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凡例

一、『金国木簡出土遺跡 報告書綜覧J(以下、本容と称する)は、全国の木簡出土遺酔とその報告

省等の刊行情報を集成するものである。

一 本書は 2002年末までに公表された木簡出土遺跡を収品対象としたが それ以降に公表された遺

跡についても管見の限り掲載した@

一、本替の渇載内容は、次の項目である。

遺跡名 {ふりがな〕 所在地(市匹 。郡町村名)

遣僻(凶土木簡)の時内 ・遺跡の種顕 調査期間 出土点数 調査機関

。編集発行機関名 『報告書場名』 出版年(西暦)

。著者名 I治文名J([木簡研究』渇載 号数 出版 年( 西暦 )

一、遺僻名は原則として調査査機聞の付した名称により 遺跡の俳列は都道府県 市区町村コード順、

調査期聞の古い廟とした.同ーの遺跡が槙数町市町村にまたがって存在守る場合は、調査地の所在

地にかかわらず、その遺酔において最初に木簡が出土した市区町村に排列した。同一遺跡から複数

次数の調査で木簡が出土している場合は、発掘次数別による渇敏を原則としたが、 一項目に統ーし

た場合もある。

、遺跡名 調査期間、木簡出土点数などのデータは、最新の報告書等に拠るよう努めた。

、遺僻の所在地は、 2003年12月現在のもので排列した.

一、遺跡の時内 ー遺跡の種類は、報告書等および木簡学会福 『木簡研究』に基づくが、適宜統ーをは

かり あるいはその後の知見によりあらためた場合がある。

一、調査槽関名のうち財団法人 宗教法人などは省略に従い、埋蔵文化財は埋文、教育委員会は教委

など、適宜略祢を用いた場合がある。

一、調査期聞のうち戦後のものは次の如く略記した。(倒) 1999年12Ji.......2000年1月→99.12 -00. I 

一、本書が収輔の対象とした報告書等は、各調査槽関の発行する遺跡の調査報告書・柾線 。略報の盟

を基本とするが 一部年報 紀要等の刊行物も吉む湯合がある。加えて 参昭の使に鑑み、次の文

献は報告書等に準じて禍鍛対象とした。

奈良国立文化財研究所 『木簡研究集会記韓第l回~第3回J(1976--79年)

木簡学会福 『木繍研究』創刊号 -25号(1979年......2003年)

(r木簡研究』来掲殺の遺跡は、ふりがなの後に f※Jを付した)

木簡学会偏 『日本古代木簡選J(岩波容属、 1990年)

沖森卓也 ・ 佐藤信編 『上(~木簡質料集成J (おうふう(桜楓仕上 1994年)

木簡学会福 『日本合代木簡集成J(東京大学出版会、 2003年)
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自治体史の顕は原則として収輯の対象としないが、線告書が未刊の掛合や釈文のlTiEがあるお量合

管見の臨りで収曲 したものもある.また、 E報告が刊行されている場合には、それ以前に刊行され

た年報・ 紀要などの掲載を省略 した揖合がある.

本書に偽餓される木簡出土遺跡及。線告書害事のデータは 寺崎保広 r*簡出土遺跡一貫Jr木簡

出土壇僻純告瞥締目揖J(r木簡研究J10号、 1988年)を多照し、その後に公表された情械を蒐集

したものである.原則として刊行線告書に拠るが、別備の方々から寄せられた多くの情報を併せて

いる.脇力者各位のご好意に心からお礼申し上げる次第である.

本容は、奈良文化酎研究所(平措苗跡発俗調査師史料調査室}と木簡学会が協力して作成したも

ので 奈良文化財研究所湿蔵文化財センタ 『埋文エユース』第114号及び、木簡学会発行 r全国

木簡出土遺跡 線告魯綜覧』としてそれぞれ刊行するものである.本書のデータ入力には、 中間恭

子 ・南烏真理子両氏の 嗣集に障して小池瞳子 芝怒車、服部原憲.tl本大輔各氏の助力を向た.

一 本容の踊集は 山本祭(奈良文化財研究所)と寺崎保広(奈良大学・木簡学会委員)が行い、帰

鍛Lた出土情報の蒐集 データの磁器作業は山本が但当した.

、本書は、科学研究費補助金基盤研究(S)r後詰働能を有する木簡など出土文字歯科の文字自動毘曲

メステムの開発J(研究代表者 ・渡辺晃宏}の成果を盛り込んでいる.

一、近年における木簡出土遺跡 出土点数の噌加状況に雀みるなら1;(.なお壇揖も多いと思われる.

措置のご批正 さらなる情報提供会問て より完全なものを 目指した憎補を続ける所存である.お

気づきの点は 下記までごー緩いただければ幸いである.

連絡先

〒630-8571 奈良市二条町2-9-1

奈良文化財研究所平城宮跡発御調査部史料調査室

Tel 0742-30-6837 Fax 0742-30-6830 

E-mail shiryo@nabunken. 80. jp 
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情線復供者 ・出力者(順不問.敏称略)

赤星雄一 ・天谷賢一 ・網伸也 ・新弁重行 荒井秀規 ・五十嵐貧久 ・猪符みち子 ・池図普:1<.池野正男

石図明夫 市海英和l伊躍知弘 ー福原昭葺 ・井上司書拍 ・氏家敏之 内国~雄及川司 大隅厚志

大湾伸啓 ・太田万喜子大谷蹄彦大西素行大 繍 信 弥 大 株 連 夫 大 平 茂 間 関 怖 岡 図 殺 人 ・岡

本芳明 ・押山雄三 小冊倍加賀見省 ・暗浦康守姐江宏之亀谷弘明岡村世史岸本雅敏 ・北

山育美 木村樽ー 京嶋覚栗聖子克己 ・小 嶋芳孝小寺酷小林目二小体緩孝 ・近醐大奥斎木秀

雄 ・斎藤邦雄酒井芳司 ・坂上康世 ー家ロ圭太郎 桜井芳彦 ・佐藤亙聖 佐藤圭 ・依蹄宗舘 佐藤直

子 ・亜伝 敏彦篠原鐙ー 篠 原 芳 秀 芝 香寿人韓国日児院谷啓一 庄司衛予 ・陣内高志吹図直

子 。管睦正人 ・菅原野ニ 菅原章太酷木徳雄 ・鈴木正賞蛇尾周三善織直高島英之高縮徹 ・

高嶋学 ・国情iN彦 ・竹内直章 ・竹内靖畏 武図和俊武岡賢一 ー立石家久 留野和己・図中信 岡中

広明・闘中情谷川章雄 ・谷口佳治宝核安明 ・千野浩 千葉孝弥 ・届管務塚図良道塚本和弘

鶴見署長寿 ・出届茂和 ・楢網克己 ・土橋誼 ・永弁君主供 中西克宏 ・中野良一 永絵'iI!. j菱宗繁 中村

弘 ・中村豊 ・新野一治 ・西陣一郎 ・西川雄大 ・酋山良平 ・仁輔教史 観図政男 野品fjc 締結清孝 ー

長谷川陸一馬場昌一 ・原岡抽援暦和信 ・樋ロ麻子短野陣太郎平川南極関敬 ー福持自之藤

川智 之藤 田忠彦 ・掛図秀医 降矢順子 ・古市晃・古尾谷知倍 。古川淳一 枚飛鳥 III尾史子水谷

芳春 水戸 部秀樹 宮崎恭史 ・富岡栄二 ・富岡陸一 ・宮本一陣 。毛利憲一 盟舟帽司 ・森内秀造 山

崎清和 山悶清彦 ー古川真司 吉崎伸 ・吉岡浩一 ・吉野武 ・和関陣介
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北河面温

北海道

開陽丸座制遭遇 制 制 ( J 7 年 度 調 査B地区) (かいようまるざしょうちんぽつい新郎長訪]※

近代遺物包蔵地 77.4ー77.6、77.8-77.101点 江差町教育委員会

。江差町教委 : I開陽丸第3次調査線告J : 1978年

上之国勝山館跡 {かみのくにかつやまたて}※ 倫山郡上ノ 国町

近世織館 99.5-99.11 1点 よノ園町教育委員会

o上ノ留町 上ノ園町教 『勝山館跡発鋸調査印刷年配念上ノ国ソンポソウム資科』

委

。上ノ園町教委 : I史跡上之悶勝山館跡皿一平成 11年度発綴調査環境鍍繍事業複線』

5 
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: 2000年



北海道東北

青 森県

高間 {穴)遺 障 〔たかまかっころく ) 符 森 市

古代以降築港 0l.10-01.11 点 脅森市教育委且会

。青海市教委 『市内遺跡発磁調驚線告書平成13年度1(脊袋市埋級文化財調査領告書臼 :2002年

。木村淳一 f青森高間(六}遭跡J(!木簡研究J24) :2002年

新機平岡(回)遭跡 {しんじようひらおかかっこよん〕 脅森市

近世自摂流路 02.7-02. 11 54点 青森市教育委員会

。脊森市教委 : r市内遺跡発鼠調査線告書11平成14年度J(背森市埋蔵文化財調査報告嘗帥) : 20回隼

。木村樽 脊綴続械平岡(四)遭跡1<1木簡研究J25) :2003年

緩祖城跡 [ほりこしじよう】※ 弘 前 市

近世減郭 77.6-78.31占 堀屈城跡発掘調査委且会

0'"鐙嫁跡発御調査委貝:1史跡堀鐘城跡一国道7号線石川バイパス遺跡発短調査線告書J : 1978写

会弘前前弘前市教委:

2・軽氏擁酔(弘前減北町郭) (つがるししろあとひろさきじようきたのくるわ]※ 弘前市

近世抽輯 99.7-01.12 5点 弘前市教育委員会

。弘前市教委 『史跡津軽氏減跡{也前様跡)弘前減北の蜘発栂調査報告書ー北の抑整備事 :20回年

業に伴う発姻調査J

;怠軽氏城跡{長勝寺僧) (02年度調査) (つがるししろあとらょうしようじかまえ}※ 弘前市

近世城郭 02.9.02.10 5点 弘前市教育委員会

。弘前市教委 : r史跡津軽氏被跡(弘前織跡)長勝寺情愛勝寺発期調査線告書一住宅及び位j四回年

:牌盤改築に伴う遺跡発栂国査』

相城跡 【ねじ主う 】 八 戸 市

近世主措郭 85.5-85.111点 八戸市教育委員会

。八戸市教委 : 1史跡 制限峻跡鐙楓調査線告書医J(八戸市慢蔵文化財調査報告書18) : 1987q:. 
o佐々木浩 : r管議 俄減跡J(1木術研究J9) :1987年

浪岡織掛 (84年度調査) (なみおかじよう] 南棒軽綴浪岡町

中世城館 84.4-84.121点 浪岡町教育委員会

。浪岡町教祖e; : fj食岡城跡 主要他方選脅議複同線特殊改良一櫨工事に伴う発煽調査J : 1時6年

。木村浩ー 脅議浪岡械跡J(1木簡研究J8) : 1開6年

，良問機跡 (85年度調査) (なみおかじよう] 南滞在日ち浪岡町

中世城師 85.6-85.72点 浪岡町教育委員会

。浪岡町教委 『浪同線跡、冒 昭和59年度浪岡域跡発抱調査線告書.o : 1986年

。木村浩一 f育議 波間場跡J ( 1木簡研究J ~ :I~年

大光寺新城跡遺跡 (4次)(だいこうじしんじよう) 南海軽郡平賀町

中世居館 95.7-95.1270長 平 賀 町教育委員会

。平賀町教'" : 1大光寺新機跡遺跡第4. 5D::.発栂調査J(平賀町塩蔵文化財綴告書24) : 1999年

。渡辺学 膏蘇 大光寺新娘跡遺跡J(!木簡研究J20) : 1998年

+三濃遺跡 (76次) (とさみなと〕 北海経郎市浦村

中世集落 97.8-97.121点 市浦村教育委且会

。市浦村教委 : !十三機遺跡 第 18. 76D::.鎗楓調査概綴{遺構 遭物図版編)) (市浦村埋蔵四回会事

i文化財調査線告書10)

。榊原滋高 綾村宏 脊議 +三機遺跡J(1木簡研究J22) : 2000年

6 



lt姦県 ・省手県

岩手県

胆;R滅跡 (20次 )(，、さわじよう〕 水沢市

古代官補 75.7-75.103点 水沢市教育委員会

。水沢市教委 : 1岩手県水沢市佐倉河胆沢敏跡一昭拘50年度発樋網査概報J : 1肝師

。奈文研 : r第l白木簡研究集会犯録J(各遺跡的土の木簡 (追加)の項:1976年

。平"1筒 東北泡方出土の木簡ー払図柵跡 胆沢城跡ーJ(奈文研 『第3白木簡研究集 1979年
1会毘録J)

。平川南 f東北地方出土の木簡についてJ(1木繍研究J1) :1979年

胆;R減陣 (25;j()[いさわじよう] 水 沢 市

古代官簡 76.10-76.12 8点 水沢市教脊委員会

。水沢市教委 『岩手県水沢市佐倉荷胆沢城跡 昭和51年度発砲調査観観J : 1977年
。平川南 『東北他方凶土の木簡ー払図柵跡 胆沢城跡ーJ(奈文研 『第3回木簡研究集 1979年

会配線J)
。平川iIi東北地方出土の木簡についてJ(r木簡研究J1) : L979if-

胆沢減跡 (39次 )[いさわじよう 〕 水 沢 市

古代官補 81.4-81.11 点 水沢市教脊委員会

。水沢市教養 : 1岩手県水沢市佐倉荷胞沢減跡一昭如56年度多量織調査慨綴』

。伎久間賢 岩手胆沢敏跡J(1木簡研究1.) 

胆況城跡 (相次)μ、さわじょっ] 水 沢 市

古代官簡 85. 4 -85. 8 8.~ま 水沢市教育委員会

。水沢市教委 『岩手巣水沢市佐倉荷胆択械勝一昭和60'1'度発栂調査概徹』

。佐久間賢 『岩手胆沢被跡J(1木簡研究18)

胆沢雛跡 (52次 )(，、さわじ よう〕 水 沢 市

古代官簡 86.4-86.9、86.10'86. 12 4点 水沢市教育委員会

。水沢市教奇書 ; 1岩手県水沢市佐倉荷胆沢械勝 昭和6/年度発姻網釜続報S
O佐'"問賢 『岩手胆沢様跡J(1木簡研究19)
。木簡学会編 『何本古代木簡選』治被害底

1982年

1982年

1986年

1986年

年

竿

年

開

閉

捌

胆沢城跡 (59次) [いさわじよう〕 水 沢 市

古代官楠 89.4-89.8 2点 水沢市教育委員会

0*沢市教委 : 1岩手県水沢市佐倉何胆沢減跡 平成元年度発銀調査視線』

。佐久間賢 砦手 胆沢城跡J(1木簡研究.JI12) 

。木術学会編 : r日本古代木簡集成』東京大学出版会

1990年
1990年

2003年

仙人西遺跡 [せんにんにし] 水 沢 市

中世城館 95. 10 -96.8 8点 水沢市湿蔵文化財調査センター

。水沢市文化振興財団 f仙人酉遺跡J(水沢市埋蔵文化財調査センター調査報告書8)

水沢市糧文調査セノター

。伊藤制略奪 『岩手 仙人酉遺跡J(1木簡研究J24) 

l開7年

2002年

下谷地B遺跡 [しもやら]※ 北上市([日、和賀郡江釣子村)

古代官街ヵ 74.6-74.8 I点 岩手県教育吾員会

。岩手県教委 ，東北縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書四 {北土地区)J (岩手県民文化 1977年

111調査e観音響72)

落合E遺跡 [おちあい] 江 刺 市

古代何川 74.4-74.8 3点岩手県教育委員会

。治手県教委 : r東北新鮮線関係埋蔵文化財調査線告書羽j(岩手県文化財調査報告書50) :1980年

。平川南 東北泡方出土の木簡についてJ(I木簡研究J1) ;1979字

高水寺城跡 にうすいじじよう }※ 紫波郡安表波町

中世城館 80.8 1点紫波町教育書且会

。岩手県痩文セ y ター : 1岩手の漫跡J : 1985年

7 
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比爪間遺跡 (6次)(ひづめだて] 銀波郁紫波町

中世集落 城館 82.7 -82.9 I阜紫波町教育書員会

。務陵町教委 : f比爪館遺跡第6次発協調査線告書J'"波町文化財調査報告書 Ll) : 19回年

o花篭怖文 鎌悶裕二 若手比爪館追跡J<1木簡研究J7) :1985年

中Z草寺境内伝三重池跡 [ちゅうそんじけいだいでんさんじゅフいげ〕 西磐井郡平泉町

古代寺院 60.7-67.72点 平泉遺跡調査会

。平泉遺跡燭査会 1<T啄令発機調査の配緑』

。中..寺 『中隊考所臓の出土遺物事官埋録音響』

。荒木仲介 岩手 中稼寺伝三重油跡J'1木簡研究18)

中軍事寺境内金剛院 {ちゅうそんじ6打、だいニんごういん) 商錆井郡平泉町

古代寺院 91.7-92.220点 平泉町教育委員会

1983年

2000年

1986年

。平泉町教養 : 1特別史跡中勝寺境内金剛院発磁調変緩管制{岩手県平泉町文化財調査線:1994年
} 告 ~53)

。及川司 f岩手 中等寺境内盆剛院J'1木簡研究J17} :1995年

中S事寺境内大池跡 (64次 ) [ちゅう そんじ4打、だいおおいけ〕 西絡井郡平泉町

古代寺院 OI.1l-02.3 I点 平泉町教育委員会

。平泉町教'l> : 1平泉遺跡群宛銅側室略鍬J(岩手県平泉町文化財調査線告書78) ;2002年

。及川司 「岩手 中噂寺境内大池跡J'1木簡研究J2日5) : 2003年

観自在王院(2次)[かんじざいおう b、ん〕※ 函館井郡平泉町

中世寺院 73.10-73.111点 平泉町教育委且会

。平泉町教委編 平泉町:1特別史跡領自在主院跡整備線告書J : 1979年
発行 : 

柳之f鋼所跡 (21次 )，ゃなぎのごしょ }※ 酉聾弁郡平泉町

古代居館 88.4-88.11 9点 岩手県 文化復興事業団埋蔵文化財センタ-

0岩手県文化仮興事業団:r柳之御所跡獲を現したJl-館跡』

理文センター

1991年

。岩手県文化娠興事集団 『柳之御所跡(本文 図版編) ，写真図版編) (考察編)ーー関遊水池事業 1995年

型文センタ 平泉ハイハス建訟伺連第21'23-28-31.36-4¥次発銅調査報告J，岩手県文

l化復興事業包寝蔵文化財側資報告書228)

柳立田所跡(23次)，ゃなぎのごしょ}※ 酉悠井郡平泉町

古代居館 89.4-89.11 2点 岩手県文化仮興事業団埋蔵文化財センター

。岩手県文化阪興事業団:I柳之御所跡姿を裂した居館跡』

塩文セ〆ター

1991年

。岩手県文化復興事業問 『柳之御所跡(本文 図版編) ，写真図版編) ，宥集編〉 一一関遊水池事業 1995年

慢文センター 平泉パイハスI!.交関連第21'23' 28' 31 . 36. 41次発鋸調査領"J，岩手県文

化復興事業団纏磁文化財鯛査線告書228)

柳立問所跡 (28次 )[ゃなぎのごしょ ] 西磐井郡平泉町

古代居館 90.4 -90. 11 20市 岩手県文化復興事業団狸蔵文化財センター

。岩手県文化振興事業団:r岩手県坦磁文化財発鋼調変路線(平成2年度分)j

埋文センタ i 
。岩手県文化仮興事業団:r柳之御所跡姿会現した居館跡』

坦文センター

。岩手県文化副長興事業団:r柳之御所跡(本文 図版編) (写真図版縮) ，を翁編) 関遊水池移築

組文センター :平泉パイ パス建綾関連第21. 23' 28.31 . 36. 41次宛栂調査鰻告J，岩手県文

l化復興事業問埋篇文化財調査報告書228}

。三浦様ー 岩手 柳之御所跡J(f木簡研究j13) 

。木簡学会摘 : r日本古代木簡集成』東京大学出版会

柵之田所跡 (3)次) [ゃなぎのごし ょ)※ 商盤弁郡平泉町

古代居館 91.4-91.12 6点 岩手県文化復興事業団湿蔵文化財センター

1991年

1991年

1995年

1991年

2003竿

。岩手県文化仮興本集団:r柳之御所跡 {本文 図版編) ，写真図版繍) ，考察編) ー関道水池事業.; 1995年

鹿文センター :平泉パイパスI!殺関連第21-23' 28. 31-36. 41次発槻調査報告J，通信手掛詩文

化伝興事業団哩級文化財調査線告書228)
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岩手県

榊之同所跡 (4 1 ~次) (ゃなぎのごしょ 〕※ 西磐井郡平泉町

古代居館 93.4 -93.12 3点 岩手県文化振興事業団j里蔵文化財センター

。岩手県文化綴興事業団:r柳之御所跡{本文 図版編) (写真図版縄) (考潟編}ーー関遊水池事業 1995年

屋文センター j平泉バイパス建絵関連第21. 23 . 28. 31 . 36' 41次発偲調査線傍J(岩手県文

: (ヒ仮興移勇健闘埋磁文化附調査線告書228)

岬之御所遺跡 (49次) (ゃなぎのごしょ] 西磐井郡平泉町

古代居館 98.5-98.10 1点 岩手県教育委員会

。岩手県教委 : r平衆遭跡群発協調禽鰍告魯柳之御所遺跡 第47'48'49次発姻調査限緩J: 19凹年

(岩手県文化附調査線告書¥04)

。斎藤郎雄 「岩手 柳之御所遺跡J(1木簡研究J21) : 19同年

柳之御所遭跡 (50次) (ゃなぎのごしょ〕 西舘井郡平泉町

古代居朗 99.5 -99. 10 10点 岩手県教育委員会

。岩手県教委 『平泉遺跡群発偲調査報告書柳之御所遺跡第50'"発姻側室既報J(岩手県文;2000if-
化財調査線告書1(7)

。斎藤鰍雄 f岩手 柳之御所遺跡J(1木簡研究J22) :2000年

柳 之問所遺跡 (52次) (ゃなぎのごしょ 〕 商盤弁郎平泉町

古代居館 00.5-00.106点 岩手県教育委員会

。岩手県教委 『平泉遺跡併発n堅調査線告書柳之御所遺跡ー第52次売熔調査概線J(右手県:2001年

文化財調査報告-==111) 

。斎様保雄 f岩手 柳之御所遺跡J<r木簡研究J23) : 2001年

柳 之御所遺跡 (53次) (ゃなぎのごしょ 〕※ 酉轄弁郡平泉町

古代居館 00.4-00. 5 3点平泉町教育委 且会

。平袋町 平泉観光機選 『柳之御所資料館第:回特別展凶録J : 2000年

実行委員会

。平泉町教委 『平泉遺跡群発短調査略線J(岩手県平泉町文化財調査報告書71) :2001年

榊 之醐所遭跡 (55次 )(ゃなぎのごしょ]※ 西郷井郡平泉町

古代居館 01.5-01.111県岩手県教育委員会

。岩手県教委 『平泉遺跡群発砲調査報告書柳之御所遺跡ー第55次発綱調査慨綴J(岩手県 2帥 2年

文化財調査線告書113)

毛越寺跡(12次) (もうつじ】※ 西舘井郡平泉町

中世寺院 88.8- (終了時不明 6占 岩手県教育委且会

。平泉町教" : r毛鑓寺庭園発樹m資報告書第i2次調査J(岩手県平泉町文化財調査報告書 : 1989年

: 14) 

毛越寺跡 (13次) (もうつじ〕 ※ 酉鰐井郡平泉町

中世寺院 90.7-90.106転岩手県教育委員会

。平泉町敬司書 『毛鐙寺庭園発樹調査報告書第，，'"調査J(岩手県平泉町文化財調査報告書 1991盗事

26) 

花立E遺跡(1次 )(はなだて]※ 菌縛井郡平泉町

中世集落 90.10-90.12 1 長 平泉町教脊委員会

。平泉町教委 : I平泉遺跡鮮発姻調査線告書1(岩手県平泉町文化財調査線倉$25) : 1開 l年

花立E遭陣 (3次 )(はなだて) 酉悠井郡平泉町

中世集落 93.10-93.122長 平泉町教脊委員会

。平泉町教安 『平取遭跡群兜磁調査線告書1(岩手県平泉町文化財調査線告書43) :1994年

。菅原計二 「岩手 花立 E遺跡J([木術研究J17) : 1995盗事

志星山遺跡 (21次) (しらやま〕 西盤弁郡平泉町

古代集落 92.11' 93.1 l.~ 平 泉 町教育委員会

o平泉町教委 『平泉遺跡鮮発銅調悲観告ー泉虚遺跡第8次 無量光院第I次 佐野原遺跡第¥.1993年

次・志Ii山遺跡第21lkJ(岩手県平泉町文化財調査報告書34>
。菅原計二 「岩手志揮山遺跡J(1木簡研究J18) : 1996年

9 
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志羅山遺跡 128次 )1しらやま〕 菌盤弁郡平泉町

中世集落 93.11 2点 平泉町教育委員会

。平泉町教委 : r平泉遺跡瞬発熔凋査線告書一片岡2遺跡第i汰 伽橋之御所跡第時 毛飽5理:1目時

)跡第1. 2次、志織山遺跡第24 目白新山緬現社遺跡第3次、瀬原2遺跡第 l ~ ，
!月館liII跡2" 月舘2遺跡第1" 花立1遺跡第，" 綱之御所勝賞H3~J (岩手!

I県平泉町文化財調査報告書40)

。菅原軒二 『岩手 志諸山遺跡Jl'木簡研究J17) : 1995年

志羅山遺跡 161次 )1しらやま] 西磐井郡平泉町

古代集絡 96.6-96.72点 平泉町教脊委員会

。平泉町教委 『平泉遺跡瞬発御調査線告書J1岩手県平泉町文化財調査線告書63) 未刊

。菅原併ニ 岩手 志繕山通跡J<1木簡研究J19) : 1997年

志羅山遺跡 161次) 1しらやま〕 西磐井郡平泉町

古代集落 96.6 1点 平泉町教育委員会

。平泉町教委 『平泉遺跡群発泡調査線告書J<岩手県平泉町文化財調査報告 ~64) 未刊
o菅原計二 r岩手志扱山遺跡J<[木簡研究J19) : 1997年

志羅山遺跡 166次 )1しらやま} 酉悠井郡平泉町

古代集終 97.4-97.8、99.4-99.8 48.o;'?: 岩手県文化復興事業団埋蔵文化財センター

。岩手県文化復興事象団:r志陽山遺跡第46-66-74次発俗調査報告書ーー閑道水地事実関連遺跡発組調:20C岬

埋文セ〆タ ー j査J<砦手県文化振興事業団埋蔵文化財調査線告書312)

。高繍実央羽鈴鹿人 r岩手 志揚山遺跡JIr木簡研究J20) : Hl98年

E畳山遺肺 177次)1しらやま〕 西磐井部平泉町

中世集落 98.6-98.8 6点 平泉町教育委員会

。平栄町教委 : r志揚山遺跡第77. 18次発姻調査報告書ー毛鑓寺線都市針繭街路盤備に伴う縄米刊

[査J1岩手県平泉町文化財調査線告審711

。鈴木江利子 岩手奉揚山遺跡JI[木簡研究J21) : 1999年

志量山遺跡(80次) 1しらやま〕 西智弁邪平泉町

古代集落 99.4 -99. 8、99.11-00.32点 岩手県文化復興事業団壊蔵文化財センタ ー

。借手県文化復興事業団:r志沼山遺跡発磁調査報告書{第47.56'67 -73' 80次調査)一都市軒両街路 2帥 i年

糧文セ〆タ j毛越寺線鐙倫事業関連遺跡発制調査J1岩手県文化飯興事業団埋蔵文化財調査

:線告書352)

o酒井宗孝 岩手志掃山遺跡(t)J <r木簡研究J22) :2000年

志羅山遺跡(82次) 1しらやま〕 西磐井部平泉町

古代集港 99.9-99.10 3点 平泉町教育委員 会

。平泉町教委 : r平泉遺跡群発掘繍査線告書J<岩手県平泉町文化財調査線告書75) 四 01年

o及川笥 岩手志掃山遺跡 (2)J (r木簡研究J22) :2000年

車植山遺跡 188次) [しらやま] 商鑓弁郡平泉町

中世集落 01.11-02.110長 平泉町教育委員会

。平泉町教委 : r平泉遺跡群発焔繍査略綴J1岩手県平泉町文化財調査線告書78) ; 2002年

。菅原併ニ 岩手志沼山遺跡J([木簡研究J25) : 2003年

無量光院跡 14次) [むりょう こうL、ん〕 西磐井郡平泉町

古代寺院 94.12 7点 平泉町教育委員会

。平泉町教委 : r平然遺跡鮮発綱調査線告書泉屋遺跡第14次 伽婦之御所跡第7次 祇園i遺:1995年

i紛:第1" 毛筋6遺跡第1次 審据山遺跡第33'34-36次鈴沢の池跡第1" 花i
j立l遺跡第，" 花立2遺跡第4次 無盈光院跡第4炊 柳之御所跡第46次11岩i
i手県平泉町文化財調査報告書47)

。菅原計二 岩手 無量光院跡J ぽ木簡研究J¥9) : 1四 7年
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活手県・宮線割拠

宮械県

今泉擁師 [-‘まいずみじよう] 仙 台市

中性総館 8L4-81.8 5点仙台市教育委員会

。仙省市教" : r今泉峻勝一名取川下流域におげる中位減館跡の腐査1[仙台市文化財調査線:!9回年

告書58)

o佐厳搾 '1<被今泉媛跡J[r木簡研究J8) : 1986年

郡山遣隊(15次) [こおりやま] 仙 台 市

古代官筒 81.10-81.123点 仙台市教育主食品会

。仙台市教委 : r飾山遺跡E一昭拘56年度発姻網査既報1[仙台市文化財調査J!.5aJB)
。木村訓告二 平川南 『宮様 郎山遺跡J<r木簡硯究』的

。本側学会縮 r府本古代*鯛温』治厳密底

仙台城三の丸跡 {せんどいじ ようさんのまる〕 仙 台市

近世械朝 83.8・83.12 6点 仙台市教育 委員会

。仙台市教委 r仙台棟三ノ丸跡鐙銅綱査雛告書J<仙台市文化財調査鰻告.76)

。結線機宮脇 仙台峻三ノ丸跡J<r木簡研究J7) 

仙台機二の丸跡 (議4地点) [せんだい じようにのまる]※ 仙台市

近世城網i 87. 7 -89. 9 1点 JI[北大学座蔵文化財調査委且会

。東北大学埋文調査釜員:r東北大学哩薦文化財調査年組4• sJ 
会

仙台城二の丸跡 〈第5地点) [3次 ) [せんだいじ ようにのまる] 仙台市

近世城刺 88.3 -89.4 26占 東北大学坦蔵文 化財調査書且会

。東北大竿岨文調査司住民 『東北大学岨誠文化財調査午線'J
A 

Z冥

。佐久間光平 山闘しょ f宮域仙台域二の丸跡{第五泡点)J <r木簡研究J11) 

う 問中努拘

仙台線二 回丸跡(第12地点) [せんだいじようにのまる]※ 仙台市

近世拙祁 93.6-93.1074点東北大学埋蔵文化財調査委員会

。策北大学担文調査愛貝:r東北大学捜雌文化財綱査年徹IIJ
会

仙台機二の丸陣(第17地点) [せんだいじようにのまる]※ 仙 台市

近世娘師 00.3 -00. 12 7点 東 北大学埋 蔵文イヒ財調査書員会

文敏なし》

仙台域本丸陣 {せんだいじよう ほんまる] 仙 台市

近世措郭 97ト 00.12 29点 仙台市教育昏且会

。仙台所教書

。金縁安年

r仙台城本丸跡の発銀改訂版J<仙台市文化財パ J フνyト'"
'1<峻 仙台媛本丸跡J<r木簡研究J23) 

仙台機踊二の丸北方武家屋敷地r& [第7地点)[せんだいじようあとにのまるほっぽうぶ吋やしきらく}

近世武家厘歎 01. 5 -01. 11 590京以上 東 北大学座蔵文化財開査研究セ y ター

。佐竹鱒昭 兼平賢治 宮械 仙台械跡 {二の丸北方武百鹿島験地区)J(r木簡研究J25) 

大 削J. i葺沢教 京野忠i
子高木暢亮

富沢氷因遺跡 {とみざわすいでん〕 仙 台 市

中世水図 85.3・86.7 4点仙台市数脊委員会

。費節弘典 宮峻 宮沢水閲遺跡J<1木簡僻究18)

富沢遺跡(J7次) [とみざわ] 仙 台 市

中世集権水悶 91.8-92.1 3点仙台市教育番員会

'1982年

1982年

199均年

1985年

1985年

1992年

: 1993年

1989年

¥999年

2000年

20例年

仙台市

200:l年

， 1986年

。仙台市教曇 : r竃沢 泉崎畑 山口遺跡<.) 下ノ内遺跡一宮沢遺跡第70-75 . 77 -19次 l帥 2年

:lI!錫調査線'i!i:tF，高5'"発姻潤意報告舎J<仙台市文化財調査線告書163)

11 
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。五十嵐成.. 『宮様 宮沢遺跡J，[木術研究J14) 1992年

若特雛陣 (3次) ，わかばやし じよう〕 ※ 仙台市

近世娘朝 99.8-99.10 5点 仙台市教育番員会

。仙台市敏安 : 1若勝城跡第3次発繍踊査線告書J，仙台市文化財調査線告書256) :2002年

洞ノロ遭蹄 (4次) [どうの〈ち} 仙台市

中世城館 00.4-00.121点 仙台市教育委員会

。平間亮舗 重苦闘拘正 省線 禍ノロ遺跡J，[木術研究』目 ;2叫 l年

中野高綱遺跡 (00年度調査)[なかめたかゃなぎ〕 仙台市

中世屋数 00.7-00.9 I点 宮被県教育祭員会

。宮線県教笹 倉核保土:1中野高柳遇糧事 I一宮媛県仙台青島背後池土絶区踊S監理事業関連調査線5.IJ:2003年

木鰐 省総県文化財調宝級e・194)
。高畑栄ー 吉野"省械 中野高柳遺跡J仰木簡研究J23) :2001年

中野高御遺跡 (01年度調査)[なかのたかゃなぎ] 仙台市

古代集落 01.4-01.11 I点 宮捕県教育委員会

。1<験県敏q書 官械県土 『中野書簡柳遺跡 '-1<機関員仙台港背後t色土地区画鍾理事業関連調査線告嘗 IJ :20田写

本$ ; (宮城県文化財調査e・e・(94)
o村因果ー 吉野武 f宮線 中野高柳遺跡J[1木簡窃究J24) : 2002年

国道町通跡c地点 {たみちちょうJ 石巻市

古代集落 91.10-92.1 点石巻市教背番員会

。石巻市教;1> : [図道町遺跡 B. Ct!.;係発樋調査概観J，石轡市文化財調査線告a・5) : 1993~ 
。石巻市級委 : 1開通町遺跡J(石巻市文化財調査線告書7) : 1995年
。陶道夫 平州南 宮様 関i屋町遺跡C地点J仰木簡研究J14) :19位年

三輔田遺跡 (2次 )[みわだ] 古川市

古代官補 97.5-97.9 I点 古川市教育委員会

。鈴木勝怠 『宮城 三鎗岡遺跡J'1木簡研究J20) :1998年

多賀滅跡外郭繭面中央節団次)[たがじょう] 多賀織布 (Ia、宮埴邸多賀城町)

古内宮街 70.4' 70.6 2怠 宮媛県多賀披跡開宣研究所

。宮媛県多鍵犠跡調査研:1多賀線跡昭和45年度発制調査観報 省織胤多賀娘跡調査研究所等級1970J : 1971年

究所 j 
。平'"問
。早川南

「多賀峻跡凶士の木簡J，察文研 『第l図木簡研究集会舵録J)

「東北地方幽土の木簡についてJ<I木簡研究JJ) 

多賀城跡外"東南隅 [11次 )[たがじょう〕 多量買嫌市(旧、宮城都多賀擁町)

古代官簡 71. 3 2点 宮城県多賀擁跡調査研究所

1976年
1979年

。宮域保多賀城跡震査研:1多11織跡昭如45年度"鋼臨調査既報一ー宮織県多賀犠跡調査研究所年組1970J : 1971年

究所 : 

o平川市

。平川"'

『多賀減跡幽土の木簡J，奈文研 『第I悶木簡研究集会'"録J)
''''じ処方出土の木簡についてJ([木簡研究J1) 

多賀城跡外靭繭辺中央飾 (20次 )[たがじょう} 多賀揖市

古代官術 73.7-73.8 1点 宮揖県多賀場跡開査研究所

1916年

1979年

。宮城県多賀織跡調査研:1多賀城跡昭利48年度完網開蓋複線 宮媛県多賀線跡調査研究所年51973J : 1974q;. 
究所 i 
。平川前

。平川南

『多賀峻跡出土の木繍J(l詩文研 『第l回木術研究集会'"録J)

『東北地方出土の木簡についてJ，[木簡研究J1) 

多賀城跡外郭東南部地区 (24次)[たがじょう] 多賀峻市

古代官街 74.8 -14. 12 55怠 宮措県多賀減跡開査研究所

1976年

1979年

。宮城県多鍵峻跡調査研 F多11峻跡昭和..年度発姐調査健徹 宮媛県多賀擁勝間査研究所年鰻1914J : 1975年

究所

。平川南

。平川南

。木簡写会編

『多質核跡幽土の木簡J，斉詩文研 li1ll図木簡研究集会'"録J)
『東北絶方出土の木簡についてJ([木簡研究J1) 

ra本古代木簡選』岩厳司E府

-12-

1976年

: 1919年

: 1990年



宮緩県

多賀城跡 雀山地区南低湿地 (34次)(たがじょう〕 多賀描市

古代宮市 79.4 -79.10 3点 宮描県多賀城跡調査研究所

。宮城県多貿械跡調査研『多賀犠勝昭和54年度発槻調査概綴 宮械県多賀械跡調資研究所年報1979J . 1980竿

究所

。平川市 r'g織多賀織跡J(!木簡研究J3) .¥981年

多賀線跡外抑南辺南方 (37次)(たがじょう 〕 多賀媛市

古代官補 80.9-80.11 点 宮城県多賀械跡調査研究所

0宮核保多賀核跡..，.，研:r多賀城跡昭和田年度発銀調査既報-'g媛県多賀様跡調査研究所年線19ωJ : ¥981年

究所 ( 

。平"'爾 宮峻 多貿峨跡J(1木簡研究J3) ; ¥981年

多賀城跡外相東地減南部 (38次) (たがじょう] 多賀城市

古代官簡 81.4-81.6 Le: 富雄県多賀城跡調査研究所

。富域県多賀蟻跡調査研:I多賀被勝昭利56年度発制調査概報 官媛県多貿成跡調査研究所年徹1981./1 : 19閏年

究所 j 
o佐jfjP.lJ之 『官級多賀敏勝J([木簡研究J4) ¥982年

多賀雛跡外都東地綾南部 (40次)(たがじょう〕 多賀城市

古代官街 81.I 2点 宮城県多賀城跡調査研究所

。宮媛県多賀峻跡調査研 『多賀織跡昭拘57年度発銀調査概線一宮戚県多賀被跡調査研究所年報1982.1 : 19回年

究所

。位様員'1之 f宮核 多賀域跡J<1木簡研究J4) :1982年

多賀滅跡外郭東辺地区 (41次)(たがじょう) 多賀城市

古代官筒 82.6-82.12 3長 官描県多賀拙跡調牽研究所

。苦言械県多賀線跡調査研 『多賀械勝昭和57年度発磁調査概観 宮城県多賀織跡鯛査研究所年線1982J : 1983年

究所

。後綴秀一 佐藤和彦 『宮城 多賀犠跡J'1木簡研究J5) :1983年

多賀城跡外郭中央地区南部 (44次)(たがじょフ〕 多賀措市

省内宮術 83.8-83. 12 283点 富減県多賀擁跡調査研究所

。'g械県多賀嫌跡調査研 『多賀峨勝昭和四年度発脳調査概線一宮媛県多賀線跡調査研究所年鍬l同 3J ;1984竿

究所

。佐縛和彦

。木簡学会編

宮城 多賀核跡J，[木簡研究]6)

: r日本古代木簡選』岩波書府

1984年
; 1990年

多賀線跡外郭線西週中灸都 (47次)(たがじょう〕 多賀核市

古代官術 84.9-84.129点 富雄県多賀城跡調査研究所

。'g減県民多賀織属高綱査研 『多貿械勝昭和59年度発磁調葱概観-'g駿県多賀城跡調査研究所年報198d : 1985年

究所

。高野芳宏佐藤和彦 『宮織 多賀峨跡J(1木簡研究J7) :1985年

多賀線跡 (大畑地1&) (60次)，たがじょう〕 多賀城市

古代官街 91. 5 -91. 12 43.e: 宮減県多賀線跡調査研究所

。宮城県多賀娘跡鯛査研 『多賀械跡 宮峻県多賀線跡調査研究所年線199!j :1992年

究所

。鈴木妬也 『省核 多賀線跡J'1木簡研究J14) : 199~年

多賀城跡 (鴻ノ池地区) (61次)(たがじょう] 多賀城市

古代官街 91. 10 -91. 11 4.e: 宮減県多賀揖跡調査研究所

。宮脇県多賀城跡調査研 f多貿媛跡 宮械県多賀滅跡調査研究所年鰻1991J : 1992年

究所

。鈴木妬也 f宮城 多賀犠跡J(1木簡研究J14) :1992年

市川縫遺跡 (水入地区)(，、ちかわばし〕 多賀拙市

古代都市 84卜 84.2 I点 多賀城市教育委員会

。多賀峻市教委 : r市川循遺跡調査報告嘗昭和58年度発纏調査領i!r.J(多賀核市文化財調査 1984年

j報告書5)

。高倉敏明 : r宮核 市川繍遺跡J，[木術研究J7) :1985年

3
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市川橋遺跡 (8次) r，、ちかわぱし〕 多 賀城市

古代都市 89. 5 -89. 7 1点 多賀措市湿蔵文化財調査センター

。多賀被市趨文調査セノ:r市川橋遺跡 平成元年度発観測査領告書J(多質減市文化財羽交線告書21) : 19刊写

ター : 

。滝川ちかこ

。木簡学会編

『宮核 市川橋潰跡J (1木簡略研究J18) 

f日本古代木簡集成』東京大学幽阪会

市川繍遺跡(10次)れ、ちかわlまし〕 多賀機市

古代都市 92. 7 ~ 92. 11 点 多賀城市埋蔵文化財調査センタ-

o多賀犠市塩文調室セン:r多賀城市寝蔵文化財調査センタ 年報71
タ!

。滝川ちかこ 宮械 刊行川憾遺跡J<I木術研究J18) 

市川橋遺障 (24次 )(いちかわぱし] 多賀減市

古代都市 98.4 -98.6、98.12 1点 多賀城市湿蔵文化財開査セ〆タ

1996年
2003年

1994年

1996年

。多賀媛市埋文調査セム〆 『市川橋遭跡第23'24~発線調査線告書1 (多賀峻市文化附調査綴告書55) : 1999年

ター編 多貿城市教委発

行

。多賀様市哩文調査セン 『市川繊遺跡一城南土地区画整理事業に伴う発抱調査鰻告書 1J (多賀械市文:z叫1年

ター編 多賀機市教委発 l化財調査線告書60)

行

。武闘健荊 宮核 市川橋遺跡J(1オド術研究la) :..年

市川措置跡 (25次) れ、ちかわばし) 多質城市

古代僻市 98.6-98.121点 多賀械市寝蔵文化財調査センター

。多貿機市埋文調査セン:r市川繍遺跡J(多貿練所文化財調査線告書57)

ター編、多賀峻布教餐発

行

1999年

。多賀線市埋文調査セン:r市川橋遺跡ー峻南土絶区画型車理事実に伴う発鍋調査線告書 (J(多賀線市文:2001年
ター編 多賀擁市教委発 l化財調査鎌倉.60)

行:

。武闘健市 『宮核市川橋遺跡J(1木簡研究J2引 。20帥隼

市川裾遭飾 (26次) rいちかわばし] 多賀雄前

古代都市 99.4 -00. 2 3点 多賀機市埋蔵文化財調査センター

。多賀域市漫文調査セン:r市川橋遺跡 核陶土地区画整慶事実に伴う発姻調査略緩2j(多賀場市文化:20凶年

ター編 多賀娘市教書多量j財調査線告&'59)
行 !

o多賀誠市埋文調査セン I市川織遺跡 械陶土地区画盤理事業に伴う発姻側交報告書rr1 (多賀機市文:20凹年

ター編 多賀織布教委発化財綱査報告書70)

行 j

。千葉孝弥鈴木孝行 f宮減 市川繍遺跡J(1木簡研究J23) : 2001年

市川橋遺跡 (27次)μ、ちかわぱし〕 多賀線市

古代都市 OO.4~OI . 3 10点 多賀機市湿蔵文化財調査センター

。多1<核市哩文調査セン:r市川繍遺跡一城南土泊区画型産理事業に伴う発短調査際線31(多賀核市文化目。l年

タ 編、多賀織市教笹発j財調査報告書64)

行 :

。多賀械市坦文悶査セン:r市川橋遺跡ー綾南土地区画監理事実に伴ヲ発磁調査報告書 u1 (多賀域市文叩閃年

ター偏 多賀城市教釜発:化財調査線告書70)

行 :

。千葉孝弥鈴木孝行 f宮域 市川橋遺跡J"木簡研究J23) : 20例年

市川橋遺跡 (28次) (いちかわぱし] 多賀抽市

古代都市 01.4 -01.12 64点 多 賀 城市j塁臓文化財調査センター

。多賀嫌市寝文調護セ/:r市川備遺跡 城南土地区画登理事業に伴う発燭調査略線'1(多賀媛市文化:2002年

ター編 多賀犠市教委発財調査報告書67)

行

。多賀織市場文調査セ 〆 『市川橋遺跡 械帯土地区画整理事業に伴う発路縄査報告書 目J(多賀城市文:20回年

ター編 多賀城市教番発化財閥査線翌年寄70)
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宮城県

竹

。予業孝弥鈴木孝行 f宮城 市川繍遺跡j (1木簡研究JI24) 2002~芋

市川掃遺跡(29次) μ、もかわぱし〕 多賀城市

古代都市 02.4干 02.5、02.7-02. 10 10.8 多賀峻市埋蔵文化財調笈センター

。多賀減市寝支調査セン 『市川橋遺跡一城南主他区繭鐙種夢業に伴う発機網査略綴51(多賀線市文化j山田年

ター編 多賀核市教委発問調査線告書同)

行

o多i(城市岨文調査セ:--:r市川繍遺跡 械南土地区画聾理事実に伴う史編関査線告書 日J(多貿峻市文 2003年
ター筒 多賀城市教委受:化財調査報告書70)

行:

o千業孝弥腐瀬真理子 「宮核市川幡遭跡」 仰木簡研究J25) : 2003年

市川縫遺跡(95年 度 調 査) (1次)(.、ちかわばし〕 多賀城市

古代間川 95.7-95.122点 首捕県教育委員会

。宮犠県教曇 : r市川繍遺跡の調査 県道 『泉嵯釜線』関連調査銀各ill(第l都移文編) (第 ;2叩 l年

: 2as iI:物図版編)J(宮械県文化財調査線告書184)

。古川ー明 吉野武 『宮城市川槍遺跡j (1木簡研究JZJ) :1999年

市 川橋遺跡(97年度調査) (3次〉μ、ちかわぱし〕 多賀減市

古代阿川 97.4-97.11 1長 官捕県教脊委員会

。宮織県教委 ，1市)1¥橋遺跡の調査一県道 『泉 雀釜線』関連関査線告羽 {第l部本文編) (第 2叩 l年

;2飢遺物図版編)J(宮様県文化財絢査報告書184)
。 古川明吉野武 省織市川幡遺跡j (1木簡研究J21) : 1999年

市 川橋遺跡 (98年度調査) (4次)(.、ちかわぱし〕 多賀域市

古代河川、中世集落(道路 98.4-98.11 4点 宮城県教育委員会

。宮城県教委 ，1市川僑遺跡の調査一県道 『泉 一塩釜線』関連調査線"m(第l郎本文編) (第!四01年

;2部遺物図版編)1 (宮媛県文化財調査綴告書¥84)

。古川ー明 吉野武 宮扱市川編遺跡j (1木簡研究J21) :19四年

。木簡学会編 。『日本古代木簡集成』東京大学的版会 2003年

新図遺跡 (5次)(にも、だ〕 多賀雄市

中世集落居賠 86.9-87.4 2点多賀減市教育委員会

。多貿戚市教委 ， r年線 IJ (多賀峻市文化財繍査報告書14)

。千葉傘弥 宮線 新岡温跡j (1木簡僻究J22) 

新田遺跡 (6次)(にL、だ〕 多賀城市

中世集落 居館 87.4-87. 12 L8 多賀城市教背番員会

。多賀城市教委 ， r年報 DJ (多賀波市文化財調査線告書16)

。千集孝弥 宮減新聞遺跡j (1木簡研究J22) 

新田遺跡 (8次 )(にいだ) 多鎖城市

中世集落居館 88.4-88.9 1点 多賀機市教育委員会

。多賀機市教委 1'1'報皿J(多賀織『作文化財調釜線~!# 18)

。千葉孝弥 f吉敏新聞遺跡j (1木簡研究J22)

山玉置跡 (八幡地区) (891:事度調査)(さんのう]※ 多賀線市

古代都市 89.6-89.121点 宮核県教育委員会

1987年

2000年

: 1988年

2000年

1989OJ'-
2000年

。宮械県教書 『山王遺跡 仙溢道路建政関係遺跡八幡地区慨要1(宮被県文化財調査線告書:1990of-
138) 

山王遺跡 (八幡地区) (93年置調査) (さんのう】※ 多賀城市

古代都市 93.3-93.122点 宮媛県教育書 員会

。宮城県教委 『山王遺跡v(第i分冊八絹紬区) (第2分冊伏石地区 考祭)J (宮城県文化:1帥 7年

財調査報告書174)

山王遭蹄 (多賀前地区) (2次) (93年 度 調 査)(さんのう } 多賀地市

古代都市 93.3-93.1211点 宮被県教育委員会

。宮媛県教委 『山王遺跡u(多賀附泡区遺構編))(宮城県文化財調査線告書 167) : 1995年
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北海道東北

。省峻県教委

。宮線県教委

。吉野武

r.IJ王温跡m (多賀前地区遺物編)J(宮峻県文化財調査報告書170)

『山支遺跡JV(多賀前地区 考集編)1 (宮峨県文化財調査報告書171)

I宮械 山王遺跡J([木簡研究J16) 

年

年

年

M

m

M

抑

制

9

9

9

 
山王遺跡 〈多賀前地区) (3次 ) (94年度調査)(さんのう〕 多賀波市

古代都市 94.4-94.11 3点 宮城県教育委員会

。宮城県教委 『山王遺跡 多賀附地区調査概観J :1993年

。宮城県教委 『山支遺跡n(多宙定例組区海構縦)J(官媛県文化財調査鰻告書167) ;1995写

o省械県教番 : r山芝遺跡国(多賀前絶区 遺物栂)J0;媛県文化財調査線告書170) :1996年

o官嫌県教委 : r山王遺跡JV(多賀附地区宥象編)J(宮城県文化財調査線告書171) : 1996年

。吉野武 宮城 山主遺跡J(;木簡研究J17) : 1995年

山王遺酔 (伏石地区)

古代都市 93.4 

0宮城県教委

。菅野武

(93年度調査) (さ んのう ] 多賀城市

93. 12 1点 富雄県教育委且会

: r山王遺跡v (第2分冊伏石他区 肴祭)J (宮様県文化財調査級官等174)

f宮城 山王遺跡J(;木簡研究J16) 

1997年

1994年

山王遺跡 (町 地 区) (96年度調査) [さんのう] 多賀城市

近世集務 96.4.96.12 2点 宮減県教育5委員会

。宮媛県教委 : r山玉遺跡町地区の調査一県道泉嵯釜線関連関糞線告書 n)(宮核県文化財 1995年

:&11査線告書175)

。村開発ー 吉野武八宮械山王遺跡J<!木簡研究J19) : 1997年

嶋伸明 : 

山王遺跡 (9次 ) [さんのう 〕 多賀嫁市

古内都市 90.4 . 90. 8 1点 多賀城市埋蔵文化財閥査センター

。多貿織1ti埋文m査セン:r山主遺 跡 第9次発銀調査線告書1(多貿核市文化財調査報告書26)

ター i 
。多賀峻市埋文調査セン:I山主遺跡ほか発姻調査報告書J(多貿織市文化財調査線告書判}

1991年

1993年

ター

。千葉孝弥

。木簡学会編

『宮城 山王遺跡J"木簡研究J18) 

『日本古代木簡集成』東京大学幽阪会

1996年

:2003年

山王遺跡(10次 )(さんのう] 多賀線市

古代都市 90.4.90.12 3庶 多賀城市f量級文化財調査センター

。多賀続前埋文調査セン:rlll主遺跡第10"発栂調査概線{仙極道路建訟に伴う八幡地区調査)J(多賀:1991年

ター j嬢市文化財鋼査録音書27)

。多賀城市埋文調査セン:r山王遺跡第1'"調査既綴(仙島区道路建股に伴ヲ八鍋泡区別査)J (多貿線市 :19位年

ター :文化財調査級審e30)

。多賀滅市漫文側査セン:r山王遺跡ほか発偲調査線告書1(多賀減市文化財閥査報告書31) : 19田年

タ

。多健機市圏文調査セン:rlu五遺跡 1ー仙極道路建般に係る発磁調査線i!reJ(多賀械市文化財調査*-:1997年

ター :告書45)

o千葉"弥 r1lf按 山玉遺跡J([木簡研究J18) :199隔年

山王遺跡 (12次 )(さんのう〕 多賀械市

古代都市 91.4.91.12 2点 多賀城市埋蔵文化財調査センタ ー

。多貿峻市埋文調査セン:I山王遺跡第12"調査概線(仙盗道路建憶に伴う八錨地区調査)) (多賀城市:1凹2年

ター j文化財綱査報告書30)

。多賀犠市埋文調査セン:r山王遺跡ほか発姻調釜微傷"1(多賀峻市文化財調査'騒音書34) : 1帥3年

ター

。多賀峻市複文調査セム〆 『山王遺跡】 仙塩道路建設に係る多量制調査線告書J(多賀械市文化財調資額 l凹 7年

ター 告書45)

。千葉孝弥 「宮減 山主遺跡J(I木簡研究J18) : 1四 6年

。鈴木孝行 f倉扱 山王遺跡J(;木簡研究J22) : 2000年

山王遺跡(17次)[さんのう〕 多賀雄市

古代都市 92.4-93.2 I点 多筑波市埋巌文化財調査センター

。多賀城市埋文調査セン 『山玉;a跡 1-仙極道路燈霞に係る多量繍調査怨告書J(多貿核市文化財調査報 :19⑬，'> 

ター 告書15)
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宮媛県

。鈴木孝行 宮城 山王遺跡」何本簡研究J22) 2000年

大日商 遺跡 (1次) [だいにちみなみ} 多賀被市

中世屋敷 95.<1-95.83点 多官電線市2里蔵文化財調査セ〆ター

。武嗣健市 宮被 火"~阿遭跡J (1木簡研究J18) 199崎年

大 日商遺節 目次) [だいにちみなみ} 多賀被市

中世届鍛 99.11'99.123点 多賀城市j里蔵文化財調査セ y ター

。奇級位 『宮機大目前遺跡J(1木簡研究J22) : 2000年

大吉町 遺跡 {おおふるまち3 伊nms丸 森 町

中世集落 02.6-03.11点 λ滋町教育委員会

。丸袋町教委 宮媛県大 『大吉町遺跡 国道IIJ号緩鎗矢問パイパス工事に伴う発銅潤悲報告. 1J (丸 :20凹年二

何原土木事E売買野 森町文化財調流線告嘗17)

。丸森町教委 宮城県鳥大 『大台町遺跡 丸山械隣 国道 11H号線舘矢問パイパス工事に伴う発短調査線:20例年

何b棋士木事務所 。告書rrJ (丸滋町文化財網資紙管省lB)

。伊藤憎道 「宮被 大吉町遺跡J(1木簡研究J25) :2003年

瑠厳寺境内遺静 {鎗 1回鼠掴)11日、 円福寺遺跡) [ずいがんじ』打、だい〕

中世近世寺院 91.3 . 91. <1 1点 論機寺怖物館

。議厳守情物館 : 1議厳命境内遺跡抹綱調査機姐 {平成J. .年度)J
。新野浩 宮械 円緬争遺跡J"木簡研究J14) 

消 極量寺演向遺跡 (本 調 査)[ずb、がんじりL、だい) 富拙郎怯島町

中世近世寺院 92.6-93. 10 372点瑞厳寺情物館

。続'f-m 宮域省飯令境内;J!'存J(1木簡研究J15) 

舟場遺跡 【ふ'.tll) 志国m<三本 木 町

中世袋容5・屋数 96.4' 96.9 L~ 官級県教脊委且会

0"1，械県教委 『舟場遺跡ほかJ(宮城県文化財調査線告書173)

。吉野武 宮峻 舟場遺跡J(1木簡研究J19) 

-，本柳遺跡((次 )[，・。ぼんやな..l終 遣問郡小牛関町

中世近世集落 95.8-95.12 3点 小牛関町教育委且会

。宮城県教委 : 1-本柳温跡 IJ (宮媛県文化財調査報告書178)

一本柳遺跡 (2次 l[，、つぼんやなぎ]※ 盟国郡小牛関町

中世近世集熔 96.4-96.122点 富減県教育昏且会

。宮峻県教'Ii : 1ー本柳遭跡 IJ (宮媛県文化財調登.5-.178)

一本柳遺跡 (3;主)[いっぼんやなぎ} 遣岡部小牛同町

中盤主集務 97.4-98.1 点 宮揖県教育委員会

。官減県教'Ii : 1一本柳遺跡 rrJ (宮線県文化財調査線告書185)

。菅原弘樹吉野武 宮械 窓柳遺跡I([木簡研究J20) 

ー本 柳遺跡 (4次)μ、勺ぼんやなぎ} 遣凶郡小牛関町

中世集部屋数 98.6-98.12 I点宮減県教育昏且会

。官域県教書 : 1ー本柳遺跡rrJ (宮媛県文化財調査縄告書185)

。菅原弘樹 吉野武 宮嫌 ー本柳遺跡J(1木簡研究J21) 

赤弁 遺跡 〈農業績1事排水に伴う工事立 合 )[あかH 桃生郡矢本町

古代官街 00.5-01.3 1点 矢本町教育委員会

宮城郡伝島町

1993年
1992年

19回年

1997年

1997iJ'-

: 1998年

1998年

2001盗事

1998年

"例年

1999年

。矢本町教袋 : 1赤井遺跡 l 牡鹿畑 邸軍医健定地 県道石巻鹿島台大衡線上区改良工事に伴;2001年

;う発術調査鰍告J(矢本町文化防調査鍋告書14)

。佐硲敏事 宮織赤井遺跡J(1木簡研究J23) : 2001年
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北;毎週.東北

秋田県

秋田城跡 (25次)[あきたじよう } 秋 図 市

古代官簡 78.8-78.1211点 秋図城跡発短調査事務所

。秋開峻跡事務所 : r昭和53年度歓図様跡発掘調査概線』

。秩岡峨跡調査事務所 rIi<岡敏出土文字実科集 ロJ(秩図様跡調査事務所研究紀要2)

o駄図市教委 秩図械跡 『秩図様勝政斤跡』

調査事携所

。小怯E失 : r秋悶 秩悶犠跡J<I木簡研究J，) 

。木簡学会編 : r日本古代木簡選』岩波書腐

。沖索。也 佐雌!重編 : r上代木簡資特集成』おっふう

1979年

1992年

2002年

1979年

1990年

1994年

秋田線跡 (39次)(あきたじよう〕 秩 図 市

古代官筒 81.4-84. 7 6点秋岡峻僻発掘調査事務所

o秋図城跡調修務所 『昭和59年度秩開城跡発織調査慨綴』

。秩図様跡調査事務所 『秋岡犠出土文字資料集 。J(1*闘峨跡調査移務所研究紀要2l

。日野久 「秋図 紋図城跡J(1木簡研究J8)

。木簡学会絹 『日本古代木簡選』岩波書腐

1985年

1992年

1986年

1990年

秋田誠跡 (54次) (あきたじよう ) 秩 悶 市

古代官簡 89.4 -89. 12 296.s 秩回城跡調査事務所

01*悶城跡調査事務所 r秩図様勝 平成元年度秋悶城跡発復調査概綴』

。秩悶峻跡調査事窃所 『秋悶被勝 平成2年度毛穴悶減跡発裾調査概線』

0 11<岡械跡調査移寝所 『秩同様勝一平成3年度秩図蟻跡発鋼綱査院銀』

。秋岡峨跡調査事務所 『秩図様附土文字資料集rrJ (秋岡犠跡調査事務所僻究紀要2l

o秋図市教委 秋悶嫌跡 111<悶械勝政庁跡』

網査事務所

。沖議卓也佐1藤(!編

1990年

1991年

1992年

1992年

2002年

。日野久

『上代木簡資料集成』おうふう

『秋図 11<図披跡J<I木術研究J12) 

『日本古代木簡集成』東京大学凶阪会

年

年

年

捌

削

附

i

l

2
 

o木簡学会編

藩桂明徳瞳跡 (01年度調査) (はんこコめいとくかん) 秩回市

近世武家畳敷 01.6 -01. 11 4点 秋岡市教育委員会

01大岡市教委 r再審俊明徳鮪跡』

o Ot，安武土 秋開 講俊明徳館跡J(1木術研究J25) 

金沢柵跡 {かなざわのさく 〕※ 繊 手 市

中世城西 7I. 8 3点 左大間県教育委員会 横手市教育委員会

。秩図県教書 横手市敏 『昭和46年度金沢橋跡発鋼調査観報J(秋開県文化財調査線告書25)
委 :

2002年

2003年

1972年

手取清水遺跡 {てどりしみず} 繊手市

古代~近世集落 87.4-87.8 7長 秋図県JlI!蔵文化財センター

。秩岡県埋文センター編:I東北償断自動車道秋開線発鋼調査線告書S手取清水遺跡J(秋岡県文化財調 :1990~
秋岡県教袋発行 :査線告書1(0)

。山崎文幸 秋関 手取清水遺跡J<I木簡研究J10) : 1988年

十二位B遺跡 {じゅうにしよヲ〕 横 手 市

古代生産適時、年代性絡不詳遺構 98.5-98.102点 秩岡県温蔵文化財センター

。秩岡県埋文セ〆タ 『秩図県埋蔵文化財センタ一年領げ平成10年度J : 1999年

。秋岡県糧文センター編 r+二段B遺跡 県嘗ほ場権機事業(金沢地区}に係る埋蔵文化財発姻調査報 2000年

秋岡県教袋発行 告書J(秩図県文化財調査報告書304)

。高犠学 f歓図 十二位8遺跡J(1木簡研究J24) :2002年

本荘緩跡 (3次)(ほんじようじよう } 本荘市

近世瞳館 01.10 -01. 12 39点以上本荘市教育委員会

。長谷川潤紋図本荘場跡J(I木簡研究J24) 年同
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校図WI

小 谷地温陣 にやら〕泌 男 鹿 市

古代集結発樋年月不詳 2怠獄図県教育書R会

。秋開県教喬 : r脇本坦設家康第.'"調査概観J(秩悶県文化附鋼直線er.s) ;19同年

。街良修介 隻働側 : r'*悶県の考古伊』古川弘文m :1967年

理遭陣 {いかり)※ 大 幽 市

古代官惰ヵ 1914・i5年 2点 高階六郎左衛門氏による録集

。高橋健拾 藤木星，.上"幽土状況鰻告書l、8J<r紋図民OIJ1974年7月27白、8月四日) : 1974年

。新野直宙 船木義勝 : r払図慢の切究』文紙出版 >9"年

胡桃館遺跡 11次) (2次 )1くるみだて]※ 北秋悶即鷹巣町

古代集落寺院 67.7-67. 8， 68.8 2点秋釘県教育委員会 膚巣町教育委員会

。'*図県教'" : r繍幌館糧法縫物発値調査概観J(秩図県文化附関査線告書14) : 19鴎年

。'*関県教'" : r納使館埋没趨物第2次努姻調釜既"-，*岡県鷹巣町所在J(紋図県文化財閥:1969年

査報告書>9)

。依岡県教'" : r朗桃館温設建物第""発姻間道線告書J(歓凶県文化財調査線告書22) : 1970年
01/<図県立情物館 『欧関県立問物館~，ースJ : 1994.年

鐙若台遭陣 {ほんにゃだい] 山志郎智正町

中世集落 甚犠・生君主治 98.11‘ 99.5-99.10，00.4 2点 秋図県埋蔵文化財センター

0，*阿保岨文センター編:1盤若台遺，，--般国道7号毒事丘能代道路悠般に係る糧蔵文化財発槻調査線告:2凹 l年

秩図県教書発行 : a8J (秩悶県文化財調査領告.319)

。"関川浩 ''*悶 撞着省遺跡J(1木簡研究J ~) : W~年

Jt遺障 【き た] 南秋岡部玉域同町

中世銀i'!' 遺物散布地 99.5 . 99.8 1点 秋岡県埋蔵文化財センター

。秋関以纏文センタ ー : 1依岡県哩蔵文化財センター年微"平成"年度J : 1999年
。紋図県膚文センター繍:r~t遺跡一日本海治鯵東北自動取道建盆事業に係る埋蔵文化財発組調査線告書 2001年
教関県敬司書発行 ;6J (秩図県文化財調査報告書315)

。加磁竜 北遺跡J(r水餅研究J24) : 2002年

洲崎遺跡 {すぎき] 南11<閃都弁川町

中世集結 98.5・98.10 12点 秋図保温蔵文化財センター

。依岡県埋文センター : r秋開県埋磁文化財センタ}年線"平成"年度J :19悼年

。紋岡県漫文センタ-111，: r測崎遺跡J(験回線文化財田進保管嘗3田 :20ω年

紋随県教義発行 j 
。ェ頑直子 秋開 洲崎追跡J1I木簡研究J21) : 1999!F 
o工藤匹子 衝橋学 歓図 洲崎遺跡(第二一号) 釈文の訂正と迎加J<1木簡研究J22) : 2000年

払田柵跡 {ほったのさ <J 仙北部仙北町 千畑町

古代官簡 1930年 2.r::r藤井東 上回三平氏による揺集

。秋岡県教信払図柵跡事:11ム岡崎跡第49-2-3 日 54次発娘調査慨要一払闘柵跡調査事務所年線l則 J: 1984年

務所編、依岡県教委発行秋図県文化財調査報告昏113)

。依岡県教委払回帰跡事:r払図栂跡 lーー政庁跡J(依岡県文化財調査線告書122) ;1985年

務所嗣 1/<悶県敏袋発行:

0 1/<岡県敏'"払関惜跡事:r払図栂電車第60-64*Jl短調査概要 払図帰跡調牽事務所隼*-1985J(歓図:1985年
務所編 '*回県教'"発行:保文化財調査線告書139)

。平川南 東北地方闘士の木簡ー払悶情跡 胆沢被僻ーJ(奈文研 『第3回木簡研究集:1978年

j会配録j)
歓図 払悶情J(1木簡研究J.) 
東北他方幽土の木簡についてJ(r木簡研究Jn

o木簡学会筒 :r臼本古代木簡遵』岩該，.盾

。新'fiA.宙 船木健勝 : r払図帽の研究』文猷出版

。策原永i!!男 写
年
信
平
年

乃

mm
抑

制

9

9

9

9

 

。平川南

払田柵跡 [ほったのさく] 仙北郡仙北町 千 四町

古代官補 72.10 I点表面毘取

。依岡県教書払図情跡事:r払闘柵勝第49-2.....3.53.54次提短調査阪要一払闘構跡調盗事携所年領同3J: 19例年

務所繍 依岡県教委発行依岡県文化附調査線告書lJ3) 

o t大関県教笹払図柵跡事:r払伺柵跡 l 政庁跡J<秩関県文化財調査....嘗122) : 1985竿

務所繍.紋閥県敬司書受行;
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北海温 ・東北

。依岡県教委払国縄跡本:11ム図柵跡第60-64次発掘調査慨要一払悶栂跡調奪事務所年報198511(秋悶 1985年

務所絹 秋岡県教委発行 1県文化財調査報告書139)

。森文研 『第l回木簡研究集会記録J{各遺跡尚之の木簡(追加)の項:1976il昇

。平川南 『東北泡方出1の木簡 払悶傷跡 陀沢嫌跡 J (条文研 『第3臼木簡研究集 1979年

。栄原永遠男

。平川南

。新野直吉船木後勝

j会記録J)

r"図弘岡崎l仰木簡研究JII 
: r東北地方出土の木簡についてJ{I木簡僻究11) 

: r払関慢の研究』文猷出版

弘囲網跡 (J"')[ほったのさく 〕※ 仙北郡仙北町 千姻町

古代官補 75.10 -75. 12 3.e: 秋図県教脊委員会払図価跡調査事務所

1979年

1979年

199唱年

。歓関県教委fム岡崎跡事:r払関燭勝昭和50年度発鍛調査概要一払悶情跡調査事務所年線1975J(秩図:1976年

務所綱、秩関県教袋発行(県文化財調査線告書40)

。番大岡県教'"払閃情跡事 『弘関陣跡 1一政庁跡J(秋図県文化財閥査線告'lIJl22) : 1985年

慈所編 秋図県教委発行

。奈文研 : I第1回木簡研究集会'"録J{各遺跡出土の木簡(迫加)の項:1976年

。平川市 f東北泊方自土の木簡 払間嶋跡 胆沢嫌跡 1 (奈文研 『第3白木簡研究集:1979年

j会官E銑j)

。新野直官。船木綾勝 十『払阿俸の研究』文献出版 : 19ゆ0年

?ム回柵跡 110次 )1ほったのさ<)※ 仙北櫛仙北町 千畑町

古代官街 76.10-76.123点 秩図県教育書且会払図柵跡調査事務所

。秋岡県教委払 III柵跡事:r払図綱跡第9. IOlk発楓調査観要 払岡崎跡調査事務所年鰻 197611(秋岡県 1977年

務所同秩国県教委発行(文化財閥査報告書44)

。秩悶県教委払図柵跡事:r払附柵跡 I 政庁跡J{秩岡県文化財調査線告書l目 :1985年

窃所縦 秩国県教委発行:

。平川南 f東北地方出土の木簡 ?ム図柵跡 胆沢減勝一 1(英詩文研 『第3回木簡研究集 1979年

i会記録J)
。新!lfiCi吉船木縫勝 : I払闘悔の研究』文鰍出版 1990年

仏国柵跡(30次)1ほったのさ<) 仙北郡仙北町 千畑町

古代官補 79.4 -79.12 点 秩岡県教育委員会払図柵肺開査事務所

。秩凶県教書払悶帰跡事 『払悶柵勝第23-30次発栂調査概要 払悶柵跡調査事務所年報1979J(歓関;1980年

務所術 核岡県教委宛行県文化財調葱級告書75) 1980年

0"図県教委払図柵跡事 『払凶柵跡 i一政庁跡1(駄図県文化財調登録告禽 122) : 1985年

滋所編秋図県教察発行 : 

。歓図県教委払図情跡事:rtム国情勝第60......64次発姻調査慨要 払岡傷跡調査本綾所年報198511(歓図:1985年

務所編 秋岡県教餐宛行川文化財閥支報告書139)

。船木義勝 『秩悶 払闘柵跡J{r木簡研究J2} :1980年

。新野直吉 船木健勝 『弘聞慣の研究』文献出版 : 1990年

払田柵跡 (ホイド清水)1ほったのさく〕※ 仙北部仙北町 千畑町

古代官街 80. 12 1点 富樫泰時氏による表面録集

。歓図県教倭払回帰跡事:r払岡柵跡第49-2......3 臼 54次発姻調査慨要払悶価跡鯛査事務所等級l剛 J: 1984年

務所編 秋開県教委発行秩悶県文化財調査線密~113)

。秩岡県教倭払悶傷跡事:r払闘柵跡 i 政庁跡J'"悶県文化財調査線告書122) : 1985年
務所縮、秋図県教書発行:

。"図県教委払倒帰跡事:r払図骨奇跡第60-64次発鼠調査概要一払図情跡調査事務所年線198511(bI::図 :1985年

務所編 秋図県敏袋発行:県文化財調査報告書139)

。新野直吉 船木録勝 : r払岡柵の研究』文献出版 : 19ゆ0"，

仏国柵跡 149-2.49-3次 )1ほったのさく〕 仙北郡仙北町 千畑町

古代官間 83.4 -83.5、83.10-83.11 2点 秋図県教育委且会払凶柵肺調査事務所

。依岡県教委払図冊跡事:r払関情勝第49-2-3 . 53 . 54故発線網葦続要一払悶情跡調査事務所年線1983J: 1984年

務所同秩悶県教香発行秋岡県文化財別査報告書113)

。秩図県教司書払図柵跡事:r払圏構跡 I 政庁跡1{依岡県文化財閥査報告書1担 :1同 5年

務所編、供闘県教委発行:

。秩図県教倭仏関崎跡事:，仏関帰跡第帥-64次提御調査概要 払国情跡調査事務所年線1985..1(秩聞 l四時

務所箱、秩閤県教書発行:県文化財閥査線告'11139)

。船木義勝 l[i<凶 払図柵跡J1I木簡"究J5) :1983年

20-



歓図'"

。新野直吉船木1<1'" : 1払関惜の研究』文‘提出版 1990lf 

払図繍跡 (55次)(ほったのさ<J fI[J~t郎仙北町 千畑町

古代官術 84.4 -84. 8 5点 秋 m県教育委員会払回附跡調査本務所

。秋凶県¥1防省長払関柵跡事:1弘悶柵跡第55-59次調査概要一払国拘置跡調査移務所年線L98d (秋岡県文:1985年

務所領、依岡県教委発行;化財調査線告書121)

。依岡県敏径仏関柵跡事 『払悶.跡 1一政庁跡J(秩回線文化財潤査線告嘗122) : 19同年

務所樹 '*図県教委発行

0，*図明快敏司書弘図柵跡事:1払関崎勝第帥-64l!::.発掘測を概要 弘図憎跡.."事鷲所年to1985J(秋岡 198陪年

務所側、'*悶県教司書発行。織文化財閥査fi~.lJ9)

。船木義勝 駄悶 払図柵勝1(1木簡研究J7) ;1985年

。"'If班省 鈴木舞勝 『払悶惜の研究』文総出版 1990年

仏悶柵跡 (65次 )(ほったのさり 仙北邸仙北町千畑町

古代官筒 86. '1・86.9 4 .~， 秋悶県教育庁払田柵僻調査事務所

。秋111県教育庁fム関崎勝:1払図柵跡第師、67次発楓調査慨要一払関栂勝側査事務所年鍬1986J(秩ID;l叫7年

疹修所綱、駄図県教書提j県文化財調査縄告書154)

行

。船木健勝 ''*図 払悶柵跡J(1木簡研究J9) :19~年

。続野砥宙 船木縫勝 : 1払図柵の研究』文猷凶版 : 19抑年

弘図繍跡 (94次 )(ほったのさく 】 仙北総仙北町 。千畑町

古代箇間 93." -93. 7 l.e 秩図県教育庁払閏柵跡調査事務所

。駄凶県教育庁弘図柵跡:1弘悶拘置跡第判次、第91lXPI釜慨婆ー払岡橋跡調査事携所年鰻1993J(f*ID;19制等

調査事務所儒 験問県教j録文化財調資線..""印)

委発行 j 
。秋岡県教育庁払悶傷跡:r弘悶帰属高n一区画総段ーJ('*悶県文化財綱竃緩慢隆司r289) : 1999年

調資事蔵所縦 依悶県歓;

司書発行

。児玉噂 ''*凶 弘岡崎跡J(1木簡研究J16) :199~ "Jõ 

払図繍跡 (107次 )(ほったのさく】 仙北郡仙北町 ・千畑町

古代官術 96.4 -96. 7 49点 秩岡県教育庁払凶憾肺調査事務所

。依岡県教育斤払悶情跡:1弘図柵勝第107次-¥09次調査概要一弘関階跡調査事務所等級1996J(秋岡 1997年

調盗事携所側 核開県教j県文化財調査銀管.269)

委発行 ! 
o.大岡県教育庁払図柵跡:r弘関柵跡u一区画峰設1(秋凶県文化財繍交線缶百時2帥:1999俸

調査専務所編、'*図県敏:

司書発行

。児玉箪 r教関 仏関慢跡J(1木術研究J19) 

。木簡学会編 。『日本古代木簡集成』東京大学凶阪会

弘囲網師(111次 ) (ほったのさく〕 仙北郡仙北町 千畑町

古代官簡 97.6-97.7 1点 秋岡県教育庁払図柵跡調査事務所

1997年

2003年

。歓関県敏育庁払悶情跡:1払悶傷跡第l1ollc-第!12lX調査観要一払関傷跡鋼査事穆所年繰1997J(歓 1凹 8等

調査事慾所繍 紋岡県敏j闘胤文化財調査線告書2剖}

委発行 i 
。秋開県教育'r払間情跡:r払悶禍跡 11一区画面施股J(駄岡県文化財調査報告'lI"289) : 19四寧

調憲司修協所鋼、'*周県敏j
司書受行

。児玉穆 ''*図 仏関情跡J(1木簡研究J20) : 1998年

払囲網 跡(112次 )(ほったのさく ] 仙北節仙北町 千畑町

古代官簡 97.8-97.10 7点 秋悶県教育庁払悶価跡調査事務所

0 ，*闘胤教育庁払関崎跡:1弘図樋跡節110lk-第112lX調査概要一払関帰属停綱査事政所年報1997J(t'i:!199S年

開査事務所編 依岡県敏j問県文化財調牽報告書2田}

委発行 j 
o歓図損保教育庁払図情跡 『払悶倫跡E一区画範信J(依岡県文化財調査~5.2澗: 1999年

調査移窃所繍 t大岡県教 l

3量発行
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北海選東北

。児司臣賞担 r"図 払岡崎.跡J(1木簡研究J20) 

厨 川谷地遺跡 ((りやがわやち〕業 仙北部千畑町

年代性絡不僻 01. 5 -01. 11 点 秩岡県教育庁払悶価跡醐査事務所

文鰍なし}

観音寺周隆寺師 {かんのんじ'"、じ〕 平鹿CII大緑町
中世近住寺院 99.5-99. 11 4点 秩図県埋蔵文化財センター

: 1998年

。"岡県岨文セJ ター緑、:1健審寺廃寺跡 土他改良総合鐙備事業{探念生"'...製)に係る哩蔵文化財 :2帥 l年

秋岡県敏書発行 j発姻間資銀告書J(歓悶県文化財調査線傍讐321)

。五十嵐ー治 r"悶 観音寺廃寺跡J(1訓示簡研究J24) : 2002年
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教団保山形県

山 形県

今塚遺跡 [，、まづか〕 山形市

古代集落 93.5-93.11 3点 山形県j里蔵文化財センター

。山形県哩文センター : 1今縁遺跡提銅剣査線告J，山彪胤埋蔵文化倒セ ンタ-11査線告書7) : 1994年

。山形県の古代文字資料 :1山形県内出土古代文字資料集成J :[998年
を脅える会 ! 

。須賀井続人 山形 今塚i虚跡J'1木簡研究J16) : 1帥4年

山形機跡 [やまがたじよ う] 山形市

近世雄朝 99.7・99.11 1点 山形市教育書員会

。五十嵐貴久 山形 山形峻跡J'1木簡研究J23) : 2001年

石田温陣 [， 'しだ} 山形市

古代集落 00.4-00.8 J.~ 山形県湿蔵文化財センター

。吉悶江美子 山口博之山形石岡遺跡J<I木簡研究J23) ;2凹1年

笹原遭跡 【さtきはら} 米 沢 市

古川句集簿 81.7-81.10 3点 まんぎり会

。まんぎり会 『笹原遺跡発鍋関査線告書J，米沢市埋蔵文化財m資銀街.7) ;1981年

。山形県の古代文字資料 r山形県内出土古代文字資料集~J ;1"唱年
を考える会 : 

。手 塚 . .山形 笹原遺跡J(f木簡研究』ω : 1982年

大浦c遺跡 {おおうら〕 米 沢 市

古代集活 84.6-84. 7 I点 米 沢 市教育委員会

o米沢市教書 『大浦 大浦 AiI易体 大浦C遺跡発姻調査線告書J，米沢市甥蔵文化似調査篭観;1987年

告書18)

。山形県の古代文字資，， :1山路県内山土Iii代文字資"集峨J :1998年

を舞える会

。菊川車散'" 『山形大柿遭跡J'1木簡研究17)

古車図東遺跡 [99年度調査)[ふるしだひが し〕※ 米沢市

古代!!f館ヵ 99. <1 -99. 8 61点 米沢市教育書員会

i同5年

。米沢市教書 : 1盲老関東遺跡ー林泉寺住宅団悔造成予定組内埋蔵文化防調宏保管嘗』ほ択 2帥 l年

:時f甥麗文化財調査報告書7"
馳上遺跡 {はせがみ】 米沢市

古代集落 00.5-00.10 I点 山形県坦蔵文化財 セ y ター

。山形県埋文センター : 1馳上遺跡発掴調査線告書J，山形県埋蔵文化財セ〆タ 調査."1・101) :2凹 2年
。須賀井新人 山形 馳土遺跡J(f木簡研究J23) :2001年

渋江遺跡 (4次 ) [しぶえ]※ 米沢市

近世近代墓地 01. 4 • 02. 3 6点 山形県埠蔵文化財センター

。山形県哩文センター : 1自慢江遺 跡 第.'"史観調査線".J[山形県頃磁文化附センター周惹線告書 20田年

: 106) 

後四遺跡(1次) (旧.月配遺跡)[う しろだ】 鶴岡市

中世近世流路 89.9 3点 山形操教育委員会

。山形県埋文セ〆ター 『大道下 月記 大草遺跡発姻調査線告書J，山形県哩磁文化財調査.~. : 1990年

153) 

。野尻侃 f山形後悶 {旧月12)遺跡j 仰木簡研究J2J} : 1999年

後図遺跡 [2次 )[うしろだ〕 剖 岡 市

中盤集落 94.5-94.923点 山形県埋蔵文化財センター

。山形県担文センタ - : 1復関遺跡 大道下遺跡第2M'緬調査縛i!rSJ<山形県岨蔵文化防センター:1997年

j調査組告書49)

。丸山晶子 山形 後関車跡J'1木簡研究J19) : 1997年
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北海道・東北

山図遺蹄 (97年度調査) (ゃまだ] 鶴 岡市

古代同道 97.4-97.122点 画同市教育委員会

。鶴陶市教'l> : 1市内辺監跡分布調査...富山岡遺跡 平成8.9年度発鰻調奄既報J，山形県徳 l四 8年

;岡市埋蔵文化財調査報告・8)

。舗岡市教書 『市内遺跡分布調査領告書山図遺..平成同年度宛姻調査既報J，山形県飽岡山田年

市痩健文化'1調査線告書9l

。鶴岡市敬司書 『山岡遺跡発砲調査報告書打、 K'Ml区リ{山形県鶴岡市糧磁文化財鋼査:2003年

。.nu皇 陵悶亜紀子

。木簡学会繍

.，""*'21) 

『山形。山関遺跡J'1木簡研究J20) 

: 1日本古代木簡集成』東京大学幽販会

山図遺跡 (99年 度 胴 査) [ゃまだ〕 鶴 岡市

古代集落 99. 5・99.12 1点 山形県埋蔵文化財センター

: 1998年

:2沼田年

。山形県甥文センター : 1山岡遺跡受栂謂査線情書J，山形県埋蔵文化財センター調査鰍告書的} 四 OL年
。須側弁新人 山形 山随遺跡J!I木簡研究J22) :2000年

圃 ヶ岡滅跡(1次)(つるがおかじよう 〕※ 鶴岡市

近世集落 99.7 -00.12 6l芝 山形県埋蔵文化財fセンター

。山形県岨友センタ - : 1鍋ヶ織跡発偲調査線告J，山形胤糧蔵文化財センター側交線告書凹 ;2叩 2年

副 ヶ間報陣 (2次 )(つるがおかじよう)※ 鶴岡市

近世集稽 00.4-00.11 2点 山形県埋蔵文化財センター

。山形県漫文センター : 1鶴今嫌跡発抱調査線告J(山形県埋健文化財センター調査線告書悼 :2凹2年

圃ヶ岡揖跡 {二回丸爾辺地点) (99年度調査)(つるがおかじよう }終 鶴岡市

近世銀孫娘館 99.8'99.11 3怠鶴l両市教育書員会

。重奏両市教'l> : 1鶴ヶ域発短調査線告喬 ニノ丸jfi辺地点J(山形県・剛市哩磁文化財調資銀 2帥 l勾三

:慢を;114)

報舗網遭跡(16次 )(きのわのさく ] 酒図市

古代官簡 76.9-77.34転酒岡市教育委員会

。酒図持1敏勢 : 1史跡城鎗柵跡昭利51年度発鋼調査既製』

。小野忍 山形峻鎗栂遺跡J'1木簡研究Jil 
。平川南 f東北崎方出土の木簡についてJ(1ホ術研究Jil 

明成寺遺跡 {みょうじようじ} 酒 関 市

年代不悼集孫 79.6. 79. 7 4点 山形県教脊倭員会

: 1977年
1979年

1979年

。山形川敏'l> : 1若主守遺跡 明成寺遺跡 三回遺跡指組関夜鰍告書J，山形県膿磁文化財調 1980年

j査報告書32)

。佐磁庄一 山形 明成寺遺跡J(1木簡研究J4) :1982年

安岡遺跡 [やすだ] 酒 田 市

<1'世集落 81.6-81. 7 2点 山形県教育委員会

。山形県故笹 : 1安閑遺跡発鋼調査線告削{山形県岨厳文化附調査保管嘗56) ; I問2年

。佐様庄ー 山形安悶遺跡J'1木簡研究J4) :1982年

紡資渡遺陣 (Iこいあおど} 酒 関 市

古代集落 83.7守 83.9 1点 山形県教育委員会

。山形県教'l> : 1続膏極度遺跡第""発姐調査報告書J(山形県哩磁文化財鱒査鍋告書79) : 1984年
。安節炎 ".形 新野量産遺跡J'1木簡研究J9) :1987年

金石 E過酷 {おいし〕 酒 凶 市

中世銀格 85.7-85.9 1点 山形県教育委員会

。山形県教'l> : 1金石E遺跡発錨調査線告書 (2)J(山形県哩緑文化財調査報告嘗開:1986年

。山形県教'l> : 1生石n遺跡発縮調査線告書 (3)J(山形県岨磁文化財副賞鰍告書117) : 1四 7字

。山形県の古代文字資料:1山形県内削土古代文字資特集成J : 1同8年
を勾える会 : 

o安部実 山形 生石2遺跡J!I木簡研究J9) :1987年
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山形県

手蔵田10過酷 【て〈らだ】※ 楢岡市

古代集落田ト 88.8 1点 山形県教育委員会

。山形県教委 : 1手厳鴎10'II遺跡発協調査線告書J(山形県哩属文化財調査報告書124) : 1拍 8年

。山形県の古代文字資料 『山/(j以内出土古代文字資料集成J : 1998年

を得える会

縄野田遺陣 (88年度調査)1<まのだ} 酒岡市

古代集落 88.7-88.8 I点 山形県教育委員会

。山形県教委 『熊野関遺跡第，"'..鋸周査線告書J(山形県埋蔵文化財調変・."・146) ; 1987年
。山形県の古代文字資特 『山形県内出土古代文字資料集成J :1998年

金考える会

。"尻侃 山形熊野阿追跡J(1木簡研究J11) :1989年

亀ケ崎城跡 13次) (かめがさきじよう ] 禰 図 市

近世減館 94.6-94. S 1 点 山形県埋蔵文化財センター

。山形県埋支セ〆ター 『亀ヶ崎城跡第''''発縮調査線"1膨J1山形燃均厳文化財センター別査線告書:1995年
28) 

。小関奥司 r 111形 亀ケ崎域跡J11木簡僻究J19) : 1997年

三条遺跡 13次}【さんじよう} 寒河江市
古代集ii'・同道 96.4' 96.11 I点 山形県埋蔵文化財センター

。山形県明文センター 『三条遺跡第， . ，次第息調査鍬告曾J1山形県鹿蔵文化財センター調査.5:四例年

~93) 

o水戸弘典 『山形 三条遺跡J1[木簡研究J20) :1998年

道伝遺跡 (1次) (どうでん] 東世臨郎川衡町

古代官簡 79.6 -79. 8 5 1.~ 川 西 町教 育 委員会

。川商町教委 rii!:伝遺跡発紙調査報告書山形県川商町J1川西町虚磁文化財調査~1!r:12) : ¥981年
。川西町教委 『遺伝遺跡発雛調査鰻告書 置附廊術指定泡J1川西町埋版文化財調査線告書 1984年

8) 

。山形織の古代文字資科 『山形県内幽土古代文字資料集成J :1998年

を考える会

。畿関樹立平川南

。木簡学会編

『山路遺伝遺跡J11木簡研究』の

『日本古代木簡遺』泊厳司盤唐

遭伝遺跡 (2次) (どうでん] 東鑑臨郎川西町

古代官筒 81.6 -81. 11 枝 川西町教育委員会

: 1980年

: 1990年

。川商町教委 : 1道伝温勝第2飲撮要遺跡纏協調査慨銀』υ"商町埋属文化財調査銀管制:1982年

。川西町教委 1.盆伝遺跡発鋼調査報告書 慣服飾惰指定地J(HI西町理厳文化財調査報告書:1981年
:8) 

。山形県の古代文字資斜:1山形燃内出土台代文字資持集成』

~，号える会

。6盛岡羽町立
。木簡学会III

「山形 ;a伝遺跡J11木簡研究J，) 

r日本古代氷備選』岩波書底

事形遺跡 {ひらか たJl!関川郡蝉島町

古代Jll怒 77. 4 -77. 10 1.#， 山形県教育書員会

1998年

: ¥982年

:1円。年

。山形県教委 p字形遺跡 周辺湿跡発綱縄査機管"11山形県極超文化財調査線告書26} : 1980年

。庖形輿興 『山形 平形遺跡J11木簡研究J1) :1979年

。平川棚 f東北地方出土の木簡についてJ 11木簡研究J1) :1979年

大福遺跡 (1次 )1おおだて] 曲海部遊佐町

中世織館 87.4-87.8 7点 山形県教育委員会

。山形県教笹 : 1大槻遺跡J1山形県埋蔵文化財調査鰻告書121) : 1988年

。伊隊純弘 山形 大幅遺跡J1[木簡研究JIO) :1988年

大橋遺跡 12次 ) (おおだて] 曲海郎遊佐町

中世械館 88.5+88.9 Uま 山形県教育委員会

。山形県教'" : 1大繍遺跡第''''発銀調室組告嘗J1山形県岨蔵文化財調査線告富山39) :1989年

。伊雌月号L 山 形 大楯遺跡Jlr木簡研究J19) : 1997年
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大即遺跡 c2l欠)(おおっぽ] 胞海郡遊佐町

古代集落 94. " ~ 95. 3 I.s 山形県湿蔵文化財センター

。山形県埋文センター : r大坪遺跡第""発協調査線告禽!(山形県埋蔵文化財センター探査線告書23)

。山形県の古代文字資料 :r山形県内幽土古代文字資特集成』

を考える会

。斎藤俊ー f山形 大坪遺跡J(1木簡研究J17) 

上高田遺跡 (2次 )(かみたかだ〕 曲海部遊佐町

古代集落 阿川 96.5-96.9 10点 山舟県湿歳文化財センター

1995年

: 1同時

1995年

。山形県狸文センター : I上高岡遺跡第2. 3次発磁調査報管審J(山形県埋蔵文化財センター繍査線:1998年

:告書51)
。斎藤健 『山形 上高図遺跡J(1木簡研究J19) : 1997年

上高田遺蹄 (3次 )(かみたかだ〕 曲海君事遊佐町

中世集稽・河道 97.5-97.712点 山形県塩蔵文化財センター

。山形県趨文センター : r上高岡遺跡第2. 3次発御調査報告審1(山形県埋蔵文化財センタ ー調査線:1998年

i告書51)
0斎藤健 山形上高図遺跡J ([木簡研究l~_年

宮ノ下遺跡 {みやのした〕 飽海郡遊佐町

古代集落 95.5-95.9 1点 山形県埋蔵文化財センタ

。山形県埋文セ〆ター 『宮ノ下遺跡発綴調査線告書J(山形県埋蔵文化財センター調査線告書32) : 1996年

o斎雄俊一 山形 宮ノ下遺跡J(f木簡研究J19) : 1997年

堂 由前遺跡 (9次 )(どうのまえ} 飽海郡八幡町

古代寺院ヵ 78.8 -78.9 3点 山形県教育書員会

。山形県教委 : 1堂の前車勝昭和田 54年度調査路鍬1(山形県埋蔵文化財調査報告書30) ; 1問。年

。山形県の古代文字資料:r山形県内出土古代文字資料集成J : 1同8停

を考える会 [ 

。尾形輿興 山形 蛍の附遺跡J(1木術研究J1) : 1979年

o平川南 東北地方出土の木簡について J <I木簡研究~ 1) : 1979~ 

俵田遭陣 (2次)(たわらだ】 曲梅郡八幡町

古代集落 83.4'83.6 1点 山形県教育委員会

o山形県教委 :[(夜間遺跡第2次発銀調査線告書J(山形県橿磁文化財調査線告書77) ;1984年

。佐裕度 山形依岡遺跡J<I木簡研究Js) :1986年
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山形県福.県

福島県

線図匝跡 (95年度調査)(かまたたて】諜 福島市

中世娘館 95.9-95.12 3県 福島市教育委且会 福島市復興公社

。福島市教書 編島市 『線図館跡J(福島市埋蔵文化財閥董報告書90) 1996年

門図条里制跡 (89年度 調 査)[むんでんじよ うりせい} 会1.若伝市

古代粂且 89.6-89.121点 会樟若松市教育昏員会

。会，.箸伝市教窪田会 f門個条恩制跡'"姻関査線告書一中小荷川改良工事{湯川筋 交川町11)に伴:1四O年

海着陸建飯事修所発行 う訟銅鐸変J
。平野孝信 福島 門関条皇制勝J(1木簡僻究J12) : 1990竿

門図条里制陣 (92年度調査)[もんでんじようりせい]※ 会薄着11市
古ft条里 92.4-92.12 1点 会浄若絵市教脊書員会

。会津若を公市敏司書舗 会 [門開条盟制跡発鈍調査線告"'1Vー剣道会梅若鈴裏鯵悌線緊急噌方道路整備~:1994年
津若低建寂事務所発行 1焔調査J[会"若'"市文化財調査線告書35)

矢玉過酷 [や~*) 会II!若伝市

古代集落 92.7-93.1、94.8-94.12 15点 会 11<若11市教育委員会

。会樟若伝市敏OI :1若'"北栂地区県営ほ鎗整備事業発慰問査際線問 (平成6年度} トクセンド 1995年

(ウ遺跡直木流A遺跡 西木涜 8遺跡 矢玉遺跡J[会梅若伝市文化財調査告

:書43)

。会埠若鈴市教書 : r若台北部地区民民営ほ場型整備事業発姻調査概線1V(平成7年度)ー木流遺跡 1996年

:1宮木流遺跡 調区高久遺跡 付 矢玄遺跡出土木簡解鋭J(会橡箸伝市文化財調

:査縄5.46)
。会津若倹市敬愛 :1矢玉遺跡ー若怯4ヒ郎絶区県営lま語種値更御調査.5.IJ(会稼若'"市文化 1999寧

財調査報告調書61)

。会機着陸市教魯縮 会:r若伝北部地区県営ほ渇型車偏発姻調査線告書 自J(金格宥伝市文化財調査..，母;2000年

雄箸伝市教魯 禍島県会)嘗66)

海礎体事務所発行 ( 

『福島 矢玉遺跡J[[木簡研究J17) 。石岡明失

。石岡明夫

。木簡学会鱒

編島 矢玉酒量跡 {第 七号) 釈文の訂正と追加J(1木簡窃究J22) 

: 1岡本古代木簡集成』東京大学出版会

安子豊島減陣 {あこがしまじよう/.11山市

中世娘師 92.5 -93. 2 5 .~ま m山市教育委員会 郎山市埋蔵文化財発拙調査事衆国

o郎山市敏賓 m山市纏:r安子島峻跡ー宏子島組区土地改良関連発鍋調査線5114J
文発砲調査事業団 i 
o郁山市敬愛 飾山刊行埋:1郁山の壇雌文化財ふるさと歴史展安情野のパイオエアたも』

文宛綱調奪事集団

。高縄問志 r福島 宏子島根跡J(f木簡明究J16) 

商A遺跡 [みなみ] 郁 山 市

19明年

2000if. 
20回年

1993年

19四年

。l帥4年

中世田;師 92.6-93.10 納100根 君事山市教脊委員会 郡山市塩蔵文化財発俗調査事業団

""山市漫文姥焔国査事:r郡山埋文ニョースJ84 :1994年

集団 : 

。押山lt三 位雇憂慮傘 福島 南A遺跡J[1木簡研究J16) : 1994年

荒井描田遺障(13次) [あらいねこた} 郁山市

中世居館 99.4-00.3 50東 郡山市教育委員会 郡山市埋蔵文化酎発御調査事業団

o郡山市坦文発姻調査事:1郡山岨文=ユースJ1日 :2同時

集団 i 
。郡山市頃文発制調査事:r郡山南拠点土旭区画面型監理事業関連策弁猫闘遺跡 [n 皿 W区) 第12' : 2凹1年

集団編廊山市敏OI"行 :1 3lk~衝四査線告』
""山市哩文集細調査本 『策弁箪悶遺跡 (rr-m-!V区}付図 第12-13次発姻調査縄各J :2001年

集団信 "山市敏OI"行
。高図勝 f趨畠 荒井櫛図遺跡J([木簡研究J22) :2000年

。仰山雄三 「福島 荒井縮図遺跡{第二二号} 釈文の訂正と追加J[[木簡研究J23) :2001ii手
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北海遭 東北

荒弁描図遺跡 (14次)[あらいねこた} 郡山術

中世滅菌 00.11-01.3 13点 郡山市教育書員会 ー郡山市哩局長文化財発鍵調査事業団

。院山市岨文発組問資事 『郡山南健点土地区画撃坦事業関連荒井鎗図遺跡[II区} 第l哨発捌調査:2002年

集団砲、榔山市教委発行緩衝J
。押山雄三 I福島 東弁錨悶遺跡J(1木簡術究J23) :2001年

荒弁翁田遺跡(IS次)[あらいねこた]来 郡山市

中世械酎 01.5-02.3 6.~京 都山市教育~且会 郁山市湿版文化財発協調査事集団

。m山市坦文発鋼調査事:1"山[何処点土地区画報担盟事鍵関連荒弁掲岡遺跡 (11区}ー第15'"発地調査，2003年

集団絹 仰山市教委提行 :59.iJ

荒 田目 粂里制適格 {あっためじよう旬せいいニ引 いわき市

古代官補・水凶 89.5 -90.10 1点 いわき布教育文化事業団

。いわき布教育文化事業:r荒"1日条盤制遭情 砂畑;r.停古代飽突困1$敏郎官術関連透跡の調査ーー般 2002年
図筒、いわき市教司書発行国道6;予常鱈ハイパス遺跡発制簡変緩告(第l分冊) (鱗2分冊) (第3分間) (第

;4分冊)J(いわき市糧麗文化財閥査線告84)

。樫村友雄 福島 驚聞 B条皇制遺憾j 仰木簡研究J13) : 19例年

荒図自条里制適摘。砂姻遭陣 [あっためじようりせいいこう す伝はた) ， 、わき市

中世集務 89.5-90. 11 10点 いわき市教育文化事業団

。いわき市敏育文化事業:1荒図目粂奥鮒温情 砂畑遺跡古代陸奥留信城郡官術悶速遺跡の調査一ー般[回同年

団稲 いわき市教書発行 j国道時常鯵バイパス遭跡発制調査機告(第l分冊) (第2分冊) (第3分冊) (第j
:1分冊)J (いわき市塑蔵文化'1調査報告841

。緒符みら平 福島 策関目粂里制遺構 砂畑遭跡J(1木簡研究J24l :2002年

荒田目条里遺跡 {あっためじよう引 いわき市

古代阿川 祭jE 93.3-93.7 3<1車いわき市教育文化事業回

。いわき市教書 :1木簡が縛る古代のいわきー荒岡目粂里遺跡木簡調査略削

。いわき市敏脊文化事業 :1策関目粂思遺跡 古代荷川島市の間変J(いわ倉市埋蔵文化防調査線告75)

図飼いわきif)'教;，発行 '

o曹関生続 「筒鳥 荒関西条星遺跡J(1木簡研究J17) 

1996年

"例年

1995年

o岩宮隆司 f福島 荒問問粂里遺跡(第ー七号) 釈文の訂正と追加J(1木簡研究』目) : 2002字
。木簡学会縦 『岡本古代木簡集成』東京大学幽版会 :2003年

小茶 円遣 陣 (90年度調査)[ζちゃえん〕 いわき市

中世集落 ・水図 90. 11 -91. 3 5点 いわき市教育文化事業団

。いわき市教育文化事業j判、集同遺跡古代策調事併の開資(第¥j() (第21寓) ー般国道6号常悠パイハ 2帥 1"

図鋼、いわき市教委発行 jス遺跡発磁調蛮報告、叫{いわ含市埋蔵文化財調査細密76)

。古関生餓 福島 小策内遺跡J(1木簡研究J1心 1992年

小茶 円遺 跡 (92年置調査)にちゃえん] いわき市

古代集落 ー水図 92.4 92.7 6点 いわき市教育文化事童図

。いわき市敏育文化事業:I小茶阿遺跡古代集穆跡の調査(携1篇) (第2貨}ーー般国道6号術館パイパ:2田l年
団編、いわき市教委発行;ス遺跡発倒調室級告咽J(1、わき市哩語文化o!調査細管76)

。吉岡生続 桶!J， 小茶阿i禽跡J(1木簡研究J15) : 1993年

番匠地遺障 [Jまんじようち〕 いわき市

古代水回 .i'T川 91.4 -92.10 2点 いわき布教育文化事業団

。いわき市教育文化事業:1発姐ニ z スJ38 : 1四，.. 

図 :
。いわき市教育文化事業:r番医地遺跡水悶跡の綱ltJ(いわき前理局軍文化財調査報告書42) : I凹6年
間編 いわき市歓委発行;

o矢島敏之 福島 昏医地遺跡J(1木術研究J15) : 1993年

視岸遺跡 (9次)[ねぎ し〕 いわき市

古代郡1fi 96.11-97.1 10怠 いわき市教育文化事業団

。いわき市敏育文化事業:1拠舟遺跡平成8年度範園調.'"発砲調査観銀J :1997年

団 i
。いわき市教脊文化事業:I恨帰遺跡J(いわき市寝厳文化財調査報告72) : 20同年

図編 いわ倉市教笹発行:
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徳島県

。指狩忠雄 『価島 恨舟遺跡J<[木簡研究1119) 1997年

大猿田遺跡 '"欠)(おおさんだ〕 いわき市

古代集落 95.4-95. 9 1点 福島県教育委員会 福島県文化センター

。福島県文化センター編:r常態自動車道遺跡調査線告6剤師遺跡(第l次調査Jj <福島県文化財調査:1996年

緬島県教委発行 j銀各，*，329)

。大鐘i誼正平川南 f福島 大線開遺跡J<1木術研究J18) : ¥996年

大猿田遺陣 (2次 )(おおさんだ〕 いわき市

古代集落 96.4-96.129点 福島県教育委員会 。福島県文化センター

。福島県文化センタ 編、 『常@自動車道遺跡調査報告11大彼防遺跡{第2次調査)1 (福島県文化財調 1997年

緬島県教委発行 査報告書341)

。今野徹平川南 f福島 大披岡遭跡J<1木簡研究J19) : 1997年

。三上喜孝 氏家浩子 「属島 大般国遺跡(第 九号} 釈文の訂正と泡加J(1木簡研究J23) : 2001年

大館道正

泉平誼陣 (2次)(1、ずみひらだて] 原 町 市

近世居館 95.8-96.317点 原町市教育委員会

。原町市教委 : 1県蛍高平地区ほ場鍍備事業関連遺跡発磁調資機告書町遺跡法組寺跡衆回01'事

:.!Jl舘跡J(原町市埋磁文化財調査線告書26)

。纏緋"福島 泉平舘跡J(1木簡研究J19) : 1997年

泉日隆寺師 (10次)(いずみはいじ] 原 町 市

古代官街 98.6'98.8 1点原町市教育委員会

。原町市教委 r原町市内遺跡発偲調査線告書4平成10年度試鍋調査 竹花A遺跡{第31"調 1999年

査)泉廃寺(第8次絹査)泉廃寺(第10次調査)前座敷遺跡(第""調査)新繍

有償穴i!itJ(原町市埋蔵文化財調査線告!，1F18)

。荒淑人 『福島 泉廃寺跡J仰木簡研究J25) : 2003年

泉廃寺跡(陸奥園行方郡簡) (16次) (1、ずみI晶、じ) 原町市

古代官簡 01.5-01.11 長 原町市教育書且会

。原町市教委 『原町市内遺跡発栂調査線告書7平成13年度試鋼調査ー泉廃寺(第16'17lX1R;2帥2年

査) 丁伺粂墨跡丸山鎗飾 北山繍穴基群北山首横群 無線問書跡J<原町!

市埋超文化防調査線告書Z8)

。荒淑人 F福島 泉廃寺跡(陵奥園行方郡i笥)J (r木簡研究J24) :2002年

南古舘遺跡 {みなみふるだて] 岩繭郡長沼町

中世被館 87.5-88.3 的40点 長沼町教育委員会

。長沼町教~ ;rT軒古舘 1一昭和62年度県営圃渇整備関連遺跡調査発銅調査観要J<長沼町文 19曲年

j化財調査報告書13)

。iIi川-， *福島南古舘iI跡J<1木簡研究J10) : 1988年

割前清水遺跡 [ごぜんしみず〕 耶麻郎山都町

中世遺物散布地 84.9 2点、 山都町教育委員会

。山都町教安 『御前清水遺跡 金山遺跡 中世初頭の呪術情仰資糾縄文時期の調査J(山:1985年

部町文化防調査線告書7)
。芳賀焚福島 御前清水遺跡J<1木簡窃究J7) :1985年

江平遺跡{えだいら) 石川郡王川村

古代集落 99.5-00.10 1点 福島県教育委員会 ・福島県文化センター

。福島県文化娠興事業団:r福島空港 あぶ〈ま南道路遺跡発徹調査緩衝12江平遺跡(第3分冊)) (緬:20凶年

編 福島県教委 緬島県:島県文化財調査線告書394)

文化振興事業団 福島県

土木部発行

。福図ヲ寄生 平'"南 福島 江平潰跡J<1木簡研究.D22) : 20帥年

。木簡学会編 : r B本古代木簡集成』東京大学出版会 : 2003年
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関 東

茨城県

鹿島調律北部粂里遺跡 (宮中条里遺跡爪木 I地区)[かしまこがんほくぷじようり〕※
鹿島市[1目、鹿島郡鹿島町)

古代官筒水銅 82.10 -田 3 2点鹿島町教育委員会

o鹿島町教委 : I鹿島糊洋北部粂皇J宣跡W 宮中条里遺跡爪木 I地区 豊郷粂皇遺跡須賀 1ltt!;1984年

:区復図遺跡J[鹿島町の文化財38)

鹿島調停北剖粂里遺跡 {宮中粂里遺跡爪木 E地区)[かしまこがん11<ぷじようり]
鹿島市[1目、鹿島郁鹿島町)

古代官術水岡田 6-84. 2， 84.4 -84.9 4お鹿島町教育委員会

。鹿島町教蚤 『鹿島湖岸北鰯条里遺跡V 宮中条里遺跡爪木H地区J[鹿島町の文化財39) ;¥984年

。図口栄 f茨城鹿島湖岸北郷粂里遺跡J [1木簡研究J6) :1984年

鹿島湖岸北榔粂里遺跡 (豊田条里遺跡，召尾 I地区)[かしまこがんほ〈ぷじようり〕
鹿島市 (1白、鹿島郡鹿島町)

古代官間水悶 84.4 -84. 9 l.~ 鹿島町教育委員会

。鹿島町教委 : r鹿島湖岸北部粂星遺跡、百聾郷粂里遺跡沼尾 11也区J(鹿島町の文化財48) ;1985年

。図ロ崇 f茨織 鹿島湖舟北部条皇遺跡J(1木簡研究J8) :1986年

S本形地区条里遺跡 〔はちがたらくじようり] 鹿島市(旧、鹿島郡鹿島町)

中世水回 88.12-89.9、89.4-90. 3 5占 鹿島町教脊書員会

。鹿島町教醤 : r鉢形地区粂里遺跡発銅調査報告書J(鹿島町の文化財削 : 19抑年

。憐本久錐 f茨披 鉢形地区条里遺跡J[1木簡研究J13) : 1991年

纏ノ肉遺跡 11まりのうち〕※ 真壁郡明野町

中世性絡不詳 83. (月不詳 2点国立歴史民俗間物画

文献なし}

羽黒遺跡 [はぐ引 策島郡能和町

中世以降集落 00.11-01. 2， 01. 10 -01. 12 1点 在城県教育財団

o茨媛県教育財団 : 1羽織遺跡一一級河川女沼川河川改修工事事業地内寝巌文化財調査報告書IJ: 2叫3年
茨媛県教育財団文化財調査級制 ω)

。駒?海悦"茨域 羽黒遺跡J(1木簡研究la' :.a年
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栃木 県

織崎寺跡(旧、途界寺跡) (2次 )(かぽさきでら] 足利市

中世寺院 84ト 86.4 約 1800点 足利市遺跡調査団(足利市教育委員会)

。足利市教委 『昭拘60年度額蔵文化財発協調査会事線J(足利術埋蔵文化財調査線告¥4) ; 1986年

。足利市歎Ib" : r法界寺跡発鋼調査傾襲J(足利市埋蔵文化財調賀線告29) : 1995年

。前沢輝政 「樹木 法界寺跡J(1木簡研究J8) :1986年

樽崎寺跡(旧、注界寺跡)(7次 )師、ぱさきでら〕※ 足利市

中世寺院 90.10 -91. 3 150点以上 足利市遺跡調査団(足利市教育委員会)

。足利市教委 ; r平成3年度埋蔵文化財発蜘調査年報J(足利市埋蔵文化財調査報告25) :1993年

。足利市敏委 『法界寺跡発樋調査視要1(足利市埋簾文化財鯛査報告29) :1995年

梅崎 寺跡 (16次)(かぽさきでら]※ 足 利 市

中世寺院 99，6-99.9 約 50点 足利市教育委員会

。足利市教委 : r平成11年度文化財保護年報J(足利市埋属文化財調査線告44) : 20位年

織蝿寺跡(保存修理事業第2年次)(かぱさきでら}※ 足利市

近世寺院 02.7-03.1 約80点 足利布教育委員会

{文依なし)

下野国府跡 (寄居地区)(しもつけこくふ〕 栃木市

古代集落 82.4干 82.7 1点 栃木県教育委員会 ・栃木県文化振興事業団

o栃木県教.， ; r栃木県埋蔵文化財行政年報J(街木県酒蔵文化財調査報告書53) :1983年

o栃木県教委 f下野国府跡寄居地区遺跡一県道小山 都賀線纏絞に伴う発娘調査J(栃木県:1986年

埋蔵文化財調査報告書78)

。栃木県教委 n野国府跡羽 水筒 燦紙文書調査線告J(栃木県阿蔵文化財縄査報告書71) : 1987年

。木村等 岩淵}夫 f樹木 f"悶府跡寄宿地区遺跡J(1木簡研究JS) :1983年

下野田府跡 (6次 )(しもつけ ζ くふ} 栃木市

古代官街 79.5 -80. 3 1点 栃木県教育委員会・紡木県文化振興事業団

。栃木県教委 : 1下野国府跡E一郎和54年度発倒調査概鰻J(樹木県四蔵文化財調査線告書35) : 1980年

。栃木県教書 : 1下野国府跡資料集) (木簡 様紙文書).1 : 1985年
o栃木県教笹 : r下野国府跡咽 木簡 漆級文書調査銀各J(梅木県埋蔵文化財調査観告書74) :1987年

。大金宜亮 紡木 下野闘府跡J (1木簡研究J2) :1980年

下野国府陣 (18次 )(しもつけこくふJ 栃 木 市

古代官簡 82.1-83.3 5100点 栃木県教育香員会 ・栃木県文化振興事業団

。栃木県教笹 『術木県埋蔵文化財行政年報J(栃木県埋磁文化財濁査線告J>>'44) :1982年

。樹木県教.， ; r下野国府跡W一昭拘56年度発鼠調査概級J(鏑木県理路文化財調査報告書50) :1982年

。栃木県教委 『筋木県哩磁文化UIj予政年報J(筋木県埋麗文化財調査線告書53) :1983年

。栃木県教委 『下野国府跡V一昭如57年度売凶調査慨綴J(栃木県極超文化財調査保管書54) :1983年

。栃木県教，; ; 1下野国府跡資料集 1(木慨 深緑文書U : 1985年
。栃木県教委 栃木県文 『下野国府跡木簡記録縞 (-JVJ :1986年

化仮興事業団

。大金宜亮 悶熊消彦 f樹木 下野国向勝J([木簡研究J5) :1983年

。図熊精彦 f傾木 下野国府跡J(1木簡研究J)6) : 1984年

下野国府跡 (19次 )(しもつけこ 〈ふ〕 樹 木 市

古代官簡 81. 10 50，e: 栃木県教育委員会 樹木県文化振興事業団

。傷木県教委 f下野国府勝W一昭1056年度抱御調査慨綴J(鰯木県塑磁文化財調査報告書50) :1982年

。樹木県教委 『下野国府跡資料集 1(木簡 様紙文書u : 1985年

o筋木県教委 縮木県文:r下野国野跡木簡記録縞 I-IVJ :1986年

化振興事業団 : 

o縮木県教委 : r下野国府跡、百一本筒 F手紙文書調査細管J(初木県寝起文化財調変線告書74) ;1987'f-

o大金宜亮 関熊楠彦 栃木 下野国府跡J([木簡研究.H> :1982年

木村智
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下野国府陣 (23次)(しもつけニくふ〕 傷木市

古代官簡 82.8' 82.10 同点 栃木県教育委員会 栃木県文化仮興事業団

。傷木県教委 : rド"国府跡v-昭和51年度提側関遊既縄J(附木県埋蔵文化財調査線告書54) :1983年

。鰯木県教委 : r下野国防跡資料集 I (木簡 潔紙文嘗)J : I時5年

。栃木県教委 樹木県文:r下野田府跡木簡"録繍 I-、[¥/J :1986年

化仮興事業団 ; 

。慣木県教委 : r下野国府跡、百 本簡 様級文谷調査報告J(縮木県坦磁文化側関釜細密.74) :1四 7年

。大金宜亮 劉熊清彦 『細木 下野同府勝)(r木簡研究J5) : 19田年

豊原束通陣 {ながはらひがし〕 防本市

古代集字幕 82. 7 -82. 9 1点 栃木県教育委員会

。楠木県教書 : r樹木県坦蔵文化財行政年栂J(備木県甥雌文化附調査Wi!ril(3) : 1983年

。備木県教委 : n'-'f国府跡資料集 I (木簡 湾紙支，，)J : 1985年
。備木県教委 : r下野国府跡、百一木簡 Y李総xi臨調査線"J(鏑木県哩蔵文化財調査報告.74) :1987年

。木村等 『綱木畏服東遺跡)(r木簡研究J5) :1983iF-

佐野城跡(13次)(さのじよう 〕 佐 野 市

近世織再寺院 0¥.7-01.101点佐野市教育書員会

。佐野市教委 : r佐野市指定史跡 名勝佐野城跡{伊日開犠) "ー佐野駅自向通路及び備上 2凹 2年

j駅化盤備夢楽に伴う埋...文化財提俗調査事実J(佐野市暗躍文化財発砲調査線

:傍3・24)
。山口明良 梅木 佐野被鯵{奪回同線)J <r木簡研究J25) : 2003年
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群馬県

ニ之官宮東遺陣 {にのみやみやひがし] 前 係 市

近世寺院・居曲集繕 85.11φ86.10 16怠 鮮潟県担蔵文化財副食事業団

。勝馬県坦文調査本集団:[勝目男疎開磁文化附調査事業団年縄叫 1986年

。m罵県哩文調査本集団 『二之官官東遺跡(本文編) (写真図版偏)一 般国ill7-l'予〈上武道路}改鋳 1993年

工$1こ伴 う岨磁文化問発鋼調査線傍俗J(鮮同県埋蔵文化財調査事業関測査綴

望号164)

。桜井隆 高島英之 『群馬 二之宮宮東遺跡J([木術研究J15) : 1993年

前橋緩遺蹄 (3車) (まえばしじよ う] 前 幡 市

近世集落・械.ffI 93. 4 -93. 9 1点 務崎県教育委員 会

。..島県教徒 『前峨城遺跡 1-"周県庁舎泡般に伴う甥蔵文化財宛倒調査線告書 {第i分冊)j ;1997年
。片野鐘介 高烏英之 f群馬 前繍織遺跡J(1木簡研究J19) : 1997年

前縮減遺跡 (5次)(まえばしじよう 〕 前橋市

近世減跡 94.4 -94. 10 16/.¥ 群馬県教脊香員会

。鮮鱈県敏司書 。『前橋戚遺跡U 群馬県庁舎建般に伴う担磁文化財発鰯調査・11.21.(第2分冊)J : 19四年

。健闘正問 f鮮局 前橋械遺跡J(1木簡研究J17) : 1抑5字

。片野雄介 高島英之 鮮寓 前婦械遺跡J([木簡研究J19) : 1997年

。高島英之 f群問 的情械遺跡(第 九号} 釈文の訂正と迫加J1I木簡研究J22) : 2000句ド

元総社寺田遺跡(7次) (もとそうじゃてらだ〕 前幡市

古代集滋 がrili 93.4 -93. 10 3/;!， 群馬県湿蔵文化財調査事業団

。鮮島県均史綱盆事業団:r勝島県岨厳文化附縄査事業団年線13J : 19制年

。群馬県埋文調査本難問 :1元総社4静岡遭跡E 木容編ーー級河川牛池川河川改修工事に伴う纏通産文化財 19"年
i発磁調を....嘗J(鮮鰐県哩蔵文化財綱策司修業団発楓調査鰻符喬208)

。峰巻幸男 病島英之 群m 元総社命阿遺跡J([木簡を滞究J16) : 1994年

上植木壱町田遺跡 (旧、鯉沼東E遺 跡)(かみうえさいっちょうだ} 伊勢崎市

中世車椛 84卜 84.5 2点 併同県埋蔵文化財調査事業団

。群馬県埋文調査事a健闘:[群罵県明磁文化財調査草案聞年徹3J ;1984年

。.....県漫文調驚6集団:1寄上下剖事寺遺跡審上上原之被溜跡土楠本壱町岡遺跡J(群房県埋蔵文化:19師年

.例発鋼調査線"・73)

。飯蟻..群馬鰻沼，!{l1遺跡J([木簡僻究J6) :19~年

3医師遺跡 (96年度銅壷)(ゃくし] 蝉 岡 市

中世集滋 96.3-96. 11 約400点 藤 岡 市教 育書且 会 山武考古今研究所

。瞬間市教笹 山武勾古 rF28a.l!:平持ψ;a遺跡 F28b鶏師遺跡一前側院長瀞線活路改良事実に伴う埋磁文:19四年

学研究所 j化財受掴調査催告書J
。志村智 r ".~ . J庭師遺跡J(1木簡研究J25) :2003年

向匠a向 周地 遺跡 [た〈 みひなた しゅうも] 富岡市

古代水間 90.5-91.3 3点 群馬県埋蔵 文化財醐査事業団

。静馬県I!lx側資事業凶 :r内庄日向周晦遺跡 下高綱寺山1I跡 下高瀬附凶遺跡ー閉館自 動車道(上錨:1995年

: ."地緩頃蔵文化財発抱調査線iUf31J(群馬県埋蔵文化財提姻調査線告書188)

。，.金滞吉筏 rt撃燭 内庭日向周噌遺飾J(1木簡研究J14.) : 1992年

圏分境遺跡 (3次}に〈ぶさかい] 群馬郡鮮馬町

古代集滞 83.12 -84. 3 l.~ lt1馬県埋蔵文化財閥資事業団

。鮮府県浬文繍責務第四:[群馬県四磁文化財測を事業団年報3J ;1984年

。群馬県哩文調資事業鴎:r国分境遺跡 鮮崎県鹿文事業団鰍 閉経i車 (新樹線}様3d (群馬県橿蔵文:1990年

:化財発銅測夜報告嘗104)

。麻生敏隆 高島笑之 rlf，m 四分嶋遺跡J(1木簡研究J12) : 1990年

三 ツ 寺E遺陣 [みつでら〕 昨馬郡鮮馬町

中世集落 官術 81.8 2点 群馬県浬緩文化財調査事業団

o.手層県哩文側資本集団 :[群馬県埋蔵文化財調変事業団年線IJ : 1982年

。勝馬県埋文調査事業団:I上鑓新総線関係趨蔵文化財発組問査線告 三y寺遺跡(資料編1) (資料編2)J; 1990年
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群馬県域蔵文化財調変事業回調査線告白}

。群馬県埋文調査事業団:I上勉新鮮線関係埋蔵文化財発姻調査線告 三 γ考 日遺跡(本文編) (写実図 1991年

:版編)J(群馬県埋磁文化財綱釜事業団調査報告別)

。女鹿和志縁 群馬 三ツ寺E遺跡)(1木簡研究J4) :1982年

白線山湯釜 {しらねさんゆがま}※ 吾妻都蕊障町

中世性憾不祥 55. (月不詳 2412:、現存 硫黄縫繍土中から聾栂

。尾崎喜左雄 r lUJ自慢山湯釜出土の後略~J (lrf密演J18-1) :1966年

。泡正一 「箪檎白恨山湯釜出土笹k警察の年代について)(1慣 漫JI8-4) ;19師年

o時校務 草'"白保山場雀出土怖経の伊予検討)(1立正大学考古学研究室'庫銀J23) : 1986年
o f.!fi'J歪鯛 群馬の経縁一本県ゆかりの経塚と出ゴヒ品J<U事崎県立歴史博物館紀要J19) : 1998年

世良回諏訪下遺跡 [せらだすわした} 新図郡尾島町

中世集落 甚地生蔭地 91.10 -93. 6 439点 尾島第二工業団地埋蔵文化財発鋸調査団

。尾島町教委 : 1世良図師筋下遺跡 尾島第2工業団地道成に伴う発御調査概要鍬告書1(尾.1994年

:'"町埋蔵文化財発綱調査機告書7)

。三補京子 鮮問 世良悶3眠妨下遺跡) (1木簡研究J15) ; 199:3年

中江田本郷遺跡 {なかえだほんごう〕 新(1HlII新倒町

近世集落 87.10-92.71点 新国町教育委員会

。新岡町教餐 : r'l'在阪遺跡群 中江田宿通遺跡 中江図ヌド郷遺跡 中江図版遺跡線江図 A:¥凹7年

(遺跡一国道354号線パイパス道路建般に伴う渥磁文化財宛煽調査線告書2(第l

i分冊) (第2分冊)j(続図町文化財翻交線告書16)

。小宮俊夕、 群馬 中江図本郷遺跡)(1木術研究JIJ) :1989年

安養寺蒜西遺跡 (第3年度調査)(あんよフじもりにし〕 新関郡尾島町

近世集落畑 88.4. 88. 10 6点 群馬県埋蔵文化財開変革柴田

。群馬県哩文調査事業団:r群馬県寝磁文化財閥益事業団年報8J :1989年

。群馬県縄文側査事集団:1安養寺議商遺跡大館周渇遺跡 阿久棒宮内遺跡一一般国道17号(上武道路) : 1刊5年
i改築工事に伴う埋蔵文化財発御環変線告書1(群馬県埋鑑文化財調査事業団報告 1

:書l田}

。飯悶陽一 '"間 安提寺森西遺跡)(1木簡研究J15) 1993年

前六供遺跡 {まえろつく ] 新図郡新図町

古代集落 98.10-99.121京新聞町教育委員会

。新園町教委 : ，附六供遺跡 後谷遺跡 西岡遺跡-"ilI伊勢崎紙回線道路盤備に伴ヲ発楓調印帥年

:査線告書J(新聞町文化財調査線告帯25)

。小宮俊久 。「群馬 前六供遺跡)(1木簡研究1m :..年

牛之t書 {うしのとう〕 ※ 新開郡薮居本町

古代集落 64.11 I点 鮮 馬 県

。磨海歪朗 '1牛之惨』再智一町竹経"に関する覚え書き )(1欝馬県立歴史問物館紀要J: 199厄年

: 16) 

。唐薄至鯛 宮本l烏の経塚 本県ゆかりの経塚と幽土品) (1鮮潟県立歴史問物館紀要1119) : 199均年
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群嶋県 ・埼玉県

埼玉県

八幡前 若宮遺跡(1次)(はちまんまえ わかみや】 川越市

古代集落(駅家ヵ 93.10-93.12 1点 川越市遭肺調査会

。国中'"埼玉八舗前若宮通跡J1I木簡研究J16) 1994年

元町二丁目遺跡 [むとまちにらょうめ〕※ 川 越市

近役地下町 96.6-97. 7 2点 川越市教育委員会

。闘中信 夫ヶ嶋岳 r)l(鑓蛾下の町屋J (江戸遺跡研究会 『江戸遺跡研究会第 11回大会江戸と周 1998年

(辺地場J)

北島遺陣 ".19地点)(きたじま〕※ 隅 谷 市

古代集落 99.4 -00.12 1点埼玉県埋蔵文化財調査事業団

。梅玉県 崎玉県糧文'":r北島遺跡V 熊谷スポーツ文化公悶組級事業関係埋蔵文化財発綴調査線告書:2002年

資事業団 第l分冊) (第2分冊)J1崎玉県糧蔵文化財調査事業間報告書218)

。織玉県 鴻玉県寝文調:r北島遺跡IJ(熊谷ス ポーツ文化公幽建股事集伺係坦簸文化財発姻調査報告書;2帥3年

査事業団 第1分冊) 1第2分冊))1埼玉県埋蔵文化財調査事業団鰍告書293)

小数回遺跡 にしきだ〕 行 図 市

古代集落 83.7'84. 3 10点矯玉県埋蔵文化財調査事業団

。絡玉県寝文調査事集団:r埼玉県埋蔵文化財調査事業団年鰻d ;1剛年

。鴻玉県糧文関査本集団:r 1I数岡遺跡第l分冊{遺構遺物鋪} 第3分冊(写真図版編) 般国道11'今 1凹1年

熊谷パイパス関係埋蔵文化財発栂調査線告J1埼玉県埋磁文化財調査事業団線

o闘中正夫

。木簡学会編

。著者不明

o著者不明

。神奈卓也佐藤情嗣

告書95)

「崎玉小敷図遺跡J11木簡研究J7) :1985年

『臼本古代木備選』岩厳司寄宿 : 1990年

「小敷悶遺跡(絡玉県行悶市)幽土の凶挙関係木簡J(f木簡研究J13) : 1991年

十「小敷凶遺跡{埼玉県行図市)から級古級の呪符木簡出土J(1ホ簡研究J14) :um年
: r上代木簡資料集成』おうふう : 1994年

思減跡 (2次)(おしじ よう〕 行 岡 市

近世城郭 87.7-87.101広 行問布教育委員会

。行関市郷土御物館 忍城跡の発鋼開査J1行図市郷土憎物館研究飯倉II
。線開良道 r"，玉 忍織跡J (1木繍研究J13) 

1989年
19例年

忠誠跡 (3次)(おしじよう ] 行 岡 市

近世措軒 90.5-90.7 1点行田市教育委且会

。行図市教委 忍棟二ノ丸西線跡の発銀調査J(行関市郷土問物館研究綿密3)

。縁関良道 『鳩玉 忍織跡J(1木簡研究J13) 

: L995年

1991年

神明遺跡 (4次)(しんめL、)※ 行 四 市

中世集落 94.11 -95.9 約 500点 行岡市教育委員会

。行関市敏委 : r行岡市文化財年縄 平成7年度』 1997年

新倉館跡 〔しんくらやかた] 児玉郡美里町(岡、美里村)

中世居館 77.11-78.33点 美里村教脊委員会

o，!!箆村教委 : r武蔵新倉館』

。美里村教筈 : r木簡幽土武蔵新倉館 時玉県営失里圃場墜備事業胞内遺跡』

。管谷清之 崎支 新倉館跡J1I木簡研究12) 

年

年

俸

如
何
回
帥

9

9

9

 
山崎 よノ甫遺跡B地点 [やまざきかみのみなみ〕 児玉郡児玉町

古代集洛 97.4-97.11 1点 児玉町教育委員会

。大熊季広 緑玉 山崎上ノ補遺跡6)也点J11木簡研究J20) 1998年

間部条里遺跡 {おかベじよ うり] 大里郡岡部町

古代集落 96.1-96.3 1点 椅玉県埋蔵文化財調査事業団

。崎玉県鹿文調査本業関 『岡部条製 戸袋前一編川阿川改修関係埋蔵文化財発綱創造綴g毎日J1崎玉県 1999年

埋蔵文化財調査事業団緩告書217}

。緬防車 時玉阿部条理遺跡J11木簡研究J19) ; 1997年

35 



関 東

騎西崎武家屋敷 (KB4!&J(きさいじようぶけやしき) 北崎王郡騎商町

近世城下町 85.I -85.9 I点騎西町教 育委員会

。騎西町教委 : [騎商町史考古史料編IJ
o崎村英之 崎玉 騎西城武家屋敷跡j 仰木簡研究J25) 

騎西線武家屋数 (42次J(きさいじようぶけやしき] 北崎玉郡騎商町

近世線下町 94.5 -94. 9 l.~ 騎菌町教育垂員会

。騎西町敏司書 : r騎西町史考古史料編1I
0'.島村英之 『梅玉 騎西線武家屋敷跡J([木簡研究JI25) 

騎西減武家屋敷 (48~欠 J (きさいじようぶけやしき ] 北埼玉郡騎西町

近世城下町 95.5-95.11 点騎西町教育委員会

。騎扇町教委 : r騎西町史今古史料編IJ
。崎付英之 rJ告玉 騎西織武家屋敗跡J([木簡研究J25) 

騎西域武家屋敷 (55次J(きさいじ主うぶけやしき〕 北崎至郡騎商町

近世揖下町 01.12-02. I 1点 騎西町教育委員会

。騎西町教委 : I騎西町史勾古受料縫IJ
。嶋村英之 r jQ玉 騎西核武家屋敷跡J(1木簡研究.iI2~) 

騎西線飾 (KB19区J(ささいじよう } 北崎玉郡騎西町

近世城郡 91.3-92.3 2点騎西町教育委員会

。騎西町教委 『騎商町史考古史料編IJ
。働村英之 『梅玉騎西城武家屋数跡J11木簡研究J25) 

騎西城跡 (11次J(きさいじようJ 北線王郡騎西町

近世減郭 94.12-95.22点騎西町教育委員会

。騎西町教委 『騎西町史考古史料編1I
。嶋村英之 『繍玉 騎西峨武家屋象跡J([木簡研究J25) 
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崎玉県 千葉県

千 葉県

浜野川遺跡 {はまのがわ) 千葉市

中世造物包吉層 85.6-86.31点 千葉県主化財センター

。千葉県文化附センター :1千葉市浜野川遺跡群一都市小河川改修事業{促進浜野川}及び都市計画正"同年

偏 千葉県土木部何川線j路3. 4 . 42号線建設に伴う寝蔵文化財発銅剣査線告別 i 

発行 j 
。金丸鉱 千葉 浜野川遺跡J(1木簡研究J9) :1987年

大崎維跡 (おおささじよう〕 佐 原 市

中世措朝 99.4 -99. II 13転 香取郡市文化財センター

。香取部市文化財センタ:1大崎被跡1(香取郎市文化財センター調査線告書問 2001年

。鬼湾昭失 千葉 大崎駿跡J(1木簡研究J23) 2001年

市原粂皇制適酔 (市原地区 よ南本調査 )(いちはらじようりせル、】 市原市

古代水田 条旦 90.4-91.3 1県 千葉県文化財センター

。千策県文化財センタ 『市原刊行市原条量制遺跡 策関東自動車道(千葉富津線) 市原市道80号線白 1999年
寝蔵文化財調室報告書1(千葉県文化財センタ}調査線缶四，)

。大谷弘孝 『千葉 市原条奥制遺跡J(1木簡研究J13) : 1991年

市原条E制遺跡{実情地区 下層本 調 査)(，、ちはらじようりせu、】 ※ 市原市

古代水図 条単 90.6-91.3 1点千葉県文化財センター

。千葉県文化財セノタ : r市原市市原粂皇制遺跡 策関東自動車道{千業高津線) 市原市i.o80号線:1999~ 
i埋蔵文化財綱査線告書J(千葉県文化財センタ】調査線告354)

西原遺跡(確認調査 ) (さ いばら} 袖ケ捕市

古代集落 96.9-96.11 長 君，.都市主化財センタ

。沼砂防市文化財センタ:r平成8年度袖ケ浦市内遺跡発磁調査報告書 西原直跡J : 1凹 7年

ー繍 袖ケ浦市教委発行(

。君津郎市文化財センタ:r西原遺跡ーほ場教備事業(県営担い手}浮戸川上流2期地区に伴う埋通産文化 1997年

:財発燃調査鍬告書J(君津郡市文化財1>/タ 発組問査線告書124)

o桐村久美子 千策 西原遺跡J<I木簡研究J20) :1998年

大畠思寺遺跡 (2次)(だいじおんじ〕 香取郡大栄町

近世寺院 92.7-92.8 1 長 香取郎市文化財センター

0香取郎市文化財センタ十 『千簾県脅取郎大栄町大慾恩寺遺跡』

一縮 大栄町教委発行

0 1.¥¥沢首郎 f司F策 大慈恩寺遺跡J<1木簡研究J25) 
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関東

東京都

都立 橋高校地点 {とりつひとつぱしこうこうちてん]※ 千代田区

近社屋敷 75.2-75.415点 都 立一裕高校内遺跡醐査団

o/ll立ー備高校内遺跡調 φ 『江戸-01立ー繍高陵地代発繍調査線告書』 ¥985年

奪回

丸の向三丁目遺跡 {まるのうちさんちょうめ〕 千代開匹

近世武家屋敷 92卜 92.10 187占 東 京都教育文化財団東京都埋蔵文化財セ ンター

。東京銃数育文化財団東 :r丸の内三了 目遺跡{第1分冊}叩2分間)(附稲} 東京回線フ方ーラム漣:1994年
来侮哩xセ J ター編 集段予定権の江戸遺跡の調査J(東京11哩緑文化財センター調査線告げ

京都生活文化局総窃部国 i 
際フ. ヲム事業調'陸軍 l

，並行 : 

o小体裕 ; 「東京 丸の内三T"遺跡J(1.f<1II¥研究J¥9) 

溜池遺跡 (92年度-94年度調査)(ためいけ)※ 千代羽目区

近世擁館 ・大名臣殿 92.11 -95. 1 48点 地 F鉄 7号線溜池駒込間遺跡調査会

。*郡高速度受通営団 : r溜池遺跡J(地下鉄7号線溜池駒込問遺跡受姻調査線告S7-J. 7. 2) 
地下鉄7号錬沼地 駒込白

間遺跡調査会

調泡遺跡 (95年度調査)(ためい11)※ 千代図区

近世屋数字 土家地 95.5-95. 1I 63点 都内遺跡調査会永田町二丁目地内調査団

。偲内遺跡調寛会 泳凶:r溜池遺跡ー総埋大臣官邸機備に伴 フ埋蔵文化財発短調査細管嘗{第l分冊}

町二丁目 地内調資自編、第2分冊)j

総理府実行

飯田町遺跡 (，、いだまち}※ 千代図区

近世大名屋敷 92.12-93.7 11怠 飯岡町遺跡調資会

。飯岡町遺跡調査会 : r飯岡町遭跡』

江戸緩跡和田倉遺障 {えどじょうあと わだくら]※ 千代悶匹

近世減館 94.8-9'1. 10 21点 千代間区教育祭且会

。千代図区歓委 : r江戸械櫛 干日開倉遺跡J(千代関区文化財調査舞告魯7)

江戸線跡北町丸公園地且遺跡 [えどじょうあときたの定るこうえんら<)※ 千代図区

近世被館 98. 1 -99.3 1点 千内 関 区江戸城肺北の丸公園 地区遺跡掴査 会

。江戸峻勝北の丸公闘他:r江戸峨勝北の丸公樋地区遺跡』

区直跡調査会 建殴省 ; 

...侃庁

明治大学!c章陸前遺跡(1次)(めいじだいがくさねんかんまえ] 千代図匹

近世城下町 95.11-96.3 9点 明 拍大学記念町前遺跡調査団

。明治大学記念館前遺跡:r江戸駿何台の旗本屋象明袖大学紀念館前遺跡発御調査概縄』

調査団

。明治大学記念館前遺跡 r明治大学記念館前遺跡』

鯛資団縮、 明治大学考古

学問物館発行

。追川吉生 東京 別恰大学記念館附遺跡J(1木簡研究J20) 

外神田 了目遺跡 {そとかんだいっち ょヲめ]※ 千代間区

近世織下町 97.7-99.35点 千代国区外神図ー丁目遺跡調査会 ・磐田庁

。千代図区外仲間一了目 。『千代悶区外神ru-T目遺跡』

遺跡調盆会 千代図区教

111臣、審ll!庁発行

岩本町二丁目遺跡 μ、わもと ちょうにちょうめ]※ 千代図区

近世措下町 99.10・01.3 4点 乎代悶区教脊書n会
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。千代関区教委 : r治本町二丁目遺跡1(千代悶区文化財調査線告嘗日}

東京駅八重別北口遺跡 [とうきょうえきやえすきたぐち〕※ 千代伺巨

近世武家屋敷 00.7-01.639点 千代四区東京駅八重酬北口遺跡調査会

。千代間区東京宮沢i¥Jl酬:r東京駅八館側北ロ遺跡(第1分冊) (郷2分間)1，t 0省跡調査会縄漁ト

ラスト様式会社 千代岡

区東京駅八箪洲北口遺跡

調査会集行 i 

八丁堀三丁目遺跡 (1次 )(はつらょうぽりさんちょうめ】※ 中央区

近世寺院 86.2-86.3 28点 以 上 八丁栂三丁目遣陣捌査会

。中央区教書編、長岡不 『八丁娘三丁目遺跡』

動産隊式会社 中央区教

""発行

八T堀三丁目遺跡 (2次 ) (はっちょ うぽりさんちょうめ〕※ 中灸匡

近世寺院 01.9 -01. 12， 02.2 約 13日 点 八丁堀三丁目遺跡{第2次)調査会

東京都

2001年

2003年

"88年

。八丁泡三丁目遺跡(第 r東京侮中央区 八丁据三了目追跡U一中央区八丁娘三了目"醤お泊隆積燈ll';2同3年

2制調査会館 山方鎌'に伴 う緊急提娼調査報告書1
式会社 八了雄三丁目遣i
".(第".)調査会発行 : 

東灘線八丁堀遺跡 (1打、ょうせんはっちょう iぎり ]※ 中央区

近世城下町 87.5、87.9-87.12 9点 京禁線八丁場遺跡調査会

。京集線八丁纏遺跡関室:r京葉線八丁纏遺跡』
会 ;

日本福二 丁目遺跡 [にほんばしにちょ うめ]※ 中灸区

近世屋敷 99.11 -00. 2 26点 目本橋二丁目遺跡調査会

1990年

。日本絹ニT白遺跡調査 『東京郎中央区日本舗二丁目遭勝一中灸区日本繍二TH7"駐車温辺監に伴う j四01年

会 緊急努姻周宏観告書1

日本織 丁目遺跡 {にほんばい、っちょうめJ* 中央区

近世滋下町 00.12-01.7 J7点 日本矯一丁目遣肺調査会

。日本繍ー了目遺跡周査:r東京餌中央区 日本橋一丁目遺跡ー中央区日ヨド繍一丁目4書及び'"土絶側発 2003年

金偏 三井不動盈隊式会j事業に伴う緊急発峨調査線告書』

社!東京急行電鉄僚式会j
社 東急不動産様式会社!

日本横一丁目遺跡調査会:

発行 : 

l自主筆宮直薗'"突)(2次 )(き ゅう しばりきゅうていえん}※ 倦区

近世大名屋数 82.5 -82.6、82.12 39点以上 1日芝幡宮庭園調査E回
。阻芝篠宮庭園調査団 : r旧芝腿曾彪幽一民医町駅高娘式歩行容道銀信工事に伴う発媛縄進級告J : l捌年

噌上寺子院幹 {ぞうじよヲじ い 、んぐん]※ 港区

近世寺院 84.7-85. 3. 85.4 -85. 10 53点港区教育昏員会

。地区数調書 『芝公闘ー了目崎上等院騨光学院 定怯院跡源興院港区役所術庁舎l!般 1988年
に伴フ発組調査線告書』

芝抑谷町町屋跡遣隊 {しばかみやちょ うまちゃあと]※ 港区

近世減下町 85.5-85.7 10点 港区教育委員会

。港区厳司書編 議ピル開:r虎ノ門五了目所在芝伸谷町町屋跡遺跡』

実様式会栓 港区敏委発i
行

港区"0.19遺跡 {みなと <J※ 港区

: 1987年

近世織下町 ー大名届敷 85.9-86.2 14点 港区西新幡二丁目遺跡調査団 。港区教背番品会

。糟区西新繍二7自遺跡 『商新繍ニ了沼港区No.19遭跡J : 1989年
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関 東

調査団

天徳寺寺緩第3遺 跡 {浄晶院跡遺陣)[てんとくじじいさ)※ 港 区

近世岳地 89.1・89.<1 27が 天徳寺 寺域第3遺跡間資団

。天徳寺寺犠第3遺跡調:1天徳命寺犠第3遺跡発姻調査鰍倍1f-r争品院跡の考古学的調進J : 1 99Z~ 
査団絹 天徳寺争犠第3;
遺跡調査会発行

港I&No.91遭 臨 〔みな ど<1 港区

近世城下町 89.7-90. I I点 雨時布福祉総Iltltllt用地内遺跡調査団

。南麻布福祉lii程建政則 『剛麻布一7 自港区制。 91遺跡一高飾者在宅サーピスセンターさ事姐般に伴う発 l開 l年

絶内遺跡調表団縦 剤師事;倒調査線告書』

布福祉範叡建段m地内遺j
跡調査会莞行 ; 

o総本健 f東京 穂区NQ.91遺跡J(1木簡研究J22) :2000年

，タ宙通臨 (91年度 92年度開董)[しおどめ〕 港区

近世大名昌般 91. 6φ93.7 8点 以 上 汐留地区遺跡調査会

。汐留旭区遺跡調査会 『汐留』

。汐留地区遺跡調査会 『秒鋼遭跡 抄儲遺跡埋直文化財，，，.調査線告書』

。衛星康長井光局審 f東京 汐留遺跡J(1木簡研究J23) 

年
千
年
年

附

蜘

剛

汐留遺跡 [92年度。 93年度調査)[しおどめ] 港区

重事大童書敷近菌鉄事施n 92.5-94.3 約7州
都 文1ヒ筋来初浬蔵文化財センター

。汐留..区遺跡調査会 : 1汐御遺跡J(汐釘趣跡岨鑑文化財発地調査既報〉

o汐留t也区遺跡調査会 : r汐留遺跡 汐留遺跡坦臓文化財提繍綱査鰻告魯』

o右飾俊餓 東京 汐留遺跡J[1木簡研究J19) 

信
平
年
年

Mm
M
m
W
 

9

9

9

 
汐宙遺跡 (94年度 95年度調査)(しおどめ] 港区

近住城 F町 近代鶴市 9<1.4'96.3 約800点 東京都教育文化財団東京都j盟蔵文化酎センタ-

o東京信糧文センター : 1汐留窓跡 旧汐留貨物駅跡地内遺跡発単剖査概要 nJ :1996年
。東京海埋文セJ ター 『抄留遺跡 悶汐留貨物駅跡櫓内遣勝発媛縄盆慨裏目J : 1997年
。東京侮教育文化財団舗 『汐留遺跡 Eー悶汐留貨物駅跡地内の別交(第1分冊1[第2分冊) (第3分冊 ;20関年

東京/lI埋文センタ 努行 (第4分問) (第S分冊) (付図)J[厳粛偲哩磁文化財センター調査縄告791

。斎厳選 f東京汐留遺跡J[1木術研究J21) : 1999年

汐留遺跡(96年度 97年度 .98年度、 00年度調査)[しおどめ〕※ 港区

鎖 措 下町、近代富市 96.4-98. 12. 00ト 00.12 叩点
都教育文化財東京都虚蔵文化財 セ ン タ ー

。東京協埋文センタ 『汐留i重勝 倒汐留貨物駅跡櫓内遺跡受姐調査鏡要lVJ
。東京節埋文セ〆タ ー 『抄磁遺跡 耐抄留貨物駅跡堆内遺跡受編調査随筆vJ
。東京/lI埋文センター 『汐留遭勝一回診留貨物駅跡胞内遺跡発砲調査慢要町』

。東京/lI哩文センター 『抄留，.跡 旧汐留貨物釈跡地内遺跡"樋調査概要咽』

。東京修生涯学習文化財 『汐留温跡E 悶汐留貨物駅跡組内の網査(第1分冊) (第2分冊}

団偏 東京銀明文センタ {第4分冊) [第5分冊))(東京何1"蔵文化財センター調査11i!r (25) 
発行

1998年
1999年

印刷年

20例年

(第3分間) :2003年

量昌寺跡(新宿区NO.46遺跡) [1次)[ほっしょうじ]※ 新宿区

近世寺院 87.9守 88.11 18点 新宿区校日寺跡遺跡調査会

。新宿区綬白寺跡遺跡周:1峻白脊跡一公明続聞紙館建股に伴う緊急提協調査線".J 1991年
査会

量昌寺跡 (新 宿 区No柑 遺 跡)(2次)[ほっしょうじ]裟 新宿区

近世寺院 88.12 136点 新宿 区南 元町遺跡調査会

。続宿区南元町遺跡調査:1般信寺一社団法人金俗財政事情研究会新館建般に伴フ第2!'緊急発楓調査線:1991写

会 j告書』

細工町遺跡 {さい〈まら]※ 新 宿 区

近世減 下町 89. 12 . 90. 3 口市 新宿区厚生部遺跡調査会
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東京都

。続宿区厚生節遺跡悶習を:r細工町遺跡ー 〈仮除}鱗宿区立細工町高齢者住宅サービスセンター..段に伴 1'"年

会 :う緊急発掘調査報告お』

江戸機外掴跡(田谷御門外橋詰。棚堀繍遁町厘蹄)

{えどじょうそと lまり kつやごもんカ旬、はしづめ おほりぱが νおり まちゃ}
近世減乍町 90.9-94.9 4点 地 予 鉄7号轟溜池駒込間遺跡詣査会

新宿区

。地下鉄7号線描地 駒:r江戸線外場跡四谷御門外崎筒御爆繕通町慶勝J<権下鉄7号線省地駒 1拘.'1'

込問遺跡調査会縞 符 11:込間遣隊費制調査線告書4-1. 4' 2. 4 -3) 

高速度交通鴬団発行 i 
。池山悦失 東京 江戸城外倒跡(四谷御門外航鮪 御繍焔通 町屋跡)J (r木簡研究J: 19凹年

:21 ) 

江戸滅外蟻陣 (牛込御門外橋詰) [えどじょうそとiまりうしごめごもん沿いはしづめ〕 新宿区

近世都市 90. 10 開 12 2阜 地 下 鉄7号線瑠池・駒込問遺跡調査会

。泡下鉄7母線漏池 駒十 『江戸嫁外層跡牛込御門外刷術J<地下鉄7号線溜地 駒込問遺跡発組調査鍬:1994年
込問遺跡調資会 編帝邸告書2)

高速度実通営団発行

。仰木良 【東京 江戸域外担跡牛込御門外編銘J<r木簡続究J19) : 1997年

江戸城外堀跡 (市ヶ谷駅舎地点) [えどじょうそと Iまりいちがやえきしゃちてん〕 新宿区

近世都市 91.5-93.12阜 地 F鉄7号蹄瑠池 ・駒込間遺跡調査会

。 m下鉄7~ 鎗溜池 駒 『江戸域外据跡市谷御門外編!! 御寝焔(第1分間)]<地下鉄?妙線溜池 桝 1996年

込r.1遺跡調資金偏 稲荷/ll込問遺跡発抱調査線告書5-1. 5 -2) 

高速度交通営団楚行

。槻木氏 『東京 江戸織外層跡牛込御門外機筋J<r木簡..究J19) : 1997年

圃隆寺跡 {えんおうじ]※ 新 宿 区

近世、予院 9[.5-91.6 36点 新宿区厚生部遺肺剖笈会

，.野宿区厚生節遭跡調査:r園磨寺跡一筋宿区若業高I}.，&，'住宅サー ピスセンター建訟に伴う緊急発復調査:I帥3写
会 。報告禽J

軍強藩上厘'史跡遺跡 (第4地点) [おわりはんかみやしき) 新宿区

近世大名居敷 92.6 -92. 11 17点 東京都歓育文化財団東京都狸蔵文化財センタ-

o東京侮敏背文化財団縦:r尾張活上履歎跡遺跡受掘調査慨要o1同 2<平成，)年度』

東京錫漫文センター発行 i
。東京/ll教育文化財問領:r尾根flU腫象跡遺跡 "J<東京榔埋厳文化財センター調査線告<0)

東京侭温文センタ一発行:

。東京総教育J<化財団編:r尾張fIf上段鰍跡遺跡Xl<東京都埋蔵文化財セy タ 調査線告114)
東京航哩文センタ一発行:

。並木仁 東京 f屋根港上層般櫛遺跡J<r木簡研究J19) 

尾張藩上屋数跡遺跡 {第44地点)[おわりはんかみやしき]※ 新宿区

近世大名厳駒 98.4 . 98.8. 98. 9 -99. 3 42点
貰京都i渥宰習文化財団東f古都狸磁文化財センター

。東京駆生涯学習文化附:r尾張藩上鴎鍛跡遭跡叫{東京邸哩蔵文化財センター調資銀符L13} 

回目東京郎埋文セ J タ:

ー発t1

法光寺跡(1次)[ほう ζ うじ] 新 宿 区

近世寺院 94.3 '1<1県 新 宿 区 教 育 委 員 会 新宿区法光寺跡調査団

1994年

1997年

: 2002年

1997年

~ 2002年

。新宿区法光寺跡調査団 『東京都衛宿区法光奇跡 NTγ電儲線治下埋股工事策本線No.3マム〆ホール:1995年

編 臼本電信電話隊式会改修工事に伴う緊急発磁調査"'''''1
仕新制区iE光寺跡調雀 : 

四宛行

。成削減子 『東京 法光帯跡J仰木簡研究J21) : 1999&f 

法光寺跡 (2次)[ほうこうじ]※ 新 宿 区

近世寺院 97.12-98.11点 新宿区法光寺僻直肺割釜回

。東京郎ド水道府 筋街:r法光寺勝目一東京/ll市下水道局による荒木町付近再構寮工事に伴う緊急発繊:19鈎年

区法光作跡遺跡調査団 :Of資銀告書』
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関東

旗本田中家E数時適齢 [はたもとたなかけやしきあと〕※ 新市区

近世武家臣殿 96.9-96. 10 13点 港区教育書品会

。港区遺跡綱盗事務局 『銀本問中家倉敷跡遺跡発姻淘道線告書j (港区内近世釦iIi江戸関連遺跡発:19悼年

縦、港区教委 株式会紘楓関賀線告25)

長谷 Eコーポレーション!

発行 : 

住吉町商遺跡 (A地点)(すみよしちょうみなみl採 新宿区

近世城下町 97.4-97. 7 10主政射第六号線遺跡調査団

。東京毎建信局 鍬剣第:1住吉町南通静市谷台町遺跡 住吉町西遺跡E 縮市計画道路鍬射第六号a・1998年
六号線遺跡調査問 :!l備事a障の伴う埋蔵文化財努抱調査線告aJ

田谷一丁目遭陣 (3次)[ょっゃいっちょうめ]※ 新宿区

近世城下町 98.2-98.9 1点新宿区 生睦学習財団

。続宿生涯学習財団稲 : r東京総新宿区西谷ーT目遺跡mー偲市肝爾道路環状第2号線西部事業に伴う初同年

東京都建鮫局 窓荷宿生涯[理組文化財発掘調査』

学習財団発行 } 

恒通町遺跡(創価世界女性会館地点)【しなの玄ち]※ 新宿区

近世武家屋敷 98.4 -98. 6 1点 新苗匹{君濃町遺跡調弦団

。創価学会 新宿区(1.:1俗資町遺跡 創価世界女性会館砲点ー創価世界女性会館続策本来に伴う坦蔵 1999隼
町遺跡調査団 文化財発綱調査報告書』

水野開通陣(新宿区No.l10遺跡) [みずのはら]※ 新宿区

近世大名屋敷 99.12-00.11 点 新宿区水野原遺跡調査団

。東京女子医科大学 新:r東京郎新宿区水野原遺跡{第1分冊) [第2分柵)J 2002年
宿区生誕学習財団 ; 

市谷田町一丁目遺跡 (いらがやたまちいっちょうめ}※ 新宿区

近世瞳下町 99.12-01.32戸、 新宿区市谷悶町一 丁目遺跡調査団 ・新宿区生直学習肘回

。学生録護会 新宿区生 『市谷図町 了目遺跡 【仮体}市谷関ピル工事事業に伴う岨盆文化財発梅贋 2001年
抵当詳習財団 査鎗告書』

行元寺跡 {ぎょうがん じ〕※ 新 宿 区

近世織下町 00.6-00.101点新宿区生睦学習財団

。訴宿生涯学習財団編、:1東京郎新宿区所夜行元争跡ー {仮林)雌拘神奈坂5丁目プロンエクト11蘭周:2003年
雄拘不動虚様式会社。新;，也に係る塩蔵文化財発御調査線告書』

宿生渡学習財団発行

属沼下町遺骨 (ぱtましたまら]※ 新 宿 区

近世城下町 01.2-01.3 4点 大成エンジエアリング綜式会社狸蔵文化財調査室

。大成エンジニアりン グ:1東京/ll'野宿区罵場下町遺跡ー早稲悶高毒事学校新2号館lI!礎工"1こ伴う埋屋文:20例年

株式会社哩文調査室 :化財発規網査報告書J

天飽寺門前遺跡 [てんりゅ うじもんぜん]渓 新宿区

近世寺院 02.4-02.52点以上新宿区生涯学習財団

。新宿区生涯学習財団新 11開発見通跡途綴展2003新宿の遺跡J : 2003年
宿殴史博物館

向扇町遺跡 {伝いとうちょう]波 新宿区

近代都市 02.10'01.31点 東京都生涯学習文化酎団東京解埋蔵文t肘センター

。東京銀生涯学習文化財 『東京館筋宿区内磁町遺跡J(東京都埋蔵文化財セ r ター調車線街118) ;20舵年

聞東京/ll埋文センター

東京大学術向 遺跡 fとう舎 ょうだいが〈こうない】 文京区

近世屋敷 84.10・85.12 13点 東京大学遣肺調査富

。東京大学遺跡鋼査室 : r東京大学本郷構内の遺跡 医学郎附拠病院地点医学部附属病院中央診療棟 : 1990年

1股備管理機 給水段備練 災問，.建段地点J[東京大学遺跡掴査室発姻調査線j
;告省3)

。幡本強 宮崎勝9階 級 『東京 東京大学制町内遺跡J(1木簡..究J9) :1987年
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東京省事

尾白伎

本郷元町遺跡 [ほんごうもとまち}※ 文 京 区

近世 武家 屋敷田 7-91.329点都立学位遺跡嗣査会

。侮立学俊温跡調査会 『本郷元町田一都立工芸高笥学校内{グラワンド地点)酒蔵文化財発組調査線:19四年

;告書{近世近代編)J

。，.立当幹校遺跡調査会 : 1本郷元町W一筋立工芸高等学校内《グラウンド地点】哩磁文化財発銀調査縄 20同年

:6. (分針各..鏑)J

春日町遺跡第m-N地点 [かすがちょう〕業 文京区

近世城下町 91.8・91.12、 96.4-96.8 12点 文京区i直跡調査会

。文京区;a跡調査会編 : 1"日町遺跡第ru-IV地点一文京区役所庁舎等旭債に伴 う発線開査線告aJ:20曲年

文京区遺跡調査会 文京 :1文京区埋蔵文化財鴎査報告書20)
区役所発行 : 

春 日町遺跡第咽地点 {かすがちょう)※ 文 京区

近世城下町 00.11・04.3 2点 文京区遺跡調査会

。文京区遺跡調査会絹 r春日町遺跡;n¥'D，包良一 {徐〉東京ドーム第3遊園地ラ クーア趨怨に伴う発印刷年

文京区敏袋発行 :掘調査線e・J1文京区坦厳文化財調査線6.31)(刊行予定)

紙面訪町遺跡 〔しんすわちょう]誤認 文 京 区

近世織下町 92.2-92.4 3夜 文京区遭肺調査会

。文京区遺跡調査会編 『厳罰腹筋町通量跡 興事目不動産ホテル僚続築工$に伴う 哩蔵文化財発御調査線告 1993年

文京区教書発行 書J1文京区纏磁文化財調査鎗告書。

水戸藩徳川家小石川置数跡 〈源訪町遺跡) [みと はんとくがわけこいしかわやしき 】 文京区

近世拙下町 92.6-96.3 11点 文京区遺跡醐査会{文京区教育委員会}

。文京区遺跡舗査会 .Il:r:原紡町遺跡ー鹿島建霞{傑)自性ピル等注依に伴う埋磁文化P'"を綴告書J: 1996年

島nl>除式会佳 (文京区埋厳文化財調査縄e・9)

。IJJ鎌元'" 到 臣 家 水戸雄徳川家小石川属象局審(諌紡町遺跡)J (r木簡研究J22) : 2000年

元 浅草遺跡 (旧‘白鴎遺跡) 187年度調査)1もとあさくさ] 台東区

近世城下町 87.8-87.10 70点 都立学佼遺跡調査会

。，.立学校通前調査会 : 1自問一都立白崎高校内哩蔵文化財発砲調査線告書{本文編) 1固版傭)J :1990年

。台東医敏書 : 1台東区の遺跡第3改釘阪J :2伺 2字
。小日 置附展 r..:JfI.: 白鴎遺跡J1I木簡研究J21) :1999年

iJI'"寺遺跡 {せんそうじ] 台 東 区

近世寺院 93.8-93.95点以上 台東区文化財調資会

。台東区教審 : 1台東区の遺跡調~3改訂版』
。小俣傷 東京 桟認争遭跡JIr木簡研究J21) 

池之繍七納町遺跡 (慶安寺跡)l'、'-1のはたしちけんちょう] 台東区

近世帯院 93.8-94.3 20点 以 上 台東区池之端七軒町遺跡調査会

。2002年

: 1999年

。台東区内色之焔七併町遭 『泡之鑓七併町遺跡(度安舎跡} 普健斤上野嘗様替単身待償宿舎上野貿信建段 "'7年

跡調査会 工事に伴う事前提偲調査"''''.J
。台東区教書 『台東区の遺跡第3改訂飯J : 2002年

。小 俣 t5策京 地之繍七併町遺跡J1I木簡研究J21) : 1999年

浅草芝崎 町遺跡 {あさ〈さしばぎきちょ う〕 台東区

近世披下町 98.8-99.2 6点 台東区文化財調査会

。台東区教釜 : 1台東区文化財百五属考古リ ーフレッ ト』

。台東区敏餐 : 1台東区の文化財保績第3集』

。台東区教委 : I台東区の遺跡第3改訂版』

。小俣情 東京 洩鉱芝崎町遺跡JIr木簡僻究J22) 

西町遺跡 {にしまら] 台東区

近世措下町近代都市 99.8-00.4 6点台東区文化酎調査会

19開竿

1999年

2002年

2000年

o台東区文化財調査会 : 1西町遺跡ー永郷病院.!IS:X.'こ伴う緊急発姻調査報告書J1台東区哩蔵文化 2帥 i年

:財発鋼調査線6.11)
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関 東

。台東区教養

。小俣情

『台東区の遺 跡 第3改訂版』

， !攻京 商町遺跡J(f木簡研究J22) 

入谷遺跡 (下谷2-2地点) (，、りや〕 台 東区

近世寺院町屋 99.10 4点台東区文化財間査会

。台東区教養 : f白東区の;11>'第3改訂版』

。小倶俗 f東京 入谷遺跡J([木術研究J22) 

入谷遺跡 (下谷2-I地 点}μ、りや〕※ 台東区

近世寺院 。町屋 00.10 7点 以 上 台東区文化財調査会

。台東区験餐 : f台東区の遭勝第3改訂版』

上.板町遺障(東 上 野4-9地点)(かみくるまざか玄ち〕※ 台東区

近世武家地 01.8-01.9 7点 台東区文化財調査会

。台東区教委 : r台東区の遺跡制改訂版』

。台東区文化財調査会 十『上現E板町遭跡J(台東区哩蔵文化財強姻創意線告書19)

上2・坂町遺跡 {東 上 野4-8地点)(かみく るま ざかまら}※ 台東区

近世武家的 02.8-02.10 5点 台東区文化問調査会

。台東区教委 : f台東区の遺跡第3改訂版』

個糸町駅北口遺跡(1次) (舎んし%ょうえきさたぐら] 盟関区

近世武家昼敷 93. <1・93.6 約50点 量図匹輯糸町駅北口遺跡調査団

: 2002年

:2000年

2002年
2000年

;2002年

2002年

: 2002年

2002年

。担悶区錦糸町駅北口遺:f東京餌露関区錦糸町駅北n遺勝 lー錦糸町駅化口地区再開宛に伴う緊急提:199崎年

跡調査団編 組糸町駅北j蝋調査線告書J
口取区市街地再開宛総合 j
盛岡区錦舟町駅北U遺跡;

調査団発行 : 

。玉木帰'" '"京 錦糸町駅北口遺跡J(f木簡窃究J17) :1995年

姐糸町眠北口遺跡 (2次 ) (倉んしちょうえさきたぐち]※ 盟国区

近世武家屋敷 95.9 7点 盟関区錦糸町駅北口遺跡調査団

。!l!図区錫糸町駅北ロ遭 『東京罰!l!図区所在錦糸町駅北ロ遺跡H 錦糸町駅北口地区再開発に伴う緊 1'%年

齢網査団編 錦糸町駅北急発観測1itll:~.J

ロ地区市街権再開発組合 1

慰問区鍋糸町駅北ロ~跡:

調査団発行 : 

江東徳二丁目遺跡 ( "~ ) (二うとうばしにちょ ヲめ]※ 盟問匹

近世武家車数 95.2 -95. 6 20点 盟関巨江東嶋二丁目遺跡調査団

。盛岡区江東慣ニ了目iII:f東京都盤図区所在江東繍二丁目遺跡 生様様薬使力開発セ ンタ-J!伎に伴 19ゆ7年

跡調査団編 雇用促進事iう緊急調査線告書』

集団 盛岡区在来編ニT;
目遭跡調査問発行 。

江東繍ニ丁 目遺障 (2次}【こう とうばしにらょうめ]※ 由悶巨

近世武家屋敷 近代都市 01.8-01.10 <1点 盟問区教育書且会

。盛岡区教後編 国土交:f東京郎嶋岡区江東繍=丁目遺跡ー慰問公共機安建鍛 アn テイガーデ〆:2凹2年
通省関東地方整備局 慰!別鮪{仮体)iU交に伴う事前m資線""1
悶区教委発行 : 

機JlI-T目遺跡 {ょこかわいっち £うめ}※ 豊凶匹

近世塵敷 97.6-97.8 11点 里四区横川一了目 遺跡調査会

。東京鯵住宅供総公社 f東京'"短周区 横川了因遺跡盤四区償川一丁目ll1民住宅{仮剛健0'こ:19崎年

慰問区制rrー了 目遺跡調:1牟ヲ努掘周査報告書J
倉会

本所世蔵陣 陸軍被服廠跡 [ほんじよおくら りくぐんひるくしよう]※ 畠凶匹

近世武家屋殿、近代都市 01.3 -01.5 102点 盟国匡償嗣一丁目埋蔵文化財調査会

。!l!関区備綱ー丁目哩文:r東京都盤悶区本所御蔵跡.IJsl敏服際都 NTT-G墨悶ピル(仮怖)l!: 2帥 2年
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調査会編 除式会社wr:般に伴う横綱-TD遺跡第二地保発楓調査領告書I
Tドコモ東日放電信電筒!

様式会社株式会社N T

Tフ7γ リティ ーズ 堕

凶区核鋼一丁目哩''''釜
会発行

太平四丁目遺跡 {たいへいよんtうようめ}※ 盟国巨

近代都市 02.6-02.7 5点 盟関E太平 田T目湿蔵文化財調査会

。!Il図区太平四了 目埋文:[太平四丁目遣勝一悶械工舎跡t舎におげる埋厳文化財発掘調賓"*'i!r'llJ
調査会筒、東京建物保弐t

会tt 盛岡区太平四了目

哩文調査会窪行

膏山学院構内遺跡 [あおやまがくいん二う''-寸 前谷区

近世大名邑敷 91.11.92.5 5点 背山学院情内遺跡調査会

東京.. 

2003年

。背山学院"内温跡遺跡:[脊山学院構内遺跡〈脅型炉会館噌改築3色削 伊予商保有修生公平副度上島般跡の調 1994年
調査書員会 :査』

。地図治 f東京 脊山学院構内遺跡J([木簡研究J19) : 1997年

千駄ヶ谷五丁目遺跡 {新宿四丁目遺跡)(1<叉) (せんだがゃごちょうめ} 棋谷区 新宿区

近世掠下町 93.<1 -9'1. 6 39点 酷谷区千駄ヶ谷五丁目遺跡調倉会

。レールシテ ィ腹開発傑:[平成5年度千駄ク 谷五丁目遭跡発銀調査縫製報告欝J : 1帥4年

式会社 千駄ヶ谷五丁目i
遭跡調査団 i 
。レールシティ東開発繰:[平成6年度千駄今谷五丁目遺跡発鍋調悲観ヨ陣織告書 oJ :1995年

式会社 千駄ヶ谷五丁目:

遺跡調査団 : 

。千駄今谷五1目遭跡調:[東京都渋谷区千駄ヶ谷五了白遺跡ー新宿新南口 RCピル(高島属タイムズ 1997年

ti会 :スタエアほか)のlJ!R工事に伴う緊急発繊調査線告書{本文編第l分冊) (遺

:情編 第2分冊}【遺物編第3-1分自昏第3-2分冊) (文猷編第4分附)J
。及川登 東京 千駄ヶ谷五丁目遺跡J([本術研究J20) : 1998年

千駄ヶ谷五丁目遺跡 (2次)(せんだがゃごちょうめ]※ 出谷区

近世大名屋殿 96.3-97.9 I白、 千駄ヶ谷五丁目遣僻闇覧会

。千駄.谷五了日遺跡調 『千駄ヶ谷五丁目遭跡""調査度線告書 訴宿駅貨物跡地再開更に伴う事前問責』

査会

中里過酷 [なかH l 北区

古代官街、近世集~ 83.6-84. 10 IOO.s 中里遺時調査会

。中量遺跡調査団編 集:[中盤遺跡 史編網査の概要 1J 
北新僻練中里追跡調査会

発行

。中型遺跡調査団偏 東:[中里遺跡遺跡と宙環境IJ(東北新鯵線建綬に伴う売網間査1)

北新静練中'"遺跡関査会

発行

。中里遺跡調査団偏 東:r中里遺跡遺跡と宙環袋2J(東北新鮮線建綜に伴う発陶調査2)

北新鮮iI<t>墨遺跡調査会

発行

。中'"遺跡踊査団偏 東:r中里遺跡遺附J(東北新僻線処般に伴う発制調資3)

北新"線中型遺跡欄食会

発行 : 

。中里遺跡鋼査団編 集:[中皇遺骸遺物2J(東北続僻線建段に伴う発鋸調査"

北続僻練中里遺跡調査会;

発行 j 
。古泉弘 前村三綾子 東京 中型遺跡J(1木簡研究J11) 

中里遺跡 (なかざと 〕※ 北区

近代都市 90.12 -91. 10 l.~i 北区教育委員会

1998年

1984年

1987年

1987年

1989年

1989年

1989年

。北区教委 : [中m.iI勝一夜U本線客鉄道除去究会社東京絶域本社 ピル地点J(北区割磁文化 19回年
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関 東

院綱査線告書IJ)

短編山之上遺陣 [いたばしやまのうえ]※ 絞嶋巨
近代都市 00.11.00.12 -01.3 1点 東京都埋蔵文化財センター

。東J:tl¥哩文センター : 1飯繍山之上遺跡J，東京1¥埋蔵文化肘センター調査報告げ} :2002年

伊興適陣 (94年度調査)，いこう】 足立区

古代集落 94.4-95. J <1点 足立区伊興i盆僻調査会

。足立区伊興遺跡調査会:1伊興遺跡ー下水道骸殴工事に伴う発踊調査』

。佐々木修 '1臣家 伊興遺跡』 仰木簡研究J17) 
1997年

1995年

伊興遺跡 (95年度調査)(.、こう) 足立区

古代集機 95.4-96.3 <1長 足立区伊興遺跡調査会

。足立依伊興遭跡調査会:1伊興遺跡E一保木間寝観水水路墜備工事に伴う発姻鴫牽』

。佐々木彫 東京伊興遺跡J'1木簡研究J19) 

。大崎爽鈴 東京伊興遺跡(第 九今) 釈文の訂正と追加J'1木簡研究J21) 

若宮八幡神社遺跡 (1-c 1'&) [わかみやはちまんじんじゃ]※ 足立区

近i並集落 97.6 -97. 7 1点 足立区伊興遺跡調査会

。足立区伊興遺跡周遊会:r若宮八幡神位遺跡E 下水道般飯工.，こ伴う発繍調査』

年

年

年

9

7

9

 

9

9

9

 

9

9

9

 

2000年

葛西線祉 (2次予備調査)(かさいじよフ〕※ 耳師匡

中盤城館 73.7-74.3 I点葛師披雄調査会

。葛飾験地測輩会 1背戸芭函滋雄調査線告日 東京偲葛飾区情戸』 : 1974年

葛西減祉 (3次予備調査1¥'(&)(かさいじよう〕※ 葛崎区

中世披簡 74.6-74. 11 5点 葛飾強社調査会

。'"飾峨堆繍査会 : 1脊戸・'"筒抜法網査...m東京笥1.'f!i飾区 脊戸』 1975隼

葛西域社日次予備調査 E区)(かさいじよう〕業 葛飾区

中世減館 74.11 -75.9 3点 葛飾減祉調査会

。竃飾域社関議会 『脅戸・ '"西域社E区調蛮...東京郎葛飾区 野戸』 1976年

車百滅t止 (4次予備調査) 【かさいじよヲ〕※ 葛師匹

中世減館 75.7-75.12 5点 葛飾減祉関賀会

。笥飾峨地調査会 『脅戸 葛西機社調査線告W 東京信， • '"飾区 背戸』 1976年

葛西域t止 (6次)(か主いじよう〕※ 葛 飾区

中世措館 80.9-81.11 2点 葛飾城祉調笠会

。葛飾域社調査会 『葛西城 葛西峻社調査報告』 : 1983年

菖酉滅t止 {下水道西地区)(かさいじよう〕※ 葛師区

中世娘師 86.5-87.4 I 占葛師城J，H調査会

。竃錦織雄調査会 『葛西緩 葛西峻酒(第2分冊)J，嘗飾区遺跡関益金闘査¥li2r5)

葛西線2止 (下水道東地区) (かさいじよヲ〕※ 葛飾区

中世娘館 87.5-87.10 3怠 葛師織法調査会

，'"鋤嫌Jt..変会 : r葛西械 葛西域溜(第2分冊)J(葛飾区遺跡周遊会調査緑笹5)

1992年

1992年

上千葉遣陣 {かみちぱ] 耳 帥 区

近世集徳 93.3-93.5 I点、 葛飾区遺僻調査会

。笥飾区迫電跡調査会 『上千葉遺跡J，葛飾区遺跡調査会調驚鰻告書，5)

0永也fS苔 f東京 上千葉遺跡J'1木簡研究J21) 
1996年
1999年

多摩ニュータウン遺跡解明o.107遺 跡)(たまにゆーたうん〕 八王子市

古(句集稼 89. 10 -89. 12 25.~ 東京都教育文化財団東京都J3j蔵文化肘センター

。東京郎教育文化財団東:1多摩エコータウンNo.107遺跡古代編J，東京総岨超文化附センタ}腐査担:19四年
京総哩j{センター 1管制)

。石井仰j争竹1'"'之 東京 多摩エ zータウン遺跡群(No.107遭跡)J (r木簡研究J12) : 19同年
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下毛榔遺跡 (01年度圃董)(しむやげペ) 東村山市

中世祭配遺跡 01.4-02.3 I点 下宅部遭酔調査団

。東村山市省解調査会 : r下宅飾遺跡 Z凹 1年度調査視線』

下宅部遭跡調査団繍 東i
村山府遺跡側室会発行

。'tJl!敏朗 東京 下宅街1遺跡J(1木俗研究J25) 
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関東

神奈川県

貧困寺開山港 {か〈おんじかいZんとう 】※ 錨倉市

中世寺院 1923年9Jl 59点 {聞東大媛県エ障シ開山信磁銅ニヨリ取リ出サル}

。貧国寺 『重要文化財覚箇守開山格 大燈洛修理理工事録告書J : 1966年

平案地遺跡 (ちぼち] 雑 倉 市

中世都市 80.3'80.9 4点 千葉地遺跡発抱調査回

。千葉地遺跡駕鋼臨調査団:1神奈川県館倉市千集抱慮跡 鎌翁市御成町15.5':U色所在中盤市街地遺跡の:19明年

I発鋼調査J
o平塚直樹 「神奈川 千ヨ廃絶遺跡J([木簡研究J1) :1985年

園田八幡宮境内研修道渇用地遺跡 {つるがおかはちまんぐうけいだb叶んしゅうどうじようようち} 暗倉市

中世寺院 81.8-82.9 21点 鶴 岡 八 幡宮療内発拙調査団

。研修道場周旭発磁調査:r筒陶八幡宮割程内発砲繍査線告書研修道島周地売網開査観告書ー鶴岡八儒官:1983"'-

阻編 磁倉市鍋陶八幡宮境内の中世遺跡錘姐綱菟線傷害』

発行 I 

。資本秀組 神祭川 鋤淘八舗官境内研修道場Illt也遺跡J(1木簡研究J8) : 1986fド

蔵厘敷遺跡 (<らやしき] 帥 倉 市

中世話S市 82.8-82.12 4点錨倉駅舎 改 築 に か か る 遺 跡 梱 査 会

。様倉駅舎改築にかかる :1麗屋敏遺跡一 日本自有鉄道鎌倉駅舎改築に伴う館倉市小町所在遺跡の綱査J: 1984年
遺跡調査会 j 
。服部薬事 f抑衆川 厳座敷遺跡J([木簡研究J1) :1985年

北条泰時・時額田陣 〈曹の下 T目371香1地点)1ほうじようやすとき とさよりてい) 雄倉市

中世居館 84.2-84. 3 4怠北条泰時時朝団跡努楓調査団

。北条制I予 防領邸跡発 r北条務時 時傾邸跡ー曾ノFlT自37¥-1番地点発機個室縄各嘗J : 1刊5年

磁調査図

。神奈'"県教't : 1伸窃川県哩磁文化財関糞領告27J : 1同5年
。罵関拘峰 神議川 北条春時時傾邸跡J(1木簡研究J1) :1985年

北条泰時 時祖国跡 (置 の 下一T目395番地点) (ほうじようやすとき ときよりてい]※ 輔倉市

中世居館 88.6-88.7 1点 北条小町田跡発短調査団 暗倉市教育委員会

。11倉市敏't : 1鎌貨市埋厳文化財緊急調査銀各省S昭和田年度発信調査銀管J : 1989年

北条泰時 時績邸跡 (冨白下一T目432番2地点}【ほうじよう.，-rとき とさよりてL、]※ 措倉市

中世居苗 88.8-88.91点 北条小町邸跡発砲調査E団 措倉市教育書員会

。緩倉市教委 : 1鎗倉市糧磁文化財緊急網査鰻告書5昭和"年度受磁調査線i;J : 19同年

北条泰時 時掴邸跡 {置の下ー丁目369番地点) (2;欠)(ほうじようやすとき ときよりてL寸 時倉市

中住居館 90.7-90.8 2点蛸倉市教育書員会

。鰻倉市敏't : 1蟻倉市埋蔵文化財緊急調室報告町零成2年度実峨網査報告J : 1991年

。組関留失 神奈川 北条着陸時 時網目忠勝J(1木簡研究J23) : 2001年

~t条小町邸跡 (泰時 ・ 時輔副) (冒の下 T目3JJ番7地点) (ほうじよう ζまちてLヴ 蹄倉市

中世居師 94.12-95.2 4点 北条小町田跡発御調査団 ・雄倉市教育委員会

。織含市It'T : rt康含市場録文化財緊急調査報告・12平成7年度発傷調査報告 {第2分冊)J : ¥996年

。岡崎 郎 神提言II( 北条小町邸静J(1木簡研究J18) ; 1996年

北条小町邸跡 (冒 白 下一了目370番 1地点)(ほうじようこまちてLリ※ 錯倉市

中 M位世居館 9柿6

。s餓康倉市a教安司筈佐 : 1雌倉市埋縁文化附，緊揮急凋査報g告野司審014司寧F成9年g皮u宛e絹鋼蓋'鍬."普 (J第隠l分冊)J : 1叫 8告写F 

北条小町田跡 (冒由下一T目36帥9番 地 点) (1ほまうじ ようこ3ま友ちてb、つ] 雄倉市

中世居館 96.8-96.10 5保 北条小町邸跡発掘調査団 ・蹄倉市教育書員会

011倉市教'T : 1峰倉市嵯磁文化財潔急調査報告・12平成7年度提掴調査報告{第2分間)J : ¥996年

。陳腐志 神奈川 北条小町邸跡J(1木簡研究J19) : I凹7年
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北条小町!!Il陣 (置の下一了目369番 1地点 368番 1地点)[ほうじようこまちてb、]
中世居館 99.10今 00.1 点 北条小町田跡発御調査団

時 倉市

。北条4町廓跡発姻聞を r，ヒ.，小町邸跡{泰時 時傾邸}宛個臨調査tiIi!iS J 
閉

20岨年

。議孝子 f神安川 jヒ粂小町邸跡Jcr木簡研究J(3) :20014f. 

北条小町田陣 (冒の 下ー丁目400番1地点) [ほうじよう二まちてい〕 ※ 蝿倉市

中世届酎 00.10'00. lJ 点 北条小町田僻発槻醐査団 輯倉市教育委員会

。鑓倉市教司ci : rUj誉市潤厳文化財緊急綱査.""嘗l'平成13年度発姻調査線告(第2分間)J ;2002年

千葉勉東遺跡 [.，Iまちひがし} 蝿 古 市

中位都市 81.4-84.107点 神奈川県埋蔵文化財センタ

。伸奈川県漫文セノタ 『神奈川県立埋蔵文化財センター年報4J :1985年

。神奈川県埋文セ〆ター 『千集地東遭跡 tt倉県恨事務所処..工事にともなう 線倉市御成町所復i量跡の:1986年
鯛蛮Jc神衆川県立樋蔵文化財セ ンター調査緯告 10)

。服部実沓 『神祭川 千集地東遺跡J([木簡研究J7) : 1':185年

今小路百遭陣 (掴成小隼校内) (1次)(旧.今小路周辺遺跡) [いまこうじにし} 韓倉市

古代 ー中世官補 84.5 . 85. I 5点 今小路商遺跡宛掴調査団

。今小路西遣・...，語調査:r今小路商遺跡{御成小学校内}宛磁調査概観J : 19四年

四 j
。今小路商遺跡溌制調査:11筆倉市今小路商遺跡(御成小学校内}発観測歪鍬告書本文篇J : 19同年

四編 鑓倉市教徒鐙行 j 
。何野英知郎 神奈川 今小路刷辺遺跡J(r木簡研究J8) :1986年
。木簡学会偏 : r日本古代木簡遺』岩波書Qi :1990年

今小路西遺障 〈福祉センター用地・ 1矧)[いまこうじにし〕 紐倉市

中世郷市 87.11 -88.5 I怠今小路西遺跡発婦関査団

ott倉市教委 『鎌倉市嵯根文化財緊急調資銀告書5..利回年度発姻調謙~~J :1989年
。今小路商遺跡発焔調査:r神話持川県鎌倉市今小路箇遺跡発組調査線告書(社会福祉センタ一期地 御 1993年
国編 媛倉市教書発行 j成町625$2t色刷』

。何IHt知郎 樽祭JII 今小路酋遺跡 (福祉セ〆ター用権)J (r木簡研究Ju) :19拍年

北条時書 領時即跡 (曹 の 下一T目233番9他 地 点)(ほうじようときふさ あきときてい〕裟

中世居間 86.5-86.8 1車措倉市教育番且会

。鎌倉市教曇 : r鎌倉市朝磁文化財緊急調査ta~it3 昭利61年度発鋼臨調資報告』

北 条時層 厳時由民都 (置 の 下 T目265番3地点) [ほうじようときふさ あきときてL、]※

中世居師 88.4-88.74点時倉市教脊委員会

。峰倉市教書 『餓倉市嵯磁文化財緊急調査領告書6平成元年度発煩調査線告』

北条時房 顕時邸跡 {雪の下一丁目2J2番地点)(ほうじようときふさ あきときて‘、】※

中世居師 96.4-96.72点 北 条 時 書 顕時由跡発綴調査団

。北条時房 制時邸跡発:r伸謙川以鰻含市北条時房 瓢時邸跡ー雪の下ー了白272番地点』

御調査団

北条時房・掴時邸陣 〈雪 の 下一7目273番イ地点) [ほうじようときふさ あきときてL、】※

中世屈曲 97.3-97.6 1点 北条時房 顕時国跡発砲調査霊団

。北条略房 瀬崎邸跡発:r神奈川県館倉市北条時 房銅時邸跡7J(鎌倉遺跡調査会側室緑町2)
姻調査回線含遺跡調査:

会

若宮大路周辺遺跡野 (小町 T目 (06番 1惟 地 点) (旧、小町 丁目 (07番地点遺跡)

蝿倉市

1990年

時倉市

1.90年

時倉市

1997年

蝿倉市

l'四年

{わかみやおおじしゅうへん] 雄倉市
中世都市 87.2 -87. 7 5点 小町一丁目 ーO七番地点遁跡発仮調査団

。若宮大路周辺遺跡発組 『神奈川県tt倉市若宮大路周辺遺跡鮮小町l了目1価書』他地点第1次小町:1999年

調貧困 1丁目 116#4他地点第''''J
。手緩直樹 悶畑佐拘子 「神奈川 小町ーT6~O七番旭点遺跡J ([木簡研究J10) : 19回年
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若宮大路掴辺遺跡務 (置の下 丁目210香外地点) [わかみやおおじしゅうへん] 雄倉市

中世都市 88.10-89.1 6点 若宮大路周辺遺跡群発掘調査団 ・錯倉市教育委員会

。鎌倉市教委 『総倉市坦蔵文化財緊急調査線告書6平成元年度発姻調査線告J : 1990年
。馬淵和雄 f神奈川 若宮大路陶辺遺跡鮮j [[木簡研究J23) : 2001年

若宮大路周辺遺跡欝 (榔 成 町666番地点)[わかみやおおじしゅうへん)※ 時倉市

中世郡市 90. 2 -90. 8 l.~ま 若宮大路周辺遺跡群発短調査を団 輔倉市教育委員会

。鎌倉市教書 『神奈川県路倉市若宮大路周辺遺跡群発焔倒査報告書 鎌倉市御成町'"番泡 1993年
保 鎌倉駅西日第2自伝車駐車渇及び(仮休}鎌倉市在宅福祉サーピス泡般に

伴う緊急発綱調査線告書 』

若宮大路周辺遺跡務 (小町一丁目 196番6地点}【わかみやおおcしゅう へん〕※ 輯倉市

中世都市 98.6-98.9 1点 箸宮大路周辺遺跡群発掘調査団 ・蹄倉市教育委員会

。鎌倉市教委 : r鎌倉市哩蔵文化財緊急調査線告書16平成11年度発銀調査線告{第l分冊)J : 2帥 0年

永福寺 [66年度調査 ) [ょうふくじ]※ 鎌倉市

中世寺院 88.8-89.2 2点結倉市教育華民会

。館倉市教委 『鎌倉市二階盆史跡永福寺跡 団指定史跡永福寺跡環境鐘備事業に係る発線 1989年

調査概要録告書昭拘53年度』

o 鎌倉市教番 『鎌倉市二階堂国指定史跡永福寺跡ー図指定史跡永福寺跡環境聖軍備事業に係 2002年
。る発婦罵査報告書(遺物編 考察編)J

永福寺 (901:事置調査 )[ょうふくじ}※ 瞳倉市

中世寺院 90.8-90.12 1点雄倉市教育委員会

。鎌貨市教委 『泌倉市二階堂史跡永福寺跡一回指定史跡永福寺跡環境鐙備事業に係る発掘:19例年

l調査概要観告書平成2年度J
。鎌倉市教委 : [様倉市二階堂国指定史跡永福寺跡 国指定史跡永福寺跡環境軍備事業に係:20位年

!る多量姻細査線告書(辺監物線 考察編)J

永福寺 (93年度調査) [よヲふくじ〕 ※ 鎌倉市

中世寺院 93.7-93.12 3点描倉市教 育委員会

。滋倉市教委 『鎌倉市二階堂史跡永福寺跡一国指定史跡永福寺跡原境盤備事実に係る発鋼(印刷年

調査慨婆報告書平成5年度J
。線会市教'" : [鎌倉市二階堂国指定史跡永福寺跡一国指定史跡永福寺跡環境盤備事業に係 ;201)20手

る予告姻調査線告書(遺物編 考翁編)J 

永緬寺 [96年度部査) [ょっふくじ〕※ 蝿倉市

中世寺院 96.7-97.1 3点雄倉市教育委員会

。鎌倉市教'" : r鎌倉市二階堂史跡永福寺跡 団指定史跡永溺寺跡環境鐘備事業に係る発姻:199'1年

調査既要銀告書平成8年度(第1分冊)J

otf倉市敏委 『織倉市二階堂園術定史跡永福寺跡一国術定史跡永福寺跡環境整備恵袋に係:2002年

る発繍調査報告書(遺物編 考集編))

下馬闇辺遺跡 (鎌倉女学院地点) [げばしゅうへん〕※ 輔倉市

中世都市 89.5-89， 8 37点 以 上 下，I，q周辺遺跡発砲調査団

。下馬周辺遺跡発悶悶査:r神事川県 鎌倉市下馬周辺遺跡発楓調査線告書 鎌倉女学院地点J : 199唱年
図

由比ケ浜中世集団墓地遺跡 (由比ヶ浜二丁目番1034香1外地点)[ゆいがはまらゅうせいしゅ うだんlまち]※

中世墓地 90.10-91.9 1点甜倉市教育番員会
時倉市

。様倉市教委 『腿倉市糧蔵文化財緊急調査報告書9平成4年度発制調査線告{第I分冊)j 1993年

由比ヶ浜南遺骨{由比ヶ浜田T目香1101番2外地点) [ゆいがはまみなみ]※ 韓倉市

中世銀港墓地 95.3-97. 6 3.~以上 向比ヶ浜南遺跡発砲調査団

。鎌倉市教委 : r街比ヶ浜市遺跡(第i分冊) (本文樹).0 :2叫2年

佐助ヶ谷遭蹄 {さすけがやっ〕※ 雄 倉 市

中世埠落 90.10-91. 11 35.~以上佐助ヶ谷遺跡発掘調査団
。佐助ヶ谷遺跡発姻調査。 『神奈川県結倉市佐助ヶ谷遺跡(緩倉役務署1111也}多量路調査領告(第l分冊) : 1993年

50-



縛奈川県

図 。{第2分冊)J

保*'寺跡 〈山ノ向寧東管領領直敏 )3J番3外地点)(ほねいじ]務 時倉市

中世寺院 91.4-91.7 1点崎倉市教育委員会

。餓含市教委 : 1鎌倉市坦厳文化財緊急網査報".9平成4年度発繍調査線告{第3分冊)J : 19同年

公方置敷陣(;'争明寺三丁目143番地 -2地点)【〈ぼうやしき】※ 暗倉市

中世寺院 92.1-92.41点崎倉市教育委員会

。鎌倉市教書 『鎌倉市酒蔵文化財緊急調査線告書iO平成S年度発燭調査....(第t分冊)J ;1994年

後小路周辺遺跡 {よニこ うじしゅうへん]※ 錨倉市

中世都市 94.9-94.11 1点 償小路周辺遺跡発掘調査団

。慣小路燭辺遺跡発網目調。 『神奈川県峰倉市 検，j、路周辺遺跡 二階食字横小路11011'3地点 永福寺跡関 1996年

査団 連遺跡の調査』

字3・宮辻子線府跡 {小町三丁目361番 1地点)(うつのみやすしぱ〈ふ]※ 時倉市

中佐官簡 96.2-96.42点字陣宮辻子幕府跡発短調査団

。館倉市教勢 1鎌倉市哩蔵文化財緊急調査縄"1・13平成8年度発椙調査....<第2分冊)J :1997年

字，.官辻予纂府跡 (小町二T目361香地点)(うつのみやずしばくふ]

中世官補 98.6 1点 字減官辻子務府跡発描調査団

。原崎志 f神奈川 字"宮辻子孫府跡J<1木簡研究J21) 

錨倉市

円覚寺旧境向通陣 {山ノ向字瑞鹿山509書1地点)(えんがくじきゅう h打 、だい〕孫 蝿倉市

中世寺院 96.5-96.77点 姐倉市教育委且会

1999竿

o鎌倉市教委 1鎌倉市湿磁文化財緊急調査線e笹川平成9年度受捌調査鰻告(第l分冊)J : 1998年

史跡建畳寺績向 {しせきけんちょう U打、だい) 雌倉市

中世寺院 00.1-00.736点 曲 見大学史跡鎗畏寺第内発t程調査団

。a見大'1'史跡E霊長命!jt:1史 峨 燈9隆寺境内一得月機{客殿}建訟に伴う..組問葉線告書(遭物編)J :2003年

内発鋼臨調査団 有限会社 i

樗通 I 

。宮悶様 神宗川 史跡趨長寺境内J<1木簡研究J24) :2002年

名曲ヶ谷過酷 {大町三T目1826寄9地点)(なごえがやっ〕 ※ 暗倉市

中世111芋鹿股 00.8-00.91点 描倉市教育委且会

。鎌倉市教委 : 1 11倉市埋磁文化財緊急調査・1iI.~. L 8 平成 13年度発栂調査線告 {第2分冊 ) J :2002年

米町過酷 にめまち]※ 措倉市

中佐町屋 01 卜 01.6 1長米町遺陣発掘 割奪回

: <文猷なし}

武起大路周辺遺跡 (周ヵ・谷二丁 目298番イ地点)(むさしおおじしゅうへんいせき]※ 雄倉市

中世都市 01.8-01.11 3点 輔倉市教育聾且会

。蜂倉市敏司書 『鎌倉市埋蔵文化財緊急調釜・R~.18 平成 13隼度実拠調査.... <第1分Iffi)J :2002年

五合桝遺跡 (仏法寺跡 )(ごんごうます] 輔 倉市

中世揖苗 ・寺院 02.6-02.10 約1000点 蝿倉市教育委員会

。 飯倉市敏~ : r神話美川県館倉市五合桝遺跡(仏法令跡}発栂関査報告書J ;2凹3年
。福岡骸 同夜川 玄合併遺跡{仏法令跡)J <r木術研究J25) :20回年

下曽義過陣 〈圃撃院1次 ・2次)(しむそが]※ 小岡原市

古代官楠 60.3-60.4、61.3-61.4 2点 園事院大拳考古学研究室

。圃象院大隼 : r園祭院大祭勾古学資科室要覧 19口J : 1973年

。下旬我遺跡発姻調査団 r下値我遺跡永眼下り畑遭跡調陣IV'也点J : 2002年

編鎌企遭跡綱査会実行 i

。神家川県 『神 間11県史資料編20J ;1919年

。鈴木嫡民 f下曾我遺跡と幽土木簡J(1木簡研究J13) : 1991年
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関東北檀

下 曽蓑遺跡 (子代廃寺・下.表遺跡県60年度調査)1しもそが]務 ，)、岡原市

古代官簡 60.4.60.6 2点 赤星直忠

。手伝昼直. ，!，.下曽税病院内遺跡調査概線j ，r検須側海盲学会年線16)
o下曽我遺跡発姻調査印 『下也統直跡永塚下り畑遺跡第IV)也点』

街 路 倉 遺跡調査会発行

。神宗川県 『神話梅川県史資科縄zoJ
。鈴木晴民 『下曾我遺跡と出土木簡j ，r木簡研究J13) 

千代爾原遭陣第四地点 17次) 1らよみなみはら} 小図原市

古代直物包 吉 届 98.12 -99. 3 2.~ 小 岡原市千代南原遺跡第W地I!'R!縫調査団

印刷年

2002年

1979年

1991年

。小関原市千代間原遺跡 『神奈川県小岡原市千代南原遺跡郷、，)也点 千代台砲術級審事における低温勉:20田信事

第河地点完磁調査団 遺跡の発姻寓査線告書1
。小池聡 f神病川 千代南原遺跡第、百地点j ，r木術研究J22) :2000隼

居村B遺障(本調査) l'、むら〕 茅ヶ崎市

古代生産地 87.10-88. 5 2点茅ヶ崎市埋蔵文化財割安会

。神森川絶後史研究会 『居村 『鰍笠木簡Jシy ポジクムの記録』

。富永富士雄 『居村遺跡左出土木簡j ，茅ヶ崎市史編集袋員会 『茅ヶ崎市史研究J13) 

。育現k富士組 『神豪州 居村B遺跡j 仰木簡僻究111】

居村8遺障 13次)μ、告ら} 茅ヶ崎市

古代水悶 92.6 I点 当事ヶ崎市埋蔵文化財調査会

。富永富士雄 三上書孝伸家川 居村B遺跡j ，r木簡研究』凶

香川 下寺尾遺跡野 (下寺尾地区北B地点)1かがわ しもてらお〕 茅ヶ崎市

古代祭舵直情 何週 99.7 -99. 8 1点香川 下時尾直肺群発掴調査団

。中村智也 大村糟司 神奈川 香川 下寺尾遺跡脱 {下命尾穐区北B地点)J (r木簡研究J22) 

宮久保遺跡 {みや〈ぽ〕 鞭 輔 市

古代集穆 81. 10 -84.2 1点 神奈川県立埋蔵文化財センター

。伸森川県立唄文センタ:r仲宗川県立埋麗文化財センター年鰻31

。仲宗川県立哩文セ ンタ 『宮久保遺跡目 {本文編)，土..眠術道警 固版編)，附図}一県立線機商高等

学院建..に伴う調査1，神索川県立哩蔵文化財センター調査線告15)

。神奈川櫓蟻史研究会踊 『シンポジウム富久保木簡と古代の相模』有隣堂

。闘平健三 f神奈川 宮久保遺跡)'1木簡研究16)
。木簡学会編 : I日本古代木簡選』岩波書留
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新 潟県

的狙 遺跡 (89年度調査 )(まと;剖 新 商 市

古代宮市・集結 89.7-89.111点 新田市教育委員会

。a房副市敏魯 : r1989年 度 頃蔵文化財受栂調査線".J
。続鶴市教委 : 1新担崎市的渇遺跡一的毎土穐区画ft!理事業開地内費量姻調査線告書』

o石川県明文保存協会 : 1古代北陸と 10土文字資特』

。本間住吉 ''''尚 的場遺跡J'1木簡研究J13) 
o小林局二 八幡体遺跡持続栂県内出土の木簡J'1木簡研究J14) 

的場遺跡 (90年度踊査)ほとば] 新 国 市

古代官間車搭 90.4-90.10 6点筋商市教育番員会

。続鶴市教養 『務E弘前的渇i虚富市一的場土増区画疲糧事業同地内発姻.，託銀告書』

。石川県哩文保存協会 『古代北院と幽主文字資料』

。本阿倍吉 「新倒 的場遺跡J'1木繍研究J13) 

。小林白ニ f八幡体遺跡簿新荷県内出土の木簡j (1木簡府究J14) 

帽立c温陣 {おたて〕 新商市(旧 西蒲原邸鼎鳩町)

古代官間・中世集落 89. 9一回 目、 90.4-9⑪ 11 3点 黒篇町教育舎員会

。黒崎町敬司書 : 1緒立C温跡発姻調査俵線』

。黒崎町教番 : 1緒立C遺跡発賜調査線審"J
o石川県哩文保存協会 : r古代北限と則土文字資斜』

。渡辺ますみ 新商 緒立 CJ宜跡J，1木簡研究J13) 

。小体畠ニ 八絹体遺跡持続調県内出土の木簡J(1木簡研究J14) 

山木 戸過酷 (2次 ) (やま き目 新 由 市

中世集落 9<1.5-94. 8 I点 新田市教育委員会

。紙調市教書 : 1平成6年度 続制市文化財閥査概要』

。小池鍔明 新栴 "，木戸遺跡j (1木簡研究J¥7) 

松葉遺跡 [まつば〕※ 長 岡 市

中世集梅田 5-93. 8 1点長岡市教 育 委員会

。長岡布敏.. : r偉業遺跡一中山間地犠農村活性化総合蜜備事実に伴う発綿調査』

腫ノ 前遺 跡 {あやのまえ】 三条市

中世集落 92.6-92.12 2点 三条市教育委且会

縛奈川県 飯潟県

! 1991年

;1同 3年

;'四時
: 1991年

: 1992年

1993年
1998年

1991年
1992年

1993年

1994句F

: 1998年

1991年

: 1992年

1995年

1995年

1994年

。三条市教養 : 1続荷風三条市線ノ附 l!柿沢遺跡一県道パイパス関係坦磁文化財発捌綱査 1994年

j報告書J(三条市文化財調査報告書7l

。金子豆典 倉野部 被ノ附遺跡2信雄C簡研究J15) : 1993年

吉湯川過酷 {よしづがわ〕滋 三条 市

中世以降集落 01.8-01.11 1点 三条市教育署員会

。三条市教安 吉 酎"遺跡発組調査現櫓綬明会資料j (2凹 1年/0月 初日) 20(H年

馬場・天神胆遺跡 {ぱんぱ てんじんごし〕 箱崎市

中世集務 91.8-91.10、92.6・92.9 9点 納 崎市教育委員会

。品問高志 新蹴 騎・天神腰遺跡j (1木簡研究J¥5) 1993年

.鎗遺跡 [みのわ} 納 崎 市

古代宮衛関連 99. <1 -99， 11 6.?f. 新出県教育書員会 新椙県埋蔵文化財調査事業団

。続務県縄文調査事業団:1新鴻県橿雌文化財綱査本業団年線平成"年度J 却帥年

o新渇.....文調査事集団:1)1;鎗遺跡 I ー般団;Jl.号柏餅バイパス関係発槻調査報告書J(新沼県唄鰻(四02年

縮、新副県教'11'並行 j文化財調査線告書l帥

。高憐保 f，荷崩 実舗遺跡j '1木簡研究J22) :2000年

。木簡学会編 : 1日本古代木簡集成』東京大学幽阪会 :2003年

下沖 北遺 跡 (11次)(しむおさきた] 柏崎市

中世集落 02. <1 -02. 10 Il.1 新時県埋蔵文化財調盗事業団

。続潟県塩文調査事業団:r一般国道"予納崎パイハス関係発矧調査線告書 目 下仲北;J!跡 'J，続問県湿:20凹年
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北陸

編新潟県教委発行

。図'l'-徳

:蔵文化財調査報告書125)

新潟下沖，t遺跡J<1木簡研究J25) 

管纏遺跡 {そね] 新発国市 (1日 北蒲原郡豊楠町)

古代集落 81.7-81.104点 豊浦町教育委員会

。量浦町教委 『曽根遺跡IIJ ，豊浦町文化財調査報告書4)

。家図順一郎 f新協 曽根遺跡J'1木簡研究)6)

新発田線(li!8地点) (しばたじよう] 新発国市

近世城郡 95.10-95.124点 新発関市教育委員会

: 2003年

1982年

1984'F 

。新発岡市教書 『新発関峻跡発矧測査報告 n ，第7-¥0地点)J ，新発関市埋蔵文化財調査銀管 1997年

17) 

。鶴巻康容 『新溺続発図織跡J'1木簡研究J19) : 1997年

新発田城(箪9地点)(しIぎたじよう] 新発関市

近世城郭 96.8-96.93点新発図市教育委員会

。新発岡市教委 『続発淘城跡発栂調査線告 日 (第7-¥Ot也点)J ，続発関市埋蔵文化財調査録音:1997年
17) 

。踊巻康志 『新樹続発図械勝J，r木簡研究J19) : 1997年

新発田輔(第叩地点) (しばたじよう 〕 新発岡市

近世線開 96.8-96.926点 新発田布教育委員会

。続発岡市教委 : r新発闘械跡発鋼調査線告 n ，第7、101也点)J，新完関市埋厳文化財鱒査報告-1997年
:17) 

。鶴巻康志 新沼新発図被跡J'r木簡研究J19) : 1997年

妻ノ神遺跡 {さいのかみ】 新発悶市(悶 北蒲原郡豊浦町)

中世近代集落 99.4-99.6 3点 豊浦町教育委員会

。費浦町教倭 : r県営小板他区岡渇整備事業に伴 う埋蔵文化財発栂調査綿密書正尺遺跡 小田帥年

j妓館遺跡 姿ノ神遺跡J，竪湖町文化財調査線卸)

。山ロ直子 新潟 婆ノ神遺跡J，r木繍研究J22) 回向年

馬見坂遺跡 [うまみざか} 新発岡市

古代遺物散布地 99.5-99.10 1点 新潟県教育委員会新揖県極蔵文化財調査事業団

。新経}県糧文調査事業団:r新商県埋蔵文化財調査事業団年級 事成11年度J :20同年

。高情総 '1野砲馬見版遺跡J'1木簡研究J2沼:2000年

舞量遺跡 〔ぷたb、〕 加 茂 市

中世河川 96.3-96.6 4点加茂市教育委員会

。伊藤秀和 新商 舞蓋遭跡J'1木簡研究J19) : ¥997年

馬寄遺跡 {うまょせ】 加 班 市

年代不詳遺物包吉地 97.3 1点加 茂市教育委員会

。加茂市敏委 : r平成8年度加茂市内遺跡確..調査線告書丸抱遺跡 鬼倉遺跡鳩飽遺跡 : 1997年

:敏口太遺跡寺屋敷遺跡馬寄遺跡1，加茂市文化財調査線告7)

。伊峰秀和 f新溜馬寄遺跡J<r木簡研究J19) :1997年

馬越遺跡 {うまこし] 加 置 市

古{句集落富衛 99.8-99.12 3点加茂市教育委員会

。加茂市教" : r平成10年度加茂市内遺跡維協調牽織告書たて屋敷遺跡蚊ロ太遺跡 草生 199ゆ年

志位遺跡 大 塚 遺 跡 馬鐘遺跡 鬼倉遺跡J，加茂市文化財鵬査線告9)

。伊藤秀和 『新掛照趨遺跡J"木簡研究J22) :2000年

岩倉遺跡 (2次)(，、わくら} 糸魚川市

中世遺物散布地 01.4-01.101点新時県教育書員会 新潟県湿蔵文化財調査事業団

"'野君島県埋文調査本業団 『新耐県鹿蔵文化財調査本集団隼線平成13年度J : 2002年

。新型弘県埋文調査事業団 『一般国道8号糸魚川ハイパス関係発短調査報告書岩倉遺跡J，街路県哩超文 2003年

縮、新潟県教袋発行 化財調査線告書1!4)

。図中一穂 f新理局 場倉遺跡J"木簡研究J24) :2002年
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新潟県

馬場屋敷遺跡 {ぱばやしき〕 白線市

中世集落 83.8 -83. 11 52点 白俊市教育書員会

o自自民市教委 : r馬絹屋般遺跡発鋼調査報告書ー庄瀬凶区1，白根市文化財m査報告書2) : 1984年

。川上貞雄 新潟鰐渇屋般遺跡J，r木簡僻究J7) :1985年

。小林昌ニ 八幡林遺跡等新規県内出土の木簡J'1木簡研究J14) : 1992年

浦廻遺跡 (，次 )rうらまわり ) 白線市

中世遺物散布地 01.7.01.84点 新開県教脊委員会 ー新開県埋蔵文化財調査事業団

。新同県埋文調査事業団:r筋商県埋厳文化財調査事業印竿徳平成13年度J :2叫 2年
。新渇県漫文繍奪事業団:rー般国道.. 予自慢バイパス関係発姻調査綴告書捕廻遺跡1，新渇県埋蔵文化 2003年

編 新n島県教委発行 :問調査線告書126)

。闘中ー倦 新潟 摘廻遺跡J'1木術研究J24) :2002if-

浦廻遺跡 (2次本調査) rうらまわり〕 自枝市

中世遺物散布地 02.5.02.1062転新商県教育書員会新相県埋蔵文化財調査事業団

。新現島県埋文調変事業団 『一般国道.. 予白制使ハイパス関係発組調査観音書浦想遺跡J，新制県埋磁文化:20回年

縦新協県敏委発行 財調査線告書126)

。開中ー稽 「新1鳴浦廻iI跡J'1木簡研究J25) :2003年

ー之口遺跡東地区(4E地区 田年度調査) r 1、ちのくち]※ 上選市

中世集落 83.4"83.11 点 新時県教育書員会 新商県坦蔵文化財事業団

。新商県寝文調査事業団 f 之ロ遺跡東地区{本文編) (図版編)ー北陸自 動車道上錨市 木図泡区発:1994年

編、新商県教委努行 鋼調査線all4J(続砲県埋蔵文化財調査報告書60)

春 日山城跡 (83年度飼査)rかすがやまじよう〕※ 上越市

中世減官官 83.6-83.12 I点 上選市教育垂員会

。上縫市教委 : r回指定史跡春日 IU峻跡発砲調査概緑川一昭和臼年度』

春 白山城跡 (84年度調査) rかすがやまじよう〕 ※ 上越市

中世地舘 84.7-84.121点 上越市教脊委員会

o上鐘市教" : r国指定史跡春日 山犠跡発錨調褒概観咽一昭拘59年度』

伝至極寺跡 (92年度調査) rでんしとくじ}※ 上館市

中世寺院 発栂年月不詳 2.g 上館市教育委員会

文献なし}

発久遭臨 (88年度圃査)(ほっき ゅう〕 北蒲原郡笹神村

古代寺院 88.10 6点 笹神村教育委且会

。笹神村教安 : 1発久遭跡宛倒調査線告書1r笹神村文化財調査線告別

o石川県漫文保存協会 : 1古代北陵と出土文字資料S
。笹神村 : I笹神村史実狗編l原始古代 中惟』

。JII上貞雄 新潟 兜久遺跡Jrr木簡研究JIl) 
。小稼8ニ 八幡林遺跡等新樹県内幽土の木簡J(1木簡研究J14) 

発久遺跡 (99年度調査) rほっきゅう 〕 北蒲原郁笹神村

古代官術関連 99.7 -99. 8 2点 笹神村教育書員会

。後神村 : 1笹仲村史資斜編l原始古代 中世』

。中山俊道 小林昌二 新潟発久遺跡J{f木簡研究J22) 

相沢央 i 
oオド簡学会編 : r日本古代木簡集成』東京大学出版会

壱本杉遺跡 {いっぱんすぎ〕 北繍原郡笹神村

中世集落 97.10-98.5 1点 笹神村教育委員会

1984年

: 1985年

1991年
1998年

2003年

1989年

1992年

2003年

: 2000年

2003年

。後仲村教委 : 1前悶遺跡 壱本杉遺跡県営圃織笠倫理匹集長起地区に伴う 埋蔵文化財発短調:1999年

j査線告書J，笹神付文化財鱒査線制)

01>仲村 I笹神村史資料編1原始古代中世J :2003年

。中山俊道 「新潟 壱本杉遺飾J'1木簡研究J21) : 19四年

腫理遺跡 にしまわり} 北清原郡笹神村

古代中世阿川 99.9-99.10、00.4.00.8 13占 笹神村教脊委員会
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。笹神村

。中山俊道

: r笹神村史資斜編1原始古代 中世』

新i!I 腰泡遺跡j 仰木簡研究J23) 

小島西遺跡 {おじまにし〕 北浦L宇都加治川村

中世集落 83.12 点 加治川村教育委員会

2003年

2001 年

o加治川村教委 ， I小島商遺跡J，加治川村文化財調査線告書Z} : 1984年

。伊雄教 続鼠小島西遺跡J <I木簡研究J8) :1986年

。小緋昌ニ 八幡株遺跡害事新関県内出土の木簡J'1木簡研究J14) : 1992年

砂 山中道下遺跡 [すなやまなかみちした) 北繍原郡加桔川村

中世集落 98.5-98.8 8点 新開県教育委員会 新揖県湿蔵文化財調査事柴田

。新鶴県民埋文明益事業団， 1新鶴県埋蔵文化財調査事業団年鰍平成IOif-!tJ : 19的年

。石闘守之 新商 砂山中道下遺跡J，r木簡研究J21) :19凹年

野中土手付遺跡 {のなかどでつき】 北浦原郡加治川村

中世集落 98 . 5 ~ 98 . 9 2点 新商県教育委員会・新時保埋蔵文化財調査本柴田

。新商県縄文調査事業団 『新潟県塑厳文化財調査事業団平線平成 10年度J : 1999年
。戸恨与八郎 『新潟 野中土手付直跡)'1木簡研究J22) : 2000if-

下町 坊減適齢 (A地区) [したまら ぼうじよう } 北蒲原郡中条町

古代集落 自鼎流路 96.6-96.11 1点 中条町教育委員会

。中条町教委 『下町 紡織遺跡 目一川跡出土の遺物1(中条町寝磁文化財調査銀各12) :1997年

。中条町教委 『下町 坊峻遺跡ID-A地点の沼査j，中条町四歳文化財調査報告18) : 1999年

。水槽孝一 『筋商下町坊域遺跡)<1木簡研究J19) : 1997年

下町 幼城遺跡 (C地点)(したまちぼうじ よう〕 北蒲原郡中条町

中世荘園 自熱流路 98.-1 -98. 11 点 中条町教育委員会

o中条町教委 『下町幼披遺跡v-c抱点(遺構編 総..編)奥山荘政所J(中条町熔蔵文 2001年

化財調査鰻告2ll

""'''孝ー r，野間 下町 坊械遺跡C地点)<1木簡研究J21) :199ゆ年

中倉遺跡 (3次 ) [なかくら〕 北諸原節中条町

古代集落 。何道 97.6-97.7 4点 中条町教育委員会

。中条町教委 『下町 坊峨遺跡 中倉遺跡ほかJ(中条町埋旗文化財調査線告別 1996字

。中条町教委 『中倉遺跡'" 県営指水防除事実に伴う鐙姻調査報告 "J，中条町哩超文化 l凹9年

財調査線告16)

。水薄幸ー 「新型弘 中倉遺跡)'1木簡研究』四 :19ゆ8年

中倉遺跡 (6次) [なかくら) 北繍原郁中条町

中世集落 ー抗路 99.4 -99.7 1点 中条町教育委員会

。中条町教委 『新陶県北蒲原郡中条町中倉遺飾:sd:::. 8V:: 築抱原遺跡2" 主要抱方道中条.2003年

:~雲寺線改築工事に伴う発銅調査線'i!r a ru J (中条町坦蔵文化財調査報告26)

。水t軍司~- : r新，訪 中倉遺跡) "木簡研究J22) :2沿00年

野付遺跡 [のつけ】※ 北浦原郡中条町

古代集落 97.11 2点 中条町教育委員会

。中条町教委 ，1新商県北精原郡中条町町内遺跡V 平成9年度町内遺跡確認調査線告書J，中 19同年

l条町忽蔵文化財調査線告 17)

船戸川崎遺跡 (4次 )[ふなとかわさき〕 北部原郡中条町

古代集落官町 98.7-98.12 6点 中条町教育委員会

。中条町教委 ， r船戸川崎遺跡，"一主要地方遊中粂紫雲寺織改築工事に伴う発擁調査領告書四02年

: 11 J (中条町塑蔵文化財絢査報告24l

。水海幸ー 新i!I 船戸川鱒遺跡)<1木簡研究J21) :1999年

船戸川崎 遺跡 (6次 ふなとかわささ} 北浦原都中条町

古代近世官簡 01.4-01.5 2点 中条町教育吾員会

o中条町教書 『船戸桜飼遺跡， . 5次船戸川崎遺跡6次 県営闘渇盤備事業に伴う発御調査報 :21)(12年

告書IVJ川z条町埋磁文化財調査線告25)

。水I軍司書 『新務 船戸川崎遺跡) '1木簡研究J24) :21)02年
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船 戸植田遺跡 (2次 )[ふなとさくらだ〕 北浦原都中条町

古代集荷停・祭舵遺跡 99.8 -00. 3 4車 中条町教育餐員会

。中粂町教袋 : 1船戸桜図遺跡2次調牽一重要地方道中条業雲寺織改鰭工事に伴う発楓網直線i四例年

i6SlJ (中条町埋蔵文化財調査~622)

。水湾当医 r，野鶴 船戸桜岡遺跡J仰木簡研究J22) :2000年

船戸桜図遺跡 (4次 )(ふなとき〈らだJ 北繍原邸中条町

古代集務 00.10-00.11 点 中条町教育委員会

。中条町教袋 ; [船戸桜関遺跡， . 5次船戸川崎遺跡時一県営姐勾鐙備事業に伴う発組調査錫:2002隼
告書IVJ <中条町混磁文化財調査縦告25l

。水F・，*，- 街溺船戸依岡遺跡J([木簡研究J23) : 2001年

船戸躍図遺跡 (5次 )(ふなとさ〈らだ〕 北蒲原郡中条町

古代官情 01.4-01.5 1点 中条町教育委員会

。中条町教袋 : 1船戸俗図追跡4• 5次船戸川鮒遺跡6次ー帰省圃嶋槍術事業に伴う発銀調査根;2加2年

j告書IVJ (中条町樋磁文化附調査報告Z5)

。水海章一 新樹船戸俗図遺跡J([木簡窃究J24) :2002if. 

蔵ノ呼遺跡(1次)(<らのつぼ} 北浦原続中条町

古代集落 99.9-99.12 1点 新曲県教育委員会 新l!l県狸蔵文化問調査事業団

。鱗椙県塩文調査$集団:[，野間県頃厳文化財調査事業団修得平成12年度J : 20014:事

。新沼県哩文関査事業問:1厳 ノ鍔遺跡 ー般国道7号中象l鴨川線パイパス関係受磁調査線告書J(新鶴田凹年

編 t 新樹県教書発行 i舗展観厳文化附調査線告書LL5)

。商~保 r，野陶 磁ノ郎遺跡J<1木簡研究J23) : 2001年

車Eノ縛遺跡 (2次)((らのつぼ jt精服部中条町

古代集絡 00.4 -00.11 4占 新曲県教育番員会ー新曲県埋蔵文化財調査事業団

.，野砲県湿文調査事業団:U野副保岨厳文化財荷査夢集団年匁平成12年度J :2001年
。新調燥機文調査事業印:[厳ノ坪遺跡 般国道7争中条胤川線パイパス関係発処罰輩報告書J<続問 2002年
綱、新潟県教昏発行 I県寝磁文化財調査報告書115)

。高橋保 『新.. 厳ノ陣遺跡J<[木簡研究J23) :2001年

2鹿野遺跡 [くさの] 北海原郡中条町

古代自棉捷路 02.6 6点 中条町教育委員会

。中条町教委 : [平成8年度町内遺跡雄箆舗を鍬.."ー寺前遺跡 l，ttf遺跡 下名倉遺跡 中 1991'1"
!倉遺跡2'" 舟戸川崎遺跡 舟戸縦凶遺跡J<中条町漫繊文化財調査報告11)

。水海牽ー 新IU.:r，Uf遺跡j <1木術研究J25) : 201)3年

屋 数遺跡 {やしき〕 北清原郡中条町

古代 旧何 道 02.8-02.9 4点 中条町教育委員会

。ホ湾孝一 。『続湯屋敷遺跡J([木簡研究J25) 

よ郷遺跡 {かみごう] 中楠原邸償峰町(1日 償 屈村 }

年代不詳 ・集絡 93.4-93.11 2点新時県 教育岳民会 新開県湿縦文化財調査事業団

。新潟県哩文調査事集団 『新潟県岨磁文化附側査事業留年鰻平成5年度』

。新務県糧文関蓋S業団 『上郷遺跡 目J(新潟県埋篇文化財調貧線告書81)

編続硲県教書発行

.""附俗勅 r，野高 上郷遺跡J(1木簡研究J17) 

~t'J、脳遺蹄 {きたしょうわき 〕 商繍原郎吉岡町

中世集終 00.5-00.11 6京 古関町教育委且会 山武考古学研究所

。布施智也 新渇北小脇遺跡J<1木簡研究J24) 

大鰐遭跡 {おおっぽ〕 南蒲原!Il図上町

古代壇物包宮地 94.10 -94. 12 I点 図上町教育普且会

2003年

1994年
1997年

: 1995年

2002年

。凶上町教袋 : r大坪遺跡 新自県営高生直性大区画ほ場整備事業{図土郷櫓区]埋厳文化財:1997年

I緊急建楓綱変徹告書J
。闘畑弘 r，費削 大即温跡j <1木簡研究J19} :1997年
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新堀村下遺跡 {確認調査) [にいぽりむらしも}※ 南蒲原郡栄町

中位性格不詳 97.4-97.5 1点 栄町教育委員会

文総なし)

八幡綜遺跡 [90年度調査) [はちまんばやし〕 三島郡和島村

古代官簡 90.8-91.3 3点和島村教 育委員会

。石川県榎文保存協会 『古代北陸と出土文字資料』

。回中繍 『新穂八総体遺跡J(1木簡研究J13) 

。沖海車也 佐騒慣編 『上代木簡資料集成』おうふう

。木簡学会縫 『日本古代木簡集成』東京大学幽阪会

八幡綜遺跡 (92年度調査) (はちまんばやし] 三島郡和島村

古代官筒 92.4-93.3 19点 和島村教育委員会

。利島村教" : 1八絹株遺跡1(和島村埋蔵文化財調査鰍告"3)
。石川県埋文保存協会 : I古代北陸と出土文学資料』

。図<t婿 f新溺八幡林遺跡J<I木簡研究11¥5) 

八幡林遺跡 (93年度調査) (はちまんばやし] 三島鶴和島村

古代官情 93.4 -94. 3 49.~ま 和島村教育委員会

。拘島村教委 『八舗株遺跡J(和島村埋蔵文化財関査線告書3)

。石川県埋文保存協会 : r古代化隠と出土文字資料』

。悶中. . 筋 商 八 幡 体 遺 跡J(1木簡研究JI16) 

。木簡学会編 : 1自本古代木簡集成』東京大学凶販会

山図掴内遺跡 [ゃまだごうち】 三島郡和島村

中世集落 90.4-90.86点 和島村教育書員会

。開中嫡 I三島郡利島村山図郷内遺跡J(1新務損保S考古学会連絡紙)6)

。図中嫡 『新.. 山岡郷内遺跡J(1木簡研究J14) 

下ノ西遺跡 (2次)[しものにし〕 三島郡和島村

古代官簡 97.7-91.10 11点 和島村教育書員会

。和島村教委 : ，下ノ酉遺跡ー出土木簡を中心として1(拘島付鹿蔵文化財調査線谷容7l

。石川県埋文保存協会 : r古代北段と幽土文字資料』

。問中.. 新 協 下 ノ 商 遺 跡J(1木簡研究』叩}

。木術学会側 : 1日本古代木簡集成』東京大学出版会

下ノ西遺跡 (3次) [しものにし〕 三島郡和島村

古代官間 98.8-98.124点 和島村教育委員会

1998年

1991年

1994年

2003年

: 1994年

;1悼碑

1993年

1994年

1998年

1994年

2003年

; 1992年

1992年

1998年

1998年

199暗年

四 03年

。和島村教委 : 1下ノ酉遺跡 nj(和島村組蔵文化財調査報告書9) 間四年

。図中鏑 新商 下ノ西遺跡J(1木簡研究J21) : 19凹年

。図中絹 新商 下ノ西遺跡(第二一号) 釈文の訂正と追加J<I木簡研究J23) :2001年

o木簡学会編 : r岡本古代木簡集成』東東大学出版会 羽田年

下ノ酉遺跡 (6次)[しものにし〕 三島都和島村

古代官筒 00.4-00.1222点 和鳥村教育委員会

。和島村教書 : 1下ノ西通跡W一県営圏場整備事業(網島桐原絶区)に伴う埋蔵文化財宛鋸綱 2凶3年

i査線告書J(和島村埋蔵文化財調査線告書1"
。問中婚 新協下ノ西遺跡J(f木簡研究J23) : 2001年

大武E遺跡 {だいぶ} 三島郡和島村

中世流路 99，5-99. 10 2点 和島村教脊委員会

。丸山ー昭 新潟 大武 H遺跡J(1木簡研究J22) 2000年

番11遺跡 (84年度担掴調査)[ぱんぱ〕 三島郡出富崎町

中世集落 84.<1 2点新開県教育委員会

。新陶県教委 : 1国道116号埋磁文化財調査線告書三島郡出雲崎町番場遺跡J(新渇県浬磁文 1987年

化財調査報告書48)

。板井秀弥 『 倉野~..j . .m-渇遺跡J<1木簡研究J8) : 1986~ 

-58-



続渇県

番場遭跡 {本調査)(ぱんぱ〕 三島節出量崎町

中世集落 85.5-85.9 4点 続出県教育委員会

。新剖県教委 『国道116号糧磁文化財調査鎌倉書 三島廊出雲崎町醤樋遺跡J(続硲県埋窟文 :1987年
化防綱蛮鰍傍.48)

。板弗秀弥 f筋商 香場遺跡J(1木簡研究J8) :1986年

。'1体自ニ f八幡株遺跡槍新自県内凶土の木簡J<1木簡研究J14) : 1992年

寺前遺跡 {てらまえ] 三島郡出雲崎町

中世集落 89.5-89. 9 3点新時県教育委員会

。赤羽E理事 新.， 寺附遺跡J<1木簡研究J12) 

小木緩下館跡 {おぎじ£うかやかた]※ 三島続出雲崎町

中世峻館発担年月不詳 1点 出富崎町教育昏員会

。山".号古学研究所樹、;r Ij、木械下節...，延期調室~"';IJ
出雲崎町教袋発行

六回町余川地向(余川 中遭遇跡) < 1次) <旧.六日町余川地向民掴調査地点}

{むいかまちよかわちない} 南魚沼邸六日町
古代中世遺物散布地 01. 7 I.I'l. 新田県埋巌文化財掴宏事業団

1990lF 

19例年

。新制県寝文調査事業団 『続渇県糧蔵文化財調益事業図年鯨平成13年度J :2002年

。問中ー倦 『新樹 六自町余川地内試楓調査地点J(1木簡研究J24) :2002年

複多幸A遺跡 (2次 )(えのい] 中顕城邸顕戚村

古代集繕 ・笹圃 97.4-97.11点 頚織村教育書員会

。頭織村教~ ，11買弁A遺跡J : 1開 8年

。ヨ侵奪f台 '1、勝目ニ 新都 <1井A遺跡J<1木簡研究J21) : 19同年

寺町遺跡日次)(てらまら} 中期減郁吉川町

中世集落 ・官筒ヵ 93.5 -93.10 1点 古川町数育委員会

。剖刊町敏~ : 1寺町遺跡1Il1次発磁調査'I8.&IIJ ;1開3年
。祭繁荷台 r，野渇 寺町i聖跡1<1木簡研究J18) : 19964f-

寺町通陣 <3次 )(てら玄日 中割減郡吉川町

中世銀事客官筒ヵ 95.8-95.10 I点 吉川町教育委員会

。古川町敏筈 ， 1寺町遺跡第3次発姻調査線告書J : 1995年
。秦繁泊 。r筋商 寺町遭跡J<1木術研究J18) : 1996年

竹直神社遺跡 {たけなおじんじゃ} 中割減都古川町

中世流路 97.4-97.51占 古川町教育書員会

。宮川町教委 : 1竹直神佐竹直下片北"遺跡発雛調査線告書J : 1999年
。続係銭苔 筋商竹直神社遺跡1<1木簡研究J22) ~ 2000年

寺地遺跡 (2次) (てらじ] 酋期捕邸管機町

近世遺物散布地 01.4-01.11 2点 新由県埋蔵文化財調査事業団

。続出燃坦文調益事業団， 1新酪県糧磁文化財調査事業団年鰻平成日年度J :2002年

。続出県温文鋼ヨ監事業団， 1北陸続緯線関係捷路調査Oii!rS l 考絶遺跡J(続調県甥麗文化附調査報告 20回年

錨鎖倒県教委発行 : ilJl3) 

。新語i胤贋文調査事業団:1坦文にいがたJ38 :2002年

。問中一略 新調 争地遺跡J(1木簡僻究J24) :2002年

道鋪遺跡 {みちぱた)※ 岩崎郎荒川町

古代遺物散布地 01.11-02.3 )点 新田県埋蔵文化財調査事業団

。新制県埋文調査事業団:1日本橋治舟東北自動車道関係発掘潤査線告書m道錨遭跡 1J (新耐県坦蔵 2002年

繍新潟県教委発行 文化財調査報告嘗112)

平将滅陣 {ひらばやしじよう)※ 岩船郡神体村

中世娘師 73.9 拘 40点 神体村教育委員会

。神S本村教安 ， 1史跡平総織跡保存管哩計画書』

。小株aニ 八幡体温跡符新沼県内出土の木簡J(1木簡研究J14) 
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北陵

枚目館温跡 [まきのめやかた}※ 岩船Z区神体村

中世織館 91.4-91.7 1点 神体村教育委員会

。 神体村教~ : r牧目館跡発短調査線禽J(神体村埋雌文化財'"'時的

鎌田遺跡 {しろでん〕※ 岩船~神体村
中世集落 95.5-95.11 2点 神林村教育委員会

。伸$本村教笹 山""古 『織図遺跡{本文編) (図版領)J (神体村温蔵文化附鰻告10)

学研究所筒 神体何敏~

~行

1992年

2001隼

佐裏金山遺跡・佐遭奉行所跡 (95年度調査)【さどさんぎん さどぷぎょうしよ 〕 佐渡郡相川町

近世役所 95ト 95.11 29点 相川町教育委員会

。阿川町教債 : r佐渡金，1，遺跡佐渡孝行所跡(陣屋役所役宅御傘艦寄勝渇) 国史 2帥 l年

1跡佐想定調隣行所跡復元鐙備事実に伴う発倒調査鰍i!illJ(相川町閣議文化財調査

争観告3)

。i生勝俊策 : r新潟 依趣賞金山遺跡佐渡事行所跡J(1木簡研究J18) :1996年

信温金山遺跡 依謹奉行所跡 (98年度調査) (さどきんざん さどぶぎょうしょ]※ 佐渡邸伺川町

近位役所 98.4-99.33点相川町教育委員会

。倒川町教司書 : r位置金山遺跡佐護移行所跡(陣屋役所役宅御金総寄勝場}一 国史j四例年

i跡佐渡奉行所跡復元盤備事業に伴う鐙姻調査銀管制{相川町埋蔵文化財調弦i
1・a告3)

回



富 山 県

水縫荒町遺跡 {みずはしあらまち} 富 山 市

中世近世銀修 ー官簡'h 92.4-92.11 点 寓山市教育委員会

。小線高範 稼山 水備荒町遺跡J，r木簡研究J]7)

豊田大忽遺障 [とよたおおっか] 富 山 市

古代祭配遺跡 95.5-95.7 1点 富山市教育祭員会

。富山市教書 V富山市盛岡大騒遺跡錘婦網釜恨要』

。石川県埋文保存協会 『古代北陸と出土文字資料』

。櫨択'6- 富山 盛岡大塚遺跡J(1木簡研究J18) 

宮町通陣 {みやまら] 富 山 市

中世袋詰， 95.5 -95. 12 1占 富山市教育昏員会

。古川知明 『寓山 富町遭跡J(r木"'IJI究J18) 

清水堂 F遺陣 fしみずどう ] 富 山 市

中世ヵ集落 97.6-97.9 1点 富山市教育委員会

新渇県富山県

1995年

1同 S年

1998年

1996年

ゆ96年

。術，11市教委 : r富山市水械情水堂E遺跡清水笠 Fl/!跡一保管低コス ト化水悶農業大区画ほ l叩8年

j場盤備事業(綱木監絶区)に伴 う埋磁文化"宛錨調査慨婆 (3)J 
。鹿島昂也 富山 清水盆F遺骸J(r水筒研究J20) : 1998年

揖谷衛遺陣 Iとt，だにみなみ} 富山市

近世集蒋 98.4-99.1 点 宮山市教育委員会

。市山市教曇 : r富山市梅谷術遺跡発組調査線"'.皿J(富山市湿磁文化財調査織告劃24) :2002年

。鹿島畠也 旗山 偏谷期通勝J(r木簡研究J21) :19四年

帽海寺城跡 {がんかb、じじよう ]※ 富 山 市

中世城節目 8 I点富山市教育昏員会

。高山市教委 : r富山市内通櫛受倒調査慨繋 v-水婦二杉遺跡厳梅寺線 北代遺跡J(富山 2002年
:子相場組文化財調査緩衝:129)

任 海富田遺跡 {とうみみやた}※ 富 山 市

，~，堂築許容 02.5-02. 12 I.~ 富山県文化復興財団漫蔵文化財調査事務所

。富山県文化録興財団埋:r蝿蔵文化財年鰍"平成"年度』

文調査事務所

。市山県文化媛興財団寝: r~il文化財.."既襲平成"年度』
文創資事務所 ! 

麻 生谷遺障 (95年度調査)(dりそうや} 高岡市

中世集務 95.7-95.111点 高岡市教育普且会

2003年

:2003年

。高岡市教餐 : r麻生谷遺跡 併生谷新生閣遭跡鍋査線符平成'-7年度ー主要泊方道小矢部:I凹 7年
j伏木港線道協改良工事に伴う調査J(高岡市唄緩文化財調査報告。

。山口民ー 同開ー広 富山 麻生谷遺跡J，r木簡窃究J23) : 2001年

中保B遭跡 (8次)(なかほ] 高 岡 市

古代官簡 97.1-97_12 1点 高岡市教育委且会

。術陶市教" : r中保B遺跡調査領告一中保土絶区画鍍鐘組合による高岡市中限織広の区画:2回 2隼

:，監理事実に伴 う間資J(高岡市塩蔵文化財綱牽保管8)

。俄"明義 窓山 中保B遺跡J<I木簡IJI究J2t) : I凹ゆ年

東木湯温跡 (98年度調査) (ひがしきづ] 高岡市

古代官問 中世集務 98.6一回 4 !I点 高岡市教育委員会

o高岡市教委 : r市内遺跡調査慨鰍IX一平成"年度下伎併遭跡の調室他J(高陶市埋厳文化:19四年

;附側資既報41)

。偏向刊行教書 『石啄遺跡 東木棒遺跡穏査線告 S都市計画道路下伏閉江福岡線築造に伴ヲ平:20(11年

成9'10年度の凋"J(高岡市哩蔵文化財調雀細管7)

。JIt:井隆同問一広 f富山 東*il遺跡J(r木簡研究J:HJ : 1999字

。荒井険 陶悶ー広 「術"， 東木持続遺跡(第二ー 号} 釈文の訂正と 追加J(1木簡研究J23) :2001~手
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北 陸

東本 海遣 隊 (99年度調査) (ひがしさづ〕 高岡市

古 代 集務官簡 99.6-99.8 5最高岡市教育委員会

。高陶市教'" : 1市内温跡調査院線X 平成"年度一出来悶繭追跡の調査他J(高同市哩蔵文:20閃年

i化問調査鍛練45)

。策弁隆 関岡ー広 富山 河巨木樟遺跡J(1木簡窃究J22) :20凶年

手法野赤:補遺跡 {たらいのめかうら〕 高岡市

中1It集帯 99.5-99.10 1 県 富山県文化復興財団1里成文化財醐盗事務所

。富山県文化板興財団唄， 1機雌文化財年縁日平成lL年度』

文調査本宮所 i 
。富山県文化級興財団哩:1痩雌文化財調査観要平成"年度』

文調査事務所

。町図賢一 富山 手;0，，，赤補遺跡J(1木簡研究J22) 

須田臓の木遺跡 (99年度調査) (すだふじのき〕 再現岡市

古代官簡荘園カ 99.7-99.10 3点前岡市教育委員会

: 2000年

20凶年

:2000年

。高岡市教書 ; 1須関磁の木遺跡調査線働率成lL年度一主要旭方道小矢部伏木港線のi盛時処 2000年
:l'l工事に伴う鍋蓋J(高岡市圏磁文化財調査0Ils'4)

。恨It明縫 富山 須図面の木i!跡J(1木簡研究j22) :2沼田年

桔町遺跡 〈盲箇代・鷲渇地区)(さくらまら〕 小矢部市

近世集落 81.7-81.10 31点 小矢部市教育書員会

。小失郎市敬愛 : I富山県小矢部市館町遺跡(古首代 鴛易地区)J (小矢郎市男盟諸文化財調査:1982年

1<1告.."
。伊厳陥三 白'1富山伎町遭跡J(1水筒研究J5) :1983年

綴町遺跡 (中出地1&) (87年度調査)(さくらまち]※ 小矢部市

古代集務 87.5-87.115点 小矢田市教育委員会

。小矢郁市教委 ，1富山県小矢鶴市桜町遺跡発制調査線....-弥生 古繍 古代 中惟編 1
:，分附) (第2分冊 写真図版))(小失館前坦蔵文化財閥査報告"51)

五社過酷 (A地区)[ごしや] 小矢部市

古代集搭 92.7-93.61点 富山県文化振興財団哩蔵文化財調査事務所

。富山県文化復興財団埋 『寝屋文化財年報5寧成5年度』

文調査事務所

。富山県文化綬興財団埋 『五社遺跡発銅調査線告一能飽自動"道建般に伴う贋蔵文化財努楓線告 I

文調査事務所 l分冊) (第2分冊)J(篠山県文化復興財団埋蔵文化財，延期綱査線傷的

。石川県纏文保存協会 『古代北陸と幽土文字資特』

。倹山初美 山元締人 『富山 亘社澄跡J(1木簡研究J18) 

五社遺跡 (C1地区)[ごしや] 小矢部市

中世集落 92.9-92.11 1点 富山県文化援興財団埋蔵文化財開資事務所

。富山県文化板興財団埋， 1埋蔵文化財年綴4平成4年度』

文繍査事務所 j 
o富山県文化復興財団趨 r五怯遺跡，延期調査綿密一能組自動車道建股に伴う哩磁文化財発路線告 l

文調盗事務所 ;1分締約{努2分冊)J(富山県文化復興財団糧蔵文化財発鍋調査線告9)

。石川県糧文保存協会 : 1古代北院と幽土文字資斜』

。倹山利美 山元結人 富山 Ji往還跡J(1本舗研究J18) 

石名目木舟遺跡 (821&) [~、しなだきふね} 小矢部市 西砺厳郎描岡町

中世織下町 94.5 -94.12 23点 富山県文化復興財団埋蔵文化財調査事務所

(第 2003年

l開3年

{第:1998年

; 1998年

: 1996年

; 1993年

{鄭 1998年

: 1998i!'-

: 1996年

。富山県文化樋興財団埋 『甥厳文化財年綴6平成6年度J : 1995年
文繍査事携所

。富山県文化板興財団組 『右名聞木舟遺跡発綱同悲観傍ー能包自動車道鎗l'lに伴う埋蔵文化財提銅線2i;2002字

文調査，務所 m (第1分冊古代以前倒) (第2分随 中位以降繍) (第3分冊 自然将学的分

続編 写真図版嗣)(付園川 {富山県文化復興財団埋磁文化財発砲調査鍬告L4)

。酒弁.樽 中川温子 『富山 石名図木舟遺跡(1)J (r木簡研究J17) :1995年
山元始人 。..悶美佐子

三島道子
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富山県

石名図木舟遺跡 (F21&)れ、しなどきふね〕 小矢部市・西砺波郡福岡町

中 世減 下町 94.9-95.1 点 富山県文化面興財団湿蔵文化財調査事暗所

。富山県文化仮興財団組:1纏蔵文化財年相6平成6年度J : I拍5年
文調査本銃所 I 

。富山県文化板興財団埋 『石名図木舟遺跡発梅酒壷僧俗一能趨自動車道@阪に伴う糧磁文化附鐙楓鍬i!f:2凹2年
文調査事携所 皿 {第l分骨骨 古代以前編) (第2分冊中位以降編)(第3分冊自然科学的分併:

編 写真図版鰯) (付図)J(禽山県文化綴興財団坦磁文化財発制調査線骨量 14)

。酒井賞洋 中川i草子 「富山 者名凶木舟遺跡 (1)J <r木簡研究J17) :1995写

山 元総人島岡実依子白

三島道子 : 

石名 図木 舟遺 跡 (F3区) (いしなだきふね〕 小矢田市 ・酉偏渡郡福岡町

中 世城 下町 94.7-95. 1 3点 富山県文化仮興財団埋蔵文化財調資事務所

。..山県文化復興財団糧:1糧超文化財年報6平成6年度J : 1995年
文綱議事務所 ( 

。高山県文化仮興財団埋:r石名岡本舟遺跡発砲調査線告 後組自動車道処般に伴う埋蔵文化財発値観符:2002字

文調牽事務所 :m第1分岡古代以前編)(第2分冊中惟以降編)(郷3分間自 然科学的分割庁白

:稲 写真図版綱)(付回))(富山県文化仮興財団坦蔵文化附発姻副査報告l的 。

。栖井Jt博 中川il!子 富山 石名回木舟遺跡 (1)J (r木簡研究J17) :199凶年

山元総人島関'"佐子 : 

三島道子 1 

石名目木舟遺跡 (G区 )(いしなだきふね] 小矢剖市 ・西 砺波郡信岡町

中世城下町 94.11-94.12 14点 富山県文化復興財団湿蔵文化財閥質事務所

。富山県文化仮興財団埋:1埋蔵文化財年領6平成6年度』

文調査夢寝所 i 
199崎年

。寓山県文化復興問団痩:1石名悶木舟遺跡発鰯調査銀各一飽..自動車道建綾に伴 う坦蔵文化財発姻報告;2002年

文調査事務所 : m (第1分間古代以前編)(第2分冊中位以降偏) (第3分限自然科学的分析・

:編 写真図版制) (付白川{宮山県文化仮興財団埋旗文化財宛掘調査線告14) 。
0'筒弁盤1車 中川道子 富山 石名図本舟遺跡(L)J (r木簡研究J17) : 1995年
山元納入 島凶美佐子 l 

三島道子

石名図木舟遺跡 {北朝地区 )[，‘しなだきふね] 西砺波部福岡町

中世集務 寺院ヵ 94.6 -94.11 2点 福岡町教育書員会 富山県埋蔵文化酎セ ンター

。福陶町教雲 市山県埋:1富山県福岡町石名図木舟遺跡宛娘倒査線告書J : 1同時

文センタ}

。幡本正響 富山 石名図木舟遺跡 (2)J (r木簡研究J17) 1995年

石名図木舟遺跡 {い しなだきふね]※ 西砺渡郡福岡町

中世 域下町 96.9-96.11 点 福岡町教育書且会

。福岡町教委 : 1富山県福岡町 石名 阿木舟遺跡受鰯調査線告一県指定史跡木舟媛跡隣後胞に:1997年

:おげる発姻調査J[福間町埋蔵文化財調筆線l!r1f6)

弓圧雛跡 [2次 )[ゆみの しょうじよう] 中 新 川郡上市町

中世減館 81.11-81.12 1点 上市町教育委員会

。上市町教委 『富山県上市町弓庄峻跡第""緊急受雛調査慨要』

。高慶傘 『富山 弓a織跡J(1木簡研究J8)

弓庄城 跡 (4次 )[ゆみのし ようじよフ ]※ 中新川榔上市町

中位峻館 8回3
。上市町教3書. : r富山"県快上市町弓庄械跡2第高4次'緊擁忽，発逮飽綱査慨嬰』

弓庄城 跡 (5次 )[ゆみのしょうじよう 〕 中新川郡上市町

中世易業時 84. <1 -84. 9 1点 上 市 町教育委員会

。上市町教釜 『富山県上市町弓庄様跡第""緊急発組調査概要』

。衝"''' ' 富 山 弓a域跡J[1木簡研究』紡

辻遺跡(1次本調査)[つじ) 中新川郡立山町

中位集務 86 
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1982年

。1986年

1984年

1985年

1986qs 



北陸

。立山町教委

。北川美佐子

『辻遺跡 補図遺跡史観調査概要J<立山町文化財調登録告・3)

f富山 辻遺跡J<1木簡研究J9l

辻遺跡 12次 )1つじ] 中新川邪立山町

古代河川 89. 6 • 89. 8 2点 立山町教育祭員会

。立山町教委 : 1辻遺跡第2次発綴調査線告別{立山町文化財沼査線告書12)
。石川県哩文保存協会 : 1古代詩ヒ院と出土文字資料』

。山寄典乎 富山 辻遺跡J<1木簡研究J12) 

じようベのま遺跡け次.3 ~次 5次) 【じよう伐のま} 下新川概入善町

古代荘園 {】次) 70.6、 (3~) 72.9-72. 1I 日次) 14.10 -14. 12 9点
入善町教育祭員会 ー官山県教育委員会

。富山県教魯 1梅山県寝厳文化財縄査銀各mJ
。入魯町教寄 : 1入鋳町 じよ うべのま遺跡宛磁調査慨線』

。入鯵町教" : 1入轡町じようへのま遺跡発掴調査慨要3J
。石川県埋文保存協会 『古代北院と出土文学資糾』

。備木陣周 宮山 じようべのま遺跡J<1木簡研究』日}

。木簡学会編 : 1岡本古代木簡湿』岩議1f倍

道場 l遺構 1)次)1どうじ よう] 婦負都婦中町

中世集落 98.5-98.12 1点 富山県文化復興財団哩厳文化財調釜事務所

。富山県文化複興財団糧 『坦蔵文化隣年縁日平成iO年度』

文調査事務所 1 

0富山県文化振興財印壇。『咽蕗文化財調査概要平成iO年度』

文調査事務所

。三島ilI予 「判官山 道場 I遺跡J1Iホ簡研究J22) 

遭楊 I遺跡 12次 )1どうじ よう] 婦負邸婦中町

中世集落 99.5-99.10 1点 富山県文化復興財団纏蔵文化財調宏事務所

。富山県文化仮興財団組:1嵯磁文化財年縁日平成JJ年度』

文調査事携所 j 
o富山県文化復興財団哩:1寝起文化財調査概要 平成JJ司'!fJ
x調査事務所

。三島道子 富山 道揖 1遺跡J<1木繍研究J22) 

中名VI遺跡 18地区)1なかのみよう ]※ 婦負邸婦中町

中世集落 99.6-99.122点 富 山県文化恒興附図埋蔵文化財調査事務所

。，富山県文化振興附図明:1潤磁文化財年級JJ平成JJ年度』

文調査事務所

。富山県文化復興財団哩 f坦蔵文化財調査慨裏平成JJ年度S
文調査事務所

，(、杉車通象務団地向No.20遺跡 にすぎりゅうつうぎようむだんらない〕謀長 射水邸小杉町

古代集落 18.6・78.7 I 長富山県教育書員会

。宮山県教香 :1富山県小"町 流通業務岡地川。 20・跡緊急発姻調査概要』

二日五反田遺跡 {ふた 〈ち ごたんだ〕 射 水 郡大門町

古代ヵ集落 93.1 点 個人に よる表面眠集

。久々忠鎗 富山 二日五反図遭跡J<1木簡研究J20) 

北高木遺跡(1次)(A 'B!&)[含たたかぎ) 射水郎大島町

古代集落 。祭事E遺肺 92.5-92.121点 大島町教脊昏且会

。寓山県埋文センター縦 『前山県大島町北高木海跡発銀調査tl1!iaJ1田 5年

大島町教委発行

。石川県埋文保存脳会 『古代北陸と倒土文字E医科』

。安念僻倫 『富山 花高本遺跡J1I木簡研究JJ針

。木簡学会編 『岡本古代木簡集成』東京大学出版会

jt高木遣陣 12次 )(C 'D!&)[きたたかぎ〕 射水脈大島町

古代集落 ・祭配遣僻 。白熱杭路 94.4-94.129点 大島町教育委且会

制

1987年
; ¥987年

時

師

時

四

回

判

1974年
1972年

1975年

¥998年
1992年
同針。年

1999年

1999年

2001)年

2000q::. 

20同年

2000年

: 2000年

; 2000年

.1979年

¥998年

: 1995年

1998年

1993年

2003年



。富山県哩文セノター輔 『寓山鳳大島町北高木遺跡盗掘調査繍'""J 
大島町教信実行

。石川県哩文保存協会 『占代化陰と出土文字資拘』

。高副島実業 『富山 北高木遺跡J(r木簡研究J17) 

1¥塚C遭陣 fやつづか] 射水郎大島町

中世銀務 98.4-98.11 I点 大島町教育委員会

。大島町敏" ' r八塚 C遺跡民間分続宅絶達成事実に伴う楚縫調査W~ (2)J 
。問中明 『富山 )¥濯C遺跡J(r木簡研究J22) 

高瀬遭跡 fたかせ] 東砺波郡弁桜町

古ft花岡ヵ 71.1-71.5 2点富山県教育委員会

富山県

1995年

; 1998年

¥995年

20同年

2000年

。宮山県教" : r高瀬遺跡提制調査概銀J : 1972年

o富山県敬愛 『寓山県哩蔵文化財調査報告皿 井桜町商矧遺跡}入If'(じよう 伐のま遺跡発:1914年

磁調"'.告書』

。石川県峨文保存協会 『占代北陸と出土文字資料J ; 1998年

。樹木職問 f甫山 高瀬遺跡J(1木簡研究J14) : 1992年

o水筒学会編 『臼本古代木簡選』治主主審底 1990年

井口減跡 (，、のくちじよう 〕※ 東砺波郎弁口村

中世嫁館 89.9-89.11 3l1. 弁口村教育委員会

。寓山県浬文センター縦 :r井口様跡発徹調査院要』

井口村教""行 : 

生E喧A遭陣 {じゃぱみ] 東砺波ll1I井口村

中世埠~ 97.6 -97. 10 3点 弁口村教育委員会

円四年

。井口村教委 『係省値い手育成y;盤盤偏(区画面鍍理型}事実に伴う坦超文化財発砲調査線告 1998年

健喰A遺跡』

。樽{嘗傘途 『前山 健喰A辺自跡J(1木簡研究J20) : 1998年

国民過酷(I ~次) (たじ り j仮稲波郡福野町

中位集落 90.4 -96.10 I点 富山県文化復興財団湿蔵文化財調査事務所

。富山以文化媛興財団埋:r梅原加貿扮遺跡 久戸遺飾 陣原安丸遭跡 岡氏遺跡宛綱調査銀管ー東海北:1996年

文縄変事務所 j阻自動車道旭般に伴う埋雌文化財発組織告3(節1分，.) (第2分冊)J(富山県i
i文化復興附図園局長文化財発磁調査線倍8)

。三島道子 宿山 閃尻遺跡J(1木簡研究j19) : 1997年

繍原胡ra宜遺跡 [うめはらごまどう]※ 東砺波郡福光町

中世m滞 89.5 -92. 6 7点 有山県文化振興財団湿蔵文化財調査事務所

，;¥1山県文化彼興附団組:1梅原鋼属医:r;遺跡発栂調査綴告(辺配偶編}一東海北餓自動車;JIit段に伴う寝騒:1996年

文調資事務所 :文化財発製鋼査線告 [J (富山県文化仮興財団甥雌文化附鍵槻調査報告7)

。富山県文化振興財団羽: r侮原綱底雪量遺跡発銅調査緩衝 (it物稲} 一東剤師.jt~j 自動車道旭段に伴ヲ糧蔵: 1996年

文調査事務所 :文化財発銀調査報告 目J(宿山県文化振興財閥哩蔵文化財発煽調査線告7)
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北陵

石川県

大野川遺跡(i!i称) (おおのがわ]※ 金 沢市

中世集議 1938年(月不詳 7転現存工事中に出土

。戸澗鈴夫 『加賀出土のこけら経J(1石川県立得物館紀要)5)

普正寺遺跡()次)[ふしようじ〕※ 金 沢市

中世集落 65.12 1点 石川考古学研究会

。石川考古学研究会 『智正寺S
。戸澗勝夫 「加賀凶士のこけら経J"石川県立情物館紀要15) 

普正寺遺跡 (2次) [ふしょうじ〕 ※ 金 沢市

中世袋容客 82.6-82.8 28点 石川県立鹿蔵文化財センター

: 1992'F 

1910年

1992年

。石川県立埋文センタ 『石川県立埋厳文化財セ y タ 年綴4昭和51年度1 印刷年

。石川県立哩文センター:I嘗正寺遺跡ー健民海浜公園野鳥鰐脊園鐙備事業に伴う緊急発磁調査報告書J: 1984竿

o戸欄鉾失 加賀出土のこけら経J([石川県立樗物館紀要J5) :1992年

近岡遺跡 〔ちかおか〕 金 沢 市

古代集落 83.7-R4.3 1点石川県立埋蔵文化財センタ

。石川県立埋文センタ 『金沢市近岡遺跡 金沢稽泊地造成事業関係埋蔵文化財発姻調査慨要線告書:1984年

71 

。石川県立埋文センター 『石川県立埋蔵文化財センター一年徹5昭和田年度J : 1985年

。石川県立埋文セ 〆ター 『近岡遺跡j : 1986字

。石川県埋文保存脇会 『石川県出土文字資判集成J : 1997年

。戸凋幹夫 f石川 近岡遺跡J([木簡僻究J6) :1984年

西念 甫新保遺跡 [さいねんみ伝みしんぼ] 金沢市

古代集落 84.7-89.7 点 金沢市教育委員会

。金沢市教委 『金沢市西念 南新保遺跡nJ (金沢市文化財紀要17) : 1989年

。石川県埋文保存協会 r石川県出土文字資糾集成J : 1997年

。摘正勝 『石川 西念 H持続保遺跡J([木簡研究J16) : 1994年

三小牛，、，;遺跡 [みっこうじはぱ〕 金 沢市

古代寺院 87.4-81.12 3点 金沢市教育委員会

。金沢市教書 毎悶絶鮫 『金沢市 三小恥、パ遺跡調在概観J : 19曲年

様式会社

。金沢市教委 『三小牛ハパ遺跡J(金沢市文化財紀嬰112) : 1994年

。石川県屋文保存脇会 『石川県出土文字資料集成J : 1997年

。南久和 「石川 三小牛ハハ遺跡JJI木簡研究JIl) : 1989年

本 町一丁目遺跡(1次)[ほんまらいっちょうめ) 金沢市

近世措下町 90.7-90.1118点 金沢市教育委員会

。金沢市教義 : [本町一T目遺跡J(金沢市文化財紀要117) : 1995年

。向井総知 石川 本町ー丁目遺跡J[[木簡研究J23) : 2001年

本町一丁目遺跡J2l欠) [ほんまちいつらょうめ〕※ 金沢市

近世措下町 94.8'94.10 2点金沢市教脊委員会

。金沢市教委 : [金沢市本町一丁目遺跡E 総指片原町治点J(金沢市文化財紀嬰132) : 1997年

本町一丁 目遺跡 [3，欠) [ほんま まういっちょうめ}※ 金沢市

近世措下宿T 97.6' 97.12 24長 金沢市教育委員会

。金沢市教委 : r石川県金沢市本町 丁目遺跡ml(金沢市文化財紀要¥95) :2帥3年

上荒厘遭跡(4<'t) [かみあらや} 金 沢 市

古代荘困 91.4-91.12 55点金沢市教育委員会

。金沢市教委 E金沢市上荒屋遺跡観報一東大寺領織江庄 r"，庄j所跡J[金沢市文化財紀 1991年

要94)

。金沢市教倭 『東大寺領横江荘権定他上荒屋遺跡(2)奈良 平安時代11[金沢市文化財 1993年

紀要106)
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石川県

。金沢市教餐 『石川県金沢市上荒廃遺跡IV"世周具木簡木製品J(金沢市文化財紀:2000年

要165)

。石川県橿文保存協会 『石川県出土文字資料集成J : 1997年

。小西目志 出組綾拘 『石川上策局澄跡J(1木簡研究J13) : 1991年

平川南

。木簡学会編 『日本古代木簡集成』東京大学出版会 2003年

上荒里 遺跡 (5次) (かみあらや] 金沢市

古代荘闘 91.5.91.10 2点 金 沢 市教育委員会

。金沢市敬司書 : 1金沢市上JI!屋遺跡既領-，巨大守傾償江度 [，医rl'J所跡1(金沢市文化附紀 1991年

i要9<)
。金沢市教鐘 : 1買巨大寺領側江Z主催定抱上荒!I遺跡 (2)奈良 平安時代1J(金沢市文化財 19同年

:紀要(06)

。金沢市教'" : 1石川県金沢市上荒屋遺跡IVq'I!!:'w，具 木簡 木製品1(金沢市文化財紀 2000年
:要165)

。石川県組文保存悔会 : 1石川県出土文字資料集成J : 1997年

。小西目志 石川 上荒屋泡跡J(1木簡研究J14) : 199Z年

安 江町 通臨 ()次)(やすえらょう] 金 沢 市

近 世機 下町 91.9-91.1237点 金 沢 市 教育委員会

。金沢市敏委 : 1安江町慮跡1(金沢市文化財紀要130)

。庄図知充 石川 安江町遺跡J(1木簡研究J23) 

安 江町 遺跡 (2次)(やすえらょう〕 金 沢 市

近世媛下町 92.5. 92.9 9点金沢市教 育委員会

。金沢市教事監 ・『安江町遺跡1(金沢市文化財紀要130)

。度関知支 石川 安江町遺跡J(1木簡研究J23) 

'"ノ新保遭鶴 (93年度 調 査)(舎のしんぼ〕 ※ 金沢市

近 世話地城下町 93.4-93.12 78点 石川県立埋蔵文化財センタ ー

1997年

2001年

1997年

2001年

。石川県立哩文センタ - : r石Jrr旅立埋蔵文化財センター年鰍15平成5年度J ; 1995年

。石川県教書 石川県漫:1金沢市 木ノ新保遺跡 北降新鯵線金沢釈緊急鐘備事業に係る埋蔵文化財鈴;2凹 2年
文セ rター !縮調査線告書1

戸水大西適齢 (2次)[とみずおおに し} 金 沢市

古代官情 93.5-93.9 9点金沢市教育委員会

。金沢市教後 『戸'"遺跡勝n戸水大西遺跡 11 (金沢市文化財紀要160) :2000年
o石川県鹿文保存協会 『石川県出土文学資持集成J : 1997年

。幽鍾茂和 f石川 戸水大西遺跡J(1木簡研究J16) : 1994!!f-

戸水大西遺跡 (3次)[とみずおおにし} 金 沢市

古 代集F存在闇 96.8-96.11 2点金沢市教育委且会

。金沢市哩文セ ンター縮、:1金沢市戸水辺監跡鮮血 戸水大西遺跡 "1(金沢市文化財紀要114) ;2001年

金沢市教養発行 j 
。的関智恵 石川 戸水大西遺跡J(1木簡研究J20) : 1998年

戸水大西遺跡 (4次)[とみずおおにし] 金 沢市

古代築様 。荘園 97.11-97.12 1点金沢市教育委員会

。金沢市埋文セy ター 。『平成9年度金沢市坦蔵文化附調査年線1(金沢市文化併記要145) : 1998年

。金沢市埋文センター領、 :1金沢市 戸水遺跡鮮E 戸水大西遺跡"1(金沢市文化財紀婆174) ;20例年

金沢市教魯発行 ! 
。附図智恵 石川 戸水大箇遺跡J仰木簡研究J20) :1998"F-

金石本町遺跡 (5次)[かないわほんまち]※ 金沢市

近 世近 代何'11 93. 9 -93. 12 3.~ 金沢市教育委員会

。金沢市教委 『石川県金沢市 金石本町重勝 11 (金沢市文化財紀要125) : 1996年

金石本町遺跡 (8次)[かないわほんまち] 金沢市

古代宮市 。河道 95.5 • 95.9 3.?ま 石川県立埋蔵文化財センタ ー

。石川県立坦文センタ ー :r石川県立寝泊量文化財センタ一年線11平成7年度J : 19ゆ7年
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。石川県立場文センター 『金石本町遺跡銭玄.，念館(仮体)建叡工.，こ係る埋蔵文化財発偲凋変ftl.W:1997年

禽j

o滝川重徳 f石川 金石本町遺跡J'1木簡研究J20) : 1998年

金石本町遺跡 (9次}師、仕いわほんまち】 金沢市

古代官街 96.5 I点金沢市教育委民会

。金沢市教勢 『鼠台遺跡 金石本町遺跡 矢オドジワリ遺跡 夕日傘跡遺跡I，金沢市文化Ut;1999年

紀要152)

。久保有命子 。f石川 金石本町通跡J'1木簡研究J19) :1帥7年

大友酉遺跡 [おおともにし〕 金 沢 市

古代集繕荘園、近代講 94.4-94.10 2点金沢市教育委員会

。金沢市酒文センタ一樹， 1大友商遺跡， ，航空測量図耐I，金沢市文化財紀要179) 四四年

金沢市建行

。金沢市岨文セ〆ター鋼、:r石川県金沢市大友商遺跡 " (本文編lJ'金沢市文化財紀憂180) 四02惇

金沢市発行 : 

。金沢市哩文センター編‘:1石川県金沢市大友商遺跡取I，金沢市文化財紀望書196) :2003年

金沢市発行

。石川県種文保存協会 : 1石川県出土文字資将集成』

。幽鐘茂利 石川 大友商遺跡J'1木簡研究J17) 

打木東遭陣 [うつぎひがし} 金 沢 市

近 世集落田 5-95. 12 10点金沢市教育委員会

1997年

1995年

。金沢市教書 ， r金沢市打木町東遺跡J，金沢市文化附紀要164) :2000年

。削錨茂和 石川 打*-"遺跡J'1木簡研究1m :.，年

磁劉カンダ遺跡 [いそ丙かんだ】 金 沢 市

古代集落ヵ官簡 95.7-95.125点 金沢市教育委員会

。金沢市割文センター ， 1磯首都カ ンダ遺跡j ，金沢市文化財紀要154) : 1同9年

。石川県漫文保存協会 ， 1石川織出土文字資料集成J : I拍7年
。繍E勝 引 " 磯筋力 y グ遺跡J'1木簡研究J(8) : 19鍋年

。補正勝 石川 i1lOllカンダ遺跡(第一八号} 釈文の訂正と迫加J'1木簡研究J22) : 2000年

広板遺跡 (2次 )，ひろさか} 金 沢 市

近世描下町 96.4-97.3，97.4-98.3 8点 金沢市教育委員会

。金沢町(;岨文センター ， 1平成9年度金沢市埋磁文化財調査年制(金沢市文化財紀要145) ;1998年

。庄図知充 石川 広咳;o跡J<I木簡研究J21) : 19同年

堅固B遺跡(1次)(かたど】 金 沢 市

中世居館 96.8-96.12 11点金沢市教育委員会

。金沢市糧文センタ- : r堅関 B遺跡受銅調査概細I，金沢市文化財紀要151) : 1999年

。金沢市場文センター 『石川県金沢市堅閤 8遺跡 1 (遺構図版縮)J，金沢市文化財紀要時的 :2003年

。谷ロ宗治 『石川 堅悶 B遺跡J '1木簡研究J20) : 1998年

堅固B遺跡 (2次 )(かただ] 金 沢 市

中t住居館 97.7 -98. 2 6点 金沢市教脊書員会

。金沢市埋文センター ，1平成9年度金沢市哩蔵文化財調査年制〈金沢市文化財紀嬰145) : 1998年

。金沢市甥文セ y ター ， 1堅図 B遺跡事を娼調査概鰻I(金沢市文化財紀要151) : 19拘年

。金沢市甥文セ r ター ，1石川県金沢市堅図8遭跡 1，通情図版編}J，金沢市文化財紀要1凹) 初 03年

。向井硲知 石川 箆開 B遺跡J'1木簡研究J21) : 1999年

堅調8遺跡 (3次) (かたど] 金 沢 市

中世居館 98.8-98.12 9点金沢市教育委員会

。金沢市岨文セy ター 『石川県金沢市 堅 関8遭跡 1，温情図版編)J，金沢市文化財紀要199) 羽田年

。向弁裕知 「石川 盤聞 B遺跡J(1木簡研究J21) : 19四年

堅固B遺跡 (4次) (かただ) 金 沢 市

中世居館 99.8-99.10 I点金沢市教育委員会

。金沢市岨文センター : 1石川械金沢市堅関白遺跡 1 ，温情図版偏)J，金沢市文化財紀弾(99) : 20同年

。陶芥総仰 「石川 盛岡 B遺跡J(1木鮪研究J22) :20帥年
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神野遺跡 {かみの] 金 沢 市

古代集洛 97.5'97.123点 金沢市教育委員会

。金沢市教~ : [金沢市神野遺跡rr1 (金沢市文化財紀要i同)

o谷口明伸 石川 神野遺跡J([木簡研究J2L) 

三社町遺跡 【さんしやまち]※ 金 沢 市

近世集落 97.4-97.3 転 石川県立埋蔵文化財センター

石川県

200L年
L999年

。石川県塩文センター : 1金沢市 三社町遭勝 北陸新鯵線西石動情号場。金沢間建"工事に係る埋蔵 200!年

I文化財発姻調査線告書1

罰法寺遺跡 [かんぼうじ] 金 沢 市

古代集落道路 99.5-99. 8 1点 石川県埋蔵文化財センター

。石川県鹿文センター : 1石川県寝蔵文化財情綴3)

01公浦怖乃 石川 観法寺遺跡J<I木簡研究J22} 

畝図 寺中遺跡 (99年度調査) (うねだ じちゅう〕 金沢市

古代富市 .1'[道 99.5-00. 1 2点 石川県埋蔵文化財センタ ー

2000年

2000年

。引11県鹿文セ J ター 『石川県坦厳文化財情銀3J ;2帥 0年

。和国健介 畝図 寺中遺跡第一号木簡覚書J(石川県縄文でンター 『石川県坦蔵文化財;，2000年

j情線J4l
o和01~~介 石川畝図争中遺跡J(1木簡研究.022) :2000年

。本舗学会編 : 1日本古代木簡集成』東京大学出版会 沼田3年

畝図 寺中遺跡 (01年度調査) (うねだ じちゅう ] 金沢市

古代官術・河道 01.5-01.126点 石川県埋蔵文化財センタ ー

o石川県埋文センタ f石川県埋蔵文化財情線8J
o平日聞紙介 f石川 畝悶 寺中遺跡J(1木簡研究J24) 

畝田 寺中遺跡 (02年度調査) (うね吃 じちゅう] 金沢市

古代官楠伊I道 02.4-02.122点 石川県鹿蔵文化財センタ

o石川県漫文センター : 1石川県埋雌文化財情線10)

。金山債総 石川 畝闘 争中遺跡J(1木簡研究J25) 

豊穂週跡(1次) (とよほ〕※ 企 沢 市

中世府道 99.6-99. 8 1点 金沢市教育書且会

2002年
2002年

四回年

2003年

。有川県教委 石川県岨:r金沢市重穂遺跡 主要増方道位任字ノ気線道路改良工事及び安原川広犠四回年

文センター :}l;鉾阿111改修工事に係る糧蔵文化財発姻調査報告書』

高岡町遺跡 (3;欠) (たかおかまち) 金 沢 市

近世集落屋敷 99.6-99. 9 6点金沢市教 脊 安員会

。金沢市 : r石川県金沢市街間町遺跡日J(金沢市文化財紀嬰L9L) 羽田年

。待日明伸 : r石川 高岡町遺跡J(1木簡研究.022) : 2000年

."田ナベタ遭酔 [ヲ ねだなぺた] 金 沢 市

古代官間 何道 00.1-00.12 6採 石川県浬蔵文化肘センター

。石川県埋文センタ 『石川県岨蔵文化財情徹6J i200!年
0布尼智恵 f石川 畝関ナペタ遺跡1(1木簡研究』田 :200!年

中厘サワ遺跡(中匡 福相遺跡解) (01年度調査)(なかやさわ} 金沢市

古代集落荘園 01.6-02.3 6点金沢市教 育 委員会

。金沢市教委 『平成13年度金沢市埋蔵文化財調査年綴J(金沢市文化財紀要L87) :2002年

。向井総知 『石川 中厘サワ遺跡J(1木簡研究J25) :2003年

筒 新保北遭跡 {みなみしんぼきた] 金 沢 市

中世集搭 02.6-02.71点 金沢市教育委員会

。金沢市教委 : I平成14年度金沢市埋蔵文化財調査年級j (金沢市文化財紀委205) :2003年

o庄IU知充 平川市 石川 南新保北遺跡J(1木簡研究J25) :20同年

能 畳国分寺跡 (S190-E40地1&) (のとこくぶんじ〕 七尾市

古代寺院 88.4-88.5 I点 七尾市教育昏員会
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。七尾市教委 。『史跡能5豊田分寺跡 第5.6'7l):~姻潤査線告書J (七尾市纏蔵文化財調査 :19回年

:*i!f~10) 

。七尾市教委 : r"僻能登国分寺跡一貫，，1><発制調査縄'i!r.J(七尾市湿磁文化附調査報告書:199咽年

: ll) 

。石川県煙文保存協会

。土肥富士夫

: r石川県尚土文字資料集成J : 1凹7年

石川 能登国分寺跡J(f木簡研究JH) :1989年

七尾緩下町遺跡 〈シッケ 地 区)(伝なおじょうかまら】※ 七尾市

中世線下町 91.9-91.11 3点 七尾市教育委員会

。七尾市教委 : r七尾域下町筋七尾敏勝ンァケ地区遺跡発組調査1Q'i!iSJ(七尾市温風支化 1992年

:財調査線告15)

七尾緩下町遺跡 (ftなおじょうかまち] 七尾市

中世織下町 97.8 1点 七尾市教育委員会

。七尾市教委 『七尾市内通跡発楓調査報告笹 口J(七尾市埋厳文化財調査報告35) :20凹年

。吉野繍砥 石"' ヒ尾減下町遺跡J(f木簡研究J20) : 1998年

高堂遺跡 {たかんどう ) 小訟市

古代官補 81.5-81.11 2点 石川県立纏蔵文化財センター

。石川県立埋文セ〆ター r高堂追跡第'1><発観測車線禽概観J : 1982年

。石川県立埋文センター:r石川県立哩麗支化財セ ンタ一年線3昭拘56年度J : 1983年

。石川県塑文セy ター : r小伝市高盆遺勝 般国道8号改療事業{金沢酉バイパス}関係埋蔵文化財:1990年

j緊急発娼調査報告書J
。戸棚鉾失 石川 高堂遺跡J(r木簡研究』ω : 1982年

浄水寺跡 {きよみずでら] 小怯市

古代寺院 84.5-85.3 1点 石川県立準秘文化財センター

。石川県立岨文センタ - ; r石川県立埋蔵文化財センタ一年報6開拘59年度J : 1986年
。石川県立埋文セJ タ 『浄水守担書資料集J(浄水守験実楓調査線告書1) ;1989年

。石川県埋文保存協会 『石川県出土文字資"集成J : 1997年

。極内光次郎 『石川 浄水守跡J(r木簡研究』日} 問例年

。木簡学会編 『岡本古代木簡集成』東京大掌刷版会 2003年

畏園南遺跡 {ながたみなみ 'J、鈴市

中世集落 96.5-96.10 1点 小伝市教育委員会

。小伝市教委 : r長岡補遺跡 板津他区体育館!I段に伴 う埋麗文化財発御調査鰍i!itlJ : 1998~匹
。小絵市教委 : rこまつ二万年の歩みJ :2問。年

。石川県埋文保存協会 : r石川県出土文字資料集成J : I円7年

。宮下孝夫 石川 長岡南遺跡J(1木簡研究J¥9) : 1997年

漆町西遭陣 [うるしまちにし] 小伝市

年代不詳集落 80."・80.12 1点小怯市教育要員会

。"付茂 石川 添町西遺跡J(f木簡僻究J3) : ¥田博

沼町遺跡 (C地区)(うるしまら〕 小 訟市

古代集落 81.4-81.8 2お 小伝市教育委員会

。小村茂 石川 擦町遺跡 (CI也区)(r木簡研究J4) ; 1開 2'1'

三木だいもん遺跡 [みきだいむん〕 加 賀市

中世城館 85.9-86.3 I点加賀市教 育委員会

。加賀市教委 :r高山守傾加領国右在教所跡惟定旭三本だいもん遺跡 団体営白羽働被備事業 1986年

: (三木崎区}に伴う第11><調査時鰍』

。加賀市教.. : r三木だいむん遺跡 三本旭区図惨常園場霊倫移動こかかる糧蔵文化附，華街O(:1987年

:査1II告書J(加賀市哩康文化財調査報告書17)

。'J、海秀三 石川 三木だいもん遺跡J(r木簡研究J8) :1986年

四柳白山下過酷 (2次) (ょっゃなぎはくさんした〕 羽咋市

中世集落 95.4-95.121点、 石川県埋蔵文化財保存協会

。石川県埋文保存協会 『石川県糧蔵文化財保存協会年報7平成7年度』

。加雄克郎 f石川 囚柳白山下遺跡J(f木簡研究J24) 
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四柵白山下遺酔 13次 )1ょっゃなぎはくさ んした}※ 羽咋市

古代水田、中世集落 96.4-96.12 6点 石川県埋蔵文化財保存協会

。石川県埋文保存惨会 : r石川県坦厳文化問保存協会年報8平成8年度』

大町ダイジングウ遺跡 {おお乏ちだいじんくう〕※ 羽咋市

中世性絡不詳 99.9-99. 12 1点 石川県埋蔵文化財センター

。石川県埋文センター : r石川県昭蔵文化財情領11

大町ゴンジョガリ遺跡 {おおまちごんじよがり 〕※ 羽咋市

中世集落 00.4-01.2 5点 石 川 県i里蔵文化財センタ-

o石川県埋文センター 『石川県坦磁文化財情線61

機江荘遺跡 (テニスコ ト地区。 85年度調査)1よこえのしよう }

古代荘閤 85.6-85.9 3点 鉛伝市教育委員会

。松{壬市教委 石川考古 r東大寺領倹江庄遺跡ロ』

学研究会

o石川県縄文保存脇会 : r石川県出土文字資料集成』

o金山弘明 f石川 償江在遺跡J1I木簡研究..0¥0) 

横江荘遺跡 (第2次分布調査 -88年度調査)1よこえのし よう}

古代庄園 倉庫群 87.11'95.3 2点松任市 教育垂員会

。絵任市教委 石川均古 『東大寺領様江在遺跡rrl
学研究会

。石川県埋文保存脇会 : r石川県出土文字資料集成』

。木悶滑 『石川 百貨江荘潰跡JIf木簡研究J18) 

富永ほじ川遺跡 (みやながほじがわ〕 怯 任 市

中世集認 。墳墓・館 90.7-91.9 1点 位任市教育書員会

訟{壬市

訟任市

o tc:ff市教委 : I総任市吉永ほじ川遺跡(本文写真編) 1遺構 漬物図編)J

。木悶消 石川 富永ほじ川遺跡J11木簡研究J¥S) 

乾遺跡 IB地区)1い，，，、〕 必 佐 市

近世襲 91.4-91.9 1点 石川県哩蔵文化財保存協会

。石川県埋文保存協会 : r石川県坦蔵文化財保存協会年綴21

。石川県埋文係存協会 : r石川県埋灘文化財保存協会年報31
。藤阿帰結 石川 舵遺跡j 仰木簡研究J15) 

石子遺跡 l'、しこ〕※ 能笑郡寺弁町

中世性協不詳 1907年前80点 118点現存) 工事中に出土

。戸澗鈴失 加貿幽土のこげら経J11石川県立得物館紀嬰15)

曲来別院音曲包蔵地 (旧、清水町遺陣)1つるぎペついんこせんほうぞうち]※

中世寺院 1937{手4月 l点 電柱工事中に出土

。北国新聞社 : r，ヒ回新聞J193'1年4月初日 付

。石川県立鶴来高等学僕:r飴楽町の古代中世遺跡』

康史郎

加窟遺跡 14次 )1かも] 河北郁津幡町

古代官情 。道路 94.4'91.12 1点石川県埋蔵文化財保存協会

。石川県埋文保存協会 『石川県埋磁文化財保存協会年線61

o石川県教磐 石川県埋 『ンンポγ ウム古代北険道に掲げられたお触れ書き』

文センター

。石川県埋文セ〆タ 『発見 。古代のお触れ書き』大修館書腐

o石川県鹿文保存協会 『石川県出土文字資糾集成』

。三浦純夫議図，.久男 f石川 加茂遺跡J1I木簡研究J18) 

加盟遺跡目次) [かも〕 河北郡棒幡町

古代官筒 99.4-99.12 2点 宥川県漫蔵文化財センタ

。石川県坦文センター : 1右川県埋蔵文化財情銀41
。石川 県教委 石川県埋:rンンポジウム古代北陸道に褐げられたお触れ書き』
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石川郡曲来町

石川県

1997年

2000年

'200¥年

1996年

1997年

1988年

1996年

1997年

1996年

1991年

1993年

1991年

1992年

1993年

1992年

1937年

1963年

1995年

2001年

2001年

1997年

1996年

20回年

2001 if-
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"凹l年
: 2001年

加茸遺臨 16次) 1かも iiiT1Ulst生幡町
古代官簡 00.4-01.3 2点 石川県埋蔵文化肘センター

。石川県糧文セ J ター 『石川県坦蔵文化財情鰻，)

。石川県教委 石川県狸 『シンポジウム古代北隣道に褐げられたお触れ奮さ』

20例年

2001年

文センター

。石川県埋文センター 『発見 。古代のお触れ書き)kjj舘嘗后

。禍川嘗， r石川 加護遺跡J<1木簡研究J23) 

: 2001年

:2001年

北中条遺跡 {きたらゅうじよう ] 河北郡湯幡町

中世築港官術 00.9-00.122点砂輔町教育委員会

。棒縞町教委 : I北中条遺跡 <8区)J
。中嶋徹郎 石川 北中条遺跡J<1木簡研究J24) 

2002年

: 2002年

指江B遺跡 (さしえ1 河北部宇ノ気町

古代集落 98.9-98問、四十 00.I 10転 石川県埋蔵文化財センター

。石川県糧文センター : 1石川県哩厳文化附情鰻tl ~19四年
。石川県理文センター :1石川県埋蔵文化財情鰻叫 回同年

。石川県埋文センター : 1年線 IJ : 20凹年

。石川鳳埋文センター : 1宇ノ気町指江遺跡 指江Bi豊勝ー農村括性化住環境重備事業(字ノ気iIi郎 2002年

地区}に係る埋超文化附発御調査1Ili!riIFJ
。大西顕 石川 術江B遺跡J1I木簡研究J24) : 2002年

田中遺跡 {たなか〕 羽咋mn古来町

古代袋詰'86.7-86.8 l .~ 富来町教育委員会

。事楽町敏.， : 1問中遺跡一団体営園場盤備事業に係る闘中遺跡緊急発姻網驚報告』

。石川県埋文保存協会 : 1石川県出土文字資特集成』

。平岡天紋 古川 開中遺跡j 何本舗研究J13) 

1988年
1997年
内例年

商吉田l!山遺跡 {みなみよしだ〈ずやま] 羽咋郡押水町

中世性格不祥 81.6-81.101占 石 川 県 立 埋 蔵 文 化 財 セ ン タ -

o石川県立哩文セノター:1石川県立哩蔵文化財センター年鰍3昭和"年度』

。石川県立埋文センター :r竹生野遺跡』

。語長野仰維 石川 円前官凶葛山遺跡J1I木簡研究14)

年

年

年

3

8

2

 

8

8

8

 

9

9

9

 
吉田C遺跡 {よしだ} 鹿島郡岡鶴浜町

古代集落 00.8-00.93点 石川県埋蔵文化財センター

。石川県橿文センタ- : 1石川県岨磁文化財情鍬5)

。西岡昌弘 布川 省関C遺跡J<1木簡研究J23) 

2001年

20例年

上町カイダ遺跡 {かんまらかいだ]誤認 鹿島郁中島町

古代中世集落回 6-88.12 8点 石川県立混成文化財センター

。石川県立甥文セノター 1石川県立哩蔵文化財セノタ 】年綴10昭和田年度』

。石川県立腹文セ y ター:1石川県鹿島初中島町上町必イグ遺跡ー農免食道鐙備事業(中島北部組区)

:に係る'".，，1<繍調査』

綴町遺跡 {さくらちょう] 凪軍部穴水町

中世集務 78.2-78.3 1点 穴水町教育者食品会 穴水町原緩文化財調査書員会

。穴ホ町教委 : 1西川島1 穴水盆穐にお』ずるや世遺跡騰の調査』

。楢川島遺跡群舞鋼囲網覧:1商川島一能隻におげる中盤付信の発鍋調査』

聞編 穴水町教養発行 。

: 1990年

: 1991年

1980年
1987年

o悶柳寿章 石川 信町遺勝J<1木簡研究)3) 1981年

御舘遺跡 [おたち鼠宝飾穴水町

中世集箆 78.7・78.8 5点 穴水町教育書員会 ・穴水町哩蔵文化酎調査書員会

。穴水町教'" : 1西川島lー穴水盆植における中世遺跡鮮の簡を』

o西川島遺跡群発砲調査 『西川島一能控にお"る中世村Jl<の発制調査』

1980年

1987年
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石川県

聞編、穴水町教委受行

。凶仰斉家 l-!i J11 御館遺跡J<1本術研究J3) : 1981年

白山繍遺跡 {しらやまばし IIA3:itlll穴 水 町

中世集落 79.10-80.33お 穴水町教育委員会 穴水町極歳文化財調査委日会

。穴水町教委 : 1西川島iー穴水鯵地における中世遭跡"の調査J : 19回年

。西川島遺跡群発楓調在 『商川島 能笠における中世付信の売網綱査J :1987年

団稲 穴水町教委発行

。凶柳4<< 石川 白山繍遺跡J<1木簡僻究J3) ; 1981年

美麻奈比古締役前遺跡 (4次)(みまなひこじんじゃまえ] 鳳至邸穴水町

近世集議 95.5-95.8 "点 穴水町教育委員会

。穴水町教~ :fl礎麻察比古神社附遺跡 能登 西川島酒量跡併における古代集落の調査一緊急 1997年

旭方i盛時鍍備(七尾 一鍋島線}事実に伴 う纏蔵文化財調査銀管省』

o四柳jJl章 『石川 失脚祭比古神社前遺跡J<1木簡僻究J23) 印刷年
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北陸

福井県

福井緩跡 (北睦銀行福井支庖新築工事) (FJ1993 -4) (ふくいじよう] 福井市

近世減郭 93.6-94.2 1点福井市教育委員会

。福井市教委 : r福井被跡 Eー北陵銀行福井支底新築工事に伴う発楓調査縄告書J : 1凹4年

。坂絹志佐語表 : r福井福井城跡J<I木簡研究J16) :1994年

福井減跡 (本町明里緑地下駐車場建践工事) (FJ1994 -3) [ふくいじよう}

中世近世城郡 94.9-95. 4 10.8. 福井市教育委員会

。畏谷川健ー 『福井 海弁織跡J(r木術情究J17) 

福井城跡 {福弁市歴史樽物館移転新築工事) (FJ1991 -4) (ふくいじよう〕

近世減郭 97.5 -98.3 6占 福井市教育委員会

o長谷川健 福井 筒井城跡(z)J ( ~木簡研究j 2J) 

福井城跡 (福弁市E史得物匝移転新築工事)(FJ1998 -1) (ふくいじよう〕

近世城軒 98.6-99. 3 6点 福井市教育委員会

。長谷川健ー 福井 筒井械跡 (2)j 仰木繍研究J21) 

福井城跡 〈市道宝永滑川遭路改良工事) (FJ1999 -3) [ふくいじよう〕

近世級新i 99.1 -99. 7 1点 福井市教育垂且会

。長谷川健ー 「福芥 福井城跡(J)J(r木簡研究J22) 

福井緩跡 (福井市E史得物酷移転新築工>1'1 (FJ(999 -1) 臼くいじよう)

近世械朝、近代都市 99.4-00.3 約 33点 福井市教脊委員会

。長谷川健一 福弁 福井械跡 (I)J(r木簡研究J22) 

福井城跡 (福弁市歴史情物陸移転新築工事) (FJ2000 -1) (ふ付、じよフ〕

近世城郭 00.4-01.6 24点 福井市教育委員会

。長谷川O!- 福井 福井被跡J(r木簡研究J24) 

福弁嫌跡 (国際空流会館地点)(FKJ94) (ふくいじよフ] 福井市

億井市

福井市

福井市

福井市

福井市

福井市

近 世 擁郭武家畳敷 94.6-94.9 44点 福井県教育庁四蔵文化財調査センター

o福井県教育庁埋文調査:r..線 10一平成6年度』

センター

o本多逮級河村健史 f福芥福井機跡 (2)J (r木術研究J22) 

-1995年

: 1999年

'1999年

-21)1)1)年

-21)1)1)年

-21)1)2年

199時年

21)I)C年

福弁減跡 (高架側道4号輔地点)(F1(J96 -2・96-4.97-1・98-1) [ふくいじょっ] 福井市

近世城軒城下町、近代都市 96.9-98.9 108点 緬井県教育庁埋蔵文化財調査センター

。福井県教育庁埋文調査:r年観 12一平成8年度J : 199B年

センター

。本多遼餓 河村健史 『福井 筒井城跡J([木簡研究J21)) 

。本多進級河村健'"福井福井城跡(1)J OT木簡研究J21) 
。本多過般 河村健史 『福井 編弁織跡(第二口号} 釈文の訂正と追加」 (1木簡研究J22) 

一乗谷朝倉氏遺跡 (68生存置調査)(いらじようだにあさくらし〕 ※ 福弁市

中世減賠 68.6 -68. 10 2.8. 福井県教育委員会朝倉氏遺跡調査研究所

19明 年

19明年

2001)年

。足羽町教委 : r一乗谷朝倉氏遺跡 [J 十 1969年

。福井県教委 朝倉氏遺:r特別史跡 乗谷何貧民遺跡発砲調査報告 I 朝倉館跡の調査J : 1976年

跡調査研究所

一乗谷朝倉氏遺跡 (9次)(，、ちじようだにあさくらし] 福井市

中i生城下町 73.8 -73.9 289但 福井県教育委員会朝倉氏遺跡調査研究所

。福井県教委 朝倉氏遭:r符別史跡ー乗谷朝倉氏遺跡V 昭和48年度発銀調査盤倫事業概観J :1974年

跡調査を滞究所

。福井県教委 朝倉氏逮 『特別史跡ー乗谷棚倉氏遺跡発楓調査線告 I朝倉館跡の調査J : 1976年
跡調査研究所

。佐藤圭 『禍弁 一乗谷朝倉氏遭跡{第九1;1;:)J 01'木簡研究J15) : 1993年
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循弁明R

一乗谷朝倉氏遺跡(lJ次)μ、ちじよ うだにあさくらし]※ 福弁市

中世城館 75.9 -76.3 3点 福井県教育委員会朝倉氏遺跡調査研究所

。偏弁県教育種民会 朝:r特別受験ー乗谷朝倉氏遺瞬、百一昭'050年度発鍋調査Il!備事業史鋸綱査慨鰍J: 1976年
会氏遺跡調査研究所

。福芥県立ーヨ長谷制倉氏 『符別史跡ー乗毛筆朝倉氏遺跡発砲調査線皆、.一第"次第17次調査J ;2001年
遭跡資料館

一乗谷朝倉氏遺跡 (相次)[.、ちじようだにあさ〈らし]※ 福弁市

中位滅卸 80.11 -80. 12、81.4-81.7 1点 楠弁県立朝倉氏遺跡資料館

。福井県敏育~民会 制 『符別史跡ー乗谷棚倉氏遺跡V冒 昭拘51隼度発磁調査後備事業発銀調査健線J: 1977年

倉氏遺跡調査研究所 i 

乗谷朝倉氏遺跡 (44~ ) (いちじようだにあさ〈らし}淡 福井市

中世地面 82.10-88.122点 協弁県立朝倉氏遺跡賢料館

。緬芥県立馴貧民遺跡資 :r符別史跡ー乗谷朝倉氏遺跡Y1I 昭如57年度発鋼調査被備事業発復調査既報J: 1983年
粉飾

。福弁県立 乗谷暢倉氏 『特別史跡ー到長谷朝倉氏遺跡努綱調査線倍、.一第"次第17次調査J :2001年
11富市資料館

一乗谷棚倉氏遍陣 (46次)(.、ちじよう 1日こあさくらし〕 福井市

中世核館 83.6-83.124占+的20000占 筒井県立朝倉氏遺跡賢料簡

。福井燥立朝倉氏遺跡資:r特別史跡ー乗谷納含氏遺跡W一昭拘印字度発偲調査鍍備事業発短調査概観J: 1捌年

料館 j 
。，.悶箸樹 績芥 ー身障谷朝倉氏遺跡J仰木簡研究J6) :1984年

ー乗谷朝倉氏遺跡 {49次)【いちじようだにあさ〈らし}※ 福井市

中世城館 84.5 -84. 8 8点 描弁県立朝倉氏遺跡資科館

。筒井県立制愈氏遺跡'If:r特別史跡ー乗谷馴倉氏遺跡則一附拘59年度発姻調査鐘偏$業努姐調査続線J: 1985年
糾館 ! 

一乗谷朝倉氏週蹄 (52次 )[いちじようだにあさくらし】 届弁市

中世減館 85.8 -85.12 2点 侮弁県立朝倉氏遺跡資料館

。温弁県立制倉氏11跡資:r特別史跡ー乗谷棚倉氏遺跡四 時f<>帥年度発緬調進盤情事衆発掘調査複線J: 1986年

怜鎗 j 
。佐証委主 福井 一乗谷朝命氏遺跡j (I木簡研究J8) :1986年

乗谷朝倉氏遺跡 {6[次 62次)れ、ちじようだにあさ〈らし] 福井市

中世城師 88.4-88.125点 描弁県立朝倉氏遺肺薗料館

。悔弁集立朝命氏遺跡資:I特別史跡ー乗谷納倉氏遭跡xx一昭和6J年度発姐調査鍍備事業概観J : 19帥年

料館

。福井県立-~谷朝倉氏 1符別史跡ー乗谷棚倉氏遺跡長側調査報告、百一第35次第56 . 85次第61. 62: 19骨年

遭勝資料館 :'"調査J
。佐藤圭 f福芥 ー乗谷朝倉氏遺跡j (I木簡..究JIl) : 1989年

ー乗谷朝倉氏遺跡 (68次)[.、ちじようだにあさくらし] 福井市

中世掛町城下町 90.4-90.12 2点 福井県立朝倉氏適時資料苗

。福井県立朝倉氏遺跡資:1特別史跡一乗谷剛倉氏遺跡 1990一平成2年度発編調査環境笹備事業慨要J : 19例年

科館 j 
。佐語圭 福".-男長谷朝食氏遺勝j <1木簡研究J13) 附例年

乗谷朝倉氏遺跡 (84次) [.、ちじようだにあさくらし} 福井市

中世雄餌・械下町 93.I1 -93. 12 2点 福井県立-)長谷朝倉氏遣僻資料簡

。佐磁ヨ. 福弁 ー乗谷朝盆氏遭勝j (I木簡研究J16) ;1994年

一乗谷朝倉氏遺跡(104次)(いちじようだにあさ〈らし} 福井市

中世娘下町 99.4-99.12 I点 描弁県立ー乗谷朝倉氏直跡置科歯

。筒井県立馴倉氏遺跡資:1待別史跡一乗谷甥倉氏遺跡 199少一平成IL年度楚栂調査!II!健鍍傷事業概要31J;20ω隼

料館 ) 

。佐雌圭 f福井 ー染谷朝念氏遺跡j [1木簡研究J22) :2000~ 
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九+九繍 {つ〈もぱし〕 福 弁 市

近世娘下町 81.12-85.2 2点 福 井県J'I!蔵文化肘センタ-

o滑闘智樹 福井 九+九繍J<1木簡研究』ω ; 1986年

石畳遺跡 〈石丸城跡) <石窓2001-4) (~、しもり ] 桶井市

中世緩館跡 02.7-03.32点 福井市教育委員会

。長谷川嶋 『福井 石盤遺跡J<1木簡研究J25) 2沼田年

高塚遺跡 {たかっか〕 小浜市

古代官簡 99.3'99. 10 1点 小浜市教育委員会

"1>川根弘 『幡多宇 高..遺跡J<1木簡研究J22) 2開。年

西太郎丸遺跡 {にしたろうまる〕 坂弁節存在町

古代袋署警 93.9-93.11 1点 事江町教育委員会 福井県教育庁坦麗文化財調査センター

。中医順 福井 西太郎丸遺跡J<1木簡研究J18) : 1996年

大義瞳島遺跡 {おおもりかねしま〕 丹生 邸清水町

古代集結官商 81.9 I点福 井 県 海 蔵文化財センタ

o情水町教書 : 1情水町大会明寺山遺跡調査慨喪J ~19同年
。福弁県 : 1協弁保史資料編l古代J : 1987年
。仁fI"福弁 大様鎌島;o跡J<1木簡研究J4) :1982年

日野川朝宮権下斑 [ひのがわあさみやばしかりゅう〕 丹生郡滑水町

不昨 82.3 1点表面採集

。清水町教書 1清水町大量毎明寺山海跡調変概要J ; 1983隼

o緬井県 『福井県史資料編l 古代J ~n.
0図付測夫 福井 岡野川相官柵下淀J<1木簡研究J5) :1983年

。{ 編集子縞弁 BIf川朝宮鍋下疏幽土の木簡補釘J<1木簡研究J8) :1986年

曽万布遺跡 [そんぽ] 三方郡三方町

中世集落 72.8-72.12、73.3ー73.10 I点 三方町教育書員会

。樋芥県 : 1福井県史資終編J13 ;1986年

"""町照世 福井 鈎万布遺跡J<1木簡研究J9) :1987年

田名遺跡 {たな] 三方都三方町

古代集務 86.9-87.3 3点 三方町教育委員会

。三方町教書 : 1図名遺跡J<三方町文化財調査OUiaS) : ¥988年
。編井県 : 1樋弁県史資料編l古代J : 1981年
。関辺常陽 福井 岡名遣脇J<1木簡僻究J9) ;1987年

。木簡学会III : 1日本古代木簡遷』岩議書館 : 1990年

角谷遺跡 <I次範囲権認調査)(かどや} 三方君臨三方町

古代集落 88.3 1点 三方町教育委且会

。三方町教委 : 1角谷遺跡 仏滞;o勝 江錨遺跡 牛谷遺跡J<三方町文化財調習を繍告書10) : 1991年

o関辺常怖 福弁 角谷遺跡J<1木簡研究J10) : 19朗年

角谷遺跡 <2次本調査)(かどや}栄 三方邸三方町

古代集 落田 5-88.6 1点 三方町教育委員会

。三方町教委 : 1角谷遺跡 仏補遺跡江鎗遭跡牛谷i宜跡J<三方町文化財調盆銀告書10) : ¥991年
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緬多季限 山製県

山 梨 県

甲斐国埋没粂里温情 {治時、の〈にまいぽつじようり }※ tr府市

古代条里遺情 72. 11 -72. 12 2点 山梨県教育委員会

。山梨県考古学会 ， r勝沼パイパス道路建震に伴 う 叩費国哩設条里遺憾鳴の調査J(山梨県考古 1975年
。学会学級 1)

甲府線開係遭跡 にうふじょうかんげ』、} 甲府市

近世雛下町武家屋敷 近代都市 94.9-95.2 6有 甲府市遺僻珊査会

0"，寧洋一 山梨 ~"'峻関係遺跡J (r木簡研究J18) 

大i平遺跡 {おおっぽ】 甲府市

古代集落 00.5-00.9 1占 大坪遺跡発砲調査会

。大坪遺跡発綱調来会 : r大坪遺跡 平成t2年度調東地点』

。櫛版。'，- 山梨 大時遺跡J(r木簡研究J23) 

二本柳遺跡 (2次)(にほんやなぎ] 南アルプス市(旧 中巨摩郁若広町)

中世水同 寺院 92.4-92.1210点 山製県坦磁文化財センタ ー

1996年

: 2002年

2001年

。山梨県埋文センター編 ，r二本柳遺跡ーー般国道52砂 押 西 道 路}改築工夢 中節横断自動車道建IU回同年

山梨県教委 泡銭省附府j事に伴う哩磁文化財姥磁調資線告書J(山梨県埋厳文化財センター調査領告書

工事事務所 同本道路公:183) 

団東京旭定安局 : 

。小林健二 山梨 二本柳遺跡J(1木簡研究J15) : 1993年

大師東丹保遺跡 {だいしひがしたんぽ} 南アルプス市{旧 中巨摩郡甲西町)

中世集落ー水田 祭配遺跡 94.5令 94.12 I点 山梨県j里蔵文化酎センター

。山実"風用文センタ一線 ，r大師JO(丹保迎跡2 一般国道52号(IJ'酋道路)改築工事 中節倹断自動感ili:I抑 5年

山梨県教委 組依省'1'府j燈段工穫に伴 う岨蔵文化財発繊調査線告書J(山裂県酒雌文化財センター繍査

工事事務所 門広遺路公 i線告111=102)

団東京鐘股局

。山製県痩文セ 〆ター網目 :r大鋪東丹保遺跡W区 般国道52号(IJ'商道路}改集工事 中節倹断自動車 1997年

山梨県教'". !島設省甲府:;Ji建n工事に伴う哩蔵文化僻発規絢造線告書J(山梨県岨蔵文化財センタ-，，:

工事穆諺所 日本道路公:登録告書133)

聞東京建信局 : 

。小勝健二 『山梨 大師JO(PH普通僻J(r木簡研究J18) 1996年

77 



中韻東 海

長野県

石川粂里遺跡 μ、しかわじようり 】 長 野市

中 世集 落 水 関 田 4一回 10 6点長 野県峻厳文化財セノター

。長野県哩文センター : I長野県糧磁文化財セ ンター等級61989年J : 1990年

。長野県教司書 長野県寝:I中央自動車道長野線埋蔵文化財発鍋網竃..，，，・15~I. I~長里遺跡一長野市内 1997年
文セ rター jその3(第1分冊) (第3分冊)J (長野県埋蔵文化附セ ンター宛磁調査線告書25)

。臼居直之 長野 石川条笠遺跡I([木簡研究J14) : 1992年

領国通陣 (92会事置圃査)(えのきだ】 長 野市

古代集採.年代不詳 流路 92.4-92.12 2点長野県埋蔵文化財センター

。隻野県酒文センター 『領悶遺跡ー上儒鐘自動車道明磁文化財発砲調査線告書同長野市内その10 : 19同年

(第1分冊本文編 J) (第2分冊本文編2) (第3分自骨遺物図版編)(第4分冊写i
民図版編)J(長野県埋蔵文化附セ y タ 受姻調査線告書37)

。広岡卯憾 『長野 .11岡遺跡J"木簡研究JZJ) :1999年

F街僚遺跡 〈輔向遺跡務)(みなみじよう3※ 侵野市

古代集蒋 96.9-98.10 3点以上(整理中) 侵野市埋蔵文化財センタ

jは猷なし}

松本城三の丸跡土居毘 (1次 )(まつもどじょうさんのまるあとどいじり ] 絵本市

近 世城下町 ・武家屋敷 91. 4 -91. 7 1 6.~， 松本市教育委員会

。鈴本市教委 『絵本娘三の丸跡 土居民武家虚像跡の発磁調査既~J : 1993年

。絵本市敏'" : r鈴本城三の丸跡土島尻lI!lI><調査報告書(木組編)J !~旧年

。伝本市 『鈴本市史第2巻'"受領 UJ : 199陥年

。竹内線長 『隻tf'm本娘三の丸跡土居尻I(1木簡研究J19) : 1997年

松本敏三由丸跡小柳町 (1次)【まつもとじようさんのまるあとこゃなぎまら c本市

近世 械下町 97.3 4点 鈴本市教育委員会

。荒木雌 長野 鈴本様三の丸跡小柳町J([木簡研究J20) : 1凹8年

絵本場下町陣伊努町(1次)(まつもとじょうかまちあといせまも] 鈴本市

近世 線下町 95.2-95.3 16点 伝本市教育書員会

。位本市教書 : 1m本様下町跡伊努町一近世 町屋般の鐙媛調査』地本市文化財調奪鰻告122) : 1996年

。絵本市 : I鈴本市受第2巻歴史編目J : 1凹5年
。竹内鍋艮 長If. ro本敏下町跡伊努町J(1木術研究J19) : 19噌7年

総本城下町陣伊努町(10次 )(まつもとじょうかまちあといせまち] 絵本市

近世揖下町 96.I1 -97.3 4点 怯本市教育委員会

oll!木純 長野県 '"本域下町跡伊傍町I(1木簡研究J20) : ¥998年

松本滅下町跡伊鈴町 (11 ~欠}【まつもとじょうかまちあといせまち] ※ 俗本市

近世城下町 96.12・97.I 8点訟木 市教育書員会

。鈴本市教'" : [低調ド城下町跡伊勢町第g'9-121'}:本町I. ，次 平成8年度試鋼臨調査鰻告書J: 1996年
(鈴本市文化財調査線告129)

松本城下町跡伊勝町(13次)(まつもとじょうかまらあといせまち} 伝窓市

近世 嫌下町 97.2-97.3 4主位本市敏背番貝会

。定木幡 長野県 m本城下町跡伊~.rl (rホ衛研究J20) : 1998年

松本線下町陣伊努町(14次 )(まつもとじよヲかまちあといせまち]※ 怯本市

近世 揖下町 97.6-97.7 2点訟本市教育昏且会

。鈴本市教委 『必本織下町跡本町第3-4T¥伊野町第14-、"次一平成9年度総姐網査線&:lJ: 1998年
{怯本市文化財調査報告132)

絵本線下町跡伊努町(16次 )(まつも左じょうかまちあといせまち]※ 伝本市

近世 娘下町 97.8-97.10 7点鈴本 市教育昏員会

o怯本市教書 [絵取域下町跡本町第3'4lk伊勢町第川、"1><一平成9年度然倒調査"''6&:J: ¥998年
。{怯本市文化財調査線告132)
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総本減下町跡伊野町 (21次 )[まつも とじょうかまちあといせまち]※ 松木市

近世 城下 町 00. 1 -00.2 I点 t>本市教育書員会

。低利ド市教0; : 1怪本峻下町勝本町S次 伊舞町19. 21 . 22次中町1. 2lk宮村町11<訳掘調驚;20帥年

:報告書J，伝本市文化財調査領告149)

松本城下町跡本町 [3次 )[まつもと じょうかまちあとほんまち}※ 怯本市

近 世織 下町 97.7 点 鈴本市教育委員会

。怯本市教書 : 1怯本域下町跡窓町第3'4次0>"町第14-¥7次 平成9惇度総綱m査銀管嘗J: 1帥8年

伝本市文化財閥査線告132) 

絵本城下町跡本町 (4i次) [まっL>じょうかまちあとほんまら〕※ 鈴本市

近 世城 下町 97.11-97.12 I点 怯本市教育書員会

。鈴本市教0; : 1"本敏下町跡本町第3.4~ 伊"町第 14叶'1<一平成9年度総姻調査鰻告書J : 19四年

〈訟本市文化財調査報告132)

松本城下町跡六九日次)[まつもと じょ うかまちあとろっ<)※ 訟本市

近 世減 下町 00.9-01.4 5点 鈴本市教育委員会

.1>本市敬愛 11>本峻下町静六九第4次緊急発掘調査領告書J，.，本市文化財調査報告160) ;2002年

総本城下町跡中町 [3<'1) [まつもとじょうかまちあkなかまち] 必本市

近世減下町跡 02.4 6点鈴本市教育委員会

。末図万喜子 畏野 鈴本城下町跡中町J'1木簡研究J25) 

塩 田域跡 [しおだじよう〕 上関 市

中世減朝 75.7-77.8 】点 上岡市教育書員会

。上回市教委 : 1筆図媛跡調降11<発御調査阪線』

。川上元 長野塩図域跡J'1木簡窃究J18) 

摘棚B遺跡 [ぜんだな] 岡 谷 市

年代不昨集落 83.1-83.101点長野県教育昏員会長野県埋繊文化財センター

2003年

1976'f-
: 1996年

。長野燥埋文センター : I中失自動車道長野線埋蔵文化財発繍調査線告書ー糊桁Il大久保B 下り体 : 1987年

!百本容A 大綱 幡棚A 勝棚 B (白山} 腸棚 B 中島A 中島 8 柳樽途{本;

文編) ，写真図版編)J ，長野県埋蔵文化財セ ノタ一発編関査911:~. I )

。市伊事実利 『長野 ".B遺跡J<f木簡窃究J7) :1985年

憧 川遺跡 {ごんが} 飯 岡 市

古代集落・官簡 81.12-82.3 I.~ 飯図市教育書員会

o 長野県 『長野県史均古資料編1-3J 

。小緋IE-# 長野 恒川遺跡J(1水鮪研究)4)

釜調遺陣 {か*'五日 飯 山 市

中世集落 87.5-87.61京 阪山市教育委員会

1983年

1982年

。飯山市教0; : 1長野県飯山市釜胸 北願戸遺跡J(飯山市埋旗文化財調査報告書16) : 1開8年

。盟月静慮 喪野 釜掬;J跡JCI木簡研究J10) : ¥988年

北福付 遺跡 {きたいなっけ] 千幽市(1日、更姐市}

古代集落 83.7-83.81点 吏埴市教育委員会

。更埴市教香 : 1八幡遺跡僻 北縄付遭勝一酉郁枠l'掛密備に伴う疑似調査鎌倉&'J :19制年

。佐経慣之 長野 北繍付遺跡J'1木術研究』ω : 1984年

屋代遺 跡勝 (上世趨自動車道関係) [94年 度 調 査)[やしろ] 千曲市(1日 吏緬市}

古代集落・祭配遺跡 。水関 94.4 -94. 12 130点 長野県極蔵文化財センター

。長野県纏文セ ンター 『長野県座代遺跡鮮出土木簡ー上信組自動車道哩磁文化財発姻調査線告書23;1996年

・ー更岨市内その2J[長野県埋蔵文化財セ ンタ-，延期調査鎌倉書21l
。長野県立歴史館 『木簡が語る古代の俗語健J : 1996年
。長野県埋文セJ タ- : 1更埴条里遺跡 屋代遺跡齢古代』鋼一上僧鍾自動車道岨磁文化財発姻調査報:19拘年

告書26J(長野県埋蔵文化財セ ンター発畑調査報告書m
。長野県糧文センター 『更箱条卑遮跡屋代遺跡群(含む大貌遺跡密河原遺跡) 絶..得 上慣!tS:20同年

自動車道明雌文化財発銀調査線告書28-更埴市内その7J (長野県埋蔵文化財

センタ一発剥綱査報告書54)
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。寺内峰夫 『長野歴代遺跡群J(1木簡研究J18) : 1996年

。水沢教子 例悶伊史 f長野 屋代遺跡群{上情縫自動車道関係) (第ー八号} 釈文の訂正と迫加四00年

(1木簡研究J22) 

。木簡学会編 『日本古代木簡集成』東京大学刷版会 初出年

屋代遺跡欝〈北陸新幹線聞係) (94年度調査)(やしろ】 千幽市(1日 更堵市)

古代集落 94.<¥ -91.11 点 長野県橿蔵文化財センター

oJ蔓野県埋文センター : r北陸新鮮線四歳文化財発繍調査線告魯3吏嶋粂'"遺跡 歴代遺跡群J(長野 1998年

!県埋蔵文化財センタ 発砲調査線告書32)

。水沢敏子 『長野 屋代遺跡群{北陸新鮮線関係)j (r木簡僻究J21) :1999年

八幡通酔君孝子土宮司遺跡 [やわたいせきぐんしゃくうじ〕 千隣市(旧 更崎市)

古代集落 01.4-01.121点 長野県埋蔵文化財センター

。長野県文化彼興事業団:r長野県埋蔵文化財センタ一年線182001年』 2002年

長野県埋文センタ j 
。寺内貴美子 f長野 八幡遺跡際社宮司遺跡J(1木簡研究J21) 2002年

照野寺本堂跡 {くまのでらほんどう〕 ※ 上伊~~郡吉岡村

近世寺院 14.4-74.6 53点長野県教育委員会

。日本道路公団名古屋処:r長野県中央道寝蔵文化財包蔵旭発掘調資銀告書ー上伊那郡富岡村その2昭拘 !9花年

政局長野県教~ :49年度』

法明寺遺跡 (2次)(ほうみようじ〕 ※ 木曽郡山口村

中世寺院 72.8 2点 山口村教育委員会 木目教育委員会

。山口村教委会 木曽教:r長野県山口付法明寺遺跡ー第1• 21X.調査概領』

委

北土弁下遺跡 {きたどいした〕※ 上水内郡豊野町

古代官簡 中世荘困 83.4-83. 6 8釘 豊野町教育委員会

。豊野町教委 『北土井 豊野町北土井遺跡緊急発短調査線告書』
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長野県 峨阜県

岐阜県

減之向遺跡 (市教量2次)(しろのうら〕 瞳 阜市

中世JIl務居鮪 92.4'92.12 I長暗阜市 教育委員会

。敏阜市教委儒 岐阜市:r峻之内遺跡一長良公園鍍備事実に伴う緊急発栂調査{第2分冊)J(峨""'文四回年

教育文化振興事業団発行!化財徹脅2000'¥) 

。内羽風俗縁 f岐阜 峻之内遺跡Jぽ木鮪窃究JL則 、 1993年

高 山滅 三之丸纏跡 {たかやまじようさんのまる〕 高山市

近世埴卵 95.8-97.11 11点 高山市教育委員会

。高山市教委 : r高山擁跡鍵錫調査線告書mJ(高山市埋蔵文化財調査線骨密23) : 1996年

。問中彫 峻息 高山蜂三之丸抱跡J(r木簡研究J19) : 1997年

弥軸寺西遺跡 [みろ〈 じに し] 間市

古代集記遺跡 02.3-02.9 5点 関市教育委員会

。開中弘志 岐Q.. 1年制令酋遺跡J<1木簡研究J25) 2003年

柿田遺跡 (99年度調査)(か含ど} 可 児 市

古代集落水図 99.5-00.31点畦阜県文化財保橡センター

。近蔵大典 厳a 鮪岡遺跡J<r木簡研究J23) 凹OL年

締田遺跡 (01年度調査)(かきだ] 可児市 可児1lII嗣腐町

中世集落 01.5-02.33点畦阜県文化財保護センター

。近語大奥 峨恥 柿岡遺跡J(r木簡研究J24) ;2002年

蛇符柿経発見金色 {じゃもちこけらきょうはっけんら]※ 養老附養老町{旧、発老郎小畑村)

中世寺院ヵ 1933年2月 点数不昨工事中

。岐息恥 : r岐阜胤削員名勝天然記念物調査線i!r1l7J : 1938年

。辻停之助 : r悶本仏教史第l巻上位篇J<岩蔵書后 :1944年

畳世廃寺 {すのまた li~ 、じ] ※ 安八郁盟{袋町

中世寺院ヵ 1916年噴 点数不詳 ヲ霊園蝿関不詳

。辻僧之助 : r日本仏敏 史 第1巻よ世篭』出 滋 書 酎 : 1944年

篠脇遺跡 {東氏匝跡) (しのわき] 君事上郡大和町{旧、大和村}

中世植蛇 82.7-82.12 1点 大和村教育委員会

。大 ，，，村教委 : 1東民館跡発姻調査線告書』

。波多."，勝 岐阜 篠脇遺跡J<r木簡研究)6>

杉崎日隆寺 (3次)(すぎ主引品、じ] 吉城郡古川町

古代寺院 93.6-93.12 1点 古川町教育委員会 杉崎廃寺跡発掘調査団

， 1984年
1984年

。杉..，を奇跡発泡寓査問:r峻阜県吉嫌邸古川町杉備a令跡実短調憲報告剖{古川町埋超文化財綱牽:1998年

同 古川町教委受行 j催都}

。荷合英夫 。f敏臥 杉・8証券J<1木簡研究』同 :1994年
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中部東海

静 岡 県

神明原 元宮川遺跡 183年度調査 ) 1西 大 谷2区)1しんめいばら もとみやがわ] 伶岡市

古代中世集落 83.4 -86.3 1点 俳岡県埋蔵文化財調査研究所

。駿府博物館付属静岡哩 『大谷JI川 昭和58年度巴川(大谷川)総合治水対策特定荷JlI事業埋蔵文化財:1984年

文欄査研究所 発綱刻表線告書(伸明原元宮川遺跡))1待問埋磁文化財調査研究所調査報

告5)

o静岡県哩文調査研究所 『静岡県坦蔵文化財調査研究所年報 1~ : I回5年

。静岡県埋文調査研究所 『伸明照 元古川遺跡木簡概要.11 ; 19防年

。静岡県宅捜文調査研究所， r俳簡保神明瞭 元宮川遺跡 大谷歓水路建設に伴う発織腐を復縁Jl : 19邸年

。僻岡県坦文調査研究所:r大谷川皿(遺物編) 巴JII (大毛:iJlll総合治水対策特定何JlI車業埋蔵文化財:19曲年

i発御調査報告書{神明原 元宮川温跡) J (本文樹) (図版編)jl静岡県埋厳:

:文化財研究所調査線告 13)

。締縄県 『静岡県史資料編4古代J : 1989年

。栗野克己 静岡 神明原 元宮川遺跡JI[木簡研究J7) ;1985年

。木簡学会繍 ， r日本古代木鮪削岩接寄底 ;1凹昨

初目月原 元宮川遺跡 184年度調査 )1西 大 谷4区)1しんめいばら もとみやがわ] 飾岡市

古代中世集落 83. <1 -86. 3 2点 静岡県埋蔵文化財調笠研究所

。僻岡県埋文調査研究所， I俗岡県埋緩文化財調査研究所年徹 1J : 1985年

。静陶県埋文調査研究所 r伸明原 元宮川遺跡木簡概婆Jl : 1985~ 
o静陶県埋文調査研究所。 『静岡県神明原 元宮川遺跡 大谷激水路建般に伴う発姻調査続線Jl : 19回年

。静岡県埋文調弦研究所:r大谷川 rr1遺情編) 昭利59. 60年度巴川{大谷川1)総合治水対策特定河川:1987年

!事業組磁文化財発綱調査報告書(本文編) (図版編)1 (飾岡県樋蔵文化財研究j
所調資綿告ll)

。俳岡県塑文測査研究所 『大谷川田 (遺物編〉 巴)I!(大谷川)総合治水対貿信符定河川事業埋蔵文化財:1988年

舞踏倒査報告書(神明際 元宮川遺跡) J (本文編) (図版繍)J (待岡県埋蔵:

文化財窃究所調査報告13)

。静問県 『停岡県史資料編4古代J : 1989年

。栗野克己 「静岡 神明b販売宮)11遺跡J1I木簡研究J7) ;1985年

。木簡学会編 『自本古代木簡選』岩波書庖 : 1990If-

持明原 元宮川遺跡 185年度調査) 1宮)113. 4 • 61&) 1しんめいばら もとみやがわ〕 静岡市

古代中世集落 83. <1 -86. 3 16点 紗岡県浬蔵文化財調査研究所

。併問県糧文調室研究所:1伸明原 元宮川遺跡木簡慨要J : 1985年

。静陶県哩文調査研究所， I静岡県神明原 元宮川遺跡 大谷鍬水路辺段に伴う発綱調査概報J : 19師年

。伶岡県埋文調査研究所:1伶岡県埋旗文化財調資研究所年鰍 1J : 1985年

。静岡県樫女関査研究所 :1大谷川 口 (遺情編)一昭和59'60年度巴川(犬審判1)総合治水対策特定開11:1987年

:事業埋蔵文化財発姻調査報告書(本文編) (図版編)J(伶岡県寝厳文化財研究

:所羽査線告ll)

。鈴岡県埋文調査研究所:1大谷川 ill (遺物編)一巳川(大谷川)総合治水対策特定河川事業埋蔵文化財:1988年

i発銅剣査線告書(伸明旅 元宮川遺跡)J 1本文編) 1図版編)J(鯵岡県埋蔵

I文化財研究所調査細管13)

。静岡県 ， r俗岡県史資特編4古代J : 19帥年

。割F克己 静岡神明郎元吉川遺跡J(料 簡研究J8) : 19師年

。木簡学会綴 : ra本古代木簡選』岩佐蓄広 : 19抑年

睦府雄三 ノ丸跡 15次 )1すんぷじようさんのまる〕 静岡市

中世集孫 85.10 -86， I1 9点 静岡県教育書員会

。静岡県教委 : r敏府械三の丸続発綱翻進級告書J1静岡県文化財縄査線告書38) ; 1987年

。羽二生保 待問 駿府娘三の丸跡J(1木簡研究J9) :1987年

駿R守城跡三ノ丸 i6次)1すんぷじ ようあとさんのまる〕 静岡市

近世城軒 87.11-88.101点 傍岡市教育委員会

。僻岡市教委 ， 111附耐の埋蔵文化財発鋼調査の概要昭和6z年度一有東縄平遺跡(第3~) . ;19回年

i敏府披勝三ノ丸(第5. 6次} 池ケ谷遺跡 谷津山l号制

。静岡市教委 ， 1静岡市の埋蔵文化財発綴調査の規要昭和田年度J : 1同O年

。佐藤正知 鈴岡 敏府城三の丸跡J1I木簡研究J18) : 1996年
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静岡県

駿府綴三ノ丸跡 〈県庁別館建設に伴う開壷) (すんぷじよヲあとさんのまる〕 紛岡市

近世織朝 93.2-93.62点 砂岡県教育書員会

。締I崎県教委 : r敏胸娘三の丸跡 駿府域内;t跡 県庁別館建俊則培内埋蔵文化財提姻調査医縄 1994年

(管省J(静岡県文化財調査線e・41l
。岩開智倦 fl>陶 磁府械跡J(1木簡研究J18) :1996~ 

睦府城鶴本丸 〈本丸 梅 I区) (四年度調査) (すんぷじよフあとほんまる】 伶岡市

近世城郭 90.4-91.3 I点 紛岡市教育委員会

。静岡市教書 : r殴静域跡 1(遭f魔術I 遺物翻¥)J (僻岡市漫縦文化財鋼査*&44) : 1998年

。省関智徳 紗陶 駿府峨跡J(1木簡研究J18) :1996年

駿府綴跡二ノ 丸 (91年度調査)(すんぷじようあとにのまる} 俳岡市

近世城郭 92.6・93.3 I点 静岡市教育委員会

01>肉岡村敏;1; : r駿府峻跡 1(温情繍I• it物繍I)J(伶岡市咽蔵文化財調衰練傍44) : 19同年

。岩岡智略 紳岡殿府城跡J(1木簡研究J18) : 1996年

池ケ谷遺跡 (88年度調査)(いりがや] 静 岡 市

古代水鉛 88.5 -89. 3 2点 静岡県埋蔵文化財調査研究所

。停岡県明文調査研究所:r柏ケ谷遺跡 1(遺構編}一瞬拘63年度~平成2年度俳清パイパ九(地ヶ谷穐:1992年

(区}哩康文化財発傾調査報告書J(伶岡県哩磁文化財調査研究所問責線告38)

。僻岡県岨文調査研究所:r池ケ谷遺跡肌 {遺物編)一昭和63年度~平成2年度僻滑パイパス(池ケ谷地 1995年

'区}岨蔵文化財''''邸調査報告嘗J(齢縄県唄磁文化財調査窃究所関査線告62)

oJD村1/1三 佐厳正知 f静岡地ヶ谷遺跡Jcr木簡研究J11) : 1989年

瀬名遺跡(1区) (せな] 僻 岡 市

古代水岡 ・集落 88.4-89.3 1点 俗岡県温蔵文化財調査研究所

。紗凋県甥文調査研究所:r瀬名遺跡一昭和63年度紗情パイパス埋蔵文化財発磁調査概級J : 1抽 9年

。鯵例県温文調査研究所:r頒名遺跡 1(遺憾緒川 一昭如61-62-63 平成元 平成2年度紗滑パイパ:1992年

ス {獅名地区)埋蔵文化財発姐調釜催告書J(勝岡県埋蔵文化財綱査窃究所関

査報告刊}

。停岡県縄文調査研究所:r瀬名遺跡v (遺物倒日}ー飾11/パイパス(禰名地区)坦嵐文化財発砲調査線"押6年

I告書5J(静岡県穆蔵文化財調査研究所開査報告79)

。 僻陶~ : r僻岡県史資料編4古代』

。原発三郎 山中敏史 僻両県古代史料i!l補¥J(r..岡県史研究』ω
。原秀三郎 山中敏史 僻岡県古代史料迫櫨21(r停陶県史研究J10) 

仁藤敏史 ( 

。栗野克己 「時間 瀬名遺跡J(1木簡僻究Jll) 

灘名過酷 (61&)(せな]※ 静 岡 市

中世涜路 86.4-91.11 点 俗岡県哩厳文化財調査研究所

19凹年

l目。年

1994年

1989惇

。紳岡県埋文調査研究所 :r瀬名遺跡 1(遣制再編 1) 昭和61-62.63 平成元 平成2年度停滑パイパ:19由年

jス (瀬名他国岨磁文化財発掴測資銀告書J(静岡県埋属文化附関釜研究所繍i
官報告，0)

。紗岡県組文調査研究所 :r禰名遺跡v(遺物編n) 伶滑パイハス{瀬名地区}埋蔵文化財鐙鏑調査報:1996年

。告書5J(僻岡県樋麗文化財調査研究所調査領告79)

。保秀三郎 山中敏史 静陶'"古代史将迫補2J<r僻欄県史研究J(0) : 1994年

仁藤敏史 : 

瀬名遺跡 目区 )(せな]※ 静 岡 市

古代近代疏路 86.4-91.112点静岡県温蔵文化財調変研究所

。1>陶県哩文調査研究所:ritl'包遺跡 1(遺憐稲川 一飽拘刷 回 63 平成元 平成2年度防滑パイパ 1992年
。ス(海各地区}埋U蔵文化財発燭調査線告書J(ゆ陶保理厳文化財調査研究所網

道線告40)

。勝間県埋文調査研究所:I瀬名遺跡v(遺物編11)-"'1舟パイパス{綱名地区)担蔵文化財姥鰍調査報 19同年

告書5J(静岡県寝巌文化財調査研究所調査線告79)

漏名遣陣 (101&)(せな} 静 岡 市

古代水悶 89.2 -90. 7 1点 紛岡県埋蔵文化財聞査研究所

，..間以糧文調査研究所 f瀬名遺跡 1(遺構編 1)ー附fa61-62-63 平成元 平成2年度僻滑パイパ 1992年

ス{頒名地区}糧蔵文化財発姻関車線告書J(併岡県埋蔵文化財閥遊研究所前

83-



中 穆東海

:5配線告40)
。勝岡県岨:0:"査研究所:1瀬名遺跡v(遺物編 U) 俳滑パイハス(瀬名地区)埋蔵文化財受楓調査線 :19%年

:'B.5J (ゆ岡県狸通産文化財調奮研究所調査報告79)

。飾同県願文調査研究所 :1瀬名遺跡平成元年-2 "，"1f ~楓調査段級J : 1991字
。原秀三郎 山中敏史 伶岡県古代史科追補lJ<r俳岡県受研究J6) :1990年

。原秀三郎 山中敏史 静陶州市代史時退補2)(r ~f碕県史研究J 10) : 1994年

仁藤軟史

。栗野克己 r"間 瀬名遺跡 (-0区)J (f木簡研究JLJ) 19例年

長崎温降 (41&)(ながささl 伶岡市()目、清水市)

中世阿直 87.4 -89. 3 9.e: 紗 岡 県j里蔵文化財輔資研究所

。鯵岡県坦文調査研究所 ，長崎遺跡D (本文箱)(;o柵銅図版傷)J(冊陶県観磁文化防調変線告39) ; 1992隼

。足立順司 『飾岡 処・毎週勝(凶区)J (r木簡研究J16) : 1994年

川合遺跡(八庄園地巨) (かわい〕 静岡市

古代官簡 89. (0 -90.3 I点 紳 岡 県j盟組文化財調査研究所

。静剛損保唄文贋査研究所 『川合遺跡八反悶絶区 l 平成元 2年度県営住宅街沼上団地li谷工事に伴う 1991年

唖蔵文化財提制調査線告書J(鯵陶保理厳文化財調査研究所調査線傍33)

。際舞三郎 山中敏史 r"醐県古代史併追福2)<fn岡県史研究J10) : 19同年

仁磁敏史

。佐厳正知 『静岡 川合恵跡八反図旭区J'1木簡研究J12) : 1990年

川合 遺跡 (志保田 地 区) [かわ砂、} 自静岡市

古代官補 95.12' 96. 10 1点 静岡県極秘文化財調査研究所

。鯵縄県狸文調査研究所 rm合遺跡志保回櫓区一県立僻岡来高等学校惨育館改築に伴う埋蔵文化財発:¥998年

銅銅習URs'ilJ(静欄県哩蔵文化財調査研究所寓謙1Uil02)

。鈴木良孝 r"同 川合遺勝志保闘絶区J'1木簡研究J19) : 1 997~ 

幽金北遺跡 [まがりかねきた】 俳 岡 市

古代道路 水 困 94.4-95.5 3点 傍岡県j盟磁文化財醐交研究所

。紗岡県組文例査研究所: 1働金北遺跡一平成6年度東飾陶都市悔点総合鍍備事象に伴う哩旗文化財発砲 1996~

!調査概"J
o僻岡県哩文調査研究所 1幽金化遺跡{遺憎繍} 平成6年度東静陶節市拠侭総合筆総事実に伴フ浬蔵 19弼年

j文化財発短調査報告書J，俳岡県埋麗文化財訓査情究所舗蓋領e同)

。紳岡県頃文調査研究所:1勉金北遺跡{遺物 管療嗣}一平成6年度来静岡慌時T拠点総合盤情事実に伴 I同6'1'
1う痩蔵文化財提掘調驚報告"1，紳岡県腹蔵文化財関査研究所調査."毎回)

。及川町 f紗岡 蘭金北遭跡lぽ木簡研究J¥7) :1995年

調名 川遺跡 {せながわl 静 岡 市

中世銀海水回 97.6-98.5 2点 紗岡県埋歳文化財調笠研究所

。僻聞旅唄文調査研究所 。m肉県埋蔵文化財調査研究所年1''''一平成9隼tf事業慨要』

。符岡県塩文調査研究所 『瀬名川iI跡J(併間保哩級文化財調室鰻告115)

。中川律子 『静岡 淘名川遺跡J[1木繍研究J20) 

1998年

1999年

1998年

伊場遺跡 (3次)[，、Iま〕※ 浜 松 市

古代官簡 69. 12 -70. 12 5点 指定鉛市教背番員会

。民位布教1> : 1伊渇遺勝第3依苑姐調査院綴』

。浜伝市郷土問物館繍 : 1伊婦遺跡幽土文字集成(阪線)J
。1971年

1971年
青島伝市敬愛実行

。百民生公市郷土怖物館舗

浜怯市教1>，並行

。浜t公市郷土悌物館編

8民俗市教笹宛行

。浜伝市郷土"物館編

渓'"市教書発行

。誕生2市郷土樽物館編

浜伝市敬愛発行

。待問M¥

o藤伎市'"編さん委員会

。焼梅市史編さん委員会

: 1伊場遺跡出土文字集成2(概線)J : 1913年

『伊織木簡J(伊JJI遺跡発姻綱査報告嘗il 1976年

『伊渇遺跡遺傭編1，伊場遺跡発鍋調査担告a・2) 1977年

『伊場遺跡遺物編21(伊崎温跡発絹調査機密..4l 1980年

『肺陶賊史資料編4古代』

『雌枝市史資料編2古代 中世』

『焼海市史資料編2古代中段』

年
年
信
平

田

岡

田

内

四

回

制



飾例県

ol医"治之

0*簡学会編

伊祖母遺跡出土の木簡J(奈文研 U¥1回木簡研究集会配録l'
: 1日本古代木簡溜』岩該書盾

1976年

19..年

伊..遭酔 (4次) (，、ぱ]※ 仮t公市

古代官簡 71. 6 -72. 3 23点 浜 鈴 市教育書且会

。伊場遺跡調査団縦、副長:1伊当面遺跡出土文字集成(概観，1 
伝市遺跡綱査会努行 : 

。司馬'"市郷土問物館銅 『伊崎第，，""福岡査R鍋合本 (1、6調査成果実旨'1
侯館市教袋発行

1971年

l附72年

。浜怯市郷土問物館稲

荷主伝市教委発行

。誤伝市郷土問物館縮 : 1伊渇木簡1(伊場遺跡受樽調査線告書il

浜"布教司書発行 ; 

。誤信市撫土樽物館縦、:1伊織遺跡遺隅偏1(伊渇遺跡鐙鋼調査線''''"幻

滅怯市教魯発行

。浜伝市総土樽物館編 : I伊場遺跡遺物細21(伊...跡発姻調査線告舎.，

換金金市教書発行

。"岡県 『跨肉県史資料編4古代』

。語館市，.縦書ん委民会。『藤枝市史資料編2古代 '!'t盆』

。焼添市史編さんヨ島民会 『焼添市史資料編2古代 中世』

。東野治之 伊織.跡出土の木簡J(斉詩文研 『第l回木簡僻究集会舵録j'

。神轟"也 佐緩信網 : 1上代木簡資斜集成』おうふう

。木簡学会編 。f日本古代木簡遺』岩盤寄宿

『伊織遺跡闘土文字集成2(被徹)J 1973if 

1976年

1977年

1980年

19帥 .. 

2003年

2003年

1976名手

1994年

同抽年

伊 場遺跡 (6. 7次 ) (，、ぱ]※ 浜 怯 市

古代官間 72.10-73.6、 73.7-74.11 48点 浜松市教育委員会

。浜むと市教魯 : 1fJ'場遺跡凶土文字集成2(慨緑川

。民俗市郷土問物館編、:1伊趨遺跡第6• 7次発制調査概様』

誤伝市教書径行 i 
。語尾'"市郷土問物館編 : 1伊場木簡J(伊渇遺跡発掴調査線"1・il
民俗市教察発行 : 

。司馬位iIi郷土情物館綱、:r伊織i!t跡 i監憎編J(伊掛遺跡発倒調査線告書2)

汲伝市教害発行

U

平

等

写

3

5

6

 

7

7

7

 

9

9

9

 

1917年

。浜怯市郷土樽物館街

首長伝市教笹発行

。静岡瞬時

f伊場遺跡遺物繍21(伊場遺跡発絹調査.."'，・.， 1980年

。静枝市史縦さん司書員会

。焼F幌市史備さん魯員会

。東野治之

。神様"也佐雌l'縮
。木簡学会編

白『僻岡県史資"繍4古代』

『勝校市史資料編2古代中世』

『健治市史資料編2古代中 世』

『伊崎遺跡幽土の木簡J(衆文研 f第l困木簡研究集会寵録J'
『上代本舗資"集成』お うふ う

V岡本合代木簡遭』砦"書信

1989if 

2003年

2003年

1976年

1994年
。1990年

伊織遺跡 (9次 ) (，、ぱ] 浜松 市

古代官簡 75.10-76.2 13点 浜訟市教育 委員会

。最低市郷土問物館館 『伊渇遺跡遺物筒21(伊場遺跡提絹調査報告"'"

浜伝市教書提行

。浜伝市教司書 。『伊崎遺跡第8、1J次発抱調査概鰻』

。停同県 : 1静岡県史資料編4古代S
。峰筏市史編 さん毎日会 『藤枝市史資料編2古代 中世』

。焼，.市史編 さん委員会 『縦梅市史資制絹2古代 中世』

。川江芳孝 f鈴同 伊渇遺跡J(1木術研究1l' 
。沖幾ポ也 佐厳10編 1上代木簡資科集成』おうふ う

。木簡学会編 『日本古代木簡選S岩波書底

1980年

1981年

1989年

2003年

2003年

目979年

内向年

1990年

伊鳴遺跡 (1t次)μ、ぱ] 浜 鉛 市

古代官簡 77.7-77.11 13点 採録市教育 委員会

。候"'，計郷土情物鎗傷‘:r伊場遺跡遺物編21(伊場遭跡発磁調査線告書.，

浜伝市敏奮発行 i 
。浜般市教書

。静岡県

『伊渇遺跡第8、 13~Ji!:鰻調帯主観"1

H争岡県史 資 制 編4古代』

年

平

年

0

1

9

 

8

8

8

 

9

9

9
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中編東海

。厳絞市安備さん1>員会 『藤校市史資料編2古代中世』

。燦槍術史編さんI>n会 『焼海市史資料編2古 代 中 世』

。111江秀孝 r"岡 伊樋遺跡， <1木簡研究11) 

伊湯温陣(12次 1嗣)れ、ぽ〕 訴 伝 市

古代官簡 78.5-78.75高 浜伝市教育委員会

。"伝市郷土栂物館縮、;1国鉄東海道線線路敷地内理蔵文化側発掘調査....・-伊渇遺跡第12a:のl朔:1979年
浜鐙市敏書発行 j調査概観』

。係修市郷土m物館縞 ; r伊渇遺跡造物編2J(伊渇遭跡発繍剖査線&.4) : 1980年
民生公市敏笹発行

。族住公市教委

。静側除

。綴校'"'"錨さん1>員会

o焼海市史編さん司住民会

。111江1;'1<

伝
子
信
千
年

3

3

9

 

0

0

7

 

四

四

時

『伊渇遺跡第8-13;;::発綴側交概観』

『伶岡県史 資科編4古代』

『藤枝市史資料編2古代 中世』

『続放市史 資料編2古代中世』

r ~)f1ill 伊場遺跡，<[木簡研究1I1 

¥981年

: 1989年

2003年
: 2003年
: 1979年

伊ま島遭蹄 112次 2期)1いぱ] 浜 松 市

古代官簡 78.9-78.11 京 浜怯市教育委員会

。浜伝市郷土情物館編 ; 1伊渇遭跡直物編211伊場遺跡発磁調査繍..，・.，

B品位市教1>1並行
。浜絵市敏1>

。勝岡県

。秘岐市'"編さん1>貝会

。焼梅市史編さん1>民会

。川江秀傘

。神様車也佐信情

。木簡学会術

1980年

『伊織遺跡第8-13a:費量磁調室概縄』

『勝岡県史資斜編4古代』

『溢岐市'"資将編2古代中世』

『後棒市史資将緬2古代中世』

r"陶 伊 易 遺 跡，1I木簡研究1I1 
『上代木簡資料集成』おうふう

『日本古代木簡選』岩督賞書腐

: 1981年

: 1989年
: 2003年
: 2003年

1979年

: 1994.年
: 1990年

機 山遍陣 12次 )1しろやま〕 浜松市(畑、浜名君事可提村)

古代官簡77.11-17.12 5点浜松市得物館可美村教育委員会

。可爽村教書 f紗同県浜名郡可美村綾山遺跡調査線".1
o ゆ岡傑 f僻岡県史 E医科繍4省代』

。川江秀'1<静岡 械山遺跡，1I木簡研究1iI 

: 19St'f-
i9四年

1979年

機 山遺跡 13次 )1しろやま] 浜怯市(回、浜名続可美村)

古代官間 79.12-80.334点 浜松市簿物館可美村教育昏且会

。可民村教1> : r僻岡県浜名郡可美村 城山遺跡調査線告書』

。静問県 1停岡県史資科縦4古代』

。反巳お$) r>>岡 脇山遺跡J<1木簡研究12) 
。木簡学会制 『日本古代木簡選』岩波書底

。沖袋~~也 佐藤佃編 : 1上代木簡資特集成』おうふう

年

信

平

年

年

平

年

制

帥

帥

凹

H

9

9

9

9

9

 
滅 山遺跡 14次 )1しろやま] 眠~市(旧、浜名ll(I可美村}

古代官術 80.7-80.9 1点訴松市降物画可笑村教育番員会

。可美村教委 : 1停岡県民名廊可笑村嬢山遺跡調査線傍2・』
，"岡県 ;11>向県受資制編4古代』

。民e.，鯵両被山遺跡，1I木簡僻究12) 
。神様車也 佐蔵'"餌 1上代木簡責特集成』おうふ ヲ

年

信

子

信

千

年

1

9

0

4

 

8

8

8

9

 

9

9

9

9

 
提子遺障 16次 )1かじニ] 浜 伝 市

古代官簡 82.5守 82.12 4釘 誤伝市教育書員会

。a艮e倉市御物館傷、週民俗 『国鉄混在2工織内{梶子)遺跡第'1"'''鍋調査慨織』

市遺跡調査会発行

。"陶県 『俳岡県史貧料編4古代S
。様畑敏 r"岡 院予遺跡，11木簡研究151 

i9田字

1989年

1983年

様子遺跡伸次)師、じ ζ] 浜 松 市

古代集落官補 92.7 - 92. 1 2 1 2点浜絵市文化協会 。 浜~市怖物開
。民総市怖物館編 浜"， :n緒子遺跡IXJ
市文化除会提行

1994年
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静岡県

。原秀三郎 山中敏史 飾岡県古代史料"繍2)<r>>岡県史研究J10) 

仁政敏史 : 

。鈴木敏則 鬼頭消明 紳偶 梶子遭跡j 仰木簡研究J15) 

。木簡学会繍 : r日本古代木簡集成』東京大学出版会

1994年

: 1993年

: 2003{手

健子北遺跡 {かじニきた) 浜 松 市

古代官間 94.4-95.7 15点 浜訟市文化協会 。浜伝市問物画

。浜訟市惰物館街 慎鉛 『院予北遺跡{通情稲川

市文化協会発行

。浪松市樽物館縦 模訟 『院予北遺跡{木器編)J
市文化協会発行 I 

。浜伝市情物館繍 浜鈴 『梶子北i聖跡(遺制再編写真図版)1 

市文化協会発行

。汲訟市惰物館編 訴訟 『提子北遺跡{遺物編留版)J

市文化協会発行

。鈴木敏剣 「紳凋 健子北遺跡J<r木簡研究J17) 

199'/竿

199'/年

: 199'/年

: 1998年

1995年

山の樽遺跡(1l欠)(やまのかみ} 浜伝市

古代末~中世集落 81.8-88.8 2.~ま 浜松市教育委員会 ・浜訟市文化協会

。浜'"市教委 『浜伝市山の神遺跡発絹綿査線告書』

。原秀三郎 山中敏史 f静間保古代史外追楠lJ <W紗岡県史研究16)
。議図書司 「紳岡 山の神遺跡J1I木簡研究J11) 

年

年

年

9

0

9

 

8

9

8

 

9

9

9

 
山田神遺跡 (5;欠)(やまのかみ〕 浜鈴市

中世集落 00.1-00.21点渓訟市文化協会浜松市傷物館

。浜松市間物館編、浜位 『山の神週勝第5"'1

市文化協会発行

。鈴木ー有 f静岡 山の神遺跡J(1木簡研究J22) 

2000年

2000年

角江遭陣 {か〈ぇ] 浜怯市

中世集落 91.4-94.3 1点 紳岡県湿蔵文化財調賓研究所

。紗岡県埋文調査研究日所:I角江遭跡 II 1遺構編) 1遺物編2木製品}一平成3-1年度二級河川新川住宅:1996年

:宅組関連公共定限整備促進{中小}工事に伴フ哩磁文化財発姻調査報告讐J1紗j
;同県埋蔵文化財制葱研究所調査報告69)

0"，川櫓子 。f静岡 角江遺跡J 11木簡研究J19) : 1997年

中村遭陣 (99年度調査)(なかむら) 浜伝市

古代中世富衛関連 99. 11 . 00. 3 11点 候鈴市文化協会 ・浜伝市博物館

。浜伝市情物館編 渓怯 『梶子北(三永) 中村遺跡{弁戸 木劉品編))

前文化協会発行

o 浜松市開物館編 換金i::r中村遺跡(遺構実測図版編)1 
市文化協会発行

。認定金公市間物館稲 汲位 『中村遺跡(遺構写真図版編)j

市文化協会発行

o鈴木敏則 f静岡 中村遺跡J<I木簡研究J22) 

。木簡学会編 『岡本古代木簡集成』東京大学出版会

2002年

2002年

年

年

年

2

0

3

 

別

別

加

中村遺跡(llll年度調査)(なかむら) 浜総市

古代官街 00.4-01.3 3点 認定位市文化協会 浜松市降物館

。渓伝市情物館縦 模訟:1梶子花(三朱} 中村遺跡{井戸 木製品繍)J
市文化路会発行

。族企公市間物館編 首長怯:1中村遺跡{温情実測図版綱川

市文化協会費量行

。汲'"市惇物館編 浜松:r中村遺跡{遺構写真図版編))

市文化協会発行

2002年

2002年

。鈴木敏"1 『僻間 中村遺跡J(1木簡研究J23) 

:2002年

:2001年

中村遺跡 (02年度調査 ) (なかむら] 浜松市

古代~近世河川 02.8-03.37長 浜怯市文化協会 浜伝市煉物館

。鈴木敏J/IJ : r飾問 中村温跡J1I木簡研究J25) 2003年
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中 部 東海

箱根 回遺 跡 [はこねだ〕 三島市

古代阿川集滞 99.12-00.5 3長 三島市教育委員会

。三島市教書 : 1俳岡県三島市箱根町遭跡発繍調査線告書ー唐舗....に伴う寝起文化IIt:1l嶋田田年

i調査線術書』

。鈴木敏中 r"岡 精機岡遺跡J(1木簡研究1m :wa年

居倉遺跡 (3次) (，、ぐら〕 島 悶 市

古代居間 86.7-86.85点 島岡市教育安員会

。島岡市教復 。『居倉遺跡発姻調査鍬告書I(俳陶県鳥図柄哩蔵文化財線告}

。僻岡県 : 1鈴岡県史資料編4古代』

。原秀三郎 山中Ii'r~. : r伸岡県古代史"迫繍2J(r俗陶県史研究J10) 

仁厳敏史 : 

。語校市史編さん委員会:1膝枝市史実科繍2古代 中世a
o焼海市史編さん号住民会 『均陸海ili史資料編2古代 中世』

。溢谷L¥;J 静岡 唐倉遭跡J(1木簡研究)0)

。木簡空券会編 『同本古代木簡選』岩波禽庖

間阻ニ之宮遺跡(，，-")(ごてん にのみや〕 曹関市

古 代中世官筒、近世集落 78.9-80.3 9点 鰐岡市教育書員会

。鰭岡市数寄 : 1御殿 二ノ宮遺跡舞踊調査線禽 1J 
o静岡県 : 1飾岡県史資料編4古代』

。平野卯失 r ~~同 二之宮遺跡J(1木簡研究JII 
。中嶋傭失 隣同御股 二之宮iII跡J(1木簡研究J3) 

。木簡学会偏 : r日放古代木簡選』岩厳司書底

出 厳 ・ 二 之宮遺跡目次) (ごてん にのみや} 曽凶市

中世祭舵遭僻 ー近世河道 92.5-93.52点 嗣腫 ニ之官追跡調査会

。山武均盲学研究所領 : 1御殿 二之宮遺跡第眼健婦調査線告書』

御殿 ニ之官遺跡周査会}

怨悶市教~"1干
。原秀三郎 山中敏史 「飾岡県古代史糾追繍2](n~岡県史研究J 10) 

仁雌敏史

。a時保滞ー r"陶 御殿二之宮 泡勝J(1木簡研究J16) 

帥融・二之宮遺跡 (34次)(ごてん にのみや〕 蝿関市

古代官補 96.4-96.5 I転鎗図市教育委品会

。鎗岡市岨文センター編:1御股 二之官遺跡第四日，，'"発姻調査線告書』

鱈図市教袋発行 j 
。佐ロ節町 静陶御殿 二之官遺跡J(1木簡研究J19) 

飯塚古検中世菖 {こしきづかこふんちゅうせいぽ]業 磐田市

中健全基地 59. (月不詳点 毒事凶市教育書且会

。鎗国市史編さん餐貝会:1鎗闇市史史料編1母音古代 ゆ世』

。静岡県勾古学会 : 1静潤県におげる中世11; 紗岡県考古学会νンポジクム 19ゆ6年度』

道渇 図遺 跡 {ど うじよう だ] 焼 同 市

中世集繕 82.5-83.328点 焼津市埋蔵文化財調査事務所

1987年

1989年

1994.年

2003~ 

2003年

1987if-
19同年

1981年

1989年

197ち年

1981年

1990年

1995年

199-1年

1994年

1997年

1997年

1992'手

1997年

。焼自摩市敏'" : 1後冷刊行頃磁文化財発楓関車慨錫mJ : 19制年

。焼海市教~ : 1焼摩市埋厳文化財宛栂調査複線IVJ :1984年

。焼ll1市~~民俗資料館 『道働凶 小川城遺跡一昭fn60年度小川第2土地区画盤趨悶絶内坦厳文化財発:1986年

絹 焼梅市教魯発行 鋼筒査報告書J(焼f駅前粗蔵文化財ヲ差損調査組告書2)
。原川"，.山口和夫 『紳聞 道織倒遺跡J(1木簡研究J5) :1983年

。山口拘矢 大石佳弘 f除問 i!~母国遺跡 1 (1木簡研究J6) : 19制年

，(、川嬢遺障 に がわじよう〕 後 棒 市

中世械開館 83卜 84.4 41点焼泳市教育委員会桂1¥1市埋蔵文化財調査事務所

。焼添市教'" : 1続海市酒蔵文化財完結問査概・U:IVJ :19制年

。焼海市歴史民俗資料館:1道渇悶 小川被遺跡一昭和同年度小11(第2土地区耐盤理用絶内埋蔵文化財提 19師年

編 何臨海市教袋発行 j姐調査徹告書J(燐，.市寝蔵文化財発姻調査銀管""

。原川倉 山口和夫 俗間 小川被遺跡J(1木簡研究J4) :1982年
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静岡県

。原川安 ，"口和夫 静岡 小川城遺跡J'1木簡研究16) 1984年

田平ヶ谷遺跡 {みこがや) 藤 枝 市

古代官間77.6-78.2 10点 躍枝市教育委員会

01事枝市教委 : r藤技術埋蔵文化財調責概組昭和52年度J : 1978年

。雌枝市教委 : r日本住宅公団藤枝泊区埋蔵文化財刻家報告書田 務良 平安時代編志太郎情:¥981年

o勝校市教委

。静岡県

。様佼市史編さん委員会

o焼津市史編さん委貝会

。八木勝行

。木簡学会編

勝(御子ヶ谷遺跡秋合遺跡)j

『国待定史跡志多郡術跡出土の文字資料一ー木簡と!Utl主器J : 1983年

rr静岡拠史資料編4古代J : 1989年
『藤枝市史資科編2古代 中世J :2003名手

『焼梅市史資料編2古代中 世j : 2003年

f待問 御子ヶ谷遺跡J'1木簡研究J¥} :1979年

『日本古代木簡選』岩波書脂 1990年

秋合遺跡目次) (あきあわせ) 藤 校 市

古代官街 84.11 -85. 1 2 .~ま 雄校市教育委員会

。藤枝市教委 : [併問県藤伎市紋合遺跡発鏑調査報告山 昭拘59年度J : 1刊 5年

。静岡県 : r俗岡県史資料編4古代』 円四年

。雌伎市史編さん委員会 :r繕佼市史資料編2古代 中盤J :2003字

。焼樟市史編さん委員会 :1健治iIi史資料編2古代 中世J :2同 3年

。係部武男 静岡 秋合遺跡』仰木簡研究J7) :1985年

郡遺跡 (3次立花F地区)(こおり〕 勝 校 市

古代官補 84.11 -85. 1 15長 藤筏市教育委員会

。藤枝市教委 : r鈴周県薩枝市郡遭跡発纏調査担託銀UI一昭和巧9.60年度立1E地区の調査J ; 1986字

。締岡県 : 1静岡県史資料編4古代J : 1989年

。縫枝市史備さん委口会:r藤伎市史資料編2古代 中世J :2003年

。焼津市受編さん委日会:r焼治市史資料編2古代 中世j : 200J年

。八木勝行 紗岡 部遺跡J，[木簡研究J7) :1985年

。木筋学会編 : i"A本古代木簡選』岩波書底 1990年

郡遺跡 (4次・立花H地区)(こおり 〕 雄 校 市

古代官簡師 11-86.3 2点雌枝市教育委員会

。雄校市教委 : r紗岡県繕校市郡遺跡発姻調査慨級lD昭和印 刷年度立"地区の繍夜J : 1986年

。鯵岡県 : r静岡県史資料編4 古代J : 19的年

。藤校市史編さん委員会:1藤筏市史資料編2古代 中世J 却田年

0俊雄市史編さんa島民会:r焼海市史資料編2古代 中位J 四回年

。八木勝行 静岡 "遺跡J<I木術研究..07) :1985年
。木簡学会編 ゐ『日本古代木簡進』岩被害陪 : 1990年

水守】遺跡 (96年度調査) (みずもり] 頑 校 市

古代官街 ・集落 95.10-00.9 3点勝校市教育委員会

。議技術教委 『藤枝市文化財年報平成8年度J : 1996年

。勝枝市史編さん委員会 『藤校市史資料編2古代 中世』 凹03年

。焼海市史編さん委員会 『続穂市史資料編2古代 中世J :2003年

。八木勝行指木智絵 f静岡 水守遺跡)'1木簡研究1m :..年

板尻遺跡 (2次) (さかじ勿〕 袋 井 市

古代集権官間 81.4-82.32点袋井布教 育委員会

。袋井市教委 : r 般国道l今袋井ハイパス(袋弁旭区)寝磁文化財発銅調査概観販尻遺跡第:1982年

: 2lX調査J
。袋弁市教委 r坂尻遺跡J :1985年

。吉岡仰失 : r僻凶 底尻遺跡J'1木簡研究.14) :1982名手

坂尻遺跡 '3次 )(さかじり] 掛 井 市

古代集落・官街 82.4-83.31点 袋井市教育委員会

。袋井市教委 『一般国道l号袋井バイパス(袋井地区)壊磁文化財発銀調査慨緩坂尻遺跡第 19回年

""開表J
o袋井市教委 『販尻直跡J :1985年

。吉岡伸夫 『紗岡 妓尻遺跡) '1木簡研究J7) :1985年
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土編遺跡 (2次 83年度調査) [っちはし] 袋井市

近世築港 82.1 -85. 3 15.g 袋井市教育委員会

。昨岡県教委 袋井市教 『土偶遺跡 B基礎資料悩 ー般国道』号袋井ハイ パス(袋井地区)埋蔵文化財発:1985年

後 姻調査線告書J
。永井俊憎 『僻岡 土橋遺跡) (1木簡研究J9) :1987年

春岡遺跡部 (99年度調査 )[はるおか) 袋弁市

古代中世集落 99，4 -00. 3 4点 自弁市教育委員会

o.公弁明白湯祭 「鯵岡春岡iI跡群)(1木簡研究J23) : 2001年

仁図聞遺跡 [1こったやかた〕 関方都函南町

古代中世居賠 01.4-01.6 865点 僻岡県埋蔵文化財調査研究所

。静岡県坦文調査研究所こけら経函南町仁悶館遺跡)'1研究所線』附 印刷年

。僻岡県哩文調査研究所こけら経が大録に出土来光州遺跡鮮 に悶館遺跡)'1竿線J18) 却凹年

。岩本貨 紗岡 仁開館遺跡)'1木簡研究J24) :20ω年

韮山圧射炉 (88年度調査 )[にらやまはんしゃる〕 図方部韮山町

近世製砲範設 88ト 88.9 3点 差山町教育委員会

。盆山町教笹編 釜山町:r史跡益山反射炉保存修理事実線告書J ~19同年

発行 j 
。原茂光 『鯵岡 益山反射炉)(1木簡研究J18) 1996年

御所之内遺跡 (8次)[ごしょのうち] 閏方郡韮山町

中世居師 89.2-89，3 I点韮山町教育書員会

。箆山町教委 : 1御所之内遺跡嗣次発姻調査概制{益山町文化財調査報告書出 1989年

o原茂光 静岡 御所之内遺跡) (1木簡研究J18) : 1996年

束中館遺跡 {ひがしなかやかた〕 陣原郁 相良町

中世居館 92.7 1点相良町教育委員会 加 藤 学 園 考 古 学 研 究 所

。加磁学閥考古学研究所 1相良町東中館遺跡ー趨江における武家館跡の調査J : 1993年
編相良町教委発行 j 
。A野il 『静陶 束中館跡)'1木簡研究j16) 1994年

勝間田線跡 {かつまたじよう〕 篠原郡樟原町

中世線画 85.7-85.85点篠原町教育委員会

。様原町教委 : r勝間関犠跡 I 昭和的隼度発御調査概線J : 19師年

。及川司 紳向勝間悶減跡)'1木簡研究J8) :1986年

仲島遺跡 {なかじま〕※ 小笠郵菊川町

古代居間 77.(月不詳点菊川町教 育 委員会

。飾岡県教委 : r飾岡県遺跡地名変J : 1979年
。鋳州町教委 : 1議前遺跡 君臨前外屋般遺跡J(菊川町埋厳文化財報告書10) : 1987年

。僻岡県 : 1静岡県史資料編4古代J ゅ帥年

土偏遺跡 {っちはし〕※ 小笠郡菊川町

中世集落 96.10-97.4 3点 菊川町教育委員会

o菊川町教委 : 1土機遺跡ー飾鉄ストア趨彼に伴う発銅調査j(菊川町埋蔵文化財線奇書63) : 2001年

元島遺跡 {もとじま} 鱈回廊福岡町

中世集落 94.6-99.38点 静岡県埋蔵文化財調査研究所

。静岡県埋文調査研究所:1元島遺跡 I遣僧編一太図川住宅宅泡基盤特定給水庖絞簿に伴う坦蔵文化財 l帥8年

発銅調査報告書J[伶岡県埋蔵文化財調査研究所調査線告109)

。紛岡県坦文調査研究所:r元島遺跡 I遺物 考翁偏i中段 平成6.7'8'9-¥0年度太図川住宅宅他 1999年

基盤特定治水施殴等に伴ヲ寝蔵文化財発鋸鰐査線告書J，静岡県埋蔵文化財調

査研究所調査線告¥16)

。加藤理文 飾晴 元助遺跡)<1木簡研究..!l22) : 2000年
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愛知県

古車減遺障 [ふるわたりじょう}※ 名古車市

近世寺院 引 4-92.53点 南山大学古渡滅多を御調査会

。南山大学古横様舞倒繍:1古渡織遺跡J(南山大学大学院先史有吉学研究銀各，)

査会

幅下小学後遺跡 (4次)(旧.幅下遺跡) [山ましたしょうがっこう〕 名古屋市

近世減下町 95.4-95.8 I点 名古屋市教育書員会 見晴台考古賀料師

。名古屋市見暢台均古賀 『幅下小学校遺跡ー第.，.鐙婚調査の慨嘆』

特館傷、名古屋市教委発 I

行 i
o水野裕之 r"，知幅下遺跡J(1木簡研究J23) 

革賀公園遺跡 [しがこうえん〕 名古屋市

静岡県.!t知県

1993年

1996年

2001年

古代集落流路、中世集落 96."-田 3 !o戸、霊知県教育サービスセンター ・置知県埋臆文化財センター

o蒙知県教育サーピスセ:1志賀公租遺跡J(愛知県鹿厳文化財セJ タ 調査線告船0) : 20例年

ンタ 震知県哩文セン(

ター

。永井宏事 古尾谷畑櫓愛知 志使公幽遺跡J(1木簡研究J24) 

。永井宏拳 『愛知 志賀公園遺跡{第二回暢)J (r木簡研究J25) 

JI.聾院遺跡 [ていよう b、ん] 名古屋市

近世集落 01.12-01.3 6点名古屋市教育委員会

。IIl"航浮様式会社中部:1埋蔵文化財発鰻綱査線告書奥費税遺跡』

支社編名古屋市教審捷j
行

。水野総之 f愛知 氏後続遺跡J(1木簡研究J2S) 

吉田城三ノ丸跡 (4次 三の丸会館建位) [よしだじよう 8んのまる〕

近目世減卵・集落 84.12 8点 豊橋市教育書且会

。小畑領掌 愛知 省図峰三ノ丸跡J(1木簡研究J71 

吉田敏三ノ丸跨 (C地区 ー地下駐車繍)(よしだじようさんのまる〕渓

近世擁郭 93.10-94.1 2点 鰻橋市教脊委員会

。費働市敬愛 II憾遺跡:r古関械枇 (])J(陵情市埋蔵文化財調査線告書21)

調査会

苅置賀遺跡 [かりやすか] ー富市

近世集落 72.2 I.s 富市史嗣さん室

盟備前

豊橋市

2002年

印刷年

:2001年

2003年

1985年

1994年

。一宮市 : 1華街編ー富市史 本文編上J : 1971年
。 富市 : 1新編ー宮市史 資将編補遺2省代中世偏J :19帥年

。岩野見司 r"，知 苅安償却.跡J(1木簡研究J¥0) : 1988年

苅安賀遺跡 (96.1:事置調査) (かりやすか]※ ー富市

中世銀移 96.4-97.3 25点 霊知県埋蔵文化財センター

。'"知県教育ザーピスセ 『苅3佐賀直勝J('"知県埋蔵文化附センター調査tai!i.93) ~200 1年
y ター 愛知県岨文セン

ター

山中遺跡 (2次)[やまなか】 一富市

中世jjH~ 81.2-81.4 1点厄張病院山中遺跡発御調査書員会 ・ 富市教育委員会

。ー富市教後 『尾張病院山中遺跡発姻調査報告書J(ー富市文化財閥査緩衝8) : 1982年

。岩野見司 f愛知 山中遺跡J(1木簡研究J10) : 19四年

大毛沖過酷 (93A)(おお付おき}言葉 一 富市 1廃棄郡木曽川町

中世銀務 93.4-95.91点 霊知県湿蔵文化財センター

。愛知県糧文センター 『大毛神遺跡J('"知県埋蔵文化財センター調査線告書66) : 1996年
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大 毛沖遺跡 (94G)(おおけおき〕※ ー富市 業禁邸木曽川町

古代河川 93.4-95.9 J点 霊知県埋蔵文化財センター

。愛知胤糧xセンタ : 1大毛神遺跡J<愛知県塑磁文化財センター調査線告・66) 1四 6年

大 毛泡図遺跡 {おおけいげだ] ー富市 葉栗邸木曽川町

中盤居師 94." -95. 3 1怠霊知県埋蔵文化財セム〆ター

。愛知県坦文センター : r安知県埋麗文化財センタ一年鰍平成6年度』

。愛知県哩文セy ター : 1大毛池岡遺跡J<愛知県埋蔵文化財セノター綱査線，&72)

。!t知県岨文センター : r埋緩文化財g島知1<0

。"郎真木 『愛知 大毛池岡遺跡J<1木簡研究J18) 

年

年

年

年

5

6

5

6

 

9

9

9

9

 

9

9

9

9

 

勝川過酷 (苗園地1&)(かちがb) 春日井市

古代将I川 87.4-87.9 3点 霊知県組厳文化財センター

。愛知県埋文センター r愛知県鹿蔵文化財センタ一年報昭fn62年JtJ
。愛知県糧文セ ンター : r勝川iJ!跡IVJ <愛知県埋磁文化財センター欄進111"・29)
。愛知県史編さん積良会:r愛知県史資料編6古代1I

。崎上鼻 愛知勝川遺跡I 仰木簡研究J10) 

， 19S8年

; 19位年

199ゆ年

1988年

下懸過酷 {しもかけ) 安波市

古代集棒 流絡 00.12-01.3 1点 畳知県教育サーピスセンター 霊知県埋蔵文化財センター

。愛知県敏脊サーピスセ 『霊知県埋麗文化財セy タ 年線平成12年度J !2001年

J ター 公知県唖文セ ン

ター

。池本正明 福岡盆志 『下懸遺跡幽土の木簡J(~知県岨厳文化問セ ンター 『研究紀要J 3) ;2帥2年

。池本正明 '!t知 下鰹遺跡J<1木簡研究J211) :2002年

上沼下遺跡 [かみはしか〕 安域市

近世遺物散布地 01. 10 -02.3 I.e. 霊知県教育サーピスセンター 霊知県埋蔵文化財センター

。!t知県哩女センター : 1安知県寝起文化財セ J タ一年繰平成13年度J 四00年

。地本軍明 '!t知 上幅下遺跡J<1木簡研究J25) :20回年

尾強国府陣 {おわりこ〈ふ〕 稲沢市

古代官情 81.5-82.3 I点稲沢市教 育委且会

。稲沢市教;Ii ， 1厄強国府跡努姻調査鰻告書IVJ
o紛沢市 『新修陥沢市史資料編6J
。北線猷示 『愛知 尾張関府跡J"木簡研究J4) 

下海域跡()9年度調査)(おりづじよう} 稲沢市

中位崎郡 80.2-80.3 4点稲沢市教育委員会

。稲沢市教委 f下肩書様跡鐙路調査概要争Il:l!i='1 J 
。稲沢市 『新修陥沢市史資料編6J
。iヒ..献示 '!t知 F海域跡J<r木簡研究J2l 

1982年

1984年

1982年

1980年
19制年

1980年

下浄機陣 (8)年度調査)(おりづじよう } 届沢市

中世披~ 81. 7・82.3 14点 稲沢市教育委員会

。稲沢市教魯 : 1下泳犠跡発銅調査観要報告・mJ
o陥沢市 : 1続修稲沢市史資料編6J
o ~t粂猷示 '!t知 下橡様跡J<1木簡研究J<J

年
信
平
年

位

制

M
U

9

9

9

 

下湾北山遺跡 {おりづ舎たやま】淡 稲 沢市

中世集落 97.12-98.3 I点 霊知県埋蔵文化財センター

。愛知県教育サー ピスセ 『下t制ヒ山遺僻J<安知県哩蔵文化財センター調査縄告書88)

ンター 愛知県坦文セン

ター

20凹年

印場城跡 (2次)(いんlまじよう〕 尾張旭市

中世械師 95.5-95.11 2点 尾張胞市教育委員会

。厄張旭市教書 1尼自慢他市印場械跡』

。七原憲史 『愛知印場減跡J(1木簡研究J19) 
:1997年
: 1997年
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大山寺 [たいさんじ〕 泌 総 倉 市

中 l世寺院 1935年 11月四91点工事中

。掛愈市教委 : 1大山守怖経1(岩倉市文化財調在鍬俗11

法倉織遺跡(Ba年度調査)仰、わ〈らじよう] 岩余市

近世城郭 88.4，88.9 3点 霊知県湿蔵文化財センタ ー

011知保哩文セ J タ f岩倉域遺跡1(愛知県埋雌文化財セ ンター同査線告381

。.，原陥恰 111知岩貧城遺跡1([木簡研究J10) 

沓節織跡 (<っかけじよう ] 重量明市

中世娘師 81.12 -84. 12 33点 豊明市沓機械2止発御調査団

。盛明市教<<> : 11>掛織跡』

。谷自除核島市編査団 : 1沓個陽線勝 第3I>:"担調査書』

。沓僚減跡調'Ii団 : 1答指除核跡第4次発姻調査書』

ol'/明市史編集委員会 : r隆明市史資料編繍l隙始古代中世』

。伊暢秋'!j 木村光 111知 1>!崎城跡1([木簡研究]7)

。木付光 : 1愛知 管掛械跡1([木簡研究18)

大臨機跡 【おおわきじよう] 畳 明 市

中i堂島館 96.7-97.8 9点 畳知県埋蔵文化財センター

。後知県纏文センター : 1愛知県埋磁文化財セ ンタ一年線写成9年度』

。愛知県埋文セJ ター編、 :1大峰域迎跡1(愛知県埋蔵文化附セ J ター調査被告書86)

愛知県教育サー ピスセン

ター発行

。 ~t H拘場~ r:t知 大俗減跡1(f木簡研究J20) 

，膏，州埠下町通酔 (59A) (きょすじょうかまち] 西瀞白井邸滑酬町

近 i量減郭都市 84.6 -84. 9 54点 霊知県埋蔵文化財 センター

。愛知恥埋文センター : rt~酬峻ド町遺跡 目 1 (愛知県埋蔵文化財セ ンター調査線告書27)

。悔本開迄 111知 滑洲域下町遺跡1(1木簡研究17)

，膏洲緩下町遺跡 (59C)(きょすじ£ うかまち] 西老齢日弁郁滑酬町

近世城郭都市 84.6-84.9 3点畳知県埋蔵文化財センター

。11知県漫文センタ - ~ n育訓域下町遺跡 II1 (愛知県哩磁文化附センタ}別査報告.27)

。梅本怖志 『愛知 情桝城下町遺跡J(1木簡研究17)

清洲城下町温陣 (590)(きょすじょうかまち] 西春日弁邸消酬町

近世城郭 都市 84.6. 84. 9 5点霊知県坦蔵文化財セ〆ター

。公知県哩文センター :rt府側織下町遺跡 目J(愛知県埋蔵文化財センター綱を緩告寄27)

。陽窓怖iIi愛知 滑洲域下町遺跡J(1木簡研究17)

，育訓械下町遺跡 <61B)【きょすじ ょうかまち】 西春日井節情酬町

近世峻郭 ・都市 86.7-86.11 5点 置知県埋蔵文化財センター

。11知県棲文センター : 1滑洲城下町遺跡v1 (愛知県埋蔵文化附センター調室領告書54)
0梅本剛志 111知 清洲織下町遺跡 (J)J <r木簡研究19)

清洲滅下町遺跡 (610) (きょすじょうかまち〕 商務日弁郡滑酬町

近世城純都市 86.11-86.121点霊知県j盟蔵文 化財 セ ンター

。11知県埋文セム〆ター : 1清洲城下町遺跡1VJ (愛知県哩磁文化似センター調査視告書53)

。梅本博志 愛知 清洲械下町遺跡(1)J <r木簡研究]9)

清洲城下町遺障 (62C) (きょすじょうかまら} 西学m弁邸滑酬町

近世域蜘都市 87.8-87.11 5伝費担保温 蔵 文化財センター

。愛知県哩文センター : 1情酬峨下町遺跡1V1 (愛知県壇麗文化財センタ ー調査線告書53)

。鈴木正賓 愛知 情洲被下町遺跡J(1木術研究J10) 

清，州擁下町遺跡 (62E)(きょすじょうかまち} 商事日弁I!¥IIR酬町

近也被郭 ・都市 87.9・88.I 1良 型知県埋蔵文化財センター

011"納長岨文センター n青洲城下町遺跡J(愛知県岨磁文化財センター調査線告書17)

o鈴木正貴 r~ill'l内側械下町遺跡J ([木簡研究J10) 
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: 1986年

1998年

"..年

: 1998年

1992年

""年

: 1992年

1985q:: 

1992年

1985年
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，膏洲擁下町通跡 (62G)(きょすじょうかまち} 酋春日井郡滑洲町

近世減朝 ・都市 87.8-87.11 点 霊知県埋蔵文化財センター

。愛知県埋文センタ: II~洲擁下町遺跡JV1 (愛知県甥磁文化財センター調査般借&，53)

。鈴木正賞 愛知 情桝域下町遺跡J(1ホ術研究J¥0) 

，膏洲械下町遺跡 (63K)[きょすじょうかまち〕 西和臼井勝清洲町

近世峻郭 ・都市 88.4・89.3 2点 霊知県埋蔵文化財センター

。jf知県哩文セ〆ター ，11育訓線下町遺跡J(jf知県糧磁文化財センター調査報告.17)

。鈴木疋貴 fjf知 f.側線下町遺跡J(1木簡研究J12) 

，費洲塘下町遺跡 (63E) (きょすじょうかまち〕 菌縁日弁郡情酬町

近世鎗郭都市 88.4. 89.3 1点 霊知県担蔵文化財センター

。愛知県腹文センター Ii南側織下町遺跡J(愛知県鹿屋文化附センター調査報告書17)

。鈴木E賓 f愛知 滑洲城下町遺跡J(1木簡I)f究J12) 

清洲械下町遺跡 (89G)(きょすじょうかまち} 西和臼井郡滑酬町

近世城郭 ・都市 90.2 186点以上 霊知県鹿蔵文化財センター

。jf知県埋文セ〆ター 『構洲域下町遺跡mJ(愛知除埋臓文化財センター調査線告書50)
。鈴木正俊 『愛知 情制緩下町遺跡J(1木簡研究J(2) 

滑湖城下町遺陣 (89F) (きょすじょうかまち) 西奪回弁郡滑酬町

近世域新:ー都市 90.2-90.3 1点 置知県埋蔵文化財センター

。!t知県渥文セrター ， 1補樹織下町遺跡JVJ (愛知県明磁文化財センタ一周牽線告書53)

。鈴木OE貴 r!t知 f.酬峻下町遺跡Jrl木簡研究J12) 

満洲滅下町遺跡 (900)[きょすじょうかまち〕※ 商縁日弁都清桝町

近世織軒 郎市 91.8-91.9 158点以上 世知燥機蔵文化財センター

。愛知県甥文センター III!開城下町遺跡JVJ (震知県甥磁文化附セ〆ター調査報告書53)

清洲嫌下町適時 (92c) (きょすじょうかまち]※ 西春日弁郁滑酬町

近世媛郭 都市 92. 11 • 93. I L~ 世知県j里磁文化財センター

。!t知県嵯文セrター ，11府機嫌下町遺跡JVJ (公知県鹿雌文化財セノター調査.""・53)

清酬緩下町遺跡 (930)(きょすじょうかまち]※ 西和日弁郡清酬町

近世措郭都市 93.1-93.94点霊 知県湿蔵文化財セ y ター

。!t知県埋文センター : 1清洲城下町遺跡VlJ(¥t知県埋蔵文化財センター調室鰍告書65)

清洲城下町遺跡 (94A)[きょすじょうかまち]※ 西線日井郡滑酬町

近世措軒都市 94.10-95.2 1点畳知県J'I!灘文化酎センター

。愛知県哩文センター ， III!洲被下町遺跡、叫(愛知県哩蔵次化財センター調査線告書70)

清洲城下町量陣 (96)【きょすじょうかまち}※ 酋藤田弁部情酬町

近世娘郭都市 96.12-97.3 3点霊知県埋蔵文化財センター

。愛知県埋文センター : 1構測峻下町遺跡、冒J(愛知県糧援文化財センター調査領告書99)

，膏洲線下町遭陣 (97C) (きょすじょうかまち】※ 菌株日弁郡清酬町

近世揖朝・都市 97.11-98.32点 世知県極秘文化財センター

。愛知県埋文センター ， 1清洲峻下町遺跡咽J(愛知県漫磁文化財センター網査"""・99)

i青測機下町遺跡 {きょすじょ うかまち〕 商理事日井郡精酬町

近世媛朝都市 87.1-87.33点滑酬町教育書員会

。高幡慣明 r!t知 情洲媛下町遺跡(z)J cr木簡研究19)

朝日西遺構 (59A)(あさひにし] 西春a弁都情酬町

近世織郭都市 84.6-85.317点畳知県教育サーピスセンター

。愛知県鹿文センター ， 1朝日商遭跡J(愛知県埋蔵文化財センター調査報告28)

。服飾智也 愛知 朝日商遺跡J(1木繍研究17)

朝日酉遺跡{印0)(あさひにし] 西春日井郁清洲町

近世娘軒都市 84.6・85.3 31点 畳知県教育サーピスセンター
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1988年

1990年
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1990年

1994年
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1994.年
1990年
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1994年

1996年

1997年

2002年

2002年

1981年

1992年

1985年



1<知県

。愛知県復文センタ - : 1朝日西遺跡1(愛知県埋蔵文化財センタ 調査銀管28)

。服部省也 愛知 綱冒酉遺跡J(r木簡研究J7) 

1992年
: 1985年

朝日西過酷 (59B) (あさひにし〕 箇春日井郡清洲町

近世瞳郭都市 84.6-85.3 1占霊知県教育サー ピスセ〆タ

。愛知県埋文センター : I朝日商遺跡J(愛知県埋磁文化財センター調査線告，8)

o廠無償也 愛知 朝日函遺跡J(1木簡研究17) 

朝日西遺跡 (60ε)(あさひにし} 商奉白井部清洲町

近世機郭都市 85.4-85.11 点霊 知県湿蔵文化財センター

。愛知県寝文センタ- : r朝日否遺跡J(愛知県埋蔵文化財センター調査銀管28)

。佐藤公保 愛知 朝日函連勝J(r木簡研究18) 

1992年
1985年

1992年

1986年

大淵遺跡 {おおぶち〕 海部郡甚目寺町

古代集落 85.4-86.3 1点 霊知県鹿蔵文化財センター

。愛知県埋文センター : r愛知県教育サ ピスセンタ 年線昭如田年度』

。愛知県埋文センター : r大測遺跡J(霊知県埋蔵文化財セJ ター調変線告18)

。妥知県史編さん委員会:，愛知県史資料編6古代1j

。宮腰健司 愛知 大淵遺跡J(r木簡研究』ω

年

年

年

年

6

1

9

6
 

闘

M

四

回

闘
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中 郡 東 海

三重県

六大8遺跡(I 1&1 (ろくだL、] 陣市

古代集落宮街 92.9-92.121点 三重県湿蔵文化財センター

。三食県四文センター : r 般国道四号取努道路坦蔵文化財発姻悶査院総VJ
。中村光司 三算 六大 B遺跡J([木簡研究J15) 

六大A遺跡 (95年 度 調 査1(ろくだL、] 津 市

古代中世集落 95.4 -96. 3 2点 三重県埋蔵文化財センター

1993年

1993年

。三盆県埋文セ〆タ : rー般国道23号中努道路 (8工区}建役夢実に伴う六大A遺跡発鱒簡潔線告{木 2000年

(製品編))(三盆県埋康文化財調査線告115-17) 

。三髭県四文セ〆ター : rー般国道国号中'"道路 (8工区)建霞事実に伴う六大A遺跡発短調査報告J: 20回会事

三2庫県埋蔵文化財綱査報告115-16) 

。三思県埋文センター 『一般国道23号中努道路 (8工区}建股事業に伴う六大A遺跡発燭謂査線告(資 :2003年

料分析遺物観貌表写真図版編))(三Jl県埋蔵文化防潤査報告 115-16) 

。侮積縮局 三盆 六大A遺跡J([木術研究121) :1999年

軍出島貫遭陣 (98-2次1(くもづしまぬき] 樟市

古代居館 98.7 -99. 2 2点 三重県教育委員会 ・三重県埋蔵文化財センター

。三震県極文センター : r嶋銭 11 (第1分冊))(三重県槻蔵文化財調査報告212-1) ~2酬年

o三盆県埋文センタ : r嶋抜 II (第2分間)J(三重県埋蔵文化財調査線告212-2) ; 2000年

。伊藤裕像 三温 室凶島貫遺跡J仰木簡研究J22) : 2000年

小判図遺陣 [こばんでん〕 回 目 前 市

年代性格不詳 76.9 -76. I1 1怠 四 日市市教育委員会

。四日市市教'f; : r小判凶遺跡1(四日市市煙超文化財綱査報告書12) : 1977年

。北野傑 『三議小判団遺跡J(f木簡研究}.1) : 1979年

赤堀城跡 {あかほりじょう 〕 四 日 市 市

中世城館 84.9-84.12 3点 四日市布教育委員会

。四日市市教委 : [赤膚減勝一四四時1郎市計画道路事業3. .， . 24沼木目氷締に伴う緊急発御調副:19師年

四日市前理厳文化財発泡調査線告(6)

。四日市市遺跡調査会 : [赤堀犠跡2 開楚併画に伴 う埋蔵文化財発磁調査線告書J(四日布市遺跡調:19的年

:査会文化財舗査報告書4)

。北野保 三重 赤婦城跡J([木簡研究J7) :1985年

o北野保 三重 赤樋城跡出土の木簡補trJ (r木簡研究J8) :1986牢

赤栂城跡 {あかほりじょう] 四 日 市 市

中世域面 92.1-92.2 I占 四日市市遺跡調査会

。四日市市遺跡調査会 !問自前市文化財保惣年報3 平成3年度 J : 19幻隼

。四日市市遺跡調査会 : p，堀城跡3電力供給閑地中送電線新設工事に伴う 埋績文化財発凶調査線告書J: 1凹 3年

回目前市遺跡調査会文化財調査線告書11)

。花弁千幸 三重赤纏減跡J(r木簡研究J15) : 1993年

宮の百遺跡 {みやのにし】 四 日 市 市

古代性格不詳 88.3-88.4 '1点 四日市市遺酔調査会

。四 日前市倉跡測表会 : r宮の商遺跡 分隊マ J ンヨノ建設に伴う埋蔵文化財発御調査線告書J(四日 l開S年

:市市遺跡調査会文化財調査綴告釦)

。縁日弁恒 三震宮の西遺跡J ([木簡研究J15) : 1993年

杉垣向遺跡 {すがいと} 怯 阪 市

古 代集落荷 86.7 -86. 11 2点 三重県教育委員会

。三重県教委 『昭如61年度農業基盤艶備事業地域埋蔵文化財発規副査線告 11 (三III県埋蔵:1989年

文化財調査鰻告79)

。伊I瀬1吉孝 三重 杉極内遺跡J(;木簡研究J10) : 1988年

問形遺跡 [あがた} 絵 阪 市

中世集蒋 91.9 -92.1 点 三重県埋蔵文化財センタ ー

。三重県鹿文センタ 『ヒタキ廃寺 何回遺跡 阿形遺跡ほか1(三重県埋蔵文化財調査線告四 2) : 1991年
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三軍県

。福間信弘 三n 阿形遺跡J(1木簡研究J16) 1994年

伊努寺遣陣{寺北地区)(いせでら】 怯恒布

中世集子容 90.9-90.121京 三重県昭蔵文化財センター

。三n県岨文セ J ター : 1伊勢守遺跡平成2年度農業'"霊祭備本来地域哩磁文化財縄資.21(第2分冊)J: 1991年

三重県寝磁文化隙調査報告91-2) 

。福岡留也 『三n 伊努守遺跡J(1木簡研究J16) : 1994年

俗図地区向遭陣民奥ノ垣内地区 (旧、奥ノ塩向遺跡)【〈 しだち〈な.'.、せきぐんお〈のがいとちり 怯臨市

近世jJH~ 96.11 -97.1 I点 三 重 県埋蔵文化財セ ンター

。三Il'民虐文センター 『栂阿崎区内遺跡務露協調査級官 日 突ノ垣内治区J(三盆鮎哩緩文化附鱒査:19ゆ7年

機告146-"146-2)

。金二子毎l平 「三1Il 働問地区内遺跡群奥ノ垣内地区J(1木簡研究J21) : I刊9年

集名城下町遺跡 (伊 賀 町69地点) (く わ伝じょうかまち】※ 桑名市

近世拙 F町 98.2・98.3 3点以上(整理中) 桑名市教育番員会

{文鰍なし)

下郡遺跡 {しむごおり} 上 野 市

古代官間 78.2-78.4 1向 上野市下郎遺跡調査会

。上野市下郁遺跡調査会:1下郎趨跡発砲別資銀告書 三重県上野市下郎所在J(上野市文化財調査鰻告:1978年

上野市敏魯 : 5) 

。11>関経 三虚 下廊遺跡1(1木簡研究Jn ;1979年

。木簡常会編 : 1日本古代木簡遜』岩被害底 : 19同年

木i象氏館蹄 {きづしやかた] 上聖子市

中世械卸 80.I 2点 三lfi県教育委員会

。三盆賀県教笹 : 1昭如54年度県営圃渇整備事業担蟻趨厳文化"発磁調~.5J 【三 1Il保理局担: 1980年
.文化財調資銀告43)

o義的色 三2院 本陣氏館跡J (1木簡研究J2) :1980年

伊貧困府推定地 (3次)(いがこ〈ふ] 上野市

古代官1~ 集落 90.9-91.2 2点 三重県湿蔵文化財セ ンター

。三震保瑚文センター : 1伊貧困附跡 (第4"')発姻調査緩衝J(三Il県根厳文化財縄袋線傍99-4) :1992年

。倦摘硲口 三歳 伊賀国府推定地Jtr木簡研究J13) : 1991年

事春遺跡 {きし ゅん]※ 上野市

中世拙館 80.6・80.8 Uま 上野市教脊委員会 上野市喧僻調査会

。上野市教9陸 上併ili遺 『事脊遺跡瞬発煽調査傾告書{遺憾編)J(上野市文化財調査組告12) : 1982年

跡調査会

辻子遺跡 (2次)(つじニ} 三重郡朝日町

古代鈍搭 99.7 • 00. 2 2点 三 重 県教育委員会 ・三重県現蔵文化肘センター

。三重験場文センター : 1近畿自動車道名古屋神戸線{第二名神}愛知県境~四日市JCT珂磁文化財発;20同年

:舗網夜慨線m 辻子迎跡山村温跡蒐 t遭勝東淘逝忽定他伊絞遺跡伊:

:1友嫌跡 商ケ広遺跡域ノ谷遺跡J
。悶中久生 f三盆 辻子遺跡J(1木簡研究J23) :2001軍事

田村西瀬古遺障 {たむらにしせニ}※ 一志郡暗野町

近世銀稼 97.9-98. 1 占 三 重県浬蔵文化財セ ンタ

。三盤保明文センター : 1岡村西瀬古遭跡発磁調査報告J(三重県寝屋文化財調査線告げ9) ; 19抽年

ゆ綜 中遭遇蹄 (8地区)(なかばやし なかみら〕 一志郎三重町

中世銀務 01.10-02.1 点 三藍県埋蔵文化財センター

。三盆"哩文センター 1-般国道234手中努進路埋蔵文化附発個別査概領府J : 2002年

o J!:fti!ミ謝野弥知世 f三露 中休 中道遺跡J([木簡研究J25) : 2003年

柚弁遺跡 [ゆい〕 多気郡多気町

古代祭iC遺肺 1928年 2Jl-1928年7月 3点 (採集)

。三到底県教'" : I三軍将宙開録』 : 1951年
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q. 111東海近 雌

。鈴木敏雄 : I三重県き古!t宥l 桑名郡多度町柚芥貝塚考』三重県郷土資糾刊行会 1971年

。s語学館大築資料編裏所 :15通象館大祭実料編纂所蔵鈴木敏雄氏遺篠 田蔵資料図録J : 1991年

。多度町教番 : I多度町史資料編1考古古代 中世J :2002年

。栄原永i重男 f三Ji 楠井遺跡J(1木簡研究J¥) :1979年

。栄開永澄男 ， r楠井遺跡幽土の木簡J(1木簡研究J2) :1980年

。栄原永澄男 「楠井遺跡凶土木簡の再検討J(1木簡研究J8) :1985年

。木簡学会編 『日本古代木簡進』岩波書庖 1990年

向垣外遺跡 [うち治旬、とう } 多気郡多気町

中世ヵ近世集落 96.11 -97.3 点 三重県埋蔵文化財センター

。三箆県埋文センター : r内垣外遺跡売網開査線告J(三箆県埋蔵文化財調査線告159) ; 1997年

。西出孝 f三富庄 内垣外遺跡J(I木簡研究J21) : 1999年

安養寺跡 [あんようじ] 度 会 郡二見町

中世寺院 92.5-92.128点 二見町文化財調査会

。大商務行 三重 安策寺跡J(1木簡研究J15) : 19回年

西沖遺跡 [にしおき〕 阿山郡大山図村

古代集落 80.7-81.2 2点三重県教育書員会

。三纏県教" : r昭拘55年度県営闘場鐘備事業地織埋蔵文化財発銅剣交線告J(三重県埋緩:1981年

i文化財調査線制4)
。索前捻 三2区 西沖遺跡Jrr木簡研究J3) :1981年

98 



三軍県滋賀県

滋賀県

北大海遺跡 {きたおおっ]※ 大 開 市

古1~集落 73 . 9 -14.3、14.11-75.3 I点 滋賀県教育委員会

。大津市 『新修大f.市史J1 : 1978年

。大津市教釜 『埋磁文化財包麓泊分布調査報告書j(大津市雄磁文化財綱奪鰻告書2) : ¥981年

。近藤滋 椋紀昭 北大様遺跡凶土の木鮪J(奈文研 『第3回木簡研究集会記録J) : 1979年
。木簡学会編 : I日本古代木簡選』岩法書唐 : 19同年

。沖議卓也 佐様{書編 : I上代木簡資料集成』おうふう : 1994年

穴 太遺跡 (2<'1鼠掴)(あのう] 大 津 市

中栓集落 79.6 -80.3 2声、 出賀県教脊委員会 ・滋賀県文化財保護協会

。材開通 滋賀 穴太遺跡J(1木簡研究J2) :1980年

穴 太遭陣 (82年度調査)(あのう ] 大 津 市

中世集落 82.5 -83.3 3点 滋賀県教育委員会 ・滋賀県文化財保種協会

。滋賀県教委 滋賀員長文 『穴大遺跡発栂調査報告書 n(本文編) (図版編}ーー般国道161号(西大津:1997字

化財保積脇会 バイパス}建絞に伴う埋厳文化財発掘調査線告書J
。神樽通 『滋賀 穴太遺跡J(1木簡研究.B5) : 1983年

野 畑遺跡 (2次)(のばたけ} 大津市

古代官街 82.11 -83. 7 1点 世賀県教育委白会 酷賀県文化財保議協会

。盤賀県教委 『平成4年度溢賀県埋蔵文化財調査年綴』

。体樽通 『滋賀 野畑遺跡J(1木簡研究Js) 

東 光寺遺跡 {とうこうじ〕 大 砂 市

古代官簡 83.1-83.8 2点 世賀県教育委員会 ・滋賀県文化財保護協会

。岡本武憲 『滋賀 東光寺遺跡J <1木簡研究16}

大海域跡 {おおっじよう] 大 樟 市

近役城郭 83.12-84.1 約3D点 大津市教育委員会

。訟浦俊利 滋賀 大津城跡J(1木簡研究j7)

南滋賀遺跡 {みなみしが] 大 津 市

古代集落 95.4-95.6 1点 大津市教育書且会

。大湾市教委 『大津市遺跡分布地図J(大海市埋磁文化財調査線告書21)

。青山均 『滋賀 商滋賀遺跡J(1木簡研究J18) 

妙楽寺遺跡 (3次) (みようら〈じ〕 彦 般 市

中世集落 87.5-87. 11 11点 滋賀県教育委員会・滋賀県文化財保誼協会

。滋賀県教養 滋賀県文:1妙楽寺遺跡3(本文繍) (図版編) 字曽川災害復旧助成事業に伴う 』

化財保護協会 i 
。葛野泰樹 滋賀 妙楽寺遺跡J (f木簡研究J10) 

八角堂遺跡 【はっかくどう ] 長 浜 市

古代集落 83.10 LR: 滋賀県文化財保護協会

。滋貿県教委 滋賀県支:Iほ犠整備関係遺跡発姻調査線告書京3. lJ 

化財保積協会

。平井'"奥 盤貿 八角堂遺跡J(1木簡研究J24) 

神照寺幼遺跡 [じんしょうじぼう} 長 浜 市

古代寺院 86.5-86.71点 滋賀県教育委員会 滋賀県文化財保護協会

。滋賀県教委 滋賀県文 『ほ渇盤備関係温跡発姻調査線告書YlI-1J

化財保緩協会 t 

0'実情..司 滋賀 神照寺坊iI跡J(1木術研究』針

。木簡学会編 : 1日本古代木簡選』治波書官

浄S体寺遺跡 {じようりんじ] 長 浜 市

中世近世寺院 。甚 86.7 1870点 長浜市教育委員会

← 99 
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返.

。中井寛吻l 『滋tt. T争構守遺跡J(1木簡研究)9) 1987!f. 

鴫田遭陣 (92年度調査)(かもた] 長 浜市

中世集落 92.9-92.12 1点 滋賀県教育書員会 酷賀県文化財保1妥協会

。 削除 教袋霞賀県文， 1大 師 遺 跡 l 酬遺跡m- 2-.Il~須川判判川改修工事に削脚調査 l蜘等

化財保穫悔会 i報告嘗叫

。北村圭弘 滋賀 略図湾局本J(1木簡研究J15) : 1993年

，.図遺跡 (93年度園査) (かもた] 長 浜市

中世集落 93.10-94.330点山上 滋賀県教育委員会 滋賀県文化財保撞協会

。滋賀操教書 滋賀県文， 1大成亥遺跡 目 暢図遺跡W一長浜鋳州中小阿川改修工事に伴 う発錨調査機'i!r;1997年

化財保積協会 :I'J 
。室岡勉 「滋賀略図遺跡J(1ホ術研究J16) : 1994年

大成亥遺跡 [おおいぬも、] 長 浜 市

古代然記遺跡 93.4・93.10 1点 滋賀県教育委員会 。滋賀県文化財保撞協会

。滋賀県教笹 滋賀県文 『大成亥遺跡H 暢悶遺跡IV-愛機筋JII中小向川改修工事に伴う発御調釜*&:1997年
化財保篠崎会 1I5J 
。盛岡勉 『滋賀 大成亥遺跡J(1木簡窃究J16) : 1994年

金剛寺械跡 にんごうじじよう】 近江八幡市

中世拙館 82.12 2点 滋賀県教育委員会 酷賀県文化財保雄協会

。近縁滋 滋侠 食剛考峻跡J(1木簡研究J8) 

勧 学院 過酷 {かんがくいん] 近江八幡市

古代官簡 85.10-86.3 I点 滋賀県文化財保瞳協会

。滋賀県敏lIi./lI賀県文 『ほ過鍍儲関係遺跡発擁調査..'"嘗酒 2J 

1986隼

¥'86年

化財保沼崎会

。仲川嫡

。木簡掌会縮

。神道毎l:t也 佐雌'"編

『滋賀 勧学院遺跡J(1木簡研究)8)

f日本古代木簡選』岩波谷信

『上代木簡資料集成』おうふう

年

年

年

6

0

4

 

開
岡
山
開

加茂遣隊 (9地区) (91年度調査)(かU ※ 近江八幡市

中世集結 90.6-92. 2 5A!. 滋賀県教育委員会 ・滋賀県文化財保績協会

。滋賀胤教袋 滋賀係文， 1主要地方i甚大浄能登川 長候線"良工事に伴う加茂遺跡ーノ呼遺跡楚:1994年
化財保銀協会 :制調査報告書(本文編) (凶版餌)J

野時間図遺跡 (80年度 1次 調 査)(のじおかだ] 草津市

中世集落 80.4 -80.12 1点 "-砂市教育昏員会

。隼津市教養 『市内遺跡分布調査線告書J(箪海市文化財調査55.8) : 1984年
。別所健二 滋賀 野路岡岡遺跡J(1木簡研究J3) :1981年

野路岡田遺跡 (01年度調査) (の じおかだ "-f~市
近世集落 01.5-02.3 I点 l~添市教育餐員会

。銃海市教魯 ， r発銅された野路陶図J : 20凹年

。間関施人 磁賀 野路間関遭跡J(1木簡研究J25) ;20凹年

北大 董遺 跡 (1次 )[きたおおがや] 草 隊市

中世集落 83.5-83.8 I点 草津市教育委員会

。箪摩市敏鐘 ， 1北大竃 穴村遺跡発倒調査級告書J(車梅市文化財調査線告書17) ; 1990年
。藤居朗 滋賀 北大盤遺跡J(1場、簡研究J6) :1984年

北萱遺跡 [きたかや〕※ 拡添市

中世河川 84.4 -86.3 I点 滋賀県教育番員会 。滋賀県文化財保韓協会

。歯賀県敬司書 滋賀県文， 1革削"改修工事に伴う埋蔵文化附努短調査概鰻2 御巌 北萱旭区J : 1981年
化財保護悔会

。滋賀県教醤 盤賀県文 1" .遺跡発短調査線告書-JtIl:JtI改修事実に伴 う楚婦調査線告書J : 1994年
化財保線悔会

ーI凹ー



大将軍遺跡(1次)(だいしょうぐん，草津市

古代官術 ・集落 93.6 -94. 3 1 点 1;i砂市教育委員会

。草津市教事長 : r平成5年皮革津市文化財午線J(!.!t.tt市文化財調査担告書24)

。谷口智樹 「滋賀 大将'"遺跡J仰木簡研究j22) 

大将軍遺跡 (2次) (だいし ょうぐん} 草津市

古代官簡 ・河道 96.4-96.6 <1点、 滋賀県教育委員会 滋賀県文化財保護協会

溢賀県

1995ff.-
2000年

。滋賀県教委 滋賀県文 『倹遺跡 大将軍遺跡受鋼酒査線告書 車樽川改修事業ならびに銃津川政水路 1999年

化財係機協会 事業に伴う発錨舗査線告書mJ
。仲川摘 I滋賀 大将軍遺跡J(1木簡研究J20) :199唱年

IW遺跡 {ゃなぎ〕 草 津 市

中世集落水図 00.4-01.314点 滋鎖県文化財保護協会

。草津市教委 『平成II年度草津市文化財年線JI草"術文化財舗査報告書41) :2001年

。草津市教委 : r篤津川改修関連遺跡発銅調査概婆報告書町一柳遺跡発縦鋼査概要J(江津市 :2001年

i文化財調査報告書.2)

。平井英典 滋賀 柳遺跡J(1木簡研究J21) : 2002年

服飾遺跡 (1次-3次) (はっとり] 守 山 市

古代官市 74.5-79.35点 滋賀県教育委員会 守山市教育委員会

。滋賀県教委 守山市教:r服部遺跡発掘調査慨綴』

委

。滋賀県教委 守山市教:I服部遺跡発機綱査報告書(本文編) (図版編)J
委 滋賀県文化財保鍍協:
A -
。大相".弥

。木簡学会編

『滋賀服部遺跡J(1木簡研究J2) 

『日本古代木簡選』岩波書盾

石田三宅遺跡 μ、しだみやけ) 守 山 市

古代集落 87.7-88.3 I点 滋賀県教育委且会 酷賀県文化財保撞協会

。滋貿県教委 滋賀県文:r石関三宅遺跡発砲調査報告書日 』

化財保護協会

。平井英典 滋賀 石関三宅潰跡j 仰木簡研究J¥3) 

川田川原因遺跡 [かわたかわは らだ} 守 山 市

古代集落 87.9-87.101点 守山市教育委員会

。畑本政美 滋貿 川関川原開遺跡J(1木簡研究J10) 

。木簡学会編 : r日本古代木簡選』治議書信

大宮遺障 (2次) (おおみや〕 守 山 市

古代河道 89.4-89.11 38転 滋賀県教脊委員会 滋賀県文化財保雄協会

o滋貿県教委。滋賀県文 r大宮遺跡発鑓調査線告書ー守山川中小何川改修事業に伴 う』

化財保績協会

。伶川府 f滋賀 大宮遺跡j 仰木簡研究J16) 

峰厘遺跡 {はちゃ} 栗東市(1日、栗太郡栗東町)

古1~集落 87.4 l.?!. 栗東町教育委員会

o東京町史編第委員会 : r栗東の歴史4資料 IJ 
。大崎隆志 f滋貿 ..度遺跡J(1木術研究J23) 

+里遺跡 {じゅうり 〕 栗東市(旧、栗太郡栗策.n
古代官街 ・集 落 99.4 -00.3 3点 架東町文化体育復興事業団

。栗東町教委 葉東町文 『文字資料が語る‘律令期の湖南1
化体育仮興事象印

。栗東町文化体育復興事 『栗東町哩蔵文化財閥査内99年度年線』

集団

o滋賀県教委 『平成II年度滋賀県埋蔵文化財調査勾線』

。近藤広 滋賀寸星遺跡I([ホ簡研究J22) 
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西河原宮ノ向遺跡 (84年度鼠掴調査) [にしがわらみやのうち] 野洲邸中主町

古代集落 85.2-85.3 t点 中主町教育委員会 中主町埋蔵文化財調査会

。中主町教委 中主町埋:1県道荒見上野 近江八幡線単怨道路改良工事{木郎八矢工区}に伴う埋 1987年

文調査会 j蔵文化財欽姻調査線告書J(中主町文化財調査線告書同)

。辻広志 滋賀 酋河原宮ノ内遺跡j <r*筒研究J25) :2003年

西河原宮ノ向遺酔 {旧.過ノ都遺跡)(にしがわらみやのうち〕 野洲郡中主町

古代集落 96.5-96. II 57点 酷賀県教育委員会 滋賀県文化肘保護協会

。滋賀県教委 滋賀県文 『酋河原宮ノ内遺跡野樹齢中主町西河原 県道策見上野近江八幡線改良工事:2001年

化財保複協会 に伴うゆ主町内遺跡(V!リ : 

。瀬口健司緩悶琢司 『滋賀 楊ノ部遺跡J"木簡僻究J19) : 1刊7年

。瀬口演司 『滋賀 湯ノ却遺跡(第一九号} 釈文のJTJEと追加1<1木簡研究J22) 田 00年

。木簡学会偏 : r悶本古代木簡集成』東京大学幽阪会 十2003年

西河原森ノ向遺障 (2次 )[にしがわらもりのうち〕 野洲郡中主町

古代集落 85.4-85.114点 中主町教育委員会

。中主町教委 中主町埋 『西河原議ノ内遺跡第1. 2次発掘凋査概要J(中主町文化財調査線告書9) ，¥987年

文調査会

。中主町教委 中主町埋 『西河原議ノ内遺跡第3次発銅剣登録告書J(中主町文化財調査報告書12) : 1987年

文調査会

。滋賀県埋文センタ-

o徳網克己 山図様吾

。山尾拳久

『滋賀県鹿蔵文化財センター紀要11 

『滋鍵商河原議ノ内遺跡1(1木簡研究J8) 

f霊祭ノ内遺跡出土木簡をめぐって1(1木簡研究J12) 

ゐ『日本古代木簡選』岩議書腐

ゐ『上代木簡資料集成』おうふう

年

年

年

年

年

附

剛

醐

捌

制o木簡学会認

。神森卓也佐磁情編

西河原森ノ向遺跡 (5次) [にしがわらもりのうち〕 野洲郎中主町

古代集落官術 89.4 9点 中主町教育委員会

。中主町教委 : r平成元年度中主町内遺跡発銅調査年組J(中主町文化財閥査線告書叩 :1悼 l年

。辻広志 滋賀 西河原蕊ノ内遺跡J(1木簡研究J12) : 19同年

。山尾幸久 f議ノ内遺跡出土木簡含めぐって』仰木簡研究J12) : 1990年

西河原窓ノ向遺跡 m史)[にしがわらもりのうち〕 野桝邸中主町

古代集落官簡 89.4-89. 8 1点 中主町教育委員会

。中主町教安 : 1平成元年度中主町内遺跡発鱈調査年線J(中主町文化財調査担告書30) : 199¥年

o辻広志 : r滋賀 酋河原森ノ内遭跡J(1木簡研究J12) : L 990~ 

西河原窓ノ向遺跡(13次 )[にしがわらもりのうち] 野酬郡中主町

古代集落官街 91.9-91.IQ 1お 中主町教育委員会

。中主町教委 : r平成3年度中主町内遺跡発姻開資年綴J(中主町文化財調査報告書36) : 1四3年

。辻広志 滋賀 e西河原森ノ内遺跡1(1木簡研究J14) : 1凹 2年

西珂原蕊ノ向遺跡(19次) [にしがわらむりのうち〕 野酬郡中主町

古代官間 94.8-94.122点 中主町教育委員会

。中主町教委 :1平成6年度中主町岨蔵文化財発姻調査集線 1J (中主町文化財調査線告書45): 1995年

。山回路吾 山尾牽久 滋賀 商向原森ノ内遺跡J(1木簡研究J18) : 1996年

湯ノ都遺跡(1;欠) [ゅのペ} 野酬都中主町

古代集結 91.4-92.3 1点 滋賀県教育委員会 ・滋賀県文化財保謹協会

。滋賀県教委 滋賀県文:r場ノ偲遺跡発協調査線告書 l 県道荒見上野近江八絹線改良工事に伴う中主:1995年

化財保績協会 j町内遺跡((J)J
。加害 滋貿 湯ノ部遺跡1<1木簡研究J14) : 1992年

。沖縫卓也 佐藤市繍 : r上代木簡資料集成』おうふう i 1994年

。木簡学会編 : r日本古代木簡集成』東京大学出版会 :2003年

西河原遺跡 (3次 ) [にしがわら〕 野酬郡中主町

古代集落 91.11-92.2 4点 中主町教育番目会

。中主町教委 『平成3年度中主町内遺跡発裾調査年報J(中主町文化財調査鎌倉1J36) :1993年

。辻広志 『滋賀 商河原通勝1<1木簡研究J14) : 1992年

102 



西河原遺跡 (10次)[にしがわら] 野洲邸中主町

古代集落 02.9-02.10 2点 中主町教育委員会

。徳網克己 滋賀 商河原遺跡J'1木簡研究J25) 

光相寺温闘 にうそうじ〕 野酬邸中主町

古{代セ1聾E繕 8師6

。筒網克己 滋g貿買 光側d命宇i遭怠跡J，何『木簡研究19到} 

光網4寺与遣R降存 {団8次)[こフそうじel 野E野F酬郁中主町

古代集f.& 87.12-88.1 4点 中主町教育委員会

。中主町教書 : 1昭拘62年度中主町内迫電跡発楓調査等級1(中主町文化財調査報告書l8)

。辻広志 f極貧光側帯遺跡)'1木簡研究J¥0) 

百地薬師堂遣隊 [よしじゃくしどう] 野洲郡中主町

中世集孫 86.4-86.126点 中主町教育委員会

。山岡織否 滋賀 宮地週医師寺堂遺跡J'1木簡研究191

木飾遺跡 {きへ} 野洲郁中主町

古代集結 89.4-89. 7 1点 中主町教育委員会

。白血綱克己 『極貧 木綿遺跡J'1木簡研究J12) 

虫笠通跡 [2次)[むしゅう〕 野酬郎中主町

古代鋭機 89.5-90. 3 I点 中主町教育委員会

。'"玄町教;1> : 1平成元年度中主町内遺跡発姻網謙年報J[中主町文化財調査領告書30)

。辻広志 。f滋賀 S民生遺跡J'1木簡研究J12) 

光明寺遺跡 (27次)[こうみようじ] 野酬舗中主町

中世館 寺院カ 91. 4 -91. 5 6.R. (10点ヵ) 中主町敏育委員会

滋賀県

2003"'-

¥987年

。1989年
。J9帥年

: 1987{;ド

1990年

1991年

19同年

。中主町教委 ， r平成3'存度中主町内遺跡発緬罵査年..1[中主町文化財閥査線告"36) : I凹3年

。辻広迄 滋賀 光明守遺跡J'1木簡研究J14) : 1992年

よ永原遺跡 {かみながはら] 野酬邸野酬町

近 世集落線 81.4 -81. 7 I点野酬町教育委員会

。進厳武 『滋賀 .t永原遭篠)'1木簡研究J71

野々宮遺跡 [ののみや〕 野酬飾野洲町

中世2拠採 84. 7 -85. 3 1点 野酬町教育書員会

。進藤武 滋賀 野々宮迎跡)[1木簡研究J7)

三宜遺跡 【さんどう〕 野酬邸野洲町

中世JI!務 93.9'93.12 I点滋賀県教育委員会 滋賀県文化財保積協会

。滋賀県敏委 ，1平成5年度滋賀県埋麗文化財調査年微』

。上極幸徳 滋賀 三食噂跡)[1木簡研究J16) 

三宜遺跡 [さんどう] 野酬IlI¥Jf酬町

中世集落 96.7 -96. 10 1.'億 元興寺文化財研究所

。元興寺文化財研究所 ， r滋賀県野洲町冨厳甲所在 三笠遺跡発姻綱査線告』

。陶本広縫 滋賀 三盆遺跡J'1木簡研究J26) 

宮町遺跡 [4次)[みやまち} 甲賀鶴田楽町

古代宮瞳 86.12 -87.3 6点 f苦楽町教育委員会

。信楽町教祖~ : r宮町遺跡宛綿側室線告 )-紫宅密封長宮関i皇遺跡J(f書袋町文化財緩衝.3)

。信楽町教;1> : 1紫香調長官関連遺跡発繍調査線告1，慣楽町文化財線告書s)

。費信者獲1<僻調査;1>員会 『宮町遺跡凶土木簡阪線jI 

編 '"司長町教;1>"行
。鈴木良章 f滋賀 宮町遺跡)<1木簡研究J¥0) 

。木簡学会縮 f岡本古代木簡湾』岩波書官

宮町遺跡(12次) [みやまち〕※ 附賀郁信楽町

古代宮殿 92.10 -93. 3 l.~ 信濃町教育書員会
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1985年

: 1985年

1995年
。1994年

1997年

2003~ 

1989年

1994年

内四年

: 1988年

: 1990年



近盆

。'"楽町教委 : r紫番楽宮関連遺跡発姻調査報告1(信楽町文化財報告書8)

o紫番楽宮跡鱒査委員会 :r宮町遭跡凶1木簡慨綴J1 

編信楽町教委発行 i 

1994if-
19帥年

宮町遭師 (13次)(みやまち} 甲賀ll1¥惜楽町

古代宮殿 93.1-94. 3 364点 信楽町教育委且会

。情楽町教委 : I紫管楽宮関連遺跡発銀閣褒線昏J(信楽町文化附線告寄8)

。信楽町教委 : I今よみがえる紫香楽宮』

。繁番楽宮跡調管委員会:r宮町遺跡幽土木簡概線J1 

偏 信楽町教委発行 ! 

o鈴木良蔵栄原永il!男 『滋賀宮町遺跡) <1木簡研究~ ¥7) 

。木術学会編 『日本古代木簡集成』東京大学出版会

年

年

年

M
門

M
拘

m抑

9

9

9

 
: 1995~ 

: 2003年

宮町温跡(16次)(みやまち〕 甲賀郡信楽町

古代宮瞳 94.8 -95. 3 629.~ま 信楽 町教育委員会

。紫香楽宮跡調査委員会 『宮町遺跡削土木簡概線J1 

AL I禽楽町教委発行

。鈴木良章 栄原永遠男 『滋賀 宮町遺跡) <1木簡僻究J18) 

宮町遺跡(18次)(みやまち) 甲賀郡信楽町

古代宮瞳 95. 7 -96. 2 2.~ 信楽町教育委員会

。紫香楽宮跡調査委員会:r宮町遺跡出土木簡概観J1 

編 信楽町教委発行 ( 

。鈴木良市 栄服永遠男滋賀 宮町遺跡)(1木鮪研究J13) 

1999年

1996年

1999年

1996年

宮町遺跡(19次)(みやまち〕 用賀邪信楽町

古代 B瞳 95.11-97.3 65点 信楽町教育委且会

。紫香楽宮跡調査要員会 :r宮町遺跡出土木簡概線J1 

編、 情楽町教'1>発行 ! 

。鈴木良章 栄原永遠男 I滋賀宮町遺跡)(1木簡研究J18) 

1999年

1996年

宮町通跡 (20次)(みやまち] 甲賀郡信 楽町

古代富融 96.6-97. 3 2003点 信楽町教育委員会

。紫香楽宮跡調査雲n会 『宮町遺跡幽土木簡傷銀J1 

編信楽町教委発行

。鈴木良単 鷺森市幸 『滋賀 宮町遺跡)(1木簡研究J21) 

。木簡学会編 『日本省代木簡集成』東京大学出版会

L 999~ 

1999年

2003年

宮町遺跡 (221た)(みやま ち〕 甲賀郡信楽町

古代宮殿 97. 5 -98. 3 135点信楽町教育委員会

。紫脅楽宮跡調査委負会 『宮町遭跡出土木簡慨緩J2 
編 信楽町教餐発行 j 
o岩宮錨司 被貧富町遺跡) (1木簡研究J22) 

2003年

2000竿

宮町遺跡 (23次)(みやまち〕 叩賀郡信楽町

古代官瞳 98.6-98.11 1850長 信楽町教脊委員会

。繁香楽宮跡調室委員会 :r宮町遺跡出土木簡限緩J2 

綱 信楽町教委発行 j 
2003年

。岩宮隆司

。木簡学会編

「滋賀宮町遺跡)(1木簡研究.o22) 
『自本古代木簡集成』東京大学出版会

2000~ 

2003年

宮町遺跡 (24次)(みやまち〕 甲賀郁信楽町

古代宮殿 98.11' 99.1 1 55.~ (宮楽町教育委員会

。繁宅写楽宮跡調査委員会:r宮町遺跡出土木簡慨報12 
編、 信楽町教曇発行 ( 

。古市晃 滋賀宮町iI跡) (1木簡研究J24) 

2003年

2002年

宮町遺師 (25次)(みやまち〕 甲賀郡信楽町

古代 宮殿 99.5-00. 3 1890点 信楽町教脊委員会

。紫香楽宮跡調査委員会 :r宮町遺跡出土木簡飢餓J2 : 2003年
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編 '"楽町教袋発行

o古市発 「滋賀 宮町温跡J(1木簡併究J2<Il

宮町遺跡 (28次) (みやまら〕※ 甲賀郡信楽町

古代宮崎 00.4-01.3 10点以上 信楽町教育委員会

文総なし}

新宮神位置陣 [しんぐうじんじゃ] 防使節信楽町

古代官都闘迎 00.4-01.3 1点 描賀県教育祭員会 滋賀県文化財保設協会

滋賀県

2002年

。畑中英二 r滋賀.，賢官神社遺跡J(1木術研究J23) :2001年

i;!恩寺遺跡 [じおんじ】採 精生都安土町

中世寺院 82.9-83. 2 I点 +314点 以 上 滋償県教育委員会 滋賀県文化財保種協会

。盤賀県教'" : rほ場整備関係遺跡発徳調査"''''1臨X-5-1J ;1982年
。滋賀県教委 : 1昭如57年度滋音賀県文化財網益金手銀J :1981年

観音寺織下町遺跡 [かんのんじじょうかまち〕 繍生邸安土町

中世域下町 96.5 -96.6， 96.11 -97.2 13点 滋鍵県教育書且会・酷賀県文化財保瞳協会

o滋貿県老女袋 滋賀県文:1鰻膏伊織下町遺跡 上聞B遺跡を重高速勝 ほ場娘細関係盗跡調査線告書目。20曲年

{ヒ'1保護協会 3J 
。岩橋段措 r，謹賀 鰻膏命織下町遺跡J(1木簡続究J19) : 1991年

安土減跡 {あづらじよう 〕 間生郡安土町 神崎綿飽畳川町

近世線新¥ 99卜 99.3 I.??: 滋賀県安土城城朝開葱研究所

。滋賀県教委 鐙g賀県安:1特別史跡安土擁跡発鋼調査銀管内一主綿箇面 術学道樹辺鮒の調査J :2曲。年

土場"調査鍋究所 j 
。治編値憎 ~Ft合 滋賀安土峨跡J(1木簡窃究J22) : 2000~ 

野瀬遺跡 (2次 )(のせ] 蒲生郡精生町

古代tl!f存 制 4-85. 1 2点縦生町教育書員会

。補生町教書 : rほ渇後備関係遺跡発御調査鰻侍書"桶遺跡

文編) (回阪縞)J(蒲生町文化財資判集7)

。北JIU告 f滋賀 野瀬i忠勝J(1木簡窃究J7)

柿宜遺跡 [かきゅ うど う} 神崎郎能畳川町

古代総務 84.4-86.9 I点 能 畳 川 町 教 育委員会

。能登川町教魯 『怖盆遺跡J(能恒川町埋蔵文化財綱査線告書的

。山本一博 『滋賀 柿盆遺跡J(1木簡研究J8l 

。木簡学会紺 『円本古代水繍遺』岩波書唐

斗西遭麟 (2次)【とのにし} 判1崎郡能登川町

古代集落田 7-90.91点能畳川町教育餐員会

食ノ附遮跡 蒲生堂H隆寺{本 1989年

白 1985年

1987年
1986年

1990~ 

。能登川町教安 『斗商遺跡 2次総査{本文編) (図版稲2木器)J(健軍川町埋蔵文化財調査線:1993年
告書10)

。悩関文雄 『滋賀 斗萄遺跡J(1木簡研究J13) : 1991年

上山締役遭臨 {うえやまじんじゃ〕 神崎邸能登川町

古代集落 95.4-95.7，96.2-96.3 2点 俊畳川町教育委員会

。能登川町教書 白 『上山神枕遺跡法堂守遺跡 (9~) 。様受遺跡 (3~) .斗函遺跡 02lX) 伊 1997害事

;彪御殿遺跡 (2lXlJ(健筆川町埋蔵文化財網査報告書4l

。杉浦険支 滋貿 上山神社遺跡J(U筒研究J19) : 1997年

沼 田廃 寺跡 [はたけ出品、じ〕 霊知都宮知川町

古代寺院 78.7-79.3 1点 滋 賀 県教育委員会

。量産鍵県教'" :11三極鍍備関係遺跡発砲踊蓋e・e・¥'1-4J 
。醤賀県教'" : 1ほ場盤側関係遺跡発阪調査報告書VI-sJ 
o近磁滋 滋賀 e畑悶8l常務J(!木簡研究J2l 
。木術学会編 : 10本古代木簡遺』岩波寄居
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1980年

1990年



近.

北方図中遺跡 {きたかたたなかI/i図郡山東町

中世集落 81.9・84.11 1点 滋賀県教育委員会 滋賀県文化酎保護協会

。奈良俊検 滋賀 北方闘中遺跡J(1木簡研究J7) ;1985年

筑摩偶遺障 {ちくまっくだ} 妓岡部米原町

古代遺物包含層 89.7 -89. 12 2点 米原町教育番且会

。中井均 滋貿筑摩佃遺跡J(1木術研究J12) : 19同年

担線通跡 {きつねづか} 版図部近江町

古代集落 87.9-88.1 準 大江町教育昏員会

。<j>川通土 f滋賀 郷滋遺跡J(r木簡研究Jll) : 1989~ 

高鴻遺跡 {たかみぞ} 復悶郁近江町

古代集落 87.11-88.7 I点 大江町教背番且会

。中川i畠士 滋賀 高機遺跡J(1木簡研究JL 1) 開9年

小谷減城下町遺跡 {おだにじようじょうかまら〕 東浅弁郡湖北町

中世集落 84. 6ー制 10 2点 湖北町教育委員会

。山純情拘 滋賀 小谷嫌嫌下町遺跡J(r木簡研究J7) :1985年

小谷城跡 (95年度調査)[おだにじよう] 東浅井郡糊北町

中世京近世扱軒 95.10-96.3 数+点 湖北町教脊書員会

。山鱒滑拘 滋賀小谷線跡J(r木術研究J19) : 1997年

小谷線跡{底知警院跡) [97年度調査)(おだにじよう] 東浅井郡湖北町

中世械郭 97.9-98.3 116夜 間北町教育書且会

。山崎清拘 「滋賀 小谷城跡(伝知嘗院跡)J仰木簡研究J2¥) : 1999年

尾上遺跡 {おのえ] 東浅井邸闘北町

古代期底ift僻 8.1.7・制 9 2点 滋賀県教育委員会 滋賀県文化財保瞳憾会

。謹賀県教委 滋賀県文 『尾上遺跡発組調査・1l1!f.JI(浅弁償湖北町所従J : 1985年
化財保積協会

。説話良俊綾 f滋1( 尾上遺跡J(r木簡研究J7) :1985年

壇上渓遺跡 {おのえはま} 東浅井郡湖北町

年代不詳 遺物包吉婿 89.10-90.11 1点、 滋賀県教脊委員会 。滋賀県文化財係機協会

。滋貿県教安 滋1<県文 『文化財調査附土造物仮収納保智業務平成元年度発網開査概要J : 1990年
化似保護協会

。怪童孝樹 『滋賀 尾上青島遺跡J[r木簡研究J21) : 19四年

鴨遺骨 {かも】 高島郡高島町

古代官情 79.6ー79.10 5点 滋賀県教脊餐員会 ・滋賀県文化肘保鰻協会

。滋賀県教委編 高島町:r鴨遺書存J(高島町隆史民俗.~ :-年

教多発行 j 
。丸山竜平

。木簡学会編

『滋賀町通筋J(r木簡研究J2>
『日本古代木簡選』砦厳密信

永田遺跡 [ながた] 高島郡高島町

1980年

1990年

古代集洛 84.10-85.1 1点 描賀県教育委員会 滋賀県文化財保謹協会 ・高励町教育委員会

。滋賀県教書 滋質県文:rほ場後備関係遺跡発組調査線告省刻 -8J ilm年

化附保護協会 i 
。白井忠鍾 滋賀 永岡遺跡J (f木簡研究J7) :19邸年

。木簡学会緩 : r岡本古代木簡遺』岩波嘗底 1開。年

I師



溢賀県ー京郷府

京都府

平安宮跡向酒股ー 量産所 侍従所跡 [へいあんきゅう] 京都市

古 代 宮 殿 官筒.近世都市 95.10-96.5 4点 京都市埋蔵文化財研究所

。"'10市埋文窃 : 1平成7年度第脇市埋磁文化財調査概要J ~ 1997年
。辻裕司 平安奮の芥戸)，烹'"市埋文.. 京都市考古資抑館 『リーフレ yト京IIJNo. ~ 1997年

: 100} 

。辻総司 京'" 平安宮内酒般 釜所 {与従所跡)'1木簡研究J18} : 1996年

。木簡学会制 : r日本古代木簡集成』東京大学出版会 2003年

平安軍陣左京北週三幼六町 (左京肉脂町肺)(へいあんきょフ]

近世都市 78.2-78. 12 148. 京都府教育委員会

。京銀府教委 『哩蔵文化側発鱈調査概領1979J

。翼民10府教司書 『埋蔵文化"発栂調査観鰻1980.(3)J 

。平良泰久 京餌左京内槽町跡1(r*筒研究12l 

京都市

年

年

年

9
曲

。

9

9

9

 
平安京跡左京二条二幼丸町 {へいあんきょう ]業 京総市

古代都城 88.7-88.101点 京都市漫蔵文化財窃究所

。東10市埋文研 : 1昭和田年度京10市甥超文化財調査視要』

。網伸也 木簡)，古代学協会 古代学研究所 『平安京鍵要』角川寄宿)

: 1993年

1994年

平安京師左京三条ー翁 + 町 [へいあんきょう 〕 京都市

古 代ヵ 都城 00. 10 1点 京都市湿蔵文化財研究所

。'"館市文化市民局 : 1'"郎市内遺跡立会調査概線平成12年度』

。菅図書‘ 京郷平安京跡左京三条 扮+・fJ 仰木簡研究J23) 

20例年

:20例年

三条西殴蹄 (4次)(平安京陣左京三条ニ幼+二町) (さんじようにしどの}

中世都市 81.2-81.5 4梶 平安惰物館

。平安婦物館制 古代学 『三条西殿跡J，平安烹跡研究開査*-~7)

京省都市

1983年
防会発行

。定議秀夫 f京都 三条西殿跡) '1木簡研究1.) 1982年

平安京跡左京三条三坊十-IBT(へいあんきょう 】 東省事市

近世都市 80.11-81.1 点 平安惇物画

。古代学脇会 : r抑"、路験跡平安東左京三条三扮+ー町1，平安京跡研究調査報告12) : 1984年

。舎島孝 京都 平安京左京三条三坊+ー町)'1木簡研究J8) : 19回年

平安京跡左京三条三幼十三町 {後編臣三郎家理数陣)(へいあんきょうJ:</lIl市

近世都市 91.9-92.686点 京都市埋蔵文化財研究所

。京書S市寝文研 : 1平成3年度"''''市埋蔵文化財調釜概要J :1995年

。辻裕司 烹修 事安京跡左京三条三坊+三町(後蔭庄三鯨家展敷勝)1 <r木簡研究J: 1994年
: 16) 

平安京郎左京三条三翁+五町 [へいあん倉ょう 〕 京都市

近世倒叶 95.3'95.9 22市 関西文化財調資会

。関西文化財悶査会 : 1平安京跡左京三条三坊十五町発槌調査線"1
。吉川線彦 京都 平安京跡左京三条三坊+玄町)'1木簡研究J21) 

19明年

19同年

平安京陣左京三粂三，1;+六町 (，、いあんきょう〕 京都市

近世都市 88.4-88.79点 京者宮市埋蔵文化財僻究所

。烹徳市坦文研 : 1昭和田年度策郎市埋磁文化財網査規要』

。畏戸繍夫 京'" 平安京左京三条三扮十六町J仰木簡研究J12) 

19明年

1990年

平安東跡左京四条ー翁ー町 (2次)(~いあんきょう ] 京協市

古代都織 92.11-93.414点 京都市埋縁文化財研究所

。京10m哩文研 : 1平成4年度東包市埋蔵文化財閥査概要』

。綱伸也 木簡)，古代学悔会 古代学研究所 『平安京鑓要』角川嘗唐}

。南孝鎌 r"，榔 平安京跡左京四条ー坊ー・rJ <r木簡研究J17) 

。木簡学会編 『日本古代木簡集成』東烹大学凶阪会

; 1995年

1994年

1995年

2003年
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返・

平安京師左京四条一坊五 ・六町 (壬生車庫齢) (~いあんきょう ] ※ 京都市

古代都線 中世都市 74.7-71.11 17怠 平安京調査会

。平安京調査会 『平安京跡研究調査細管 左京困条ー坊J : 1975年

。古川健彦 『乏生車胤勝嶋一平安京飾の受姐調査短緩J<平安京調査会情黛平安京研剖 2) : 1975年

。烹郎市哩文情 。『平安京跡発短資料選J : 1980年

。京都市側 : I ~斜京/Ilの歴史 2宥古』 平凡社 : 1983年

。綱伸也 木簡J<富代学協会 古代学研究所 『平安京得難』角川 寄 宿 :1994年

平安東跡左京穴粂ー幼八町 {へいあんきょう] 京都市

古代都城 83.4 -83.6 1点 京都市埋蔵文化財研究所

。策郎市岨文研 : 1昭和51年度京都市岨縁文化財調釜概要J ~ 1984年
。《著者不明 r市の繁栄J<京a都市哩文研 京餌市考古資料館 『リーフレツ ト京'IIJNo. 5) ~ 1990年

。網伸也 『木簡J<古代学協会 古代学研究所 『平安京慢饗』角川密医 :1994年

。平尾致事 f京自民 平安京左京六条ー坊八町J<1木簡研究J8) : 1986~ 

平安京跡左京六条三幼六町 {へいあんきょう】 京都市

近世郎市 99.12-00.2 I点 京都市滋蔵文化肘研究所

。J:l:m市文化市民局 『京臨市内遺跡立会調査慨機平成L2年度』

。菅開質 『京，. 平安京高高左京六条三粉六-rJ<r木簡研究J23) 

平安京師左京七条二坊八町及び本国寺 [へいあんきょう〕 京綿布

近世寺院 95卜 95.6 約 100点 京都市温蔵文化肘研究所

20例年

2001年

。京都市岨文研 : r平成6年度京郎市明厳文化財閥資限要J : 1996年

。近藤知子 r "'1Il 平安京跡左京七条ニ妨J¥町及び本国寺J<1木簡研究J21) : 19凹年

平安京跡左京八条三幼二町 {へいあんきょう] 京都市

近世都市 78.4-78.62点京都市j里厳文化財研究所

。丸川義広 f京111 平安京左京八条三坊跡J(1木簡研究J1) ;1979年

平安京跡左京八条三坊二町 (2次 )(へいあんきょう〕 京都市

古代綿織 84.7 -84. 11 11点平安博物館

。古代学協会 : 1平安京左京八綴三坊二町 第2次調査J<平安京跡研究調査報告16) :1985年

。網伸也 木簡J(古代挙協会 古代学研究所 『平安京後裏』角川書唐 :1開4年

。定斎秀夫 京侮 平安京左京八条三物ニ町J<1木簡研究J7) : 19箇年

。木簡学会儒 : 1自本古代木簡遺』趨厳..唐 1'"年

平安京跡左京八条三幼十田町 14次 )(へいあんきょう] 烹都市

中世都市 93.4-93.13点京都市埋緩 文化財研究所

。京都市温文研 : r平成6年!f'"郎市埋蔵文化財際査糠要J : 1996字

。百瀬正催 。f京，. 平安京跡左京八条三物+園町J(1木簡研究J171 :1995年

平安京跡左京八条三幼+ 田 町 {八条 院 町)(へいあんきょう] 京都市

中1佐保市 96.1-96.928点 京都市埋蔵文化肘研究所

。烹箇3市岨文研 : 1平成8年度京都市埋蔵文化財調査慨婆J : 1998年

。太図古錦 上村拘直 京術 事.. "史跡左京八条三物十四町{八条院町)J (r木簡研究J19) : 1997年

平安京臨正予算九条二幼+三町 {へいあんきょう〕 京総市

古代都城近世都市制 5-84. 9 約100点 京都市2里蔵文化財研究所

。京富島市糧文研 『平安京跡発掘費将遜{二)J : 198o年
。京筒:市均文研 『昭拘"年度京銀市哩磁文化財調査観要J : 1987年

， <著者不明生活の中の木簡J(京/Il市哩文研 東郷市湾省資料館 D ーフレジト京都J: 1991年

・No.33)
。悔川光随 r"，郎 平安京左京九条二幼十三町J<1木簡研究J7) :1985年

平安京跡左京九条二坊+五町 {御土居濠跡) (3次 ) (4次 )(へいあんきょう 〕※ 京都市

近世都市 91.5-91.10、91.11 -92.3 400点以上 京鶴市埋蔵文化財研究所

。京協市岨文研 『平成3年度ヌ駐留3市埋蔵文化財調査概要J : 1995年

平安京師左京九条三坊十田町 {へいあんきょう】 京係 市

古代都抽 8<1.8-84.10 1点 京係市温旗文化財研究所
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軍縮府

。京都市埋文研

。小蕊俊寛

，r開拘59隼度京鶴市埋蔵文化財調釜概要』

'1，<郎 平安京左京九条三坊+園町J(r木簡研究J8l 
1987年

: 1986年

平安京師右京二条二坊田町 酉嗣負小路酬涜 {へいあんきょう]※ 京都市

古代都減 74.11-75.10 Uミ 平安京調査会

。伊雌潔 鈴木久男 悶 下水道工務に伴う平安烹跡の立会側室J(平安京調査会 『治集平安京僻究J: 1975年
辺昭三 :2) 

。京都市編 ， r史料京悔の箆史 Z宥合』平凡怯 : 19回年

。京/11市埋文研 ， r平安京跡発組資料湿{ニ)J : 19凪年

。鯛伸也 木簡J(古代学脇会 古代学研究所 『平安京催要』角川..Qil : 1994年

平安京跡右家三条一幼ニ町 (韓倉院跡)(98年度調査)[，、いあんきょヲ】

古代官簡 98.12-9ゆ 3 I点 関西文化酎調査会

。古川~虜 西山良平 ，，.郷平安京鮫愈院跡J(1木簡研究J22) 

京都市

2000年

平安京跡右京三条一翁ニ町 (総倉院跡) (99年度聞董) (へいあんきょう 〕

古代官筒、近世都市 99.7-99.1022点 関西文化財閥査会

。古川，.，露 首山良平 ，，. /11 平安京般倉院跡J[r木簡研究J22) 

京都市

2000~ 

平安京降右京三条一坊三町 【へいあんきょう】 京都市

古代郡披官簡近倣土敗穴 96.10-96. 12 4点 京都市埋蔵文化財研究所

。京鶴市埋文研 ， r平成8年 度 京偲市埋蔵文化財調査概要J : 1998年

。伊藤潔 京/11 平安京跡右京三条 幼三町1(r木簡研究J20) : 1998年

平安京跡右京三条 坊六町(17次)[~いあんき 主う ] 京都市

古代都総 02.1 -02. 2 1点 京都市湿蔵文化財研究所

。京筒3市慢文研 『平安京方京三条}幼三 六 七町跡J[京都市鹿蔵文化財研究所発御関査慨:2002年

飯田01ー日

。山口真 f京郎 事'!i京跡右京三条坊六町J[r木簡研究J25) : 2003年

平安京跡右京三条二幼八町 {へいあんきょう } 烹都市

古代郎裁 86.12-87.3 I点 東 郷 市j里蔵文化財研究所

。"/11市埋文研 ， r昭如61~LI JIHZ市哩麗文化財調査概要』

。欄伸也 木簡J[古代学凶会 古代学研究所 『本安東信号要』州1)・信}

。木下保明 "使館 平安京右京三条二幼八町J[r木簡続究)9)

平安京跡右愈三条三翁田町ー遭祖大路西向潟 [へいあんきょう}※ 京都市

古代都描 81.8-81.10 3点 京都市湿蔵文化財研究所

。京修市編 ， r史料京協の隆史 2考古』平凡社

。京総市漫文研 ， r昭利56隼度東部市寝蔵文化財閥査慨藁{努磁調査船』

。京箇:市哩文研 ，r平安京右京三条三坊J[烹郷市埋蔵文化財情究所舗査鎗告10)

。綱伸也 木簡J[古代学協会 古代学研究所 『平安京俺要』角川書庖}

: 1989年
;1四時

: 1987年

1983年

1983年

1990年

1994年

平安京陣右京四条二坊田町 百大宮大路西側湾 {へいあん舎ょう}※ 京都市

古代綿織 74. (月不昨 2点 平安京調査会

。，.信l市哩文研 ， r平安京跡発綴資科選』

。，.郎市編 ， r史特京僚の歴史 2'考古』平凡社

。網伸也 木簡J[古代学協会 古代場研究所 『平安京鎚要』角川書唐}

年
信
平
年

0

3

4

 

叫

判

明

平安京跡右言宗五条一坊三町 [へいあんきょう] 京都市

近世都市 86.9 1点京都市坦蔵文化財研究所

。，./11市文化観光局 : r>>:m府内通務総鑓立会調査概線 開拘6i年度』

。久世康問 京衡 平安京お，.五条 坊三町J(r木簡研究J9)

平安京臨右京五条一幼六町 (~，、あんきょう 】 京銀市

古代省高城 86.3 1点 京都市温旗文化財研究所

。京梅市文化市民局 ， r京僚市内遺跡紋倒立会絢査慨線昭拘6i年度』

。久世康問 京郡 平安京右京五条 坊六町J[1木簡研究)9)

。綱伸也 木簡J[古代家協会 古代学研究所 『平安京槌嬰』角川書底}

: 1986年

: 1987年

値
千
年
年

崎

町

H

9

9

9
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近.

平安京跡右京五条 幼 六 町 [へいあんきょう } 京都市

古代都域 99.5 I点 以 上 京都市埋蔵文化財研究 所

。J:<l1I市支化市民局 : 1京鱗市内遺跡立会調査概線平成11年度』

。電子正彦 京鶴 平安京跡右京五条ー坊六町J(1木簡研究J22) 

平安京跡右京六条一翁十三町 {へいあんきょう ] 京都市

古代都媛、近世都市 89.4 -89.6， 89.7 -90. 5 2点 京都市湿蔵文化財研究所

。京翻市埋文研 : 1平成元年度烹侮市狙蔵文化財調査概要』

。梅川光隆 "使館3 平安京右京六条ー扮十三町J(1木簡研究J12) 

平安京跡右京六条三幼七・ 八 九 +町 {へいあんきょう} 京都市

古代都織 00.11-01.10 13点 古代学協会・古代学研究所

。"内明" 烹個1平安京右京六条三幼七 八 九+・TJ <f木簡研究J24) 

平安京跡右京七条二幼十二町(西市 外 町)(へいあんきょ う] 京都 市

古代都城 77.10-78.44点 京都市埋蔵文化財研究所

。京都市埋文研 『平安京跡発鋼資料週』

。京俸市編 1lI!将京僚の隆史 2考古』平凡社

。菅関積 f東西の市J(烹郎市哩文研 京1¥市温考古資将館 『リーフレ フ ト;ctII1J No. 65) 
。網伸也 『木簡J(古代学協会 古代学研究所 『平安京爆要』角JII.宿}

。百相互憧 『東省思 平安京高市跡J(1木簡研究JII 

。木簡学会稲 IBヨド古代木簡遺』治被害腐

平安京跡右京七条ニ坊十田町 fへいあんきょう 】 京都市

古代都城 89.-1 1点 京 都 市湿蔵文化財研究所

。東宮都市文化観光局 : I京都市内遺跡試繊立会調査慨線 平成元年度』

。管関旗 東西の市J(京都市甥文研 京郎市均古資料館 『りーフレツト);(鋼IJNo.65) 

。網伸也 木簡I(古代学協会 古代学府究所 『平安策提要』角川省臨底}

。'̂ 世康樽 京鋼l 平安京右京七条ニ坊+四町I(1木簡研究J12) 

平安京陣右京八条ニ坊二町(1次)(へいあんきょう 〕 京都市

古代都被 83.6-83.8 32点以上京都市埋蔵文化財研究所

。京邸市埋文研 : 1昭利58年度京都市寝雇文化財調査概婆』

。{著者不明生掃のゅの木簡I(京修市坦~i)f . ;çt ll市考古資料館 『 リ ーフレツ ト京I\J

:No.33) 

。脊図書. '.酉の市I(京忽市埋文研 京都市均古資料館 『リーフレ y ト京'WJNo.65) 

。綱伸也 f木簡I(古代学協会。古代学研究所 『平安京鑓襲』角川容底}

。管図薫 「京1¥ 平安京右京八条ニ坊跡I(r木簡研究J6) 

。木簡学会縦 『日本古代木簡酒量』岩波書唐

平安京師右京八条二翁二町 (2次 )(へいあんきょう } 京御市

古代都織 85.8-85.10 91点 京都市狸蔵文化財研究所

。京脇市哩文研 : r昭如肺年度京都市埋蔵文化財調査院要』

。網"也 木簡J(古代学脳会 古代学研究所 『平安京提要』角川・酎

o辻裕司 ');(衡 平安京右京八粂二勝二町Jrr木簡研究J8) 

。木簡学会編 : 1日渉古代木簡選』岩波書底

。沖森卓也 佐穆慣編 : r上代木簡資終集成』おうふう

平安京跡右京八条二坊二町{立金調査) (へいあんきょ う〕 京都市

古代都城 86. 1 1点 京都市埋蔵文化財研究所

。);(jI¥市埋:0:研 1京郷市内遺跡総指立会調査健練 昭和61年度』

。網伸也 f木簡I(古代学協会・古代学研究所 『平安京催要』角川.庖)

。久世康樗 「京協 平安京右京八条二扮二町J 仰木簡窃究19)

平安京跡右京八条二幼ニ町 (3次 )(へいあんきょう ] 京銀市

古代都揖 93.12-94.460点 京都市埋蔵文化財研究所

。京鶴市哩文研 : r平成4年度);(1¥河内埋磁文化財倒査概要』

。綱伸也 木簡I(古代学協会 古代学研究所 『平安京鐙要』角川番目引

o辻総司 ');(郎 平安京跡右京八条ニ坊ニ町J"木簡窃究Jl7)

。木簡学会筒 : r岡本古代木簡集成』東京大学出版会
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: 2000年

1994年

19鈎年

2002年

1980~ 

1983年

1994年

1994年

1979年

1師。年

1990年

1994年

1994年

1990年

1985年

1991年

1994年

1994年

1984年

1990年

1988年

1994年

1986年

1990年

: 1994年

1986写

1994~ 

1987年

1995年

1994年

1995年

2003年



京都府

平安京跡右京八条二続五町 {へいあんきょう 〕 京都市

近世都市 82.10 -82. II 点 京 都 市j豆蔵文化財研究所

。烹釦市埋文研 : r昭和51年度京係市明磁文化財調査概要』

。吉村正観 烹餌 平安東右京八条ニ幼五町J(1木簡研究j8)

:1同岬

1986年

平安京跡右京八条二幼八町 〈西市外町) (へいあんきょう] 京都市

古代都城 87.12-88.24点 京都市埋蔵文化肘研究所

。京都市文化観光局 京 『平安京跡発短調査概線開拘62年度』

郷市岨文研

。京郡市塩文研 『昭事ロ 62年度京都市埋蔵文化財調査概要』

。綱伸也 木官民J(古代学協会 古代学研究所 f平安京鑓要』角川書盾)

。菅関積 r J:{liIl 平安京高市外町J(1木簡研究J12) 

平安京跡右京八条二坊十二町 {へいあんきょう ] 京都市

古代都機 86.8 1点 京 都 市i里蔵文化財研究所

。東郷市唆文研 『京都市内温跡'"熔立会開査概報昭和61年度』

。鋼伸也 f木簡J(古代学協会 古代学研究所 『平安東縫要』角川書陪)

。久世厳惇 「京郡 平安京右京八条ニ坊十二町J([木簡研究)9)

1988~ 

年
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年

年

年
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叫
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9
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平安京跡・ 18二条減跡[へいあんきょう きゅうにじようじよう 〕 京都市

近世町屋 92.6 -93. 6 18点 京都府寝蔵文化財調査研究セ y ター

。烹都府寝文調査研究セ:1京偲府埋蔵文化財情綴』印

ンタ ー j 
，"都府埋文調査研究セ:1京笥珊遺跡側交概観J59

1993年

ンター

。土橋被

1994年

rJ:{'liIl平安東跡 旧二条駿跡J(1木簡研究J15) : 1993年

東寺 (教王護国寺) 旧境内 {とうじ(きょうおうごこくじ)きゅうけu、だL、] 京鶴市

近世寺院 01.6-02.3 1点 京協市埋蔵文化財研究所

。京笥l市狸文研 『東寺(教王穫国寺)旧境内J(京都市埋蔵文化財研究所発砲腐査彼鰻2帥 1-;20凹年

o吉崎伸 「束郡 東寺{教王様閣寺}旧境内J(1木繍研究J25) :2刊D凹年

E勝寺跡 [えんしょうじ]※ 京 都 市

中世寺院 74.8-74.9 2点 六勝寺研究会

。六勝寺研究会 : r延勝寺跡隣模地(勧業館情内}試楓繍査中間報告』

。京協新聞仕 : 1京郎新聞J1971年9月3日付朝刊

1974年

1974年

鳥羽離宮跡 (21次)(東融 )[とばりきゅう 〕 京都市

中世離宮 76.11-77.3 4点 京都市埋蔵文化財研究所

。京徳市埋文研 『鳥羽厳宮崎市一区画整理il!路予定地内発栂調査慨要昭和51年度』

。"包市埋文研 『噌補改編鳥羽織宮跡』

。会下和宏 r J:{ liIl 鳥羽雌宮跡J(1木簡研究.IJ15) 

1976年

1984年

目的年

鳥 羽緩宮跡 [44次) (東殿)[とばりきゅう)※ 京都市

中世離宮 76.11-77.3 4点 京都市埋蔵文化財研究所

。京部市埋文研 『鳥羽雌宮跡 回雌補助による受姻調査概要昭和53年度』

o京秘市哩文研 『憎繍改編鳥羽肉離宮跡』

島羽纏宮跡 (53次 ) [とばりきゅう )※ 京 都 市

中世離宮 79.9-79.12 1点 京 都 市1里蔵文化財研究所

。京修市埋文研 : I鳥羽舵1l"跡 文化庁国庫補助事実による多量繍調査の概要 1979~度』

。京協市坦文研 : I噌補改儲鳥羽緩宮跡』

1979年

1984年

1980年

1984年

鳥羽緩宮跡 (54次) (東融)[とばりきゅう] 京都市

中位陣宮 79.12-80.4 6点 京都市埋蔵文化財研究所

。京都市腹文研 f鳥羽雌宮跡 区画型産農道路予定地内発姻柵査概要昭事ロ54年度』

。京郎市漫文研 f噌繍改編鳥羽厳宮跡』

。網伸也 『木簡J(古代学協会 古代学研究所 『平安京提要』角川書底)

。会下和宏 f京都烏羽雛宮跡J(1木簡研究J15) 

1981字

。1984年
1994年

1993竿
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近 a

島羽荷量宮跡 (59;欠) (とばりきゅう )※ 京都市

中世離宮 80.5-80.8 1点 京都市辺誠文化財研究所

。京郷市明文窃 : 1鳥羽健宮跡発姻調査厩獲昭，"55年度』

。京..市場文研 : 1噌焔改編鳥羽雛宮跡』

鳥羽後宮跡 170次) [とばりきゅう}※ 京都市

中世離宮 81.6-81.11庶 京都市浬蔵文化財研究所

。京酌Ii四文研 : 1鳥羽隊宮跡発御調査慨製昭和56年度』

。京省O;tJ岨文研 : rBsfuS6年度京都市埋蔵文化財調査観要 {完備鋼査情)J 
。京郷市塩".. : r晴樹改編鳥羽艦宮跡』

島羽組宮跡 172次 )1>ばりきゅう} 京都市

中性能宮 81.10-81.12 1点 京 都市j里磁文化財研究所

。東郷市坦文研 : 1鳥羽雌宮跡発磁調査慨嬰附拘56年度』

。束郡市明文研 : 1昭fa56年度京"市寝磁文化財調査概要 (発焔網査篇)J
。京郎市磁 『史科京徳の陛受 2考古』平凡社

。京a眠時1明文研 『柵繍改編鳥羽尾宮跡』

。網伸也 f木簡J[古代学協会 古代学明究所 『平安京機製』角川司書信}

。上村拘直 『京1¥ 鳥羽継宮跡J(1木簡研究』ω

!981年
抑制年

1982年

1983年

1984年

1982年

1983年

: 1983年

: 1984年

: 1994年

: 1982年

鳥羽継宮跡 177次) (どぽりきゅう ]※ 京都市

中世融富 82.8-82.11 11点 京 都 市J'l!灘文也財研究所

。京餌市哩文研 : r附ロ57年度京都市岨蔵文化削調査概要』

。京餌附岨文研 : r噌補改編鳥羽魁宮跡i
1984年

1984年

11羽11宮陣 (96次 )(とばりきゅう ]※ 京都市

中世離宮 84.2 9点 京都市埋蔵文化財研究所

。京街:市明文研 : I鳥羽雌宮跡発抱調査概要昭和四年度』

。京侮市糧文I)f : r昭如58年度京都市埋蔵文化財調査復到

。京協ili湿文I)f : I噌繍改編鳥羽雌宮跡』

1985年

1985年

: 1984年

島 羽継 富陣 (立会調査) (近衛瞳突埋伏遺構土圃) (とばりきゅう J反省B市
中世瞳富 85.3 1 点 京都市埋蔵文化財研究所

。京総司噛文研 :1鳥羽継宮跡宛櫨謂査概要昭利曲年度』

。京..市酒文研 : 1昭拘帥年度烹郡市糧庫支化問調査概要』

。網伸也 木簡J(古代学脇会 古代学研究所 『平安京勉強高』角川書盾}

。機偲勝鈴木'"男 r"，侮鳥羽織宮跡J[1木簡研究Js)

年
年
信
平
年

6

8

4

6

 

同

四

四

回

鳥羽 鍵宮 陣 (124次 ) (東融)(とばりきゅう 】 京飾市

中世離宮 87.8-87.9 34点 京都市檀蔵文化財研究所

。京邸前哩文僻偏 東包:1鳥羽隠省筋錘視調査既報開制2年度』

市文化観光局発行

。京都市甥文研

。 (著者不明}

19"年

『昭利62零度京..市埋蔵文化財繍査既製J : 1991年
f生'1;の中の木簡J(京都市哩文研 京都市均衡資料館 『リーフレフト京官邸J: 1991年

。綱伸也

。鈴木久男 附開策明

。会下拘宏

No.33) 

f木簡J(古代学悔会 古代学窃究所 『平安京儀費』角川書庖}

『京協鳥羽雌宮跡J(1木簡研究J10) 

f京.. 鳥羽厳宮跡J(1木簡研究J15) 

: 19同年

: 1988年

: 1993年

島羽鍾宮跡(135-2次) (甫園地区)(とばり舎ゅう] 京都市

中世離宮 89.12-90.4 S点 京都市埋蔵文化財研究所

。);('llIlm岨文研 : 1平成元年度京都市坦磁文化財調査概要』

。網伸也 木簡J(古代紫協会 古代学研究所 『平安京働委』角川，.居〉

。綱伸也 鈴木久男 京侮 島羽肉離宮跡J(1木簡研究J13) 

島現 纏宮 跡 {広liI下水工.，:伴う立会調査) (とばりきゅう } 京都市

中世離宮 90.3-91.1 1点奈鶴市担蔵文化財研究所

。京..司"'"支研 : 1平成2年度"'..市唄磁文化制調査概要』

o綱伸也 鈴木久男 「京都 鳥羽向車宮跡J((ホ術研究J13) 

年
信
平
年

4

4

t
 

9

9

9

 

9

9

9

 

: 1994年

: 1991年
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鳥羽緩宮跡 (138次 ) (田 中 殿)[とばり舎ゅう〕 京線市

中世雄宮 92.10'92. 11 点 京都市埋蔵文化財研究所

。京脇市塩文研 : 1平成4年度"/01市埋蔵文化財調査眠要』

。会下和宏 京総鳥羽雌宮跡，[1木簡研究J15) 

鳥羽遺陣 鳥羽篠宮跡 (TB034立会)[とば とばりきゅう ] 京郎市

中世離宮 98.5 I点京都市'lj厳文化財研究所

。京都市文化市民局 『京部市内遺跡立会闘を複線平成JO年度』

。足騒徳行 『京値，.鳥羽遺跡鳥羽継宮跡，[1木簡研究J21) 

鳥羽厳宮跡 {第 145次 調 査) [とばりきゅ う]業 京都市

中世厳富 山 10-01.11 10数点 京都市埋蔵文化財研究所

。京侮市哩文研 : 1鳥羽鰍宮跡 下鳥羽遺跡J[京修市唄麗文化財研究所発線綱査復傾初01-8) 

仁和寺南院跡 {にん伝じみなみいん] 京 都 市

古代寺院 82.5-82.6 1点 京 都 市j墨蔵文化財研究所

。京臨市槻文研 : 1京都市内遺跡航路立会調査M.l!JBIi和51年度』

。綱伸也 「木簡，1古代学脳会 古代学研究所 『平安京提要』角川書信}

。lI!知県史編さん~貝会 IlI!知県史資斜編6古代lJ

。iir筒'"給 ，，.舗1• 1=拘寺剛院跡J<r '"簡'"究J5l

嗣室仁和寺 (3次)[おむ?にんなじ} 京 協 市

近世寺院 00.7-00.10 1点 京都市埋蔵文化酎研究所

。京臨時晴文研 : 1平成J2年度京脇市埋蔵文化財調奮際費』

，..々 池惣ー 南出俊fj: (京都御家仁駒"苧J [(木簡研究J23) 

伏見城陣 [.しみじ主う]※ 京 都 市

近世械館 85.iO -85. 12 14点 京都市湿蔵文化財研究所

，，./01市埋文研 : 1昭和田年度京郎市埋厳文化財閥悲観要』

伏見場跡 {金義也君遺跡・醐書官廃寺)[ふしみじよう 〕 京初市

近世被館 86.1-86.22怠 京都市埋厳文化財研究所

。京都市埋文'" : 1平安京瞬発姻寅斜選(ニ)J
。京偲rli埋文研 『昭拘60年度"/01市埋蔵文化財綱策概要』

。[Ji(山充:/j京都伏見媛跡，[1木簡研究J.) 

伏見線下町跡(旧、伏見城跡)[ふしみじょうかまち〕 京都市

近世城館 86.10-86.11 5点 京都市埋蔵文化財研究所

。京郎市場文研 : 1平安京跡発熔資料選{二)J
。京郎市哩文研 : 1"拘6J年度来郎市埋蔵文化財調査観弾』

。平岡泰 京/01 伏見峻跡，(1木簡研究19)

唖惜院蹄 (史跡大覚寺御所跡) [さがのいん〕 京鶴市

古代宮惜寺AA: 88. 7 -88. 9 25点大覚寺

。大覚争 : 1史跡大覚..御所跡発鋼調査概.Qj

。衆文研 : 1来良国立文化財研究所年録1叫叫

。旧餓峨御所大覚寺 : 1史跡大覚令御所跡発御調査報告 大沢旭北r_域復原被備事業に伴う調型軽』

。機"櫓光 京都 鎗峨院跡{史跡大覚寺御所跡)J (r木簡研究JIl) 

。網仰也 木簡J[古代学協会 古代学研究所 『平安京健要』角川寄宿)

壬生寺績向遺跡 {みぶで制打、だい〕 京 郎 市

古代解減 90.7-90.99点 元興寺文化財研究所

。同本広後 壬生命境内遺跡発姻調査の視要J1I元興守文化財研究J37) 
。陶本広縫 『乏生寺筑内遺跡幽土の留民将来札J1I元興寺文化附窃究J38) 

。北野1St.審 fヨE生寺境内温跡出土の様却資将J(1元興寺文化財研究J40) 
。陶本広鎗 『京11 壬生寺境内遺跡J[1木簡研究J13) 

。木簡学会編 『日本古代木簡集成』東京大学幽阪会

障問寺境向 {じしょうじけいだい] 京 都 市

中世寺院 93.7 -93. 12， 94.2 1 東 京都市埋1蔵文化財研究所
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返・

。J:</Il市坦文務

。百槻正悟

: r平成5年度京都市埋蔵文化財調査概要』

京都慈照寺唆内』ぽ木簡研究J17) 

大葺遺跡 (98年度調査)(おおやぶ] 京都市

近世屈曲 98.7-99.4 I点京都市洩綴文化財研究所

。束郡市唄文研 。r平成10年度京都市埋隆文化財調査観要』

。吉鱒伸 r京協 大薮遺電車J(r木簡研究J21) 

六2安置政庁陣 {るくはらせいちょう 〕 京都市

中世邸宅 99.7 -00. 3 1点 東省都市埋蔵文化財研究所

。京都市哩文研 『平成II年度来毎市埋蔵文化財調査概要』

。凶中利f伝子 京協 六訟指教庁跡J(1木簡研究J22) 

武者ヶ谷遺跡 (2次 )(むしゃがたに] 福知山市

中世多得配遭情 97.5-97.7 点 福知山市教育委員会

。福知山市教鋳 : 1福知山市文化財調査線告&:J36 

。ゑ谷峰夫 : r京lI.fit者ヶ谷遺跡J(1木簡研究J21) 

久田鍵遺跡 (<たみ〕 舞 鶴 市

近世~込書事 89. 11 -89. 12 7点 舞鶴市教育書員会

: 1996年

1995年

20凹年

1999年

2002年

2000年

¥998年

19!"年

。".市教'" : r久回実遺跡発娼調査観報及び上榛原域館発錦繍査概鍬J(舞徳市文化財閥査 1990年

:鎌倉14)

。音陶m之 京/Il 久図笑遺跡J(1木術研究J12) ・1990年

里遺陣(J次。 c区)(さ と] 樟 田 市

古代集落 90.4-90.6 I点 京都府寝蔵文化酎調査研究センター

。J:</Il"明文調査研究セ:rJ:<笥晴遺跡調査概線J4I

ンター

。阿"弘 r;J;(m 里遺跡J(r木術研究J13) 

平等院庭園 (7次) (ぴょうどういんでいえん} 字治市

中世~近代寺院庭園田 I1-97. 3 約80点宗教法人平簿院字情布教育書員会

。祭殿法人事簿院 : r史跡及び名勝平等院鹿闘保存盤側報告嘗』

。吹図面区予 京都 平等院庭園J(r木簡研究J20) 

予代川遺跡()3次) (87年度調査)(ちよかわ] 亀岡市

古代官簡集落 87.5 -88. 2 I県 京都府埋蔵文化財調釜研究センター

。京協府岨文開査研究セ:r東郷府埋蔵文化財情徹J28
ンター

。土繍鉱

。本繍学会繍

f千代川遺跡J(1木簡研究J10) 

『日本古代木簡選』岩該寄宿

長岡宮跡北辺官罰〈宮31次 )(ながおかきゅう} 向日市

古代富眼 。官簡 70.4-70.51点 京都府教育書員会

。1:(/IINtf (tlt : r坦蔵文化財建繊調査観線1971J

。向a市敏'" : r長岡京本鮪IJ
。清水みき 『京観 衆陶宮跡(北辺官f酎 J(r木簡研究J15) 

。木簡学会網目 『日本古代木簡遺J~&:.庖

墨田宮跡北辺官衝 {宮33次 )(ながおかきゅう } 向日市

古代宮慣官町 70.7-70.8 1点京都府教育書員会

。淑郎府教書 : r埋麗文化財提短調査概鰻1971J

。向岡市教祖. : r畏岡京木簡IJ
。清水みを 京/ll 侵岡宮跡(北辺官術)J (11'木簡研究J15) 

畳間宮跡東辺官衝{宮87次) (ながおかきゅう〕 向日市

古代官 陪 官筒 78.10-78.12 2点 向日市教育委且会

。向日市教書 : r長岡京木簡IJ
。向日市教'" : 1向日市埋緯文化財鱒査線告・J5

。山中寧 京都 長岡宮 3史跡J(1木簡研究J1) 
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: 1991年

1991年

2003年

1998年

¥988年

1988年

1990年

1971竿

1984年

1993年

1開。年

1971年

1984年

: 1993年

1984年

1979年

1979年



。木簡学会編 : 1日本古代木簡選』岩厳司寄宿

。神奈"也 佐藤畑編 : 1上代木簡資料集成』おうふう

長 岡宮跡東辺官衛 〈宮 125次1[ながおかきゅう 〕 向日市

古代官瞳官間 82.7. 82. 9 4点 京都府埋蔵文化財調査研究センタ-

0京銀府埋文調査研究セ:r京笥哨遣跡網査復傾Js

ンタ -

o向日市塩文センタ-. : r長岡京木簡21

向a市教委

。土繍銭 『京都長岡宮跡J(1木簡研究.lJ10) 

長田宮跡jt辺宮街 (南部1(推定大蔵1(宮 14n欠1[ながおかきゆっ }

古代宮殿官街 83.II 2点 向日市教育委員会

。向日市教安 向日市埋 『向日市埋蔵文化財調査線告書129
文センター

。向日市複文センタ : 1長岡京木簡21

向日市教委

。清水みき : r京郵長岡宮 '"跡J仰木術研究161

長岡宮跡北辺宮栢 (北部1(宮 200次1(融長遺跡 1[ながおかきゅう〕

古代宮瞳 ・官栴 87.10-87.12 <1点 向日市教育書員会

。向日市教委 『向田市埋蔵文化財調査線告書J24
。向日市圏文センタ 『長岡京木簡21

向日市教委

。秋山常三 渡辺降滑『京都昼間宮東跡J(r木簡研究J10) 

水みき

。木簡学会編

。木簡学会編

『日本古代木簡選』岩故智駐底

『岡本古代木簡集成』東京大学出版会

向日市

向日市

長田宮跡東坦官衝 ・左京二条二坊ー町 (宮 210次1[ながおかきゅう] 向日市

古代宮瞳官i冒 ・都減 88.5← 88.8 1点 向日市埋蔵文化財センター

。向日市教委 向日市埋 『向a市甥蔵文化財調査報告書125
文センター

。向日市狸文センタ ー 『長岡京木簡2j

向日市教委

。中塚良 山中奪回下 『京笥1 長掬宮 京跡J(1木簡研究J11) 

多美樹清水みき

長岡宮跡北辺官街 {南部1(推定大量1(宮301次1(ながおかきゅう 〕 向沼市

古代官民主 官情 95.5 . 95. 7 13点 向 日 市i里蔵文化財センター

。向日前埋文センター : 1向日市埋蔵文化財調査線告書J43
。鉛悶Ii?美 清水みき 京/ll長陶宮跡J(1木簡研究J18) 

長岡宮跡東辺官宿 〈維定春宮翁1(宮 329次1[ながおかきゅう 〕 向日市

古代官商 ー都城 96.8 -96. 10 467点 向日市埋蔵文化財センタ-

o向日市埋文センター : r拘岡市担蔵文化財調査線告書J62 (第2分冊)

。中島'"規 山口均 鴻 東 郷 長 岡 官 民 事J(1木簡研究』四)

水みき

o木簡学会編 : r日本古代木簡集成』東京大学出版会

長岡宮跡東辺宮栢 (推定春宮坊1(宮341次1[ながおかきゅう 〕 向日市

古代官街都城 97.2-97.3 667点 向日市湿蔵文化財セ y ター

。向自市哩文センター : 1向日市埋蔵文化財調査報告剖 62(第2分冊)

。中島情綬 清水みさ 京都長岡宮跡J(1木簡研究]21) 

長岡宮跡北辺官僚 (南部1(宮 351次 1[ながおかきゅう] 向日市

古代宮殿官簡 97.7-97.8 1点 向日市埋蔵文化財センター

。向日市教委 肉岡市哩 f向日市埋蔵文化財調査報告書141
文セム〆タ l 

o中島慣銀 山ロ均滑京都侵間宮跡J(1木簡研究』却)
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1990年

1994竿

1983年

1993年

¥988年

， 1990年

: 1993年

: 19剖年

ι 1988年

1993年

19'日年

1990牢

2003年

: 1989年

: 1993年

: 1989年

1996年

1996年

2003年
; 1998年

2003年

2003年

1999年

， 1998年

: 1998年



近.

水みき

長岡宮跡北辺宮街 (北部)(宮354次) (ながおかき 。う] 向日市

古代宮市・都櫨 97.11 2点 向日市埋蔵文化肘センター

。向日市教委 向臼市坦 『向日市埋磁文化財調査線告嘗J49
文セνタ

。中島，.線清水みき 『京船長陶宮跡J(1木簡研究J21) 

長田宮跡東辺官衝 (推定春宮坊) (宮351次)(ながおかきゅう] 向 日市

古代官街 ・4思城 98.2-98.3 】点 向日市坦蔵文化肘センター

。向日市理xセJ ター : 1岡田市埋磁文化財調査線告・』日{第2分冊)

。中島信組 清水み舎 京... ，盛岡宮跡J(1木簡研究J21l 

長岡京跡左京北一条二幼ー ・田町 (左京345次)(ながおかきょう】 向日市

古代都揖 94.5-94. 9 1点 向日市埋蔵文化財センター

。向日市哩文セノタ 『向岡市埋蔵文化財綱査徹告書J62 (第l分冊)

。梅本康広。中島情観 f京'" 長岡京跡(L)J<r木簡研究Jl7)

t公鱒俊郎 閣下多美術

清水みき

長岡京臨友東北ー粂三坊ニ町 {左京435次)【ながおかきょう] 向臼市

古代都揖 99.9φ00.;"¥ 2512点 向日市埋蔵文化財センター

。向日市漫文センター : 1向日市哩蔵文化財調査線告嘗J55
。梅本康広 園下多美術京都 長岡京高高(l)J<r木簡研究J23) 

中島1"貌 滑水みき : 

長岡京跡左京一条二幼二 三町 (旧東辺官衛) (宮214次)(ながおかきょう〕

古代都減 88. 7 1点 向日市湿蔵文化財センター

。向岡市教審 向日市哩:1向岡市埋蔵文化財調査線告書J29
xセンタ ' 

。向日市埋文センター : 1長岡京本舗2J
向白市教委

。中塚良山中軍闘下 f京船長岡宮京跡J11木簡窃究JIL) 

多美樹清水みき I 

1999年

19同年

2沼田年

1999年

2003年
i凹S年

2002年
20例年

向日市

1990年

1993年

: 1989年

長岡京跡左京一条二幼+三町 (1日左京商一条二翁十三町)(左京1201次) (ながおかきょう]※ 向日市

古代都城 72. 12 1点 {採集)

。向岡市教委 : r提岡京木簡IJ ll9剖年

長岡京臨左京ー条三翁ニ・三・六・七町(左京421次)(ながおかきょう〕

古代都媛 98. 11 -99. 5 2点 向日市湿議文化財センター

。向岡市埋文センター 。『向日市哩経文化財調査線告・』臼 (Ml分価}

。山口均 中島情級位京釦畏岡烹跡J'1木簡研究J22) 
崎俊館清水みき

向目前

年

館

宇

田

帥
回

目

墨田京跡左京一条三坊四町 (左京285次)【伝がおかきょう) 向 日市

古代都塘 92.3 15点 向日市埋蔵文化財センター

。I何日市教委 向目前岨:1向日市埋蔵文化財調査報告書136
文センター i 
01公崎俊郎清水みさ 京船 長岡京跡(l)J (r木簡研究J14) 

1993年

1992年

長岡京跡左京ー条三坊八町 (左京北辺三坊)(左京50A次)(ながおかきょう]※ 京都市

古代銀波 80.4-80.8 1点京都市湿蔵文化財研究所

。"'..市埋文研 : 1京都B市住川右隊涜蟻下水道管燦布留工事に伴う多量錨 立会調査111"昭如54-.¥981年
;55年度』

o J:l:1都市埋文研 : IA岡京左京幽土木簡J1 ，京鶴市埋蔵文化財調査線告16) :1997年

畏岡京跡左京 条三幼八 九町{左京条三幼六+一町)(左京203次)(ながおかきょう]

古代都減 88.8 • 89. 2 3755点 京都市埋蔵文化財研究所

。プ、勝等学僻究会 : 1大破遺跡姥倒調査細管』

京都市

1973年

ー116-



京都府

o京'"市坦文研

。京郎市狸文研

。百瀬正恒

o木簡学会編

: r昭和63年度京郎市埋磁文化財調査規要』

: r長岡烹左京出土木簡J1 (京鶴市埋蔵文化財研究所筒笈椴告16)

京飢長岡京跡 (3)J (r木簡研究.1112) 

: r日本古代木簡集成』東京大学尚阪会

1993年
1997年

1990"" 
四回年

長聞東師左京一条四幼二町(左京一条四筑田町.) (左京250次) (ながおかきょう 〕

古代都城 90.6" 90.8 1点 京都市湿蔵文化財研究所

0，"釦市埋文研 『平成2年度京忽市寝緩文化財調査概要』

。京S都市埋文研 『長岡京左京出土木簡11 (京都市埋蔵文化財研究所調査報告16)

。鈴木腐司 吉崎伸 『京総長聞東跡(1)J (r木術研究J13) 

京都市

年

年

年

4

7

1

 

刊

抑

的

長聞東跡左京ニ条ニ坊五 六町 (左京381次) (ながおかきょう ] 向日市

古代都娘 96.7-96.11 1点 向田市埋蔵文化財センター

o r匂目前埋文センター : r向日市埋蔵文化財調査鰍告書』日(2帥4年刊行予定)

o向田市喫文センタ : r都城19
。中島信製図下多美術烹都 長岡京跡J(1木簡研究J19) 

清水みき : 

年

年

年

捌

醐

附

畳 間烹跡左京二条ニ幼五六十ー +二町二条条間南小路東坊大時空差点{左京3田次)

{ながおかきょう 〕 向日市
古代都機 中世集溶 93.2-93.3 2点 向日前湿蔵文化財センター

。向日市漫文センタ- : I向日市埋蔵文化財調査線告書153
o山中章必崎俊郎 tk: r東部長岡京跡 O}J (r木簡研究J15) 

山浩三 園下多美樹清

'"みき

2001年

l帥3年

長岡京跡左京二条二坊 六 町 (旧左京二条二坊八町) (左京39次 )(ながおかきょう 〕 向日市

古代都地 79.11 -79.12 点 向日市教育委員会

。向日市教委 : r長岡京木簡IJ : 1岨 4年

。長岡京跡研究所 向日:I長岡京跡発倒調査僻究所調査報告書長岡京跡東土'"商遺跡修理式遺跡J : 2帥3年
市寝文センタ j 
。山中It 京哲郎 長岡京跡J <1木簡研究J2) :1980年

長岡京師左京二条ニ幼八町(1目左京商一条二坊六町) (左京14次 )(ながおかきょう ]※ 向日市

古代都械 71.11 -78. 2 15点 向日市教育書員会・長岡京跡発砲調査研究所

。向岡市教委 : r長岡京本舗lJ : ¥984年
。長陶京跡研究所 向日:r長関烹跡発姻調査研究所調査報告書畏陶京跡 東土川西遺跡修程式遺跡J ;2回 3年

市漫文セ〆ター I 

長岡京跡左京二条二坊九町(1日友豪雨一条二坊+一町) (左 京130次) (ながおかきょっ 〕

古代都城 85.6-85.8 8転 向日市教育委員会

。向日市教委 向日市埋:r向宮市極蔵文化財調査線告書J27
文センター

。向岡市埋文センター : r長岡京木簡21

向日市教委

向日市

1989年

1993隼

。清水みさ

。木簡学会編

。木簡学会編

f東部長岡京跡(1)j (r木簡研究j8) 

『日本古代木簡選』岩波書庖

『日本古代木簡集成』東京大学出版会

: 1986年

: 1990年

2003~ 

長岡京跡左京二条ニ幼九 +町(1日左京二条二坊+町) (左京287次) (ながおかきょう ]

古代都描 92.5 -92.6 11点 向日市狸厳文化財センター

。向日市埋文センタ- : r向日市埋蔵文化財鋼査線告lI.n56 

。山'1''' 絵崎俊郎 tk: r京働長岡烹都(1)J (r木簡研究J15) 

山浩三 個下多美樹滑 1

水みさ

向目前

: 2003年

:1凹3年

長聞東跡左京二条二坊+町{左京328次 ) (ながおかきょヲ ] 向a市

古(.t都減 94.4. 94. 7 2転 向日市埋蔵文化財センター

。向岡市埋文センター : 1向日市埋蔵文化財調査報告書』日

。梅本日経広 中島'"続 束郡長岡京跡(l)J (W木簡研究J¥7) 

2003年

1995年

117 



近 . 

.，崎俊飢回下多安術

情水みき

長岡京陣左京二条二翁+ニ町 三条二坊九町 二条大路 (左猿298次)(伝がおかきょ う} 向日市

古代都械 92.10-92. 12 16点 向日市湿蔵文化財センター

。向日市場文センター : r向日市埋康文化財爾査線告書』日

。山中窓 生公崎俊郎 tk: r.#tII 長陶"跡(1)J <f木簡研究J15) 
山橋三 岡下多集制滑j

2001年
19叫年

水みき : 

長岡京師左察二条ニ幼十三町 二条三坊田町 (旧二条条聞大路 東ニ幼大路交霊点) {左京290次)

[伝がおかきょう〕 向日市
古代都城 92.6 2点 向日市哩蔵文化財センター

。肉自前漫文センター 『肉日市埋蔵文化財調査線告書J38
1向田市教醤 : 

。山中指 怯崎俊郎 f*: r~船 長問京跡(IlJ <f木簡研究J15) 

.11省三 回下多美樹精 i

1994年

: 1993年

水みき : 

長岡京跡左Jl<二条二幼+三町・三条二紡十六町!lB左京三条二翁+五町)(左京162次}

古代都減 86.10-86.126点 向日市教脊委員会

。向日市場文センター 『肉自市埋蔵文化財調査線告書J27
向田市敏'll

。向日市糧xセμ ター 『長同"木簡2J
向目前敏'll

。滑ホみ. 岡下多美術。京S郡 長岡京跡 O)J<r木簡研究19)

'"辺岡山中.，..，鱗俊:

郎 ;

{ながおかきょう} 向日市

長聞東陣左京二条二紛+三町 ・三条ニ翁+六町 {二条大路 東ニ坊大時空差点){左京296，欠)

古代都揖 92.10守 92.12 I点 向 日市湿厳文化財センター
[ながおかきょう} 向日市

。向日市坦文センター : r向日市痩属医文化財調査報告書J53
。梅本康広幽下多鍵榊京忽昼間京跡(1)J (f木簡研究J23) 
中島信組 清水みき : 

長岡京跡左京二条二幼十田町 (二条条聞大路 東ニ幼大路宜差点)!I日左京二条二坊十六町)

(左京218"<)(ながおかきょう〕 向日市
古代都城 89.4 -89. 6 4点 向 日市埋蔵文化財センター

1989年

1993年

1987年

2001年
2001年

。向日前纏文センター : r昼間京木簡2J : I時 3年
向日市教書 。

。向日市場文センター : r向日市埋蔵文化財調査.i!i.J45 : 1凹 7年

向田市教義

。闘下多美術.tkUJ浩三 京1Il 畏陶"跡 U)J <r木繍研究J12) : 1990~ 
山中忠清水みさ

畏聞東跡左Jl<二条二翁十四 ・十五町・二条条聞大路 {旧左京二条二幼+六町 南一条大路)

{左京259次)(ながおかきょフ} 向日市
古代錦織 91. 1 2点 向日市埋蔵文化財センター

。向日市糧支セ〆ター : r向日市埋蔵文化財調査線告書J33 :1992年
向日市教鐘 ; 

。I何回市糧xセンター r長岡京木簡2J : I凹3年
向田市敏'll

。関下多美樹.t火山檎三 京縮 長関東跡(2)J <r木簡研究J(3) : 1帥 1年

f青木みき

長岡京跡左京ニ粂ニ坊+五町 三幼ニ1iT{左京473次){ながおかきょう] 向日市

古代都城 02.6 -02. 12 10点 向日市j量殺文化財センター

。向日市縄文センター 『節織J15 :2003年

。向日市圏文センター f向日市埋蔵文化財調査領i!i1U65 (20例年刊行干定:2004年

ー{18-



。個下多英樹佐蔵直子京都袋岡京跡) '1木簡研究J25) 

長岡京跡左京二条ニ幼+豆町 三幼二・ 三町 {ニ条条聞大路。東二幼大路主筆点}

(1日南一条大路 東二翁大路交差点) (左京254次 )(ながおかきょう〕
古代錦織 90.10・91.1 1点 向日市浬蔵文化財センター

。向n市坦文セ J タ- . : 1ft陶京木簡'1
向日市敏"
o向R市坦文セ J タ ; I向岡市埋級文化財調査線告書145
肉岡市教書

。闘下多英樹秩山櫓三 f';'釦 長岡京跡 (2)J (r木簡研究J(3) 

1青木み舎

長岡京跡左京二条ニ幼十六町・三幼一町 (旧左京商ー粂三幼三町) (左京89次)

古代都拙 82.5-82.6 35点 向日市教育書員会

。向岡市教書 『向伺市甥属文化財調査報告書J13 

01何日市岨文センター 『長岡京木簡'J
向日市教書

。f育水みさ

。木簡学会鏑

東省郡 長陶京跡([)J <(木簡研究15)

: I臼本古代木簡集成』東京大学出版会

{ながおかきょう]

長岡京跡左京三条=幼+六町 (1日左京商一条二坊+田町) (左京倒49次)(ながおかきょう}

古代初級 8'1.9 I保 向日市教育委員会

。向日市狸文センター I長岡京木簡'1
肉目前敏委

。1術水みき rJ;(;1 . !l岡京跡(J)J <f木簡研究17)

向日市

向日市

京II!府

2003年

¥993ft'. 

1997年

1991年

1984年
1993年

1983年
。2003年

向日市

1993年

1985年

長岡京跡左京二条ニ坊九ー+六町(1日左京商 条二幼+田町)(左Jl!166次)(ながおかきょう] 向日市

古代;lII織 86.12-87.1 点 向日市教育委員会

。向岡市敏司書 I旬岡市狙 『向岡市埋蔵文化財樹査報告帯1. ;m%年

文センター

。向日市哩文センター 『長陶京木簡U lm年

向田市教"
。j育水みき 園下多JI!附 f，;，郁長湖東跡 (1)J (rホ筒研究J9) :1987年

..辺情山中a..，崎俊

'" 
長聞東跡左京二条三坊ニ町{旧左京商 条三幼田町) (左京112次)(ながおかきょう]

古代郡城 84.5-84. 7 204転 向日市教育委員会

。向日市敬司陸 向a市岨 『向日市埋超文化財調査線告書121
文センター

。向目前埋文センタ _ .:I長岡京木簡'1
向日市教司書

。滑水みき f';' /ll 長岡京高存(J)J <f木簡研究17)

長岡京臨左京三条三幼二 三町 (1日左京商 条三幼田町・ニ条三幼 町)(左京159次)

[伝がおかき.う}
古代錦織 86.9-86.11 2点 向日市教育委員会

。向冒市埋文セ y ター 『向岡市埋蔵文化財調査報告書121
肉日市教魯

。向日市埋:0:センター 1"陶烹木簡21
向岡市敬司書

。清水みき 幽下多発樹 『京都 畏岡京跡(I)J <r木簡研究)9)

撹辺間山中a..，崎俊

郎

長聞東跡左京二条三坊六 七町 {左京341次)(ながおかきょう〕 向日市

古代都機 94.5-94.12 4点 向日市埋蔵文化酎センター

。向岡市糧文セ rター : 1向日市趨蔵文化財調査報告書J45
向田市教""
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向日市

1989年

1993年

: 1985年

向岡市

1989牢

1993年

: 1987年

1997年



近 a陸

。侮ヌド機広 ....1曾規 「京11 長岡京跡(J)Jcr木簡研究J!7) : 1995年

鈴崎俊郎 国下多美術

清水みき

墨田東陣左京二条三坊+ヱ +田町・三条三翁九町 (旧左京二条三幼十一町)(左京267次)
[ながおかきょう] 京都市

古代都媛 91.6-91.122点 京都府埋蔵文化財調査研究センター

。京舗府寝文調査研究セ:r京餌府遺跡調査続線J5L 1992年

ンター

。右足政信 『双a郡 長関東隣 (2)J <r木簡研究J14) 1992年

昼間Jl!陣左京二条三翁+四 +玉 +六町 {左京爾ー条三幼+三町) (左京139次〉
〔ながおかきょう ] 京鶴市

古代都嫁 85.9-86.3 1点 京都市狸蔵文化財研究所

。京11市糧文研 ro[UT60年度京都市埋蔵文化財閥変慨要J : 1開8年

。京都市埋文研 : r長岡京左京幽土木簡J1 O:UZ市酒蔵文化財研究所調査線告16) :1997字
。上村和直 京榔 畏陶京跡 (2)J <r木簡研究J8) :1986年

長岡京陣左京二条三翁+五 十六町 (左京363次 )1ながおかきょう] 京都市

古代都擁 95.4-96.3 9点 京都府狸厳文化財調査研究センター

。東部府埋文調査研究セ 『長岡京跡左京二粂三 回坊東土川遺跡J(京11府週跡調lc:tI'I!i'l;Z8)

ンター

。岩伝保 『京郎 9昼間J;{跡(J)J (r木簡研究J18) 

長岡京跡左京ニ粂四幼ニ 三町(左京399次) 1ながおか舎主う〕 京郡市

古代都城 97.4・97.10 2在 京都府湿蔵文化財開査研究センタ

。京協府埋文調査僻究セ 『長関東跡左京ニ条三 四物東土川遺跡J(京榔府遭跡問責線告1&28)
ンター

。野島現k. "大舗 『京a部 長岡京跡在京二条個物三町J(1木簡研究J20) 

長岡京陣左京二条回翁大・七町 {左京334次 )1ながおかきょう}

古代錦織 94.8-95. 2 1 点京都府埋蔵文化財センター

京都市

。#.lZtf埋文調査研究セ:r長岡京跡左京二条三 回吻東土川遺跡J(J;{II府遺跡調査報告28)
ンター

。J世間食笑 小池寛 土 f京11 畏岡京跡(2)J <r木簡研究J17) 

繍.. 

長聞東跡左京三条二翁一 二町(左京425次 )1ながおかきょう 〕 向日市

古代都措 99.4 255点 向日市湿蔵文化財セ ンター

。I旬岡市温文センター : r郎総J12 
。向日市埋文センター : r肉岡市埋蔵文化財調査報告WJ73 (2回6年刊行予定}

。梅本康広園下多美樹京館長岡京跡(!)J <r木簡研究J23) 
中島信組清水みさ

長岡京跡左京三条二幼一ーハ町 {旧左京二条ニ幼三・六町)(左京8018次)【ながおかきょう}

古代都線 80.10-80. 12 313点 向臼布教育委員会

。向日市埋文センター : r長陶買巨木簡2j

向田市教委 j 
。山中章

。i荷水みさ

。木簡学会編

。木簡学会編

『京船長岡京跡J(1木簡研究J3) 

f京郎長岡京跡J(1木簡研究J4) 

r.本古代木備選』岩厳司寄宿

『日本古代木簡集成』東京大学凶阪会

20ω年

1996年

2000年

1998年

2000年

1995年

2000年

2006iJo 
2001年

向 日市

: 1993年

1981年
: 1982年

: 1990年
:2003年

畏聞東跡左京三条ニ幼ニ・三・六 七 町 (旧二条大路 東ニ翁第一小路・東二扮坊間，)、路宜差点}

(左京120次 ) 1ながおかきょう } 向日市
古代都擁 84.11 -85. 3 23点 向日市教育祭員会

。向日市敏委 : r向岡市埋厳文化財調査報告書J18 
0向日市埋文セノター : r長岡京木簡2J

向日市教委 1 

0清水みき 京都長岡京跡(1)J([r木簡研究j8)
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1986年
同時年

1986年



京郵府

。木簡学会舗 : 1岡本古代木繍..J世波書.. 199。年

墨田京跡左京三条二坊六町 {左京356次)(ながおかきょう ] 向日市

古代都城 95.1-95.720点 向日市埋蔵文化財センタ ー

。!ロ1日市埋文センタ ー 『郎被J7 :1996字

。rl.J11市檀文セ J ター 『郎被18 十 1997年

。向日市明文センター 『肉目前湿磁文化財調査銀管省』制 (2004年 刊 行 予 定 :2004年

。凶下多美術清水みき波留長岡京跡 (2)j <(木術研究J18) : 1996年

。清水みさ ll!:lJI . ..陶'"跡{第一八今} 釈文の訂正と 追加J<1木簡研究J21) : 1999年

長岡京師左京三条ニ幼七 八町 {左京429次)(ながおかきょ う]

古代都機 99. 5 -99. 6 176点 向日市埋蔵文化財センター

。向日市埋文センター : fl;.1日市場麗文化財調査報告書J50

向田市教委

o l[j日均。中励11貌 怯 『京都銀岡京跡J<r木簡研究J22) 

崎俊郎清水みさ

。木簡学会編 : 1岡本古代木簡集成』東京大雪排出版会

向日市

畏聞東跡左京三条二幼七。九 +町 {旧左京二条二幼+ 十二町) (左京<63;欠}

古代都城 86.12-87.1 7点 向日市教育委員会

。向岡市糧文センター : 1向田市岨蔵文化財調査領i!;aJ27 

向臼市教勢 i 
。向口市埋文セ〆ター : 1録向京木簡2)
向日市教委 : 

01耐水みさ 関下多美樹: r東部 長陶京跡(1)J <f木簡研究19)
蹟迎陣 IlJφ軍必附俊:

'" 

{ながおかきょう】

2000年

20004'-

2003"F 

向日市

1989年

1993年

: 1987年

墨田東跡左京三条二坊八町 {旧左京 二 条二翁六町) <左 京13次) (伝がおかきょう 〕※ 向日市

古代都城 77.6 -71.7 21St-!. 向日布教育委員会

。向自市教，; : 1向岡市哩巌文化財調褒報告書J• 
01旬岡市教委 : 1長岡京木簡IJ
。高値英久二 r，昼間京・.，足京第十三次繍査幽土の木簡J{j詩文僻 1""回木簡研究集会..録J)
。今泉峰雄 長岡Z訳出土木簡補足線告J<奈文研 『第3白木簡研究集会記録J)
。木簡学会編 : 1岡本古代木簡選』岩波書唐

長岡京跡左京三条ニ幼八町 (旧左京二条二幼六町) <左京22次)(ながおかきょう ] 向日m
古代都城 78. 11・79.1. 79.2 -79.3 110点 向日市教育委且会

1978年

1984年

: 1979年
: 1979年

1990年

。長岡京跡発姻調査研究:1提関東跡発制調査研究所調査報告省長岡京跡焦土川西遺跡 修理式遺跡J : 2叫 3年

所 向n市埋文センタ

。向岡市歓餐 『長岡京木簡IJ :_年

。山中f! 京郎長陶省東跡J<1木簡研究J1) :1979年

。水繍学会領 『岡本古代木簡選』岩波書后 : 1990年

。神命事也 佐蔵僧編 : 1上代木簡資科集成』おうふう : 1994年

。木簡学会繍 : 1日本古代木簡集成』東京大学凶阪会 : 20回年

長岡京跡左京三条二幼八町 (悶左京二条ニ幼六町) (左 京8566次)(ながおかきょう]

古代都城 85.11 383点 向日市教育委員会

。向B市漫文センタ 『提閣'"木簡21
向岡市教書

。術水みさ 閣下多美樹 『京都 民間京跡(I)J<(木簡研究19)
渡辺情 山中f!. t公崎俊

郎

。ホ簡学会編

。木簡学会編

:1回調ド省代木簡選』岩き案書館

:r岡本古代木簡集成』東京大学出版会

昼間Jl!跡左京三条二幼八町(旧左京二条二銭六町) (左 京208次)(伝がおかきょう]

古 代都滅的 I-89， 2 7点 向日市漫蔵文化財センタ ー

。向日市教委 向日市埋 『向岡市岨蔵文化財調査線告書J28

121叩

向悶市

向日市

1993年

1987年

: 1990年

: 2003年

1990竿



近信

女センター

。向日市埋文センター 『畏岡京本簡21

向日市教委

。中原良 山中耳健 闘下 束郡 長陶倉東跡J(1木簡研究J1 J) 

多美樹清水みさ : 

長聞東跡左京三条二坊八町 u日左京二条ニ坊六町) (左京89137次) (ながおかきょう ]

古代都地 90. 1 1転 向日市埋蔵文化財センター

。向日市埋文センタ ー : 1長岡京木簡2J
向日市教.，;

。園下多美術 秋山積三・ 『京都長岡京跡(1)Jぽ木簡研究J12) 

山中寧清水みさ

長岡京陣左京三条二坊八 九町 (旧左京二条二幼六町) (左京51次 )【ながおかき ょう]※

古代都蛾 80.5-80. 7 174点 向日市教育委員会

。向日市教委 『向臼市狸蔵文化財縛変緩告書J7 

。長関東跡発徳間査研究 『隻岡京跡発楓調査研究所調査線告書長陶京跡 東士川西遺跡修理式遺跡』

所向日市圏文セ J タ

。向日市教委 『長岡京木簡Ij

。木簡学会編 『日本古代木簡選』岩波書底

。神道捧卓也 佐厳信網 『よ代木簡資料集成』おうふう

長聞東跡左京三条二幼+ .+一町(左京358次) (ながおかき ょう〕 向日市

古代都揖 95卜 95.2 135点 向日市埋蔵文化財センター

。向田市酒文センター r都機J7

。向a市埋文センタ : ，向日市観磁文化財閥道徳告書J64 (20(14年刊行予定}

。梅本自慢広 中島信貌 f京忽 長陶J:<跡(J)J (fI'木簡研究J17) 

訟瞬俊郎国下多美樹

清水みき

。木簡学会縦 『日本合代木簡集成』東京大学出版会

長岡京跡左京三条ニ幼十三 十 田 町 三坊三 田町(左京433次) (伝がおかきょ う〕

古代都機 99.8-00. 2 2点 向日市埋蔵文化財センター

。向日市埋文センター : rlll織Jl2 

o向日市埋文センタ r"旬岡市埋蔵文化財調査報告書J73 (四回竿刊行予定}

o山口均 中島情貌松京都長岡京跡J<I木簡研究』目)

崎俊郎滑水みさ : 

1993年

1989年

向日市

1993年

1990年

向日市

¥981 ~宇

田師会F

年

年

年

剖
M
抑

制

9

9

9

 

年

年

年

%
叫
ば
拘

9

0

9

 

1

2

1

 

2003年

向日市

羽田年

2006年

2000年

長聞東跡左京三条ニ幼十四・十五町 三幼二 三町 (旧友京二条三幼田町・三条三坊ー町)

{左京第196次 )(ながおかきょフ] 向日市
古代鋭機 88.5-88.8 1点 向日市埋線文化財センタ ー

o向岡市教曇 向日市湿:r肉岡市温蔵文化財調査線告寄J34 :1992年
文センター

。向日市埋文センタ ー 『長岡京木簡2)

肉岡市敏.，;

o~塚良山中寧園下 : ，京都長岡宮 東跡J(1木簡研究JlL) 

多美術。 j育水みき

1993年

1989年

長岡京跡左京三条ニ坊十六町 {旧左京二条ニ坊+四町) (左京7708次) (ながおかき ょう〕※ 向日市

古代都捕 77.7-77.8 2点 向日市教育委員会

。向日市教委 『向日市埋蔵文化財凋査報告書14 :1978年

。肉日市教委 『長岡京木簡IJ :Im年

長岡京跡左京三条二坊+六町。三翁 町(旧二条大路 東二坊大路空差点) (左京29n欠)

{ながおかきょう] 向日市
古代都城、中世集落 92.7 -92. 9 2点 向日市埋蔵文化財センター

。向R市埋文センター : r向日市埋蔵文化財調査報告書)53
。山中章むと崎俊郎 秩 京都長岡京跡(L)j (Q'木繍研究J15) 

山浩三 闘下多美術 iR:
水みき

122 

2001年
1993年



長岡京跡左京三条二翁十六町 ・三幼 町 {左京301-312次) [ながおかきょう〕

古代都城 93.4-93.7-8 2+35点 向日市i里巌文化財センタ

。肉岡市埋文センター : I都城J6 

。I勾岡市狸文セ〆ター : I向日前哩厳文化財調査線告魯J69 (2005年刊行予定)

。怯崎俊郎闘下多美術 「京協 長岡京跡(1)j (r木簡研究J16) 

i耐水みき

墨田家跡左京三条三紘一町 (左京428次)[ながおかきょう} 向日市

古代都機 99.5-99.6 1点 向日市湿蔵文化財センター

。向自市埋文センター : 1"犠J12 

。向日市嵯文セ〆夕- : I向日市担磁文化財調査報告書J75 (2同 6年刊行予定}

。山口均 中島..規 m; r京...Ji岡京跡J[1木簡研究J22) 

崎俊郎滑水みき : 

。木簡学会編 : la本古代木簡集成』東京大学出版会

長聞東跡左京三条三幼田町 (旧左京三条三翁二町) [左京221次) [ながおかきょう]

古代都措 89.6 -89. 8 1点、 向日市狸蔵文化財センター

。向日市埋文セ J 夕_.:I畏岡京木簡2J

向日布教'"
。向日市糧文センタ_.:I向日市糧蔵文化財調査線i!f.J41 

h】自市教委

。闘下多美樹 "山浩三 f京船 長岡京跡 (I)j(r木簡研究J12) 

山中$<. I潟水みさ

畏聞東跡左京三条三幼 四幼 [83附 SDN) [ながおかきょうl※ 京都市

古代邸拙 83.11-84.2 1市 東初市埋蔵文化財研究所

。翼民邸前康文研 : 1昭利58年度京郡市漫厳文化財調査既製』

京.. 府

向日市

1994年

: 2005年
;1凹押

写

年

年

叩

M
W

叩

0

0

0

 

2

2

2

 
2003年

向日市

1993年

1997年

1990年

: 1985年

畳間京跡左京三条三幼田町 四条ニ幼+三 +田町三4均一町・五条ニ坊九 +六町

[18三条条間小路四条第小路・四条条間小路四条第二小路東二坊第二小路) [左京242"，)
{ながおかきょう〕 向日市

古代郷揖 90.6-91.3 1点 1賞者都府埋臓文化財調査研究センター

。'''1府哩文調菟研究セ:I京..府遺跡調査複線J47 :1992年

ンター ; 

。右足政情 京息 長岡京跡 (2)J (r木簡研究J14) :1992年

畳間虫食跡左京三条三坊二 三・四・六・七IDT(1日左京三条三紘一・二・八町 二粂三幼四・五町)

(左京 151次)[ながおかきょう]
古代都措 86.4-86.8 1点 京都府埋蔵文化財調査研究センター

。京fll府坦文調査研究セ;I策担1府遺跡周査fJ.OiJ22 

J タ

。向日市哩文センター 。『長岡京木簡2j

向岡市ft'"
。辻本拘貧 『京邸 提岡京跡(2)J (r木簡研究19)

畳岡京跡左京三条三幼八町 (左京387次)[伝がおかきょう] 向日市

古代都娘 96.4-96.79点 向a市埋蔵文化財センター

。I何回市湿文セ〆ター : I都機19
。I勾臼市密文センター : I向日市岨蔵文化財閥査担告書J65 (2帥唱年刊行予定)

o中島情観閣下多美樹京総畏陶J:(跡J[1木簡研究J19) 

清水み倉 : 

長岡京臨左京四条 幼+・+ ・+五町 (18左京四条一翁十・十 。十四・十五町)

{左京353次)(中福知;a陣)[1"，がおかきょう寸
古代郵嫁 94. 11 -95.2. 95. <1 -95.5 2点 京都府哩厳に文化財調査研究センタ-

0京航府糧文調査研究セ:I京都府遺跡調宏際線』凹

ンター

。隊問責英 小池寛 土 rJ:(..畏陶烹跡 (2)J (r木簡研究J17) 

繊献
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向日市

1987年

1993年

: 1987年

1998年

20例年

l帥7年

向日市

l'明年

:1995年



返.

長田君主跡左京四条一坊+五 十 六 町 ニ幼一 二町{旧左京三条一坊+三町 三条三幼田町)

(左京257次)[ながおかきょう 〕
古代抗滅 90.10-91.3 I点 向日市埋蔵文化財センタ ー

。向日市糧文セノター : r向日市観磁文化財調査報告書157
。向日前哩文でンター-• : I愛岡京木繍21

向日市教審 : 

。園下多美樹 '*山潟三 f策郎 長岡京跡 (2)J (r木簡研究J13) 

滑水みさ 。

向日市

2002年

:1凹 3年

1991年

長岡京跡左京四条ニ坊ニ 七町 {旧左京三条二翁田町他) [左京2次)

古代都城 74.7-74.913東 烹都府教育委員会

。京都府教;; : 1埋蔵文化財売磁調査概線1975.8 : 1975年
。向日市教委 『長岡京木簡lJ : 1984年
。木簡学会編 『四本古代木簡選』岩渡奮庖 : L990lF 

。沖袋卓也 佐藤信編 『上代木簡資科集成』おうふう : 1994竿

{ながおかきょう〕※ 向日市

畏岡京跡左京四条ニ幼六 七町 (旧左京四条二坊八町) [左京171次)

古代都城 87.4-87.52点 向日市教育委員会

。向日市埋文センタ - .:1向日市埋超文化財調査報告書127 

向日市教委

。向日市哩文セノタ ー : r長聞東木簡21
向岡市教委 : 

01火山浩三 官室辺樽 構京第長岡倉東跡J<1木簡研究JIO} 

水みさ

(ながおかき ょう〕 向日市

1989年

:1993!f-

1988年

長岡京跡左京四条二坊七町 (旧左京三条二坊玉町)(左京119次)(中福知遺跡)(ながおかきょう】

古代省軍機 84.10-84.11 1点 京都府埋蔵文化財調査研究センター

。京毎府寝文センター : r京領府遺跡調査続報J15 

0'司日市温文セ〆タ : 1畏陶京木簡21
向日布教委

向日市

1985年

1993年

。山口降 f京都長向京跡 (2)J (O'木簡研究17l 1985年

長岡京跡左京四条二坊七町 四条条間小路 (左京310次)(ながおかきょう 〕

古代都地 93.9-93.10 1点 向目前湿蔵文化財センター

。向日市埋文センター : 1向日市寝蔵文化財調査線告書157 

。総崎俊郎箇下多美術京都 民岡京跡(I)J(r木簡研究J¥6) 

清水みき : 

肉日市

年

年
ω

川
内

羽
山
口

長 岡京 跡左 京四条ニ坊+.+ 町 (1日左京四条ニ坊九町) (左京71次)(中福知遺跡)

古代都措 81.2-81.4 2 .~ま 向日市教育委員会

。向宮市教香 : r向日市埋蔵文化財調査線告書18
0向日 市埋文センター : r畏岡烹木簡2j

問日市教委 : 

(ながおかきょう〕 向日市

， 1982年

: 1993年

。滑水みき I烹偲 長聞東跡J<I木簡研究J4l : 1982年

長岡京跡左京四条ニ坊十 町(1日左京四条二幼九町) (左京27次 ) (中福知遺跡)

古代都滅

。向日市教委

。向日市教委

。山中章

79.5 -19. 7 1点 向日市教育委員会

『長岡烹木簡il
f"句岡市埋蔵文化財調査報告書l6

『京都畏岡京跡J(1木簡研究121 

[ながおかき ょう] 向日市

1984年

1980年

1980年

長岡京跡左京五条二翁八町(旧左京四条二坊六町) (左京106次) [ながおかきょう ]

古代都峻 83.12-84.3 1点 向日市教育委員会

。向日市教委 : I向白市埋蔵文化財調査線告書Jr7 

。向隠市海文センター 『長岡京木簡21

向日市教委

向田市

: 1985年

: 19同年

。禍水みき r"，郡長岡宮京跡3仰木簡研究16) 19例年

124 



長岡京跡左京五条二幼八 九町 〈友東289次)rながおかきょう】 向日市

古代榔娘、中世集落 92.5 • 92. 7 1点 向日市謹厳文化財センター

。向日市埋文センター 『向日市埋紙文化財調査線告書J38
向日市教得

。山中，..'"・e俊郎 ，*: r京部 長同烹跡(()J (r木簡研究J(5) 

山地三 岡下多美 術情

水みさ . 

墨田烹跡左京五粂二幼丸町([目左京四条ニ坊+ー町)(友魚170;")rながおかきょう}

古代都捕 87.2-87.33点 向日市教育委員会

。向日市敏~ : r向日市坦厳文化財調査.5.J24 

0 向日市唖文センター 『長岡京木簡2J
向岡市教委

。清水みき 幽下多焚術。 r東部長聞東跡(I)J <r木術研究19)
渡辺問 山中車!怯崎俊

郎

京書写府

1994年

白 1993年

向日市

: 1988年
1993年

1987食事

長岡京師左京玉粂二翁+六町・三幼ー町([日左京四条二坊+田町 三幼三町)r左京140次)

[ながおかきょう} 京都市
古代都城 85.II -86.3 2点 京都市埋蔵文化財研究所

0#11¥耐岨文研 : r長関東左京幽土木簡J1 (京都市埋蔵文化財研究所調査tai!r 16) 

。京脇市岨文研 : r昭拘60年度束事市埋旗文化財調査儀要』

。神謙必也 佐磁ro縦 : r上代木簡資料集成』おうふう

。吉舗仰 r#侮 長聞東跡 (3)J (rオド繍研究Js)

年
信
平
年
年

目
別
田
制
師

9

9

9

9

 

古代郵披

長聞東跡左京五条ニ幼+大町ー三幼ー町 {左京四条二翁+田町・三幼三町) (左京164次)
{ながおかきょう] 京侮市

。厳罰市哩文研

。京邸内F漫文研

。鈴木広岡

。木簡学会縦

86.12-87.4 5点 京都市埋蔵文化酎研究所

: r長陶京左京出土木簡J1 (京11¥市坦磁文化財窃究所調査1Ui16)

: r昭拘61年度東館市埋麗文化財調査院寮』

京働条岡京跡 (3)J 仰木簡研究19)
: r日本古代木簡選』岩波書后

長岡京陣左京五条三幼一 八町 (左京四条三幼三。大町)(左京93次)(ながおかきょっ〕

古代僻械 82.10-83.4 01点 京都市埋蔵文化財研究所

。京都市糧文研 : r附和57年度 買使節市哩蔵文化財調査概要』

。京都市樋文研 : r長岡京左京凶土木簡J1 (京侮市糧蔵文化財研究所調査銀貸16)

。提訴繁ー 束郡長聞東鱗 (4)J <r木簡研究J5) 

長岡京跡左京五条三坊九 +六町・因坊ー町 {左京四条三幼+ ー+田町 田翁三町)

{左京76次)rながおかきょう〕
古代都減 81. 7 -81. 12 2.~ 京都市狸蔵文化財研究所

。京箇市埋文(J1 : r昭拘56年度#11¥市鹿蔵文化財調査概要{提姻調査篤)J
。鈴木久男 r#邸 長岡京跡J(r木簡研究J.) 

墨田>l!跡左京五条四翁二町 〈左京四条三幼田町) (88年JlNo.12鼠錨)rながおかきょう}

古代総披 88. 10 I車 京都市埋蔵文化財研究所

。#111市岨文(J1 : r長岡京左京幽土木簡J1 (東省B市埋磁文化財研究所鱒直線i!r(6) 

。京11¥術文化観光局 : r長側京跡 大磁遺跡発掘調査阪線昭拘同年度』

。吉崎仰 京都長岡京跡Jrr木簡研究J1¥) 

長岡京跡左京大条 翁十二町 七条一翁九町 (旧左京六条一幼+町) (左京269次)
{ながおかきょう〕

古代綿織 91.4-91.7 3点長岡京市埋蔵 文化財センター

。長岡京市岨文センター :r長岡京市埋緩文化財セrタ一年報平成3年度』

。治鱒厳 山本....京侮!長岡京跡 (3)J <r木簡(J1究J14) 

1997年

1989年
1987年
: 1990年

京都市

年

年

年

5

7

3

 

8

9

8
 

9

9

9

 

京都市

19回毎

1982年

京錦市

年
信
平
年

7

9

9

 

9

8

8

 

9

9

9

 

長岡京市

1993~ 

199吃年

長岡京跡左京六条ニ幼二町 {旧左京五条ニ幼田町) (左京212次)rながおかきょう} 畏岡京市

古代都城 89.3-89. 5 1点長岡京市埋厳文化財セyター

。長凋京市酒文センター :r長岡京市煙磁文化財セ〆タ一年報昭和63年度J :19刊年

。張関東市史編さん安臥 『長陶京市史資料編u :1%ロ年
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近.

会

o山本賜雄 白川成明 f京船長関東跡 (3)J (r木簡研究J13) :¥991'F 

中島皆夫 木村泰琢

畏聞東跡左京大条二坊三町{左京326次) [ながおか舎ょう] 長岡京市

古代都擁 94.3-94.4 I県長岡京市i軍蔵文化財セ ンター

。，昼間京市埋文センター :r長岡京市痩磁文化財セJ ター年繰平成5年度J : 1同 5年

。原秀樹 京，. 長岡京跡 (3)Jぽ木簡研究JI1) :1995年

墨田東跡左京六条三幼田町〈左京六条三坊二町) (左京288次)[ながおかきょう } 京都市

古代都娘 92.4・93.3 1点京都市埋蔵文化財研究所

。京都市埋文研 『長岡京左京幽土木簡JI (京第市哩蔵文化財研究所開主観告16) : 1997年

。'"郎市哩文研 『水量遺跡長岡京左京六 七条三扮1(京協市糧麓文化財研究所調査銀各17) :1998年

。長宗繁 r"，偲 e長聞東跡(2)J (r木簡研究J16) : 1994年

長聞東跡左京七条 幼 六 町 ([日左京七条 坊八町) (左京245次)(ながおかきょう ]

古代都城 90.6 I点長岡京市狸蔵文 化財センタ ー

。長岡京市漫文セ ンターー 『長陶京市理篇文化財セ ンター修練平成2年度』

。長岡京市史観さんil>JI:r長岡京市史資料編21

会:
。山本錫鎌 白川成明 r"，僚長岡京跡(3)J (r木簡僻究J13) 

中島皆矢木村泰彦

。神道議卓也 佐面否情編 : r上代木簡資終集成』お うふ う

。木簡学会編 : r日本古代木簡集成』東京大学lij販会

長岡京市

¥992年

1992年

: 1991年

:r凹4年

:2003年

長田京跡左京七条幼九・ + ・十五・+ 六町(旧左京大条幼十 ・+田町) (左Ji!204次)

{ながおかきょう) 畏岡京市
古代都 措 88.9-89. 4 I点 昼間京市埋蔵文化財センター

。長岡京市埋文センター :r長関東市埋蔵文化財センタ一年組昭和63年度J : 1990年

。長岡京市史編さ ん養員:r畏闘京市食費将編IJ :1991年

会

会

。畏岡京市史編さ ん餐貝 :11昼間京市受腎純絹2J 1992年

。山本陣織 白川内俊明 『東省5':1'を岡京跡 (3)J <r木簡研究J13) 

中島皆矢 木村泰彦

1991年

長岡京跡左京七条三幼三町(左京七条三幼 ・ニ町) (左京251次)(ながおかきょう 〕 京都市

古代都塘 90.7-91.3 4点京都市埋蔵文化財研究所

。"'，.市哩文研 『長陶京左京出土木簡1I [京節前湿厳文化財調査線告16)

。"'，.期哩文研 『水嚢遺跡長岡京左京六 七条三坊1(京都市坦厳文化財研究所開途級告17)

。鈴木康司宮崎伸 f京都畏岡京跡 (1)J(r木簡研究J13) 

。沖議卓也 佐展事情編 『上代木簡資料集成』おうふう

長 聞 東 陣 右京二条二翁+三町三坊田町 ー三条ニ幼+六町三翁町

([日右璽二条二翁+四 十 五 町) (右京285・310・335次)(ながおかきょう]
古代都瞳近世近代包含層 87.11 -88.3， 88.7-89.3、 89.3-89.8
京都府埋蔵文化財調査研究センター

。京都府埋文調査研究セ r"，偲府遺跡調査概報J<5

ンター

。長伺京市史編さん委員 『艮聞東市史資料編21
会

年
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平
年
年

間
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9
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長岡京市
7点

1991年

1992年

o jヒ繍.. 京，. 長岡京跡(2)J (r木簡研究J12) : 19明年

長岡京陣右京三条二幼九町([日右京二条二輪+一町)(右京386次)(今里遍蹄)(ながおかきょ う}

古代都減 92.1-92.4 6点長岡京市埋蔵文化財センター

。長陶京市埋文センター 『長岡京市纏蔵文化財セ y ター年領平成3年度』

。岩崎被 山本..IS 京，.長岡京跡 (3)J (r木衛研究J¥4) 

長岡京市

:1同 3年

: 1992年

畏岡京跡右京 三条二幼+六町 (右京723次)(ながおかきょ う]※ 長岡京市

古代都減 01.11-01.12 1点長岡京市埋蔵文化財センター

-[26-



。長岡京市埋文センタ-， r長岡京市場雌文化財センタ一年敏 平成13年度』

長岡京跡右京三条三幼三 田町 (lB右京三条三翁田町) (右京488'欠)(ながおかきょう 〕

古代都峻 95.1-95.3 2点長岡京市埋縄文化財センター

。安岡京市坦文セνタ 『長岡京市頃蔵文化財センタ司自竿線平成6年度』

。..秀術 I束郡 長岡京跡 (3)J <r木簡明究JI7)

畏岡京跡右京四条二坊+町 (旧右東三条ニ翁+二町) (右京 168次)(ながおかきょヲ〕

古代都機 84.7 -84. 8 3点 長岡京市埋蔵文化財センター

。長岡京市哩文センター :1長岡京市圏磁文化財センター年領昭和59年度』

。長聞東市'"繍さん委員:1長岡京市史資斜緬2J
会

f京1:1. .J裏側京跡 (3)J <r木簡研究J7)。木村泰彦

長岡京跡右京四条二幼+六町 (旧右京三条二翁+田町) (省東239次)

古代都機 86.8 -86.9 2点 長岡京市埋蔵文化財センター

。長岡京市埋文セ〆夕- :r長岡京市湿蔵文化財セrター年線昭和51年度』

。長岡京市史摘さん委員:r長陶京市史資料編2J

[ながおかきょう ]

会

。岩崎厳 『京都 長関東跡(4)J <r木簡研究j9)

長聞東跡右京六条ニ坊五町 (右京410次)(ながおかきょう} 長岡京市

古代都捕 92.8-92.104点 長岡京市埋蔵文化財センター

。喪岡京市教復 : r長岡京市文化財調査線告書JJl

。小図備r* 京僚長岡京跡 (2)J <r木簡研究JIS) 

長岡京師右京六条ニ幼玉。六町 {右京688次)[ながおかきょう〕 畏岡京市

古代都峻 00.12-01.3 72点 畏岡京市埋蔵文化財センター

。畏岡京市塩文セ J ター:r長岡京市糧蔵文化財センタ一年総平成L2年度』

。中島皆失 古 尾谷知的京都 長岡京跡 (2)J <r木簡研究J23) 

京."府

; 2(l03年

長岡京市

199喝年

1995年

長岡京市

1985年
1992年

: 1985年

畏岡京市

1987年
1992年

1987年

: 1993年
:1993年

2002'" 
20例年

長岡京師右京大条ニ幼五・十二町(1日右京大条二翁五 六 ・+一 +ヱ町) (右京565次)
[ながおかきょう〕 長岡京市

古代都城 97.1-97.5 2点長岡京市埋蔵文化財センタ

。長岡京市縄文センター 『長岡京市唄磁文化財センター年報平成9年度J : 1四9隼

o木材泰彦 f京都 長陶京跡右京六条ニ吻大町J(1木簡研究J20) : 1998年

墨田家跡右京七条二幼二宮T(旧右京六条二幼田町) (右京102次)(ながおかきょう]

古代都城 82.6-82. 7 2点 長 岡 京 市 漫 蔵文化財センター

。長陶京市教書 : 1長岡京市埋蔵文化財調査線告書JI 

。長関東市酒文センター:r長陶京市埋直文化財センター年敏昭如57年度』

。長岡京市史編さん司書貝:1長岡京市史資料編2J
会

『東部 長関東跡 (2)J <r木簡研究15)。砦鱒被

長聞東跡右京七条ニ幼七町 (右京713次)(ながおかきょ う) 長岡京市

古代都機 01.8-01.9 5点 長岡京市極磁文化財センター

。長岡京市埋文センター f長岡京市頃磁文化財センタ一年鍬平成13年度』

。岩崎Ilt r R.". 長岡京鯵J[1木簡研究J24) 

f昼間京跡右京八条一坊+ー +田町 (旧右京八条坊九 +六町)(右京94次)(ながおかきょう]

古代都捕 82." -82. 5 1点長岡京市教育委員会

。長陶京市4安委 『長陶京市埋蔵文化財調査線1~f'l1J 11 

。長岡京市坦文センター 。『長岡京市埋蔵文化財センター年鰻昭和57竿皮』

。長鴎京市史編さん<<>1>'1長岡京市史資料編2J
会

f京総 長岡京跡 (3)J <r木簡研究15)。岩備隊

中海遭遇陣 (中海道2)次)(なかかも、どう ] 向 日市

中世集終 92.6-92.7 LI誌 向日市埋蔵文化財センター
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近.

。向目前埋文センター l'白，"市圏蔵文化財調査細管嘗160
。E火山陽三清水みさ ''''邸中梅遺遺跡J，r木簡研究J15) 

成亥遺障 {左京435次 )(いぬい]※ 向日市

中世集落 99.9-00.33点 向日市湿蔵文化財センター

。向日市哩文セ J ター : r向日市埋蔵文化財調査9・，.. ・J55

今里遺陣 〈右京105次) (，、まざと] 畏岡京市

中世集落 82.7-83. 1 I点 京 都 府 埋蔵文化財センター

。烹智明週文セ ンター : r族観胸漫磁文化財情報J7

。京官B府趨文セ〆タ : r策伺l市i虚跡調査概観19
0長岡京市史編さん司'11:r長岡京市史資料編'J
A 
京

。山口開 『京都 今里遺跡J，r木簡研究』η

更ノ 町遺 跡 (右車285.310 . 335次 )(ふ付のまち] 長岡京市

2003年

1993年

2002年

1983年

19剖年

目991年

1985年

古代都娘、近世近代包吉届 87.11 -88. 3. 88.7' 89.3、89.3.89.8 7点
京都府埋蔵文化財調査研究センター

。"'111府哩文調査研究セ 。『ヌ'111府遺跡調室既裾J45 : 1回 t年

ンター ; 

。畏陶京市史編さん委員:r長関東市史資特編U :-年
会

。土繍厳

。木簡学会編

''''錆1. j是岡京跡 (2)J (r木簡研究J12) 

『日本古代木簡集成』東京大学出版会

掛端 寺械 蹄 (右京207次 ) (しよ うりゅうじじよう]※ 長岡京市

中世械郭 85.9'85.10 1点 畏岡京市J'I!緩文化財センター

。長岡京市教義 : r長調京市文化財調査制限告書』げ

勝 師寺 城跡 (勝純寺滅公園聾備に伴う調査)(しょフり ゅうじじよう ]

中世捕邪 88.5-89. 3 I点 長岡京市法磁文化財センター

o!展開奇京市場文センタ 『長岡京市埋蔵文化財調査鰻告書16
。岩崎厳 f京脇勝制寺織跡J<r木簡研究J15) 

今里車縁古墳 (右京352次 ) (いまざと〈るまづか二ふん} 長岡京市

古代都城 90.5-90.8 1点 長岡京市温疎文化財センター

長岡京市

: 1990年

:2003年

1991年

1991年
19唱隼

。長岡京術教魯 『長!湖京市文化財調査線告書J21 : 1帥 l年

。山本鱒繊 白川成明 「京都畏岡京跡 (3)J (U'木簡窃究J13) : 1991年
中島皆夫。木材泰彦 i 

今里城跡 {いまざとじよう〕 畏岡京市

<t世娘師 90.7-90.8 1点 畳間京市湿蔵文化財センター

。長陶京市哩文センター:r今E息地区古文書関査報告書解..篇J，長陶京市文化財調査報告書23) ;1990年

。長岡京市岨文センター :r長岡京市温巌文化財センター竿線平成2年度J : 19幻年

。長岡京市史編さん委員:r畏聞東市史資料編IJ : 1991年

会 :

。原秀樹 京自郡 今里城跡J'1木簡研究J¥3) 

木湯川河際遺跡 {きづがわかしよう] 八幡市

中世集落 87.3 1点 京都野尻醐友の会による表面録集

。福本欄京釦 木樟川河床遺跡J<r木簡研究J14) 

奥戸宮ノ前遺跡 (3次 )(二うどみやのまえ〕 京関辺市

中世集落 98.8 -98.10 2車 京 都 府j量破文化財調査研究センター

。東郷府温文関査研究セ:r"'lII"iI"調査概報JS1

ンター i 
01き弁鑑 京総 興戸富ノ前遺跡 (r木簡研究J21) 

百々遺跡 {推定第三次山城国府蹄)(どど〕 乙劃IIl1I大山崎町
古代国府跡古道跡 84.6 I点大山崎町敏脊書員会

ー128-

1991年

1992年

同四年

: 1999年



『大山崎町の際法1と文化』。大山崎町教委

0'本亨 f策都百々遺跡J<I木簡研究17) 

佐山遺跡 13次 82地区)[さやま〕 乙訓郡久岬山町

中世集稼居 館条旦 01.4-01.813点京都府埋蔵文化財調査研究センター

。双忽符埋文調査研究セ 『京協府埋厳文化財情鰻J82
ンター

。竹原彦 rJ:{ ;郡 佐山遺跡J(1木俗研究J24) 

恭仁宮跡 {西面大路東制i.)1くにきゅう] 相楽郡加茂町

古代官世 。官術 96.6-97.3 7点 京都府教育委員会

。烹偲府教委 『糧蔵文化財発娘調査概観1997J

。京都府教委 『恭{二宮跡亮短調査線告 日』

o鍋悶勇 和悶悲 f京飾帯仁"跡 J 11木簡研究J19) 

矢谷遺跡 [やだに〕 夫回都夜久野町

中性 。性格不詳 73. 4 2l~ 表面採集

。衣川栄夜久野町級生出土の中世遺物J(1烹節考古J24) 

0京都府立丹後郷土資料:r経嫁丹後とその周辺』

館

。衣J"栄 一 f京都 矢谷遺跡J([木簡研究J10) 

末寝跡群 {すえかまあとくん〕 天国郡夜久野町

近世帯跡的 7. 89.8 I.<!?:夜久野町教育書員会

。橋本俊介 京侃末窯跡鮮J(1木簡研究J19) 

河守軍陣(3次) [こフもり) 加佐郡大江町

古代条里直情 97.11-9B.3 I点 大江町教育吾貝会

。大江町教書 『河守北遺跡 戸1守遺跡J1大江町文化財調査緩告書5)

。鈴本学問 f京都河守遺跡J(1木簡研究J21) 

定山遺跡 12次 ) 1じようやま】 与謝郡岩滝町

中世集落 79.10 -79. 11 点 岩滝町教育委員会

o岩滝町教委 : 1定山遺跡第2次発掘調査報告書J1岩滝町文化財調査線告書.)

。縫安三郎 大縄真純 京銀定山遺跡J(r木簡研究J6) 

遺所遺跡 191年度調査)1えんじよ 〕 竹野郎弥栄町

古代製鉄遺跡 91.4-92.3 2白 京都府湿歳文化財調査研究センター

。烹偲府埋文調査研究セ 『辺健所遺跡J1京1M'遺跡綱査報告書21)

ンター

。士繍憾

。土幡宮民

『京都遺所遺跡J(1木簡研究J14) 

『途所i量跡(京都鰐}出土木簡 (補選)J (O'木簡研究J15) 
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1984年

1985年

2001年

2002年

1997年

2000字

1997年

1976字

1977年

1988年

:1997年

1998年

1999年

1980年

印刷年

1997年

1992年

1993年
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