
村遺跡出土の形象埴輪をめ
ぐつて」

飯田市上郷考古博物館
船形埴輪を中心とした講演
講師 :辰巳和弘

飯田市上郷考古博物館 15。 6。 15 81人

秋季展示特別講演会「古墳時代
の装身具―その変遷と意義一」

飯田市上郷考古博物館
古墳時代の装身具について
講師 :土生田純之 飯田市上郷考古博物館 15。 10.11 43人

春季特別講演会「飯田'下伊那
の古墳文化から伊那郡衛へ」

飯田市上郷考古博物館
下伊那の古墳と郡衛 (恒川遺
跡)について 講師 :西山克
己

飯田市上郷考古博物館 16.3。 13 66人

秋季展示特別講座①「飯田 `下
伊那の原始・古代の装身具に
ついて」

飯田市上郷考古博物館
館学芸員による飯田・下伊那
の装身具についての概観

飯田市上郷考古博物館 15.11。 8 13人

秋季展示特別講座②「古墳時代
の祭祀と装身具」

飯田市上郷考古博物館
古墳時代の祭祀にっいて 講
師 :桜井秀雄

飯田市上郷考古博物館 15.11。 15 22人

館長講座「考古学から見た飯伊
の古代仏教について」

飯田市上郷考古博物館
館長によ。る古代仏教に関する
講演

飯田市上郷考古博物館 16.1.18 55人

考古学基礎講座①「飯田・下伊
那の縄文時代の遺跡」

飯田市上郷考古博物館
館学芸員による飯田0下伊那
の縄文時代遺跡の概観

飯田市上郷考古博物館 16.2.14 47人

考古学基礎講座②「飯田・下伊
那の弥生時代の遺跡」

飯田市上郷考古博物館
館学芸員による飯田・下伊那
の弥生時代遺跡の概観

飯田市上郷考古博物館 16.2。 21 50りk

土器づくり教室① 飯田市上郷考古博物館 土器を作る 飯田市上郷考古博物館
15。 7。 12 0

19
10人

土器づくり教室② 飯田市上郷考古博物館 土器を焼く 飯田市上郷考古博物館 15。 9.6 10人
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テーマ 主  催  者 内 容 場 開催日 参加者数

土器づくり教室③ 飯田市上郷考古博物館 土器を使つて煮炊きする 飯田市上郷考古博物館 15.10325 10人

子ども考古博くらぶ「縄文土器
をつくつてみよう①」

飯田市上郷考古博物館 縄文土器を作る 飯田市上郷考古博物館
15.7。 120

19
14人

子ども考古博くらぶ「縄文土器
をつくってみよう②」

飯田市上郷考古博物館 縄文土器を焼く 飯田市上郷考古博物館 15.9.6 14人

子ども考古博くらぶ「縄文土器
をつくってみよう③」

飯田市上郷考古博物館 土器を使つて煮炊きする 飯田市上郷考古博物館 15.10。 25 14人

勾玉づくり教室 I 飯田市上郷考古博物館 勾玉を作る 飯田市上郷考古博物館 15。 8.15 13人

勾玉づくり教室Ⅱ 飯田市上郷考古博物館 勾玉を作る 飯田市上郷考古博物館 16.1。 25 7人

勾玉づくり教室Ⅲ 飯田市上郷考古博物館 勾玉を作る 飯田市上郷考古博物館 16.3.20 4人

子ども考古博くらぶ「勾玉をつ
くつてみよう」I

飯田市上郷考古博物館 勾玉を作る 飯田市上郷考古博物館 15。 8。 15 22ノく

子ども考古博くらぶ「勾玉をつ
くつてみよう」Ⅱ

飯田市上郷考古博物館 勾玉を作る 飯田市上郷考古博物館 16.1.25 16人

子ども考古博くらぶ「勾玉をつ
くつてみよう」Ⅲ

飯田市上郷考古博物館 勾玉を作る 飯田市上郷考古博物館 16.3.20 6人

ガラス製装身具づくり教室 I 飯田市上郷考古博物館 ガラス製装身具を作る 飯田市上郷考古博物館 15.11。 1 16人

ガラス製装身具づくり教室Ⅱ 飯田市上郷考古博物館 ガラス製装身具を作る 飯田市上郷考古博物館 16。 2.29 15人

子ども考古博くらぶ「古代を描
こう写生大会」

飯田市上郷考古博物館 北田遺跡での写生大会 飯田市上郷考古博物館 15。 10。 18 18人

子ども考古博くらぶ「ガラス製
装身具をつくってみよう」Iヽ

飯田市上郷考古博物館 ガラス製装身具を作る 飯田市上郷考古博物館 15。 11。 1 14人

子ども考古博くらぶ「ガラス製
装身具をつくつてみよう」Ⅱ

飯田市上郷考古博物館 ガラス製装身具を作る 飯田市上郷考古博物館 16。 2.29 14人

遺跡発掘調査スライ ド報告会
諏訪市博物館 台御堂遺跡、高島1丁 目遺跡等

の報告
諏訪市博物館 15。 5。 11 20りk

スライ ド上映会「藤森栄一が
のこした諏訪の風景」 (1)

諏訪市博物館
高島城下や街道、諏訪の懐か
しい風景などを中心に紹介
講師 :宮坂光昭

諏訪市博物館 15。 11。 16 21人

スライ ド上映会「藤森栄一が
のこした諏訪の風景」 (2)

諏訪市博物館
井戸尻遺跡群の発掘調査の様 |

子などを中心に紹介 講師 :

武藤雄六    ノ
諏訪市博物館 15。 12.7 48人

諏訪を知る歴史講座「遺構・

遺物と文献に見る中世の高
島」

諏訪市公民館
高島1丁 目遺跡の発掘調査の様
子をスライ ド等によつて紹介

諏訪市公民館 15。 10.22 51人

歴史と文化のまちづくり事業
山の恵みシンポジウム

山の恵みシンポジウム実
行委員会

「自然によりかかる人間」 講
師 :笹本正治、「里山に棲む動物
たち」 講師 :大熊政彦、「植物
の利用」 講師 :高橋 勘、「自
然とともに暮らす」 講師 :水野
香笛子、「森と人との協奏曲」
講師 :井田秀行、「山の恵みとと
人との営み」現地研修会

飯山市公民館、なべくら高
原・森の周辺 小菅から北
竜湖

15。 7。 507:6 120人

ふるさと文化フォーラム 飯
山文化を知ろう、誇ろう

飯山市教育委員会

事例報告 :市内小・中・高校生、
「日本のふるさと飯山」 講師 :

笹本正治、「小菅調査に関わつ
て」信州大学工学部t「ふるさと
を学ぶために」笹ずし講習会

飯山市公民館 15.11。 24 90ノに
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中村 0外垣外・蟹畑遺跡 諏訪考古学研究会 発掘調査の速報 諏訪市公民館 16。 2。 11 80りk

芥沢遺跡 諏訪考古学研究会 発掘調査の速報 諏訪市公民館 16.2。 11 80A

縄文ゼミナール

仮面の女神 と中ツ原遺跡
茅野市尖石縄文考古館

中ツ原遺跡出土土偶「仮面の
女神」の縄文後期社会におけ
る役割を探る講演会

尖石縄文考古館
ガイダンスルーム 15.4。 29 48A

縄文文化大学講座
ヒスイと黒曜石と縄文社会

茅野市尖石縄文考古館
縄文時代の石材交易の研究の
現状を探る

尖石縄文考古館
ガイダンスルーム 15.10.11 70人

縄文披露宴講演会 住民の参
加・協働で、いきいき元気な
博物館づくリー地域社会と文
化ボランティアー

茅野市尖石縄文考古館
博物館活動への市民参加の実
例と展望

尖石縄文考古館
ガイダンスルーム 16。 3.21 20人

平出歴史大学 塩尻市立平出博物館
総合テァマ「ゴミから歴史を
読む」全 3回 塩尻市立平出博物館

15。 9。 140
10.260

11。 9

165人

唐草文 (系 )土器の世界 朝日美術館
唐草文 (系)土器文化につい
て   、

マルチメディアセンター 15。 11.8 100ノヽ

平成15年度理蔵文化財発掘調
査年度報告会

佐久市教育委員会
平成15年度に佐久市内で行わ
れた埋蔵文化財調査の概要報
告

佐久市研修センター 16.2。 20 100A

縄文時代の生活と文化
八千穂夏季大学実行委員 封地遺跡の発掘調査について

講師 :田 中正治郎
八千穂村福祉センター 15。 8.26 30人

矢出川遺跡発見50年記念講演
南牧村教育委員会 大昔の暮らしをさぐる 南牧村中央公民館 15:11.23 100人

井戸尻文化の中心地 富士見町井戸尻考古館
遺跡の分布からみえる文化の
中心地を促える

コミュニティプラザ 16.2。 22 50人

翡翠の魅力 富士見町井戸尻考古館
なぜ翡翠にこだわつたのか。
色や形から探る

コミュニティプラザ 16.3.7 45A

縄文の御柱と諏訪神社の龍蛇
信仰

富士見町井戸尻考古館
土器文様に付された蛇や龍、
巨木を建てた施設と諏訪神社
の関係を探る

コミュニティプラザ 16.3.14 40人

柄鏡形住居の世界観 富士見町井戸尻考古館
住居の形、埋甕などから住居
の意味を探る

コミュニティプラザ 16。 3.21 40ノt

考古学講座 駒ヶ根市郷土研究会
考古学概説 =市内遺跡及び出
土遺物解説

文化センター

15。 10.3・

H。 70
12.50

16.1。 90

各20人

縄文ロマンを訪ねて 波田町教育委員会
全2回。文化財施設の見学会の

開催
茅野市尖石縄文考古館等

15。 11。 80
11。 24

53人

遺跡調査報告会 波田町教育委員会 若澤寺遺跡調査報告講演会 波田町中央公民館 15。 11。 2 60人

5世紀の信州とヤマ ト政権 須坂市立博物館

ヤマ ト政権に係る最新の発掘調査
事例をもとに、古代における中央
と地域をみつめ、郷土の歴史を全
国的な視野から学ぶ 講師 :石野
博信

須坂市南部地域公民館 15。 11.1 97りヽ

地域史講演会 中野市教育委員会
山田庄佐衛門家文書につい
て・山田松斎の交友と文人趣
味

山田顕五宅 15.6.15 145ノヽ

公開シンポジウム「3万年前
の仲町丘陵を描く」

信濃町教育委員会
仲町遺跡の発掘成果をふま
えt3万年前の仲町丘陵の様
子を議論

公民館野尻湖支館 15。 7。 20 41人

信濃町の自然と歴史講座
野尻湖ナウマンゾウ博物
館

旧石器捏造問題のゆくえ―注目
される野尻湖の遺跡― 講師 :

中村由克
信濃町総合会館 15。 9。 11 22人
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工 学習会 0そ の他

テーマ 主  催  者 内 容 場 開催日 参加者数

考古資料保存処理講習会 長野県立歴史館 夏季企画展から講習 長野県立歴史館研修室等 15。 7.13 720人

博物館実習「考古資料の取り
扱い方」

長野県立歴史館
考古資料課の実務説明と梱包
実習

長野県立歴史館研修室等 15。 8。 21 8人

博物館実習「考古資料の保存
処理、考古資料課実務」

長野県立歴史館 保存処理実習 長野県立歴史館研修室等 15.8.22 8人

一日職場体験 長野県立歴史館
石のアクセサリー作り0梱包
の体験

長野県立歴史館研修室等
15。 7.8・ 8.21～
8.230 10.23

13人

気分を変えて移動教室 長野県篠ノ井高校・長野県立歴
史館

アンギン作 り・土器の拓本 長野県立歴史館研修室等 15.12.90 12.12 61人

総合的な学習の時間 2学年
「衣・食」

千曲市屋代中学校・長野県立歴
史館

古代食のア ドバイス、縄文
クッキー作 り

千曲市屋代中学校 15。 7.5 26人

「第1回 親子で体験 !～火おこ
し・勾玉づくり」体験講座

松本市立考古博物館
火起こしと勾玉製作
講師 :考古博物館職員

松本市立考古博物館 15。 6.14 25人

ネイチャリングフェスタ「自然と
遊ぼうin松本」プログラム参加

フェスタ実行委員会 市立考古
博物館

火起こしと勾玉製作
講師 :考古博物館職員

中央西公園 15.7.19 140A

夏休み体験学習 円乗寺
火起こしと勾玉製作
講師 :考古博物館職員

松本市立考古博物館 26人

牛伏寺とエリ穴遺跡見学ツアニ 松本市立考古博物館 牛伏寺とエリ穴遺跡の見学 牛伏寺 ,エリ穴遺跡 15.11.8 17人

勾玉作り
松本市立高綱中学校・高綱中学
校PTA

勾玉製作
″

講師 :考古博物館職員
高綱中学校 15。 11.18 35人

親子で楽しむ勾玉づくり 松本市立清水中学校
勾玉製作
講師 :考古博物館職員

清水中学校 16.2.7 58人

親子歴史体験教室 上田市立信濃国分寺資料館
親子を対象に矢じり、埴輸、
瓦、古代食づくりなど

上田市立信濃国分寺資料館

15。 7.2608.1
9.200 11.20
11.22

153人

見学会「身近にある古代を見
に行こう」Ⅵ

飯田市上郷考古博物館 上郷地区の古墳を見学 市内 15.5。 10 19人

春季展示特別見学会「展示し
た遺跡を見に行こう」

飯田市上郷考古博物館
天竜川治水対策事業関連で発
掘された遺跡を見学

市内 15.6.1 27人

見学会「伊那谷の城郭探訪」I 飯田市上郷考古博物館
小笠原氏に関連する城郭を見
学

市内 15。 9。 27 24人

動く博物館 (出 張講座) 飯山市教育委員会
市内各小・中学校の教室に考古資
料を搬入し見てふれて郷土の歴史
を学習する

飯山東小学校 15.4。 2505。 1 105人

動く博物館 (出 張講座 ) 飯山市教育委員会
市内各小・中学校の教室に考古資
料を搬入し見てふれて郷土の歴史
を学習する

秋津小学校 14。 5.8 20人

動く博物館 (出 張講座 ) 飯山市教育委員会
市内各小・中学校の教室に考古資
料を搬入し見てふれて郷上の歴史
を学習する

東小学校 14.5.20 25人

子ども文化財めぐり 飯山市教育委員会
市内の指定文化財の現地見学

市内各地 15。 8。 7 22人

図書館文化財めぐり 飯山市教育委員会
市内の指定文化財の現地見学

市内各地 30人

職員ふるさと学習 飯山市教育委員会 学校区の歴史と文化 戸狩小学校 15。 7.29 20人

埋文センター職場体験 飯山市教育委員会 土器洗浄・注記・復元 飯山市埋蔵文化財センター 20人

資料館展示方法視察 飯山市教育委員会 先進地博物館視察
富山県立山博物館

j魚
津市埋

没林博物館
15.11.30 26人

考古館活用の日① 茅野市尖石縄文考古館
学芸員による展示解説、収蔵
庫見学

茅野市尖石縄文考古館 15。 4.20 5人

縄文教室① 縄文の布づくり茅野市尖石縄文考古館
アンギン編みを題材にした縄
文の布づくり体験

茅野市尖石縄文考古館 15。 6.14-15 H人

考古館活用の日② 茅野市尖石縄文考古館
学芸員による展示解説、収蔵
庫見学

茅野市尖石縄文考古館 15。 7.21 30人

縄文教室② 石器とイモ 茅野市尖石縄文考古館
石器による土掘具づくりとイ
モ掘 り体験

茅野市尖石縄文考古館・史跡 15。 7.26-27 10人

縄文教室③ なつやすみ親子
縄文教室 茅野市尖石縄文考古館

土器づくりと茅野市内の遺跡
見学バスハイキング

茅野市尖石縄文考古館ほか 15。 8。 9-10 20人
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考古館活用の日③ 茅野市尖石縄文考古館
学芸員による館内での随時解
説

茅野市尖石縄文考古館 15。 9。 15 18人

縄文教室④ 女神とビーナス
縄文土器

茅野市尖石縄文考古館
土偶と縄文土器の製作体験講
座

茅野市尖石縄文考古館 15。 9。 13-14 20人

考古館活用の日④ 茅野市尖石縄文考古館
学芸員による展示解説、収蔵
庫見学

茅野市尖石縄文考古館 15。 11.3 17人

縄文教室⑤ 縄文人と耳飾 り茅野市尖石縄文考古館
石と粘土を材料にした耳飾 り
製作体験

茅野市尖石縄文考古館 15。 11.8-9 7人

考古館活用の日⑤ 茅野市尖石縄文考古館
学芸員による展示解説、収蔵
庫見学       ~ 茅野市尖石縄文考古館 16.1。 12 17人

縄文教室⑥ 縄文のカゴづく
り 茅野市尖石縄文考古館

縄文のカゴ編み技法を学ぶ、
模造材料を使つたカゴ作り体
験

茅野市尖石縄文考古館 16。 2。 7-8 H人

考古館活用の日⑥ 茅野市尖石縄文考古館
学芸員による展示解説、収蔵
庫見学     : 茅野市尖石縄文考古館 16。 3.21 15人

縄文教室⑦ 縄文の石器づく
り

茅野市尖石縄文考古館
黒曜石を使つた石器作り体験
講座

茅野市尖石縄文考古館 16。 3。 27-28 9人

ジュニア教室 「火おこし体
験・縄文 ドングリクッキー作
り」

原村教育委員会
きりもみ式により火おこし体験
後、その火を使つておきを作り、
クッキーを焼いた

原村室内農村広場 15.5.24 40人

ジュニア教室「体験発掘」 原村教育委員会
発掘現場において、遺物集中
区の発掘を体験する

前尾根遺跡 15.8.5 30人

松本、木曽地区遺跡発表会 塩尻市立平出博物館
松本平周辺 5遺跡の調査概要
の発表

塩尻市総合文化センター 16。 2.29 85人

Enjoy体験くらぶ おもしろ
生活体験一縄文時代の生活―

立科町教育委員会
縄文時代の生活体験を主に土
器・矢尻などの作成や活動発
表

大庭遺跡 15.7.19-10。 13 17人

ふるさと再発見―タウンウ
オークラリーー 立科町教育委員会

町内の文化財をチェックポイ
ン トに歴史クイズなどを設定

町内史跡 15.6.22011。 1 55人

たてしな探検隊～立科の伝説 立科町教育委員会
町に伝わる伝説について史跡
をめぐり探検

町内史跡 15.7.13 22人

発掘体験授業 八千穂村村誌編纂室 遺跡の説明と発掘実習 封地遺跡 15。 9。 26 20A

鷹山遺跡教室 長門町教育委員会
第H号採掘址の埋め戻し保存
作業の手伝い

´ 史跡星糞峠黒曜石原産地遺跡 15.6.28 60りk

鷹山遺跡教室 長門町教育委員会
黒耀石のミチを探そう:遺跡
間の距離を万歩計で測る

八島遺跡～鷹山遺跡群 15.7.5 80A

鷹山遺跡教室 長門町教育委員会
石器作 りと旧石器バーベ

キュー :磨製石斧づくりと礫
群バーベキュー

原始・古代ロマン体験館 16.3.27 60A

第 8回夏休み親子縄文セミ
ナー 岡谷市教育育員会 縄文食作 り

カルチャーセンター梨久保遺
跡

15。 8.203 110人

土笛をつくろう
諏訪市教育委員会生涯学習課・

諏訪市博物館   ｀
市内の親子を対象に、土笛つ

くりと野焼きを行 う
諏訪市博物館 110人

復元土器のカロエ実験 諏訪市博物館

復元土器を擦切 :連続穿孔・敲打
等各技法により底部～胴部下半の
取り外しを行う 講師 :田 中洋二
良「

諏訪市博物館 15。 5.25 36りk

知つて得する博物館雑学ゼミ
ナール 黒曜石原産地遺跡散歩
「ゲンさんち訪問」

下諏訪町立諏訪湖博物館 星ヶ塔遺跡見学会 下諏訪町星ヶ塔遺跡 15。 9.23 25人

キッズ・クラブ  「土偶・埴
輪をつくつてみよう !」

下諏訪町立諏訪湖博物館 土偶・埴輪作りの体験 下諏訪町立諏訪湖博物館 15.5.24 60りに

キッズ・クラブ  「石器を
くつてみよう !」

下諏訪町立諏訪湖博物館 黒曜石の石鏃作りの体験 下諏訪町立諏訪湖博物館 15。 8。 23 30りに

キッズ・クラブ  「勾玉を
くつてみよう !」

下諏訪町立諏訪湖博物館 勾玉作 りの体験 下諏訪町立諏訪湖博物館 15.10.18 58ノヽ

キッズ・クラブ  「ドングリ
を食べてみよう !」

下諏訪町立諏訪湖博物館
ドングリクッキー等の試食体
験

下諏訪町立諏訪湖博物館 16.2.281 35人

縄文体験 富士見町井戸尻考古館 滑石で装身具をつくる 井戸尻史跡公園 15。 5。 4‐ 46りk

縄文体験 富士見町井戸尻考古館
黒曜石で矢尻をつくる。滑石
で装身具をつくる。

井戸尻史跡公園 15。 8。 90 10 50人

土器作り教室 富士見町井戸尻考古館
縄文土器を製作し、焼成す
る。

ゆとりろ 19.9。 13-10。 9 18人
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土器、石器、矢尻探し
豊丘村公民館・豊丘村歴史民俗
資料館

親子で村内出土土器の勉強会
と現地にて土器・石器探し

豊丘村歴史民俗資料館 16.3。 00 30人

羽場崎見学会 辰野町立辰野西小学校 遺跡見学 羽場崎遺跡 15。 5.12 67人

ふるさと探訪 山形村公民館
内

うヽ

村
に
行

出土の縄文土器をモデル
土器づくりと土器焼きを

山形村農業者 トレーニングセ
ンター

15。 6.2807.19 18人

親子歴史体験教室「黒曜石の

矢じりやペンダント作 り」
上田市立信濃国分寺資料館

黒曜石や骨を材料にして縄文
時代の矢じりやペンダン トを
作る

上田市立信濃国分寺資料館 15.7.26 31人

親子歴史体験教室 「縄文土器
を作ろう」

上田市立信濃国分寺資料館 粘土で縄文土器を作る 上田市立信濃国分寺資料館 15。 8。 1 32人

親子歴史体験教室「人物など
の埴輪を作ろう」

上田市立信濃国分寺資料館
粘土で縄文土器を作る人物や
動物の埴輸を作る

上田市立信濃国分寺資料館 15.9127 24人

親子歴史体験教室 「トチの実
などで古代食を作ろう」

上田市立信濃国分寺資料館
ドングリ、 トチの実などを材
料に古代食を作る

上田市立信濃国分寺資料館 15.11.2 80人

土器づ くり さらしなの里歴史資料館 土器づくりと野焼き さらしなの里歴史資料館 15.4.1～ 10.26 159人

古代編物づくり さらしなの里歴史資料館 ガマの網代編製品づくり さらしなの里歴史資料館 15。 4.1-16。 3。 31 64人

石器づくり さらしなの里歴史資料館 黒曜石の石器づくり さらしなの里歴史資料館 15。 4。 1-16.3.31 820A

古代火起こし さらしなの里歴史資料館
各種火起こし器による着火体
験     : さらしなの里歴史資料館 15。 4.1-16.3.31 3,326人

縄文飾 り玉づくり さらしなの里歴史資料館
滑石によるヒスイ風ペンダン

ト作り作り
さらしなの里歴史資料館 15.4。 1-16.3.31 1,906A

縄文人変装 さらしなの里歴史資料館
縄文服を身につけて縄文人に
変身

さらしなの里歴史資料館 15.4.1-16.3.31 2,173人

古代陶芸教室 さらしなの里歴史資料館 須恵器等製作 さらしなの里歴史資料館 15。 5-15。 11 延べ181人

古代布づくり教室 さらしなの里歴史資料館 縄文編布づくり さらしなの里歴史資料館 15。 12-16。 3 延べ75人

さらしなの里縄文まつ り
さらしなの里縄文まう り実行委
員会

縄文時代の衣食住体験イベン

ト
さらしなの里古代体験パーク 15.10。 26 4,500A

村上地区の史跡について 村上小学校 学区内の史跡巡り 村上小学校 15.5.30 40A

坂城の古墳時代 坂城高校 講座、接合体験 坂城高校 15。 6。 13 33人

南条・中之条地区の遺跡 南条小学校 学区内の遺跡の解説 南条小学校 15.6.15 40A

親子体験教室 坂城町教育委員会 ガラス・勾玉づくり 坂城町文化財センター 15.8。 9 63人

史跡探訪 村上小学校PTA 史跡探訪 坂城町村上地区 15。 10。 11 60りk

勾玉づ くり 坂城町教育委員会 勾玉づくり
坂城町格致学校歴史民俗資料
館

24人

火おこし 坂城町教育委員会 火おこし
坂城町格致学校歴史民俗資料
館

15.11.2 H人

第 6次古墳探検隊 千曲市森将軍塚古墳館
土器・勾玉・ガラス玉・銅
鏡・石器作り、博物館見学等

千曲市森将軍塚古墳館
15.5。 24～ 16。 2。 8

(13回 )

243人

親子古墳教室 千曲市森将軍塚古墳館 土器・勾玉作り 千曲市森将軍塚古墳館 15。 7。 2708。 10 59人

杉久保遺跡を知ろう 野尻湖ナウマンゾウ博物館
杉久保遺跡の見学と杉久保型
ナイフ形石器づくり

杉久保遺跡・野尻湖ナウマン
ゾウ博物館

15.8。 10 25人

博物館ミニ講座 野尻湖ナウマンゾウ博物館 石器づくり、縄文布づくり 野尻湖ナウマンゾウ博物館 15.8.2-8.18 480A
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オ 出版物

発行者 書 名 発行年月

長野県埋蔵文化財センター 長野県埋蔵文化財センター 年報20 16.3

長野県埋蔵文化財センター 一般国道 (野尻バイパス)埋蔵文化財発掘調査報告書2 貫ノ木遺跡・照月台遺跡 16.3

長野県埋蔵文化財センター 一般国道 (野尻バイパス)埋蔵文化財発掘調査報告書3 仲町遺跡 16.3

長野県埋蔵文化財センター 一般国道 (野尻バイパス)埋蔵文化財発掘調査報告書4 り‖久保遺跡 16。 3

長野県埋蔵文化財センター 国補緊急地方道路整備B業務 (主)り |1上佐久線埋蔵文化財発掘調査報告書 離山遺跡 16.3

長野県埋蔵文化財センター 県営畑地帯総合整備事業野辺山地区埋蔵文化財発掘調査報告書 矢出川遺跡 16。 3

長野県立歴史館 夏季企画展示図録 SOSふ るさとの文化財をす くえ 15。 7

長野県立歴史館 信濃の風土と歴史⑩ ふるさとの文化財を守る 16.3

長野県立歴史館 長野県立歴史館紀要10号 16.3

長野市教育委員会 長野市埋蔵文化財センター所報 N014 15。 10

長野市教育委員会 長野市の埋蔵文化財第103集 篠ノ井南条遺跡・辰巳池遺跡・本郷前遺跡

長野市教育委員会 長野市の埋蔵文化財第104集 天神木遺跡・樋爪遺跡・権現堂遺跡 16.23

松本市教育委員会 松本市五輪遺跡第1次緊急発掘調査報告書 15。 12

松本市教育委員会 松本市高宮遺跡Ⅲ 15.3

松本市教育委員会 松本市高宮遺跡Ⅳ 15。 3

松本市立考古博物館 「考古館新聞」L21 15。 5

松本市立考古博物館 「考古館新聞」L22 15.7

松本市立考古博物館 「考古館新聞」L23 15。 9

松本市立考古博物館 「考古館新聞」L24 15.11

松本市立考古博物館 「考古館新聞」L25

松本市立考古博物館 「考古館新聞」L26 16.3

上田市・上田市教育委員
会・上田市土地開発公社

上田市文化財調査報告書第93集  法楽寺遺跡

岡谷市教育委員会 榎垣外・東町田中遺跡発掘調査報告書 (概報) 16。 3

飯田市教育委員会 久保田遺跡 0久保田1号古墳・閣魔王塚古墳 15.3

飯田市教育委員会 殿村遺跡・大荒神の塚古墳

飯田市教育委員会 豊田遺跡 15.6

飯田市教育委員会 飯田城下町遺跡 16.3

飯田市教育委員会 権現堂前遺跡 16.3

飯田市教育委員会 上溝lL号古墳 16.3

飯田市教育委員会 恒川遺跡群 (田 中倉垣外・恒川A・ 恒川 B地籍) 16.3

飯田市上郷考古博物館 古墳人のアクセサリーー長野県における古墳時代の装身具一 15◆ 9

諏訪市教育委員会
諏訪市埋蔵文化財調査報告第58集
「市内遺跡発掘調査報告書 (平成15年度)」

16.3

諏訪市教育委員会
諏訪市埋蔵文化財調査報告第59集
「福松砥沢Ⅱ」

16。 3

中野市教育委員会 東池田古窯跡 (半出学校線道路改良工事に伴 う発掘調査報告書) 16。 3

須坂市教育委員会
長野県須坂市 市道園芸高校井上線 (都市計画道路井上線)道路改良工事に伴 う埋蔵文化財発掘調査報告書
「井上・幸高遺跡群 井上氏居館址南堀跡」

16.3

茅野市教育委員会 『聖石遺跡』県営ほ場整備事業芹ヶ沢地区に伴う埋蔵文化財緊急発掘調査概要報告書 16.3
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発行者 書 名 発行年月

茅野市教育委員会 『中村・外垣外・蟹畑遺跡』茅野市西茅野土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 16.3

茅野市教育委員会 『大久保遺跡』平成15年度国補緊急地方道路整備事業に伴う発掘調査報告書 16。 3

塩尻市立平出博物館 博物館紀要 第21集 16.3

塩尻市立平出博物館 博物館講座ノー ト 第18集 16.3

戸倉町 (千曲市)教育委員
戸倉町の歴史年表 15。 8

千曲市教育委員会 長野県千曲市遺跡分布図

千曲市教育委員会 更埴条里水田址七ツ石地点 16.3

千曲市教育委員会 平成 15年度千曲市市埋蔵文化財調査報告書 16.3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財 年報12 平成13年度 16.3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第H3集 西一本柳遺跡Ⅸ 16.3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第■4集 供養塚遺跡Ⅱ 16.3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第H5集 聖原第3分冊 16.3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第H6集 東久保遺跡Ⅱ O東久保古墳群 1号墳・宮田遺跡Ⅱ 16.3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第H7集 東五里田遺跡 16.3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第H8集 東近津遺跡 16.3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第119集  野沢館跡Ⅳ 16.3

佐久市教育委員会 佐久市埋蔵文化財調査報告書第120集  市内遺跡発掘調査報告書2002 16.3

真田町教育委員会 長野県小県郡真田町埋蔵文化財発掘調査報告書 四日市遺跡 15。 6

下諏訪町教育委員会 改定「下諏訪町の文化財」 15.9

富士見町教育委員会 坂平 ―八ヶ岳南麓における前期初頭から前葉の集落址― 16.3

原村教育委員会 姥ク原遺跡 御射山北遺跡 裏の尾根遺跡 16.3

原村教育委員会 前尾根遺跡 (第6次発掘調査) 16。 3

原村教育委員会 雁頭沢遺跡 (第 H次発掘調査) 16.3

南牧村教育委員会 南牧村旧石器時代遺跡地図 16.3

中川村教育委員会 中村遺跡第2次調査報告書 15.9

浅科村教育委員会 浅科村文化財調査報告代15集 16.2

和田村教育委員会 国補雪寒地域道路事業に伴 う和田村男女倉遺跡群工事立会調査報告書

三岳村教育委員会 小島遺跡 15。 9

木曽福島教育委員会 溝口遺跡 15.3

朝日村教育委員会 熊久保遺跡第10次発掘調査報告書

東部町教育委員会 平成15年度町内遺跡発掘調査概要報告書 16.3

坂城町教育委員会 町内遺跡発掘調査報告書2003 16.3

坂城町教育委員会 豊饒堂遺跡発掘調査報告書 16。 3

三水村教育委員会 芋川氏館跡発掘調査報告書
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力 新指定文化財 (埋蔵文化財関係)

名 称 種 別 指定年月日 所  在  地 概 要 所有者

屋代遺跡群出土木簡 県宝 16.3.29 千山市屋代字清水260-
6 長野県立歴史館

飛鳥から奈良時代の県内最古の文字資料。 長野県

御斜山獅子塚古墳
市史跡
(古墳)

15。 7.17 飯田市松尾久井284番地

これまで正式な発掘調査は行われておらず、現状では実態不明であ
るが、隣接する茶柄山古墳群とは密接な関係があると考えられ、当
地方 の古墳時代における位置付けとしても重要な古墳である。

飯田市

親経塚 市史跡 16.3.25 東御市御牧原4005-2ほ
か

平安時代末から中世の経塚で、以前は一帯に多数あつたが現存する
のはこれを含めて数基しかなく貴重である。

東御市

中手田遺跡 4号住居跡出土
村遺物 15。 9.29 豊丘村神稲

灰釉三足短頚壺1点、須恵器の大甕 1点、壺1点、杯と杯蓋1点、
杯蓋5点、高台付杯 1点、盤 2点。

豊丘村

岡谷丸山遺跡出土矢柄研磨
器

市遺物 16.3.30 市立岡谷美術考古館 縄文時代草創期の石器 2個一対。 (長 さ22,9cm、 22,5cm) 岡谷市

榎垣外遺跡出土顔面把手付
深鉢形土器 市遺物 16.3.30 市立岡谷美術考古館 縄文時代中期中葉住居内出土土器 1点。 (高 さ39,5cm) 岡谷市

目切遺跡出土顔面把手付深
鉢形土器

市遺物 16.3.30 市立岡谷美術考古館 縄文時代中期中葉住居外出土土器 1点。 (高 さ30,4cm) 岡谷市

目切遺跡出土壺を持つ妊婦
土偶

市遺物 16.3.30 市立岡谷美術考古館 縄文時代中期中葉住居内出土土偶1点。 (高 さ15,8cm) 岡谷市

広畑遺跡出土土偶 市遺物 16。 3.30 市立岡谷美術考古館 縄文時代中期住居内出土土偶 1点。 (高 さ6,6 1 cm) 岡谷市

花上遺跡出土土偶 市遺物 16.3.30 市立岡谷美術考古館 縄文時代中期小竪穴内出土土偶 1点。 (高 さ4,Ocm) 岡谷市

梨久保遺跡出土コハク、ヒ
スイ製装身具

市遺物 16.3.30 市立岡谷美術考古館 縄文時代中期から後期小竪穴内出土コハク3点、ヒスイ 5点。 岡谷市

橋原遺跡出土炭化種子類 市遺物 16.3.30 市立岡谷美術考古館 弥生時代後期住居内出土炭化種子類 2斗 6升。 岡谷市

田中下土浮遺跡 村史跡 三水村大字芋川字田中 平安時代の集落跡。 民地

佐久市教育委員会が平成15年度に刊行した報告書 (佐久市教育委員会提供)
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(5)補助事業

ア 埋蔵文化財関係補助金事業

補助事業者 補 助`事 業 名 補助対象経費
補助対象経費部分の内訳

国庫補助金 県費補助金 市町村負担金

坂城町 町内遺跡 発掘調査等 1,700,000 850,000 850,Oo0

上田市 市内遺跡 発掘調査等 1,100,000 550,000 550,000

佐久市 市内遺跡 発掘調査等 18,000,000 9,000,000 97,000 8,903,000

御代。田町 町内遺跡 発掘調査等 2,000,000 1,000,000 300,000 700,000

飯田市 市内遺跡 発掘調査等 10,000,000 5:000,000 1,443,000 3,557,000

岡谷市 市内遺跡 発掘調査等 10,000,000 5,000,000 907,000 4,093,000

諏訪市 市内遺跡 発掘調査等 1,000,000 500,000 500,000

茅野市 市内遺跡 発掘調査等 3,752,000 1,876,000 438,000 1,438,000

原村 村内遺跡 発掘調査等 8,422,000 4,211,000 383,000 3,828,000

千曲市 (更埴市) 市内遺跡 発掘調査等 3,000,000 1,500,000 450,000 lb 050,000

下諏訪町 町内遺跡 発掘調査等 1,761,000 880,000 264,000 617,000

辰野町 町内遺跡 発掘調査等 673,000 336,000 33,000 304,000

東部町 町内遺跡 発掘調査等 2,000,000 1,000,000 200,000 800,000

波田町 町内遺跡 発掘調査等 7,200,000 3,600,000 720,000 2,880,000

富士見町 町内遺跡 発掘調査等 122,000 61,000 61,000

飯山市 市内遺跡 発掘調査等 7,000,000 3,500,000 700,000 2,800,000

松本市 市内遺跡 発掘調査等 1,980,000 990,000 990,000

望月町 町内遺跡 発掘調査等 7,380,000 3,690,000 3,690,000

坂北村 村内遺跡 発掘調査等 6,495,950 3,247,000 3,248,950

木曽福島町 町内遺跡 発掘調査等 615,000 307,000 308,000

更埴市
屋代遺跡群ほ
か出土遺物

埋蔵文化財出土遺
物保存処理

1,000,000 500,000 500,000

松本市
開き松古墳ほ
か出土遺物

埋蔵文化財出土遺
物保存処理

1,714,000 857,000 857,000

合  計 22件 96,914,950 48,455,000 5,935,000 42,524,950
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イ 跡等補助金事

補助事業者 補 助 事 業 名 補助対象経費

補助対象経費部分の内訳

国庫補助金 県費補助金 市町村負担金

千曲市 (更埴市) 嬢捨 (田 毎の月) 記念物保存修理 14,600,000 7,300,000 2,190,000 5,110,000

上田市 上田城跡 記念物保存修理 23,600,000 11,800,000 3,540,000 8,260,000

南木曽町 中山道 記念物保存修理 3,000,000 1,500,000 450,000 1,050,000

長野市 大室古墳群 記念物保存修理 13,000,000 6,500,000 1,950,00o 4,550,000

茅野市 尖石石器時代遺跡 記念物保存修理 6,000,000 3,000,000 900,000 2,100,000

塩尻市 平出遺跡 記念物保存修理 43,000,000 21,500,000 4,300,000 17,200,000

上田市 信濃国分寺跡 記念物保存修理 15,000,000 7,500,000 1,500,000 6,000,000

松本市 松本城 記念物保存修理 43,502,000 21,751,000 21,751,000

駒ケ根市 光前寺 記念物保存修理 5,900,000 4,130,000 1,770,000

長野市 松代城跡附新御殿跡
地方拠′点史跡等総合
整備事業

210,000,000 105,000,000 18,000,000 87,000,000

上国市 信濃国分寺跡
史跡等買上げ (直接
買上げ)

56,909,000 45,527,000 3,756,000 7,626,000

塩尻市 平出遺跡
史跡等買上げ (直接
買上げ)

50,409,000 40,327,000 3,327,000 6,755,000

茅野市 駒形遺跡
史跡等買上げ (直接
買上げ)

135,475,000 108,380,000 8,941,000 18,154,000

長野市 大室古墳群
史跡等買上げ (先行
取得償還)

66,478,000 53,179,000 4,385,000 8,914,000

合  計 14件 686,873,Oo0 437,394,000 53,239,000 196,240,000
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(6)会議及び研修

ア 市町村埋蔵文化財担当者発掘調査技術研修会

日 時  平成 15年 10月 16日 肉

場  所  塩尻市史跡平出遺跡現地、塩尻市立平出博物館   参加人数39名

現地研修  塩尻市史跡平出遺跡     鰯 市立平出博物館学芸員 小松 詢

講  演  これからの史跡整備における調査研究のあり方について

田 断 文化財部記念物課整備部門文部科学技官 市原富士カ

事例報告  「史跡 平出遺跡」    鰯 市立平出博物館館長 ガ   )
「史跡 大室古墳群」   (長 野市教育委員会文化課係長 千野 浩)

「史跡 松本城」     船本市教育委員会文化課主任 竹内靖長)

イ 関東甲信越静地区担当者会・研修会

① 平成 15年度関東甲信歯劉地Iコ劉艶輝肺 政担当者会議

日 時  平成 15年 10月 30日鉢)31日 0
場 所 東京都 新宿区

協議内容  国の設立に係る法人の民営化及び独立行政法人化に伴う協定締結・覚書交換につい

て、古代・中     の周知化を含めた取扱いについて 他

現地視察  国分寺市 史跡武蔵国分寺・国分尼寺跡

八王子市 東京都高尾自然科学博物館、史跡八王子城

② 平成 15年度関東甲信越静地|コ獅記対脚 当職員共同

日 時  平成 15年 11月 27日休ン 28日 (a         r
場  所  欄 川県 横浜市

参加人数  9名
テ ー マ  「弥生時代の集落」

基調講演  「弥        の間説点」      厳 国立博物館 安藤広道

事例報告  眸嬌朝1県における弥生時代      (0動 かながわ考古学財団 伊躙

崎遺跡」                  担当 、井上洋=)
「小田原市中里遺跡とその周辺」     f/Jヽ田原市教育委員会 大島貴一)

横浜市 神奈川県立歴史博物館、横浜■―ラシア文化館、     展記念館

横浜市歴史博物館、    土遺跡

ウ 文化庁等主催埋蔵文化財担当職員請習会
'① 平成 15年度第 1回埋蔵文化財担当職員等講習会

日 時  平成 15年 9月 4日 (沐>5日 0
場  所  奈良県 奈良市

参加人数  1名
講義内容  「       政の現状と課題 2003」

図 肘 対 関 編 翻 猥 針 映 餃 脚 覇 坂帰 洲

「第二世代のガ 麒孵焉斬¬如          鍛 県教育委員会 大沼芳→

「京都市の文化財保護行政の歩みと課題」螂     麒相曜蒙″-1月 |11薩趙

「防府市の文化財保護行山         (山 口県防府市教育委員会

「埋蔵文化財保護行政の現状と「蒲麹  0騨藁卦収 市市民局文化財課 上野秀一)

「遺跡と都市計画」      (宮 城県多賀城市埋蔵文化財調査センター 高倉敏明)
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「長崎県における   ヒ財保護行政の現状と史跡の活用」

帳崎県原の辻遺跡調査事務所 高野晋司)

「町合併に伴う文化財行政の推移について」 (月車県篠山市教育委員会 西田即

「奈良県における埋蔵文化財行政の歩みと訴擢劃   捺 良県教育委員会

「奈良県田原本町の埋蔵文化財行政の歩みと現状」

捺 良県田り許岬磁鮮蔭員会 藤田J「)

② 平成 15年度第 2回埋蔵文化財担当職員等講習会

日 時  平成 16年 1月 15日 肉 016日 0
場  所  栃木県 宇都宮市

参加人数  3名
講義内容      の埋蔵文化財保護行政」        会 岩淵一月

「小さな町での取り組み」    の研萌譲ガリ|1町教育委員会 真保昌弘)

他は、第 1回 と同様の講義内容

工 市町村文化財担当者ブロック会議

管 内 開 催 日 場 所 珈
喘

参

市
主 な 議 題 等

事 務 所

平成 16年

2月 20日

南牧村交
―

滴
12

1川上村文化財行政の現状について

2南牧村文化財行政と現状について

上田教育

勤

平成 16年

2月 5日

上田合同

船

´
７

1市町村合併に伴う文化財保護の対応と課題

2各市町村における文化財保護の現状及び問題点

側 Б精

事 務 所

平成 16年

2月 27日

南箕輪村

村民セン

ター

14

1個人住宅建設に係る埋蔵文化財の取扱いについて

2埋蔵文化財調査整理予算に係る積算基準について

3教育委員会のあり方について

4調査報告書の仕様書について

5市町村指定文化財への保険について

飯田教育

事 務 所

平成 15年

2月 24日

飯田市か

ざこし子

どもの森

公園内仲

間の館

10

1文化財築護に関する阿智村、飯田市、松川町t天

龍村の事例報告

2天然記念物の保護について

松本教育

勃

平成 15年

11リロ28日

梓り1清農

村環境改

ヨ カー

18

1市町村合併に伴う諸問題について

2埋蔵文化財保護について

編訓1村内の重要文化財、県天然記念物等視察)

長野教育

勤

平成 16年

2月 20日

千曲:市戸

能 J酬
14

1国・県補助事業について  |
2開発業者への   関 包蔵地の周知について

3市町村合併に伴う公文書の取扱いについて

(さ らしなの里歴史資料館視察)
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オ 独立行政法人奈良文化財研究所 埋蔵文化財センター研修

研修
区分

課  程 実 施 期 日 定員 内 容 受  講  者

一
般

般 課 程 6/10- 7/18 18
遺跡の発掘調査を進めるために
必要な基礎的知識 と技術の研修

県埋文センター 1名

専
　
門
　
研
　
修

写 真 基 礎 課 程 5/ 7- 5/15 16
埋蔵文化財の写真撮影等に関し
て必要な基礎的知識 と技術の研
修

東部町教育委員会    1名

保 存 科 学 課 程 5/21- 6/ 5 16
遺物、遺構の保存に関する保存
科学的な専門的知識 と技術の習
得

な し

文 化 財 写 真 課 程 8/19- 9/12 12
埋蔵文化財の写真撮影等に関し
て必要な専門的知識 と技術の研
修

な し

跡
程

遠還落
課

集
生

代古
調

10/ 1～ 10/10 16
古代集落遺跡の調査研究に関し
て必要な専門的知識 と技術の研
修

な し

境
程

環
課

跡
査

遺
調

10/16-10/31 16
遺跡の発掘において、第四紀学
の成果を用いて過去の自然環境
を推定復原する方法を学ぶ研修

な し

官 衛 遺 跡 調 査 11/27-12/ 9 16
官衛遺跡の調査研究に関して必
要な専門的知識 と技術の研修

な し

報 告 書 作 成 課 程 1/14- 1/23 24
見やすく読みやすい報告書の作
り方 と、図録・学術誌編集の基
礎に関する研修

な し

城 郭 調 査 課 程 1/28-  2/ 4 16
城郭遺跡の調査・修復に必要な
専門的知識と技術の研修

県立歴史館       1名

特

別

研

修

析
程

分
課

学
査

科
調

9/17～ 9/19 20

埋蔵文化財資料の科学分析に関
する原理とその利用技術および

解釈、最近の動向などに関する
基礎的知識の研修

な し

図
程

地
課

跡
報

遺
情

11/11-11/14 24
埋蔵文化財の調査研究へのGI
Sの応用に関する基礎的な知識
の研修

千曲市教育委員会    1名

的
程

学
酬

科
定然触

自
年

2/17- 2/20 20 自然科学的手法による年代測定
に関する基礎的知識の研修

県埋文センター     1名

陶 磁 器 調 査 課 程 2/24- 2/27 16
近世遺跡出土日本陶磁器の調査
研究に関して必要な専門的知識
と技術の研修

な し

動 物 考 古 学 課 程 3/ 2- 3/ 5 16
遺跡出上の動物遺存体研究に関
して必要な専門的知識と同定技
術の習得をねらう研修

な し
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I 平成15年度の調査概要

本発掘調査

①遺跡所在地 ②遺跡の時代 ③遺跡の種類

④調査期間 ⑤調査主体 ⑥調査担当者 ⑦

調査の原因、目的 ③調査面積 ⑨検出遺構

⑩出土遺物 ①所見 ⑫調査報告書

(1) 長野市

7185

①長野市大字平林300-1ほ か②弥生～中世③集落

跡④H15。 4.24～ 7.18⑤長野市埋蔵文化財センター

⑥青木和明⑦土地区画整理③l,500⑨ 竪穴住居跡4

(古墳)、 土坑37、 溝跡19(平安)⑩土器 (古墳、平安)、

金具、馬骨(平安)①平成13年度からの継続調査。浅

川扇状地末端に立地する古墳時代・平安時代の集落

跡⑫平成18年度刊行予定

あさかわせんじょうち まゆみだ

7186 浅川扇状地遺跡群 檀 田遺跡

①長野市大字檀田仮換地指定26街区ほか②縄文～

中世③集落跡④H15。 4.21～ 7。 4⑤長野市埋蔵文化財
センタァ⑥飯島哲也⑦店舗③2,700⑨ 竪穴住居跡 8

(縄文、弥生)、 埋甕 2、 集石 1(縄文)、 土坑65、 溝跡

26(縄文～中世)⑩土器 (縄文～平安)、 石器、石棒、土

偶 (縄文)①土地区画整理に伴 う一連の調査:長野

盆地平野部では数少ない縄文時代中期前半の集落

跡。⑫平成16年度刊行予定

まゆみだ

檀田遺跡

①長野市大字檀田字有無193-1ほか②縄文～中世

③集落跡④H15。 4.7～ 9。 5⑤長野市埋蔵文化財セン

ター⑥飯島哲也⑦店舗③3,800⑨ 竪穴住居跡74(弥

生、古墳)、 掘立柱建物跡 1、 井戸 6(弥生～中世)⑩

土器 (弥生、古墳)、 石器、石製品(弥生)、 耳環 (古墳)

①土地区画整理事業に伴う一連の調査として、平成
14年度からの継続調査。弥生時代中・後期と古墳時

代後期の住居跡が重複しながら濃密に分布。⑫平成
16年度刊行予定

7188
よした ま ちひがし

吉田町 東 遺跡

①長野市大字吉田3-953-l②弥生～平安③集落跡

④H15.10.23⑤長野市埋蔵文化財センター⑥青木和

明⑦道路③600⑨竪穴住居跡20、 掘立柱建物跡 1、

溝跡 2、 土坑22(弥生～平安)⑩土器 (弥生～平安)、

石器 (弥生)、 灰釉陶器 (平安)①平成14年度からの継

続調査。各時代にわたる遺構が密に分布する。扇央

部に位置する安定した集落遺跡。⑫平成17年度刊行

予定

7187 群跡遺発
地』状望

扇
姉
川

雄
浅

群跡遺発
地』状望

扇
姉
川

雄
浅

跡遺囃
沖

椰東れ林日平群跡遺発
地い状望

扇
姉
川

雄
浅

長野市 浅川扇状地遺跡群 檀田遺跡の遠景 (長野市教育委員会提供)
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跡寝退叫東一断
ユ
士
ロ

群跡寝退
発
地

』
状

望
扇

姉
川

雄
浅

群跡寝退
発
地

』状望
扇

姉
川

縫浅０９７

跡寝退
整
訓

め
郷脇本群跡寝退

発
地

攪状望
扇

姉
川

縫
浅９７

7189

①長野市大字吉田3-1075-1ほ か②弥生～平安③

集落跡④H15.12。 8～ 12.22⑤長野市埋蔵文化財セン

ター⑥青木和明⑦道路③100⑨土坑 3、 溝跡 2(弥
生、平安)⑩土器 (弥生、平安)①道路改良に伴 う一連
の調査。⑫平成17年度刊行予定

たつみいけ

辰巳池遺跡

①長野市大字吉田3-H37■ 7ほか②弥生～平安③

集落跡④H15.6。 30～ 7.28⑤長野市埋蔵文化財セシ

ター⑥風間栄下⑦宅地造成③500⑨竪穴住居跡 10、

土坑 3、 溝跡 4(弥生～平安)⑩土器 (弥生～平安)、

灰釉陶器 (平安)⑪弥生時代中期以降各時代の遺構
が散在的に分布する。⑫長野市教育委員会『篠ノ井
南条遺跡 0辰 巳池遺跡・本郷前遺跡』平成16年 1月

刊行

①長野市三輪4-844-9②弥生③集落跡④H15。 9。 H
～9。 18⑤長野市埋蔵文化財センター⑥矢口忠良⑦

集合住宅③200⑨竪穴住居跡 1(弥生)⑩土器 (弥生)

①扇状地内の帯状微高地に立地する小規模集落。⑫

長野市教育委員会『篠ノ井南条遺跡・辰巳池遺跡 :

本郷前遺跡』平成16年 1月 刊行

①長野市神楽橋51-6②弥生③集落跡④H16.1.14～

1。 30⑤長野市埋蔵文化財センター⑥青木和明⑦道

路③300⑨土坑 2(弥生)⑩土器 (弥生)①扇頂部に位
置する弥生時代中期集落遺跡の縁辺部:⑫刊行予定
なし

7193 篠ノ井遺跡群

①長野市篠ノ井塩崎5977②弥生～中世③集落跡、古

墳④H15。 10。 212.26⑤長野市埋蔵文化財センター⑥

風間栄一⑦道路③400⑨竪穴住居跡13、 掘立柱建物

跡 2、 土坑16、 溝跡 1、 井戸跡 4(弥生～平安)、 古墳
2(古墳)⑩土器 (弥生～平安)、 陶磁器、鉄製品、青銅

製品、石製品、ガラス小玉、銭貨 (弥生γ中世)⑪平成
11年度からの継続調査。弥生時代後期から古墳時代

前期の集落跡。古墳時代中期の埋没古墳群を検出。

古代 0中世の集落縁辺部。⑫平成17年度刊行予定

7194篠ノ井南条遺跡

①長野市篠ノ井布施高田字南条1059-1ほ か②平安
中世③集落跡、古墳④H15.5。 28ん 6。 12⑤長野市埋蔵
文化財センター⑥風間栄一⑦宅地造成③500⑨竪穴

住居跡 3(平安)、 井戸跡、小穴(中世)、 土坑15、 溝跡
5(平安、中世)⑩

=器
、陶磁器 (平安、中世)⑪布施城

跡として調査に着手したが、城館関連遺構なし。篠
ノ井南条遺跡とした。⑫長野市教育委員会『篠ノ井
南条遺跡・辰巳池遺跡・本郷前遺跡』平成16年 1月

刊行

7195 松代城下町跡

①長野市松代町松代字殿町174-1ほか②近世～近

代③城下町跡④H15。 10。 1～ 11.6⑤長野市埋蔵文化
財センター⑥飯島哲也⑦その他の建物 (事務所)③
390⑨建物跡、溝跡、土坑、埋め桶、池跡 (近世)⑩土

器、陶磁器、木製品、金属製品(近世)①大部分は破
壊。近代から近世の生活面 3面を確認。武家屋敷地
内の溝・建物跡等を検出。⑫平成16年度刊行予定

7196 藉霜常言撲適遺跡群
①長野市大字栗田字部屋田105-l②弥生～平安③
散布地④H15,4.24⑤長野市埋蔵文化財センター⑥
小林和子⑦宅地造成③72⑨なし⑩なし⑪遺構や遺
物の検出なし。⑫刊行予定なし

7197月ぜ讐彗・聯1房事翫 群 角だЪ場璽
す
ギ発

神社遺跡

①長野市大字小島字三ツ家沖805-1ほ か②弥生～

近世③集落跡④H15.10。 8～ H16.3。 26⑤長野市埋蔵
文化財センター⑥青木和明⑦道路③l,300⑨ 竪穴住
居跡 8、 土坑111、 溝跡13(弥生～平安)、 周溝墓 1(古

墳)、 掘立柱建物跡 1(奈良)⑩石器 (弥生)、 土器、木

製品(弥生～平安)、 陶磁器 (平安～近世)①弥生時代
から古墳時代の環濠集落の外縁部において、墓域と
埋没河川の存在を確認。⑫平成19年度刊行予定

跡寝退
れ
橋

［
碑群跡一理

”
地』状望

扇
姉
川

浸
浅２９７
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´  しせ き

7198 史跡

①長野市松代町松代②中世～近世③城郭④H15.6。 6

～12。 19(新御殿跡)、 H16e2.20～ 3。 31(松代城跡)⑤

長野市教育委員会⑥宿野隆史、小林育英⑦記念物保

存修理事業③412(松代城跡)、 253(新御殿跡)計665

⑨松代城跡 :城郭遺構 (土塁、馬出し、外)、 新御殿跡

:建物礎石 (近世)⑩土器、陶磁器、瓦、本製品、金属製

品(近世)⑪松代城跡については、二の丸東側・南側

の外堀及び馬出し、土塁部分の発掘調査を実施 し遺

構範囲を確認した。新御殿跡については、御殿建物

北側の発掘調査を実施して、建物礎石を確認 した。

⑫松代城跡 :平成17年度刊行予定、新御殿跡 :平成

22年度刊行予定

①長野市松代町大室②古墳③古墳④H15。 8.1～ 3。 31

⑤長野市教育委員会⑥時信武史、千野 浩⑦記念物

保存修理事業③151(243号墳)、 363(244号墳)計514

⑨古墳 (墳丘、石積、周溝)2(古墳)⑩土器 (弥生～古

墳)①243号墳は、範囲確認調査を実施した。244号

墳は、保存整備のための基礎資料を得るための調査

で、墳丘を取りまく周溝や墳丘内に構築された石積

みを確認している。⑫未刊

(2)松 本市

7200 女鳥羽川遺跡

①松本市元町1丁 目ほか②縄文③集落跡④H15.4。 1

～4。 25⑤松本市教育委員会⑥赤羽裕幸、内堀 団⑦

範囲確認③180⑨なし⑩土器、石器 (縄文)①同遺跡

の4次調査。縄文後期・晩期の良好な遺物包含層を

確認。⑫未刊

7201 上ノ寺遺跡

①松本市大字島内8512-6② 近世、近代③社寺跡

④H15。 5。 12～ 6。 18⑤松本市教育委員会⑥菊池保夫、

大田圭郁⑦公園造成③195⑨なし⑩陶磁器、金属製

品(近代)①中世末の廃寺との指摘があるが、近代の

遺物のみが出±。⑫未刊

7202 神田遺跡

① 松本市神田1-15-12② 平安③集落④H15。 5。 13

～7。 l⑤松本市教育委員会⑥赤羽裕幸、内堀 団⑦

道路③62⑨竪穴住居跡 7、 土坑 1(平安)⑩土器、灰

釉陶器 (平安)、 石器 (不 明)①同遺跡の 3次調査。遺

構や遺物が密集。⑫未刊

7203 塩倉池遺跡、塚山古墳 (1～ 3号 )

①松本市岡田下岡田677-1ほか②縄文、古墳③集落

跡、古墳④H16.1。 8～3.31⑤松本市教育委員会⑥菊

池保夫、和田和哉、山本紀之、太田圭郁、小山貴広⑦

その他の建物③2,335⑨竪穴住居跡 5、 土坑 3(縄

文)、 円墳 3(古墳)、 土坑H、 小穴23、 溝跡 4(時期不

明)⑩土器 (縄文、古墳)、 石器 (縄文)、 勾玉、金属製品

(古墳)①塩倉遺跡の第 4次調査。塚山古墳の 1号古

墳は周溝外径30mの大形円墳と判明。縄文中期の集

落跡を削平して古墳を築造。⑫平成17年3月 刊行予

定

7204 高宮遺跡

①松本市高官東209-2②古墳③集落跡④H15。 8.1～

9.16⑤松本市教育委員会⑥和田和哉、山本紀之、菊

池直哉⑦店舗③295⑨土坑 1、 土器集中3(古墳)、 土

坑 5、 溝跡 (時期不明)⑩土器 (古墳)、 陶磁器 (近世)

①同遺跡の 3次調査。湧水地周辺の古墳時代中期の

遺跡。⑫松本市教育委員会『高官遺跡Ⅲ』平成16

年3月 刊行

7205 高宮遺跡

①松本市高官北3-H②古墳③集落跡④H15.10。 3～

10。 17⑤松本市教育委員会⑥直井雅尚、栗田幸信、

菊池直哉⑦店舗③48⑨土器集中3(古墳)⑩土器 (古

墳)①同遺跡の4次調査。湧水地周辺の古墳時代中

期の遺跡。⑫松本市教育委員会『高官遺跡Ⅳ』平成

16年 3月 刊行

7206 高 畑遺跡

①松本市芳川村井町928-2②縄文～弥生、奈良～中

世③集落跡④H15。 4。 24～ 6。 13、 10。 14～ H.15⑤松本

市教育委員会⑥和田和哉、山本紀之、菊池直哉⑦道

路③848⑨竪穴住居跡 2、 (奈良、平安)、 土坑39、 建物

跡 2、溝跡 6、 小穴237(中世)⑩黒曜石、石器 (縄文)、

土器 (弥生、奈良～中世)、 灰釉陶器 (平安)、 陶磁器、

浸
跡

帷
附つ社

跡
』
城

』
代

わ
松

慟
群

蒟
墳

葛
古

“
室

誌
大」鰤

９９７
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鉄製品、銭貨 (中世)①同遺跡の 2次調査。奈良、

平安時代の集落跡。⑫未刊

たかばたけ

7207 高 畑遺跡

①松本市芳川村井町920-2ほか②縄文、奈良、中世

③集落跡④H15。 H。 21～ H16。 2。 16⑤松本市教育委員

会⑥和田和哉、山本紀之⑦その他の開発 (プール建

設)③l,478⑨竪穴住居跡1(奈良)、 掘立柱建物跡 3

(奈良、鎌倉)、 竪穴状遺構 19、 土坑126、 小穴564、 溝跡

6(鎌倉)⑩石器 (縄文)、 土器 (奈良、鎌倉)、 陶器、鉄製

品、銭貨 (鎌倉)①同遺跡の 3次調査。奈良・鎌倉時

代の集落跡。⑫未刊

7208

①松本市大手4-12二 15②近世③城下町④H15。 6.23

～7。 2⑤松本市教育委員会⑥菊池保夫、太田圭郁⑦

集合住宅③12⑨土坑1、 礎石 (近世)⑩陶磁器、瓦(近

世)①同地点の第 2次調査:⑫未刊

7209

①松本市大手2-9-18②近世③城下町跡④H15。 5。 6

～5.31⑤松本市教育委員会⑥柳澤秀利、中村慎吾⑦

道路③61⑨本組み溝跡、整地面 (近世)⑩陶磁器、本

製品(箸、不明品)、 金属製品(煙管、飾 り金具)、 自然

遺物 (近世)①同地点の第 3次調査。屋敷境の木組

み溝が確認された。⑫未刊

7210 松本城下町跡 (本町 6次 )

①松本市中央2丁 目1番②近世③城下町跡④H15。 7。 4

～7。 23⑤松本市教育委員会⑥柳澤秀利、中村慎吾⑦

店舗③l19⑨建物跡 1、 土坑 4、 集石 2、 石列 1、 溝状

遺構 2、 木樋 1、 礎石、整地面 (近世)⑩土器、陶磁器、

木製品(箸など)、 金属製品(銭貨、煙管、釘)、 布製品

(近世)①同地点の第 6次調査。城下町の町屋跡の調

査。17世紀から19世紀の 9面の整地面を確認。⑫未

干J

①松本市中央2丁 目1番 18号②近世③城下町跡

④H16.1。 29～ 2。 H⑤松本市教育委員会⑥櫻井 了、

清水 究⑦店舗③256⑨土坑 (ゴ ミ穴含む)、 間知石、

石列、溝状遺構、本樋、礎石列、鍛冶炉、木組み遺構、

埋設炉 (近世)⑩土器、陶磁器、木製品(下駄、漆碗、円

板、箆、膳)、 金属製品(銭貨、煙管、毛抜き)、 石製品

(砥石、凹石)(近世)⑪同地点の第 7次調査。16世紀

末から19世紀代の6面の整地面を確認。内 2面で火

災層を検出。⑫未刊

①松本市大手2-3-20②近世③城下町跡④H15。 6.2

～6.30⑤松本市教育委員会⑥柳澤秀利、中村慎吾⑦

個人住宅兼店舗③658⑨礎石、土坑、溝状遺構、集石、

池状遺構、整地面 (近世)⑩土器、陶磁器、瓦、金属製

品(煙管、針金、釘、飾 り金具、銭貨)、 本製品(箸、曲げ

物底、漆製品)(近世)①同地点の第 5次調査。16世紀

から19世紀の10面の整地面、松本藩の役所跡 (4面
まで)と 武家屋敷跡 (5～ 9面)を確認。⑫未刊

7213

①松本市丸の内6番9号②近代③城下町跡④H15。 8.4

～8.1l⑤松本市教育委員会⑥柳澤秀利、赤羽裕幸⑦

個人住宅③60⑨土坑、礎石、竹管水道施設、整地面

(近世)⑩陶磁器、金属製品(近世)①同地点の第 2次

調査。17世紀から19世紀にかけて5面の整地面を確

認した。上級武士の屋敷跡の一角。⑫未刊

7214

①松本市大手2-8-17②近世③城下町跡④H15。 5.

13ん 5。 18⑤松本市教育委員会⑥柳澤秀利、 中村慎

吾⑦その他の建物③H4⑨土坑 2t溝状遺構 1、 石組

水路 1、 木樋 1、 整地面 (近世)⑩陶磁器、土器、木製

品(曲物底板、箸)、 金属製品(煙管)(近世)①同地点

の第 3次調査。上級武士屋敷跡。9面の整地面を確

認。⑫未刊  ″

7215

①松本市大手3-7-4②近世③城下町跡④H16。 2。 16

～2.19⑤松本市教育委員会⑥内堀 団、赤羽裕幸⑦

個人住宅兼工場又は店舗③12⑨杭列 (近世)⑩なし

①同地点の第 4次調査。近世の遺構面と考えられる

粘土層の分布を確認。⑫未刊
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7216 大村遺跡

①松本市大村5番地1ほか②縄文、古墳、平安、中世③

集落跡④H15。 10。 20～ H16。 3。 30⑤松本市教育委員会

⑥柳澤秀利、栗田幸信、菊池直哉、中村慎吾⑦ほ場整

備③4,693⑨土坑78、 集石15、 石列 4、 凸状地形 2(縄

文、古墳、平安、中世)、 竪穴住居跡31(古墳～平安)⑩

土器 (縄文、奈良、平安)、 1青磁 (中世)①同遺跡の6次

調査。古墳時代～平安時代の集落跡:かつて大村廃

寺とされた範囲。鴎尾を含む1,200点 を越える瓦が

出±。⑫平成17年3月 刊行予定

7217 天神西遺跡、

次 )

みやむらまち

(宮村町 2

①松本市深志3-7-47②古墳、近世③集落跡、城下

町跡④H16。 3。 1～ 3。 30⑤松本市教育委員会⑥竹内靖

長、菊池直哉⑦集合住宅③257⑨ 竪穴住居跡 1、 土坑
2t小穴H、 溝跡 1(古墳)、 土坑72、 溝跡 7、 小穴16

(近世)⑩土器 (古墳)、 陶磁器、金属製品(箸、飾り金

具、銭貨)、 木製品(漆碗、刷毛、曲げ物、下駄、墨書荷

札)(近世)①上層は城下町跡、下層は古墳時代の集

落。城下町跡は下級武士の居宅跡で、18世紀ん19

世紀前半の2面を調査。⑫平成17年3月 刊行予定

①松本市岡田伊深②平安、中世、近世③集落跡、社寺

跡④H15.6。 7～ 12.25⑤松本市教育委員会⑥竹内靖

長、小山貴広⑦公園③l,293⑨ 竪穴住居跡 1(平安)、

建物跡 2、 土坑 198、 小穴198、 石列 4、 集石 6、 溝跡

16、 埋設桶 1(戦国ん江戸)⑩土器、灰釉陶器 (平安)、

土器、陶磁器、金属製品 (刀子、銭貨)、 石製品 (砥石、

碁石、石臼、硯)、 木製品 (戦国～江戸)①江戸時代後

期に焼失 した寺院跡の調査。谷を埋め立てて造成 し

ている。⑫平成18年3月 刊行予定

7219 史跡  松 本 城  二の丸跡

①松本市丸の内4番 1号②中世～近代③城館跡④H15。

4。 1～ 4。 7、 8。 18～ 10。 7⑤松本市教育委員会⑥竹内靖

長、小山貴広⑦記念物保存修理事業③102⑨ 土坑 8、

小穴16、 集石 1、 石列 1、 間知石列 2、 土塁裾部杭矢

板列 (中世～近世)⑩陶磁器、土器(瓦 (中世～近世)

⑪松本城二の丸の土塀と北東隅櫓復元のための調

査。土塁基礎部分を確認。松本城以前に遡る可能性

のある整地層を検出。⑫未刊

①松本市丸の内7番7号②近世③城館跡④H16。 1.20

～2。 3⑤松本市教育委員会⑥竹内靖長、小山貴広⑦

記念物保存修理事業 (石垣改修)③22⑨土塁盛土層、

土塁土留杭、礎石 (近世)⑩陶磁器 (近世)⑪総堀内側
の土塁の盛土層を確認。⑫未刊

(3)上 田市

①上田市大字国分字仁王堂②弥生、奈良、平安③寺

院跡、集落跡④H15。 10.1～ H16。 1.10⑤上田市教育委

員会⑥中沢徳士⑦記念物保存修理事業③l,000⑨溝

跡 2(弥生)、 竪穴住居跡 4(古墳)、 石敷遺構 2(奈

良)、 石垣遺構 (中 世)、 掘立柱建物跡 5、 ピット67(不

明)⑩土器 (弥生～平安)、 瓦 (奈良)⑪今回の調査に

おいても、僧寺築地塀等、区画施設の確認はできな

かった。したがって、従来築地塀が存在すると想定

されていたラインは改めて見直さざるを得ず、ある

いは寺域の範囲がさらに拡大することも予想され

る。また、寺域の区画施設が果たして本当に築地塀

であったのかも、改めて再検証する必要もある。⑫

平成17年度刊行予定

(4) 岡谷市

7222 上 向 A遺跡

①岡谷市今井地先 (国道20号バイパス用地)②縄文

③集落跡④H15。 4.1～ 16。 4.9⑤岡谷市教育委員会⑥

会田 進⑦道路③805⑨小竪穴38(縄文)⑩土器 (縄

文)⑪横河川右岸の河岸段丘上に、縄文時代中期の

集落が営まれていたことが明らかとなった。⑫平成
17年度刊行予定

7223 荒神塚古墳

①岡谷市川岸上1-113二 l②古墳③古墳④H15.12.1

～H16。 4。 9⑤ 岡谷市教育委員会⑥会田 進⑦道路③
42⑨古墳 1(古墳)⑩土器 (古墳)⑪後世の撹乱によ

り、墳丘などは残存していないことがわかった。⑫

平成16年度刊行予定
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7224 唐 松林古墳

①岡谷市今井地先 (国道20号バイパス用地)②古墳

③古墳④H15。 4.1～H16.4。 9⑤岡谷市教育委員会⑥

会田 進⑦道路③464⑨墓 5(近世)⑩陶磁器 (近世)

⑪古墳の存在を裏付けるような遺構の発見はなか
つた。⑫平成17年度刊行予定

(5)飯 田市

7225 竹佐中原遺跡

①飯田市竹佐151-2ほか②旧石器、縄文③集落跡

④H15。 5。 12～ 10。 23⑤長野県埋蔵文化財センター⑥

大竹憲昭⑦道路③12,500⑨竪穴住居跡1(縄文)⑩石

器 (旧石器、縄文)、 土器 (縄文、中世、近世)、 陶磁器片

(中世、近世)①旧石器時代遺物が出土したが、集中

部は確認されず、単発的な出土である。また縄文時

代住居跡を1軒検出したが異存状態はよくない。⑫

平成16年度刊行予定

もりばやし

7226 森 林 遺跡

①飯田市竹佐241-12ほか②旧石器～弥生③集落跡

④H15。 4.8～ 5。 23⑤長野県埋蔵文化財センター⑥藤

原直人、大竹憲昭⑦道路③4,300⑨なし⑩石器 (旧 石

器～縄文)、 土器 (弥生)①新たな遺構は確認されな

かつた。竹佐中原遺跡A地点と同類の旧石器の剥片

や縄文の土器や石器が散発的に出土した。⑫未定

7227 下 り松遺跡

①飯田市竹佐413ほ か②縄文③集落跡④H15。 4。 3～

6。 13⑤長野県埋蔵文化財センタ∵⑥若林 卓、石上

周蔵⑦道路③4,500⑨堅穴住居跡 6、 土坑74(縄文)

⑩土器、石器 (縄文)⑪縄文時代中期中葉から後葉の

竪穴住居跡 6軒 と土坑74基 を発見した。土坑は、住

居近隣の数箇所にまとまる傾向がとらえられた。⑫

未定       |

7228 川路 大 明神原遺跡

①飯田市川路5613ほ か②縄文③集落跡④H15。 7.14

～7.17⑤長野県埋蔵文化財センター⑥若林 卓⑦

道路③260⑨なし⑩なし⑪集落域が広がっていない

地点である。⑫未定

7229 白山遺跡

①飯田市竹佐881ほか②縄文③集落跡④H15.7。 4⑤

長野県埋蔵文化財センター⑥若林 卓⑦道路③40

⑨なし⑩なし⑪集落域が広がっていない地点であ
る:⑫未定

やまもとおおつか  ヽ    _
7230 山本大塚遺跡

①飯田市竹佐699ほ か②縄文、古墳、中世、近世③墓

域④H15。 8。 5～ 9.17⑤長野県埋蔵文化財センター⑥

若林 卓⑦道路③4,400⑨土坑 1、 溝跡 4(本明)、 土

坑墓 2(近世)⑩土器、石器 (縄文)、 陶磁器、石製品

(中世以降)、 金属器 (近世以降)①集落域が広がる地

点ではない。土坑墓は近世のもので、昭和44年に調
査された中世墓群とともに遺跡の性格を考える上

で注意される。⑫未定

7231 寺沢遺跡

①飯田市竹佐563ほか②縄文③散布地④H15:7.1～

7。 4⑤長野県埋蔵文化財センター⑥若林 卓⑦道路

③260⑨ なし⑩なし①すでに宅地造成により大きく

削平を受けており、遺構が残存する可能性は考え難
い地点である。⑫未定

7232 赤羽原遺跡

①飯田市山本4684ほ か②縄文、平安以降③散布地④
H15。 7。 7～ 7.10⑤長野県埋蔵文化財センタニ⑥若林

卓⑦道路③230⑨土器埋設遺構 1(平安以降)⑩土器

(平安以降)①平安時代以降の甕形土器埋設遺構を

検出したものの、これ以外に遺構・遺物はなく性格

を特定できない。⑫未定

7233 山本大森遺跡

①飯田市山本401ほか②縄文③散布地④H16。 2.3⑤

飯田市教育委員会⑥澁谷恵美子⑦その他の建物 (鉄

塔建設)③ 8⑨なし⑩なt⑪地表下20か ら30cmで ロ

ーム層となる。二部 lmまで掘り下げたが遺構 0遺

物の出土はない。⑫未定
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7234 前 林 廃寺跡

①飯田市桐林1461-21。 22②弥生③集落跡④H15。 9.

2～ 10.10⑤飯田市教育委員会⑥澁谷恵美子、佐々木

嘉和⑦その他の建物 (鉄塔建替)③243⑨竪穴住居跡

3(弥生)、 掘立柱建物跡 1、 柱列 1(不 明)⑩土器、石

器、玉類 (弥生)①弥生時代後期の竪穴住居跡 3軒が

検出された。SB01と した住居跡からは貼床下から管

玉10点 と石器が入つた小ピットが確認された。また

尾根先端斜面撹乱からは瓦が出土した。寺院関係の

遺構は確認されなかったが、周辺部での瓦の表採か

ら、尾根の先端部を含めて寺院の範囲と考え、今後

の開発に考慮する必要がある。⑫平成16年度刊行予

定

7235 久保尻遺跡

①飯田市桐林911-7外②縄文～古墳、平安、中世③

集落跡④H15。 9。 10～ 9。 18⑤飯田市教育委員会⑥伊

藤尚志、羽生俊郎⑦集合住宅③20⑨竪穴住居跡 1

(縄文)⑩土器 (縄文)①地表下約HOcmか ら縄文時代

中期の土器片が多量に出土し、炉跡も確認されたが

竪穴住居跡のプランは不明。盛土により埋蔵文化財

に影響のない工法を実施することとした。⑫未定

7236

①飯田市座光寺1728-1外②縄文、弥生、中世③集落

跡、城館跡④H16。 2.8～ 3。 H⑤飯田市教育委員会⑥

羽生俊郎、佐々木嘉和⑦その他の開発 (保育園)③

2,117⑨掘立柱建物跡 6、 堀跡 2、 溝跡 4、 土坑 9(中

世)、 竪穴住居跡 1(不 明)⑩石器 (縄文)、 陶磁器、土

器、金属製品、石製品、本製品、銭貨 (中世)①15か ら

16世紀の平山城で、東・北曲輪と南・西曲輪を区切

る堀が、耕雲寺前の堀と繋がることが確認 された。

また、北曲輪内には小規模な溝跡があり、各曲輪内

には多くの柱穴が確認 され、中世の幾棟かの建物が

把握でき、建て替えが想定される。中世以外では時

期不明の住居跡が 1軒確認 された。⑫平成16年度刊

行予定

7237

①飯田市鼎名古熊1697-l②縄文、古墳、中世③集落

跡、散布地④H15。 10。 31⑤飯田市教育委員会⑥馬場

保之、佐々木嘉和⑦集合住宅③70⑨溝跡 1(不明)⑩

なし① トレンチにて溝跡 1条が確認 された。溝跡は

幅約 150、 深 さ30cmで 、掘方は断面逆台形で、人工

灌漑水路と考えられる。ほ場整備より古いが、時期

不明。結果的には松尾城跡の堀肩は確認できず。⑫

未定

7238 鼎 中 平遺跡

①飯田市鼎中平2774-l②古墳③集落④H15.9。 29⑤

飯田市教育委員会⑥吉川金利、伊藤尚志⑦宅地造成

③ 9⑨なし⑩なし⑪耕土下は砂礫層となる。⑫未定
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7239 遺跡

①飯田市羽場町2丁 目613-2②縄文、弥生、平安～近

世③集落跡④H15。 10。 10～ 10。 23⑤飯田市教育委員

会⑥馬場保之、佐々木嘉和⑦土地区画整理③145⑨

竪穴住居跡 5(古墳)、 土坑 3(中世)、 溝跡 2(不明)

⑩土器、石器 (縄文、弥生)、 灰釉陶器 (平安)①弥生時

代後期から古墳時代前期にかけての少なくとも2

時期の住居跡群が調査された。中位段丘上に点在す

る該期集落の一端が明らかになつた。⑫平成17年度

刊行予定    :

7240 雰篇賞遺跡
①飯田市羽場町3丁 目768②弥生、中世③集落跡④H

15。 8。 6⑤飯田市教育委員会⑥馬場保之、佐々木嘉和

⑦土地区画整理③45⑨なし⑩土器 (縄文、弥生)⑪地

表下140cmでの洪水砂まで、遺構や遺物は確認され

なかった。洪水起源の砂層中から磨耗した状況で縄

文土器と弥生土器が出土している。⑫未定

7241 方角 東 遺跡

①飯田市羽場町3丁 目745二 5②縄文、弥生、古墳、中

世③集落跡④H15:lo。 23⑤飯田市教育委員会⑥馬場

保之⑦土地区画整理③64⑨なし⑩土器 (弥生)①遺

構は確認されなかった。遺物は地表下約70か ら120

cmの黒色土から出土しているが、流れ込みによるも

のと考えられる。⑫平成17年度刊行予定

7242 雰篇賞遺跡
①飯田市羽場②縄文～古墳、平安③集落跡④H16。 2:

4⑤飯田市教育委員会⑥吉川金利⑦道路③ 3⑨なし

⑩なし①地表下約1,4mほ どで地山の二次堆積ロー

ム層となる6⑫未定

7243 豊 田遺跡   :
①飯田市上郷黒田H78②縄文、弥生、中世③集落跡

④H15.5。 14⑤飯田市教育委員会⑥馬場保之、伊藤尚

志⑦店舗③84⑨方形周溝墓 1(弥生)、 土坑 2(不明)

⑩土器 (縄文、弥生、中世)① これまで知られていな

かった遺跡の確認となった。弥生時代後期の墓域の

一画が調査され、集落は調査地点の西側に広がると

考えられる。⑫飯田市教育委員会『豊田遺跡』2003

年6月

7244 橘 山 窯跡

①飯田市毛賀1405-1ほか②縄文、近世、近・現代③

生産遺跡④H16.1。 27～2.27⑤飯田市教育委員会⑥

馬場保之⑦その他の開発 (急傾斜地崩壊対策)③62

⑨灰原 1、 竪穴 3、 石積側溝 1、 土坑・土葬10、 集石

(近世～近代)⑩土器 (縄文)陶磁器、窯詰め道具 (近

世～近代)⑪近世末から明治初年にかけて操業され

た橘山窯跡の調査を行 う。灰原と工房 と考えられる

竪穴群や近世の土葬墓を調査。窯跡からは、日用雑

器類の生産が行われ、窯詰道具から瀬戸、美濃系の

影響を受けていることが判明した。⑫平成17年 3月

刊行予定

まつおじよう

7245 松尾城遺跡

①飯田市松尾城3800-l②縄文～古墳③集落跡

④H16。 1。 7γl.23⑤飯田市教育委員会⑥馬場保之、

羽生俊郎⑦学校建設③214⑨竪穴 3、 方形周溝墓 7、

土坑27(縄文、弥生)⑩土器、石器 (縄文、弥生)①弥生

時代後期の方形周溝墓と縄文時代中期の竪穴が検

出された。方形周溝墓を伴う弥生時代の墓域が今次

公示計画地点まで広がることが確認できた。⑫平成

17年 3月 刊行予定            '

7246 北方西の原遺跡

①飯田市北方270②縄文、古墳、平安③集落跡④H16。

2.26～ 3。 3⑤飯田市教育委員会⑥吉川 豊⑦集合住

宅③41⑨竪穴住居跡 1(平安)⑩土器 (平安)① トレ

ンチ調査において、竪穴住居跡を確認したが基礎掘

削等により保護されないと判断したため、本調査に

移行し調査を行つた。=般的な住居跡ではなく、一

定期間のみ居住するものであった可能性がある。⑫

平成17年3月 刊行予定

7247

①飯田市上郷飯沼②縄文～平安③集落跡④H15。 6.

23～ 6.27⑤飯田市教育委員会⑥吉川金利⑦店舗③l

72⑨竪穴住居跡 2(弥生)、 土坑 2(不明)⑩土器 (弥

生)① トレンチ調査において、竪穴住居跡を確認し

たので、本調査に移行し調査を行うた。⑫未定
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7248 藪 越 遺跡

①飯田市上郷飯沼3337-1、 3396ほ か②縄文～古墳、

平安③集落跡④H15。 12.2～ H16。 2。 2⑤飯田市教育委

員会⑥吉川金利⑦店舗③106⑨竪穴住居跡18(弥生、

古墳)、 溝跡 9(不明)⑩土器、石器 (弥生,古墳)①遺

構検出面は2面ある。上層は古墳時代以降、下層は

弥生時代後期以前である。特筆すべきは、当地方に

は出土例が少ない弥生時代中期終末から後期初頭

の竪穴住居跡及び遺物が検出された。⑫未定

(6)諏 訪市

7249 (第 4次 )

①諏訪市湖南4962ほか②縄文、弥生、平安③集落跡

④H15.6.5～ 7。 24⑤諏訪市教育委員会⑥青木正洋⑦

その他の建物 (老人保険施設)③364⑨竪穴住居跡

5、 黒曜石集石遺構 1(縄文)⑩土器、石器 (縄文)①

遺跡範囲南側部分の調査で、平成 3年度の第 2次調

査時に確認された集落の続きが検出された。遺構の

配置から集落の南限と考えられ、本遺跡の集落構成

を考える上で貴重な成果が得られた。⑫諏訪市教育

委員会『福松砥沢Ⅱ』平成16年3月 刊行予定

7250 (第 5次 )

①諏訪市湖南4594-12ほ か②縄文、弥生、平安③集

落跡④H16。 3。 9⑤諏訪市教育委員会⑥青木正洋⑦個

人住宅③ 9⑨なし⑩土器、石器 (縄文)⑪遺跡範囲の

北側で、遺跡範囲外に向つて谷地形で落ち込んでい

る。遺構、遺物が少ないことから遺跡の北限を示す

ものと考えられる。⑫平成16年度刊行予定

(7)小 諸市

7251 野火附城 跡 、

①小諸市大字御影新田字野火附②古墳ミ奈良③集落

跡④H15。 7.24～ 12.12⑤長野県埋蔵文化財センター

⑥寺内隆夫、上田 真、宇賀神誠司、小林秀行⑦道路

③10,000⑨竪穴住居跡21、 掘立柱建物跡 7(古墳)⑩

土器、石器、玉類、金属製品、骨製品(古墳)①上信越

自動車道を挟んだ西側、東側で、古墳時代後期の集

落の広がりが確認され、東側地区では、布堀状掘方

をもつ掘立柱建物跡群が確認されていることから、

集落の中心部分であることを示していよう。⑫未定

(8) 伊那市

7252 今泉遺跡

①伊那市大字伊那2395-1ほ か②縄文t平安③集落

跡④H15。 5.28～ H.24⑤伊那市教育委員会⑥御子柴

泰正、飯塚政美⑦道路③3,000⑨竪穴住居跡 8(縄

文、平安)、 土坑 1(縄文)⑩土器 (縄文、平安)石器、土

偶 (縄文)①今泉遺跡大集落跡の一端を垣間見るこ

ととなった。今回の調査地点北側には、今泉と呼ば

れているように、湧水地帯が大きく広がっている。

⑫伊那市教育委員会ほか『今泉遺跡』平成16年 3月

刊行予定

7253 堂垣外遺跡

①伊那市大字美簿2429-5ほ か②縄文～古墳、平安、

中世③集落跡④H15。 6.16～ 9。 8⑤伊那市教育委員会

⑥御子柴泰正、本田秀明⑦道路③100⑨竪穴住居跡

1(弥生)⑩土器 (縄文、弥生)、 石器 (縄文)①住居跡

内1か らは、正位の埋甕炉が検出された。今回の調査

地点周辺には弥生時代後期の集落跡の存在が想定

される。⑫平成17年3月 までに刊行予定

(9) 中野市

①中野市大字安源寺554-10ほ か② l日石器～近世③

集落跡、生産遺跡④H15。 5。 12～ 5。 20⑤中野市教育委

員会⑥中島庄一、竹田保夫、関 孝一⑦その他の建

物 (郵便局建設)③228⑨なし⑩なし①なし⑫なし

7255

①中野市大字草間字東池田1430-H～ 1452②奈良、

平安③生産遺跡④H15:9。 25～ 10。 10⑤中野市教育委

員会⑥中島庄下、竹田保夫t関 孝一⑦道路③228⑨

土坑 1(不明)⑩土器 (縄文、奈良以降)、 石器 (縄文)

①古窯跡の存在が予想されたが、確認はできなかっ

た。多くの縄文土器は浅い谷地形からの出土であり

磨耗が激しいことから、他所からの流れ込みであろ

うと考えられる。⑫中野市教育委員会『東池田古窯

跡遺跡一牛出学校線道路改良工事に伴 う発掘調査

一』平成16年 3月 刊行予定
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7256 月岡遺跡

①中野市大字岩井字月岡1313②弥生、中世③集落跡

④H15.5。 15～ 10。 H⑤長野県埋蔵文化財センター⑥

市川隆之、中野亮一⑦鉄道③3,100⑨土坑・柱穴跡

1500、 溝跡3o(弥生、中世)、 掘立柱建物跡 1(経塚

1(中世)⑩土器、石器 (旧石器～中世)、 経石、青鋼製

香炉、銭貨、刀装具ほか (中世)⑪弥生時代の土器包

含層、中世 (15世紀後半から16世紀前半)の屋敷地

を確認。調査区北西隅の丘陵端の尾根上から一字一

石経塚が検出された。⑫未刊

(10)大 町市

7257 大崎遺跡

①大町市大字常盤清水大崎②縄文、古墳、平安③集

落跡④H15。 6。 1～ 7。 31⑤大町市教育委員会⑥島田哲

男⑦道路③200⑨竪穴住居跡 1(平安)⑩土器 (縄文、

古墳、平安)、 鉄滓、鉄片 (平安)⑪古墳時代中期後半
の包含層と、平安時代の鍛冶関係遺構を伴 う住居跡

を検出。⑫未刊

7258 山寺廃寺跡

①大町市大字社閏田②縄文、平安～近世③寺院跡、

墓④H15。 7.1～ H16。 3.31⑤ 大町市教育委員会⑥島田

哲男⑦学術調査③400⑨柱穴200、 土坑 5、 竪穴 1(縄

文、平安～中世)、 建物跡 4(中世)⑩土器、陶磁器、釘

(中 世)⑪鎌倉時代からの寺院跡の範囲を確認。⑫未

干J    i

7259 肩平遺跡

①大町市大字常盤7917-1ほ か②縄文、中世③集落

跡④H15。 5.27～ 10。 31⑤長野県埋蔵文化財センタこ

⑥贄田 明⑦公園造成③5,600⑨土坑79(縄文、中

世)集石遺構 1(縄文)掘立柱建物跡 2(中世)⑩土

器、石器 (縄文)(陶磁器 (中世)①縄文時代遺構は調

査区南側に集中し、中世遺構は調査区西側に偏つて

分布。⑫平成16年度刊行予定

7260 山の神遺跡

①大町市大字常盤7962-l②縄文③散布地④H15。 8e

l～ 8。 8⑤長野県埋蔵文化財センター⑥贄田 明⑦

公園造成③600⑨ なし⑩なし⑪主体地域から外れた
地点。⑫平成16年度刊行予定

①大町市大字常盤8003-1に か②弥生、古墳、平安③

集落跡 (生産遺跡④H15.8e6～ 10.31⑤ 長野県埋蔵文

化財センター⑥贄田 明⑦公園造成③l,200⑨竪穴

住居跡 4(古墳、平安)、 土坑20(不 明)⑩石器 (弥生)、

土器、炉壁、鉄滓 (平安)⑪平安時代の集落跡の一角

が発見され、鉄生産に係る集落 と考えられる。⑫平

成16年度刊行予定
｀

7262 寺海戸遺跡      |
①大町市大字常盤7679-20②縄文③散布地④H15。

10.14～ 10.15⑤長野県埋蔵文化財センター⑥贄田

明⑦公園造成③l,500⑨なし⑩なし⑪遺跡の主体

外。⑫平成16年度刊行予定

(11)飯 山市

7263 顔戸南木ノ下遺跡

①飯山市大字寿862②縄文、古墳、中世③集落跡

④H15。 10。 1～ 10.31⑤飯山市教育委員会⑥望月静

雄⑦道路③12⑨なし⑩土器 (縄文)、 陶磁器 (中世、
近世)①集落遺跡の外縁部か。⑫飯山市教育委員

会『顔戸南木ノ下遺跡Ⅳ』平成15年 10月 31日 刊行

7264 小菅修験遺跡

①飯山市大字瑞穂7063ほか②中世～近,現世③社寺

跡④H15.8126～ 12.4⑤飯山市教育委員会⑥望月静

雄⑦学術調査③8o⑨なし⑩陶磁器 (中世～現代)⑪

明確な遺構は確認できず:⑫未刊     :

(12) 塩尻市

7265 史跡 平出遺跡

①塩尻市宗賀②縄文、古墳、平安③集落跡④H15。 7.

15γ H16.3。 25⑤塩尻市教育委員会⑥小松 学⑦記

念物保存修理事業 (環境整備)③2,100⑨ 竪穴住居跡
15(縄文、古墳、平安)、 掘立柱建物跡 3(古墳ん平安)

すげ の さわいせ き

7261 菅の沢遺跡
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⑩土器 (縄文～平安)、 石器 (縄文)⑪古墳、平安時代

を中心とした住居跡や掘立柱建物跡などが検出さ

れ、平出遺跡内における集落展開の様相を把握する

ことができた。⑫未刊

(13)茅 野市

7266 藤塚遺跡

①茅野市玉川3639-l②縄文③集落跡④H15.3。 10～

5。 l⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦道路③500⑨

竪穴住居跡15、 方形柱穴列 1、 土坑約300(竪 穴住居

柱跡含む)(縄文)⑩土器、石器 (縄文)⑪縄文時代中

期の集落跡で、遺跡範囲の南側には環状又は馬蹄形

の集落があった可能性がある。屋内祭祀をうかがわ

せる2軒の住居跡がある。⑫刊行予定なし。

7267 藤塚遺跡

①茅野市玉川3635-5②縄文③集落跡④H15。 9。 2～

10。 17⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住宅③
80⑨竪穴住居跡 2、 土坑4(縄文)⑩土器 (縄文)①
縄文時代中期の集落跡で、環状又は馬蹄形と推測さ

れる。⑫刊行予定なし

7268 家下遺跡

①茅野市ちの2586-2②縄文～近世③集落跡④H15.

10。 20⑤茅野市教育委員会⑥小池岳史⑦個人住宅③
90⑨竪穴住居跡 1、 竪穴住居跡又は竪穴状遺構 1

(弥生)⑩土器、石器 (弥生)①狭い面積の調査であっ

たが、遺構密度の濃い遺跡であることが再確認され

た。⑫刊行予定なし

7269 御社宮司遺跡

①茅野市官川5800-1ほ か②縄文～古墳、中世、近世

③集落跡④H15。 10.9～ 10.24⑤茅野市教育委員会

⑥小池岳史⑦集合住宅③195⑨なし⑩土器 (縄文、古

墳、平安)、 石器 (縄文)⑪北側に遺跡の範囲が拡大し

た。⑫刊行予定なし

7270 御社宮司遺跡

①茅野市官川5801-l②縄文～古墳、中世③集落跡、

生産遺跡④H15。 H。 26～ 11.27⑤茅野市教育委員会

⑥小池岳史⑦集合住宅③220⑨遺物包含層 (縄文、古

墳)、 土坑 4、 焼土跡 1(古墳)、 溝跡 1(中世)⑩土器

(縄文、古墳、平安)①溝跡からはかわらけが多量に

塩尻市 史跡 平出遺跡での史跡公園整備に係る発掘調査 (塩尻市教育委員会提供)
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出土し、中世と考えられる。土坑の 1つから多量の

礫、焼土塊、炭化物とともに、微量の骨片が出土し

た。⑫刊行予定なし

7271 芥 沢 遺跡

①茅野市金沢1602-1ほ か②旧石器、縄文、平安、

中世③集落跡、生産遺跡④H15.6.17～ 12.15⑤茅野

市教育委員会⑥百瀬一郎⑦農業基盤整備事業③
10,000⑨ 竪穴住居跡19(縄文、平安)溝跡 1、 土坑
170(陥 し穴含む)(縄文ほか)⑩石器 (旧 石器、縄文)、

土器 (縄文、平安)、 灰釉陶器 (平安)⑪遺跡全体の約

3割にあたる北西側の10、 000」 を調査したが、遺跡

密度は濃くない。時期確認が可能であったのは、縄

文時代早期末葉から前期初頭が主であり、時期によ

り居住域であったり、生産域であったようである。

⑫平成18年度刊行予定

7272 大久保遺跡

①茅野市御作田8601ほ か②縄文③集落④H15。 H.14
～12。 8⑤茅野市教育委員会⑥守矢昌文⑦道路③700

⑨竪穴住居跡 1、 土坑 4(縄文)⑩土器、石器 (縄文)、

磁器 (近世)⑪遺跡を横断する形で調査を実施。その

結果、大きな谷を挟んで陥し穴と土坑、南向き斜面

に竪穴住居跡が構築されていた。広い扇状地に疎の

状態で遺構が散在する。⑫茅野市教育委員会『大久

保遺跡』平成16年3月 刊行

7273 中村 日外垣外遺跡

①茅野市官川西茅野②縄文、弥生、平安、中世③集落

跡、墓域④H15。 6。 4～ 10.3⑤長野県埋蔵文化財セン

ター⑥藤原直人⑦道路③4,200⑨竪穴住居跡 1(弥
生)、 土坑墓 2(平安)、 掘立柱建物跡 7(中世)、 土坑
130(縄文～中世)⑩石器 (縄文、弥生)、 八稜鏡、鉄鐸

(平安)、 内耳土器、陶磁器、金属製品(中世)①一土坑

墓から人稜鏡と鉄鐸が伴出する例が県内で初めて

発見された。官川河川敷きわにもかかわらず、弥生

時代人や中世人の活動痕跡が確認できた。L字形の

区画を思わせる中世の溝状遺構の検出もあつた。⑫

未定

7274 上半田遺跡

①茅野市豊平福沢②縄文③集落跡④H15.H。 14⑤茅

野市教育委員会⑥百瀬一郎⑦集合住宅③ 5⑨なし

⑩なし⑪造成範囲は湿地帯となり、遺跡範囲とは比

高差があり、遺跡外となる。⑫刊行予定なし

7275

①茅野市官川2020② 中世、近・現代③集落跡④H15。

7.8～ H.27⑤茅野市教育委員会⑥守矢昌文⑦道路

③20⑨なし⑩なし⑪地表下180cmま で掘削したが遺

構確認面までは至らず。⑫刊行予定なし

7276 荒玉社 周 辺遺跡

①茅野市官川1932② 中世、近・現代③集落跡④H15。

12.19⑤茅野市教育委員会⑥百瀬一郎⑦道路③240

0な し⑩なし①地表下128cmま で掘削したが遺構確
認面までは至らず。⑫刊行予定なし

茅野市 中村・外垣外遺跡での
八稜鏡・鉄鐸が出土 した平安時代土坑墓
(長野県埋蔵文化財センター提供)
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7277 蟹畑遺跡

①茅野市官川6375ほか②縄文、弥生、平安、中世③集

落跡④H15,5.6～ 6。 18⑤茅野市教育委員会⑥柳川英

司⑦土地区画整理③l,000⑨ 竪穴住居跡 3(縄文、弥

生)、 土坑43(縄文、中世)、 方形竪穴 1、 地下式坑 2

(中世)⑩石器 (縄文)、 土器 (縄文、平安、中世)、 灰釉

陶器 (平安)、 陶器 (中世)①平安時代のこの地域の中

核的な集落。また地下式坑が発見され、その 1つ よ

り古瀬戸香炉が出±。地下式坑の性格を考える上で

重要な遺構である。⑫茅野市教育委員会『 中村・外

垣外・蟹畑遺跡』平成16年3月 刊行

7278 永明 中 グラン ド遺跡

①茅野市塚原 1-10-6②弥生③集落跡④H16。 1。 16

～1。 26⑤茅野市教育委員会⑥柳川英司⑦そ`の他σ

建物 (学校)③24⑨竪穴住居跡 1(弥生)⑩土器 (弥

生)⑪埋甕炉を持つ弥生時代後期の竪穴住居跡が検

出された。⑫刊行予定なし

(14)千 曲市 ,:  |

7279 五量眼塚古墳・ 堂 平 大 塚 古墳

①千曲市大字土口字芝山、堂平②古墳③古墳④H15.

8。 26～ 9。 13⑤千曲市教育委員会⑥佐藤信之⑦学術

調査③lo5⑨古墳 2⑩埴輪片 (古墳)①保存を目的と

した確認調査。⑫平成18年度刊行予定

7280 田中沖遺跡           ｀

①千曲市大字杭瀬下土地区画整理地内 9街区ほか

②古墳～平安③集落跡④童15.5。 19～a2⑤千曲市教

育委員会⑥小野紀男⑦道路③165⑨竪穴住居跡 3←

(平安)(溝跡 1(不明)⑩土器、金属製品(平安)①地

表下150cmで平安時代の住居跡を検出。そのうちの

1軒はカマ ドが良好に残つていた。⑫千曲市教育委

員会『平成15年度更埴市埋蔵文化財調査報告書』平

成16年3月 刊行

7281 城 ノ内遺跡

①千由市大字屋代字城ノ内②弥生～中世③集落跡

④H15。 6.26～ 7.18⑤ 千曲市教育委員会⑥小野紀男

⑦道路③200⑨竪穴住居跡 12、 土坑16、 ピット2、 溝

跡 2(古墳～平安)⑩土器 (古墳～平安)①千曲川右

岸の自然堤防上の集落跡。⑫未刊

7282 町裏遺跡

①千曲市大字桑原字金井1160二 l②奈良～平安③集

落跡④H16.3.15～ 3。 24⑤千山市教育委員会⑥寺島

孝典⑦道路③96⑨竪穴住居跡 1(奈良)、 土坑 2、 溝

状遺構跡 1(平安)⑩土器 (奈良、平安)①遺跡の西端

付近か。遺構、遺物は少ない。⑫平成16年度刊行予

定

7283

①千曲市大字屋代字 7ツ石39二 6ほか②縄文～古

墳、平安③集落跡、生産遺跡④H15。 H.4～ 12.9⑤千

曲市教育委員会⑥寺島孝典⑦道路③550⑨ 竪穴住居

跡 1、 掘立柱建物跡 1、 溝跡 7(弥生)、 土坑23(弥生、

古墳)、 ピット123(弥生～平安)⑩土器 (縄文～平安)

石器 (縄文、弥生)①平安時代の水田跡は破壊が著 し

い。下層からは弥生時代中期の居住域を検出。⑫千

曲市教育委員会『更埴条里水田址七ツ石地点』平成

16年 3月 刊行           :

7284 西 中曽根遺跡

①千曲市大字八幡宇志川2395二 l②弥生～平安③集

落跡④H16.2.10～ 2.17⑤ 千曲市教育委員会⑥小野

紀男⑦その他の開発③30⑨竪穴住居跡 5(弥生～平

安)、 溝跡 1、 土坑 3(時期不明)⑩土器 (弥生～平安)

⑪地表下100cmで弥生時代から平安時代の集落跡を

検出。⑫平成16年度刊行予定

728:筆鰐 遺跡
①千曲市八幡字峯謡坂4535-1ほ か②古墳～平安③

集落跡④H15。 7。 7～ 10。 10⑤長野県埋蔵文化財セン

ター⑥豊田義幸、石上周蔵⑦道路③2,890⑨竪穴住

居跡 13、 土坑136(集石土坑 5(古墳～平安)、 墓 2、 井

戸跡 2(平安)⑩土器、土製品、石製品、木製品、炭化

物、鉄滓、獣骨ほか(古墳～平安)⑪古墳時代後期か

ら平安時代まで続く集落跡である。住居跡の他に、

井戸跡、人骨を伴 う墓、馬骨片が発見されている。

⑫未定

跡一退
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7286 東 条 遺跡

①千曲市八幡字東條3906-1ほ か②古墳～平安③集

落跡④H15。 4.14～ 7。 31⑤長野県埋蔵文化財センタ
ー⑥町田勝則、豊田義幸、寺内貴美子⑦道路③l,070

⑨竪穴住居跡19、 掘立柱建物跡 6、 土坑224(古墳～

平安)⑩土器、土製品、石製品、木製品、炭化物、鉄滓、

獣骨ほか(古墳～平安)①古墳時代後期から平安時

代まで続く集落跡。大型住居と中型住居、掘立柱建

物跡の組合せを集落構成単位として把握すること

ができそうである。⑫未刊

7287 カ 石 条里遺跡群

①千曲市上山田字薬師堂ほか②弥生～中世③集落

跡、生産遺跡④H15。 4。 7～ 12。 22⑤長野県埋蔵文化財

センター⑥西 香子、西山克己、黒岩 隆⑦道路③

8,948⑨竪穴住居跡25(弥生、古墳)、 溝跡65、 土坑

819(弥生～中世)、 水田跡 (古墳)、 掘立柱建物跡 4

(中世)⑩土器、石器、土偶、本製品(弥生～中世)①弥

生時代中期から後期の竪穴住居跡や古墳時代頃と

考えられる水田跡、さらには中世以降の掘立柱建物

跡や井戸も確認された。また鯨面土偶が出土してい

る。⑫未刊

(15)佐 久市

7288 枇杷坂遺跡群

①佐久市大字長土呂字直路306ヽ-1ほか②弥生～平

安・中世③集落跡④H15。 6。 H～6.12⑤佐久市教育委

員会⑥小林員寿⑦集合住宅③255⑨ 中世竪穴 2、 溝

状遺構 1(不 明)⑩土器 (弥生)①地表下0。 3～ 1.3m

において、浅間火山灰が検出され、この面から上記

遺構が検出された。⑫未刊

7289 平馬塚遺跡群

①佐久市大字桜井平馬塚911ほ か②縄文～中世③集

落跡④H15.H。 26～ H.28⑤佐久市教育委員会⑥小

林員寿⑦宅地造成③570⑨竪穴住居跡 8(弥生～平

安)、 土坑、ピット(中世)⑩土器 (縄文ん中世)、 陶磁

器 (中世)①弥生から平安時代にかけての竪穴住居

跡が 8軒調査された。また中世と考えられるピット

や溝跡が調査された。千曲川の河岸段丘上の微高地

の縁辺に位置し、地形的に高い所には遺構が存在す

る。⑫未刊

千曲市 東条遺跡全景 (長野県埋蔵文化財センター提供 )
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7290 宮浦遺跡群

①佐久市大字桜井671=1ほか②縄文～中世③集落

跡④H15。 11。 27～ 11。 28、 12。 16～H16.1.6⑤佐久市教

育委員会⑥小林員寿⑦その他建物 (福祉施設)③248

⑨竪穴住居跡 2(弥生)、 溝状遺構 1(弥生)⑩土器

(弥生)⑪試掘調査で上記遺構を確認したことから、

設計変更をし、遺跡保護をはかつたd⑫未刊

7291 居村遺跡 (隣接 )

①佐久市大字根岸字阿らやH3-l②縄文、弥生、古

墳、平安③包蔵地④H14.6.4γ H:15⑤佐久市教育委

員会⑥小林員寿⑦その他の建物③l,202⑨溝跡 (不

明)⑩土器 (縄文～平安)① 8本の トレンチ設定によ

り試掘調査を行つた。かつての微高地地形であつた

ところから、方形に内周する溝跡や規模の小さい溝

跡が確認された。また溝跡上面と周辺か ら、弥生時

代から古墳時代にかけての土器が出土した。⑫未刊

7292 =珠諭「遺 跡群  西一 黎輸F遺跡 X

①佐久市大字岩村田字下樋 田1780 T l番 ほか②弥生

～平安③集落跡④H15。 6.H～ 8。 5⑤佐久市教育委員

会⑥須藤隆司⑦店舗③l,500⑨ 竪穴住居跡 109、 掘立

柱建物跡12(弥生～平安)ほか⑩土器、石製品 (縄文

～平安)、 鉄製品 (弥生～平安)①今回の調査に関わ

る試掘調査によつて150軒以上の竪穴住居跡を確認

しているが、建物建設で破壊される地域について調

査を行い、竪穴住居跡lp9軒 と岬立柱建物跡17棟ほ

か多くを調査 した。出土した縄文土器の中には、縄

文時代草創期の爪形文土器を含む。⑫未刊

7293 策質人燥遺跡群 策質人燥遺断
①佐久市大字下平尾383-l②縄文～平安③集落跡

④H16。 1。 19～ 1.21⑤佐久市教育委員会⑥上原 学

⑦宅地造成③40⑨竪穴住居跡 1、 溝状遺構 1(平安)

⑩土器 (平安)⑪竪穴住居跡は北壁中央にカマ ドを̀

持つ 9世紀の竪穴住居跡である。また溝状遺構は幅

1,2m、 深さ0,15mと 浅く、底面全体が硬質である

ことから、
｀
細い古道と考えられる。⑫未刊

7294｀ 一 本 柳遺跡群 西一 本 柳 遺跡XI

①佐久市大字岩村田字下樋田1797-1他②弥生～中

世③集落跡④H15。 8。 18～ 8:22⑤佐久市教育委員会

⑥上原 学⑦その他の建物 (給油所)③270⑨竪穴住

居跡 1、 溝状遺構 5(弥生)⑩土器、石製品(弥生)①

溝 1本の一部は環濠の~部 と考えられる。⑫未刊

7295 -本 柳遺跡群  北 二
本 柳遺跡

①佐久市大字岩村田字北一本柳2022-4②弥生～中

世③集落跡④H15.9。 26～ 10。 3⑤佐久市教育委員会

⑥上原 学⑦集合住宅③99⑨竪穴住居跡 4、 溝状遺

構 1、 土坑 1(弥生)⑩土器、石製品、鋼製品、鉄製品、

土製品(弥生)⑪ 2号住居跡と1号土坑からは銅釧

が出土した。1号土坑は銅釧の出土から墓跡と考え

られる。⑫未刊

に しちかつ に しちかつ

7296 西近津遺跡群 西近津遺跡

①佐久市大字長土呂H83-6ほ か②縄文～平安③集

落跡④H16.3。 lo～ 3。 15⑤佐久市教育委員会⑥上原

学⑦工場③550⑨竪穴住居跡 6(古墳～平安)⑩土器

ほか(古墳～平安)①工場予定地に南北 9本、東西 1

本の トレンチを設定し上記遺構を確認。協議により

本調査を行 う。⑫未刊

に しちかつ に しちかつ

7297 西近津遺跡群 西近津遺跡 Ⅱ

①佐久市大字長土呂H83-5ほ か②縄文～平安③集

落跡④H16.3。 16～ 3.23⑤佐久市教育委員会⑥上原

学⑦工場③200⑨竪穴住居跡 7(古墳～平安)⑩土器

(古墳～平安)、 滑石製品(古墳)①古墳時代中期の住

居跡から滑石製品が出土した。⑫未刊

7298 開戸田遺跡

①佐久市大字平賀 (平賀バイパス敷地内)②弥生、古

墳、平安、中世③集落跡④H14。 10。 22～H15.5。 19⑤佐

久市教育委員会⑥冨沢下明⑦道路③2,900⑨ 竪穴住

居跡20軒、掘立柱建物跡 3棟、畑畝跡ほか(古墳～平

安)⑩土器、石製品、鉄製品(弥生、古墳、平安)①古墳

時代 (5世紀後半から6世紀)及び平安時代(9世紀

から10世紀)集落の一部を調査。⑫18年 3月 刊行予定

7299 近津遺跡群 東近津遺跡

①佐久市大字長土呂字東近津H81-21ほ か②平安
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③包蔵地④H15。 11。 18～ 12.4⑤佐久市教育委員会⑥

森泉かよ子⑦道路③134⑨ ピット29、 土坑 6、 溝跡 4

(平安)、 掘立建物跡 1(不 明)⑩石器 (平安)、 陶磁器

(近代)①竪穴住居跡は検出されなかつたが、集落の

縁辺にあたる地点 と推測される。⑫平成15年 3月 刊

行

7300 操職遺跡群 操猟遺跡Ⅵ
①佐久市大字瀬戸字西原1213-3ほか②縄文～中世

③集落跡④H15.7。 H～ 7。 18⑤佐久市教育委員会⑥

三石宗一⑦道路③394⑨竪穴住居跡 1(平安)⑩土器

(平安)①調査区南側にて平安時代の竪穴住居跡 1

軒を検出。⑫未刊

7301 北裏遺跡群 (隣接 )

①佐久市大字伴野字豆生田H06-4ほ か②縄文～平

安③散布地④H15。 H。 18γ H。 21⑤佐久市教育委員

会⑥佐々木宗昭⑦なし③507⑨なし⑩土器ほか(縄

文～平安)①なし⑫未刊

7362 論ピ霧遺断群論ピ霧遺跡■・Ⅷ:Ⅸ

①佐久市大字岩村田字塚本13H-1ほ か②弥生～中

世③集落跡、古墳④H14.12。 12～ H15。 5。 7⑤佐久市教

育委員会⑥林 ―幸彦⑦その他の建物 (医院)③l,250

⑨竪穴住居跡38、 掘立柱建物4、 土坑134(弥生～平 ―

安)、 堅穴状遺構12(中世)溝状遺構 (不 明)⑩土器、石

器、石製品、鉄製品 (弥生～平安)、 陶磁器、古銭、漆

器、獣骨 (中世)① 円正坊に関わる遺構は不明であつ

たが、多くの中世遺構が検出された。⑫未刊

7303 1の T遺 跡群 西八 畠群 遺跡
i

①佐久市大字岩村田字西八日町2130-7ほ か②弥生

～中世③集落跡④H15。 7.9～7.15⑤佐久市教育委員

会⑥林 幸彦⑦その他め建物 (公会場)③ 175⑨竪穴

住居跡11以上ほか (古墳～平安)⑩土器 (古墳～平

安)①調査対象地に 5本のトレンチを設定し調査を

行 う。⑫未刊

1304 1の T遺跡群 讐穴■群遺跡Ⅱ
´

①佐久市大字岩村田字西八日町2130二 7②弥生～中

世③集落跡④H15.7。 23～ 7。 31⑤佐久市教育委員会

⑥林 幸彦⑦その他の建物 (公会場)③ 150⑨竪穴住

居跡 9ほか (弥生～平安)⑩土器 (弥生～平安)①住
:

居跡関連の土器や石器が出±。⑫平成17年3月 刊行

予定

7305 今井宮の前遺跡

①佐久市大字今井字西414-2ほ か②弥生～平安③

集落跡、古墳④H15.1。 30～2.5⑤佐久市教育委員会

⑥林 幸彦⑦道路③50⑨なし⑩なし⑪遺構・遺物な

し6⑫刊行予定なし

7306 野沢館跡 V

①佐久市大字原477-3ほか②平安、中世③城館跡

④H15。 6。 23～ 0。 2⑤佐久市教育委員会⑥三石宗一⑦

道路③l,900⑨ 土坑 4、 ピット29(中世)⑩土器 (平

安)、 石製品、古銭、五輪塔 (中 世)①D2号土坑から2

枚の古銭が出±。⑫平成18年3月 刊行予定

きたばたけ

7307 北 畑 遺跡

①佐久市大字桜井字西北谷ほか②縄文、弥生、平安、

中世③散布地、生産遺跡④H15。 4。 7～ H.28⑤長野県

埋蔵文化財センター⑥寺内隆夫、上田 真、宇賀神

誠司、小林秀行⑦道路③10,000⑨水田跡 2、 土坑12、

溝跡及び自然流路跡 8(縄文、弥生、平安)⑩土器 (縄

文、弥生、平安)、 石器 (縄文、弥生)、 陶磁器 (中世)⑪

ほ場整備により中世以降については遺物の採取の

みとなった。帯状に旧河道が残 り、離水時期の差に

より縄文時代や弥生時代の遺物が包含されている。

旧河道低地部の一部を利用して弥生時代以降、古代

の水田跡が確認された。微高地部と低地部があり、

微高地部は削平のため遺構は検出されなっかたがt

低地部では古代以降の水田跡が検出された。⑫未定

7308 論ピ 霧遺跡群 強ピ 霧造跡Ⅶ ,Ⅷ 口Ⅸ

①佐久市大字岩村田字塚本13H-1ほ か②弥生～中

世③集落跡、古墳④H14。 12。 12～ H15。 5.7⑤佐久市教

育委員会⑥林 幸彦⑦その他の建物 (医院)③l,250

⑨竪穴住居跡38、 掘立柱建物 4、 土坑134(弥生～平

安)、 竪穴状遺構12(中 世)、 溝状遺構 (不 明)⑩土器、

石器、石製品、鉄製品(弥生～平安)、 陶磁器、古銭、漆

器、獣骨 (中世)①円正坊に関わる遺構は不明であつ

たが、多くの中世遺構が検出された。⑫未刊
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(16)川 上村

7309 梓 久保金山遺跡

①川上村大字秋山52-l②近世③生産遺跡④H15.H.

14～ 12.2⑤川上村教育委員会⑥長崎 治⑦学術調

査③20⑨なし⑩鉱山薄20、 鋼製品 1、 水晶片多数 (近

世)①遺構の検出はなかったが、武田氏の金山開発

による金精錬の過程を究明する手がかりが得られ

た。⑫平成19年度刊行予定

(17) 日田町

7310 唐松 B遺跡

①臼田町大字岩水字唐松②縄文、弥生、平安、中世③

集落跡④H15.5。 6～ 10。 16⑤長野県埋蔵文化財セン

ター⑥河西克造、中野亮一⑦道路③5,000⑨竪穴住

居跡 6、 掘立柱建物跡 1、 陥し穴12、 土坑26(縄文、弥

生、平安)⑩土器 (縄文、弥生、平安、中世)、 石器 (縄

文、弥生)①縄文時代中期後半の住居跡が半円形に

発見され、その内側には、土坑が集中する集落跡の

一角が明らかにできた。また弥生時代中期後半の壺

が逆位に埋められた土坑も発見された。⑫平成16

年度刊行予定

7311 三分遺跡

①臼田町大字三分②縄文、古墳、平安～近世③散布

地、古墳④H15.4.7～ 9。 30⑤長野県埋蔵文化財セン

ター⑥桜井秀雄、河西克造、中野亮一⑦道路③8,000

⑨土坑43、 溝跡H(縄文、古墳、平安～近世)、 古墳 1

(古墳)⑩土器 (縄文、弥生、平安、中世)(石器 (縄文、

弥生)①調査は部分的に2面にわたり、 1面では未

周知の古墳の周溝を検出した。主体部は削平されて

いたが、臼田町内の雨川右岸地域での初めての古墳

確認となった。また 2面では、縄文時代以降の土坑

や溝跡が確認された。⑫平成16年度刊行予定

7312 大奈良遺跡

①臼田町大字田口字金石3894～ 3899②縄文、古墳③

集落跡④H15。 H。 4～ H16.5。 14⑤佐久市教育委員会

⑥須藤隆司⑦ふるさと農道新設工事③l,700⑨竪穴

住居跡21(縄文、古墳、不明)、 土坑72(縄文、古墳)

⑩土器、石器 (縄文、古墳)①今回の調査で、広場を囲

む土坑群、竪穴住居跡群の配置の一端が把握され、
「環状集落」像が知られるに及んだ。また、3,000点

を超える打製品石斧とその膨大な調整剥片が出土

し、打製石斧製作遺跡のあり方を分析できる資料が

得られた。⑫平成16年度刊行予定

臼田町 大奈良遺跡での縄文時代敷石住居跡の調査 (臼 田町教育委員会提供)



(18)八 千穂村

7313 馬込遺跡

①八千穂村大字畑46H-l②縄文、中世③散布地

④H15.9。 1～ 12.25⑤長野県埋蔵文化財センター⑥

桜井秀雄、中野亮一⑦道路③10,000③ 土坑62、 竪穴

状遺構 1(縄文、中世)⑩土器、石器 (縄文、中世)①尾

根状地形の頂部に立地する遺跡で、土坑が発見され

たが、中からの出土遺物はほとんどなく、性格不詳

である。しかし中には陥し穴の可能性のものもあ

り、遺跡の性格を考える上で一つの材料となろう
`⑫平成16年度刊行予定

7314 封地遺跡

①八千穂村大字畑453ほ か②縄文、平安、中世③集
落跡、墓域、散布地④H15.5。 9～ H16.1。 21⑤八千穂

村教育委員会⑥小林範昭⑦宅地造成③4,800⑨竪穴

住居跡 1、 土坑50、 立石40(縄文)⑩土器、石器 (縄文)

①遺物集積地及び墓域と推定されるが、古くから土

地利用され遺跡のかなりの部分で破壊されている

状況である。⑫平成16年度刊行予定

(19)浅 科村

7315 兜 山古墳

①浅科村大字八幡字砂山896②古墳③古墳④H15。 5.

5γ 5.28⑤浅科村教育委員会⑥福島邦男⑦学術調査

③190⑨古墳埋葬施設 (古墳)⑩土器 (縄文、平安)、 石

器 (縄文)、 銭貨 (近世)①調査成果から円墳と考えら

れる。⑫平成16年度刊行予定

(20) 望月町

7316 平石遺跡

①望月町大字協和3142ほ か②縄文③集落跡

④H15。 9。 18～ H16。 3.25⑤望月町教育委員会⑥福島

邦男⑦その他農業関係事業③871⑨竪穴住居跡10、

土坑22(縄文)⑩土器、石器 (縄文)①縄文時代中期か

ら後期にかけての竪穴住居跡が10軒検出されたが、

平面形が確認できたものは4軒で、その他石暖囲炉

や一部の敷石が残るもの、埋甕 (埋設土器)のみで確

認できたものであった。遺物は60箱分となる。土坑

は住居跡とは複合せず、しかも小規模であるが同心

望月町 平石遺跡全景 (望月町教育委員会提供)
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円状に集中して検出されている。当遺跡の集落全体

と土坑のあり方に注意が必要である。⑫平成16年度

刊行予定

(21)東 部町

7317 中尾遺跡群

①東部町大字和②縄文、平安③集落跡④H15.9。 H
～lo。 6⑤東部町教育委員会⑥堀田雄二⑦土砂採取

③200⑨土坑 (土坑墓含む)3(縄文)、 溝状遺構 1(不

明)⑩土器 (縄文、古代)①縄文時代早期を主体とす

る小規模な遺跡が′点在しているものと考えられる。

⑫東部町教育委員会『平成15年度町内遺跡発掘調査

概要報告書』平成16年 1月 刊行

7318 前原遺跡

①東部町大字和②縄文、古墳～平安、(中世～近世)

③集落跡t(散布地)④ H15。 6。 16～ 6.30⑤東部町教育

委員会⑥堀由雄二⑦個人住宅③40⑨なし⑩土器 (縄

文～平安)、 石器 (縄文)、 陶磁器 (中世～近世)①遺構

の検出はなかったが、縄文から近世まの遺物が出土

している。⑫東部町教育委員会『平成15年度町内遺

跡発掘調査概要報告書』平成16年 1月 刊行

7319 若宮遺跡

①東部町大字和②近世③散布地④H15。 H.19～ H16.

3。 8⑤東部町教育委員会⑥堀田雄二⑦宅地造成③20

⑨なし⑩陶器 (近世)①過去の造成により破壊され

ている。また遺跡主体から外れているとも考えられ

る6⑫東部町教育委員会『平成15年度町内遺跡発掘

調査概要報告書』平成16年 1月 刊行
~

7320

①東部町大字滋野乙②縄文～中世 ?③墓域 ?不明

④H15。 00。 00～⑤東部町教育委員会⑥堀田雄二⑦個

人住宅③20⑨墓跡 1(平安)、 溝状遺構 1、 火床部 1

(不 明)⑩土器 (縄文～平安)、 石器 (縄文)①平安時代

から中世にかけての墓域であった可能性が高いも

のの、調査面積がわずかであり不明である。⑫東部

町教育委員会 『平成15年度町内遺跡発掘調査概要

報告書』平成16年 1月 刊行

7321 桜 畑 遺跡

①東部町大字祢津②縄文～古墳、平安③集落跡 :

④H15:H。 26～H16.1。 8⑤東部町教育委員会⑥堀田

雄二⑦道路③80③竪穴住居跡 3(古墳～平安)、 土坑

5(平安、中世)⑩土器 (縄文～平安)、 石器 (縄文)陶

磁器、銭貨 (中世以降)①わずかな調査面積であるが

遺跡の広がりが想定される。⑫平成17年3月 刊行

(22)真 田町

7322 四 日市遺跡

①真田町大字長字蓮台7167-1、 7168-2②縄文、平

安③集落跡④H15。 4。 H～4.13⑤真田、町教育委員会

⑥和根崎岡J⑦学術研究③25⑨竪穴 (敷石)住居跡 1

(縄文)⑩土器 (縄文、平安)、 石器 (縄文)①調査され

た敷石住居跡には埋甕と炉体土器が残存していた。

⑫真田街教育委員会他『長野県小県郡真田町埋蔵文

化財発掘調査報告書 四日市遺跡』平成15年 6月 刊

行        :

(23)富士見町

①富士見町富士見H014-2ほか②縄文、平安③集落

跡④H15。 8。 1～ 9。 10⑤富士見町教育委員会⑥小松隆 .

史⑦農業改良整備③640⑨小竪穴 5(縄文、弥生)竪

穴住居4(縄文く平安)、 焼土跡 3(平安)⑩土器 (縄

文、平安)、 石器 (縄文)①縄文時代中期から平安時代

までの複合遺跡。⑫平成16年 3月 刊行

(24) 辰野町

7324

①辰野町大字辰野字堀上489-l②縄文③散布地

④H15。 0。 H～H16.1。 16⑤辰野町教育委員会⑥福島

永⑦農業整備基盤事業③2000土坑10、 礫群 (縄文)

⑩土器、石器 (縄文)①上層から礫群が出土したが、

実態は検討課題。縄文時代後期の完形土器を伴う土

坑墓 1基を検出し、直径 lmに満たない土坑が

多数出土した。この地点が縄文時代後期の墓域であ

る可能性がたかまった。⑫平成16年度刊行予定

ごしょだいら      ご しょだいらきた

7323 御所平遺跡、御所平北遺跡

は ば ぎ き

羽場崎遺跡
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7325

①辰野町大字辰野792-1ほ か②縄文③集落跡④H15.

4。 3～ 12。 24⑤辰野町教育委員会⑥福島 永⑦道路
③2,000⑨ 竪穴住居跡4(縄文、平安)土坑20(縄文)

⑩土器、石器 (縄文)①縄文時代後期の大型敷石住居
跡が出土したのをはじめ、土坑墓等が出土した。⑫
調査継続中

(25)   原村

ま え お ね

7326 前尾根遺跡

① 原村柏木②縄文、中世③集落跡④H15。 6。 2～ 10。

31⑤原村教育委員会⑥平出一治⑦農業基盤整備③
2,862⑨ 土器集中1(縄文)、 小竪穴1(中世)、 小竪穴
1(不明)⑩土器、石器 (縄文)①当遺跡における遺物
廃棄場の存在を考えさせられる調査であった。また
中世の陥し穴は 1基であったが、調査区外に数基埋
没している可能性がある。⑫原村教育委員会『前尾
根遺跡 (第 6次発掘調査)』 平成16年3月 刊行

7327 姥ヶ原遺跡

①原村菖蒲沢②縄文③集落跡④H16.5。 1～ 8.22⑤原
村教育委員会⑥平出一治⑦個人住宅③508⑨竪穴住
居跡 2、 小竪穴 3、 集石 1(縄文)⑩土器、石器、石製
装飾品(縄文)①調査区が狭く、遺跡の性格は不明。
⑫原村教育委員会『姥ヶ原遺跡、御射山北遺跡、

裏の尾根遺跡』平成16年3月 刊行

7328 御射山北遺跡

①原村判の木②縄文、平安③散布地④H15。 12.15～

12.25⑤原村教育委員会⑥平出一治⑦個人住宅③79

⑨なし⑩石器 (縄文)、 土器、灰釉陶器 (平安)①遺跡
外縁部のあり方の一端を知ることができた。⑫原村
教育委員会「姥ヶ原遺跡、御射山北遺跡、裏の尾根
遺跡」平成16年 3月 刊行

7329 裏の尾根遺跡

①原村中新田②なし③なし④H15。 8.18～ 8.22⑤原
村教育委員会⑥平出一治⑦遺跡確認調査(診療所建
設)③ 101⑨なし⑩なし⑪周知の裏の尾根遺跡隣接
地であったが、遺跡から外れていることが明らかに
なった。⑫原村教育委員会『姥ヶ原遺跡、御射山北
遺跡、裏の尾根遺跡』平成16年3月 刊行

7330 雁頭沢遺跡

①原村室内②縄文③包蔵地④H15.H.4～ 12。 10⑤原
村教育委員会⑥平出一治⑦工場及び駐車場建設③
55⑨なし⑩土器、石器 (縄文)①遺跡外縁部のあり方
の一端を知ることができた。⑫原村教育委員会『雁
頭沢遺跡 (第H012次 )』 平成16年3月 刊行

は ば ぎ き

羽場崎遺跡

辰野町 羽場崎遺跡での縄文時代大形敷石住居跡 (柄部分)(辰野町教育委員会提供)



(26)下諏訪町

7331

①下諏訪町社字権殿林6873-1ほ か②縄文、古墳～

中世③集落跡、散布地④H14.7.4～ H16.3。 20⑤下諏

訪町教育委員会⑥官坂 清く田中慎太郎⑦道路拡幅

③270⑨竪穴住居跡 1、 土坑17、 集石■ (縄文)⑩土

器、石器 (縄文)①調査対象となったのは縄文時代前

期末の集落の一部とみられ、帯状あるいは弧状に分

布する集石、土坑が検出された。同時期の遺跡が近

接しておりこれらの遺跡と関連が考えられる。⑫平

成17年 3月 刊行予定

(27)高速町

①高遠町大字東高速字城跡ほか②中世～近世③城

館跡④H15。 5。 26～ 8.1、 H.25γ ll.28、 12.9～ 12。 26

⑤高遠町教育委員会⑥丸山倣一郎、嶋田佳寿子⑦記

念物保存修理事業 (高遠閣改修事業に伴 う事前調
‐

査)③372⑨竪穴状遺構 4(近世 ?)、 集石 (不 明)⑩土

器、陶磁器 (中 世、近世)①建物の礎石 と思われるも

のが何点か出土しているが、調査範囲内では詳細が

分からなかった。高遠閣の建っている辺 りでは地下

30か ら90cmは撹乱層又は盛土層であることが確認

された。⑫平成16年3月 刊行予定

(28)箕 輪町        、

7333 在家遺跡

①箕輪町大字中箕輪1417-6ほ か②縄文、平安③散

布地④H15.10.7～ H16.3.26⑤箕輪町教育委員会⑥

有賀一治⑦道路③l,000⑨水路状遺構 1(不明)⑩土

器 (縄文、平安)、 石器 (縄文)、 灰釉陶器 (平安)、 鉄器

(不 明)⑪水路状遺構の時期等不明。⑫平成16年度刊

行予定

7334 王墓遺跡

①箕輪町大字中箕輪8548T2②縄文、古墳③古墳、集

落跡④H15。 6.23⑤箕輪町教育委員会⑥有賀一治⑦

その他の建物 (電気室設置)③ 7⑨なし⑩なし⑪過

去の造成による盛土地であり、遺構、遺物の確認は

なかった。⑫未刊

(29)飯 島町

733: 冒甘遺跡
①飯島町本郷②縄文③集落跡④H15.10.29～ 12。 12

⑤長野県埋蔵文化財センター⑥藤原直人⑦道路③

700⑨ 竪穴住居跡 1(縄文)⑩土器、石器 (縄文)①縄

文時代中期の竪穴住居跡1軒を確認 したが、調査区

のほとんどが削平を受けている。⑫平成16年度刊行

予定

(30) 中川村

7336
.①

申川村片桐横前②弥生③墓跡④H15。 9。 24～ 9。 30

⑤中川村教育委員会⑥太田 保⑦学術調査③230⑨

方形周溝墓 1(弥生)⑩土器 (弥生)⑪弥生時代前期

の墓域にt新たに弥生時代後期の方形周溝墓 1基を

確認 した。⑫平成17年3月 刊行予定

7337 中村遺跡

①中川村片桐中央②縄文～中世③集落跡④H15.6.

23～ 9。 5⑤中川村教育委員会⑥太田 保⑦道路③

580⑨竪穴住居跡 6、 土坑 5、 配石跡 2(縄文)⑩土器

(縄文、弥生)、 石器 (縄文)⑪縄文時代中期から後期

にかけての集落遺跡であることを確認できた。⑫平

成15年9月 刊行

(31)高 森町

7338 新田原遺跡

①高森町山吹8683ほ か②縄文、弥生③集落跡④H15.

5.12～ 7。 28⑤高森町教育委員会⑥今村善興⑦宅地

造成③l,335⑨竪穴住居跡 7、 土坑100以上 (縄文、弥

生)溝跡 3(不 明)⑩土器、石器 (縄文、弥生)⑪縄文時

代中期中葉、弥生時代前期、後期の集落跡である。

弥生時代前期の円形袋状土坑から完形の水神平式

壺が出土し、墓制に関する遺構として注目される。

⑫未定

7339 北原遺跡

①高森町下市田2157ほか②縄文、弥生、平安、中世③
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ぶ りょうじ

7341 武陵地遺跡

集落跡④H15.7.8～ 12。 12⑤高森町教育委員会⑥今

村善興⑦道路③800⑨土坑 3(縄文)、 竪穴住居跡 2

(弥生)、 溝跡 5(平安)⑩土器 (縄文、弥生、平安)、 石

器 (縄文、弥生)、 灰釉陶器 (平力 、陶器 (中世)①弥生

時代中期の北原式期の住居跡 2軒を調査した。昭和

47年度調査時の成果と同じ集落と考えられる。磨製

石鏃未製品、砥石等、遺跡内での製作を裏付ける資

料が出土した。⑫未定  |

7340 田屋の塚古墳

①高森町下市田1771ほ か②縄文～古墳、平安、中世

③古墳、集落跡④H15。 8。 27～ H15。 H.5⑤高森町教育

委員会⑥松島高根⑦道路③500⑨古墳周溝跡 1(古

墳)、 集石 7(中世)、 竪穴跡 2、 土坑 8、 溝跡 2(不明)

⑩土器 (縄文～古墳、平安)、 石器 (縄文、弥生)、 鉄製

品、直刀 (古墳)、 灰釉陶器 (平安)、 陶磁器 (中世)①明

治時代に破壊された古墳の周溝を確認。径18mの 円

墳と想定できる。周溝の一部には葺石の残存が認め

られた。⑫未刊

①高森町下市田279ほ か②縄文～奈良、近世③散布

地、その他の墓④H15,7。 29～ H16。 1。 7⑤高森町教育

委員会⑥松島高根⑦道路③472⑨遺物集中箇所 1

(弥生)、 墳丘墓 1(古墳)、 土坑墓■ (奈良)、 墓10(近

世)、 溝跡 (不 明)⑩土器 (縄文～奈良)、 石器 (縄文、弥

生)、 玉類 (古墳)、 石製模造品(古墳)(鉄製品(古墳)t

陶器 (中世)、 銭貨 (近世)①弥生時代前期の遺物集中

箇所がありt近在に集落が予想される。古墳時代の

方形基調の墳丘墓を調査し、周溝内側に貼石が施さ

れていた。奈良時代の土坑墓には須恵器 ミニチュア

品の高J葬品があつた。この一帯は古代における墓域

と考えられる。⑫未定

(32) 木曽福島町

7342

①木曽福島町新開6689ほ か②縄文、弥生、平安③集

落跡④H15。 8.H～H16.3。 31⑤木曽福島町教育委員

会⑥吉村好一郎⑦中山間整備事業③l,642⑨ 竪穴住

居跡 2(縄文、平安)、 集右遺構38、 土坑21(縄文)⑩土

器 (縄文、弥生、平安)、 石器 (縄文)、 灰釉陶器、鉄器

(平安)①縄文時代早期の集落跡で、キャンプサイ ト

やチャー ト原石採取及び石器製作などが想定でき

る。弥生時代においては、遺物散布地であり、平安

時代については、小規模な集落であつたと考えられ

る。⑫平成16年3月 刊行予定

(33) 山形村

きよみずでら

7343 清水寺遺跡

①山形村7764②縄文③散布地④H151 10。 27～ 1● 30

⑤山形村教育委員会⑥小山高志⑦その他の建物 (収

蔵庫)③14⑨土坑 3(縄文 ?)⑩土器、石器 (縄文)①

遺構に伴 う遺物はない。⑫未刊

(34)三 郷村

7344 三角原遺跡       :
①三郷村温6702-2②縄文、平安③集落跡④H15。 5。 6

～10。 31⑤長野県埋蔵文化財センタ■⑥川崎 保、

廣田和穂⑦排水路建設③8,700⑨ 竪穴住居跡57、 土

坑130(平安)⑩土器 (縄文、平安)、 石器 (縄文)、 鉄製

品、羽口、鉄滓、砥石 (平安)①平安時代中頃の竪穴住

居跡57軒、土坑墓 2基、土坑が検出された。竪穴住

居跡は比較的類似した規模であり、突出した規模の

ものはない。また炭焼き窯と推察される遺構2基が

検出され、遺跡から一定量の鉄滓が出土しているこ

とから、調査区に近接して何らかの鍛冶関連施設の

存在が考えられる。⑫平成16年度刊行予定

(35)梓 川村

①梓川村大字梓3983②縄文③集落跡④H15。 10。 28⑤

梓り|1村教育委員会⑥山田瑞穂⑦その他農業関係事

業③10⑨なし⑩なし①縄文時代中期の集落外か。⑫

未刊

7346 仁王門遺跡         :
①梓川村大字梓3983②縄文③集落跡④H15.H。 18～

H。 27⑤梓川村教育委員会⑥長瀬亜紀子⑦ガス、水

道、電気③95⑨竪穴住居跡 5(縄文)、 住居跡 1(中

世)⑩土器 (縄文、中世)、 石器 (縄文)①遺跡範囲の確

認と、′縄文時代の遺跡内容の他に、中世遺構の新知

見を得たことは大きな成果であつた。⑫平成17年 3

におうもん

7345 仁王門遺跡
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月刊行予定

(36)波 田町

7347 若澤寺遺跡

①波田町水沢山②近世③寺院跡④H15.5。 9～H16.3.

31⑤波田町教育委員会⑥山本政己⑦学術調査③

12,000⑨礎石、土塁ほか寺院関連 (近世)⑩陶器 (近

世)①中世 (1400年代)に元寺場跡から下つたと伝え

られる史実を証明することはできなかったが、その

栄華を示す「若澤寺一山之絵図」と整合がとれた。江

戸後期の活用以前についての調査が課題である。⑫

平成17年 3月 刊行予定

(37)明 科町

7348 上手屋敷遺跡

①明科町大字中川手2547-1ほ か②縄文、奈良、中世

③集落跡④H15.10。 7～ 10。 31⑤明科町教育委員会⑥

堀 久士⑦集合住宅③400⑨ 竪穴住居跡 5、 溝跡 2、

土坑90(縄文、奈良、中世)⑩土器 (縄文、奈良)、 石器

(縄文)①縄文時代前期の集落跡と、古代、中世の複

合遺跡である。柱痕のある土坑群と調査区北西の溝

跡については今後の調査に期待。⑫平成16年3月 刊

行予定

(38)坂 北村

7349 東 畑 遺跡 .

①坂北村東畑61ほか②縄文、平安③集落跡④H15.6.

2～ 10.31⑤坂北村教育委員会、長野県埋蔵文化財セ

ンター (技術指導)⑥太田巨之⑦農業基盤整備事業

③9,200⑨ 竪穴住居跡115、 土坑700、 埋設土器 2(縄

文)、 掘立柱建物跡 1(平安)⑩土器、石器、石製品、装

飾品、土偶、獣骨など(縄文)①蛇行する麻績川によ

つて形成された舌状台地に展開する縄文時代前期

後葉から後期前葉にかけての大規模な集落跡。竪穴

住居とともに大小の土坑が確認された。遺跡範囲の

ほぼ全容を調査したが、南側半分は盛土保存となっ

た。特徴的な遺物として、映状耳飾や土偶、黒曜石

製の釣針などが出土している。⑫平成17年3月 刊行

予定

(39)坂 城町

ぶぎょうどう

7350 豊饒堂遺跡

①坂城町大字中之条1375-1ほか②縄文～平安③集

落跡④H15。 3。 10～ 4。 18⑤坂城町教育委員会⑥斎藤

達也⑦工場③l,430⑨ 竪穴住居跡 5(奈良、平安)、

掘立柱建物跡 2、 土坑20、 小穴96(時期不明)⑩土器

6(縄文～平安)、 石器 1(縄文、弥生)、 金属製品 1

(平安)①奈良・平安時代を主体とする集落跡

波田町 若澤寺遺跡での江戸時代後期建物礎石跡 (波 田町教育委員会提供)
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であることが判明。製鉄関連遺構が検出された。⑫

平成16年 3月 刊行

(40 信濃町

7351 霊仙寺遺跡

①信濃町大字大井2861-2ほ か②縄文、平安～中世

③散布地④H15。 6。 H～ 7.29⑤信濃町教育委員会⑥

渡辺哲也⑦その他農業関係事業③820⑨ なし⑩土器

(縄文、平安)、 石器 (縄文)①県史跡霊仙寺跡の参道

に隣接した場所であつたため、中世の遺構等の検出

を予想したが、中世に関わる遺構や遺物の出土はな

かつた。縄文時代早期の押型文土器と石器、平安時

代の土師器などが沢状地形の中に流れ込むように

埋積していた。⑫未刊

7352 立が鼻遺跡

①信濃町大字野尻字海端先野尻湖底②旧石器 (そ の

他の遺跡)③湖底の散布地④H16。 3.18～ 3.21⑤野尻

湖発掘調査団⑥渡辺哲也⑦学術研究③H8⑨なし⑩

なし①地質調査目的の調査。⑫未定

(41)三 水村

7353 田中下土浮遺跡

①三水村大字芋川字田中下土浮②平安③集落跡

④H15。 4.28～ H16.3。 31⑤三水村教育委員会⑥笹沢

浩⑦道路③l,700⑨ 竪穴住居跡 9(平安)⑩土器 (縄

文、平安)、 石器 (縄文)、 銭貨 (近世)①芋川庄の本貫

地と考えられる芋川地区に小野遺跡についで平安

時代の集落跡が明らかになり、小野遺跡では不充分

であつた 9世紀から11世紀の状況が明らかにでき

た。建物などの検出で、芋川庄を明らかにする上で

貴重な資料を提供するものと思われる。⑫平成16

年10月 刊行予定

(42)豊 田村

7354 千田遺跡

①豊田村大字豊津字千田②縄文、古墳③集落跡

④H15。 7。 7～ 8.28⑤長野県埋蔵文化財センター⑥西

山克己⑦築堤③l,500⑨ 土坑51(縄文、古墳)、 竪穴住

居跡 1、 掘立柱建物跡1(古墳)⑩土器、石器 (縄文)、

土器 (古墳)①縄文時代前期中葉の土坑や土器集中

と古墳時代後期の集落跡の一角を発見した。⑫未刊

三水村 出中下土浮遺跡での朝鮮半島の「オンドル」構造に類似 した
カマ ドをもつ平安時代住居跡 (三水村教育委員会提供)
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2試掘口確認調査

番号 遺  跡  名 所 在 地 調査期間 調 査 主 体 調査の原因ロロ的

7355 裾花川扇状地遺跡群 長野市大字栗田字部屋田105-1 H15。 4.17 長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

7356 駒沢城跡
長野市大字上駒沢寺浦1017-1ほ
か        ,   

、

H15。 5。 12
長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

7357
浅川扇状地遺跡群
檀田遺跡

長野市檀田土地区画整理地区38

街区6-1ほか
H15.5.6 長野市埋蔵文化財

センター 店舗

7358 浅川扇状地遺跡群 長野市大字若槻団地1-383 H15.5.20 長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

｀
7359 布施城跡

長野市篠ノ井布施高田字南条
1059-1ほ か

H15。 5。 15、  5.21
長野市埋蔵文化財
センター  | 宅地造成

7360 長野遺跡群 長野市箱清水2-2219T3 H15。 6。 3
長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

7361 浅川扇状地遺跡群 長野市三輪4-844-9 H15.6.10 長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

7362 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字栗田字舞台849-14ほ

か
H15.6。 25

長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

7363 浅川扇状地遺跡群 長野市大字富竹H20-1ほ か H15.6.27 長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

7364 横田遺跡群
長野市篠ノ井横田字村浦555-1ほ
か

H15。 7.10 長野市埋蔵文化財
センター

工 場

7365 松代城下町跡 長野市松代町松代192ほ か H15。 7。 28
長野市埋蔵文化財
センター

その他建物

7366 未周知
: 長野市篠ノ井杵渕字新田前264-2

ほか
H15。 7.28 長野市埋蔵文化財

センター   / その他建物

7367
浅川扇状地遺跡群
檀田遺跡

長野市大字檀 田土地区画整理 39-

2街区1-1ほ か
H15。 7.29 長野市埋蔵文化財

センター 店舗

7368 浅川扇状地遺跡群 長野市大字徳間H33 H15。 8。 13
長野市埋蔵文化財
センター 学校建設

7369 浅川扇状地遺跡群 長野市吉田4-490-1 H15。 8。 7
長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

7370 瀬脇遺跡 長野市七二会乙997 H15.8。 25
長野市埋蔵文化財
センター その他建物

7371 長野市大字栗田346-1 H15.9。 18
長野市埋蔵文化財
センター

土地区画整理

7372
浅川扇状地遺跡群
檀田遺跡

長野市大字檀 田土地区画整理44

街区 2ほか       : H15。 9。 12
長野市埋蔵文化財
センター その他建物

7373 浅川扇状地遺跡群
長野市大字富竹字山道西786-5ほ

か                    
、 ‐

H15.9。 10
長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

7374 松代城下町跡
長野市松代町松代字代官町1447-
9ほ か  ,

H15.10.2 長野市埋蔵文化財
センター 道 路

7375 蚊里田遺跡
長野市大字若槻東条字古屋敷
1205-4

H15。 10.2
長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

7376
裾花川扇状地遺跡群
南向塚古墳

長野市大字高田字南向1246二 1
H15.11.26～
11。 27

長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

7377 浅川扇状地遺跡群 長野市大字北堀字り|1北398 H15。 11.27 長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

7378 浅川扇状地遺跡群 長野市神楽橋ほか H15.11。 27
長野市埋蔵文化財
センター 道 路

7379 裾花川扇状地遺跡群 長野市大字栗田219-1ほ か H15。 12.15 長野市埋蔵文化財
センター

土地区画整理

7380 浅川扇状地遺跡群
長野市大字富竹字大道北870-1ほ

か
H15.12.11 長野市埋蔵文化財

センター 宅地造成

7381 元善町遺跡 長野市元善町483 H15.12.17 長野市埋蔵文化財
センター 店舗

7382 未周知
長野市大字北尾張部字下登婦77

ほか
H15。 12.24 長野市埋蔵文化財

センター 店舗

7383 石川条里遺跡 1

長野市篠ノ井ニツ柳字大当1535-
1

H16.1。 14
長野市埋蔵文化財
センター その他建物

7384
浅川扇状地遺跡群
吉田古屋敷遺跡

長野市吉田3-849-1ほ か H16.1。 22
長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅
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番号 連鳳 跡 名 所 在 地 調査期間 調 査 主 体 調査の原因・目的

7385 松代城下町跡
長野市松代町松代字松 山町H06-
3ほか

H16.1。 21
長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

7386 浅川扇状地遺跡群 長野市桐原1-793ほ か H16.2。 3
長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

7387 未周知
長野市川中島今井～篠 ノ井小松
原字芝宮

H16.2.6 長野市埋蔵文化財
センター 道路、学校建設

7388 未周知 長野市若穂川 田大門北135871 H16.2.9 長野市埋蔵文化財
センター その他建物

7389
綿内遺跡群 高野遺
跡

長野市若穂内字高野6472-2 H16。 2.9 長野市埋蔵文化財
センター その他建物

7390 松代城下町跡 長野市松代町松代 163 H16.2。 17
長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

7391
浅川扇状地遺跡群
浅川端遺跡

長野市吉田2-290-9 H16.2.25 長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

7392 未周知 長野市稲里町下氷飽葦苅1-6ほ か H16.3。 16
長野市埋蔵文化財
センター 道 路

7393 小島・柳原遺跡群 長野市北長池布野境H76T5 H16。 3.16 長野市埋蔵文化財
センター 店舗

7394 未周知 松本市蟻ケ崎5-836-1ほ か H15。 3.5-3.6 松本市教育委員会 個人住宅

7395 百瀬遺跡 松本市寿中1-2307ほ か H15。 3。 12 松本市教育委員会 店舗

7396 県町遺跡 松本市清水1663-13 H15。 2。 19 松本市教育委員会 集合住宅

7397 出川南遺跡 松本市双葉197-25 H15.2.27 松本市教育委員会 店舗

7398 島内北方遺跡 松本市大字島内6827=1ほ か H15。 3.18 松本市教育委員会 集合住宅

7399 横田遺跡 松本市横田2-183-6ほ か
H14。 12。 26-
12。 27

松本市教育委員会 宅地造成

7400 筑摩遺跡 松本市筑摩2-2915-口 ほか
H14。 12.25-
H15。 1。 7

松本市教育委員会 集合住宅

7401
柳田遺跡t大屋敷1号

墳
松本市浅間温泉1-1280-1 H15。 1。 20-1。 21 松本市教育委員会 店舗

7402 筑摩遺跡、三才遺跡 松本市筑摩3-3236ほ か H15。 1。 15 松本市教育委員会 集合住宅

7403 女鳥羽川遺跡 松本市元町1-1ほか H15。 1.14-4。 25 松本市教育委員会
保存目的の範囲
確認

7404
松本城二の丸跡土居
尻

松本市大手2-8-17 H15。 5。 13-5.18 松本市教育委員会 その他建物

7405 高宮遺跡 松本市高宮東209-2ほ か H15。 7。 7-7.9 松本市教育委員会 その他建物

7406 松本城下町跡本町 松本市中央2-1 H15。 7.4-7.23 松本市教育委員会 店舗

7407 松本城二の丸柳町 松本市丸の内6-9 H15。 8。 4～ 8。 11 松本市教育委員会 個人住宅

7408
松本城跡三の丸土井
尻第4次

松本市大手3-7-4 H16.2.16-2。 19 松本市教育委員会
個人住宅兼工場
又は店舗

7409 金井裏遺跡 上田市大字上田 H14.6.12 上田市教育委員会 その他建物

7410 下宿在家遺跡 上田市古安曽 H14.7.19 上田市教育委員会 道 路

7411 比蘭樹遺跡 上田市大字別所温泉 H14。 11.11 上田市教育委員会 その他建物

7412 常入遺跡群 上田市大字常田 H14。 12。 17 上田市教育委員会 学校建設

7413 林之郷遺跡群 上田市大字林之郷 H14.11。 28 上田市教育委員会 道 路

7414 塩田城跡・上町遺跡 上田市大字前山字上町 H14。 7。 22 上田市教育委員会 個人住宅

7415
染屋台条里水田跡遺
跡

上田市中央東 H14.5。 24 上田市教育委員会 集合住宅

7416
染屋台条里水田跡遺
跡

上田市大字上野 H14。 6.7 上田市教育委員会 その他建物
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番号 嗅題 跡 名 所 在 地 調査期間 調 査 主 体 調査の原因・目的

7417
染屋台条里水田跡遺
跡

上田市大字古里 H15。 2.13 上田市教育委員会 その他建物

7418
染屋台条里水田跡遺
跡

上田市大字住吉 H14。 7。 1 上田市教育委員会 店舗

7419
染屋台条里水田跡遺
跡

上田市大字住吉 H15.3。 20 上田市教育委員会 集合住宅

7420
染屋台条里水田跡遺
跡

上田市大字住吉 H15。 6。 10 上田市教育委員会 その他建物

7421 国分遺跡群 上田市大字国分 H15.8.18 上田市教育委員会 集合住宅

7422
染屋台条里水田跡遺
跡

上田市大字住吉
H15。 10.24-
10。 29

上田市教育委員会 道 路

7423 城光寺遺跡 上田市大字富士山 H15。 11.5 上田市教育委員会 道 路

7424
染屋台条里水田跡遺
跡

上田市大字住吉 H16.3.15 上田市教育委員会
道路、その他建
物

7425 山口遺跡 飯田市北方2209-1 H14,12。 7 飯田市教育委員会 工 場

7426 今村遺跡 飯田市上郷黒田3570-1他 H15.4。 25 飯田市教育委員会 集合住宅

7427 上中村遺跡 飯田市中村 180 H15.4。 11-4。 25 飯田市教育委員会 その他開発

7428 張原遺跡 飯田市毛賀 1619-1 H15.5.28 飯田市教育委員会 集合住宅

7429 宮の上遺跡 飯田市宮ノ上3971-5 H15。 5.29 飯田市教育委員会 集合住宅

7430 藪上遺跡 飯田上郷飯沼466-3 H15。 5。 21 飯田市教育委員会 集合住宅

7431 藪越 飯田上郷飯沼・ H15。 6.23-6.27 飯田市教育委員会 店舗

7432 羽場曙遺跡 飯田市羽場町 H15.6.19 飯田市教育委員会 土地区画整理

7433 毛賀浜井場遺跡 飯田市毛賀103171他 H15。 7.3 飯田市教育委員会 道 路

7434 箕瀬遺跡
飯 田市箕瀬町2丁 目2485-1,-3,一

5,2486-4
H15。 7.23-7.29 飯田市教育委員会 個人住宅

7435 神之峯城跡 飯田市上久堅82H H15。 7.25 飯田市教育委員会 その他開発

7436 金谷遺跡 飯田市北方1333-1 H15.8。 1 飯田市教育委員会 その他開発

7437 方角東遺跡 飯田市羽場町3丁 目768 H15.8。 6 飯田市教育委員会 土地区画整理

7438 藪上遺跡 飯田上郷飯沼522-1 H15。 9.8 飯田市教育委員会 店舗

7439 大原遺跡 飯田市下久堅下虎岩317 H15。 9。 4 飯田市教育委員会
農業基盤整備事
業
′

7440 久保尻遺跡 飯田市桐林911-7外 H15.9。 10～ 9。 18 飯田市教育委員会 集合住宅

7441 鼎中平遺跡 飯田市鼎中平 H15。 9.29 飯田市教育委員会 宅地造成

7442 栗屋元遺跡 飯田市上郷黒田73-1 H15。 10。 10 飯田市教育委員会 集合住宅

7443 方角東遺跡 飯田市羽場町3丁 目745-5 H15。 10.23 飯田市教育委員会 土地区画整理

7444 五郎田遺跡 飯田市座光寺3933-1他 H15。 10.31 飯田市教育委員会 集合住宅

7445 名古熊上遺跡 飯田市鼎名古熊1697-1 H15.10.31 飯田市教育委員会 集合住宅

7446 松尾代田遺跡 飯田市松尾代田1775二 1外
H15。 11。 13-
111.19

飯田市教育委員会 集合住宅

7447 水城遺跡 飯田市松尾上溝3268-4
H15.12.11-
12。 12

飯田市教育委員会 個人住宅

7448 張原遺跡 飯田市毛賀1601-2他 H15。 12。 1 飯田市教育委員会 集合住宅
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7449 北本城城跡 飯田市座光寺1728-1他 H15.12。 9 飯田市教育委員会 その他建物

7450 一色遺跡 飯田市鼎名古熊399-5 H15。 12.15 飯田市教育委員会 その他建物

7451 羽場曙遺跡 飯田市羽場町2丁 目595-2他 H15。 12.16 飯田市教育委員会 土地区画整理

7452 大島遺跡 飯田市長野原600他 H16.1。 9 飯田市教育委員会 その他建物

7453 南の原遺跡 飯田市松尾代田H78‐ 1他 H16.1。 13 飯田市教育委員会 工 場

7454 方角東遺跡 飯田市羽場 H16。 2。 4 飯田市教育委員会 道路

7455 山本大森遺跡 飯田市山本401番地 H16.2`3 飯田市教育委員会 その他開発

7456 栗屋元遺跡 飯田市上郷黒田2700-1他 H16.3。 9 飯田市教育委員会 集合住宅

7457 川路大明神原遺跡 飯田市川路5613ほ か H15。 7.14～ 7.17 県埋蔵文化財セン

ター 道 路

7458 白山遺跡 飯田市竹佐881ほか H15。 7.4 県埋蔵文化財セン

ター 道 路

7459 寺沢遺跡 飯田市竹佐563ほか H15。 7.1～ 7.4 県埋蔵文化財セン

ター 道 路

7460 赤羽原遺跡 飯田市山本4684ほ か H15。 7.7～ 7.8
県埋蔵文化財セン

タ‐ 道 路

7461 諏訪神社上社遺跡 諏訪市中洲宮山1 H15。 9.2-9.10 諏訪市教育委員会 その他開発

7462 丹波屋敷遺跡 諏訪市豊田4552-1:4553-1 H16。 2。 9 諏訪市教育委員会 その他開発

7463 千鹿頭社遺跡 諏訪市豊田3967-1 H16.2.12-2。 13 諏訪市教育委員会 遺跡範囲確認
｀

7464 立原遺跡
小諸市大字甲字立原608-1
61071、 613-1番 地

H14。 4。 14 小諸市教育委員会 道 路

7465
中原遺跡群 中原遺
跡

小諸市大字御影新田字中原60-1

2他
H16.2。 22 小諸市教育委員会 その他建物

7466 堂垣外遺跡 伊那市大字美籍2429-5他 H15。 6。 16-9。 8 伊那市教育委員会 道 路

7467 名廻南遺跡 伊那市西春近3912他 H15。 9。 10-9.18 伊那市教育委員会 その他開発

7468 辻西幅遺跡 伊那市大字手良沢岡694他 H15.9。 19ハY9。 27 伊那市教育委員会
その他の農業関
係事業

7469 光徳遺跡 駒ケ根市赤穂14421-1他 H15。 4.24
駒ケ根市教育委員

その他建物

7470 山の神遺跡 大町市常盤7926-1 H15。 8.1-8.8 県埋蔵文化財セン

タニ 公園造成

7471 寺海戸遺跡 大町市常盤7679-20
H15:10。 14～

10。 15

県埋蔵文化財セン

ター 公園造成

7472 小菅修験遺跡 飯山市大字瑞穂7063ほ か H15.8.26-12。 4 飯山市教育委員会 学術調査

7473 高部家下遺跡 茅野市宮川68他 H15。 6.10～ 6.14 茅野市教育委員会 土地区画整理

7474 御社宮司遺跡 茅野市宮川5800-1他 H15。 10。 9■ψ
10。 24 茅野市教育委員会 集合住宅

7475 上半田遺跡 茅野市豊平福沢 H15:11。 14 茅野市教育委員会 集合住宅

7476 駒形遺跡 茅野市米沢4969他
H15。 12.8-
H16.1。 19

茅野市教育委員会 道 路

7477 永明中グランド遺跡 茅野市塚原一丁目10番6号 H16.1.16-1。 26 茅野市教育委員会 その他建物

7478 南沖遺跡 更埴市大字杭瀬下5-1ほか H15.4。 15 千曲市教育委員会 店舗

7479
五量1艮塚古墳
堂平大塚古墳

千曲市大字土口字芝山、堂平 H15。 8.26～ 9。 13 千曲市教育委員会 学術調査

7480 寄塚遺跡群 佐久市大字横和字内屋敷538-1 H15。 3.24025 佐久市教育委員会 道 路

-55■ ´



番号 遺  跡  名 所 在 地 調査期間 調 査 主 体 調査の原因・目的

7481 下信濃石遺跡
佐久市大字岩村田字下信濃石
3365-1外 H15。 3。 26027 佐久市教育委員会 土地区画整理

7482 大間古墳群 佐久市大字内山字大間6464-3 H15.4。 30 佐久市教育委員会 その他開発

7483 長土呂遺跡群 佐久市大字長土呂字下 日影627他 H15。 4。 28 佐久市教育委員会 学校建設

7484 一本柳遺跡群
佐久市大字岩村田字北西ノ久保
2376-1他

H14。 7.11～
H14。 7.3 佐久市教育委員会 道 路

7485 黒田A遺跡 佐久市大字内山字黒田 H14。 9.13 佐久市教育委員会 道路

7486
一本柳遺跡群
西一本柳遺跡Ⅸ

佐久市大字岩村田字下樋田1773-
4他

H14。 10。 25-
10。 29

佐久市教育委員会 店舗

7487 竹原遺跡
佐久市大字平賀4799-5,4798-
3,4943二 4

H14.10。 21-
11.18

佐久市教育委員会 道 路

7488 中原遺跡群 佐久市大字中込字中原3639-35 H14。 12.25 佐久市教育委員会 その他建物

7489 宮の後遺跡 佐久市大字岩村田字宮の後1919 H14.12。 26 佐久市教育委員会 宅地造成

7490 上の原遺跡群
佐久市大字横根字上の原241-1
242、  251-1

H14。 12.26-
12.27 佐久市教育委員会 その他建物

7491 今井宮の前遺跡 佐久市大字今井字西414-2外7筆 H15.1。 30～ 2。 5 佐久市教育委員会 道 路

7492 根井氏館跡 佐久市大字根々井字亀田615-2他 H15.1.31-3。 28 佐久市教育委員会
ガス・水道・電
気

7493 上の城遺跡群
佐久市大字岩村田字丹過3147-
8,3147-7の 一部

H15.5。 22 佐久市教育委員会 集合住宅

7494 東村遺跡群
佐久市大字下平尾字東前原1437-
1他3筆

H15。 5。 6～ 5.8 佐久市教育委員会 学校建設

7495 東村遺跡群
佐久市大字下平尾字東前原1437-
1他3筆

H15。 5.6 佐久市教育委員会
学校建設、宅地
造成

7496 中道遺跡 佐久市大字前山678 H15。 7.10 佐久市教育委員会 店舗

7497 一本柳遺跡群
佐久市大字岩村田字下樋田1797-
1他7筆

H15。 7。 11 佐久市教育委員会 その他建物

7498 上の城遺跡群
佐久市大字岩村田字西八日町
2130-7,8

H15。 7.9～7.15 佐久市教育委員会 その他建物

7499 東大久保遺跡群
佐久市大字上平尾字東大久保
738-10,739-1, 739-3

H15.7.24 佐久市教育委員会 集合住宅

7500 一本柳遺跡群
佐久市大字岩村田字北一本柳
2022-1,2022-4

H15。 9。 2 佐久市教育委員会 集合住宅

7501 熊の堂遺跡
佐久市大字鳴瀬字坊ヶ板2973番
1

H15.9。 24 佐久市教育委員会 その他開発

7502 中原遺跡群 佐久市大字中込字堰端3679-9 H15.9.30 佐久市教育委員会 店舗

7503 跡坂遺跡群
佐久市大字小 田井字下金井705-
1,707,708-2

H15。 10.2 佐久市教育委員会 宅地造成

7504 木戸平A遺跡隣接 佐久市大字香坂字曲尾312番 3 H15。 10。 6-1017 佐久市教育委員会 その他開発

7505 周防畑遺跡群 佐久市大字長土呂字若宮H85-1 H15.10.9 佐久市教育委員会 宅地造成

7506 上の城遺跡群 佐久市大字岩村田2641-2
H15。 10。 14-
10.15

佐久市教育委員会 学校建設

7507 岩村田遺跡群
佐久市大字岩村田字内西浦H90-
1,1190-2,H92番地

H15。 10.21 佐久市教育委員会 集合住宅

7508 寺畑遺跡群 佐久市大字猿久保586-2 H15。 11。 14 佐久市教育委員会 集合住宅

7509 北裏遺跡群隣接
佐久市大字伴野字豆生田H06-4
他3筆

H15。 11。 18-
11。 21

佐久市教育委員会 道路

7510 平馬塚遺跡群
佐久市大字桜井平馬塚911番
1,912番 1

H15。 11。 26-
11.28 佐久市教育委員会 宅地造成

7511 宮浦遺跡群
佐久市大字桜井671-1,671-

2,671-3,671-4
H15。 11。 27-
11.28

佐久市教育委員会 その他建物

7512 大堀遺跡 (隣接 ) 佐久市大字前山字大堀281-1 H15。 12.1 佐久市教育委員会 道路

7513 西大久保遺跡群
佐久市大字下平尾字上大久保
436-1

H15.12.8 佐久市教育委員会 その他開発
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7514 宮浦遺跡群
佐久市大字桜井671-1,671-

2,671-3,671-4
H15。 12.16● V

H16.1.6 佐久市教育委員会 その他建物

7515 中西の久保遺跡群
佐久市大字岩村田字中西の久保
2422-1lL

H16.1.20 佐久市教育委員会
農業基盤整備事
業

7516 東大久保遺跡群 佐久市大字下平尾381,383-1 H16。 1。 14 佐久市教育委員会 宅地造成

7517 長土呂遺跡群
佐久市大字長土呂字上 日影571-1

外H筆 H16.1。 16-1.17 佐久市教育委員会 宅地造成

7518 蛇塚 B遺跡群
佐久市大字新子 田字北野馬久保
1857二9,1857-11,1859-1,1860

H16.1.9-1.10 佐久市教育委員会 宅地造成

7519 中原遺跡群
佐久市大字中込字曲坂36H-8の
二部

H16.2.3 佐久市教育委員会 その他開発

7520 周防畑遺跡群 佐久市佐久平駅北16-3 H16.1。 27 佐久市教育委員会 集合住宅

7521 周防畑遺跡群 佐久市佐久平駅北17砲 H16.1。 27 佐久市教育委員会 集合住宅

7522 長土呂遺跡群 佐久市大字長土呂三百地465-1 H16.2.17-2.18 佐久市教育委員会 宅地造成

7523 長土呂遺跡群
佐久市大字長土呂字南聖原533番

地
H16.2。 23 佐久市教育委員会 宅地造成

7524 中原遺跡群 佐久市大字中込字中原3639番 37 H16.3。 3 佐久市教育委員会 店舗

7525 中金井遺跡群 佐久市大字小田井字西浦92371 H16.3.4 佐久市教育委員会 その他建物

7526 下信濃石遺跡群
佐久市大字岩村 田字仁王前33H一
1

H15.11.5～
H16.2。 27

佐久市教育委員会 土地区画整理

7527 長土呂遺跡群 佐久市佐久平駅北22-1 H16.3.12 佐久市教育委員会 集合住宅

7528
西近津遺跡群
西近津遺跡 Ⅱ

佐久市大字長土呂H83-5、 H83ニ
6

H16。 3.16-3.23 佐久市教育委員会 工 場

7529 一本柳遺跡群
佐久市大字岩村田字下樋田1773-
1;1774の一部

H16.3.23-3.24 佐久市教育委員会 集合住宅

7530 居村遺跡 (隣接)
佐久市大字根岸字阿 らやH3-1他
6筆

H16.3.15-3.24 佐久市教育委員会 その他の建物

7531 居村遺跡 (隣接)
佐久市大字根岸字阿らや105-1他
14筆

H16。 3。 24 佐久市教育委員会 道路

7532 西近津遺跡群 佐久市大字長土呂H83-6他 9筆 H16.3.10-3。 15 佐久市教育委員会 工 場

7533 大奈良遺跡 臼田町大字田口字金石3892-1 H15。 12.8 臼田町教育委員会 工 場

7534 山崎遺跡 臼田町大字田由字山崎4745-4他 H15。 10。 2 臼田町教育委員会
農業基盤整備事
業

7535 原遺跡 臼田町大字田口字幸神4789-1他 H15.7.17 臼田町教育委員会 道路

7536 大奈良遺跡
臼田町大字 田口字金石3894～
3899

H15。 9。 1-9。 2 臼田町教育委員会
農業基盤整備事
業

7537 東森遺跡 川上村大字御所平1716-94 H16.1。 27-1.30 川上村教育委員会
農業基盤整備事
業

7538 広瀬狐原遺跡群
南牧村大字広瀬字野辺山1978番

地外
H16.1。 8-2.14 南牧村教育委員会 道 路

7539 通城跡 八千穂村大字八郡429-Hほか H15。 7.4
八千穂村教育委員

農業基盤整備事
業 (農道等を含
む)

7540 宮の入遺跡 八千穂村大字畑1884-1番地ほか H16.3.2
八千穂村教育委員

道路

7541 宮平遺跡 御代田町大字豊昇字宮平 H15。 9。 25-12.5 御代田町教育委員 保存目的の範囲
確認

7542 兜山古墳 浅科村大字八幡字砂山896番地 H15.5.5-5。 28 浅科村教育委員会 学術研究

7543 前原遺跡 東部町大字和 H15.6。 16-6.30 東吉F町教育委員会 個人住宅

7544 中尾遺跡群 東部町大字和 H15.9。 11-10.6 東部町教育委員会 土砂採取

7545 若宮遺跡 東部町大字和
H15。 11。 19-
H16.3.8

東部町教育委員会 宅地造成
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7546 日向遺跡 辰野町大字伊那富7751番地1他
H15.11。 13-
11.15

辰野町教育委員会 その他開発

7547 草堀遺跡
辰野町大字伊那富6254番地1他 9

筆
H16。 1119-1.22 辰野町教育委員会 宅地造成

7548 大しん田第一遺跡 辰野町大宇伊那富2208-2他 H16.3.16 辰野町教育委員会 宅地造成

7549 鳳禁路遺跡 箕輪町大字中箕輪12796-3 H15。 5.26-6.13 箕輪町教育委員会 その他建物

7550 王墓遺跡 箕輪町大字中箕輪8548-2 H15。 6.23 箕輪町教育委員会 その他建物

7551 久保遺跡 長谷村大字非持1349-1他 H15。 9.29 長谷村教育委員会
農業基盤整備事
業

7552 垣外田遺跡 長谷村大字非持475-1番 地 H15。 11。 28 長谷村教育委員会 道路

7553 古城跡 高森町上市田81-4番地
H15。 12.11-
12.12

高森町教育委員会 宅地造成

7554 神堂垣外遺跡 高森町牛牧2582-3番 地 H16。 1。 26-1。 28 高森町教育委員会 その他開発

7555 大丸山遺跡 高森町下市田2422番地 H16。 2.6～2.10 高森町教育委員会 集合住宅

7556 新井遺跡 高森町牛牧130番地 H16.2.10～ 3.15 高森町教育委員会 宅地造成

7557 溝口遺跡 木曽福島町 H15。 6。 26-27 木曽福島町教育委
員会

農業基盤整備事
業

7558 高山遺跡ほか 9遺跡 上松町
H14.11.13-
11。 29

木曽広域連合
農業基盤整備事
業

7559 上手屋敷遺跡 明科町大字中川手2547-1ほ か H15.9.6 明科町教育委員会 集合住宅

7560 伊勢宮遺跡 明科町大字七貴8927-1ほ か H15。 11。 12 明科町教育委員会 店舗

7561 上手屋敷遺跡 明科町大字中川手269471 H16。 2.26 明科町教育委員会 学校建設

7562 野際遺跡 山形村1474-1 H15.3。 5～ 3.6 山形村教育委員会 宅地造成

7563 淀の内南遺跡 山形多オ寸474-4 H15.6.28 山形村教育委員会 個人住宅

7564 境窪遺跡 山形村4010-4 H15。 2。 5 山形村教育委員会 ぞの他建物

7565 中町立道遺跡 山形村3868-1
H15.12.19-
12。 22

山形村教育委員会 学校建設

7566 名篭遺跡 山形村7318-1他
H15。 11。 25-
12.12

山形村教育委員会 公園造成

7567 上原古墳 穂高町大字穂高
H15.10.20-
16.1。 21

穂高町教育委員会 遺跡整備

7568 込山D遺跡 坂城町大字坂城6406-1 H16.2.4～ 2.6 坂城町教育委員会 店舗

7569 中之条遺跡群 坂城町大字中之条1372-3 H15.4.15 坂城町教育委員会 工場

7570 込山B遺跡 坂城町大字坂城字社宮神6119 H15。 7.15-7.17 坂城町教育委員会 集合住宅

7571 金井遺跡 坂城町大字南条2110 H15」 7.29-7.31 坂城町教育委員会 工場

7572 入田遺跡
坂城町大字坂城字御所沢7099-1

ほか
H15。 8.5 坂城町教育委員会 工場

7573 上五明水田址 坂城町大字上平字出浦176ほ か H15.10。 27-11。 6 坂城町教育委員会 その他開発

7574 廻 り目遺跡 坂城町大字南条中堰6873-5ほ か H16。 2.9-2.16 坂城町教育委員会 道 路

7575 南日名遺跡 坂城町大字坂城4507-1ほ か H16。 2.16 坂城町教育委員会 道 路

7576 富ケ原Ⅳ遺跡 信濃町大字大井2742-150 H15。 4.22・V5.2 信濃町教育委員会 その他建物

7577 杉久保遺跡 信濃町大字野尻字舟場29-4 H15.11.27 信濃町教育委員会 個人住宅
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7578 立が鼻遺跡 信濃町大字野尻字海端265-7ほ か H16.3。 18～ 3.21 野尻湖発掘調査団 学術研究

7579 川久保遺跡 豊田村大字豊津字り|1久保 H15。 12。 1～ 12.5
県埋蔵文化財セン
ター 築堤

穂高町 上原古墳の整備に伴うトレレチ調査 (穂高町教育委員会提供)

高森町 新井遺跡での試掘調査 (高森町教育委員会提供)



3工事立会

番号 遺  跡  名 所 地在 工事期間 調 査 主 体 調査の原因・目的

2050 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字高田字五反田1715

他
H15.5.15-6.10 長野市埋蔵文化財

センター 宅地造成

2051
浅川扇状地遺跡群
檀田遺跡

長野市檀 田土地区画整理地区
38街6-1ほか

H15。 7.1～9.30
長野市埋蔵文化財
センター 店舗

2052
浅川扇状地遺跡群
檀田遺跡

長野市檀田土地区画整理地区
39街区1 4-1ほ か

H15.10.1-
H16.2.29

長野市埋蔵文化財
センター 店舗

2053 浅川扇状地遺跡群 長野市大字若槻団地l-383
長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

2054 浅川扇状地遺跡群
長野市大字平林字前沖163-1

ほか
H15.7.7～ 8し 31

長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

2055 浅川扇状地遺跡群 長野市大字富竹797 H15.8。 1-8.12 長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

2056
浅川扇状地遺跡群
檀田遺跡

長野市檀田土地区画整理地区
33街区3-1ほか

H15。 9。 5～ ll.31
長野市埋蔵文化財
センター 店舗

2057
浅川扇状地遺跡群
檀田遺跡

長野市大字檀田38街区-4 H15。 10.1-
H16.4.15

長野市埋蔵文化財
センター ,

個人住宅兼工場又
は店舗

2058 松代城下町跡 長野市松代町松代1423-4 H15.8.20-10。 30
長野市埋蔵文化財
センター 個人住宅

2059 浅川扇状地遺跡群 長野市吉田4-490-1 H15.8.1～ 9.30
長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

2060 裾花川扇状地遺跡群
長野市大字高田字り|1端東沖
718-1ほ か

H15。 9.15～ 10.31
長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

2061 松代城下町跡 長野市松代町松代521
H15。 12.14-
H16.4.30

長野市埋蔵文化財
センター その他の建物

2062 蚊里田遺跡
長野市若槻東条字古屋敷
1205-4

H15。 10。 10-
11.28

長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

2063 小島・柳原遺跡群
長野市大字柳原字中組1919ほ
か

H15.ll.10～
12.14

長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

2064
浅川扇状地遺跡群
檀田遺跡

長野市檀田土地区画整理地区
44街区

H15.10.1-
16.3.31

長野市埋蔵文化財
センター

その他建物

2065
裾花川扇状地遺跡群
南向塚古墳

長野市大字高田字南向1246-1 H16.1.20～ 2.20
長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

2066 浅川扇状地遺跡群
長野市大字富竹字大道北870-
1ほか

H16.2.1～ 3.31
長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

2067 松代城下町跡
長野市大字松代町字松山町
1106-1ほ か

～H16.5.31
長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

2068 松代城下町跡 長野市松代町松代 163 H16.2.28-4.30 長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

2069 綿内遺跡群 高野遺跡 長野市若穂綿内字高野6472-2 H16.3.5-4.30 長野市埋蔵文化財
センター その他開発

2070 浅川扇状地遺跡群 長野市吉田2-290-9 H16.4.1～ 8.31
長野市埋蔵文化財
センター

個人住宅兼工場又
は店舗

2071 浅川扇状地遺跡群 長野市中越 l二228-1ほ か H16.4.8～ 7.ll
長野市埋蔵文化財
センター 集合住宅

2072 浅川扇状地遺跡群
長野市大字稲田字屋敷田
1090-9

～H16.4.20
長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

2073 浅川扇状地遺跡群
長野市大字稲田字屋敷田
1089-8

～H16.4.20
長野市埋蔵文化財
センター 宅地造成

2074 大室遺跡、関崎遺跡
長野市若穂川 田2562-12番 地

タュほか             `
H15.7。 l～

H16.3.31
長野市埋蔵文化財
センター

ガス・水道・電気
等

2075 篠ノ井遺跡群
長野市篠ノ井塩崎6600-1番 地
地先

～H15。 7.30
長野市埋蔵文化財
センター

ガス・水道・電気
等

2076 松代城下町跡 長野市松代町松代
H15.10.6～
H16.3.31

長野市埋蔵文化財
センター

ガス 0水道・電気
等

2077 大室遺跡
長野市松代町大室1番地先ほ
か

H15。 10.14-
H16.8.17

長野市埋蔵文化財
センター

ガス・水道・電気
等

2078 松代城下町跡 長野市松代町松代212-2
H15。 10i14-
H16.3.31

長野市埋蔵文化財
センター

ガス・水道・電気
等

2079
松代城跡、松代城下町
跡

長野市松代町松代677ほか
H15。 11.1～
H16.3.31

長野市埋蔵文化財
センター

ガス・水道・電気
等

2080 裾花川扇状地遺跡群 長野市大字栗田346-1ほ か
H15。 10.20～
H16.3.15

長野市埋蔵文化財
センター 土地区画整理

2081 裾花川扇状地遺跡群 長野市大字栗田221-9ほ か
H15.10.14´ν

H16.3.19
長野市埋蔵文化財
センター 土地区画整理

2082
松代城跡、松代城下町
跡

長野市松代町153-1ほか H16.1.5～ 3.31
長野市埋蔵文化財
センター ' その他開発

2083
浅川扇状地遺跡群 三

輪遺跡
長野市三輪4-16-21

H15.12.1～
H16.2.27‐

長野市埋蔵文化財
センター 道路
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2084 松代城跡 長野市松代町松代21-5
H15.12.ll～
H16.3.12

長野市埋蔵文化財
センター その他開発

2085 下神遺跡
松本市大字神林字南原2543-1

他
H15。 4.15-8.31 松本市教育委員会 個人住宅

2086 城山腰遺跡 松本市官渕2-723‐ 2 H15.4.15-8.31 松本市教育委員会 個人住宅

2087 岡の宮遺跡 松本市女鳥羽3-570-2 H15.4.22-12.22 松本市教育委員会 その他建物

2088 藤井山田遺跡
松本市大字里山辺字大ブケ

996-3
H15.4.1～ 6.1 松本市教育委員会 個人住宅

2089 松本城下町跡 松本市北深志l-344-2 H15.3.20-6.20 松本市教育委員会 個人住宅

松本城下町跡 松本市中央2-470-1 H15.3.20-6.15 松本市教育委員会
個人住宅兼工場又
は鷹F舎甫

2091 松本城下町跡 松本市大手2=260-1 H15.4.7-9.30 松本市教育委員会 個人住宅

2092 松本城下町跡 松本市大手4-1250-1他 H15.4.15～ 7.19 松本市教育委員会
個人住宅兼工場又
は鷹F舎甫    ヽ

2093 松本城下町跡 松本市大手2-253-3 H15.4。 25-7。 15 松本市教育委員会
個人住宅兼工場又
は鷹F舎甫

2094 県町遺跡
松本市大字里山辺字石原
3999-2他

H15。 3.5～ 5.10 松本市教育委員会 個人住宅

2095 神田遺跡 松本市神田l-70-6 H15.4.21-12.25 松本市教育委員会 個人住宅

2096 松本城下町跡 松本市北深志l-346-4 H15.4.1-6.27 松本市教育委員会 個人住宅

2097 松本城下町跡 松本市城西2-265-9ほ か H15。 3.31～ 8.10 松本市教育委員会 個人住宅

2098 松本城下町跡 松本市大手5二 1321-2 H15.4.15-10.15 松本市教育委員会 個人住宅

2099 松本城下町跡 松本市大手4-1325-3ほ か H15,4.21～ 12.15 松本市教育委員会 個人住宅

2100 松本城下町跡 松本市大手2-231-8ほ か H15。 4～ 7 松本市教育委員会
個人住宅兼工場又
は磨F舎甫

2101 松本城下町跡 松本市北深志2-879 H15.5.15-8.10 松本市教育委員会
個人住宅兼工場又
は鷹F舎甫

2102 松本城下町跡 松本市開智3-432-2ほ か H15:5.1-9.30 松本市教育委員会 個人住宅

2103 松本城下町跡 松本市大手2-253-5ほ か H15.5.20-11.20 松本市教育委員会 個人住宅

2104 島内北中遺跡
松本市大字島内字塚田5718二 1

ほか
H15。 4～ 松本市教育委員会 宅地造成

2105 出川南遺跡 松本市芳野179-76ほ か H15.6.9-12120 松本市教育委員会 個人住宅

2106 島内北中遺跡 松本市大字島内字塚田5o00-3 H15.5。 14- 松本市教育委員会 個人住宅

2107 松本城下町跡 松本市大手4-1307-1 H15.6.10～ 12.、 15 松本市教育委員会 個人住宅

2108 松本城下町跡 松本市女鳥羽l-8-5 H15.6.2-6。 30 松本市教育委員会 個人住宅

2109 松本城下町跡 松本市中央3-404-3 H15。 7.1へ′ll.1 松本市教育委員会 個人住宅

2110 神林川西遺跡
松本市大字神林字馬 ノロ638-
5

H15.6.1～ 9。 末 松本市教育委員会 個人住宅

2111 小原遺跡
松本市大字芳川村井町字西塚
672-1ほ か     |

H15.5。 30-9.15 松本市教育委員会 店舗

2112 新井遺跡 松本市大字里山辺1544-1 H15.4.25-8.31 松本市教育委員会 集合住宅

2113 下神遺跡
松本市大字神林字東原2182-6

他
H15.6.10～ 8.末 松本市教育委員会 個人住宅

2114 松本城下町跡 松本市開智l-278-5ほ か H15.7.4-12.4 松本市教育委員会 個人住宅

2115 神田遺跡 松本市神田1-878-1ほ か H15.6.30-10。 30 松本市教育委員会 集合住宅

2116 松本城跡 松本市大手2-250-140ほ か H15.6.26-8.10 松本市教育委員会 個人住宅

2117 松本城跡 松本市大手4-79-18 H15.6.30- 松本市教育委員会
個人住宅兼工場又
は店舗

2118 島内北中遺跡 松本市大字島内字塚田5718-2 H15:9.6～ 9。 25 松本市教育委員会 個人住宅
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2119 安塚古墳群 松本市大字新村H05=2ほ か H15。 7.18-7.28 松本市教育委員会 個人住宅

2120 下神遺跡 松本市大字笹賀5645-1 H15.7.28-8.29 松本市教育委員会 個人住宅

2121 千鹿頭北遺跡
松本市大字里山辺字村西

4746-3           ,
H15.8～ 松本市教育委員会 個人住宅

2122 松本城下町跡 松本市本庄1-218-1 H15。 7.23-8。 8 松本市教育委員会 個人住宅

2123 松本城下町跡 松本市城東2「 1-9 H15。 8.1～ 12.10 松本市教育委員会 個人住宅

2124 下神遺跡 松本市大字神林字南原2589=4 H15.8.27～ 12.末 松本市教育委員会 個人住宅

2125 松本城下町跡 松本市大手2-238-ハほか H15。 9.10-12.28 松本市教育委員会
個人住宅兼工場又
は店舗

2126 秋葉原古墳群 松本市大字新村771-2ほ か
H15。 %20～
H16.2.30

松本市教育委員会 個人住宅

2127 蟻ケ崎遺跡 松本市蟻ケ崎3-568-5
H15。 9:22-
H16.1.17

松本市教育委員会 個人住宅

2128 松本城下町跡 松本市北深志3-581 H15。 9-10 松本市教育委員会 個人住宅

2129 松本城下町跡 松本市女鳥羽l-1560-1
H15。 10.20-
ll.10

松本市教育委員会 個人住宅

2130 松本城下町跡 松本市大手5-1392-1ほ か
H15.11.1～
16.3.15

松本市教育委員会 個人住宅

2131 新村・島立条里的遺構 松本市大字新村3065-5 H16.3.15～ 7.15 松本市教育委員会 個人住宅

2132 松本城下町跡 松本市中央3-675-イ
ll.17～
1.30H16.

松本市教育委員会 個人住宅

2133 松本城跡 松本市大手4-163-ハ ー2
H15.12.20～
H16.4.10

松本市教育委員会 店舗

2134 平瀬遺跡
松本市大字島内字寺村7217-
14

H15.12.8～ 松本市教育委員会 個人住宅

2135
田町遺跡、松本城下町

跡
松本市開智3-374ほ か

H15.12.｀ 1-
16.5.30

松本市教育委員会 個人住宅

2136 松本城下町跡 松本市北深志3-624-2 H16.1.13-3.26 松本市教育委員会 その他開発

2137 小池遺跡
松本市大字寿小赤字山の神
1009-3

H16.1.19- 松本市教育委員会 宅地造成

2138
松本城下町跡
天神西遺跡 ‐ 松本市深志3-712-25

H15.12。 20-
H16.2.20

松本市教育委員会 その他建物

2139 松本城下町跡 松本市開智3-451
H15.ll.1-
H16.3.31

松本市教育委員会 個人住宅

2140 新村遺跡 松本市大字新村字桂田2099-1 H16.1.末 ～3.31 松本市教育委員会 その他開発

2141 平田北遺跡 松本市芳野45-6 H16.2。 10-3.20 松本市教育委員会 その他の建物

2142 下神遺跡
松本市大字神林字大久保
1917-10

H16.1.23-3.31 松本市教育委員会 個人住宅

2143 大甘城址 松本市大字蟻ケ崎2414-1ほ か H16.1。 15～ 2e15 松本市教育委員会 個人住宅

2144
松本城下町跡、田町遺
跡

松本市開智2-372-1ほ か H16.2.12～ 16.5 松本市教育委員会 個人住宅

2145 松本城下町跡 松本市北深志2-355-1ほ か H16.2.19-3.30 松本市教育委員会 個人住宅

2146 新村・島立条里的遺構 松本市大字新村字道沢265-16 H16.2.20-4.30 松本市教育委員会 その他建物

2147 新村遺跡 松本市大字新村字宮司2121-5 H16。 3。 15～ 7.31 松本市教育委員会 個人住宅

2148 岡の官遺跡 松本市旭町2-608-1ほ か H16.3。 1～ 4.1 松本市教育委員会 宅地造成

2149 三間沢川左岸遺跡 松本市和田4097-3ほ か
H15。 9.上旬～12.

下旬
松本市教育委員会

ガス・水道・電気
等

2150 埋橋遺跡 松本市県3-2262-1ほ か H16.1.13rv2.27 松本市教育委員会
ガス・水道・電気
等

2151 松本城跡 松本市丸の内16-3 H16.2.9-3.19 松本市教育委員会 その他建物

2152 上田城跡付近包蔵地 上田市常盤城1014-6外 H15.8～ H12. 上田市教育委員会 その他開発

2153 塩田城跡 上田市大字前山356～345-1 H15.12～ H16.2 上田市教育委員会 水道
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2154

塩田城跡・堰ロノー遺
跡・クチアケ塚古墳・

東紺屋村経塚・手塚居
館跡、林之郷遺跡・生
地場古墳・荒神田遺
跡・中吉田遺跡、染屋
台条里水田跡遺跡・上
野東遺跡・七ッ塚古墳
群

上田市前山・手塚、蒼久保
芳田、上野・住吉・古里

H16.4.1～
H17.3.31

上田市教育委員会
ガス・水道・電気
等

2155 大瀬木熊野遺跡 飯田市大瀬木1099-1他 H15.3.25-8.25 飯田市教育委員会 個人住宅

2156 はりつけ原遺跡 飯田市三日市場352-1他 H15.5.20～ 10。 31 飯田市教育委員会 集合住宅

2157
人幡町遺跡・人幡町古
墳

飯田市人幡1995 H15。 4。 16～ 7.31 飯田市教育委員会 集合住宅

2158 ミカド遺跡 飯田市上郷黒田1491-16他 未 定 飯田市教育委員会 個人住宅

2159 上野遺跡 飯田市座光寺2816-3 未 定 飯田市教育委員会 個人住宅

2160 栗屋元遺跡 飯田市上郷黒田98-1 H15。 4。 28-7.31 飯田市教育委員会 集合住宅

2161
長野原遺跡、藤塚l号

墳、藤塚2号墳 (隣接
地〉

飯田市時又127-12他 H15.5.1～ 9.30 飯田市教育委員会 その他建物

2162 下山遺跡 飯田市鼎下山696-2他 H15。 5.8～ 8.10 飯田市教育委員会 集合住宅

2163 今村遺跡 飯田市上郷黒田989-8 H15.5.5-8.25 飯田市教育委員会 個人住宅

2164 三尋石遺跡 飯田市大瀬木993-1 H15.3.27-8.31 飯田市教育委員会 その他建物

2165 大体遺跡 飯田市大体 1879 H15.7.1-8.15 飯田市教育委員会 工場

2166 地慶子遺跡 飯田市時又494-4他 未 定 飯田市教育委員会 個人住宅

2167 篠田遺跡 飯田市座光寺3737-1 H1516.20-8.20 飯田市教育委員会 店舗

2168 方角東遺跡 飯田市羽場町3-762-3 H15.6.1-10.30 飯田市教育委員会 個人住宅

2169 山口遺跡 飯田市北方2131-1他 H15.5.1-8ω 30 飯田市教育委員会 住 宅

2170 駄科北平遺跡 飯田市駄科311-1他 未 定 飯田市教育委員会 その他建物

2171 黒田社宮司原遺跡 飯田市上郷黒田2681-1他 H15。 6.20～ 12.25 飯田市教育委員会 個人住宅

2172 荒井原遺跡 飯田市駄科2250 未 定 飯田市教育委員会 その他建物

2173 地蔵面遺跡 飯田市鼎名古熊2081-1 H15.6.10～ 9.15 飯田市教育委員会 店舗

2174 官の先遺跡 飯田市三日市場157-1他 H15.5。 14-6.10 飯田市教育委員会 個人住宅

2175 大座遺跡 飯田市時又904-12 H15.7.25-8。 7 飯田市教育委員会 個人住宅

2176 下り松遺跡 飯田市竹佐432他 未 定 飯田市教育委員会
その他農業関係事
業

2177 長野原遺跡 飯田市長野原436-3他 H15.7.10-7.18 飯田市教育委員会 個人住宅

2178 宮の先遺跡 飯田市三日市場87-3
H15。 7.15～
H16.2.28 飯田市教育委員会 その他の建物

2179 飯田城下町遺跡 飯田市吾妻町109 H15.8.5-8.25 飯田市教育委員会 個人住宅

2180 金谷遺跡 飯田市育良町1-5-1 H15。 8.4～ 8.13 飯田市教育委員会 個人住宅

2181 育良社付近遺跡 飯田市北方1536-1他 未定～H15。 H.30 飯田市教育委員会 工場

2182 黒田大明神原遺跡 飯田市上郷黒田2388-6 H15.8.20-ll.30 飯田市教育委員会 個人住宅

2183 飯田城下町遺跡 飯田市錦町H他 H15。 7.31～ 11.10 飯田市教育委員会 その他建物

2184 大座 1号古墳 飯田市時又945-1 未 定 飯田市教育委員会 その他建物

2185 発句遺跡 飯田市松尾新井7067-1他 H15.8.1～ 12.l 飯田市教育委員会
個人住宅兼工場又
は店舗
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2186 地蔵面遺跡 飯田市鼎名古熊2082-4 H15。 7.31～ ll.15 飯田市教育委員会 店舗

2187
前の原遺跡
前の原 2号古墳

飯田市桐林557-7 H15.8.21～ 12.15 飯田市教育委員会 個人住宅

2188 矢剣遺跡 飯田市上郷飯沼1583-1 未 定 飯田市教育委員会 工場

2189 北村遺跡 飯田市下殿岡783-1他
H15。 ll.10～
H16◆ 2.25 飯田市教育委員会 集合住宅

2190 恒川遺跡群 飯田市座光寺4764-ll 未 定 飯田市教育委員会 個人住宅

2191 地慶子遺跡 飯田市時又325Tl 未定～H16.3.20 飯田市教育委員会 その他建物

2192 内山遺跡 飯田市桐林1040-2他 未 定 飯田市教育委員会 店舗

2193 下山遺跡 飯田市鼎下山1077他
H15.10.20～
16.3.30 飯田市教育委員会 個人住宅

2194 久保尻遺跡 飯田市桐林949Tl他 未 定 飯田市教育委員会 その他開発

2195 原畑遺跡 飯田市山本602-4
H15.10.15～
H16.2.15

飯田市教育委員会 個人住宅

2196 内山遺跡 飯田市桐林1077 未 定 飯田市教育委員会 店舗

2197 円通寺南遺跡 飯田市下殿岡872-1
H15。 ll.20-
16.3.20

飯田市教育委員会 集合住宅

2198 地蔵面遺跡 飯田市名古熊2080-1他
H15.11.7～
16.3.31 飯田市教育委員会 集合住宅

2199 三日市場大原遺跡 飯田市三日市場2104-3他 未定～17.2.20 飯田市教育委員会 その他建物

2200 黒田社官司原遺跡 飯田市上郷黒田2332他 未定, 飯田市教育委員会
その他の農業関係
事業

2201 北浦遺跡 飯田市上郷飯沼3548-1他 未 定 飯田市教育委員会 個人住宅

2202 大御堂付近遺跡 飯田市山本2564
H15.12.10～
12.30 飯田市教育委員会

その他農業関係事
業

2203 水城遺跡 飯田市松尾上溝3286-2
H15.12.20-
16.3.30

飯田市教育委員会 個人住宅

2204 上溝遺跡・上溝4号墳 飯田市松尾上溝2790他 ～H16.4.30 飯田市教育委員会 個人住宅

2205 更生下遺跡 飯田市龍江4074-1他
H15.12.20～
16.3.20

飯田市教育委員会 個人住宅

2206 ミカ ド遺跡 飯田市上郷黒田1491-16他
H15.12.5-
16.4.30

飯田市教育委員会 個人住宅

2207 村沢遺跡 飯田市鼎東鼎125-4他 ～ 16.2.19 飯田市教育委員会 集合住宅

2208 恒川遺跡群新屋敷遺跡 飯田市座光寺4735-1他 ～ 16.1_24 飯田市教育委員会 その他開発

2209 下の原遺跡 飯田市駄科1834-1他 H16.1.20-3.31 飯田市教育委員会 その他建物

2210 上山遺跡群 飯田市鼎上山1849 H16.2～ 16.5 飯田市教育委員会 集合住宅

2211 藪上遺跡 飯田市上郷飯沼515-1 H16.3.1～ 8.31 飯田市教育委員会 集合住宅

2212 平地遺跡・平地12号墳 飯田市座光寺3487-4 H16. 1.15-3.31 飯田市教育委員会
その他農業関係事
業

2213 地蔵面遺跡 飯田市鼎名古熊2613-1 H16。 2.1～4.30 飯田市教育委員会 個人住宅

2214 風越遺跡 飯田市上飯田1929-9 H16.4.1-7.30 飯田市教育委員会 その他開発

2215 南の原遺跡 飯田市松尾代田1213 未 定 飯田市教育委員会 工場

2216 南の原遺跡 飯田市松尾代田1213 未 定 飯田市教育委員会 工場

2217 数田遺跡 飯田市伊豆木760 H16.3.1～ 3.10 飯田市教育委員会
その他農業関係事
業

2218 鼎中平遺跡 飯田市鼎中平1960-1他 未 定 飯田市教育委員会 集合住宅

2219 的場遺跡 飯田市上郷飯沼1654-1 ～H16.11.15 飯田市教育委員会 個人住宅

2220 羽根垣外遺跡 飯田市高羽町1-4-12 未 定 飯田市教育委員会 その他の建物

2221 鼎中平遺跡 飯田市鼎中平2774二 l
H16。  4. 10～
8。 10

飯田市教育委員会 個人住宅
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2222 松尾城遺跡 飯田市松尾城3983-9他 H16.4.12～ 7.31 飯田市教育委員会 個人住宅

2223 人幡原遺跡 飯田市人幡町438 H15.6.20-9.30 飯田市教育委員会 その他建物

2224 室屋遺跡・法全寺遺跡 飯田市千代3272 H15.3.6～ 6.23 飯田市教育委員会 道 路

2225 箱川天伯山遺跡 飯田市箱川838他 H15.12-H18.3 飯田市教育委員会 農業基盤整備事業

2226 小垣外・辻外垣遺跡 飯田市大瀬木 H15-H16.1.30 飯田市教育委員会 道 路

2227 牧山C遺跡 飯田市久米1724他
H15.12.16～
16.3.25

飯田市教育委員会 その他建物

2228 飯田城跡 飯田市追手町636-18他 H16.1～ 3末 飯田市教育委員会 道路

2229 羽入田遺跡 飯田市龍江4535-4他 H16.1.5-1.30 飯田市教育委員会 その他建物

2230 藤治ヶ峯遺跡 飯田市川路2176-1他 ～H20.3 飯田市教育委員会 道 路

2231 千鹿頭社遺跡 諏訪市豊田3962-3 H15.5.19～ 5。 31 諏訪市教育委員会 その他建物

2232 金子城跡遺跡
諏訪市大字中洲1字中ノ町
3884-1他

H15。 7.22-ll.25 諏訪市教育委員会 集合住宅

2233 諏訪神社上社遺跡 諏訪市中洲1宮 山一番地
H15.7下 旬～H下
旬

諏訪市教育委員会 その他建物

2234 諏訪神社上社遺跡 諏訪市中洲官山一番地
H15。 9下旬～10中

旬
諏訪市教育委員会 その他建物

2235 ミシャグチ平遺跡 諏訪市四賀5899-3他 未 定 諏訪市教育委員会 その他開発

2236 千鹿頭社遺跡 諏訪市豊田3920-8 未 定 諏訪市教育委員会 その他開発

2237 清水遺跡 諏訪市豊田3631-1 H15.8.20～ 8.31 諏訪市教育委員会 その他開発

2238 金子城跡遺跡
諏訪市大字中洲1字城畑3389-1

他
H15。 10.10～
ll.30

諏訪市教育委員会 宅地造成

2239 百姓地遺跡 諏訪市岡村2-6252-1
H15。 10.ヽ 15-
ll.15

諏訪市教育委員会 その他開発

2240
宮ノ反A遺跡群塚ノ前
遺跡

小諸市大字御影新田1327番
1、 1333番 1

H15◆ 6.15-9。 30 小諸市教育委員会 宅地造成

2241
谷地原遺跡群谷地原遺
跡

小諸市大字御影新田字谷地原
2454-9、 字御影新日2543-140
15

H15.9.22ハマll.20 小諸市教育委員会 宅地造成

2242 久保遺跡 駒ケ根市赤穂497-587 H16.1.17～ 4.15
駒ケ根市教育委員

集合住宅

2243 新野遺跡
‐ 中野市大字新野字宮上746ほ

か
H15.8～ 10.31 中野市教育委員会 道 路

12244 七瀬遺跡 中野市大字七瀬字棚畑
15.12.1-
16.3.10

中野市教育委員会 農業基盤整備事業

2245 月岡遺跡
中野市大字岩井字下林 1806-1

ほか
15.12.15～
16.8.31 中野市教育委員会 道 路

2246 上半田遺跡 茅野市豊平字坊主田1024-1他
H15.ll.10～
H16.3.8

茅野市教育委員会 集合住宅

2247 家下遺跡 茅野市ちの字家下2586-2
H15.10.10～
H16.1.10 茅野市教育委員会 個人住宅

2248 藤塚遺跡 茅野市玉川字藤塚3635-5 H15.9.1-12.25 茅野市教育委員会 個人住宅

2249 上原城下町遺跡 茅野市上原1405他 H15.12.5-12.25 茅野市教育委員会 その他建物

2250 上ノ棚遺跡 茅野市北山字土橋4903-8他 未 定 茅野市教育委員会 集合住宅

2251 荒玉社周辺遺跡 茅野市宮川2020他 H15.6。 30-12.25 茅野市教育委員会 道路

2252 干沢城下町遺跡 茅野市宮川1932他
H15。 12.15～
16.3.10

茅野市教育委員会 道 路

2253 大境遺跡
千曲市大字屋代字大境1276-3
ほか

未定～H15.5.31 千曲市教育委員会 その他建物

2254 更埴条里遺跡 千山市大字屋代字細越411-2
H15.5中 旬

～
7月

中旬
千曲市教育委員会 宅地造成

2255 南沖遺跡 千山市大字杭瀬下5-1他 H15.5.13～ 7.16 千曲市教育委員会 店舗

2256 粟佐遺跡群
千山市大字屋代字新屋2077-1
ほか

H15.6～ 千曲市教育委員会 宅地造成
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2257 北野遺跡 千曲市雨宮字北野741-1 H15。 8.1～9.30 千山市教育委員会 その他の建物

2258 屋代遺跡群 千曲市大字屋代877-1 H15。 9。 1～ 千曲市教育委員会 宅地造成

2259 屋代清水遺跡
千曲市大字屋代字清水244-1

ほか
H15.6.5～ 千曲市教育委員会 宅地造成

2260 大境遺跡 千曲市大字屋代字大境1272-7 H15。 11～ 千曲市教育委員会 その他建物

2261 更埴条里水田址
千山市大字屋代字内田95■ 1ほ

か      、

H15。 12.10～
H16.6.30

千山市教育委員会
個人住宅兼工場又
は店舗

2262 南沖遺跡 千曲市大字粟佐1309-2 H15.4.25-5.20 千山市教育委員会 その他建物

2263
松ヶ崎遺跡、城ノ内遺
跡

千曲市大字屋代 H15.6～ 10 千曲市教育委員会 道 路

2264 南沖遺跡 千曲市大字杭瀬下94ほか H15。 7.21-8.29 千山市教育委員会 その他開発

2265 倉科水田址 千山市大字倉科Hほか
H15.9.1～
H16.3.25

千曲市教育委員会 その他開発

2266 大池南遺跡 千曲市大字人幡大池2イー379 H15.8.13～ 12.10 千山市教育委員会 その他開発

2267 屋代遺跡群ほか 千曲市大字雨宮 5ほか
H15.9～ H20。 ll

末
千山市教育委員会 道 路

2268 屋代寺遺跡ほか 千曲市大字雨官16-1ほか H15.8～ 9末 千山市教育委員会 道 路

2269 屋代遺跡群ほか 千曲市大字屋代779-1 H15.8～ 9末 千山市教育委員会 道 路

2270
更埴条里水田址、大穴
遺跡

千曲市大字雨官ほか H15.6.26～ 9.30 千山市教育委員会 農業基盤整備事業

2271 東条遺跡
千曲市大字人幡字東條3998二 l

ほか
H15.12～ 16.3.19 千曲市教育委員会 道路

′

2272 鳥居町遺跡 千曲市倉科79 H15.12～ 12末 千曲市教育委員会 道 路

2273 窪川原遺跡、羽場遺跡 千山市雨宮648-4ほ か H15.12～ 12末 千山市教育委員会 道 路

2274 南沖遺跡 千曲市粟佐 H16。 1～ 3 千曲市教育委員会 河り‖

2275 南沖遺跡 千曲市粟佐1305-2
H15.11.10～
H16。 1。 26 ｀ 千曲市教育委員会 その他建物

2276 欠口遺跡 千山市大字桜堂174-3ほか H15.12-H16.3 千山市教育委員会 学校建設

2277 荒砥城遺跡 千山市温泉3495-3ほ か H16。 2-H17.3 千曲市教育委員会 道路

2278 粟佐遺跡群 千曲市大字屋代1885-1 H16.3.2-3.26 千山市教育委員会 その他開発

2279 大間古墳群 佐久市大字内山字大間6464-3 H15。 4。 28-6. 30 佐久市教育委員会 その他開発

2280
長明塚遺跡
東五里田遺跡 (隣接)

佐久市大字野沢325-1 H15.8.8ハ Yll.30 佐久市教育委員会 集会場

2281 城下遺跡群 (隣接)
佐久市大字内山字城下5795番

地 l

H16.4.5～
H17.3.31

佐久市教育委員会 その他の建物

2282 野沢館跡
佐久市大字原字屋敷 457-2、 4、

6、 7

H16。 3.10～
H16。 6.30 佐久市教育委員会 店舗

2283 城下遺跡群 佐久市大字内山町中 H15～H15 佐久市教育委員会 道 路

2284
長土呂遺跡群・柴宮遺
跡群・周防畑A遺跡

佐久市大字長土呂字北裏 H15～H15 佐久市教育委員会 道 路

2285 跡坂遺跡群 佐久市大字横根字島原 H15.6-H15。 8 佐久市教育委員会 道 路

2286 上の城遺跡群
佐久市大字岩村田字相生町 2
808-10外 H15. 7～ H15. 8 佐久市教育委員会 道 路

2287 野沢館跡 佐久市大字野沢字北田 未 定 佐久市教育委員会 道 路

2288 岩村田遺跡群 佐久市大字岩村田本町 H15.8～ 9。 30 佐久市教育委員会 道 路

2289 岩村田遺跡群 佐久市大学岩村田住吉町 H15.8へ′10 佐久市教育委員会 道 路

2290 一町田遺跡 佐久市大字三塚字壱町田 未 定 佐久市教育委員会 道 路
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2291 中原遺跡群
佐久市大字中込字中原3639-

170先
未 定 佐久市教育委員会 道路

2292 久禰添遺跡
佐久市大字太田部字丸田228-
1先

未定 佐久市教育委員会 道 路

2293 樋村遺跡群
佐久市大字平賀字塚田2864T4

先
未定 佐久市教育委員会 道 路

2294
跡坂遺跡群・中金井遺
跡群 |

佐久市大字小田井字咬月836-
341L40負自

未定 佐久市教育委員会 道 路

2295 岩村田遺跡群 佐久市大字岩村田字西本町 H15.12～ H15。 12 佐久市教育委員会 道路

2296
西近津遺跡群・常田居
屋敷遺跡群・周防畑遺
跡群

佐久市大字塚原字赤岩団地周
辺

H15.12-H15。 12 佐久市教育委員会 道 路

2297 東村遺跡群 佐久市大字下平尾字下星谷 H15.12-H16.3 佐久市教育委員会 道路

2298 岩村田遺跡群
佐久市大字岩村田相生町指導
2=2号線 (千歳線)

H16.1～ H16.3.26 佐久市教育委員会 道路

2299 枇杷坂遺跡群
佐久市大字岩村田旧国道141

号 (北農前)

H16.1-H16.3 佐久市教育委員会 道 路

2300
跡坂遺跡群・中金井遺
跡群

佐久市大字小田井字岐月826-
6番地先から佐久市大字小田

井字下金井702-4番 地先まで
H16.2-H16.7 佐久市教育委員会 その他開発

2301 西一里塚遺跡群 佐久市大字根々井字姫宮1082 H16.2-H16.7 佐久市教育委員会 道路

2302 中島遺跡 佐久市大字根岸字上長田 H16.3-H16.3.31 佐久市教育委員会 道路

2303 馬場平遺跡
小海町大字小海656-5～ 672番

地   、
H16.2.5～
H16.7.31

小海町教育委員会 道路

東森遺跡 川上村大字御所平1716-94
H16.1.27-
H16.2.16

川上村教育委員会 農業基盤整備事業

2305 広瀬狐原遺跡 南牧村広瀬
H15.12上 旬～
H16.3中 旬

南牧村教育委員会 道 路

2306 木次原遺跡 北相木村5617-405617-19
H15.10～
H16.3.26

北相木村教育委員
水道

2307 木次原遺跡 Jヒ本目冽ヽ本寸5615-3 H16.2-H16.3.26 北相木村教育委員 ガス・水道・電気
等

2308 追分遺跡群
長門町大字大門字追分3516-
43

H15.8.8～ ll:20 長門町教育委員会 道 路

洗馬城跡 真田町大字傍陽 H15.ll― H15.12 真田町教育委員会 その他開発

2310 観音沢遺跡 和田村字観音沢5384-99他
H15.10上 中旬～
H15.10上 中旬

和田村教育委員会 道路

2311 観音沢遺跡 和田村字観音沢5384-99他 H15.H中 ～下旬 和田村教育委員会 道路

2312 秋官境内遺跡
下諏訪町3580諏訪大社下社秋
宮境内

未 定
下諏訪町教育委員

その他開発

2313 松之木田遺跡 下諏訪町字桜垣外327-1他 H16.4.1～ 7.16
下諏訪町教育委員

集合住宅

2314 殿村遺跡 下諏訪町字殿村9435-5ほ か
H14。 4.1～
H14.6.30

下諏訪町教育委員
その他開発

2315 二枚田遺跡 原村南原16267TH27 H15。 3.20-6.20 原村教育委員会 工場

2316 久保地尾根遺跡 原村字久保地尾根H496-5
H15.9.1～
H16.1.15

原村教育委員会 個人住宅

2317 臥竜遺跡 原村払沢6022-1
H15。 9.5～
H16.3.10

原村教育委員会 個人住宅

2318 池の久保遺跡 辰野町大字赤羽843-5
H15.10。 l―

H16.3。 1
辰野町教育委員会 個人住宅

2319 羽場上遺跡 辰野町大字伊那富6044 H16.3.14-9.10 辰野町教育委員会 個人住宅

2320 王墓遺跡 箕輪町大字中箕輪8548-2 H15.6.19-8。 31 箕輪町教育委員会 その他建物

2321
大田ノ沢春日平遺跡
春日平中原遺跡

飯島町由切161-39他 H16。 2.1～4.30 飯島町教育委員会 宅地造成 ,

2322 堤の窪遺跡 飯島町大字本郷
H16.2。 1～

18.3.31
飯島町教育委員会 農業基盤整備事業

2323 刈谷原遺跡
中川村大字片桐字刈谷原
7791-1              ,

H15。 9.24-9.30 中川村教育委員会 その他開発

2324 田中下遺跡 官田村3083-1他 H16.4.1～ 8.31 官田村教育委員会 工場
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2325 真米遺跡 宮田村417 H16.3.1-ll.30 宮田村教育委員会 個人住宅

2326 宮沢遺跡 高森町牛牧384-1他 H16.2.1-2.20 高森町教育委員会 その他開発

2327 松岡城跡 高森町下市田4271-1他 H16.2.25-3.22 高森町教育委員会 その他開発

2328 中手田遺跡 豊丘村田村 H15。 12～ H16.3 豊丘村教育委員会 道 路

2329 やしき遺跡 明科町大字七貴6491-1他 H15.3.15～ 12.30 明科町教育委員会 個人住宅

2330 伊勢宮遺跡 明科町大字七貴8927-1他 未 定 明科町教育委員会 店舗

2331 上手屋敷遺跡 明科町
′
大字中川手2669-2 H16.4.1～ 7.31 明科町教育委員会 その他開発

2332 野際遺跡 山形村249-2 H16。 9～ 17.3 山形村教育委員会 農業基盤整備事業

2333 横手ヶ崎遺跡 山形村64-1ほか H16。 9-17.3 山形村教育委員会 農業基盤整備事業

2334 中村堀屋敷跡 豊科町大字豊科3403 H15。 9.12-9.30 豊科町教育委員会 個人住宅

2335 中村堀屋敷跡 豊科町大字豊科3572
H16.3.25-
H17.3.24

豊科町教育委員会 土砂採取

2336 鈴蘭小屋遺跡 安曇村4306-5 H15.6.10-6.30 安曇村教育委員会 観光開発

2337 込山C遺跡
坂城町大字坂城字水上6176ほ
か

H15.6末 ～ 7末 坂城町教育委員会 宅地造成

2338 上五明条里水田址
坂城町大字上五明字島寺500-
2486-2

H15。 7.10～ 9.10 坂城町教育委員会 工場

2339 上五明条里水田址
坂城町大字上五明字島寺489-
1

H15.9。 1～ 坂城町教育委員会 工場

金井西遺跡群 坂城町大字南条5127-7
H15。  9. 29-
10.25

坂城町教育委員会 工場

2341 上五明条里水田址
坂城町大字上平字出浦176ほ

か
H16.1。 10～

H17.3.31
坂城町教育委員会 工場

2342 日名沢遺跡群 坂城町大字坂城1056-2先 H15.2.23-10.16 坂城町教育委員会 .

ガス・水道・電気
等

2343 中之条遺跡群 東町遺
跡

坂城町大字中之条
H15.8.20-
16.3.31

坂城町教育委員会
ガス・水道・電気
等

2344 金井東遺跡群ほか 坂城町大字中之条 H15。 8-12.25 坂城町教育委員会
ガス・水道・電気
等

2345 開畝遺跡
坂城町大字中之条2233-1先 ほ
か

H15.9.5-10.30 坂城町教育委員会
ガス・水道・電気
等

2346 中之条遺跡群中之条遺
跡群 東町遺跡

坂城町大字中之条字東町ほか
H15.9.10～
H16.3.28

坂城町教育委員会
ガス・水道・電気
等

2347 南条遺跡群
坂城町大字南条字北押出
1003-1

H15.H～ 16。 1末 坂城町教育委員会 河り‖

小野沢遺跡群 坂城町大字上平1540 H15.H～ 16.1末 坂城町教育委員会 河り‖

2349 上五明条里水田址 坂城町大字上五明660-9ほ か H15。 11～ 15。 12 坂城町教育委員会 道 路

2350 上五明条里水田址 坂城町大字上五明300-5ほ か
H15.H～ 15.12下
旬

坂城町教育委員会 道 路

2351
御堂川古墳群 山崎支
群

坂城町葛尾1770-1ほ か H15.12-H16.3 坂城町教育委員会 河り‖

2352 仁之倉A遺跡 信濃町柏原4390-2 H15.6.2～ 9.161 信濃町教育委員会 工場

2353 立が鼻遺跡 信濃町大字野尻265-2ほ か H16.3.10～ 3.31 信濃町教育委員会 その他開発

2354 狐久保遺跡
信濃町大字野尻字狐久保372-
3

H16.4.10～ 10.15 信濃町教育委員会 個人住宅

2355 富ケ原Ⅳ遺跡 信濃町大字大井2742-150 H15.6.30～ 12.1 信濃町教育委員会 その他建物

2356 東裏遺跡 信濃町大字柏原字東裏先 H15.7.25-12。 22 信濃町教育委員会
ガス・水道・電気
等

2357 野尻湖団地遺跡 信濃町大字柏原字小丸山地先 H15。 7.25-12.22 信濃町教育委員会
ガス・水道・電気
等

2358 中島遺跡 信濃町大字穂波地先 H15。 7.22-11.28 信濃町教育委員会
ガス・水道・電気
等

2359 裏町遺跡 牟礼村大字牟礼字裏町2570-6
H15.5.20～
H16.1.31

牟礼村教育委員会 個人住宅
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2360 薬師堂遺跡 牟礼村大字黒川字薬師堂2156 H15.5。 20～ 10末 牟礼村教育委員会 個人住宅

2361 裏町遺跡 項自ネLホす2564-3
H15.6。 2～

H16.5.20
牟礼村教育委員会 個人住宅

2362 裏町遺跡 牟ネL村大字牟礼字裏町 H16.3.10～ 7。 31 牟礼村教育委員会 道路

千曲市 森将軍塚古墳館による体験会 (千曲市教育委員会提供)

下諏訪町 土偶や耳飾 り作 り (下諏訪町教育委員会提供)
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Ⅲ 長野県内の史跡及び特別史跡

(1)集 落跡

1 小諸市 史跡 ギ多稀若導澪程社官 鮮 (縄文時代中期から後期)(昭和 8年 2月 28日 指定)

(1)整備状況 と現状

平成′11年に現地に説明板を設置。現在、史跡入 口に案内板設置を検討中。       メ

(2)活用状況                               
・

見学者はあるが、現状では施設もないため、数は不明。

(3)現地への交通手段

しなの鉄道小諸駅より車で約 20分。

上信越 自動車道小諸 I.Cよ り車で約 10分。

2 川上村 史跡 天象山這詠 て縄文時代中期)(昭和 41年 6月 21日指定)

(1)整備状況と現状

2棟の竪穴住居を復元し、地域住民に整備を委託 し、史跡保護の大切 さを理解いただいている。

(2)活用状況

緑に囲まれた中で、遠足をはじめ人々が訪れ、縄文時代の人々のくらしを思い、体感 していただ

いている。

(3)現地への交通手段

JR小海線信濃川上駅より、村営バス梓山行きにて大深山中央下車し、徒歩で約 20分。

3 南牧村 史跡 臭ピ)貴逼詠 (旧石器時代後期)(平成 7年 2月 13日 指定)

(1)整備状況と現状

平成 15年度には、説明板 と標柱の立替を行い整備を進めている。

(2)活用状況

「旧石器のふるさと」そして細石刃文化研究発祥の地として、村 と地域住民が共に考え、理解を深

めながら、村の貴重な文化遺産として後世に残すべく整備活用を進めている。

(3)現地への交通手段

JR小海線野辺山駅下車し、徒歩で約 20分。

4 北相木村 史跡 続瞭磐霞這詠 (縄文時代早期)(昭和 62年年 5月 25日 指定)

(1)整備状況と現状

遺跡は主に 2つの開口部からなるが、事故防止の観点から、基本的に立ち入 りを制限していた。

平成 10年度から整備事業を行い、地質調査や、未調査開口部の小規模な試掘調査の後、既調査

開口部内の土砂の撤去や再流入の防止工事、見学者のための進入路、標柱、説明板、注意板、柵な

どの設置を行つた。これにより内部の見学が可能 となっている。

また、試掘調査の結果からは、未調査の部分には良好な遺物包含層が存在 しているが、これにつ

いては現状保存されている。
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(2)活用状況

出土遺物のほとんどは、平成 4年開館 した村立の北相木村考古博物館で収蔵している。また主だ

つたものは展示されており、見学が可能である。館には実物大の岩陰の模型なども展示されている。

遺跡現地には、整備事業に伴い説明板等が設置され、県道からスロープを上り、直接岩陰内部を

見ることができるようになっている。博物館見学者の利用は多い。

(3)現地への交通手段

JR小海線小海駅下車、北相木村村営バスにて栃原バス停下車し、徒歩で約 1分。

上信越 自動車道佐久 I.Cまたは中央自動車道須玉 Io Cよ り国道 141号線経由、それぞれ車で約 1

時間。

5 丸子町 史跡 蔦覇i凸揃麓這婦 (縄文時代から古墳時代)(昭和 53年 2月 8日 指定)

(1)整備状況と現状

鳥羽山洞窟遺跡は、依田川右岸の岩肌に開口してお り、直下を依田川が流れている。

現地は丸子町腰越地区の山申にあるため道路がなく、丸子町側からは容易に到達できない場所で

ある。また、対岸の武石村沖地区からは、依田川の急流によって隔てられている。このため、現地

は発掘調査が行われた状態のままになっている。

なお、依田川を挟んだ対岸の武石村沖地区の武石焼雪しろ窯を経営 している村越久子氏所有の土

地に遺跡の案内板を設置しているほか、出土遺物は丸子町郷土博物館で一部展示している。

(2)活用状況

現在活用はされていない。ただし、対岸からの眺望の妨げになる樹木については、現状変更の申

請をして伐採をしたいと考えている。

栃原岩陰遺跡の正面全景 (北相木村教育委員会提供)
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(3)現地への交通手段

案内板の設置してある場所へは、、しなの鉄道大屋駅下車し、長門町行きJR関東バスにて飛魚下

車し、徒歩で約 3分。

昭和 58・ 59年に範囲確認調査が行われ、 8万ぷ以上に及ぶ大遺跡であることが明らかになった。

指定当時の復元家屋は落雷により焼失 してしまったため、昭和 63年に地元有志により再度復元家
1 

屋が指定地南隣人建てられた。この復元家屋が傷んだため、平成 15年度に地元区により改修が行

われた。

(2)活用状況     |
史跡一帯を地元区により年 2.回 の草刈が行われ整備が図られている。

(3)現地への交通手段

しなの鉄道滋野駅下車し、タクシーで約 15分。

7 岡谷市 史跡 梨久藻逼詠 (縄文時代)(昭和 59年 1月 11日指定・昭和 61年 6月 16日追加指定)

(1)整備状況と現状

例年、指定地の草刈を行つている。

平成 11年度には水洗 トイレの設置を行い、また平成 14年度には休憩小屋′の設置を行つた。

(2)活用状況

岡谷市教育委員会主催の「梨久保縄文セミナー」を開催 し、体験学習を行 う。

(3)現地への交通手段

中央自動車道岡谷 I.Cよ り国道 20号を下諏訪方面に向い、長地交差′点を左折、車で約 10分。

1 茅野市 特別史跡 尖 岩若乗澪程這詠 (縄文時代中期)(昭和 17年 10月 14日 指定・昭和 27年 3

月 29日追加指定 )

(1)整備状況と現状

用地については、一部を除きはぼ買上げが終了し、「公有地化 している。

茅野市尖石縄文考古館の新築に伴い、追加指定を受けた与助尾根地区について先行 して整備を行

った。整備内容は外来種であるハリエンジュの伐採、園路整備、復元家屋 6棟の建設や、縄文の植

生を復元するための植栽などである:

尖石地区については、平成 2年より、整備のための遺構の範囲確認調査を実施 してきた:整備に

ついては、園路整備や植栽を実施し、通常は草刈などの管理を行っている。

(2)活用状況        ′

復元住居のある与助尾根地区は、考古館に来館する多くの見学者に利用されている。

尖石地区も、「尖石」に行く園路の整備により、多くの利用がある:

史跡内は草刈管理を行っている程度であるが、来館者が昼食を取るなどの利用がある。

また、毎年 10月 に開催 している縄文まつ り会場として多くの参加者がある。

(3)現地への交通手段

中央線茅野駅で下車し、奥蓼科行きバスで約 20分、尖石縄文考古館前下車 0分。 (本数が少ない
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ため、要確認 )

中央自動車道諏訪 I.C・ 諏訪南 Ie cょ り車で約 30分:

9 茅野市 史跡 上之段石器澪代這詠 (縄文時代後期)(昭和 17年 10月 14日 指定)

(1)整備状況 と現状

民有地として現状保存されている。

(2)活用状況

現段階では活用を行つてはいないが、
′
今後公有地化を含め整備計画の検討を行つていく予定。

(3)現地への交通手段

中央自動車道諏訪 Io C・ 諏訪南 Io Cよ り車で約 30分。

JR中央線茅野駅より白樺湖行きバスにて湯川下車し、徒歩で約 20分。

10 茅野市 史跡 騎鯵這詠 (縄文時代中期)(平成 10年 1月 16日指定)

(1)整備状況と現状

平成 13年度以来公有地化を進めてきており、平成 16年度で指定範囲の公有地化が終了する。

(2)活用状況

活用については、今後の整備計画も含め現在検討を行つている。

(3)現地への交通手段

中央自動車道諏訪 I.CO諏訪南 Ie cょ り車で約 30分:

JR中央線茅野駅で下車し、蓼科高原ピラタスロープウエィ行きバスで北大塩口下車し、徒歩で

約 30分。

11 富士見町 史跡 井戸尻逼詠 (縄文時代中期)(昭和 41年 6月 21日指定)

(1)整備状況と現状

昭和 41年 6月 に H343」が指定された。昭和 53～ 55年には指定地の北側 5330」を買上げ、昭

和 39年に買つてあつた 645ぷ とあわせて 5984ぷ を町有地化 した。

平成 5年、指定地の南側 2660」 を買上げる一方、地域文化財保全事業の採択を受け、縄文の泉

整備事業として、平成 4～ 6年度に指定地周辺 14400ゴ を町有地化 した。そこには、水生 。湿生の

植栽田を整備 して、環境保全を図つた。

平成 14年度には、指定地内に残る民有地 2699」 を買上げた。現在、復元家屋 1棟を建て、昭和

33年及び 40年に発掘 した住居跡地とともに見学に供 している。

(2)活用状況

史跡周辺は、町内で最も秀でていると言われる田園空間の広がる土地であり、また、甲斐駒 。鳳

凰の山脈 と富士山を望む風光明媚な場所でもある。このような自然景観や環境と調和のとれた史跡

整備を考えている。

指定地の周辺には、古代蓮をはじめとする水生の植物を植栽 して、環境保全を図つているところ

があるが、年々花見客が増えてきている。

また、平成 14年、藤内遺跡の出土品が重要文化財に指定されたのを記念して始めた「高原の縄文

王国収穫祭」も地域住民や各団体の協力のもと、年々充実 してきている6

史跡の具体的な整備に向けて、範囲確認調査や内容確認調査の実施を計画している。
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(3)現地への交通手段

中央自動車道小淵沢インタニより信濃境方面へ 6 km、 車で約 15分。国道 20号線上蔦木信号より

信濃境方面へ 2 km上 る、車で約 5分。

JR中央線信濃境駅で下車しt徒歩で約 10分。

JR中央線小淵沢駅で下車し、タクシーで約 15分。

1三 原村 史跡 阿災逼詠 (縄文時代前期からキ安時代)(昭和 54年 7月 2日 指定)

(1)整備状況 と現状

2基の説明板があるのみでt整備は進んでいない。

(2)活用状況

なし。  t
(3)現地人の交通手段

」R中央線茅野駅より柏木経由中新由行き又は柏木経由富士見行きバスにて阿久で下車し、徒歩

で約 10分。

13 塩尻市 史跡 平出遺詠 (縄文時代から平安時代)(昭和 27年 3月 29日指定)

(1)整備状況と現状

昭和 59年に 2880」 の史跡公園 (復元住居 1棟、表面表示 2個所)を整備 し、供用開始を始めた。

平成 8年度から 7。 3haの公有地化に着手し、平成 14年度から発掘調査、平成 15年度から史跡公

園の整備を進めており、平成 18年度一部供用開始、平成 23年度の完成を目指している。

(2)活用状況

縄文時代から平安時代までの複合遺跡の特徴を活かし、各時代の集落や自然環境 (森や農地)を

復元することにより、人々の生活の時代変遷を体験できる整備を計画している。

また、現公園は土器の野焼きなどの体験学習に利用されている。

史跡近くの平出:博物館では、火起こし体験や勾玉づくりなどの体験を随時行つている。

(3)現地への交通手段

JR中央線塩尻駅で下車し、タクシーで 5分、又は徒歩で約 30分。

長野自動車道塩尻 Io Cよ り車で約 15分。

14 山ン内町 史跡 住島這詠 (縄文時代晩期)(昭和 51年 12月 25日 指定) ｀

(1)整備状況と現状

昭和 51年 12月 25日 に史跡指定されたが、史跡範囲内に未告示の県道部分ど水路部分がある。

史跡内には、住宅や農協施設等と史跡公園が混在している。

史跡公園部分については、́年 2回の草刈を行つている。

(2)活用状況

史跡公園部分については、公開しているも

(3)現地べの交通手段

長野電鉄湯田中駅より菅行きバスで穂波農協バス停まで約 7:分、下車し徒歩で 0分。
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(2)古 墳

15 松本市 史跡 試疑薔習噴 (古墳時代前期)(昭和 51年 2月 20日 指定)

(1)整備状況と現状

昭和 49年に学校用地造成に伴 う発掘調査を実施 したところ、当時は県下唯一の前方後方墳で東

日本でも最古に属する古墳であることがわかり、保存のため市が用地を取得 した:昭和 56057年

度に盛土による古墳の保護 と遊歩道の設置を主として整備された。その後、昭和 59年度からアカ

シアを伐採して順次桜の植栽を行い、市民に親 しまれる公園とした。ヤマザクラを中心として現在

では約 2000本の桜がある。また平成 9年度には麓に駐車場及び トイレ等の便益施設の整備がされ

た。

(2)活用状況

4月 、5月 の桜の季節には墳丘部を除いて全山が桜でピンクに染まる。この時期が一番人出があ

る。通常は、市内小中学校、保育園の遠足、公民館活動での見学会等通年活用されている。また駐

車場が整備された以降は遠方からの見学者も増加 している。

(3)現地への交通手段

JR篠ノ井線松本駅で下車し、バスターミナルからバス中山線に乗車 15分、和泉橋にて下車し、

徒歩で 10分。

JR篠ノ井線松本駅前よリタクシー、あるいは車で約 10分。

16 長野市 史跡 川獅 轟筆鳴疑躍曇 姫塚古墳 (古墳時代前期)(昭和 52年 7月 14日指定)

(1)整備状況と現状

川柳将軍塚古墳は、篠ノ井石川に所在する湯ノ入山頂付近に築かれた前方後円墳で、後円部を尾

根先端側に、前方部を山側に向けて築造されてお り、全長 93mを測る県下第二位の規模を誇る前方

後円墳である。

松本市 史跡 弘法山古墳遠景 (松本市教育委員会提供)
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南側に 200mほ ど離れ、比高差 40m上方の尾根上には、全長 31mの前方後方墳、姫塚古墳が位置

している。

(2)活用状況

保存整備事業等は実施 していないが、遊歩道や駐車場が設けられ、小学校の遠足等で歴史に親 し

む場として活用されている。

(3)現地、の交通手段

上信越 自動車道更埴 I.Cよ り車で約 15分。

17 長野市 史跡 大量ぎ畿群 (古墳時代中期から後期)(昭和 9年 7月 28日 指定)

(1)整備状況 と現状

大室古墳群は積石塚を主体とする古墳群 としては国内最大の規模を持ち、その歴史的価値が高く

評価されて、平成 9年に国史跡に指定された。現在は史跡指定地入 口部分を対象として 10年間の

短期計画に基づいて史跡整備事業を実施 しているが、将来的には、発掘調査やt古墳が復元整備さ

れていく様子を公開するなど体験学習の場として活用するとともに、周囲の歴史的遺産や自然景観

を取り入れた野外博物館的な整備を目指している。              1
(2)活用状況     i

見学者のためのガイダンス施設である大室古墳館を中心に、体験学習や憩の場として活用できる

よう整備を実施中である。また、古墳の範囲確認調査にあたつては、現地説明会を開催 し、多くの

市民に学習機会を提供 している。

(3)現地への交通手段

長野電鉄河東線大室駅下車し、徒歩で約 20分。

長野自動車道長野 I.Cも しくは須坂・長野東 I.Cよ り車で約 15分。

18 千曲市 史跡 暴轟響 ざ嗜 (古墳時代前期)(昭和 46年 3月 16日指定)

(1)整備状況 と現状

森将軍塚古墳はt千曲市大字森字穴山の山頂に築かれた全長 100m、 県内最大の前方後円墳である。

昭和 56年～平成 3年にかけて古墳の全面発掘調査を実施し、築造当時の姿に復元された。また、

.平成 10、 11年度には墳丘崩落に伴 う補修工事を実施 した。古墳は、築造当時の工法によつて復元

されてお り、今後も定期的な補修が必要である。

森将軍塚古墳周辺は「科野の里歴史公園」として整備をおこなっており、「科野のムラ」には古墳時

代の竪穴住居や水田などが復元されている。また、平成 6年に長野県立歴史館、平成 9年には森将

軍塚古墳館が開館した6

(2)活用状況

「森将軍塚古墳友の会」による古墳の草取 り等のボランティアにより、古墳は復元された姿に保た

れている。また、ボランティアガイ ドによる古墳解説なども行われている。この他に市民手作 りの

イベン トとして、毎年 6月 に「科野のムラお田植えまつ り」、11月 3日 には「森将軍塚まつり」が開催

され、多くの参加者で賑わつている。1

科野の里歴史公園には、年間約 6万人の入場者があり、地域の観光拠′点となっている。アンズの

里で著名な森・倉科地区の入口に当たり、隣接する「あんずの里物産館」では、地場産品の販売など

も行つている。
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(3)現地への交通手段

・森将軍塚古墳館、長野県立歴史館

しなの鉄道屋代駅で下車し、徒歩で約 25分。

しなの鉄道屋代駅より千曲市循環バス東部線「科野の里歴史公園」で下車し、徒歩で約 1分。

0森将軍塚古墳

森将軍塚古墳館より徒歩で約 20分、又は見学バスで約 5分。

(3)祭 祀遺跡

19 阿智村 史跡 神鏡葬遭詠 (古墳時代から平安時代)(昭和 56年 9月 4日指定)

(1)整備状況 と現状

昭和 43年の発掘調査以来、出土品の保存 と峠の保存を行つてきた。昭和 56年 9月 に史跡 となり、

柵や看板の整備、草刈等を行い史跡の整備を行つてきた。現在コンクリー ト柵が損傷 している個所

があり、修繕を行
Lっ

てぃる。

(2)活用状況

ヘブンス園原ゴンドラリフトの開通により、夏季を中心に 10万人もの多くが富士見台に訪れ、

ハイキングコースの中へ神坂峠を組み込み、古代歴史を学ぶコースとして目玉ともなっている。古

代道の研究の面からも後世に残 し保存 していかねばならない。

(3)現地への交通手段

JR飯田線飯田駅より駒場行きバスで駒場下車し、タクシーにてヘブンス園原ゴンドラ駅まで、

ゴンドラで山頂まで行き、富士見台までシャ トルバス、又は徒歩で約 1時間。

(4)社 寺等

20 上田市 史跡 信濃国分キ詠 (奈良時代)(昭和 5年 11月 19日 指定「昭和 43年 3月 19日 追加指

定)

(1)整備状況 と現状

・公有化事業の推進

信濃国分寺史跡公園は、昭和 45年度にいつたん完成したが、その範囲は僧寺 0尼寺の中核建物

跡だけを対象 としたもので、僧寺の南大門推定地や築地塀想定地、尼寺の南大門・中門・築地塀想

定地の南半部などの未買収、未整備の状態であった。ところが、平成に入ると国道沿線を中心に開

発の波が押 し寄せ、同時にそれまで田畑として利用されていた史跡指定地も、農家の高齢化 ととも

に売却・転用の動きが顕著となってきた。  |
上田市では、文化庁・県教委の指導を得ながら、「僧寺・尼寺の築地塀想定ライン内を中心とした

公有化計画を平成 14年度に策定した。現在はこの計画に基づき、 1年に 1件のペースで宅地・農

地を公有化 し、平成元年度から 15年度までの公有地は 16000ゴ余 りとなっている。

0保存整備基本計画の策定

昭和 40年代の公園整備、平成の史跡の公有化 と、信濃国分寺跡の直接的な保護施策は推進 して

きたが、これを市民共有の財産として整備・活用する基本的な計画はなかった。したがって、新た

に公有化 した土地も整備されず、いわば荒地の状態となっていた。また、昭和の公園整備の素材も

劣化した り、その後全国で続々と新 しい手法で国分寺跡が整備される中で、整備・展示手法の見直

しが求められてきた。また、史跡に隣接 して「信濃国分寺駅」も開業し、観光客の増加も見込まれる
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中で、上田市では、平成 14年度に史跡信濃国分寺跡保存整備計画策定委員会を立ち上げ、平成 4

年度に策定した保存管理計画をもとに、史跡の整備基本計画の策定を進めている。

計画策定の基本方針は、①古代遺構を良好にとどめる国分僧寺・尼寺の伽藍跡、②中世から近世

の文化財を伝える現国分寺、③蚕室家屋を主体とする現国分寺周辺の伝統的町並み景観、④現国分

寺周辺に伝わる蘇民講 (国選択無形文化財 )、 ⑤千曲川河岸段丘上の立地とそれをとりまく山河の

自然景観、の五つの要素が一体となって古代から現代に連なる重層的な時間の流れを留める史跡 と

して、その全体像を浮かび上がらせる整備を目標 とした。

これにより、基本計画案では、現行の史跡指定範囲内だけではなく、南は千曲川、北は染屋台グ

リーンベル トと呼ばれる現国分寺北段丘涯線まで含み、都市計画の用途地域の見直しや景観形成方

策を視野に入れた計画案 となっている。

(2)活用状況

しなの鉄道「信濃国分寺駅」が平成 14年に開業以来、減少傾向をたどっていた史跡公園や信濃国

分寺資料館への来訪者数は増加に転 じた。

史跡公園は、史跡見学者ばかりでなく、近隣住民の身近な都市公園として活用されており、日常

の維持・清掃管理を精力的に実施 している。また、資料館では、特別展や企画展、出前講座を実施

して、市民の皆さんの生涯学習施設 としての付加価値を高める努力をしている。

現在、前述の保存整備基本計画の策定を進めており、この計画に沿つた新たな整備を今後進めて

行く。

(3)現地への交通手段

しなの鉄道信濃国分寺駅で下車し、徒歩で約 3分。

上田市 史跡 信濃国分寺跡での史跡公園整備に伴う遺構確認調査
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(5)城 跡

21 日田叶 史跡 篭苗冒 針
。
(江戸時代末期 :慶応 2年 1886)(昭和 9年 5月 1日 指定)

(1)整備状況 と現状

城築造後 140年近くが経過 し、経年による石垣の手みが大きくなり、小規模の修理は行つてきて

はいるものの全体的な整備計画をたて、年次計画による総合的な補修工事の必要がある。

(2)活用状況

函館の五稜郭とともに日本に二つしかない貴重な洋式城郭である。そのため県内外の視察者や観

光客が四季を通 じて絶え間なく訪れている。

(3)現地への交通手段  l

JR小海線龍岡駅で下車し、徒歩で約 10分。

22 上田市 史跡 上田冒 針 (戦国時代 :天正 11年 1583)(昭和 9年 12月 28日 指定)

(1)整備状況 と現状

平成 2年度に史跡上田城跡整備基本計画を策定し、以来この計画に沿って本丸、二の丸の各虎口

を中心に発掘調査を行い、本丸東虎口櫓門を復元、二の丸北虎口石垣の復元、尼ヶ淵崖面崩落防止

対策工事等の整備事業を実施 している。

(2)活用状況

上田市のシンボル的な存在 として、年間を通じて多くの観光客が訪れるとともに、市民の憩いの

場として親 しまれている。

(3)現地への交通手段                               |
しなの鉄道上田駅・JR長野新幹線上田駅で下車し、徒歩で約 10分。

23 嵩遠町 史跡 言鐘T鮮 (戦国時代か |ら 江戸時代)(昭和 48年 5月 26日 指定)

(1)整備状況と現状           ヽ

平成 13年度に大手石垣の修理工事、平成 14年度には進徳館茅葺屋根の茅替え工事を行つた。現

在平成 17年度以降の整備事業着手に向けて、整備実施計画を策定中であるが、桜 と史跡が共存し

ながらも、
｀
訪れる観光客や地元住民が地域の歴史を学べる場 として親 しまれるような整備を目指し

ている。ハー ド事業だけではなく、ボランティア育成等のソフト事業にも力を入れて行きたい。

(2)活用状況       |
高速城跡は史跡であるとともに、年間 40万人が訪れる桜の名所でもある。夏には史跡めぐりの

小中学生が多数訪れ、町内の歴史を学ぶオリエンテァ リング等の拠点にもなっている。進徳館は町

内小中高生が進徳館教育を学ぶ場として、実際の建物の中で授業を行つている。今後も年間を通じ

て人々が訪れる場 となるように、又城郭を理解できるように史跡整備を進めて'行 く予定である。

(3)現地への交通手段

JR飯田線伊那市駅より高速方面行き」Rバス約 25分、高遠駅で下車し、徒歩で約 15分。

24 松本市 史跡 松糊  (戦国時代から江戸時代)(昭和 5年 11月 19日 指定、昭和 45年 1月 17日

追加指定)

(1)整備状況と現状     、

昭和 59年度に平面標示により二の丸御殿跡の整備、平成 11年度に太鼓門の復元整備、その後平
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成 11年に策定された整備計画に基づき石垣調査、二の丸土塁の発掘、総堀石垣の改修が行われて

いる。

(2)活用状況

国宝松本城天守、史跡松本城を合わせ年間約 60万人の入場者が訪れる。また二の丸にあたる松

本城公園は、憩の場として多くの市民に親 しまれている。

(3)現地への交通手段

JR篠ノ井線松本駅より徒歩で約 20分。

JR篠ノ井線松本駅前よリバスタウンスニーカー北平―スに乗車し松本城黒門下車、徒歩で 0分。

25 長野市 史跡 軽【ず難
つ
階

り
耕宙議鶴 (戦国時代から江戸時代 口江戸時代)(昭和 56年 4月 11日

指定)

(1)整備状況 と現状

松代城では、旧城郭城のうち本丸と二の丸、そして三の丸の一部である約 5。 5haと 城外御殿であ

る新御殿が国史跡に指定されている。明治の廃城以降、城郭としての景観を失っていたが、平成 7

年度より、史跡の保存整備を実施した。平成 15年度末までに櫓門 2棟 (太鼓門 0北不明門)の復

元、石垣の修復、土塁 。堀の再現などの整備が完了し、平成 16年度からは二般公開を行 う。

新御殿跡は、昭和 61年度から63年度にかけて一部の建造物 (南北の長屋、二
番・四番・五番土

蔵)の修理が行われた以外は、造営以来 140年の間に大規模な修理修復が行われたことが無かった

ため、建造物、庭園ともに全体的に破損のひどい状態であった。そのため、平成 16年度から平成

21年度までの 6ヵ 年の予定で、建造物修理、庭園の復旧などの整備事業を行つている。

(2)活用状況                          
´

松代城の復元にあわせて、地元を主体とした「エコール・ ド・まつしろ 2004」 が計画されている。

これは、松代町にある松代城や新御殿、旧文武学校、旧横田家住宅など様 :々な歴史的文化財を舞台

として、来訪者におもてなしを提供する活動であり、松代城跡でもガイ ドボランティアや、大門踊

り、野点などの開催や、秋には「松代藩真田 10万石まつ り」として松代城から出発する盛大な大名

行列が開催される予定である。歴史を体験できる城下町松代のシンボルとして、観光や生涯学習ヘ

の活用が期待されている。

新御殿には年間で約 11万人が見学に訪れてお り、全国的にも希少な江戸時代末期の御殿建築に

親しんでいただいている。また、新御殿 とともに史跡指定された松代城が平成 16年 4月 から公開

されることから、今後、新御殿の見学者数も増加 していくことが予想される。また、雅楽演奏など

の催物会場 としても利用されている。

(3)現地への交通手段

JR長野駅より松代行きバスにて「松代駅」で下車し、徒歩で約 5分。

しなの鉄道屋代駅より長野電鉄河東線「松代駅」で下車し、徒歩で約 5分。

長野電鉄長野駅より河東線「松代駅」で下車し、徒歩で約 5分。

0 上信越 自動車道長野 Io Cよ り車で約 7分。

※市営無料駐車場

0松代城北駐車場、常時普通車 60台、大型車 7台。

e観光駐車場 (城南側 )、 普通車 15台、大型車 5台。
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(6)人 物 関係 史跡

26 信濃町 史跡 ポ審
=乗

稲
う
堰 (江戸時代)(昭和 32年 5月 8日 指定)

(1)整備状況と現状

平成 12年に町文化財審議委員会が現地調査を行い、長野県教育委員会と文化庁に報告協議をし

工事着工。平成 12年弟屋敷修理工事が完了した。

平成 14年には小林一茶旧宅解体修理保存整備工事を竣工、並びに史跡内外構工事を竣工した。

上記の整備完了により、現在は維持管理に重′点をおいている。

(2)活用状況

小林一茶は俳人として多くの人々に知 られ、この地に全国から年間 2万人もの観光客が訪れる。

lまた当時を偲ぶ歴史的家屋 として小林一茶旧宅・保存家屋 (弟屋敷)は、見る者に時間を超えた安

らぎさえ感じさtる。

なお、近年保存整備工事が完了したこれらの家屋を今後未来に向けて保存していくために維持管

理を積極的に進めているところである。

(3)現地への交通手段

JR信越線黒姫駅より板橋行き又は土橋行きバスで八十二銀行バス停下車し、徒歩で約 1分、又

は黒姫駅より徒歩約 15分。

上信越 自動車道信濃町 I.Cよ り車で約 5分。 1

(7) 交通・ 生産 関係遺跡

2フ 長門町 史跡 星貰 深単譴若鷺麗■這詠 (縄文時代)(平成 13年 1月 29日指定)

(1)整備状況と現状

平成 13年度より史跡整備委員会を発足。この整備委員会では、平成 4年度から町民参加の形で

進めてきた保存活用の基本構想書をたたき台として、具体的な整備方針を協議 し、平成 15年 3月

に「史跡 星糞峠黒曜石原産地遺跡整備基本方針答申書」を策定した。

具体的な整備は、平成 16年度事業として着手予定。黒曜石鉱山を概観する観察道 と解説案内板

等や観察道の設置を計画。観察道については、黒曜石の採掘活動の痕跡を留める微地形を保護する

ための進入規制を兼ねる予定でいるが、鉱山の特徴を理解 しやすい動線計画に沿つて、解説板を付

設する。また、観察道は、景観を尊重するため、擬木やチップによって、地表面に敷設 し、公園ま

では、許可者以外の車両規制をとり、森林の中を散策しながら史跡指定地に至る登山道を合わせて

整備する。

(2)活用状況

史跡に近接 して、展示や体験学習のガイダンス機能をもつ埋蔵文化財センターが平成 16年 5月

に開館予定。史跡および黒曜石原産地遺跡群の全体にういて解説。特に史跡の黒曜石の採掘址につ

いては、類例のない採掘坑の剥ぎ取 り模型を展示予定。

(3)現地への交通手段

上信越 自動車道佐久 Io Cよ り国道 142号線笠取峠経由、車で約 60分。

中央自動車道諏訪 Io Cよ り国道 152号線経由、車で約 45分。あるいは、岡谷 I.Cよ り新和田ト

ンネル経由、車で約 30分。

JR中央線茅野駅より白樺湖行きバスで自樺湖下車し、自樺湖からタクシァで約 15分。黒耀石

体験ミュージアムから林道を徒歩で約 30分。
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28 和田村 史跡 竿酪遣 (江戸時代)(昭和 62年 10月 3日指定、平成 3年 5月 15日追加指定)

(1)整備状況 と現状

中山道は慶長 7(1602)年に江戸と京都を結ぶ主要道路として徳り|1家康が定めた五街道の一つで

ある。村は文化庁の「歴史の道」保存整備事業を導入 して、昭和 53年度より6ケ年の年数を経てこ

の道を整備 してきた。特に和田峠の峠道では「永代人馬施行所」を往時の姿に復元し、また「一里塚」

が残存している。

(2)活用状況

定期的に草刈をして整備し、中山道を歩 く人々に往時をしのびながら歩いていただいている。

(3)現地への交通手段

」R中央線下諏訪駅で下車し、・車で約 20分。又はJR長野新幹線上田駅、しなの鉄道上田駅で

下車し、車で約 5o分。                              |
上信越 自動車道東部湯の丸 I.Cよ り車で約 40分。又は長野自動車道岡谷 I.Cよ り車で約 25分。

29 南木曽町 史跡 中山遣 (江戸時代)(昭和 62年 10月 3日指定).

(1)整備状況 と現状

当町は全国的にも有数の多雨地帯で、多い時には年間降水量が 3千 mmに達することもあり、風

化花同岩 とい う地質も相侯つて「歴史の道」も危険個所や老朽化の個所が多く存在 しているので、指

定以来、毎年のように改修等整備を行つている。

(2)活用状況

当町を南北に縦貫する中山道は、「歴史の道」に位置付けられ、昭和 53年度から56年度にかけて

全国的に先駆けて整備事業が実施され、昭和 62年 10月 3日 には約 8.5kmが 史跡に指定された。

道の随所に文化財等の見所が存在 し、また国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている

「妻籠宿」を経由するため、多くの観光客に楽しみながら古道 としての価値を理解 していただいてい

る。

(3)現地への交通手段

JR中央線南木曽駅で下車し、妻籠行きバスで約 7分。

中央自動車道中津川 I.Cよ り車で約 25分。

30 木曽福島町 史跡 槍鷺蘭跡 (江戸時代)(昭和 32年 5月 8日指定) l
(1)整備状況 と現状  :

当史跡公園は、明治 2年廃関後に取 り壊され荒廃 してしまうた関所を、昭和 50年度に行われた

学術発掘調査の成果をふまえて、復元的に整備 したものである。また隣接地には、関所建物 (上番

所・下番所・勝手)に模 した、「福島関所資料館」を設け、関所に関する資料を展示するとともに、

史跡公園と建物 とを対照しながら往時の姿を想起できるように配慮 した。    `
(2)活用状況

山村代官屋敷跡 と並ぶ木曽福島町の観光の目玉の一つである。県外からも数多くの人が訪れ、新

居 0箱根 0碓氷 と並ぶかうての日本四大関所 として当時の様子を後世に伝える歴史的価値の高い史

跡となうている。

毎年 10月 上旬に行われ、今年で 10回 目を数える関所まうりのメイン会場となっている。
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(3)現地への交通手段

JR中央線木曽福島駅より大原行きバスで関町下車し、徒歩で約 1分。又は、本曽福島駅より徒

歩で約 15分 6

(8)学 校等

31 佐久市 史跡 lぎ事選挙緩 (明治時代)(昭和 44年 4月 12日指定)

(1)整備状況 と現状

昭和 46年 8月 1日 から昭和 48年 6月 にかけて復元工事が行われた。地元有志により、昭和 38

年 1月 に結成された旧中込学校保存会の尽力や、昭和 54年に軽井沢町在住の土屋むつ氏からの寄

付により建設された資料館の活用、及び周囲の公園整備・管理が行われている。

(2)活用状況

市内の保育園、小中学校の社会学習の場 としての活用はもとより、年間 1万人近い観光客が訪れ

ている。

また、桜や藤の季節には多くの人々が花見を楽しんでいる。

(3)現地への交通手段

JR小海線滑津駅で下車し、徒歩で約 5分。

木曽福島町 史跡 福島関跡
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32 長野市 史跡 譜賛雲寧緩 (江戸時代末期)(昭和 28年 3月 31日 指定)

(1)整備状況と現状

旧文武学校は、江戸時代末期に建設された松代藩の藩校である。藩校 としては比較的新 しい時代

のものであるが、創建当時の建物の配置や形式をよく残 している。建物は完成から百数十年を経過

した上、昭和 40年代の松代群発地震の影響もあって特に内部の破損が多くなったため、昭和 48年

から5期に分けて、各建物の保存修理を実施 している。また槍術所は明治 5年に長国寺の焼失によ

り同寺の庫裏に転用されたが、平成 5年長野市が譲 り受け、第 6期工事にて旧位置に復原 し、ここ

に旧文武学校すべての施設の復元整備が終了した。

(2)活用状況

新御殿同様、年間 11万人が見学に訪れてお り(ほ とんど開設当時そのままの構造と面影を残す

旧藩校として見学していただくとともに、様々な催物会場として活用いただいている。

(3)現地への交通手段

JR長野駅より松代ゆきバスにて「松代駅」で下車し、徒歩で約 5分。

しなの鉄道屋代駅より長野電鉄河東線「松代駅」で下車し、徒歩で約 5分。

長野電鉄長野駅より河東線「松代駅」で下車し、徒歩で約 5分。

上信越 自動車道長野 I.Cよ り車で約 7分。
｀

※市営無料駐車場

・ 松代城北駐車場、常時普通車 60台、大型車 7台。、

・ 観光駐車場 (城南側 )、 普通車 15台、大型車 5台。

(9)墳 墓及び碑  :
33 長野市 史跡 軽疑讐塁貿ビ螢量誹 て江戸時代)(昭和 62年 12月 25日 指定)

(1)整備状況と現状

松代藩初代藩主真田信之は万治元年 (1658)に 93年の生涯を終え、万治三年 (1660)に長国寺

内の現在地に霊屋が建立された。以後、藩主 4代まで初代信之霊屋に並んで霊屋が設けられたが、

5代以降は墓所だけの墓となり、位牌は4代までの霊屋に分祀された。霊屋 と墓所は本堂背後の一

画にあり、もとは南から4代信弘t初代信之、 3代幸道、 2代信政、 3代幸道の母松寿院の 5棟の

霊屋が並列していた。初代信之t4代信弘霊屋 とともに、長国寺開山堂として利用されている3代

幸道霊屋が現存する。墓所は歴代霊屋の南に続き、城土塀に囲まれて荘厳な霊域をなしている。歴

代藩主 10代の墓 とともに幸村 とその子幸昌らの供養塔も建てられており、真田家二門の跡をしの

ばせている。

(2)活用状況

拝観希望者は長国寺へ。 (拝観料 300円 )

(3)現地への交通手段

JR長野駅より松代ゆきバスにて「松代駅」で下車し、徒歩で約 15分。

しなの鉄道屋代駅より長野電鉄河東線「松代駅」で下車し、徒歩で約 15分。

‐ 長野電鉄長野駅より河東線「松代駅」で下車し、徒歩で約 15分。

上信越 自動車道長野 I,Cよ り車で約 7分。
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