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発揮調査1é~叫
1 下長遺蹄の調査

古高工業団地内で工場建設に伴い、昨年 10月より行ってきたす長選議の発掘調査も 2

月末で終了しました。下長遺跡は古墳時代前期を中心に発達する集落遺跡として知られて

おり、これまでの調査では省道官飴ゃ装議などが発見されているほか、議長や鏡・右折

などの歳長真が多数出土しています。今回の調査地点は首長居館の一角にあたると推定さ

れる場所で、その概要が判明するものと期待されました。

調査の結果、区画溝や説(大きな穴)、井戸、福首選務群が多数発見されました。

区画溝は東西が約 60mの規模で、

コの字状に巡ることが明らかにな

りました。建物は 10棟以上が確認

されましたが、削平され、消失し

た柱穴もあったと想定され、さら

に多くの建物が建てられていたと

考えられます。また、多数の住穴

の存在から、何時期にもわたり建

物が建て替えられたことが推測さ

iれました。建物のほとんどは l間

X2聞の小型の建物で、柱穴も大

きいものではありませんでした。 恥 IV-J. .1 ・ IV ヘY..w-~臥軍 ~ 
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.下長遺跡遺構全体図
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今回の調査では首長居館の内部の状況が判明するものと期待されましたが、1間×1間

あるいは1間×2間の小型の建物が多数検出されました。．字状に区画溝が巡り、ほぼ中

心に大型建物が1棟あり、その周辺に小型の建物がいくつも伴っていることがわかりまし

た｡弥生時代後期の伊勢遺跡の中心部に位置する方形区画とは異なる下長遺跡の様相が明

らかになりました。 （伴野〉

2長塚遺跡の調査

小島町字長塚地先（市立河西小学校北側）において、宅地造成工事に伴い約2,300㎡を

対象に実施した発掘調査は3月19日に終了しました。

検出した遺構の時期は､弥生時代と平安時代中期から鎌倉時代初頭にかけての2時期に

大別できます｡弥生時代の遺構は中期から後期の秀鵜蓋董.溝.士坑などが確認されま
した。方形周溝墓は一辺10m規模のもの2基とそれより小さい一辺5m規模のもの2基

が、それぞれ周溝を共有する形で検出されました。両者の間には同じ時期に埋没したとみ

られる南北方向の溝がありますが、墓群の区画など､その関係については今後の検討課題

です。隣接地点では、同時期の列状に並ぶ方形周溝墓が多数検出されています。今回検出
ぽいき

された周溝墓もこれらと同じ墓域の中でとらえることができ、この地域において弥生時代

の墓域の広がりを確認できたことは貴重な成果といえるでしょう。

この他、平安時代中期から鎌倉時代初頭にかけての掘立柱建物3棟以上をはじめ、溝や

土坑など多数が検出されています。周辺の調査成果と合わせ、この時期の土地活用の状況

を確認できた点など非常に大きな成果であったといえます。なお、詳細については次号に

おいて報告いたします。（木下）

▲弥生時代の方形周溝墓群



’3焔麗堂遺跡23次調査
焔魔堂町および今宿町地先において、公園整備に伴い実施してきた発掘調査が終了いた

しました。遺構は水田耕作土のほぼ直下で、古墳時代初頭の方形周溝墓や古墳時代前期の

溝、飛鳥時代から平安時代中期にかけての溝などを検出しました。

古墳時代初頭の方形周溝墓は一辺約10mの規模で､周辺の調査で見つかっている前方後

方型周溝墓よりも若干古い時期のものと考えられ､周辺一帯に広がる墓群の中でも古い一
へきぎよくせいくだたま

群になると思われます。古墳時代後期の溝からは碧玉製の管玉が出土しています。6世
すえき

紀代とみられる須恵器の近くで見つかりましたが、管玉自身は4世紀代のものと考えら
かくらんど

‘れ、埋没のさいに溝に混入したものと考えられます。また、撹乱土の中から縄文後期以降
いしさじ きょうでんふるたか

のもとみられる石匙（石製のナイフ）が出土しました。近接する経田遺跡や古高遺跡で

も縄文時代中期から晩期の遺構・遺物が確認されていることから、調査地周辺にも縄文時

"代の遺構が存在している可能性があります。

｜なお、詳細については次号で報告したいと思います。（平井）

▲飛鳥時代から平安時代中期の溝跡 ▲古墳時代初頭の方形周溝墓

▲調査位置図



審季特別展開薩C;)II知1;世

市立埋蔵文化財センターでは、ゴールデンウィークの期間中に春季特別展を開催いたし
よみがえ

ます。今回の特別展では『様々な木器展ー匙る古代の木製品一』と題し、保存処唾され

現代に匙った弥生時代から古墳時代の様々な木製品をとおして、古代人の生活の様子を探

ります。
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開催テーマ

開催期間

開館時間

記

『様々な木器展ー匙る古代の木製品一』

平成 21・年4月25日(土)から 5月 10日(日)まで(期間中無休)

午前9時から午後4時まで(入館時間)
くわ はしご

4 主な展示品 ココヤシ容器(下之郷遺跡)、鍬未成品・梯子(吉身西遺跡)

弱・鍬・繕・容器・建築材(下長遺跡)、予長(阿比留遺跡)

有形民俗資料(参考資料)

5 そ の他 特別展開催準備のため平成 21年4月 20日(月〉から 4月24日(金)

までと展示資料整理のため 5月 11日(月)から 5月 15日(金)ま

で休館いたします。

【交通機関} JR守山駅より近江パス服部線「市立埋蔵文化財センター」行きまたは「野

洲川歴史公園サッカ一場j行きで終点下車

平成20年度発掘調査一覧表

遺跡名 | 隣地 |腕期間|臓蹴/開鋪君臨叫 踊筆原菌 l翻 l担当 Iz.良掲制

11 伊錦跡1峨 |伊掛町苧北京都6番地 18/28-9/121 225 確認罰査 |飽|伴野.

什 下之錦繍83次|下之錦町宇平JII即時1他 15/20-121221 3.100 史跡舗前調査|蹴 1m姐 159

立二こ±之郷遺跡 |下之錦町字企影仰齢、制番216/19目的oI 120/295.88 個人住空 |砲毘 1m畑 1 1拘

什 下之鮒跡 |下之錦町時鹿側番4 12/12q叶 • 40/189.羽 | 個人住宅 枠制小島.

什 正福寺遺跡 |下之錦町字削岬 15120....6/30 1 500/2.097 宅地造慮 |相砂叫 159 

円 IE扇面てI!却ssr.lJ1扇子ブーI~~~!~~/~~J __，型恒一上宅函瓦-塑J~I担.l.... ~勾
71 IE福寺遺跡 l下之揖町字平田6，90番10 10/21 20/62.91 個人住宅 l本闘到小島

8 I 正福脅迫跡 I下之錦町宇平田岡0番7 10/23 I 20/66.24 個人住宅 l本舗到小島

什 扇面ー一"1;局面泌93i語......... l .ii9弓il1.'1-'--30/531.7O--r一一白人住宅一一liiiff昂~-r15ã

10 l 吉身酉遺跡101次岡山王T目字中岩賀318-1 5/12 1ωm3 宅地造成 l本掴劃畑本

111吉身北鋤・赤目遺叫脚ニT目判官537他. f5/2可 a1 1.190/1.196.26 -1-宅 地 問 |本側木下 I159・1印

~3L __~些些_1聖堂-T旦哩生一一一一_.J_6/3 15/124m・._.1.._甲子住宅 |本周到慨.

13( 赤目 掛 |脚ニT目輔+三712 1 2/2-2/6 1 100/2.1崎 | 宅 地 蹴 |本側関

141 棚田東遺跡 l播自国瞬間131、131-1 仰向8/81 500/1.545.41 共同住宅 |相査i伴野 160

.~ 制 服鍋 |駒田町字とうか竺コ生 l9/25-12/101 抑 制1.81 宅地造成 |本田司平井 1161・1飽

161 敏質問遺跡 lu町泊四箆鵬紬行制崎町17/30-8/221 300n仰 4 共同住宅 |本周到 1)喝II 160 
η| 敏賀商蹴 IItRIJ棚田辺組合.Il~.zmll'什 11/鈍 | 抑制 | 個人住宅 |本岡崎'

181 鯛甫遺跡 IIIlSZ町舗区宙開合鎌田川区.....1 11127 1 20/86.24 個人住宅 |本周到小島

191 杉湖跡 |穆卸字鵬ω 1 7/14 I 抑制 ! 個人住宅 |本岡崎

2~ 舗寺関連遺跡|吉身五丁目空旦16型 l9/25-11-/l0r 554/1.846 宅竺竺 |本周到木下 L~日乙
21 1 長患遺跡 |小島町字長躍附ト1他 111117-3/叫 2.300 宅地造成 l本田司木下 11怯 t伺
一一一2叫2什| 下 髄 跡 |怜古高附町宇靴北J崎唱73肘 1

'
0/20句 U仰z幻，71 叩凹12.仰∞附1.9却3 1 エ球場 l怜本柑田霊剖4伴野則|

竺吐L~空塑竺翌竺色一 |守l山1J三T目字下鷲木m、.9峨羽繍番 J5/26-51281 却馴刈附 l 共矧閲住鵠宅 |休同本柑回軍詞4伴慨野.

2什 焔鹿堂遺跡 |焔鹿盤町宇高困却3他 1 1I16~3;311 1.270/23.020 公園造成 |本周到平弁 163

上記調査の他、説掘調査68件、立会調査12件を実施しています。
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