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CAO NEWS 

昭和50年度埋蔵文化財関係報告書一覧

情報活動と埋蔵文化財センター

例勾どおり、型厳文化M関係醐査報告轡一覧(附fll50匂 4月 10 -51句o3J!310刊仔〉をお

とどりする.乙の一覧は偲道府県教育聾員会の鎚供された告"にもとづいて作成したもので. 

."凶J切に感謝する.凡例，.省附 したので. r埋磁文化財ニ a ス』第 i・4号を露関されたい.

釘疋および収録もれは後日鎚織 したく 、御遁111をお待ちする固なお 同年度の他の埋蔵文化財

関係刊行物ー覧は、追"て鈎峨する予定である。

埋磁文化財センタ は.lIt立当初の情!!.lでは、組磁文化財に閲する併繍賢料の収集態甥鋭供

を重盛ほひとつの健'"として備える ζ とにはっていた.しかし司情緒出係の部門は鰻僧上ぷ設

訟であり .ζ の分野にお付る活動ほ容易ではほかラたが t;..'タ一発足後.い〈つかの仕駅を

予がηている. r樫厳文化財ニ品ース』の刊行隠その 毘であるし、担厳文化財田係鑓盗縄告

轡等の収集も 凶係各位の御悩刀を柑て 飢渇tζ必多している。附剥149・田両年度の狸雌文化

財聞係"111報告嘗一覧iζよると.年間 700-800怖の報告をSが刊行されている.当センタ

にほほぼその 3分の 2が街せられている。朱良国立文化財研究所の従来かりの所厳分もあわ

ぜると. <1 0 0 0附近〈に還しているが.しかし.ζれほ過去に刊行された鰻告容の学散桜E

Kすさはいだろう.ζ つい勺た倒告轡0'/の不Eをおきrf.よい、あるいは 収集したものの集曙活

用のために、昨年度から司そのマイクロフ 4ルム化を醐給している.符米，.マイクロ フ4ルム

による情報鎚供 D-I~艇にしたいと身えている 。

埋厳文化財関係の情報は‘縦告白や維鉱iζとどまらはい。すでに、民間会社の織彰した航空

写爽フィルムや文化庁1Ct!A1:tlされた遺跡カード妨も保管し.その盤穫をお乙は勺ている.ζ の

ように.塑磁文化財関係の情報は多碕多線、央大rsJ貨にのぼり‘その利m高は広〈全閣におよ

ぶであろう.JJUF.収集盤理しつつある傾告を?をほじめとする情報資斜i手、外3艇の研究者κb.

JJ!起にしたがって府'Jmしていただいているが.ほお!J!lえではセンターの臼的とした情報鎚供の

形態かりは"ど泣い。そのため.センタ の情鮒悦似体制の後初と同時κ S訴しい情縄陶器傾

を刷用した倹黛括fflyステムの研究を聞給した.昨年度か句、遺跡遺物tζ閲する周径の出査を

醐給したのも.その制備の GIでめる.

今年度，; 情報部門の機婿のI!t立は'"17なかったが.関係事1震の予算が 箇認められ.本物

的伝的傾の収~，駐車鍵供体制の織X!.への第-!Þがふみ ul ぜるようにな勺た.乙の険金に当セン

タ のm側前動tζついての乙れまでの御俊助に感謝するとともK、あらたのて仰正後と御機迎

のほどをお嗣いする次第であ る.



報 告曾名

北 海道

途失第2チ+γ跡渇跡調査報告書

北海道縦置自動車道{苫小牧市箱箇~千織市平和)埋蔵文
化財包蔵地群発槻調査報告書

札幌市文報E
札幌市文報X

札幌市文報泡

札観市文報湿

江別市埋文級 II IB~平 }II河岸41跡

江男聞喫文報・ 小島の沢;ft跡発鋸調査報告書

江別市型文報W 高砂追跡

笑々貝塚

苫小牧市勇払「蝦夷池畑J箔移住隊士の麗」発短調査報告書

樽菌良線

岩見沢冷水海跡

雄日町文報 2r幾図」

瀬棚南HliIl:跡
共栄B遺跡

天埴川!ロ渇跡

石狩 ・八鋸町混跡ワッカオイ地点緊急発掘調貧報告書

，、マナス野轟跡醐査糧費報

あび勺

松前町J即日退跡発銘調査報告鰐

闘陽丸第次調査報告

もうぺ勺と"'7 オホーツタ海沿岸

札苅

釧路市三機補遺跡発鋸報告

北見郷土侍物館紀斐第6)長北見市中ノ Q4I跡発鋸掴査略報

小野幌遺跡の発鰯調資 略報

遺跡名輔代履矧)

遺矢(とおや〉第 2チ+ν跡{中近世ーチ .ν跡)

平和〈へいわ)1 >1跡(尚一宮)

5238・5239;Jt:跡(縄→邑}

5153;1l跡(縄 ・続 縄 基 )

5256' 5257・5253iA跡{縄 ・近一築港)

N309>1跡{縄一集蕗)

旧豊平川(とよひらがわ)河岸;!I跡{縄 ・腕縄-!li)

小島の沢〈乙じまのさわ〉遭跡{縄宮)

高砂(たかさζ)渇跡(岨 集落)

発々(ぴび)員潔(縄~貝忽)

蝦夷地開拓移住隊土の革{近ー溢}

楠箇〈うえはえ〉良縁{縄ー且縁)

冷水〈ひやみず)，fi跡(蝿ー包)

幾田(いくた)靖跡{続縄集高)

南)11(み江みかわ〉遺跡{続畑一!M，)
共栄(きょうえい)B ;ft跡(統一J~務}

王梅川口(てしおかわく'ち〉却を跡(僚 袋詰喜)

若生{わ勺かおい)C41跡(続縄一議)

ハマナス野沼跡(縄-'J!認)

安平(あびら)A遺跡(鎚・続縄基)

阪口(はらぐち)41跡{縄包}

開閣丸〈かいようまる)渇跡{明一包}

若狭(わかさ)埠跡{縄ー也)

札苅(きっかり)境跡(鎚一議)

三拷補(みつうり)泡跡{縄続純一策港)

中ノ品(ほかのしま)遺跡(閥抗凋一策蕗}

5242遺跡(縄ー包)

2 

発行機関 発行年月

道数量 50.6 

泊敏幸 51.3 

札観市教霊 50.7 

札線市教聾 51.3 

札幌市教書 50.7 

札幌市教書 50.8 

江別市教書 51.3 

E別市教吾 51.3 
E別市教聾 51.3 

子魚市教書 51.3 

苫小牧市教書 51.3 

苫小牧市教書 ・市宵少年センタ 51.3 

岩見沢市教書 51.3 

羅臼町教書 5 1.10 
瀬棚町教聾 51.3 

減税町教聾 51.3 

天泡町教書 51.3 

石狩町教聾 51. 3 

南型炉 "'町教書 51.3 
早来町教委 51.3 

鉛前町教餐 51.3 

江義町教書 51.3 

紋別市教委・紋別郷土研究会 51. 3 

北渇辺倒妬~G:全館 51.3 

釧路市郷土得物館 51.3 

北鬼市立北見郷土得物館 51.3 

北海道先史考古学研究会 50.11 



埋厳文化財包緩地ー覧表〈付術定文化財〉

発沢川1m滋の;o跡II
辺教委

干高髭市教委

苫小牧東密工業地帯縄厳文化財分布翻査線告曾 柏陳(かしわばら)1遺跡ほか(尚 ・腕尚〉 苫小牧市教委

紗門町埋厳文化財製;':t分布醐査報告書 俳内町教壷

棟地町!!Il磁文化財紫草分布制登録古.1'! 保治的教聾

-1勝埋厳文化財分布嗣査報告 l 幕~IJær教書 ・ +勝続犠史研究会

l1l!i島町考古学研究報告 I 鹿追町教畳 ・鹿追町考古学研究会

お鍋舞 ウサクマイ，fj跡{敏 治11;) 峰山間

青 森 県
l悦文繍第回集 E処石市牡丹'"荷;o跡 ・段構石温跡発鋸調査
報告書P
娘文繍郊宮?綾 子歳;o跡発偏掴焚報告許

県文報第28mむつ小川駅開発予定地域内埋厳文化財世銅
掬前級銀

県文縄沼田m五戸開Jljlノ沢凶磁場跡 ・古街道長級禽跡発
掘調至宝線告窃

県文線第30!民 自山立泡跡 ・襲の神泡跡発縦調査報告書

県文傾'll31m 泉山場跡発銅調査健也管

赤御;t;o跡発儲調査鰻要報也管事

井沢，fj跡

小闘野沢 F凶代執届 B;o跡発燭調査線古嘗

岩手県
胆沢城跡 昭初日年度発御調詑複報

総位;o跡第 1次発掘出直続報

山L.倣禽跡発俗調査報告書

泥図M隆寺跡第3次発編曲調査111報

保戸沢，fjl多発!IiJ調査報告笹

比爪館第 4iX・第 5iX発筏醐策伺告書

角線古t貨調査報告書

大台野塊跡

牡{丹j慌平平市{ぼたんたいみ江み)温跡 ・法櫛石{あせいし〉遇跡 県教餐
- ~義務}

平織(ちとせ);o跡{蝿ー包) 県 教餐

弥(栄縄半ー包仏、)やさか品、)12M4I;o跡 ・新納血{しんなや)l1)靖跡 県教亜

中ノ日沢が西ね張){なかのさわにしはりl民，fj栴跡ーー包古)街道良組(ふるかい 県教釜
どう ，fj跡{制 ・4持・5ドー
白山金{はくさんどう)・聾の神(軒司鴻吟}靖跡{縄・陸一集落・包}県 教 壷

最山{いずみやま )遺跡{縄一包・配石靖情 } 娘 敏幸

iJt.街全 (あかみとう);ø~{縄ー坦} 八戸市教蚕

弁沢{いざわ}泡跡{欄 ・弥 包 ・1民1.¥) ミド置町敏蚕

下凶代納屋〈しもた しろなや)遺跡{縄皐ー集落〉 宵綴県立郷土館

胆沢城〈いさわじよう)跡〈平初ー峨) 水沢市教吾

阪位(とのく らい)轟跡(中 ・近ー塚) 大船渡市教聾

山屋敷(や主やしき )，fj跡{奈ー拠} 久悠ifi教委

泥凶(どろた )騰寺跡〈平一守〉 一関市数量

保戸沢{ほときわ )靖跡{.平(9C末)-j長官審} 安代町教壷

比爪(ひづめ }館{平<T-伝比爪館} 集故調I敏幸胆

角塚{つのづか)古繍{省(5 C末)ー古横} 胆沢町教委

大台野{おおだいの)清跡【先ー住居-跡 ?) 治悶町教聾

一一 3

51. 1 
51.3 
51.3 
51.3 
51.3 
50.5 
51.3 
50.10 

51.3 

51.3 
51.3 

5 1. 3 

51.3 
5 1. 3 
51.3 
51.3 
51.3 

51.3 
50.10 
51.3 
50.8 
51.3 
51.3 
51.3 
50.5 



宮 櫨 県
鳥文句第42袋 宮媛県文化財完備綱査略報。磁醐年度〉

県文線第43集貞山掘運河

県文報 第叫集砂山横穴君事繍査報告轡

縁沢横穴古績群現地位明会資料

密沼iI!跡現地岨明会資料

仙台市文報第 9!経 宗悌寺備穴併発錨鋼査報告書

仙台市文報第10集安久東遺跡発嗣調査複線

気仙泌;fj文報嫁沢横穴古Jtlrl
角岡市文報第 l集架瀬補遺跡

小牛飼町文繍 山前遺跡

山前遺跡 現地説明会買料

多目減関連遺跡発錨調査報告轡第2冊銚生娘跡E
桃生城跡推定地発繍捌査!l<地鋭明会資料E
仙台市文綴 第11築 史跡越見嫁古IMl焼聾備予備調査領

側

4制リ史跡多田駿跡付寺跡保存百理計画

史跡沼津良稼保存管理針~策定事業鰻告書

史跡山間信穴勝保存管理計画書

史跡1，王閲遺跡保存管理計副首隆

史跡長級貝嫁保存管鹿野副轡

史跡酉ノ浜民稼保存管理計画策定本来線告容

秋田県

県文報第36!集成沢遺跡発御調査報告瞥

且山姻 (ていざんぼり〉運用(近ー逮向)

砂山〈すはやま)繍て古繍鮮(奈 省績}

j:;!沢(っかさわ)償穴省t責務(奈 ・平一縦穴〉

~\数壷 51.3 

!!I 教書 51.3 

県教委 51.3 

県教聾 ・気仙沼市教聾 ・気仙沼市 50.7 

留計日(とめぬま)遺跡〈古 包) 県教聾 ・古川市教畳 ・国鉄仙台忠湾総線工事局 5 0.9 

宗槻寺(そつぜんじ)倹穴古Jtlrl(古 ・奈ー横穴) 仙台市教書 5 1. 3 

11久東 (""んさ・うひがし〉遺跡〈街~平 ・ゆー集第) 仙台市教聾 51.3 

嫁沢(っかさわ}繍穴古境磁(策 ・半 繍穴〉 気仙沼市教委 51.3 

E足掛捕〈や"せつら)iI!鯵〈縄 ・4与一集鷲}

山前(やままえ)iI!跡 〈縄~古~ゅー築港)

山刑遺跡〈縄~古~ゆー集務〉

桃生(ものお)減跡〈奈一城〉

銚生総跡〈奈一線〕

遺品嫁(とおみづか〉古Jtl(古-，'，Jtl) 

多担滅(たがじょっ)跡付寺跡〈ぷー国〉

沼津〈ぬまづ〉且嫁(縄員稼〉

山畑〈やまはた〉繍穴rI(古 ・1'-・平一樋穴〉

山王阻【さA泊うがζ吋遺跡(縄包〉

S主総("がね〉民館長(網 目縁)

西ノ長(1ζしのはま)且塚(縄且嫁〉

成沢〈はりさわ)遺跡 (!i{t 船

角関市教餐 51.3 
小牛岡町教聾 51. 3 

小牛凶町教'Ii 50.9 

宮減県多回線跡調査研究所 51.3 

河北町河北地区教軍 ・多E城跡調査研究所 50.8 

仙台市教聾 51. 3 

多回線市教書

石巻市教委

三本木町教醤

一迫町数葺

涌谷町級委

松，I)IJ教委

県教書

5 1. 3 

5 1. 3 

51. 3 

5 1. 3 

51.3 

51.3 

県文線 第37集 能代山本地区広犠II!辺住設に伴う発銅縄 八疎厳(はらもりさか〉遺跡(縄自~-t民総) ・ 南山ノ上〈みtJ，';らや 県教書

51.3 

51.3 
ま笠報告!l 去の うえ〉遺跡・サνトリ台遺跡〈古代 築港)

県文鰻第38集新記k幽空港周辺遭跡発磁調査健告轡 鹿野戸〈かのと〉遺跡 ・石坂上〈いしぎかかみ)i担制縄中一拠採〉 県 教吾 5 J. 3 

51.3 
県教壷 ・払凶網跡調査事穆所 51.3 

県文報第担集下雌級遭跡発錫調査報告書

県文報 2制的経 払開憎跡昭梅田年度発備調査栂要

下麟彼(しもふじね〉遺跡(古代 集落〉

払悶緬〈ほ勺たのさく〉跡(古代ー栴跡}

一-4 一一

県教書



昭利回年度歓図減跡発御拙査報告書秋凶娘跡

小阿地下塊遺跡板上遺跡発錨掴査報告轡

郷土飽窯跡

米ケ森遺跡発抱調査既報

細魁遺跡緊急発楓綴級

族館遺跡発鍋調査報告書

払悶岬跡第4-7次発錨翻l't現地岨明会買料

鹿角市文化財調査資料 第6号大湯環状列石周辺遺跡分
布調査慨報

山形 県

県埋文報第6)集昭和48・49年度山形県農休事業関係遺
跡調査報告書

県埋 文報 第8m 1)岬遺跡発御調査報告書

堂の前遺跡

山形市熊ノ前遺跡

上ノ山市牧野遺跡

史跡減給慨跡

大立病穴 第 次劃査復縁

岡山遺跡第5次発鋸調金繰線 庄内考古学第12号

余白町党天嫁古跡発絡調査報告匝内考古学第 12号

山形県尾花沢盆地大石図地区遺跡分布田査報告複要

福島 県
県文報第日集東北新幹線関係遺跡発掘調食略報E

県文報第制策関和久通跡N 史跡指定調査続報

秋闘機(あきたじょっ〉跡(古代一様)

下堤〈しもつつみ)・坂上(さかのつえ)遺跡(縄 集議)

郷土館〈とうしだて)事足跡〈古代ー窯)

米ケ議(よねがもり〉遺跡(先 ・間集落〉

細越(栂そζ え)遺跡(古代ー然記作〉

浜館(はまだて〉遺跡〈中ー館跡)

払関栂跡(古代櫛跡〉

大湯(お知的環状ダ'1石(縄後 E環状タ石〉

ニu1.闘〈にいだ〉遺跡l孟か(制ほかー集滋)

小林(ζばやし)遺跡(剣一築港〉

堂の前(どうのまえ) (半 ・鎌 築務)

熊ノ前いまのべ〉遺跡〈縄ー集落)

牧野(まきの)遺跡(縄一集落)

減給〈きのわ)栂跡〈平宮)

大立(おおだち)洞穴;j!跡(縄ー洞穴)

岡山〈おかやま)遺飾(縄築様)

党王t家(ばんてんづか)遺跡(中世基〉

秋田市教聾 51.3 

秋田市教書 51. 3 

繊手市教書 51.3 

協利町教聾 5 1. 3 

比内町教聾 5 1. 3 

西園町教委 50.11 

払悶柵跡調査事務所 5 O. 8 

腹角市教委 51.3 

県教聾 51.3 

県教書 51.3 

県教書 51.3 

山形市教壷 50.5 

上山市教吾 50.12 

酒関市教壷 5 1. 3 

山形県立樽物館 5 1. 3 

庄内考古学研究会 5 o. 7 

正内考古学研究会 5 O. 7 

山形大学教育学部歴史学研究会 5 0.5 

徳定〔とくさ町 B遺跡(古~平集琢〉・鴨神〈はるかみ〉遺跡 県 教吾 51.3 
(制~平一集落〉柿内戸(かさうとヲ遺跡〈奈・平一集;01 機
沢(うめざわ)館跡(幸一郎)・皆屋敷(み"やしき)遺跡〈縄 ・平
一集落)・矢ノ戸(やのと)遺跡〈奈ー集落)

関手口久〈せきわく)遺跡(奈 ・平宮〉 県教書 51.3 

治良南;j!跡発掘調査傾告嘗 治里南(じりみはみ)遺跡(純一石組遺傷) 喜多方市教書

新地町教書

国見町教墨

5 1. 3 

51.3 

51.3 

山海道遺跡範圏諸怨調査報告笹 山海道〈やまかいどう)遺跡〈縄 ・平{築港〉

国見町文線第4集国見町の文化財岩淵遭跡発銅掴査 岩淵(いわぷち)遺跡(縄 ・平一集第〉

一一 5~ 



三貫地!，ft跡盟主t鋼変帽告

袋U員 会治板下関J語原，ft跡範凶信認調査俵報

四本絵M跡

察川町文111 !l!2集 !I!川波跡

白鼠山吉2貨発銅調査報告.

常S容8動車辺予定地内埋厳文化財包蔵地分布調査報告書

附湖国年度史跡白水阿弥控室境域復元盤備第 41>:調査報告

理 縄 県

『纏塚J10号場第一ilIl傾古噛

上出烏古塙鵬

リュウガイ i完勝

赤羽繍穴野

目立市久慈町赤羽繍穴鮮D主丘発掘調査儀整

新治機寺跡付上野It，i瓦:11跡掴査報告

茨織品おんだ L，J!跡

北守谷虜跡発縦割l'i報告

小山台良縁

茨滅大学問迎，J!I$分布調査報告符 l

水戸市埋厳文化財(分布醐査報告曾)

北淡線市狸磁文化財

栃木県

中村膚勝第21>:醐資銀告

白山台遺跡

竹下後間山吉繍

場米海跡発割臨調査線告轡

県埋文傾m14集介副，JI跡

群 馬 県
大国東街地区県宮ほ場聾備事業に伴う発鋸調査

上武困辺地崎氏痩磁文化財発似網笈観鰻 E

上超新事手織地蟻埋蔵文化財発磁調査優報n

三賀地(さんかんじ);3跡(縄 ・奈 ・平一集局審 }

袋IJ;ifふ〈ろはり);3跡(側袋蕗}

四本総{し怯んまつ}械跡{富一減}

察)11(やはがわ)城跡〈箪 繊〉

自1l!山{しら"たや重 )古検碑{省 古墳 }

箱潔{ぬかづか)古墳{古ー古繍}

上出品{かみいずしま}省繍鮮{古 吉積}

リsウガイa跡 {縄~腿ー包・館跡)

赤羽{あかぽね)横穴<lf古ー繍穴 j

iIfi羽償穴野 (古横穴}

上野原瓦:!<跡{うえのはらがようし)f陸一策務)

おんだし，JI跡{弥ーIDiWJ

北守谷{きたも りや)泡跡(縄~雌 !お滋)

小山台(おや設だい )ft縁{純一!ll搭)

中村{はかむら)，ft跡{奈 ・平一宮}

草野地町教甚 51.3 

会協坂下町教書 51. 3 

岩代町教聾 51.3 

!I!川町教畳 50.4 

白沢村数量 51.3 

いわき市教聾 51.3 

史跡白水阿弥陀掌境域復元調琵団 51. 2 

j出城市教委 50.11 

岩井市教聾 51.3 

高萩市教聾 51.3 

自立市教畢 51.3 

日立市教書 50.12 

省湖町教聾 50.9 

大洗町教書 ・日本依燃料開閣KK 50.5 

'"嫌。.ut守谷渇跡制究会 50.11 

興和物~'f.妹式会社内岡管 fiJf付金 51.3 

ぷM大学考古学研究会 50.9 

水戸市教書 51.3 
目立市教書 50.12 

県教畢 51.3 

白山台れま〈さんだい)，JI跡{古一終~ . 石段製造晶} 続木iIi教甚 51.3 

竹下接閉山 Iたげしたせんげんやま}古摘{古一古培} 字Il!宮lli'安置 51.3 

堀米〈憾りCめ)，J!I$(古~袋ー集肩書〉 佐野，!i教書 51. 3 

弁磁{も、がしら〉遺跡(体~奈 ・平ー集議〕 県教会 50.4 

清水凶{しみずだ);Ill$f合ー古鳩} 県 50.8 

敏舞伎{かぶ会 )A，J!跡(古一集議) 県教聾 50.12 

舟大阪偏{ふなはし)i・R融跡通{寺弥~{ゅ平う一つ集うじ))・熊野堂 f<まのどう) 嗣教'f 50.12 
f.お右はら) 稿
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聞超自動111迫地峨埋蔵文化財発備調査板報E

ト三宝嫁Jl跡気自画羽笈極度線11
ト三宝嫁Jl跡の111'袋
般国迫田号(陶生パイパス}改築工:JiIζ伴う埋厳文化財

発俗調査復報

ニ之宮治跡Bl監tl発砲調査復傾

凶今井;n跡 ・阜川河川改修に伴う埋蔵文化財発掘調査

山王援寺跡第 21X発俗調査叡報

史跡蛇穴山吉11I調査嵐報

県宮ほ場略備事業竹沼地区発鋸調査

峯岸山a跡発揚鴇査報告(第二次}

赤羽田村議坪山の古m
線馬県太悶 rli菅ノ沢沼跡郷町次発舗網霊堂但縄

伊努崎市北'"土地波及地免震煙蔵文化財分布調査報告書

埼 玉 蝿

関鐘自量動宣伝道関係埋蔵文化財錆告V

埼玉県Jl跡発樹調盗報告谷 i'88 !昼舗ケ丘

崎玉県Jl跡発鮒掴究報告書第9!l! 宇山

崎玉県防定文化財調査報告省 第11集

1Il9回 週跡発偏縄全報告会発渡契旨

似富市文報!l!5集 台の波山塊跡発姻鋼資報告書

戸倒市文縄E 焚女木八幡社1"'"跡第2次発協調査優婆

揃 川市文句第 8JJ! r筒井jヒJlUJ

行悶市文銀 郷 21息「出盛徳寺祉の発錨網査」

行岡市文銀 第3集 f小針塊跡の調査 A地r&J
打越境跡 官

富士見市文繍 郷11築{昭和国年度盟急発短調査報告}

下郷{しもCう)・八幡I辰(判)t.:1品 1A B'下斉m(しもさも、だl
柑 111たさがわIA遺跡(古~戦一揮官 ・万瑚 ・械館跡)

県教畢 50.9 

十三宝(じ噛う さん"う)思混跡{奈 ー平一官) 県教書 5 1. 3 
t三宝塚Jl跡{奈 ・半 官} 県教 葺 51.2 
lA楽{きるが<1膚跡{古-w落 ・古明} 県教 壷 50.8 

一本木{いっI旧ぎん荒さ舷)村・五反閃{どた側ん~だ平}・集上落川久古保鳩{倉みかわ
く/ir) ..ft跡 ・ 245号眉( ー ・ ) 

県教 聾 51. 3 

酋今井(lcしいまb、)遺跡{平一m終) 県教聾 51.3 
山王廃寺{さんのうはいじ)跡{白・謙一寺) 前橋市教書 51.3 
蛇穴山{じ宇けつざん)古橋{古一占刷} 前編市教書 51.3 
竹沼[たけぬま}問辺靖跡(古一包} 政岡市教書 51.3 
場展岸山(みねぎしやま〉遺跡〈弥 ・盲-j経絡〉 新型村敏養 50.10 
筆陣山古繍(古ー古繍) 赤身長村教聾 5 1. 3 
首/沢{すげのさわ).i貴跡{古一黛) 駒沢大学 51.2 
伊勢崎。、せきさ)北館i!跡群(縄~匝 2思議 ・古場 〉 伊勢崎市教彊 50 6 

本郷東{もとζうひがし}・量宕{あたど IJl跡{古・半 集落} 県教書 5 1. 1 
副ケ丘[つるがおか IJl跡[弥 ー古ー 平一拠箭 ・古柵) 県敏幸 51.2 
寺山(てらや主 IJl跡(古ー古墳) 県教書 51. 2 

県教聾 51.3 
県教委O.I~埼玉娘喝跡調査会 ・ h梅玉考古学会 51.2 

台の綾tldだb唱しろやま li書跡{弥中 ー後ー集落} 倒館市教書 50.5 
英女木八幡社脇{ぴじよぎはちまんじ向き)靖跡{骨-iI-11;落} 戸関市教書 51.3 
;0;井北{たかいきた IJl跡{縄 ー古一県南) 備川市教墨 51.3 
旧盛徳寺{き噛うじようとくじ 1.祉{奈 ・ミドー寺) 行岡市教霊 50.11 
小針(乙ばり IJl跡{古ー襲落) 行図市教書 5 1. 3 
打飽{おっ乙しIJl跡{縄早 ・前・ゆ 台ー貝塚 ・集若) 富士見市教聾 51. 3 
車台轟跡はか12カ所 I先~平ー集落} 富士見市教書 5 1.3 

ー-7-



川崎遺跡【第2d(調査厳婆〉

所沢市文句 第 l集定のよ遺跡

大宮市文報 第10集丸ケ崎遺跡発働制査

捕拘市文化財時報第22号大古里遺跡の発錦調査

民仲古境齢 第一次発御調十企

水!I! ・ 新井~跡の飼査

文縄大井戸跡発錨調査報告嘗

宮下 ・樋之ロ遺跡発砲調査概要

梅玉県遺跡繍査会報告 第四集 『弥蔵吾新図遺跡発組調査
e警告寄」
地玉県遺跡路査会報告第281長「大御堂絵下 ・女擁遺跡発
俗調査報告書」

M民谷図縦約遺跡

東北自動車道晴狗市内遺跡発錨醐査報告書

埼玉県立熔物館紀要 2 大宮公閣内遺跡発銅調査報告

川口市又報第5集埋磁文化財包厳地地名表

乎 重 県
平集県君添市道担神裏古境調査綴鎗

千集県本亜摩市中尾繍穴発錨調査報告

手袋県市原市永岡・不入君恵黛跡調査報告書

松戸市文銀第7終予和清水貝塚(遺偽出版編〉

松戸市文化財調査小報8 '"図貝塚〈郷 5d(昭和国年度制
査概報〉

船戸市文化財調査小縄9 一本松遺跡担倒調査報告

佐倉市文報 江原台第 l遺跡備隊醐貧

飯亜

且見台(!1l2次)

上総国分寺台遺iO舗査線告E 南向頗

表孫子市柴崎遺跡調登録告書慣3二次 ・第四次〉

川崎~跡(かわさ さ〉遺跡 〈縄ー集搭) 上福岡市教書 51.3 

東の上(ひがしのうえ)遺跡〈京 ・平一集落) 所沢市教妥 51.3 
丸ケ崎〔まるがささ〉遭跡(純一集落} 大宮市教甚 51.3 
大古盟(おふさと)遺跡(先・縄ー集落〕 浦和市教聾 50.11 
E沖(はがおき)吉積If(古ー集/1;.古繍) 児玉町教書 51.3 
水!Hみずく l幻 ・新井(ありも、〉 遺跡 〈鮒 ・古・森・平一集港} 岡郎町教聾 51.3 
大弁戸(るおいど〉跡【中一弁戸〉 大仲町教甚 51.3 
宮下 〈みやした) ・樋之ロ (ひの〈引 遺跡 〈古 ・平 身長繕〉 策箆村教書 51. 3 
弥鎌吾新図 【やとうとしんでん〉 遺跡〈古ー集落〉 崎玉県遺跡調査会 51. 3 

絵下〈ひのきした〉 ・女婿〈あんはiまり〉遺跡{平 集落〉 崎玉県ilI邸調査会 51.3 

tI¥谷図縦前 〈くろやたもまたまえ〉遺跡 (縄前 ・中 ・後 ・晩 集格) 岩槻市遺跡調査会 513 

鶴巻〈つるまき)・商獲(にしうらト桐谷((ぬぎや〉遺跡(縄ー集落) 浦和市遭跡調査会 51.3 

大宮公幽内遺跡(縄 ・弥-!農務〉 崎玉県立樽物館 51.3 
川口市教華 51.3 

道組紳J!(どうそじんうら)宙機 {古ー古墳〉 県教聾 'i!l楓伸裏古境調査団 51.3 
中島【ほかお〉橋穴欝 (奈ー繍穴〉

永田 ・不入(江がたふ陀申う〉型車講跡〈歴一須窯}

子細清水(ζわしみず)目縁 〈縄ー集第・土鉱}

ヨ併問(ζ うで)且忽〈綱 策務)

一本総(い勺ぽんまつ)遺跡(縄包)

江原台(えはらだい)第 1還跡(制効t・o-j民議)

飯lI((も刊、じゅう)遺跡 (縄・弥 ・古-j匹f!i)

単見台(，ょっみだい)~跡 (õ 集落)

南向原ilI跡〈先?古一包 ・ 方f~ ・ 集/1; . 古墳〉

柴崎(しぱざさ}遺跡(縄集第 ・土抵}

一一 8

県教聾 51.3 

県教委 51.3 

絵戸市教聾 51. 3 
絵戸市教蚕 51.3 

給戸i/i教壷 51.3 

佐倉市教壷 51.3 

佐古市教盤 ・佐倉市遺跡調査会 50.9 

船緬市教書 51.3 

市原市教壷 ・上総由分寺台泡跡調査団 5 1. 1 

夜孫子市数書 51.3 



山崎良嫁〈限界備認調査厩縄〉

上総自分寺台突鋸縄査概要

的谷良嫁C地点発勉調査既惚

木!l!iI!iff~南西遺跡昭和田年度宛銅醐査a縄

場坂古愉群

平良文館且上

千3庫県山武ll¥I芝山町小池麻生遺跡

千!Ii県埋蔵文化財発銅調査妙線 昭和49・団年度

公t~ i長成図ニュ ータウ Y内遺跡のJj古学的調査

下集ニ a ータウン浬文傾V

市立市川崎物館研究調査傾告第三冊法三i塚古検

子Jtili笹困県立コロユ 内遺跡

同玉台北iI!跡

亙見台(第 3次) 弥生時代&rJ古墳時代の集蕗批の調査

小体古境野遺跡

武士遺跡

千葉県君i~袖ケ楠町 大竹遺跡

子1度保印疏m富里村日吉倉温跡調登録告瞥

飯山前東iII跡

千集県成岡市荒海台所在 旧久住中間 ・右図荷遺跡調査報
告曾

狐縁古墳

仮附古繍群

千葉県文化財センタ一年報 1 975 

古横時代研究E 千葉市原市六孫王原古墳の縄査

白井樹 石伸第E地質発銅綱策報告曾

加曾利南員¥!l

山崎(やまざさ)貝縁(樋ー員塚} 野悶市教委 51.3 

台(だい)iI!跡B抱点 ・上総回分考 ・前回瓦5足跡 ・上総国分尼寺〈体・ 5 
古・艶一方問・集落 語ま ・寺) 市保市教書 ・上総由分考台遺跡由査団 51. 3 

匂谷(そや)且塚(，，-且嫁)

崎西(じようざい〉遺跡(弥 ・古ー製品高 ・古繍)

機坂(ゆさか)古境，1(古ー古喰)

平良文〈たいらのよしぶみ)館枇(挺-fll)

小池麻生(ζいりめそう)遺跡〔縄 ・省集薦)

1 2 8遺跡

公梅原〈乙うづはら〉遺跡〈古一吉検 ・3駐屯 ・業〉

市川市教葺

本E津市教委

成東町教袋

小見川町教妥

芝山町敏書

県 ft育庁

品企業庁

51. 3 

51.3 
50.9 

5 J. 3 

51. 3 

51. 2 

50.12 

一本筏【いっほんざ〈叫遺跡〈純一也〉船尾白幡〈ふなおしらは 5 1. 3 
た.)iII跡《鋼一袋路〉ほか 県企象庁恨の子集~文化財センター

法血縁(ほうおうっか〕古横(古ー吉明) 市立市川略物館 5 1. 3 

借関(ほんだ〉県立コロニー円遭跡(先~吉一包 ・方周〉 協網干集県文化財センタ 51. 3 

肉玉台北(おたまfごいきた〉遺跡(縄~古ー集結〉千葉県都市開発公社 ・刷汗然保係市公社 50.9 

且見台{ほつみだい〉遺跡(弥 ・吉一集局写} 耳見台遺跡第 3""発鍋田査団 51.2 

小鉢(乙ばやし〉吉積群 (古ーー盲噴} 小鉢古機瞬発錫飼査団 5 o. 7 

武士{たげし〉遺跡 (縄・ 弥一集ilO 武士iII跡発錨調査団 5 1. 3 
大竹遺跡{おおたり)(縄・弥.~ì ・殴 土鉱・集塔・古m・h!J 子梨県文化財保護脳会 5 1. 2 

大竹遺跡発銅線査問

日吉白〈ひょし〈ら)遺跡(縄 ・古ー包 ・集蘇) 日吉合iII跡調査団 50.8 

飯山満東(1.ざまひがし)iII跡(縄ー集落〉 冒本住宅公団東京支所 ・刷?千葉県都市公社 50.10 

旧久住ゆ南〈きゅうくずみちゅうみはみ)遭跡・ 旧久住中南 ・右図両遺跡調査団 51.2
右図(みぎた)遺跡〈省-j起訴事〉

孤嫁(きつねづか)古績 (古一吉均衡}

仮附〈いたづげ)古墳酵(省一吉明}

東寺山〈ひがしてらやまト 戸張作(とばりさ<>
遺跡僻 〈古繍 ・築港はど〉

石紳泡跡郷田地点(制 ・弥 ・平-m潟はど〉

加督府j南 (かそりみはみ)貝塚 (縄且稼)

一一 9

孤塚古墳発焔調査問 51.3 

山武考古学研究会 5 0.5 

子lIi県文化財センター 51.3 

古墳時代研究会 50.5 

m子駅南土地区画型発想組合 51.3 

中央公論袈術出"'00 51.3 



総戸市文報 第61長 船戸の遺跡(絵戸市埋量産文化財包磁
地所在調査線告

千葉県山武m山武町埋蔵文化財分布調査

軍軍郵

III埋文総賀商3集 荒川治以地区ほおげる考古学的調査

依単文報第4集八丈島のE磁時代遺跡

文化財 νリーズ 第2H駐郷土史料集西台遭跡

総戸市教聾 51.3 

山武町敏墨 50.3 

湯浜(ゅはま)遺跡〈縄ー集/l;J

西台(にしだもつ遺跡(縄 ・弥後ー集局存〉

秋川市纏文報第 21ね秋川市二宮神社焼肉周辺の遺跡

東久留米市西下盟遺跡

ニ宮 (1ζのみや)遺跡ほか(縄前~後 ・平近一集/l;J
西下且(1ζししもさと}遺跡(先ー集落}

名目敏幸

郎教 聾

仮樋E教霊

秋川市教壷

東久留米市教委

東久留米市教委

51.3 
5 1.3 

51.3 

50.l2 

5 1. 3 

51.3 東久留米市宜野遺跡第一次発錨綱去を復傾 立野

考古学調査報告 日野市級自償穴基

伸明上遺跡群第、!lx調査俵援

昭和田年度 伸明上遺跡隊第v.咽次踊査のII!豊

昭和田年度 武蔵国分寺遺跡発銅醐霊堂観報

鈴木遺跡嘩跡誕凶磁必揃宜鰻告書S

立野{たての)遭跡 (備前~後一2終解
媛扇(さかにし〉憐穴..儲吉繍)

伸明上(しいのいうえ)遺跡民{平ー集落)

伸明上;tt;;sl(縄・奈・平一集/l;J

武破(むさし)国分寺〈奈 ・平ー寺且び闇迎集搭〉

鈴木(すずき}遺跡(先集搭)

鈴木遺跡 鈴木遺跡(先 ・蝿 ・江一集落・水車小且)

続嫁 F;t跡 経塚下{きょうづかした、遺跡 (半-!l!椛)

中之事遭勝第一次鎚査既報 中之ミド〈ほかのだいら〉遺飾(尚早ー集結〉

日野市教書 ・日野市遺跡調査団 51.3 

自野市教盛 田野市遭勝鯛査団 5 1. 3 

日野市教書・臼野市温跡調査団 51.3 

国分寺市教壷 5 1. 3 

小平m数量 ・Ij¥.l1Zm鈴木遺跡調査会 51.3 

小平市教甚 ・小平市鈴木遺跡調査会 50.11 

昭島市教蚕 回年度

絵版村教聾 5 o. 3 

鈴木iII勝徳市計画道路第 2・1・3号線内遺跡範囲信認 鈴木遺跡〈先 ・民進〉 東京都鐙設局・小平市鈴本iII跡調査会 5 1. 3 
縄張報告嘗

柄関遺跡鮮 1975年度調1;複線

三鷹市中原遺跡発錨調査報告

血鍛山遺跡むさしむ勺やま

背戸・l!西線祉調査報告 皿
高井戸東遺跡

前!鼠遺跡

梨屯秋川暢遺跡発婚制登録告轡

東洋大学文学郎事e'!f第四築 史学斜篇I 東京銀新宿区蕗
合遺跡調査銭告

町関市闘中谷戸;tl事

例制(<ぬきだ〉遺跡sl(縄中・古~平集厳〉

中断〈ほかはら)遺跡〈糊 ・4 中米~近一館跡1J

属鉱山(やしきやま)遺跡〈縄中ー集局窓)

l!凶(かさい)厳llt(中~近ー機)

高井戸東〈たかいどひがし〕遺跡〈先 ・縄.i[一集搭)

前傾(まえはら}遺跡(先ー燥野 ・縄ー処務 .i[-.!lJ

八王寺市国iII跡調査会 51.3 

三鷹市中隙遭跡調査会 50.12 

武桜村山市嵐敷山遺跡調資会 50.11 

耳直線社側査会 50.12 

高弁戸lI!遺跡調査会 5 1 3 

5011 
刷版遺跡調査団 ・国際11;旬教大学考古学研究センタ ー

康司依川線;fii事 《縄中-!l!蕗}

稼合(おちあい}遺跡〈縄 ・弥 ・袋ー集結〉

悶'"谷戸〈たほかやと)遺跡(縄阜集/l;J

10 

京電紋川線遺跡調査会 51.3 

東洋大学 50.12 

町悶市圏中谷戸i!I跡調査会 5 1.3 



東京A東久留米市白血学圏西渇跡発鋸調査l!!報

向ケ同H線の発錨

東京A<T1lt械飢枇所夜銅ヨf i!!報

神奈川 県
県埋文報 9 港南台

県埋文銀 10 三浦市irj詩情穴野

川崎市文化財調査集録 10 

川耐市高掠巨影向考a跡多華街鑓至宝優縄

平嫁m二文報第12集平嫁市内繍穴様相Il

多宝flt守a跡発鋸調査線告;!I

必沢市文健第10II! 大医娘山遺跡調査続報

大¥lI'r縄文繍 ml !応大峨小学校遺跡

知恨町文化財研究紀袈 m7号
大布市史研究創刊号

権Jt，ユユータウン地滋内埋文銀Y

秦野市下大槻岩井戸Il穴loUIの調査報告

I!Hi吹上配石.Jl栂発磁調査報舎啓

厚木市文句 m 18~ 輝厳文化財分布状況揚査

厚木パークンテ 4 開発地織内埋厳文化財分布調査鰻告書

歴史と文化を知る会研究調炎緑告第 1m 厚木市a跡分
布調置傾告書11)

新調県

保告理書文報 第 5 北陸高速臼fI1車道理厳文化財発磁調査報

県告屋書文縄 m6 JtMl高速自動車道埋蔵文化財発鋸調査報

県樫文鰻剣 7 園出 252号線埋蔵文化財発錫調査線告書

県告鹿啓文報 甥18 北陸肩越自動車道埋蔵文化財発銅調資銀

自陶学館西〈じゅうがくえんにし)!Il n遺跡〔縄中一集蕗〉

向ケ問良塚(む乙うがおか)且ほ(弥ー集簸)

権問台{ζ うはんだも、)，割引与{縄・弥 ・古一1良港 ・古績)

江奈{えは}繍穴鮮{古繍穴}

《玄栓{つるまさ}泡跡{縄ー集J'!;)

h彰何寺(ょうどじ)嶋跡(弥・古 .~詩 集落 ・寺 I) 

キ域市内横穴職協{釘-(貧ミ}

多宝~jl:1; (たほうりつじ)，ft跡{中 ・近ーやぐら)

大庭械山{おおばしろやま}泡跡(弥 ・古 lI!務}

大俄{おおいそ)小争綬泊跡(側ー配布)

仙石原{ぜんど〈ばり)・大阪(，おおはら)i/l跡{弥一包!

自白学関

東京大学文学部考古竿僻究議

A li 韮

下噂柳{し色そうやさ)繍穴吉積 (奈 I~穴)下鶴間浅聞社
{しもつるをあさ注しゃ)必跡(縄 ・近-!昼寝}

県教聾

県教 長

川崎市数聾

川崎市敬聾

キ塚市教書

纏古市教書

溢沢市教養

大機関J教書

箱恨町教畳

大和市役所

50 

50.5 

51.3 

51.3 

51.3 

50.9 

50.12 

5 1. 3 

51.3 

50.4 

51.3 

5 1. 3 

5 O. 5 

成勝土(さいかちど} 必勝{弥 ・ 中ー方I，~ ・ l\! )

岩井戸い、わいど}繍穴騨{古 繍穴}

検浜市程蔵文化財羽交書且会 51. 12 

金白川流局長繍穴諮S緊急調査団 50.12 

曽畠吹上{そやふきめげ)，寛跡{縄ー配石} 高山純・佐 木々樽岨

厚木市般書

厚木パーク yティ ー閣発地織内埋U磁文化財発錫予備調資問

歴史と文化告知る会

茶院(ち.いん}場跡{恭末 ー半一包} 県 教葺

長{所奈{ちょ平うーし集ょ港}z)魔地除磁{平ー包}佐山{じ。やま)4l跡 県教書
末 ・ 嫁(じぞうづか) (江 塚〉

北原八幡{きたはらはち主ん)i/l跡[縄一包} 県教書

焼も展敷}iR{ゃりゃしき室)-aZS跡白書( <t .近一基)杉之畿i置を事{すぎの 県教聾
り 跡{古 ・ ) 

ー- 11-

50.11 

51.3 

50.9 

50.11 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 



十日町文報叩馬場上湿跡

十日町広織パイ oット地織渇跡酵調査観報2

上除滅鎗llt発錨調査鰻告書

妙高高原町文報第 1袋兼俣湾跡

湯沢町文化財報告第 2鰯伝・泉福寺>3跡

海南町文報 ""9 菌場山篇地減田宮総合農地開発事業E
核洞渇跡調査報告書 第二地区剛11

浜国虜跡

熊主査>3跡

宮口古t貧群

富 山 県

富山県大沢野町直叛 ni軍隊突鋸割査慨聖

富山県魚治市早月上野遭跡第2次緊急発鋸調査概報

富山県偏光町 ・城端町立野ケ隙渇跡群第四次緊急発掘調査
夜襲

富山県立山町宕緋野>3跡緊急多毛細調査畿嬰

宮山市古沢 ・金屋地古繍視要調査報告書

..場上{ぱばがみ)書跡{古 ・系 ・平一策驚) 十日町市老女委

伯父ケ窪(おじがく lま)A，j!跡{縄早・前 ・中一築港)・伯父ヶ11< 十日町市教蚕
B>3跡(縄中 包)・中山{なかや主 )A渇跡(蝿阜・前ー包). 
中山 B>3跡(縄早・中ー包)・中山C>3跡{縄前 ・中←包)・
減倉{じよヲくら)>3跡{縄前 ・4ド・後 集蕗)・つつじ r~A ，j!跡
{縄前 ・中 ・後包ト伊逮{だて)，j!跡{縄網 ・中 芭)・王池
(あ予定いけ )A>!跡{縄前 ・中一包)・天池B>3跡(縄中-)寝返)・
天地上原{かんばら)直跡(縄中・後 邑)寺山{てらやま)A 
>3跡{縄前 ・中一包)寺山B>!跡{網前ー包)・南軍(伝ぐ も)
，j!跡{縄中 ・後 集潜)・南!京{みなみはり)場跡(縄前 ・中 包)・
干清原(ほしみぞっはら〉海跡 ・tJ:ヶ丘(さくらがおか)，JI跡{縄前 ・
中一包)・宮東(みやぐり)>3跡{縄前一包)・宮架上原{かんば") 
遺跡繍!<j{よ乙わり)淘跡{縄中ー包)

上除域(かみのぞきじょっ}館祉{室 舘祉) 長岡市教霊

兼侯{かねまた}轟跡(縄中 後 ・晩-)l>iii) 妙高高原町教餐

伝{でん). ~'j{福寺{せんぷくじJ，I!跡(中一寺) 湯沢町教委

下別当(したぺっとう)>3跡(先土包)唱の水平(fi.';時品、る) 津南町教委
>3跡(先土ー包)・上正面{うわしょうめん)かみ>3跡[縄早・前 ・
中 m諮}・上正面しも渇跡{縄前 ・中 邑)堤の上[ゥつみのうえ)
Ji跡{先 ・縄ー包)袋の脇{つつみのわき)>3跡(縄阜・前一包}・
堂座数(どうやしき)渇跡{蝿前・中 包ト行者塚{ぎょっじゃ骨)
一号(不明ー嫁)・行者塚二号{不明 塚}・番所塚(ばんしょづか)
(不明ー縁}

彦三回，Jl跡{縄 ・キー包、古-)起訴、古墳 II即刻I教書

熊鐙{くまと)Ji跡(蝿後 ・晩築様) 朝日村教聾

宮口{みゃぐち)古繍群(合後一古I~ ) 牧村教書

直坂(すぐさか)n >3跡{先・縄) 県教聾

早月上野(はやっきうわの)摺跡(先 ・縄 ・与 ・富集落) 県教聾

立野ケ原{たてのがばら)迫電跡齢{先 ・縄ー集務ほか) 県 教 書

宕餅野(いわく bの)，j!跡{縄ー集落) 県教聾

陣の穴(じんのあな}償ノミ古墳 ・古沢嫁IJJ(ふるさわっかやま)古 富山市教書
横 天神山(てんじんや重)古横 前段(支えだん)古相(古古検)

一一 )2一一

5 L 3 

5 L 3 

51.3 

51.3 

51.3 

50.4 

50.9 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

5 1. 3 

51.3 

51.3 



';;i i1J県滑川市万年寺谷恐跡発偲調査報告書

嵐山彰谷a跡発拠調査報告書

日山県，¥t1l町保内地区内必跡分布劉究報告白

石川 県

手取川タム建設関係埋文報 白峰村桑烏 ・東日>1¥跡発錨鞠
査報告書

能鶴岡I ・ 披~"凶のよ渇跡発鋸調査報告込書

野々 l何回I御経塚渇跡開資(第 8次)療報

県立函硲校E主役聞係!'I蔵文化財発砲調査報告.!f.金沢市戸
*B泊跡調主主級官

主聖地方過金沢 ・小絵 ・加盟線i/j路改良工事凶係純!文句
松任 1fT徳光ヨノキヤマ泡跡

金沢港前地造成事業開係埋蔵文化財発錨潟査奴婆報告¥!l
金沢Ili戸水C>I¥跡発側関貧傑傾

羽咋市吉崎 ・次"'>1¥跡

石川県御鋭塚虚飾 第8次開資慢報

万年寺谷{まんねんじだに)(平一窯}

杉谷(すさたに)遺跡 〈縄ー集落)

保内(やすうち)埠跡鈴{総集ilIほか)

東烏 (ひがしじま)靖跡{純一集第)

商の上 (Kしのうえ)靖跡(槌ー築様)

御笹縁[おきょうづか)混跡{蝿一策寝耳)

戸水{とみず )B，j¥跡{弥ー土拡・iR.) 

徳光〈とくみつ)ヨノキヤマ遺跡(弥~中 n匹前〉

戸水C>I¥跡(弥~中ー策略}

次場(すば)遺跡(弥-w結〉

仰縫啄遺跡(縄集落)

掛川市教委 51. 3 

幽山市教委 51.3 

県教委 51.3 

県 教書 51.3 

県教書 51.3 

県教甚 51.3 

県教幸 50.11 

県教 葺 51.2 

県教書 51.3 

羽咋IIi教蚕 51.3 

石川県古窯跡調査{第5次)領報 誌絵図i茸打みや の古~ 茸打{みっち)みやの高官 (ミド 窯)

野々市町教霊 ・御経探>1¥跡調禁固 51.3 

県教書 ・みやの古窯跡発纏調盆聾員会 51.3 

石川考古学研究会 51.3 羽咋m押水町竹生野 トリゲ山海跡会誌第19号 トリゲ山藷跡{弥~平ー包)

加賀市!Il'~関I平崎海岸渇跡会誌第19号

金沢市大栄町中平>1¥跡 会誌第四号

新保本町{山八日市新保}議跡分布調子年報告 会誌第19号

福 弁 県
北陽自動車週間係調査報色Y仔 第81ll

北隣自動車道関係国ま支報告書第 9集

北陸自動車道聞係調査報告書第101粧

特別史跡 乗谷朝倉氏虐跡H
特別史跡一乗谷捌余正a跡刊

木悶a跡 1976 

千崎(ちざさ)海岸遺跡〈尚一包〉

中平 (なかだいら)>1¥跡{縄ー包 )

八日市新保(ょうかいちしんぼ)趣跡(純一包)

;k1IJ(おおた)山祐治群 (古 古噴}

岩内(いわうち }山古椛鮮 {古 古繍)

願教寺{がんきょうじ)跡(率一考)千曳(ぜん尚}桝距犯
跡{江祭)八幡伸社祭犯跡(江祭)

制翁氏〈あさくらし)遺跡(室繊)

朝企氏a跡{笠滅)

本国(きだ }必跡{古一隻滋 )

13 

石川考古学研究会

石川考古学研究会

石川考古学研究会

県教 蚕

県教 聾

県 教書

県教 壷

県教聾

福井市教聾

5 1. 3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 



緬弁県勝山市古宮u第 li火縄査観報

若t突きよしの省繍務

一乗谷朝倉氏;)1跡裂地説明会直料第151X

山 梨 県
昭和49年度勝沼パイパス道協l.Il受K伴う方形fI;JillJA等の
調査

山梨県中央冶埋磁文化財包蔵地発鋸国査縄告書

天神のζ し古嶋

大坪 甲府市も量級町反間大坪>J!跡発錨調笈報告書

史陵 5 山梨県偲留市費通{縄文早斯)遺跡続報

星野県

昭和49年Ii:畏野ぬ中央道埋厳文化財包磁地発砲調査縄告轡

弘法山古墳醐盗桜報(付中山36号嶋田査報告告}

自'JUJ古場発砲醐l¥'傾告笹

浅川西条 E野市におげる扇状地形上の半安時代集寝耳

嫁穴版第 1号古鳩発S臨調査矧告

k毎闘織跡第 11X発協絢査領報

駄斜Jts:ド渇跡 中世主k止を中心として

山の伸>J!跡

塚畑溜跡

中の原 ;';!昆歓a跡

下の阪迫電磁 川久保古楠 茅野市長鯵運動公闘内浬文報

下菅沢塊跡 ・中村>J!io

佐野a跡範開繍飽調査報告

古宮{ふるみや 1>J!io (縄ー包}

きよしの古槍幹(古ー古繍}

倒企氏塊跡(言注目減}

勝110市敏聾 51.3 

三方町教聾 51.3 

県教育庁制倉氏a跡調査研究所 50.10 

図村〈たむら〕 ・柳図 ('T(lぎだ) 地厳鶴(じぞう〈ぽ)・ 県lJt 書
馬込酋劉(まとめκしわり)遺跡 {材、古半後詰 ';;;1
大豆生凶(まみようだ)遺跡(縄 ・弥 ・平ー集影} 県教聾 ・臼ぶ迫路公団

天仰の ζ し省情{古一古均賃} 務回居町教聾

大坪(おおっぽ);J!勝{平一集/1;) 山茸j瓜遺跡調査閲

望通(みどおし)遺飾 (縄ー包〉 山烈史学研究会

金鈎場{かはいぱ}舟跡(弥~古ー集i!il・ 県教委 ・日本道路公団名古!iri!.向
子段踊社{ちかとうしゃ1;)1跡{縄・古一応訴}・十二后(じゅつ
にの会 1;)1跡{問 ・古 ・平 総搭}・2広域{ほんじょっ I>J!跡{縄
・弥 ・有・平ー集i!il・女帝垣外{によてもゆいと I>J!跡{縄 ・
平- m~) ・ 荒神山 (ζ うじんやま I >J!跡{純 ・ 弥 ・ 平 鎌足;1 
弘法山 (ζ うぼうやま)古繍 中山 (r.itJやま136号古績〈古一古墳)

前山(まえ0ま〉古墳(古ー古検〕

出iI商条{あきかわにしじよう)( 4é-~時}

塚穴原{っかあははり}古橋{古 古橋 }

111凶議(しおだじよう}枇(ゆ峻)

訟本Ifj数量

中野市教聾

長野市教聖

上幽m歓墨

上田市数量

駄科北平(1.ごしは会ただいら I>J!勝{胤 ・平 中一築港 ・3雲丸tI 飯附市敬愛

山の伸(<>まのかみ IM(縄包 tpJJBrli教書 ・伊郷市水道局

塚畑{つ制ぎた I>J!跡{縄ー包}

中の阪>J!跡{平 !l!i!il 

伊1Js.1i教!li'伊郷市水道局

伊郎市教書 ・雨情土地改良事移所
古属敷 {ζやしき I>J!跡{縄ー包)

下の原{しものは.;) J!跡(縄-miW)川久保{かわ〈ぽ}泡跡
{省ー古繍}

下菅沢{しむすげざわ I>J!跡 ・中村{ほかむら〉遺跡〔縄ー築様}

佐野{さの 1;)1跡{縄ー集港}

一一 14一一

'"野市教畢

'"野市教韮

山ノ内町教吾

51.3 

51.3 
5 1. 3 

51.3 
51.3 

50.3 

51.3 

51. 3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

50.8 
51.3 

5 1. 3 

51.3 

51.3 

50.12 



機のiiihl跡監急発錨掴究報告書

成沢総 胤曾ほ繍11備事実理厳文化財緊急発鑑調査後告

求問ノ沢春日平 照宮IjJ;，l軽傷事業埋蔵文化財緊急発勉調
査報告

木下婦業禽跡

丸議小母択，ft跡発備調宜鮒告省

局編ロ下原古lRBI 御代田町馬瀬口下限古繍群発編調査報
告書，

東筑J!j'/lI鯛日村西挽胤出土古銭調査銀告

御霊議，ft跡発側側査縄告8

鍋久保，ft跡の圃笠

男k倉 ・田辺 142号新和則トンネル有料迫絡I!設周地内
緊急策樹調査線告/1

Jヒ険新斜線也監予定地域内嵯磁文化財緊急分布出資報告

瞳 阜 県
南野，ft跡究錨調査証報告

子In古鳩l!I'l!32号古鳩 主型地巧泊恵sII白川線鉱張工事に
伴う緊急発御測気報告

立墜A，ft跡調査報告

門極内，ft跡

妙土3震発術調守宅縄仏-

!I!並村のiIl跡

使。I¥!，ft跡地凶

静岡県

県 文報徳14燥大師山償穴野

史跡山中l>!跡鱗 3~発掘調査傑鰻

泊In市文線第 5集山崎 ・大平丸，"・高閲第六王

泊旅市文句 :fi7!尽蔵弁原渇跡発抱調査複線

両日tJt市文報第10集 長誕井!(，i1Il跡第 2次発繍調査領報

械の前{じようのまえ}必勝{効F 平ー集落)

唐沢城{かりさわじよう)iI!跡(中 繊)

太問ノ沢容ロキ{おおたの割強 rtiJf/~弘、り) (縄ー包)

東部町教書

飯島関111聾

飯島町教書

木下被楽{さのしたさるが<) iI!跡{体銃一集落} 箕鎗開1敏聾

丸傑[まるもり〉遺跡(縄-!f!fg)/J¥母沢(おばざわ}遺跡(縄 ・平包}浪士見町教信

局瀬口下限{ませぐちしもはら}古検総{古一古橋} 御代'"目11史書

鶴尻 {ζ うじり)，ftl>(中 ・ 近-~(独出土}

御議脊{おだまのもり)，ft跡{縄 ・半ー集搭}

鍋久保(はぺくほ)，ft跡(胤“包)

男女自{おめ〈ら)(先 ・制 自民18-製作壮)

南野{みなみの)iI!跡(弥 ・古-llHt)
子凶{せんだ)担号古繍{古後一古繍}

立陛{たてかべ)AiI!跡{縄-UHi)

門垣外{かどがいと}渇跡{縄集権)

妙土{みょうど}古黛跡{竃一家}

釜石1かまいし}吉崎ほか3i1l跡{縄~古包 ・吉崎ほか}

大衡山{たいしやま}償穴鮮{宙末一横穴)

山中{や重なか}披跡{根来ー戚}

~骨 iやまざさ).lil> -大平九山{おおひりまるやま)iIl跡 ・
寓凶第六天(たかfごだいろ〈てん)(制 ・弥 ・古一笑諸島}

蔵弁開 {ふじも刈ま勺)iI!跡{古ー集18)

厳井原，ft跡{古-lI!is)

ー-15-ー

朝日村教書

日設村教書

大間村教甚

和111村教葺 ・E野県泊餓公社

県 教書

発iQ.lJ!l!"l: rfj教聾

恵n~ ，布教畢

八百鳩町教書

I!<下町敏畢

笠原町教書

発並村教書

県 教置

県教甚

三島町教書

泊t阜市教護

泊tltrfj ft甚

泊i~ilî教墨

50.12 

51.3 

51.3 

51.2 

50.11 

50.11 

50.2 

51.3 

51.3 

50.10 

51.3 

51 3 

51.3 

50.7 

51.3 

51.3 

51.3 

51. 3 

51.3 

5 1. 3 

51.3 

50.5 

5 1. 3 



保野市文傾第 l集裾野市臼向 ・丸山 1. n遺跡発緬羽 目向{ひ'U~ ) ・ 丸山 1 .丸山E遺跡【縄・弥一策蕗)
査報告書

竹体寺廃寺I 竹林〈ち〈りん〉寺;ft跡(森 寺〉

巡刷鳥羽tld成昭 和49・田年度ぬ縦割笠報告 鳥羽山(とiまやま〉域跡〈戦末ー繊)

泡E内野古I!UI 内野〈うちの〉古境群〈古ー古墳)

湖西運動公園内遺跡'"発網開'Ii.仮傾 糊凶〈ζ さもつ運動公脳内遺跡鰐(t，i業 ?)

早絹川古3足跡 Jj!儒川〈わせがわ〉省ヨ足跡(市~袋一政〉

山木遺跡第 31>:調査厩傾 山木〈やまさ)遺跡〈弥水凶〉

百精ケ他A遺跡発掘調査鰻繍 目両市ケ池〈しaうj:!J恥付)A遺跡〈縄F 集語。)

凶園寺遺跡 (8地区〉 酋願寺〈由、がんじ)遺跡(縄-lIi1ii) 

鋸野市敏豊

島岡市教書

天竜市

浜北市教聾

糊凶市教壷

湖西市教霊

董山町教聾

大仁町教署

長泉町教甚

51. 3 

5 1. 3 

5 1. 3 

5 0.7 

5 1. 3 

5 1. 3 

51.3 

51.3 
50.9 

同t場仁 ・ヰ噌遺跡 般悶迫 246号パイバス埋蔵文化財 陣織 1，(じんばうえ)・半畦 〈ひゅう同遺跡(先 ・縄 ・歴ー包) II:~敏蛋 ・ 長泉町教壷 51.3 
値段省中廊地方設鐙同発似報告符

台山 ・緑山文化財発魁舗宜極純郷2帳台山城跡

が崎市大凶遺跡聖:w抽出縄告

駿拘 ・石川古3責務 第31>:発似縄査報告官

三品カントリ クラプ遺跡分布制変報告総

泊fj!市遺跡地名表

置知県

環状2母娘朝日遺跡昨発樹繍査中間概傾 3 

名古昆市文鰻 V 緑区鳴梅町総石NK 134号古3足跡発似
副責縦告

野々官古窯発~調査線告

以宮遺跡調査畷報 2 

河崎遺跡lll6次調査慨縄

線越遺跡調査既報

吋十遺跡発掘調型転昨告

祖地宵検・14ヶ繊古墳

勉作古3足並齢

1.l郎神社崩内;ft跡第 11>:調査銅告古代人第31号

台山城〈だいやまじよう〕跡〈戦ー繊)

太凶(おおた〉遺跡〈側一包〉

石川(いしかわ)古峨齢(古 古峨)

元山中(もとやまは的地区遺跡 〈蝿ー包)

初u(あさひ〉 遺跡僻 〈体一方悶〉

鳴椅ij(fS.るみ)34号窯 〈奈ー議)

野々宮(ののみ判古黛〈鍵ー黛)

民宮〈しんぐう);ft跡〈側~平-j/;・lIi路〉

福嶋(たかはし)遺跡(弥~古 W~) 

塚eIJ(っかとし)遺跡(蝿~弥一包〉

小針〈ζはり)遺跡〈弥~古ー集泊客)

種地((1まち.)1雪上貧 .f~ケ般 〈とりが同省均質〈省一古樹)

2製作〈そうさく〉古窯祉〈平木~唖一冊

高1l¥l(とぺ〉神社境内遺跡〈省 IMIi) 

一一 16一一

高士川町教畳 51.3 
浜般市遺跡調査会 51.2 

加邸学園考古学研究所 51.3 

三品市教書

討目抜市教書

県敏壷

名古屋市教重

大府市教聾

岡崎市教華

盟国市教聾

盟関市教霊

知立市教委

間筒布教聾

図版町教聾

名古屋考古学会

51.3 

51.3 

5 1. 3 

50.8 

51.3 
50.12 

51.3 
51.3 

5 1. 3 

51.3 
5 1. 3 

50.7 



愛知県南知多町内海鉢 ノ飾H縁試値観報 古代学研究

費gπ管

三 重 県

県埋文純計納所>11勝範闘確認調査報告

県埋文銀 30 三置の中世総飽

四日市市寝文銀 11 大谷a跡発婦調査報告 E

鈴鹿市縄文銀V 稲生事>11跡発掘調査鰻去

白山町潤文報 E 乳Jl!野遭跡発俗調査報告

小梅

昭和国年度ClI起訴盤燈側地織甥文様 i 安芸ll¥!'安調農村
辻の内>I!~

阪'I!報告 2 ll¥!山a跡鉱銅調査観要 I

緩諜報告 3 $dJ4J跡試姻醐査複婆 E

滋 賀 県

ほ場盤側聞係a跡発姻醐査報告轡 .- J 

ほ場盤備関係.1勝報告書 m-J 

は場唱をl崎聞係iIi飾報告>'I w-rr

担本願a跡発銅調査傾告 爾滋置廃寺瓦窯

Jt畑自動説ilH淘iUI跡発姻鴻策報告脅 E 

Jヒ雌自動車迫関連>11跡発栂調査報告笹 田

滋自恥文化財闘交年繍 昭和49年度

鯨ノ峰 (はやしのみね}且l!2 古代学研究会 50.9 

刷所{のうそ}泡跡{材、~安一策遂} 県教 畳 51. 3 

県教 書 5 1. 3 
大谷{おおたに)>11跡{弥 ー古ー集落) 問日市市教聾 51.3 
福生東 Iいのうひがし).1跡{古 ー来~宅一1長落} 鈴鹿市11霊 ・鈴鹿市文化財調倉会 51.3 

和遜野{わちの)>11跡{弥ー集落} 白山町教書 50.11 

小梅{お..、) >I!~I 鎌~百五 -1段峰雄} 畿鹿町敏釜 5 1. 3 

辻の内(つじのうら).1跡(弥~古一築確) 安""村教委 ・安調村a跡調食合 5 0年

ll$ ~IJ (ζお9やま).1跡{古--il-!起訴 l 鈴鹿 i!iJ!跡醐託会 50.10 
ll¥!山辺聖跡 { 古 ~鎌 ー!忠良客) 鈴鹿市>II1l<醐資会 50.12 

1J:iMi似音堂{倉域且んとう).1跡(奈~半 祭 リ・水路) 県教聾 51.3 

近E八幡市1I~寺(あんようじ}う遺)跡渇{跡白{ ・ 江，-平集一結集)線・訴事 4町u県
延寺大海道(ほえんじだいかいど 古 } 

'"醤 51.3 

草たおI~か布)志奈古漕郎-跡中a袋侵{路略{弥再し)}えな・・白'よ湖高か-月比1}t町町izaR再小円跡・倉通寺{寺{奈)お~{・ ぐえ野平らん酬一つ}R集aaIう下琢跡じ線))・ z子大・S草跡安{tしB(寺巾も古(片くだ岡りい集すあ務{)かん} 県 教 聾

5 1. 3 

週跡紛 { じ)
>I!~( 

t白木版{ほんのきはら}必勝{臼-;i¥) 県 教聾 5012 

湖jtJlJ四郷崎{しとうざ会}古検 {吉後一吉繍 }丁野{ょうの).1 県教書 ・県主化財保
跡{綜禾~古前-M) 虚凶企

近証IJ黄牛塚(!>i'ゅうづか}古峨 (o徒 古墳)長浜市中山古
繍 {省後ー古繍}昆浜市大東(i;:l;ひがし)，JI跡{弥後 Jぢ}~l ) 
余呉町上ノ山{うえのやま}古橋!I(古後一古繍}

猶凶若総縛社古t貧・志Ii町石神{いし均時)(号埼・ 草ilI可1追分
北省繍 {古後ー古t貧). "'，雲市矢崎被'.毎{むろざさ)神社境内古繍

県教壷 ・県文化財保 51.2 
2・協会

操教聾 51.3 

{古一吉繍 }・信楽町，)、}II(おがわ J域跡{中一減}・調東町小八木
{ζやさ)願寺{白ー寺}・今t.nB!J橋被西野{さえなみにしの)>II~ 
{中-j喜)
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9隆副;ft跡発錨調査報告

京都府

埋蔵文化財発協調査観報 1976 

長岡京市文報第 2側窓解山古墳悶濠調査観報

処伺下遺跡発鋸調査報告書P
北鈴立鍵IIllI111査銀事

京書B市埋厳文化財年次報告 1974-11 

京鶴市埋蔵文化財年次報告 1915 

平安京跡発緬調査報告

摘ノ繰遭跡発錨調査続報

京銀lti埋磁文化財年次傾含 1973-1 平安宮跡

京ml市埋蔵文化財年次鰻告 1973-1l 凶寺跡 ・鳥羽
鰻宮跡

電宝寺昭堂復原工事』ι伴う樫凝文化財発錫調査侵報

平安槽物館 中央郵便局般地内に検出された講について

伏見繊穂後編北詰の調査

大将主紙社発掘調査報告

員長制下遺跡舞鶴地方史研究 創刊10関年記念号

高川原遺跡両丹地方史 錦町号

平安京一条大路の発掘調査 古代文化 197

平安宮推定内裏蘭榊幼跡発掘測査の慨lo 古代文化 202

同志社中学校々地内発姻割愛続事

同志社大学旧有隣館跡地発錨調査観要

京!11大学夜学'"付属病院偶内遺跡の発鋸調査

平安宮惟定内裏箇休初勝立合調査古代文化 203

l!i.魁町央臨〈みその)遺跡 (古~平一集蕗 ・宮〉 県教壷 ・以文化財保護飽会 50.8 

E滅は〈げ岡〉材・、〉大宮吉覚跡集明寺稼〈野平古)・誓一墳(古宮僻願一殿寺〈古〉古・〈墳ぜ恭一)ん仁吉か績宮ん)跡じ-a〉(奈中遺ーケ跡宮丘〈殿車(と)・ら長包ゆ岡)っ・京小が跡金おか岐(平){遺-乙跡aかs 
府敏幸 51.3 

思解111(いげのやま〉古境(古 古f貧〉 民間京 ili教書 50.12 

Ii¥白下(<わ治%、し色)遺跡 〈糊-l誕百耳〉 寛鶴ili教畢 50.12 

北鉢立(圭たほ乙たて}遺跡(古ー包} 幽辺町教書 50.8 

中臣(ほかとみ)遺跡(弥・古ー袋持事} 京/ll市文化観光局 5 O. 6 

j小tt安i自}4j殿iI廃ほ寺か搭く平跡一〈奈宮殿寺}〉中臣法勝;ft寺跡金〈弥室跡・古〈平一築寺港〉〉 平鳥安羽宮燈跡宮跡・
京~Ifi文化磁光局 51.3 

宮殿〉

平安京左京四条 坊(平ー総械)

街ノ繰(かやノもり)遺跡〈鎌ー寺)

平安宮跡(平宮殿)

西寺跡 ・鳥羽擁宮(平 寺・宮阪)

竜安寺〈りょうあんじ)

lI!嗣院(ひがしのとヲいん〕大路捌虜

伏見域勝 〈織勇一波)

大将司E社{たいしょっ ぐんし φ)(単一宮殿 ・神社)

桑制下遺跡〈純一築総〉

前川開〈たかがわり)遺跡(古 集落)

平安京跡(平-~拙)

平安宮跡(平一宮段)

平安京臨査会 50.10 

鳥羽線宮跡調査研究所 50.10 

京都市文化阻光悶 50.6 

京偲市文化観光局 50.6 

鳥羽照宮跡阻査研究J折 51.3 

平安博物館 5 O. 9 

伏Jm研究会 50.10 

六勝寺研究会 50.5 

舞鶴地方史研究会 50.11 

同月地方史研究協議会 50.7 

財団法人削℃学協会 50.6 

財団法人古代学協会 50.11 

且志社大学校地学術開金壷良会 50.7 

同志社大学校地学術出査聾員会 50.11 

京大息学Olm内遺跡調査会 ・医学邸付脳同位梅内遺跡調査班 5UI 

般車舗林窃〈りんりんぼう〉跡 (平 宮殿〉 財団法人古代学祖会 50.12 

一一 18ーー



平安宮内袋内IIHI'!廊跡第二次調査

平安宮悦定民話省長療の発術調査

芝ケ似遺跡発俗調査観聖 〈裂地説明会間判)

大阪 府
処上郎街跡発揚調査概要 V 

抱上遺跡発侮掴弦慢:I! ¥l 

国府遺跡発組醐査図書! V 

狭山遺跡発鍋繍査段聾 I 
高血城跡究制調査贋愛 W 

前会寺跡発悩調査仮:I!

東奈良遺跡発似国2交際盛

大凶遺跡発銅剣査概袋

総山遺跡発掘御畳飯製 E 
上国側I遺跡発脳出"fi慨~ 1 

府文傾 28 陶邑I
高槻市文報賞18冊 t~之江耐遺跡発錨割貧報告書

高槻市文報賞19ffil 奥坂oJtlt発脳調査報告容

守口市文化財縄査段袋 I 八毎週跡

Il\I f~1l\I街遺跡~凶磁総鍋査厩援

東大阪市埋緩文化財包厳地調査優報
舗宜仮置 N 

16 馬場川遺跡発鉱

東大阪市文線第5附縄手遺跡

河内良野市文化財制進医長「棚断裂跡発錨調査磁望書j

内長野市上原町所在

四ァ池遭跡発掘調査筏安

土noill跡発御畑宜綴掛

大圏ilI跡発細田倉観張

府中遺跡発組出資仮袋

持j

平安宮跡 〈単一宮鍛〉

平安宮跡〈平一宮破)

芝ケ原遺跡 〈古~奈-!島港〉

総上〈しまがみ)llII衝跡〈倒;-奈集結〉

池上(い"がみ〕遺IH体 ー集貧富〉

国約{乙1;)遺跡(尚~袋一策Ifi)

狭山〈さやま〉遺跡(古~奈 !l!jg) 

高屋(たかや}繊跡(中被〉

海会寺(かいえじ) (奈ー寺)

東奈良(ひがしはら)遺跡(弥-1思議〉

大尉遭跡(弥~宵-)経路〉

狭山遺跡(古-t，詩集機)

上田町〈うえだちaう)遺跡〈体~中-w搭〕

最北古窯{せんぽ〈乙ょう)跡鉾 〈袋一窯)

訟之江商(つのえみはみ〉泡跡(先~鎌 集務 ./<) 

奥絞(お〈さか〉古検隊〈古後一古刷〉

八雲〈ゃぐ b)遺跡(縄-iI-複合遺跡〉

邸機(ζ うづ)llII街遺跡(白~中集蕗}

馬湯川 (1:'まがわ〉遺跡〈縄ー集i!i)

縄手〈はわて);A跡 〈絢~古一袋場〉

棚原〈たははら〉窯鯵〈古代末時

四ツ他〈ょっぃη)遺跡{告示ー集紘〉

土師(はぜ)遺跡(省一集局高)

大同(おおぞの〉遺跡(弥~古集結〉

府中【ふちゅう)遺跡〔弥戸中-!思議〉

ー-19-

財団法人山代争協会

財団法人古代学協企

芝ケ原透跡調査会

府教 揖

K.f 教 Ii
M守数聾

府教葺

}符敏書

原f教書

府教吾

~f 教盤

府敬語

府 敬語

府教聾

高級市教Ii
高槻ili教養

守口市教書

宜野市教会

東大阪市教葺

東大阪市教Ii
州内良野市教養

堺市敏壷

舗摩市教聾

高石市教聾

相Jx.r信教聾

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

5 1. 3 

51.3 

51.3 
51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51. 3 

5】3

5 1. 3 

51.3 

51.3 



泉大梅市文化財調査概要 2 豊中iII跡発錫調査続安

降何回市文化財絢査を願書毎 I 土生遺跡発樹調査観婆

大阪文化財センタ ー調査傾告 XVI笑顔町真編寺所在遺
跡銭鋸蝿査報告.

大飯文化財センター調査傾告 XVII国道I66号線パイバ
スに回する携2凪埋厳文化財予察調査緩告省

大阪府道高温大阪総原線鎗役に伴匂う瓜磁遺跡試掘調査銀
管容

m市針画面道路貝線中央線悠殴予定地内埋蔵文化財氏価調査
報告轡

大細川環境盤繍修業相阪地区高水敷盤正工事に伴ほう船樋
遺跡氏銅鍋登録告轡

大阪E斯向内ラインガス碍官埋設予定地内久宝寺遺跡 ・減
山iII跡鉱姻調査鰍告容

鈴凶鈴の宮遺跡発捌抽出鮒告轡 日本住宅公団鈴の宮団地
開発計画に伴はう

寺内団地 ・他3団地開発予定地内坦磁文化財訟掘調盗報告
~} 

大阪府文化財醐査磁要 1968年度{再版)

畿の宮通路第三次調査厩報

大阪市平野区内毘原遺跡多差値調査 中間報告 I 

R酪良 (写1'1集)

四ッ池遺跡発姻鯛資銀告嘗 V 

豊中古池iII跡発鋸鱒査際線 その3

若ir;史跡・Jt烏池遺跡調査線告

上小塚遺跡民銅調査鰻告符

大阪大学文学部国史研究室研究鰻告第 2問河内野中古
繍の研究 野中古慣発側副査報告

東大阪の桜!I! I 皿他の糊炎報告

東大阪の歴史 2 吉俗新関企所跡調査線告

倉治古境務提編醐霊堂II!要

豊中 〈とよはか.)iII跡 〈宵~ゅー集落〉 良大iI!市教養 51. 3 

土生(l1~) ift跡 〈省一集諮 ・製塩〉 岸属}凶 l行教葺 51. 3 

真福寺 (しんぶ〈じ〉 遺跡〈不明一也〉 脚大阪文化財センター 50.10 

(不明一包〉 制怯版文化財センター 5 J. I 

皿儀〈うりわり)遺跡【弥~中 ・近一集落) 刷ti<阪文化財セン1- 51.3 

脇・浜近{)わ石さ才は近ま畿)遺草跡(せ〈き弥ざhい中と)う白さ中ど(1うまた)遺は跡か〈)平遺}跡 〈縄-<P 酎杭阪文化財センター 51.3 

船繍(ふなはし〉遺跡 (縄~平一集第〕 刷1大阪文化財センタ ー 51. 3 

久宝寺(き ゅうほうじ)iII跡 ・城山(しろやま)遺跡 (弥~中 ・近 酎tJc版文化財センター 50. 6 
一袋路

鈴回鈴の宮(はちたすずのみや)iII跡〈縄~中 ・近) 岡大版文化財センタ ー 5 0.8 

細気(ゎη〉遺跡(弥~中 ・近一続講 '!O.古境) 柑比阪文化財センター 50.10 

剛院阪文化財センター 5 O. 12 

織の宮(もりのみや)iIIil' (揖ー且啄} 銀自主宮1Il掴修会 5 1. 3 

長原(拡がはら}遺跡{縄~古一集落 ー古噴など} 長JJ，1i!1:跡調査会 5 Q. 4 

東奈良 (ひがし俗ら)遺跡(弥~鎌一集落〉 東奈良遭跡調査会 51. 3 

四γ池遺跡 {弥一袋詰事〉 四γ他iII跡湖査会 5 1. 3 

豊中古池(とよ江かふるいけ)遺跡(古~中一集搭) 豊中古池遺跡糊企会 51.3 

若II(わかえ〉械跡 ・北烏地〈きたとんのいη) 東大阪市遺跡保謹凋君主会却年度

上小坂{かみとさか)遺跡〈弥 ・中ー包〉 東大阪市iII跡保鑓掴査会田年度

野中(のなか〕古境〈古ー古繍) 大阪大学文'歩郎国史研究室 5 I 

血池 〈さらいり}遺跡(近ー溜池〉 東大阪市遺跡保護鍋貸金 5 1. 3 

吉松新聞会所(よしまっしんでんかいしよ)跡(江一建物跡) 東大阪市遺跡保温綱交会 5 1. 3 

倉治(く らじ)古峨僻 〈笛ー古繍} 宜野古文化同好会 5 1. 3 
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近畿自動車ilI.A跡分布調査観受

泉南1ls阪南町鳥取地区埋蔵文化財分布調査報告害

国道 166号線パイバスに関する第 21'11樫磁文化財予察調査
線告容

兵 庫 県
瓜文線 第11側 割高 1• 2分船 rl.)同級rJs動車辺悠誼κ 2建築1ls541跡 ・佐用締 7，食跡(弥~江ー古楠~包・!思議}
伴なう埋蔵文化財発緬醐宜鰻告をF
備1l!. !ミ飽41跡 畏I!!(はがとし 1>I!fj;(古来高再}

期例目~A . B地点発娼調査複製 市(首尾{みえ温みそうJ;;) J!跡{ゆ ・近一炉跡)

元住吉山渇跡

保湿磁文化財調査略報 l 楢瞬国分寺周辺の古鳩 粗利
'9零度発衝調査略報

尼崎市金楽寺貝塚

伊外減跡発錨調査報告容

二且谷省検鮮

担岡市立郷土資料館調査報告i-tlf 第6!1l 鎗凶古t貧富事 ・下
'"古川n発似調査線告

品衛.r矧 第1集制凶分寺跡 1 昭如綿年間閥

円筒町文鮒 第 211! 但r，・紘布ケ像茜.A跡調査報告書

八寸塚12・15号喰測雌傾告

史跡n色塚古繍復元 ・!/[備事業仮l!

元住吉山{もとすみよしやま I.A跡{弥 盆}

咽駒山(だんじみうやま〉古繍他(古ー古境}

金楽寺(さんらくじ)貝塚(平-m終)

伊丹械〈いたみじょっ〉跡(ゆ 滅)

ニ比谷(ふたみだκ〉古嶋野 (省後ー古繍)

縁日:!(lが兎た)・下時{しもかげ)古繍醇 {古ー古繍}

但馬{たじま}白分考{奈ー凪寺}

t刷 3ケ穏{κょうがもり I~.AI事{奈~平-'，富}
八十嫁{やそづか I(古『古繍}

五色塚〈どしきづか〕古境〈省ー古IO)

史跡伊丹8隆寺跡保停苛建計画館定事業報告書 伊丹脆寺。、たみはいじ)跡 {白ー寺)

府敏幸 5 1. 3 

酎怯阪文化財センター 51.3 

刷出阪文化財センタ ー 51.1 

県教畳 5 1. 3 

県教番 50.10 

伸南町教壷 51.3 

神戸市教書 51.3 

姫路市教委 5 1. 3 

尼崎市教聾 51.3 

伊丹市教聾 51.3 
波崎町教壷 5 0.4 

概岡市教甚 ・市郷土賢料館 5 1. 3 

日照町教委 50.7 

a高関J教書 51.3 

六叩摘IUI集積醐貨調夜間 50.5 

神戸市教聾

伊丹市教委

缶衣笠山のろし台跡発樹調査報告 ・大級神社古摘発悩調査 4支笠11，(きぬがさやま)のろし台{中ー減)大命神社i!ittl:(古後
想Ili岡郷1市R教壷料館

50.8 

51.3 

50.5 
報告 ・大凶山古111<草分布副査報告 -Zit貨)大師山古橋野(古-i!it貴}

高 良県

平披京右京三~ 坊六坪

!¥I鳩町瓦縁 1号域発鋸調査Sまま被

県文報 2匹目~ .，.富市m高取町清水谷 1・2・3・4号検発
繊細査報告

胤文銀第26集 佐味図ナガレ山吉境付合嫁2号円筒相関
食料告

斗4城京(へいじaうきょう}跡〈家-ll¥繊〉

lU単{かわりづか I1号鳩 {古ゅー古橋}

摘水谷{しみずだに}古111"(古後ー古域}

ナガレ山古鳩{古中一古検}
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県教蚕

県教壷

県教聾

県教聾

51.3 

5 1. 3 

51.3 

5 1. 3 



宮崎iI跡昭和田年度発鋸調査概領

飛鳥京跡昭初日年度発制調査観報

大安寺田年度発目層調笠既報

平線京左京八条三坊発姻調査鍍傾 東市郎辺東北地織の調査

奈良県北葛減鶴広陵町寺戸遺跡発掘調査複線

平線京左京三条ニZ万六坪発舗面調査続報

a隊寺発iIlI舗査報告

拘 置置 山県

県文化財学術調査報告省第6附高野山奥之院の地宝
高野山奥之院埋蔵文化財総合調査鎌倉轡

佐野廃寺(佐野遺跡)緊急発蝋縄査俵縄

問関遺跡緊急発制調査複線 I 

鳥 取 県

大山山総遺跡税調査報告曾 I 
内木遺跡発制調査報告例 1 F・J地区

因幡国防2跡発掘調査報告省 W 

鳥取市文煩 皿 必仮谷間iI跡n.大路川遺跡調笠原傾

鳥取市文報 W 鳥取秋里iI跡I

米子市埋文報

沢ベリ遺跡発掘調査既報

伯智国庁跡発錨調査綾報附和田年度

大新凶遺跡発悩調査鰻告1'l

上縄東古3負鉾第3号墳発制調査報告

淀江条型遇措地犠緊急調査線告窃

直浪遺跡発仮調査報也轡

改訂 ・鳥取県遺跡地図第W分間

官滝〈みやたき〉遺跡〈弥 ・奈ー集誠事 ・宮跡〉

飛鳥〈あずか)京跡(飛ー認繊〉

大望号寺〈品、あんじ) (奈ー寺〉

平線京~ (奈一綿織〉

寺戸遺跡(袋~平集蕗〉

平成車跡(奈ー銚掛

西隆寺(さいりゅうじ) (奈~平ー寺)

高野山奥の院 f乙うやさんお〈のいん】

依野〈さや)iI跡 (弥-)思議)

同副〈ゐかだ)遺跡(奈 倒立伎 ・土鉱 .14) 

大山〈だいせん)山鍵遺跡燐(制~宵ー包 ・県議)

青木(あおき〉遺跡〈弥中~奈-!J!路 ・古検)

国情〈いf創的自府跡(古~鎌一回)・図俗凶分寺跡(古-!ti-
由寺・1鳥海)

給源谷倒〈まつばらたにfコ透跡 〈古~平 ・鎌 集落〉大路川
〈釘おろがわ〉遺跡〈縄~袋一貯蔵穴)

依里(あ舎さと〉遺跡〈古前 ・ゅー祭)

祭事良〈はぎり〉遺跡(聞~古-!J!~)・間成〈おかは り) 6号
制 【市一宮崎〉・宮畑(みやぱた旬)償穴・間〈おか〉機穴〈合ー
償:;'()

沢ペリ〈さわ，)iI跡〈劫時~古銀総)

伯智(ほうき}国庁跡(奈~平ー固)

大新凶〈おおしんでん〉遺跡(育訓ー包〉

上級東 (b泊みだねひがし)3号境〈古後 詰境〉

淀a:(よどえ〉条里遺跡〈奈~平?一条盟〉

也被〈すくはみ)遺跡 [古一策搭〉
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1.1殺畢 51. 3 

M 教聾 5 1. 3 

以教聾 5 L 3 

奈良県 51. 3 

広陵町 5 O. 4 

奈良国立文化財研究所 5 J. 3 

凶隙寺跡調査要員会 5 1. 3 

県教書 ・高野山文化財保存会 5 0.12 

かつりさ町教委

岩出町教妥

51. 3 

5 1. 3 

聾

聾

聾

教

教

教

叫
県
副
院

51. 3 

5 L 3 

51. 3 

鳥取市教委 51. 3 

鳥取市教委

米チ市教聾

51. 3 

51. 3 

自古市教委

u古市教甚

大山町教聾

大栄町教霊

能江町教要

領郎村教蚕

県教袋

時曜

5 1. 3 

50，12 

5 1. 3 

5 1. 3 

5 1. 3 

5 1. 3 



島祖 県
血道9号線パイバス建設予定地内樫文傾 51.3 

51. 3 

51.3 

妥

広瀬町教養 富附が;Jl末遺跡調査団

ぬ掛以文化財霊護協会

教Ii¥ 平所〈ひりどζ引遺跡〈布一議〉才ノ時〈さいのとうげ)-，tjf貧tI
・大呼【おおつま)古須野(山一言iItt) 

宮間川前床(とだがわかL.う)i!跡(，いw近一袋詰容〉

柴〈しば)遺跡〈台 古In.袋持母)

I 

?質問戸')，転OII跡郷2次調査概婆

主張地方沼紛江 袋線パイ パス閣係理主報

5 1. 3 聾教民主

51.3 

5 1. 3 

5 O. 9 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

聾

県教重

県教聾

ut山市教霊

山自崎町教書

嶋敬委

岡山市教委

教県

調内〈すのうら〉遺跡(縄~中一雄物 .l!)・谷尻(たんじり)遺跡
【縄~中~近築協 ・II!D・樋木甘え剖遺跡〈弥~軍一水路

建物〉・!!!(そら)宵績 (Ii一台繍〉・戸経【と I:IC)遺跡〈縄~平
m~) 喝の畝〈とヲのうね)週跡(平来~中一石続適備) ・青地(あ
おじ〉遺跡〈縄~古一策i¥.必〉

宮の前〈みやのまえJ・篠山〈ももやま)i!跡〈欄~中-W1&・繕】
備中平〈ぴつら吻うひり)遺跡〈網トゅー集稼 ・基 ・窯〉

附胤〈はらぱら)廃寺llt(奈 考〉

幡多(はた}礎寺位〈白一考〉

太閃十三社(おおだじゅうにし引遺跡(鈎戸系 銀港 ・古1M
省凶〈いわた)古境"・野山(のやま)第 2・5号句自〈古一古慣〉・
三磁畑(さんぞうぱた〉遺跡〈平末~鎌一黛)

I 

中国縦貫臼動jfijfji!~1C伴う発鋸掴笠 6
県
日!I

岡山

叫埋文縄

中国緩由自動車辺悠般に伴う発編調査7

県農文報 Q3僧原廃寺跡緊急発鋸舗査領報

繕多自信寺発備調査報告

大間十二社遺跡発掘出査院銀

岡山県宮山陽新住宅市街地開発附地内埋磁文化財調査観報
161 

岡山県i!跡地目〈第4分冊〉

岡山市全国遺跡地図 5万分の l

a~ 県埋文線

5 1. 3 

51.3 

51. 3 

513 

51.3 

51.3 

畳

書

吾

吾

壷

畢

教

教

教

教

教

教

県

叫

山

持

品

川
州
削
除

51.3 

51.3 

県 4受 益

東広品市教畢

西本〈にしもと}遺跡〈弥一集湯〉

備後〈ぴんど〉白分寺〈茶由考〉

大風呂(おおぶろ)古機〈古一宵検〉

緑ケ丘(みどりがおか)i!跡(弥一包)

御飢(どり aつ〉退跡(鎚 ・体-1県海)

手扮谷〈てぽうだtζ)遺跡・手筋谷 1-8号古績・聡松〈ねじまっ〉
占検才谷(品、1.:lC)I........S号古繍・才谷1・2号石棺・才谷3-S"ff土
鉱・躯圏・大隊谷企跡・地政il.i!l$"・地ノ伺〈い貯のっち〉遺跡

I江戸千鰐町((きどぜんげんちょう)遺跡〈鎗~室 集議)

西本 (ICしもと)遺跡(弥-/1;) 

広島県
西本遺跡" A・B.C地点

備後血分寺跡第 4<X.発御調貧II!傾

大嵐呂古明発錨酷出顕鰍

緑ケ丘OII跡発御調査絞報

神辺御悩i!跡第 l次発倒調査観械

県宮駅家住宅団地造成地内狸厳文化財発組閣査報告

23 

必戸平併町遺跡第11-14次発樋鴎悲観lI'

白本遺跡髭 D. E. F地点



腕城跡の発錨酎査

洗谷貝塚

下本谷，ft跡推定G議後由三次""街跡の発縄問究報告

広島県文化財ユュ ス第国号昭和150年度草戸千軒，fj跡
(第12次-14次)
日本考古学協会第41由総会研究発表要旨 rt;!:戸手肝町遺跡
〈第12-第14次〉の鏑査」
芸備第3集

'"戸千野町，ft跡の発錨 日森際史5

山 口 県

長埋文報第321轟 倒凶境星通群 I 付木崎a跡

山口バイパス埋蔵文化財調査 ・第 2次 1975 朝国 ・
木崎

徳佐

大地廃寺

山口市樫文報第 51高 揚凶楠木町渇跡第E地区発楓調査
綴報

新下関駅周辺a跡発網開査綴報 開荷あ0年度

下聞市秋般町所i:J.})遺跡

防府市文報第5集多々良寺山9号繍

周防白衡問限地核の絢査

周防国府北阪地犠発栂調査報告書

尾尻a跡

相ケ迫古t貧

間古t貨発御調賓館告

上原直跡発掘調査報告 l 

山口市埋文報第 41長 ~líl河内古 IØIlI調査報告書
長門 ・大井

徳島 県

大柿，fj跡発偲閣資額級

新総(ともじょっ)跡〈室城〉 福山市教蚕 5 L 2 
洗谷(あろうだに)貝潔(側 貝縁〉

下本谷(しもほんたに)遺跡(奈一宮)

竿戸千僻.)渇跡{鎌~室一集落}

福山市教書 ・洗e.Ti塚発隠調査団 51.3 

下本谷ュ定跡発a園田査団 50.12 

備総〈うえまつ)第 l号盲繍(古 古墳〉

草戸千華子側)，ft跡{鎌~室ー築様)

朝関(あきだ)1貨基球鰐 I地区(古一古績)木崎(きさき}轟跡

(中~近~集落)

朗悶t貧3事務第 I地区{古 古槍)木崎禽跡{中~近-jl.uo)

坂手枠尻{さかておきじり)沼跡(弥 ・古 1義務)

大津{おおつ)廃寺〔長門深}II(ながとふかわ)匝寺)(奈寺)

括合附繍木(ゆだくすのき)II!J，JIJ:跡(縄~中一興革 )

新下問駅周辺$跡{平-1奥様)

多々良寺llj(たたらてらやま)9号槍(宵 古横)

It，j~j (すおっ}国府跡(奈一国)

同防国府跡[奈一国)

尾尻(おじり)調跡{弥末~古m集i!i)

相ケ迫(あいがさ乙)古検(古一戸ita) 

間{はざ設)古境(i'i 古繍)

上限{うえのはら)，fj跡{弥~古~集溶包謎)

朝食炉J内(あさくり乙うち)古指詳{古一古峨 }

宮ノ馬場(みやのぱぱ)右跡{弥一集認定}

大柿{おおがき)，fj跡{弥一m遊}

一一 24

広島県文化財協会 51. 3 

日本考古学協会 50 5 

芸備友の会 50.12 

宕波宮山 50.6 

県教聾 51.3 
i且t省山口工)l事務所

県教聾 51.3 
悠設省山口工事事務所

県教委 51.3 

県教委 51.3 

山口 Ili教幸 5 1. 3 

下関市教聾 5 1. 3 

~Jj Iff市教壷 51.3 
防府市教書 51. 3 

防府市教畢 51. 3 

FI公市教委 51.3 

悶布施町教書 51.3 

m楠町教壷 50.11 

翁川町教岳

山口市教墨

大阪学院大学

51. 2 

5 1. 3 
5 1. 3 

県教委 ・三好町教聾 5 }. 3 



50.6 

50.6 

県教書

2宅厳文化財調査団

絡が総{じいが謹つ}古相{宵『合指)

機八原 (Cんぱちiまり}古JtH古ー古2貧}

書 川 県

爺が総省繍発錨調l'i鼠線

荷量八原i!it貧tI宛姻醐資優伺

50.7 

51. 3 

船山市教Ii
佐山市教書

51.3 

51. 3 

51.3 

総山市教委

総，1，市教葺

山側41跡学術調先亜日会

岩吉山い、ね乙や')古鳩{古ー古lI!)

御111所(どさんじ.dll号横 忽1lIl山古娩 ・久万ノ台古場
{古一古繍}

古1<<(ζでら);jJ跡{弥一弁峰)

文京{ぷん会ょう);jJ跡

山伸{やまかみ )41跡(縄}

zt古山古楠

御厳所11号積 忽lJlI山吉績・久万ノ

51.3 

51. 3 

51. 3 

!t;t教韮

高知IIi教聾

春野町教聾

朝畠坂本(あさくらさかもと}古鳩(古後一古摘 }

家泉寺(じんぜんじ}雌寺 fmー寺)

山線{や剖，) ・ 石l~敷(も、しゃしき)遺跡〈弥前~弥中一集解)

51.3 

51.3 

5 l..3 

50.7 

51.3 

51.3 

51. 3 

51.3 

5 1. 3 

51.3 

A

旋
盤
益
聾
蚕
必
安
曇
釜
韮
，

a

教

教

教

般

教

教

教

般

教

教

県

山

機

仰

鵬

嗣

暢

県

良

県

副

殿

山

恥

県

水lo!lみずき}跡(奈ー減)

昭初日年度

井原(いはら)・三富(みく も}遺跡(弥 ・古島 ・策絡)

50.11 聾教県高木古摘{弥.A<-/1;.古禾 古塙・集荷~ )向山(むかいや重)
4110 (弥 ・古ー包 ・古繍)中座1¥;jJ跡{弥集蕗中→!l)
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費蝿 県
総山市文報第8!l!

絞山市文報賞J9m 
台古繍

必山市文銀鱗IO!応古照;jJ跡 E

必山市文銀賞H1!泌文京遺跡弥生式土器編年図付

"，神41跡発鋼111査報告併

高 知 県
呪文報節目録i

高知市灘拠与勝寺発錨醐査第ー次調食俊銭

， 1 ，級 ・ 石出費女a跡体内m.tb)~ 直跡

植岡 県

水域 開初日'l'1t発制醐査報告

九州縦l'HI動車泊関係埋厳文化財制査領報

処文様 }f版三製遺跡第日u!

山陽続e李総関係縄厳文化財調究復傾 昭和49今度

山脇続鉾鎗関係埋厳文化財綿査複線期利回年度

山隙新鈴線日必係会型XI誕 !!ll集 駿手柏座卸所在遺跡跨 ・春日市門凶2方墳の描Ji

山鋤2野総線関係埋文繍 賓12U隆 春日市筑象郡廊珂町所在遺跡癖の調査

福岡商パイバス関係埋文健 m3集 御宣Jl(耐{みかさがわみえなみ)条坊跡{半~室条坊跡}

今宿パイバス関係樫文鰻第o降 格拘納〈吻のう〉透齢(~-吉一策jf，)

大野綾跡火石J;j・八ッ畿地区建物跡史跡il1境艶備に伴う 大野城跡u長 級 }
発織調査厩傾

〈らてのむ治し その 2
，E>JI跡の醐資鮒告会E料

九州絞首自動車道聞係破子個1所



くらてのむかし その 3 九州縦貫自動車道関係絞手町所 汐井鉛{しおいかけ J，ft跡(弥一慈 古ー古検)
lE，ft跡の調査報告会置料

〈らてのむかし その 4 九州縦買自動車道関係鞍手町所 向山;Jj跡 ・中屋敷遺跡・高木古憤群{弥・古 基 ・古繍)
在a跡の調査報告会賢料

偏岡市煙文報 第36m板付周辺a跡割査報告割引

北九州市文銀第16t駐北九州の埋蔵文化財

北九州市士銀第17集白岩;Jj跡北九州市直方道路用地 白岩(しりいわ〉遺跡(奈厳骨器、中一本給基)
内の喝跡調査

北九州市文字議第18m 暢生凶 北九州市若船区大字二昌 明生倒(かもうだ〉遭跡(古一倹穴)
所在の横穴古槍幹

北九州市文報第19県襖山;Jj跡小倉南区大字桁間字狸 狸山(たぬきやま);Jj跡(古石木棺)
山所在

北九州市文撃戦 第20m 寺町泡跡 小倉南区大字南Jり字寺
町所在

久留米市文報 第121長筑後国府跡 I

谷日市文報第4集 編岡県春白 t宵小倉大南所在

大南遺跡調査続報

裕嫁古t費 大牟凶市黄金町 1丁目所在の古式古績の調査

担州市文報第 I1お 求菩健山経塚

なの〈に 山陽新幹線侍多車偏京地聞係春日市 .ß~珂川
町所在a跡の調査鰻告会

王桜前境保存の歴史と計画

史跡御所山古横保存官理計画策定報告智

大任町文報第集孤塚古t貫録

東田古頃務線開県越担m陥1組関I所在古楠IIIの醐笠

新ì~ 古1fI~手 術岡県京鶴IIlJl苅"'岡I所在山一清潔の調査

磁波町文報 第1集 スダレ却を跡

友伎瓦窯跡

新吉寄付文報 賞J2集霊水騰寺

田a跡第二地点

特別史跡王塚古i貨の保存 畳飾古鳩保存対革研究書

寺町(てらまち)遺跡(弥貯厳穴中世ー柱穴}

筑前回附跡{奈ー由}

大間(おおみなみ)虐跡{弥 集IliJ
大同(おおみはみ J，ft跡{弥-J昼寝客)

治縁(<ぐりづか }古境(古ー古繍)

求創出山(<ばてやま J;Jj跡〈中盤〉

王塚(おうづか)古椀(古 古境)

御羽山(ごしょやま〉古噴(古-ti境〕

狐塚(きつねづか〉笛明野 (古ー古頃)

東凶{ひがしだ}古鳩俳(合 古鳩)

新法{あらつ)古嶋野{古 古精)

スダレ;Jj跡(体-b¥J

主伎(ともえだ〉瓦窯跡(弥一畠)

毒水{たるみ)磨寺{奈 寺).友校瓦窯.桑野原瓦潟

肱(はる)遺跡(弥 ・古一基)

王潔省指{古一吉治)
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県教聾

県教聾

沼岡市教壷

jヒ九州教妥

北九州市教聾

51.3 

51 

51.3 

5 1. 3 

51.3 

北九州市教蚕 51.3 

久儲米市教書 51.3 

在日市殺事 51.3 

春臼 di教委 5 }. 3 

大牟関市教委 50.12 

盟前Ifi教壷 51.3 

春日市教壷 ・JjllfoJ川町教委

経川町教書 51 

苅悶町教壷 51.3 
大任町教笹 51.3 

間塩町教昏 5 I 

苅附町教委 51 

徳a室町教霊 51.3 

大事村教書 5 1. 3 

新吉言;村教委 51.3 

北九州市埋蔵文化財閥流会 51.1 

偏剖県文化財調査会 50.7 



大宰府史跡 昭続周年If発樹純資観絡

機戸口古頃鰐 福岡市西区東袖山字瀬戸口所在古頃鮮語憧
報告書

恵子箸11，IA跡 筑紫Il1IIJ1S珂川町恵子所在t貨車の調査

福岡県a跡分布地自{行繍市 ・京1M嗣}

福岡県a跡分布地問{観的市 ・筑上織編}

佐賀 県
県文報 'l!担1長縦方原遜跡

鳥文鰻箔34)長考繍遺跡

県文線第351厄石木遺跡

録文線第361捉戊OA跡

佐田市金V.町銚子政古嶋

武縫市潮見古愉

大川内山鍋品滋賀館発編制資額報 第 3d(綱資

牧古2足跡
肥前回分寺跡発釧阻ま11襲報(第 1d( 1 

豊 崎 県
県文報 第24W 1Jl事北パイバス関係埋文報関録編

駄文鰻努25~長盟国際a跡

県文傾術指篠原ノ辻>11跡

福江市文縄ll!1集 水ノ溜a跡

Ji!，宵文線第 1集嵐魁易正石lUIlI¥I型転鰻告笹

山品原画.l陸側保存官理計画

熊 本 県

録文報知19集周辺怯樋パイバス関係謹文報

県文線第四割際線繍

術水町文報第 1集船山{玉名m翁水町清阪>11跡指認調
査}

大宰府〈だざいふ)史隊〈平 ・中国) 九州股火E料館 51 

瀕戸口(せとぐち〕古境総(省古嶋) 制刊コー 50.12 

恵子若山(え乙わかやま〉遺跡(宙ー古繍) 恵子遺跡調査会 ・醐東洋開発 50.10 

県教壷 51.3 

県教聾 51.3 

姫方眼{ひめかたぱる 1>11跡{弥・古一集結) 県教 書 51.3 

"繍{てらう勺}瞬寺島容{奈ー ifl 県教 聾 51.3 

石本{いしさ 1011跡{弥 ・古 ・5手袋J'f;1 県教聾 51.3 

戊{っちのえ 141跡(弥 ・古-It-t長沼 菖・窯} 県教畢 51.3 

銚子塚{ちょうしづか}古慣 i古一古墳} 佐田市教1i 51.1 

糊且{しおみ}古愉 {合一吉明 } 武止を市教聾 50.12 

嗣品藩~1 なべし草はんよう 11 江-:~II 伊JJW.iIi教書 51.3 

牧(重き)古ll¥跡(平ー黛) 北)j町教餐 51.3 

肥前{ひぜん)国分与跡(袋ー国寺} 大相関I教彊 5 1.3 

帥ノ捌{みねのはら}壇跡他3点 I縄 ・i[-也 ー不明混構 ) 県教葺 51.3 

里回目.j(さとたばる 141跡(縄・弥一也) 県教書 51.3 

開ノ辻("るのつじ}場跡{先 ・弥一集落} 1¥1 f<壷 51.3 

水/商 Iみずのくぼ1011跡{縄一包} 福iI.rli教書 51.3 

風観岳[ふうかんだ貯}文石菖群f縄一基} 線阜市教畢 5 1.3 

旧島原署東開(しまばらl'んや〈えん)跡 Ci[ー薬箇跡〉 県教'li 51.3 

後雨{ぴう 1>11跡{陸一日院議}曽旭{そtぎた)且""C縄 目録} 県教袋 51.3 

地1繍(<ろ11し}貝塚{縄中~後ー且嫁} 県 教聾 51.3 

!Ww，[(せいiぎる)OA跡【省ー盲繍} 濁水町教聾 51.3 
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大骨県

県文報 第37!長六郷諸，1，出陣文化財総合調査筏製

県文化財調査報告第25制ネギノ沼跡

箆後国分寺跡附和田年度発備調査慨報

法鋭寺跡発繍調J't既報 l 

菅生台地と附辺のa跡 l 

荻台地の撹跡 l 

野iJリ11杭械の溜跡

大野It，!台の，ft跡 l 

大分県扮嗣穴の発錨盟交考古学ジ.ーナル No.1 1 5 

宮崎 県

六郷満IlJ(ろくどうまんざん)(除 手)

ネギノa跡{おト弥 ・包 ・築港)

偲後{ぷんと)国分寺跡{奈後一国寺)

法銭寺[ほうきょうじ}跡提寺(奈前一寺)

悶ii!i(たがしら)追跡ほか{側~弥 包 ・集務)

下砲水{しもたきみず)週跡ほか{縄~材、-8，集務)

苦熊fH(すがむた IJ!跡ほか(側~致、ー一包 ・III訴)

二本木(にほんぎ 1>11跡ほか(弥中 ・後 11>務)

紛{へき)嗣穴(純一議 ・包)

県文報 徳18m 郷盟関n'i-山(いわやま)J!跡{弥 !l!椛)・高鍋町水谷加(みずたに
ばる〉古f貧(古 ぎ;1脅)・ 依士1f，~lIIr川添(かわぞえ)治跡 (弥包 1 .
日鏑町原村上〈はりむらうえ)地下式杭火{古ーさ揖)えびの市'"
嫁0まいづか)泡跡{古地下式繍穴)

瀬戸ノ口池区特錬良地保全被備事業"伴なつ坦!磁文化財発 大萩(おおはぎ)遺跡 (弥-)袋詰存〉
制調査報告 大荻沼跡 121

鹿児島 県
県埋文報 111 県立愛野工業日絞移伝川地開文繍 花ノ木{はなのさ IJ!跡(側包 ・m石遺構)

県埋文総 121県宮渇水平野畑地借合土地改良事業に伴フ 敏光寺{ほう ζ うじ)遺跡{純 ・近-{!!.JW)
醐'fi報告占

県i'll文報 131 困営 III水平野農業水利事業K伴う発御調査 牟問尻 ・カラン迫禽跡{蹴ー包)
報也杏

沖縄 県
八前山 ・石垣島判。同1本御室投書跡発御劉究報告2F

MI縄県伊江応浜崎且嫁

;1哨・宮市品砂川元!;，J!跡発鍋調出観報{第二次)

平得仲ヌドg旬以(ひbえなかもとうたさ 1>11跡{中一集務)

浜崎{は建ざさ)目塚{仲制貝嫁時代前~中~後 Ht家)

砂川元g~ (うるかもとじ主)慮跡{中-Ill核)
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県教書 5 1. 3 

県教蚤 51.3 

大分Iti教委 51.3 

宇佐市教書 51.3 

竹凶 Ih教番 51.3 

荻町教壷 51.3 

野tlt町教蚕 5 J 3 

大野町教Ji 5 1. 3 

ニュ +サイエンスit 50.11 

""教委 51.3 

県 教華 5 1. 3 

県教韮 51.3 

県教書 51. 3 

県教蚕 51.3 

県教書 51.3 

伊江村教'Ii 5 J. 3 

砂川元L.¥，Jl跡捌輩出 51.3 
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