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発刊にあたって

 日田市では施政方針の柱の一つに「夢と希望を持てる日田」づくりを掲げ、地域に残る歴史と

伝統に育まれた文化財を生かした、特色ある地域空間の創出に向け、文化財の保存と活用を図る

ための「文化財基本計画」の策定へ向けた取り組みをはじめとして、史跡等の保存整備事業を積

極的に推進しています。

 埋蔵文化財の分野では、事業者の方々へ埋蔵文化財保護の重要性についての周知を図りながら、

開発に伴う発掘調査事業を進めるとともに、市民の方々に対しても、埋蔵文化財が後世に伝える

市民共有の貴重な財産であるという意識をより一層高めていただくため、普及・啓発活動の充実

に努めており、この一環として毎年埋蔵文化財行政の概況をまとめた年報を発刊しています。

 最後になりましたが、この１年間日田市の埋蔵文化財調査および普及・啓発に多大なるご指導・

ご協力を賜りました関係者の皆様方に、心よりお礼を申し上げます。

平成20年７月

                                                         日田市埋蔵文化財センター施設長 

日田市教育庁文化財保護課長  原田 文利 

例  言

１． 本書は、平成19年度に日田市教育委員会が行った埋蔵

文化財保護事業の概要をまとめたものである。

２．発掘調査における遺物・図面・写真類等の資料につい

ては、日田市埋蔵文化財センターにて保管・展示してい

る。

３．受領図書は平成19年４月１日～平成20年３月31日の

間に日田市教育委員会に寄贈された書物を掲載し、併せ

て日田市立博物館あての書物も掲載した。

４．受領図書一覧表の作成では、伊藤一美・武石和美両氏

の協力を得た。

５．表紙写真は、上ノ馬場遺跡の杓文字状木製品、および

史跡ガランドヤ古墳の遺構である。（本文P４、P７参照）。

 裏表紙写真は、名里遺跡のトロトロ石器である。（本文

Ｐ６参照）。

６．本書の執筆はⅠ－１）を若杉が、Ⅰ－２）を各担当者

が行ったほかは塚原が行い、文責を末尾に記している。

７．編集は各担当者間の協力の下、塚原が行った。

組  織

平成19年度の日田市教育庁文化財保護課の構成及び埋蔵文化財係

の組織は以下のとおりである。   

文化財管理係（５人）

埋蔵文化財係（９人）

町並み保存係（３人）
文化財保護課長 兼

埋蔵文化財センター施設長

《埋蔵文化財係》

課長補佐兼埋蔵文化財係長   井上正一郎  総括

         専門員   田中 正勝  史跡整備事業担当

         専門員   伊藤 京子  庶務

         主 査   塚原 美保  普及啓発事業担当

         主 査   今田 秀樹  民間開発関連担当

         主 任   行時 桂子  市公共事業担当

         主 任   若杉 竜太  県公共事業担当

         主 任   渡邉 隆行  事前審査担当

         主 事   矢羽田幸宏  史跡整備事業担当
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Ⅰ 平成19年度の埋蔵文化財調査事業

１）平成19年度埋蔵文化財調査の概要

平成19年度の発掘調査等の動向（表１）

 平成19年度の民間開発・市公共事業に伴う埋蔵文化財包蔵地の事前照会は計197件（民間開発142

件、市公共事業55件(註)）あり、試掘・確認調査は36件（民間開発26件、市公共事業８件、県公共事

業２件）、発掘調査は５件実施した。

 発掘調査の内訳は、民間開発（宅地造成）に伴う上ノ馬場遺跡の１件、県公共事業（圃場整備）に

伴う名里遺跡の１件、市公共事業（市道改良）に伴う寺ヶ迫遺跡の１件であった。そのほか、史跡整

備に伴い、史跡ガランドヤ古墳、史跡咸宜園跡の調査を実施している。

 前年度と比較した全体的な傾向としては、事前照会件数が引き続き増加しており、それに対応して

試掘・立会調査件数が伸びている。逆に、発掘調査は件数・面積ともに平成５年度以来の低い水準で

ある。一方、民間開発の照会件数が前年に比べ７割強の増加を示している。これは市関係部局との協

力を図り、開発前の事前照会手続きの必要性を周知し、徹底した努力の成果によるところが大きく、

今後も連携をとりながら進める必要がある。また、昨年後半に決まった大企業の工場進出に伴う送電

線鉄塔建設等の関連開発の増加が若干見られた。

 公共事業については、平成９年度より行っていた県営圃場整備事業に伴う発掘調査が終了したが、

これらの整理作業・報告書作成の業務量が膨大なものとなっている。さらに市の公共事業関連の調査

件数の増加が見込まれる。こうした状況に対応すべく、職員の資質向上もさることながら、数年先を

見越した体制の整備が急務である。

註：市公共事業の照会件数は前年度に比べ、大幅に増加している。これは平成18年度以前には試掘・確認調査  

  以外の照会を件数としてカウントしていなかったことによるものである。

平成19年度の発掘調査の内容（表２）

 本年度は旧石器時代・弥生時代の調査例はなく、縄文時代、古墳時代、中世、近世の遺跡の調査を

行っている。

 縄文時代の調査としては、名里遺跡で縄文時代前期の良好な遺物包含層や早期、中～晩期の土器・

石器、さらにトロトロ石器１点などが確認されている。

 古墳時代の調査としては、史跡ガランドヤ古墳で昨年度の調査に引き続き、２号墳の墳丘前面の確

認が行われた。これまでに確認されている列石に対応する列石が新たに検出され、その配列から墳丘

の規模が玄室中央を中心とする径約23ⅿと判明した。名里遺跡では後期から終末期の竪穴住居跡が

23軒見つかり、求来里川流域における当該期の集落の広がりが確認された。

 中世の調査では、上ノ馬場遺跡３次で14～16世紀にかけての整地層に掘り込まれた、建物や柵列・

井戸などが確認された。これまでの周辺の調査成果も踏まえ、慈眼山の麓に広がる大蔵一族の屋敷地

の様相が明らかになりつつある。また、名里遺跡で墓が４基確認された他、ピット群から輸入磁器が

出土している。さらに寺ヶ迫遺跡では中世後期の土師質土器などが出土した建物が確認されている。

 近世の調査では、史跡咸宜園跡で書蔵庫の解体修理に伴い、その床下の確認を行った。その結果、

「招隠洞」と一体化した「梅花塢」に伴うとみられるピットが確認され、整備に向けての基礎資料を

得ることができた。
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番号 遺 跡 名 所 在 地 事業主体 調査原因 開発面積 調査面積 調査年月日 費用負担 調査担当者 備考

1 史跡ガランドヤ古墳 石井字尾園1134-3他 公共 確認調査 - 24 0626～0927 国庫補助 矢羽田

2 史跡咸宜園跡 淡窓2丁目100-1他 公共 確認調査 - 55 1227～0331 国庫補助 行時・若杉

3 寺ヶ迫遺跡 天瀬町馬原字寺ヶ迫5357-2他 公共 市道改良 526 340 0626～0810 原因者 行時・渡邉

4 名里遺跡 求来里字片峰1882-1他 公共 圃場整備 30,000 8,800 0511～1226 原因者 今田・若杉・矢羽田 前年度継続

5 上ノ馬場遺跡３次 上城内町1025 民間 分譲宅地 1,845 188 1113～1220 原因者 渡邉・若杉

平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

専門職員数 3(4) 4 3(4) 4 4 4 4 6 5 5

嘱託職員数 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

調査面積 33,846 16,794 21,254 10,552 18,663 38,827 13,309 15,736 17,836 9,407

面積単位：m2

表１ 埋蔵文化財の調査件数および調査担当者の推移
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表２ 平成19年度発掘・確認調査一覧表

日田市教育委員会 面積単位：m2

番号 遺 跡 名 所 在 地 事業主体 調査原因 開発面積 調査面積 調査年月日 費用負担 調査担当者 備考

6 葛原遺跡 西有田 民間 工業用地造成 376,000 3,500 0109～0218 原因者

大分県教育委員会
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平成19年度発掘調査位置図（1/100,000）
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２) 発掘調査・確認調査の概要

１．史跡ガランドヤ古墳 －史跡整備に伴う範囲確認調査－

 ガランドヤ古墳群は三隈川左岸の微高地に存在する３基からなる

古墳群で、１号墳及び２号墳が彩色壁画を持つ装飾古墳として国の

史跡に指定されている。日田市ではガランドヤ古墳群の保護を目的

とした保存整備事業に取り組んでおり、平成16年度から主に範囲

確認を目的とした発掘調査を継続して実施している。

 平成19年度は２号墳墳丘の発掘調査を行った。本事業に伴う２

号墳の発掘調査は平成18年度より行っており、平成18年度は範囲

確認及び墳丘構造の把握を目的として墳丘背面側に４本のトレンチ

を設定した。これらのトレンチにおいて確認された地山への掘り込

みから、墳丘は径約22～23ⅿの円墳であると推定された。これは

それまで考えられてきた墳丘規模よりも大きく、墳丘の一部が指定

地外に及ぶ可能性が出てきたため、その確認は次年度以降の課題と

された。また、墳丘からは全周を巡る可能性の高い列石が３列確認

され、それらの墳丘前面への展開の仕方や入り口部分への接続状況

等についても確認を要することとなった。

 これらの課題を踏まえた上で、平成19年度は２号墳墳丘の前面

部分の史跡指定境界付近に調査区を設定した。調査では、昨年度の

調査で確認されていた３列の列石に対応すると思われる列石群が確

認され、これらの平面上の配列から２号墳は玄室中央を中心にほぼ

真円を描く円墳であることが判明した。また、墳丘規模は径約23

ⅿとなり、墳丘の範囲が現在の指定地の外に及ぶこともほぼ確実と

なった。一方、これら３列の列石より後に造られた列石の存在が新

たに確認され、その解釈にさらに検討を要することとなった。これ

については発掘調査を早急に行い、遺構の解釈に努めるよう保存整

備委員会より指示されており、次年度以降の課題となっている。ま

た、今年度の調査区からは須恵器類を中心に多くの遺物が出土して

いる。遺物については、今後の整理を待つ必要があるが、年代的に

は殆どのものがTK209併行期に比定されるようである。

 その他、調査期間中に主に地元を対象とした現地説明会を実施し

た（詳細は12頁参照）。期日は１日のみで、また石室内部も非公開

であったが、市内外から100名以上の方にお越しいただき、本事業

に対するご理解を深めていただけたと思う。今後も事業の進捗にあ

わせて説明会等を実施し、理解と協力を得られるよう努めていきた

い。                        （矢羽田）

墳端部分

調査区全景

遺跡位置図（1/2,500）

作業風景現地説明会風景現地説明会風景
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 咸宜園は文化14（1817）年に広瀬淡窓が開いた私塾で、明治30

（1897）年の終焉までに全国66カ国から約4,600人の門弟が学んで

おり、昭和７（1932）年には国史跡の指定を受けている。

 平成４年度からは秋風庵・遠思楼など史跡を構成する建造物の保

存修復を行うとともに、史跡整備に伴う遺構確認調査を実施してい

る。13次となる今回は明治23（1890）年に東塾建物の部材を使用

して建てられたとされる書蔵庫の解体修理に伴って、書蔵庫を東側

に曳家し、その床下における遺構の確認を行った。

 現在の書蔵庫の位置には、『懐旧楼筆記』などによれば「上下二

室にして席は四畳」ときわめて小規模な建物「梅花塢」があったと

され、調査ではその当初の痕跡は確認されなかったものの、後にそ

の南側に建築された建物（招隠洞）と一体化した時のものと思われ

るグリ石の入ったピットが検出された。

 また古写真の検討により、現在の書蔵庫が建築当初の位置を保っ

ておらず現位置より北東にあったことが想定されたため、書蔵庫床

下の北側、３次調査区の一部について、当初の書蔵庫の痕跡を求め

て調査を行った。しかし該地は後世畑として利用されていたことが

あるためその痕跡は既に破壊されていたようで、発掘調査による確

認は不可能であった。                 （行時）

遺跡全景（真上から）

遺跡位置図（1/2,500）

２．史跡咸宜園跡13次 －史跡整備に伴う確認調査－

 遺跡は旧天瀬町域の北部、筑後川上流玖珠川の支流高尾川により

形成された深い谷の奥、標高約335ⅿの丘陵尾根突端に位置する。

尾根背後の神社境内には、貞和三（1347）年銘のある「草三郎大

神宮五輪塔婆」（県指定有形文化財）が存在する。

 調査では掘立柱建物２棟、柵列？１基、溝１条、柱穴多数が確認

された。掘立柱建物は２間×３間（うち１棟は庇付、他１棟は総柱

建物）で、山を削り谷斜面を埋め立てて平坦地の面積を確保した上

に建てられていた。２棟が切りあって検出されたものの前後関係は

不明である。また掘立柱建物や柵列、いくつかの柱穴には、柱木や

柱根痕が残存していた。遺構からは中世後期と思われる土師質土器

や青磁碗片などが出土している。出土遺物の量がきわめて少ないこ

とから生活の場とはとらえ難く、谷奥で見晴らしのよい選地が行わ

れていることとあわせて考慮すると、緊急時に使用された建物、ま

たは地名や地元の伝承が示すとおり「寺」などの施設が存在した可

能性が想定される。

 天瀬町馬原ではこれまで発掘調査歴がなく、周知遺跡も筑前台岩

木塁遺跡（市指定史跡／中世の城跡／未調査）のみであった。しか

し地区内には中世の所産と思われる石塔類が現在も多数散在してお

り、今回の調査によって、中世に遡るこの地区の様相の一端が明ら

かになったといえる。                 （行時） 遺跡全景（北西から）

●

遺跡位置図（1/5,000）

３．寺ヶ迫遺跡 －市道改良に伴う発掘調査－
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 遺跡は、求来里川流域の沖積面に位置している。

 調査区は大きく２箇所に分かれ、求来里川左岸に位置する方をＡ

区、右岸に位置する方をＢ区とした。

 Ａ区においては、昨年度の調査中に、調査範囲全体が工事により

影響を受けないことを確認出来たため、相手方と協議をし、現状保

存することで調査を終わらせた。

 Ｂ区においては、調査途中で数度の工法変更が行われ、最終的に

8,800m2が調査対象となった。このＢ区は、東側と西側に大きく二

つに分かれていたため、川上側をＢ１区、川下側をＢ２区とした。

 調査の結果、縄文時代前期の良好な遺物包含層や古墳時代後期～

終末期の竪穴住居跡23軒、中世墓４基、その他複数の掘立柱建物

跡や土坑、数多くのピット群などを確認した。ピット群からは、中

世の輸入磁器（青磁・青花）などが出土している。また、遺構には

伴わないが、縄文時代早・中・後・晩期の土器や石器類、さらには

トロトロ石器１点なども出土している。

 今回の調査では、調査地一帯が、河川の氾濫による影響を大きく

受けていたことを知ることが出来た。特にＢ２区では、水の力によ

り、遺構等が削られ、その上に他の削られた遺構等の遺物を多く含

む土砂が被るといった状況が大いに窺えた。こういった遺跡地は、

各時代の人々にとって、どういった利用が為され、どういう位置づ

けであったのだろうか。

 求来里川流域では今までの調査で旧石器時代から近世

にかけての多くの遺構や遺物が確認されている。

 今回の名里遺跡の調査成果を含めて、「暴れ川」と呼

ばれた求来里川の傍で、過去の人々がどう土地を利用し

てきたのか、そのあり方や変遷など、今後より詳細に求

来里川流域の歴史が見えてくるものと思われる。  （今田）

B２区発掘作業風景

遺跡位置図（1/8,000）

４．名里遺跡 －県営圃場整備事業求来里地区に伴う発掘調査－

11号竪穴住居跡発掘状況

B区全景（西から） ２号土坑墓３号土坑墓



－７－

 遺跡は日田盆地東部、標高約87ⅿの沖積地に位置し、中世の日

田を支配した大蔵一族の居城といわれる慈眼山を北に望む。

 調査の結果、14世紀～16世紀にかけての整地層が確認され、こ

の整地層に掘りこまれた建物４棟、柵列１基、井戸１基、土坑、柱

穴などの生活遺構が確認された。遺構からは多数の遺物の出土が見

られ、特に杓文字状木製品や漆器椀・刀剣装飾・瓦などの出土は一

般の集落とは異なり、比較的身分の高い人物の居住地であったこと

を想起させる。また、広範囲の整地層や東西南北方向に軸を併せた

水路や建物の存在は、周辺の調査結果と併せても、かなり計画的で

大規模な造成工事の存在を窺わせるものと言える。

 今回の対象地は前年度に調査を行った上ノ馬場遺跡２次の隣接地

にあたり、調査区周辺は近年宅地等の開発が増加している地域であ

る。これまでの調査結果から慈眼山の麓に形成された大蔵一族の屋

敷地が大規模に広がっていることが確認されており、今回の調査は、

これまでの調査成果を追認するものとなった。さらに、豊富に出土

した遺物から詳細な時期比定が可能となれば、大蔵氏の断絶時期前

後の様相を知ることができ、貴重な成果と言える。    （渡邉）

遺跡全景（真上から）

遺跡位置図（1/5,000）

５．上ノ馬場遺跡３次 －宅地造成に伴う発掘調査－

表３ 予備調査一覧表

番号 遺 跡 名 事業主体 事業目的 調査場所 開発面積 調査面積 調査期間 調査区分 遺跡の時代 検出遺構 出土遺物 処置

7 寺ヶ迫遺跡 市公共 道路改良工事 天瀬町大字馬原字上桑鶴5832番1ほか - 90 0516～0521 確認 中世 柱穴 土師器 発掘調査

8 日田条里遺跡 民間 分譲地建設 吹上町1182番2ほか 2,726 70 0522 確認 なし なし なし 工事実施

9 大宮遺跡 民間 分譲地建設 大字高瀬字手崎1369-4 826 15 0606 確認 なし なし なし 工事実施

10 谷ノ久保遺跡 市公共 道路改良工事 大字三和1569-1ほか 4,970 20 0606～0608 確認 なし なし なし 工事実施

11 村前遺跡隣接 民間 分譲地建設 大字庄手字笠田296番1ほか 2,938 29 0705 試掘 なし なし なし 工事実施

12 穴原遺跡近接 市公共 水道施設建設 大字友田字小谷口2580-1 95 6 0817 試掘 なし なし なし 工事実施

13 徳瀬遺跡 市公共 用地造成工事 大字庄手365-2ほか 1,011 20 0904 確認 なし なし なし 工事実施

14 村前遺跡隣接 民間 店舗建設 大字庄手字村前214-2ほか 2,019 38 0906 試掘 古代・中世 包含層 青磁・須恵器 工事実施

15 入龍遺跡 民間 駐車場造成 大字竹田字高畑316-8 4,441 88 0913 試掘 弥生・古墳 包含層 弥生・須恵器 工事実施

16 世尊寺遺跡隣接 民間 老人施設建設 大字東有田字町ノ坪7-5,6 1,832 52 0920 試掘 なし なし なし 工事実施

17 城下町遺跡 民間 山門改築 豆田町5-13 30 3 1003～1004 確認 近世 整地層 瓦・陶器 工事実施

18 上ノ馬場遺跡 民間 分譲地造成 上城内町1025番地 1,845 29 1008 確認 中世 溝・土坑・柱穴 土師器・瓦 発掘調査

19 新井川遺跡 民間 携帯電話基地局 天瀬町五馬市字新井川739-3 150 12 1016～1017 確認 古墳 住居 土師器 発掘調査

20 長者原遺跡 民間 果樹園造成 内河野字倉園12 3,457 18 1024～1120 確認 古墳 横穴 土師器 工事実施

21 日高遺跡 民間 老人福祉施設 大字日高字渋川2309-1 1,723 39 1031 確認 なし なし なし 工事実施

22 財津古城隣接 県公共 県営圃場整備事業秋原地区 大字花月1047番地ほか 34,957 523 1105～1205 試掘 なし なし なし 工事実施

23 薬師前遺跡 県公共 県営圃場整備事業下小竹2工区 大字小野2357番地ほか 42,297 909 1105～1205 確認 中世 柱穴 土師質土器・青磁 工事実施

24 日田条里遺跡 民間 分譲地建設 大字十二町字岸高567番1 1,370 15 1108 確認 なし なし なし 工事実施

25 大波羅遺跡 市公共 公園整備 大字田島字畑江625-1 3,589 34 1114 確認 なし なし なし 工事実施

26 尾ノ嶽遺跡 民間 レーシング施設建設 上津江町上野田字尾ノ嶽1110-39 130,686 386 1120～1208 試掘 旧石器 包含層 石器 工事実施

27 大坪遺跡隣接 民間 携帯電話基地局 天瀬町大字桜竹字原1146-2 150 30 1127～1128 試掘 なし なし 弥生 工事実施

28 大波羅遺跡 市公共 道路改良工事 上城内町1153-1ほか 4,100 28 1206 確認 古代・中世 溝・土坑・柱穴 土師器・須恵器 発掘調査

29 入龍遺跡 民間 給油所改築 本町450-1ほか3筆 2,496 47 1213 確認 なし なし なし 工事実施

30 高井岳 民間 無線基地局設備 大字川下字高井嶽568-13 100 16 0108～0109 確認 なし なし なし 工事実施

31 日田条里遺跡 市公共 咸宜園ガイダンス施設建設事業 淡窓2丁目91-13 761 39 0130 確認 なし 溝・土坑・柱穴 なし 工事実施

32 高井岳 民間 デジタルテレビ中継放送施設 大字川下字高井嶽568-6 84 13 0204～0205 確認 なし 整地層 なし 工事実施

33 高井岳 民間 デジタルテレビ中継放送施設 大字川下字高井嶽568-22 43 10 0204～0205 確認 なし 土塁 なし 工事実施

34 鍛治屋廻り遺跡 市公共 市道改良工事 大字小迫字森ノ本391番地2 1,102 15 0214～0215 確認 なし なし 須恵器・土師質土器等 工事実施

35 日田条里遺跡 民間 共同住宅建設 吹上町1192-1 880 20 0228 確認 なし なし なし 工事実施

36 佐寺原遺跡 民間 高圧送電線鉄塔 大字有田字佐寺原50-1 225 29 0313 確認 弥生 住居・柱穴 弥生土器・石器 発掘調査

37 佐寺原遺跡 民間 高圧送電線鉄塔 大字有田字佐寺原42 225 29 0317 確認 弥生 住居・柱穴 弥生土器 発掘調査

38 佐寺原遺跡 民間 高圧送電線鉄塔 大字有田字佐寺原13 225 28 0318 確認 旧石器・縄文 包含層 石器 発掘調査

39 佐寺原遺跡 民間 高圧送電線鉄塔 大字北豆田字御料原801-1 225 26 0320 確認 なし なし なし 工事実施

40 佐寺原遺跡 民間 高圧送電線鉄塔 大字北豆田字御料原802-1,802-7 225 28 0321 確認 弥生 住居・柱穴 弥生土器 発掘調査

41 会所宮遺跡 民間 共同住宅建設 大字田島743-14 675 14 324 確認 なし なし なし 工事実施

42 三和教田遺跡 民間 共同住宅建設 大字三和字寺田2662・2663・2664 2,422 58 0325～0326 確認 中世 溝 土師質土器 工事実施

３) 予備調査・照会の概要



表４ 書類審査のみの照会一覧表
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NO. 申請日 事業主体 申請内容 対象地 周知遺跡名 開発面積 備考

1 0411 民間 私道建設 三本松新町758-1 日田条里 174

2 0411 民間 分譲地建設 三本松新町758-32 日田条里 533

3 0423 民間 タンク撤去 本庄町36-2 - 660

4 0426 民間 個人住宅建設 大字高瀬字シテ453-6,7 高瀬条里 312

5 0509 民間 個人住宅建設 城町2丁目931-1、11 慈眼山瀬戸口 253

6 0515 民間 駐車場造成 友田字桑ノ木原923-1 荻鶴 1545

7 0517 民間 個人住宅建設 大字高瀬字小柳258番地8 銭淵 297

8 0525 民間 個人住宅兼病院建設 大字渡里字島ノ本1039の6 日田条里 662

9 0530 市公共 水道施設建設 大字友田字迫山2860-71 - 400

10 0702 民間 個人住宅建設 大字日高字宮の前31番地2 - 55

11 0703 民間 倉庫建設 三芳小渕町165-1ほか - 861

12 0703 民間 個人住宅建設 大字高瀬字手崎1369-15番地 大宮 68

13 0704 民間 個人住宅建設 上城内町1023-5 上ノ馬場 95

14 0704 民間 倉庫建設 大字三和字尾坪1016-7 日田条里 17

15 0704 民間 個人住宅建設 丸の内町692番地6 城下町 83

16 0711 民間 老人施設建設 天瀬町女子畑234番地 - 315

17 0711 民間 個人住宅 友田字徳瀬378-7 - 70

18 0712 民間 分譲地建設 石井字尾坪381-4 尾坪 496

19 0713 民間 アパート建設 大字庄手字堀ノ上259番2 - 1351

20 0718 民間 店舗建設 大字友田字1348-2番地の一部 岳林寺 90

21 0720 民間 倉庫建設 大字日高94-14 会所宮 92

22 0723 民間 個人住宅 大字西有田字上手19-23 - 38

23 0730 民間 個人住宅 大字竹田字鬼塚344-12ほか - 321

24 0801 民間 店舗兼住宅 隈１丁目1-5 城下町 60

25 0803 民間 倉庫建設 大字内河野字井上1128-1 落久保 54

26 0807 民間 個人住宅 若宮町144-2ほか - 13

27 0807 民間 個人住宅 大字高瀬字手崎1369-14 大宮 221

28 0807 民間 個人住宅 大字友田2138-1、2139-1 友田坂本 92

29 0808 民間 店舗建設 淡窓１丁目9-1の一部 日田条里 71

30 0809 民間 個人住宅 大字庄手字堀ノ上248番地7 - 171

31 0807 民間 個人住宅 大字尾迫字森ノ本389番地1 鍛治屋廻り 155

32 0817 民間 個人住宅 天瀬町赤岩字川内1410番地1 - 869

33 0817 市公共 用地造成 大字日高2777-1ほか 小ヶ瀬 30226

34 0821 民間 工場建設 大字羽田字和田12-1番地 ハル 263

35 0822 民間 個人住宅 大字山田字下原95-3、95-4ほか 朝日宮ノ原 114

36 0824 市公共 公園整備 丸山2丁目2-1ほか 月隈城跡 175

37 0824 市公共 公園整備 丸山2丁目2-1ほか 月隈横穴群・月隈城跡 175 次年度以降要予備調査

38 0827 市公共 水道施設建設 大字川下字堺1-1 - 155

39 0830 民間 アパート建設 大字庄手字笠田275番1ほか - 1670

40 0831 民間 個人住宅 大字十二町624番16 日田条里 120

41 0903 民間 個人住宅建設 城町２丁目931-1ほか 慈眼山瀬戸口 272

42 0905 民間 個人住宅建設 日高字砂田970番地22 上井手 332

43 0905 民間 個人住宅建設 吹上町1413-21 日田条里 140

44 0911 民間 個人住宅建設 田島2丁目111-2 大波羅 476

45 0921 民間 個人住宅建設 大字三和字東千田2508-3 - 147

46 1002 民間 工場建設 大字夜明字川崎1802-1 - 1245

47 1011 民間 資材置場拡張 大字石井字宮田292番地、302番地6、302番地7 - 2429

48 1011 民間 個人住宅 大字西有田字シミドウ175番地1の一部 日田条里 330

49 1012 民間 店舗造成 大字上野字野間302ほか 上野 3594

50 1022 民間 長屋住宅 田島１丁目239の一部 日田条里 71.62

51 1029 民間 公民館用倉庫 淡窓１丁目5-31 日田条里 14

52 1030 民間 個人住宅 大字三和字免倒町940-4、940-6 日田条里 16

53 1030 民間 携帯電話鉄塔 大字高瀬字ビワノ首1736-1 - 100

54 1105 民間 寮建設 大字庄手字中釣480-1 - 161
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NO. 申請日 事業主体 申請内容 対象地 周知遺跡名 開発面積 備考

55 1105 民間 個人住宅建設 大字三和字尾坪1016-6 日田条里 88

56 1105 民間 倉庫建設 大字高瀬字深野田946-1ほか 高瀬条里 6655

57 1105 民間 宅地造成 大字日高字井手山2201-1ほか 日高 6137

58 1106 市公共 公園整備 北友田2丁目 三郎丸遺跡・三郎丸砦 290

59 1107 民間 共同住宅建設 港町433-10 城下町 141

60 1108 民間 工場増築 南友田町下長渕701-1、698-3 - 115

61 1109 民間 個人住宅建設 大字庄手字中釣426-7 - 253

62 1109 民間 個人住宅建設 大字竹田字鬼塚375-21 - 149

63 1114 民間 個人住宅建設 吹上町1182-15 日田条里 89

64 1116 民間 携帯電話鉄塔 天瀬町合田字下ノ釣2161-1 - 224

65 1116 民間 携帯電話鉄塔 大字鶴河内字年ノ神2377-1 - 60

66 1116 民間 携帯電話鉄塔 天瀬町合田字中居873-5 - 4

67 1116 民間 携帯電話鉄塔 天瀬町馬原字椚山2021-1 - 50

68 1120 民間 工場建設 大字日高2757-2 - 70

69 1128 民間 個人住宅 大字田島字大原188番地 大波羅 324

70 1129 民間 電気通信事業施設 中津江村栃野字上川辺2319-1 - 708

71 1129 民間 家族風呂建設 天瀬町桜竹字堂山62-7外2筆 - 6910

72 1129 民間 携帯電話基地局 大字有田字小河内2948-2 - 4

73 1203 民間 分譲住宅建設 三本松新町758-41 日田条里 228

74 1203 民間 個人住宅建設 大字友田字田中426-5 - 175

75 1203 民間 個人住宅建設 吹上町1413-20 日田条里 236

76 1204 民間 個人住宅建設 大字西有田35-1 日田条里 188

77 1207 民間 分譲地造成 大字三和字上太木2588-3ほか 日田条里 831

78 1210 市公共 コミュニティセンター建設 大字大肥字込鶴1216-5ほか 大肥条里 113

79 1210 市公共 市営住宅建設 日田市城内 湯尻遺跡 次年度以降要予備調査

80 1210 市公共 用地造成 大字石井953-2ほか 津辻1・2号墳 41000 次年度以降要予備調査

81 1210 市公共 用地造成 大字高瀬2100ほか - 73000 次年度以降要予備調査

82 1210 市公共 用地造成 大字庄手852-20ほか - 30000

83 1210 市公共 トイレ改修工事 天瀬町合田1994-1 - 12

84 1210 市公共 道路改良工事 大山町西大山880-1ほか 中川原遺跡

85 1210 市公共 道路改良工事 大山町西大山 -

86 1210 市公共 道路改良工事 上津江町川原字七又木1557ほか - 約8000

87 1210 市公共 道路改良工事 上津江町川原字小平2829ほか -

88 1210 市公共 道路改良工事 中津江村栃野字井ボシ原1113-1ほか -

89 1210 市公共 道路改良工事 大山町西大山 - 10000

90 1210 市公共 道路改良工事 中津江村合瀬（山本） - 3640

91 1210 市公共 道路改良工事 大字東有田字中尾 - 2000

92 1210 市公共 道路改良工事 大字日高1560-1 日高遺跡

93 1210 市公共 道路改良工事 天瀬町馬原字堀切5300-1ほか -

94 1210 市公共 道路改良工事 天瀬町馬原字袋4533-1ほか -

95 1210 市公共 道路改良工事 大字鶴河内3553-3ほか - 5000

96 1210 市公共 道路改良工事 前津江村柚木字田代2915-32ほか -

97 1210 市公共 水道施設建設 大山町東大山3079-1 - 100

98 1211 民間 デジタルテレビ中継放送施設 大字西有田字一尺八寸山2293-100 - 107

99 1211 市公共 公園整備 中ノ島町 日隈城跡 75

100 1211 市公共 公園整備 中央1丁目 日田条里 5300

101 1211 市公共 道路改良工事 田島本町ほか 日田条里

102 1211 市公共 道路改良工事 三本松2丁目ほか 日田条里

103 1211 市公共 道路改良工事 丸山2丁目 永山布政所跡

104 1211 市公共 道路改良工事 丸山2丁目 城下町

105 1211 市公共 公園整備 丸山1丁目 永山布政所跡

105 1211 市公共 道路改良工事 豆田町 城下町

107 1211 市公共 運動場造成工事 亀川町402-1 - 1323

108 1211 市公共 部室建設工事 亀川町402-1 - 130

109 1211 市公共 校舎改修工事 上城内町2-35 日田条里 20



NO. 申請日 事業主体 申請内容 対象地 周知遺跡名 開発面積 備考

110 1211 市公共 校舎改修工事 大山町東大山1125 - 15

111 1211 市公共 運動場造成工事 前津江町大野2214 - 4147

112 1211 市公共 小学校解体工事 緑町1丁目470 - 660

113 1211 市公共 小学校解体工事 月出町5590 - 1791

114 1219 民間 個人住宅建設 若宮町1184-2 - 81

115 1221 民間 個人住宅建設 大字渡里字島ノ本1059-14 ほか2筆 日田条里 66

116 1221 民間 倉庫建設 大字日高2936-1 - 34

117 1221 市公共 公民館建設工事 大字小野900-3 - 4340

118 0111 民間 店舗併用住宅 隈１丁目191、192 城下町 390

119 0115 民間 共同住宅建設 大字三和字鍬ノ本685-1 日田条里 1469

120 0115 民間 共同住宅建設 大字庄手字笠田282-3 ほか2筆 - 911

121 0116 民間 資材置場・駐車場用地 丸の内町613 日田条里 1185

122 0117 民間 風況観測用鉄柱 天瀬町本城字ノヲガケ2165-77、2165-79 - 186

123 0118 民間 個人住宅建設 丸山２丁目73,74-2 日田条里 150

124 0121 民間 店舗用地造成 大字十二町字堀312 ほか2筆 日田条里 2809

125 0125 民間 共同住宅建設 田島１丁目190 ほか2筆 日田条里 617

126 0129 民間 分譲地造成 大字三和字上太木2588-1、2588-6 日田条里 520

127 0130 民間 共同住宅建設 大字日高字迫560-1 - 1909

128 0130 民間 倉庫建設 大字西有田字桑ノ本241-1の一部 日田条里 165

129 0131 市公共 特殊地下壕封鎖工事 丸山2丁目2-1ほか 月隈横穴群 13.1

130 0131 市公共 特殊地下壕封鎖工事 秋山町761ほか 夕田横穴墓群 7.1

131 0131 市公共 特殊地下壕封鎖工事 君迫町830-2 - 2.0

132 0131 市公共 特殊地下壕封鎖工事 大字有田851 尾漕遺跡 6.0

133 0205 民間 高圧送電線鉄塔 大字有田字尾崎243-1,244 - 225

134 0205 民間 高圧送電線鉄塔 大字西有田字花ノ木1196-1,1196-2 大行事 225

135 0205 民間 高圧送電線鉄塔 大字西有田字辻1146 大行事 225

136 0205 民間 高圧送電線鉄塔 大字西有田字杉谷1115-1 - 225

137 0205 民間 高圧送電線鉄塔 大字西有田字葛原1690 葛原 225

138 0205 市公共 道路改良工事 大字日高字東寺1560-1ほか 日高遺跡 88

139 0212 民間 店舗建設 大字山田733-1の一部 - 43

140 0213 民間 素材置場造成 大字日高字迫560-1 隣接 1909

141 0213 民間 個人住宅建設 大字渡里字桑ノ元1001-2 日田条里 165

142 0213 民間 共同住宅建設 大字渡里字1124-1の一部 日田条里 796

143 0214 民間 高圧送電線鉄塔 大字西有田字葛原1696 葛原 225

144 0215 民間 共同住宅建設 大字三和字栗ヶ坪2626-2、又五屋敷2674-1、2674-2 三和教田 1533

145 0220 民間 共同住宅建設 大字渡里字熊取128-1 日田条里 1205

146 0228 民間 個人住宅 大字渡里字片島ノ下1074-4 日田条里 707

147 0228 民間 高圧送電線鉄塔 大字西有田字川原田2979-1 川原田 225

148 0303 民間 工場建設 大字西有田字縊712 ほか2筆 - 295

149 0307 民間 個人住宅建設 大字西有田字屋敷580-10 峰崎 87

150 0311 民間 高圧送電線鉄塔 大字西有田字葛原1759-1 - 225

151 0311 民間 携帯電話鉄塔 天瀬町塚田字桐ケ台1602-8 - 150

152 0314 民間 老人福祉施設 大字友田字今泉1424-2ほか7筆 - 165

153 0317 民間 送電線鉄塔 天瀬町女子畑字矢五郎820 - 225

154 0317 民間 送電線鉄塔 天瀬町女子畑字矢五郎827-1 - 225

155 0317 民間 送電線鉄塔 天瀬町女子畑字横山730-1 - 225

156 0317 民間 医療介護施設造成 大字日高字牧原2721-1ほか 牧原 30000

157 0318 民間 作業場建設 大字高瀬3919-10 - 152

158 0317 民間 個人住宅 大字東有田2011,2010-2 - 147

159 0324 民間 駐車場造成 大字大肥字石丸2898-1 大肥条里 1838

160 0325 民間 個人住宅 三本松新町762-34 日田条里 163

161 0325 民間 店舗建設 大字三和138-4 日田条里 83

162 0325 民間 分譲地造成 大字三和字上ノ更136-1 日田条里 846

163 0327 民間 個人住宅増築 大字友田字徳瀬355-8 - 35

－10－
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Ⅱ 平成19年度の埋蔵文化財普及・啓発事業

１）埋蔵文化財センター運営事業

 平成15年度より５年間を区切りに、埋蔵文化財センターの運営事業を行っており、今年度はその５年目として

発掘調査速報展及び市民を対象とした講演会や考古学講座を開催し、各種の普及活動にも力を入れた。

１．平成18年度発掘調査速報展（５月25日～６月29日）

 平成18年度に市内で行った発掘調査の成果を市民にいち早く公開するた

め遺物・写真パネルの展示を行い、市内を中心に453人の来館者があった。

月 総見学者数 団体 個人 備考

４ 月 2 0 2

５ 月 248 126 122 速報展（５/25～６/29）

見学者数453名６ 月 224 84 140

７ 月 50 34 16

８ 月 43 21 22

９ 月 7 0 7

10月 67 38 29

11月 68 52 16

12月 37 15 22

１ 月 36 8 28

２ 月 65 57 8

３ 月 12 0 12

計 859 435 424

【主な来訪団体】市立咸宜小学校（119名：５月）、市立桂林小学校（47名：６月）、天瀬地区老人ク

ラブ（23名：７月）、市立出野小学校（６名：７月）、光岡ヒカリっ子塾（21名：８月）、市建設業

協同組合（５名：10月）、平成かんぎ塾（８名：10月）、佐賀女子短期大学市民講座（24名：11月）、

三花地区老人クラブ（28名：11月）、天瀬公民館運営協議会（15名：12月）、市立塚田小学校（８名：

１月）、小野地区老人クラブ（25名：２月)、市立丸山小学校（７名：２月）、市立鎌手小学校（25名：

２月）

埋蔵文化財センター見学者数

２．考古学講座「タイムトリップひたvol.５」

 市民を対象に、「考古学」や「埋蔵文化財」を通して「地域の歴史」

に対する関心を深めてもらうために市内外から講師を招待し、全６回の

講座を実施した。

常設展示風景

速報展見学風景

考古学講座講義風景

バスツアー風景

月日 回数 内   容 講師 受講人数

0711 第１講 古墳時代とは何か
熊本大学准教授

杉井健氏
33

0808 第２講
日田市内の古墳時代中期

について

日田市文化財保護課

若杉竜太
37

0912 第３講
筑後と日田の

中・後期古墳

久留米市文化財保護課

神保公久氏
32

1003 第４講
日田市内の装飾古墳につ

いて

日田市文化財保護課

矢羽田幸宏
36

1007 第５講
熊本県立装飾古墳館見学

バスツアー
日田市文化財保護課職員 27

1107 第６講
装飾古墳とその世界

－熊本を中心として－

熊本県文化課

高木正文氏
25

※申込人数：48名



２）埋蔵文化財の普及・啓発活動

 遺跡の調査成果を広く一般市民に公開するため、現地説明会や講師の派遣、調査報告書の作成を実施した。

１．ガランドヤ古墳現地説明会

 ガランドヤ古墳の発掘調査の成果を広く一般に公開する目的で平成19年９月９日に五和地区住民を中心に現地

説明会を開催した。現地説明会では、古墳の説明、出土遺物および遺構写真の展示を行い124名の見学があった。

－ 12 －

３．考古体験・体験教室

 楽しみながら先人の知恵や技に触れ、埋蔵文化財についての理解を深めてもらうための機会を提供する目的から、

「火熾し体験・発掘体験・整理作業体験・展示見学・考古の話」などの体験メニューを各団体からの申込みにより

実施した。

子ども１日記者（咸宜小学校） 火熾し講座（塚田小学校） 発掘体験（平成かんぎ塾）

現地説明会風景

月日 団体名 内容 場所 参加人数

0531 咸宜小学校 展示見学、考古の話、火熾し体験 埋蔵文化財センター 119

0604 桂林小学校 展示見学、考古の話 埋蔵文化財センター 47

0713 天瀬地区老人クラブ 展示見学 埋蔵文化財センター 23

0719 出野小学校 展示見学、火熾し体験 埋蔵文化財センター 6

0727 子ども１日記者 発掘現場見学、展示見学、整理作業見学 名里遺跡・埋蔵文化財センター 5

0802 光岡ヒカリっ子塾 展示見学、考古の話、火熾し体験 埋蔵文化財センター 21

1003 市建設業協同組合 展示見学 埋蔵文化財センター 5

1013 平成かんぎ塾 発掘体験、展示見学、火熾し体験 名里遺跡・埋蔵文化財センター 8

1020 高瀬みどりの少年団 展示見学 埋蔵文化財センター 25

1028 光岡ふれあい祭り 火熾し体験 光岡小学校 24

1116 佐賀女子短期大学市民講座 展示見学 埋蔵文化財センター 24

1127 三花地区老人クラブ 展示見学、考古の話 埋蔵文化財センター 26

1212 天瀬公民館運営協議会 展示見学、考古の話 埋蔵文化財センター 15

0119 西有田わんぱく教室 火熾し体験 西有田公民館 20

0125 塚田小学校 展示見学、考古の話、火熾し体験 埋蔵文化財センター 8

0220 小野地区老人クラブ 展示見学、考古の話 埋蔵文化財センター 25

0226 丸山小学校 展示見学、考古の話、火熾し体験 埋蔵文化財センター 7

0228 鎌手小学校 展示見学、発掘・火熾し体験 埋蔵文化財センター 25

遺物展示の様子
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３．刊行物

 埋蔵文化財にかかわる刊行物の今年度の発行件数は年報１件、調査報告書６件であった。

２． 講師派遣・講師依頼

 講師の依頼件数は考古学講座に伴う依頼は３件、派遣は６件であった。

月日 区分 派遣・依頼先 内容 講師

0711 依頼 熊本大学
考古学講座第１講

『古墳時代とは何か』
熊本大学准教授 杉井健氏

0718 派遣 高瀬公民館
高瀬シルバー大学

『高瀬の歴史・史跡・文化財』
若杉

0802 派遣 光岡公民館
光岡ヒカりっ子塾

光岡地区遺跡見学
若杉、塚原

0829 派遣 若宮公民館
ふれあい宅配講座 若宮レディースセミナー

『日田の遺跡について』
今田

0912 依頼 久留米市文化財保護課
考古学講座第３講

『筑後と日田の中・後期古墳』

久留米市文化財保護課

神保公久氏

1028 派遣 光岡小学校 光岡ふれあい祭り
伊藤、塚原、行時、若杉、渡邉、

矢羽田

1107 依頼 熊本県教育庁文化課
考古学講座第６講

『装飾古墳とその世界－熊本を中心として－』

熊本県教育庁文化課

高木正文氏

1204 派遣 日田市公民館長会 五和地区文化財研修 井上、塚原、行時

0119 派遣 西有田わんぱく教室 火熾し体験講座 井上、塚原、若杉

書名 巻次 体裁 総頁 内容

1
平成18年度（2006年度）

日田市埋蔵文化財年報
- A4 17

平成18年度に日田市教育委員会が行った埋蔵文化財調査事業、埋蔵文

化財保護事業、埋蔵文化財普及及び啓発事業などを所収。

2 郷四郎遺跡Ⅱ 82 A4 18
店舗建設に伴う埋蔵文化財調査の成果。古墳時代の竪穴住居、弥生～

中世の包含層を所収。

3 一丁田遺跡Ⅱ 83 A4 29
老人福祉施設建設に伴う埋蔵文化財調査の成果。弥生時代の包含層、

古墳時代の竪穴状遺構・土坑・溝・柱穴等を所収。

4 慈眼山遺跡Ⅱ 84 A4 17
宅地分譲地造成に伴う埋蔵文化財調査の成果。中世の溝・土坑・柱穴・

整地層等を所収。

5 日田条里千躰地区 85 A4 9
公民館建設に伴う埋蔵文化財調査の成果。古墳時代から中世の溝・土

坑・ピット等を所収。

6 上井手遺跡３次 86 A4 16
幼稚園舎建設に伴う埋蔵文化財調査の成果。中世の掘立柱建物・流路・

土坑、近世の井戸・土坑等を所収。

7
祇園原遺跡Ⅱ

（弥生・古墳時代遺物編）
87 A4 38

ウッドコンビナート建設に伴う埋蔵文化財調査の成果。弥生時代～古

墳時代の竪穴住居・掘立柱建物などから出土した遺物を所収。

高瀬シルバー大学 若宮レディースセミナー
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３）その他

 今年度、埋蔵文化財関連資料の貸出は６件、掲載依頼は４件であった。

１．資料借用・貸出

受付月日 区分 資料名 借用・貸出先 目的

0510 貸出 火熾し道具 上宮ホタルまつり実行委員会 体験学習

0522 貸出 火熾し道具 塚田ホタルまつり実行委員会 体験学習

0710 貸出

法恩寺山古墳群出土遺物、小迫辻原遺跡出土遺物、

ガランドヤ古墳・穴観音古墳・朝日宮ノ原遺跡パネル、

民俗資料、金石年史、日田文化

日田市立博物館 展示

0803 貸出

吹上遺跡４号・５号甕棺出土遺物・写真、宇土遺跡出土遺物・

写真、朝日天神山古墳出土遺物・写真、小迫辻原遺跡出土

遺物・写真、朝日宮ノ原遺跡出土遺物・写真

大分県立歴史博物館 展示

1102 貸出 吹上遺跡関連写真パネル 個人 展示

0306 貸出 火熾し道具 日田市立塚田小学校 学習発表会

２．掲載依頼

受付月日 区分 資料名 借用・貸出先 目的

0502 依頼 平成17年度日田市埋蔵文化財年報 日田考古学同好会 会報掲載

0724 依頼 中川原遺跡発掘調査関連写真 大山公民館 広報掲載

1225 依頼 吹上遺跡６次調査４号甕棺墓出土状況写真 株式会社学習研究社 書籍掲載

0201 依頼

三和教田遺跡B地点空中写真、後迫遺跡発掘調査作業風景写

真、後迫遺跡出土石庖丁写真、用松中村古墳近景写真、

龍林寺木像薬師如来坐像写真

日田市立三花公民館 冊子掲載

３．資料寄託・寄贈

受付月日 区分 資料名 数量 寄託・寄贈者 備考

0914 寄贈 弥生土器器台、甕、鉢 6 個人 大鶴周辺

1203 寄贈 石匙 1 個人 尾園遺跡表採品

４．資料閲覧

期間 資料名 内容 申請者 目的

0625 朝日天神山古墳出土須恵器大型平底壺 テレビカメラ撮影

福岡大学人文学部教授 

武末 純一氏 韓国TV

番組制作福岡大学人文学部助教授 

桃崎 祐輔氏

0725～ 

  1228
市内の遺跡に関する写真類 閲覧 日田市教育庁教育センター

指導案

作成資料

0928
法恩寺山古墳群・ガランドヤ古墳・穴観音古墳

および報告書
閲覧・メモ・実見

岡山大学文学部人文学科

大當 雅美氏
論文作成

1211 大肥遺跡出土木製品
実見・実測・メモ・

写真撮影

九州大学総合研究博物館

岩永 省三氏
学術研究

0303 大坪遺跡出土石器
閲覧・メモ・写真

撮影・スケッチ

熊本大学文学部考古学研究室

一本 尚之氏
学術研究

熊本大学社会文化学研究科

芝 康次郎氏
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青森県

青森県教育委員会／福島城跡２第７次調査概要報告書（2007）

宮城県

㈱創童舎／白い国の詩 春号通巻598号（2007）

山形県

㈶山形県埋蔵文化財センター／㈶山形県埋蔵文化財センター年報 平成18年度（2007） 高瀬山遺跡(ＨＯ地区)発掘調査報告書(本文編)（2005） 高瀬山遺跡(ＨＯ地区)発掘調

査報告書(遺物編)（2005） 高瀬山遺跡(ＨＯ地区)発掘調査報告書(遺構編)（2005） 高瀬山遺跡(ＨＯ地区)発掘調査報告書(写真図版編)（2005） 上ノ山館跡発掘調査報告書

(CD-ROM)（2007） 大塚遺跡・西中上遺跡発掘調査報告書（2007） 上敷免遺跡発掘調査報告書（2007） 梅野木前１遺跡発掘調査報告書（2007） 庚壇遺跡発掘調査報告

書（2007） 上野遺跡第２次発掘調査報告書2007） 中川原Ｃ遺跡第４次発掘調査報告書（2007） 石畑遺跡発掘調査報告書（2007） 檜原遺跡発掘調査報告書（2007）

茨城県

石岡市教育委員会／市内遺跡調査報告書 第２集（2006） 石岡市片野城跡（2006） 柿岡池下遺跡 発掘調査報告書（2007）

筑波大学／ ニュースレター vol.６（2007）

栃木県

栃木県教育委員会／栃木県埋蔵文化財センターだより｢やまかいどう2007.６月号｣（2007） 栃木県埋蔵文化財センターだより｢やまかいどう2007.10月号｣（2007） 岡ノ内遺

跡（2007） ハッケトンヤ遺跡（2007） 市ノ塚遺跡１区(縄文時代・古墳時代１)・２区～12区（2007） 西赤堀遺跡（2007） 東谷・中島地区遺跡群８ 砂田遺跡(４～６・

18・19・23・24区) 第１分冊（2007） 東谷・中島地区遺跡群８ 砂田遺跡(４～６・18・19・23・24区) 第２分冊（2007）㈶とちぎ生涯学習文化財団 埋蔵文化財センター年

報 第17号(平成19年度版)（2007） 研究紀要 第15号（2007）

埼玉県

本庄市教育委員会／西五十子古墳群（2007） 旭・小島古墳群 林地区Ⅱ（2007）

千葉県

国立歴史民俗博物館／西のみやこ 東のみやこ 描かれた中・近世都市（2007） 縄文時代から弥生時代へ（2007） 弥生農耕の起源と東アジア ニューズレターNo７～No９（2007）

弥生農耕の起源と東アジア 平成17年度・18年度研究成果報告（2007） 国立歴史民俗博物館研究報告第134集、135集（2007） れきはくにいこうよ博物館研究プロジェクト

活動報告2003（2005） れきはくにいこうよ博物館研究プロジェクト活動報告2004‐2005（2007）

東京都

明治大学博物館事務室／明治大学博物館研究報告第12号（2007）

港区教育委員会／平成18年度 港区指定文化財（2007） 港区立港郷土資料館 資料館だより第59・60号（2007） 港区埋蔵文化財調査年報４ 平成17年度の調査（2007） 港

郷土資料館館報24 平成17年度版(2005年度版)（2007） 研究紀要９ 平成18年度（2007） 近江山上藩稲垣家屋敷跡遺跡発掘調査報告書Ⅰ（2004） 近江山上藩稲垣家屋敷

跡遺跡発掘調査報告書Ⅱ（2005）

港区立港郷土資料館／東京ミッドタウン前史 赤坂檜町の三万年（2008）

首都大学東京考古学研究室／人類誌集報（2005） 飛騨山峡の人類誌・遺跡資料の人類誌（2007）

山川出版編集部／詳説 日本史図録（2008）

日本文化財保護協会／日本文化財保護協会 平成18年度会報（2007）

神奈川県

㈶茅ヶ崎市文化振興財団／西久保・大屋敷Ｂ遺跡(遺構編)(遺物編)（2007）

神奈川大学日本常民文化研究所／歴史と民俗（2007） 民具マンスリー第39巻12号、第40巻 １～３・９・10号（2007・2008）

長野県

長野県埋蔵文化財センター／長野県埋蔵文化財センター年23 2006（2007）

千曲市教育委員会／屋代遺跡群 大境遺跡８（2006） 東條遺跡（2006） 平成15・16年度千曲市埋蔵文化財調査報告書（2006） 更埴条里水田址油田地点（2007） 粟佐遺

跡群  五輪堂遺跡８（2007） 屋代遺跡群 大境遺跡９（2007） 屋代遺跡群 城ノ内遺跡８（2007） 平成17年度千曲市埋蔵文化財調査報告書（2007） 千曲市内古墳範囲確認

調査報告書（2007） 

長野市教育委員会／長野埋蔵文化財センター 所報No18（2008） 篠ノ井遺跡群⑸（2002） 浅川扇状地遺跡群 平林東遺跡（2007） 篠ノ井遺跡群⑹（2007） 浅川扇状地遺

跡群 吉田古屋敷遺跡⑶（2007） 浅川扇状地遺跡群 吉田古屋敷遺跡⑷ 田牧居帰遺跡⑵（2007） 浅川扇状地遺跡群 吉田古屋敷遺跡⑸（2008） 浅川扇状地遺跡群 二ツ宮遺跡

⑶・浅川端遺跡⑶（2008）

新潟県

上越市埋蔵文化財センター／市内遺跡発掘調査概要報告書（2007） 吹上遺跡範囲確認調査報告書（2007） 津有南部第２地区ほ場整備事業地内発掘調査報告書４（2007） 

末野地区ほ場整備事業地内発掘調査報告書（2007） 三和西部地区ほ場整備事業地内発掘調査報告書（2007） 一般国253号三和安塚道路関係発掘調査報告書㈵（2007） 吹

上遺跡（2006）

石川県

㈶石川県埋蔵文化財センター／いしかわの遺跡No24～No26（2006～2007） 石川県埋蔵文化財情報第16号、17号（2006～2007） ㈶石川県埋蔵文化財センター年報８(平成

17年度)（2006） 中能登町久江サザミヤシキ遺跡（2007） 輪島市 渡合遺跡（2007） 金沢市 角間川遺跡（2007） 正院小路遺跡（2007） 小松市 小松城跡（2007） 宝達

志水町 正友じんとくじま遺跡（2007） 七尾市 三室トリＡ遺跡・三室トリＣ遺跡（2007） 小松市 二ツ梨グミノキバラ遺跡（2007） 七尾市 国分尼塚遺跡（2007） 七尾

市 花園上田遺跡（2007） 金沢市 俵ニカヤマノヤマ丁場跡（2007） 七尾市 下マッチャマ遺跡（2007） 七尾市 �目ゲンヤマ横穴墓群（2007） 金沢市 三社町遺跡（2007）

福井県

あわら市教育委員会／南稲越遺跡（2007）

福井県教育庁埋蔵文化財調査センター／福井県教育庁埋蔵文化財調査センター 年報20 平成16年度（2006） 石山城跡（2005） 南伊代山銅鐸出土地（2005） 衣掛山古墳群

（2006） 芳春寺山中世墓群（2006） 東古市縄手遺跡（2007） 藤巻館遺跡（2007） 大塩向山遺跡(仮称 王子保山城跡)・山腰遺跡（2007） 栗住波谷口遺跡（2007） 岳

ノ谷窯跡群（2007） 大日山５号墳（2007）

岐阜県

各務原市教育委員会／かかみがはらの埋文第16号 平成19年度（2008） 御坊山南遺跡群   熊田山北古墳群（2008）

美濃市教育委員会／神輿休遺跡Ｄ地区（2007） 野田遺跡・丹洞遺跡（2008） 渡来川北遺跡（2008）

静岡県

袋井市教育委員会／袋井市内遺跡発掘調査報告書Ⅰ、Ⅱ（2006～2007） 掛之上遺跡43・46・48 写真図版編（2006） 掛之上遺跡38・39・40・42 写真図版編（2006） 

掛之上遺跡41・44・45 写真図版編（2006） 掛之上遺跡50・53・56 写真図版編（2007） 掛之上遺跡51・54・55写真図版編（2007） 掛之上遺跡49・52 写真図版編（2007）

㈶静岡県埋蔵文化財調査研究所／入野東古墳群・入野高岸古窯（2007） 井通遺跡 井伊谷川流域の遺跡Ⅱ(本文編１)(本文編２)(図版編)(文字資料編）（2007） 小瀬戸遺跡・栗ヶ

沢遺跡（2007） 佛ヶ尾遺跡（第二東名No147地点）（2007） 向田Ａ遺跡(CD-ROM)（2007） 宮裏遺跡Ⅲ（2007） 藤ノ越遺跡（2007） 静岡県埋蔵文化財調査研究所年報

23 (平成18年度事業概要)（2007） 静岡県埋蔵文化財調査研究所報 発掘物語しずおかNo117～No121（2006～2007） 静岡県埋蔵文化財調査研究所 研究紀要第14号（2008）

森町円田丘陵の古墳群(第一分冊)(第二分冊)（2008） 元野遺跡(第二東名  19地点)（2008） 下ノ大窪遺跡（2008） 上ノ平遺跡(第１分冊)(第２分冊)（2008）

Ⅲ 受領図書



－ 16 －

愛知県

愛知県埋蔵文化財センター／伝法寺野田遺跡（2007） 上橋下遺跡・鹿乗川流域遺跡群（2007） 朝日遺跡Ⅶ(第１分冊遺構)CD-ROM（2007） 朝日遺跡Ⅶ(第２分冊出土

遺物)CD-ROM（2007） 朝日遺跡Ⅶ(第３分冊総括)CD-ROM（2007） 平成18年度愛知県埋蔵文化財センター年報（2007） 研究紀要第８号（2007） 上品野蟹川遺跡 CD-

ROM（2008） 一色青海遺跡Ⅱ(本文)(遺物図版編)CD-ROM（2008） 惣作・鐘場遺跡Ⅱ CD-ROM（2008） 須ヶ谷遺跡・西海塚遺跡・山王遺跡 CD-ROM（2008） 名古屋

城三の丸遺跡ⅧCD-ROM（2008） 三ヶ所遺跡・西田面遺跡 CD-ROM（2008） 牛寺遺跡 CD-ROM（2008） 高坂遺跡（2008） 細田古窯群（2008）

南山大学人類学博物館／南山大学人類学博物館紀要第25号（2007） 

愛知学院大学文学部歴史学科／愛知県田原市宮西遺跡の発掘記録（2007） 岐阜県中津川市上県２号窯跡第１次発掘調査概要報告書（2007）

名古屋大学文学研究科考古学研究室／名古屋大学文学部研究論集158 史学53（考古学抜刷第22集）（2007）

名古屋市見晴台考古資料館／名古屋市見晴台考古資料館 年報24（2007） 名古屋市見晴台考古資料館 研究紀要第９号2007（2007） バスに揺られて遺跡めぐり展Ⅰ（2007）

三重県

三重県埋蔵文化財センター／三重県埋蔵文化財センター通信「みえ」第41号（2007） 三石代遺跡発掘調査報告（2007） 琵琶垣内遺跡(第３次)発掘調査報告（2007） 中新

田遺跡(第２次)発掘調査報告（2007） 山添遺跡(第４次)発掘調査報告（2007） 替田遺跡(第５次～第８次)発掘調査報告（2007） 荒木・西明寺地内遺跡群発掘調査報告（2007）

上後瀬遺跡発掘調査報告（2007） 小牧北遺跡発掘調査報告（2007） 岡田向遺跡・本田氏館跡発掘調査報告（2007） 上椎ノ木古墳群・谷山古墳・正知浦古墳群・正知浦遺

跡（1992） 一般国道23号中勢道路(14工区)建設事業に伴う小津遺跡発掘調査報告（2007） 一般国道23号中勢道路(14工区)建設事業に伴う舞出北遺跡発掘調査報告（2007）

一般国道23号中勢道路埋蔵文化財発掘調査概報18（2007） 一般国道42号松阪多気バイパス埋蔵文化財発掘調査概報11（2007） 伊賀の考古資料１ 研究紀要第16-3号（2007）

伊賀の考古資料２ 研究紀要第16-４号（2007） 研究紀要第16－１号中世特集（2007）

滋賀県

東近江市教育委員会／百済寺遺跡発掘調査報告書（2007） 市内遺跡の調査（2007） 東近江市遺跡分布地図（2007） 八日市蛭子神社遺跡・斗西遺跡(19次）（2007） 中沢

遺跡(15次）（2007) 石田遺跡(23次)・中沢遺跡(16次)・斗西遺跡(20次）（2007）

京都府

㈶京都府埋蔵文化財調査センター／京都府埋蔵文化財情報第102号～104号（2007） OUTLINE概要

城陽市教育委員会／城陽市埋蔵文化財調査報告書第54集（2007） 

同志社大学歴史資料館／同志社大学構内遺跡発掘調査報告書 (2003・2005年度)（2007） 同志社大学歴史資料館 館報第10号（2007）

古美術 思文閣／美の緑 第17号(2007)

大阪府

豊中市教育委員会／豊中市埋蔵文化財発掘調査概要平成18年度（2006年度）（2007） 文化財ニュース「豊中」No34（2006）

高槻市立埋蔵文化財調査センター／闘鶏山古墳石槨画像・環境調査報告書（2007）史跡・今城塚古墳（2007）

大阪大学大学院文学研究科考古学研究室／大谷３号窯  篠窯跡群北部域の調査（2006） 須恵器生産における古代から中世への変質過程の研究（2007）

大阪大学大学院文学研究科埋蔵文化財調査室／待兼山遺跡Ⅳ（2008）

大阪府立弥生文化博物館／平成19年度秋季特別展 日向・薩摩・大隅の原像 南九州の弥生文化（2007） 弥生倶楽部VOL.32 2007SUMMER（2007） 平成19年度夏季企画展 

計る・量る・測る 度量衡の歴史展（2007）

堺市教育委員会／平成17年度市内遺跡立会調査概要報告（2007） 大保遺跡発掘調査概要報告（2007） 太井遺跡発掘調査概要報告・黒山遺跡発掘調査報告（2007） 真福寺

遺跡発掘調査概要報告（2007） 堺環濠都市遺跡(SKT945)発掘調査概要報告（2007） 平成18年度 国庫補助事業発掘調査報告書（2007）

兵庫県

大手前大学史学研究所／弥生土器集成と編年 播磨編（2007） 馬立遺跡発掘調査報告書（2007） 定納古墳群（2005）

神戸市教育委員会／生田遺跡第４次発掘調査報告概要（2006） 西郷古酒蔵群／大石東遺跡 発掘調査報告書 第４次調査（2007） 「ガイドブック 史跡 西求女塚古墳」（2007）

平成16年度 神戸市埋蔵文化財年報（2007） 神戸市埋蔵文化財分布図（2007） 神戸市埋蔵文化財センター春季企画展示 発見！弥生人の生活（2007）

姫路市教育委員会埋蔵文化財センター／特別史跡 姫路城跡（2007） 城下町の考古学 地面の下の世界遺産（2007）

奈良県

帝塚山大学考古学研究所／帝塚山大学考古学研究所研究報告Ⅸ（2007）

奈良文化財研究所埋蔵文化財センター／動物考古学の手引き2001－2005年度（2006） 埋蔵文化財ニュース126号～129号（2007）

静香苑環境施設組合・王寺町教育委員会・河合町教育委員会／静香苑建設事業に伴う香滝・薬井遺跡発掘調査報告書（2007）

王寺町教育委員会／片岡王寺跡第２次、舟戸・西岡遺跡第４次 2004年度発掘調査報告書（2007）

㈶元興寺文化財研究所／平城京左京三条四坊十二坪（2007） 元興寺文化財研究No89（2006） ヤマ・サト・マチの民間信仰（2006）元興寺文化財研究所研究報告（2006,2007）

寺院を中心とした中世都市形成に関する基礎的研究（2006）

奈良大学文学部考古学研究室／秋篠・山陵遺跡  本文編（1998） 秋篠・山陵遺跡 図版編（1998）

奈良大学文学部文化財学科／文化財学報 第二十五集（2007）

高取町教育委員会／寺崎白壁塚古墳（2006） 観覚寺遺跡Ⅲ（2007） 国指定史跡 市尾墓山古墳 整備報告書（2007） 森カシ谷遺跡 第３次調査（2004）

奈良県立橿原考古学研究所／青陵第121号～123号（2007） 小原滝遺跡（2007） 曲川遺跡Ⅱ（2007） 横田アンバ遺跡（2007） 平城京左京三条一坊五・十二．十三坪発掘

調査報告書（2008） マバカ古墳周辺の調査（2007） 四条シナノ遺跡(本文編)（2007） 四条シナノ遺跡(写真図版編)（2007） 平城京左京四条四坊・四条五坊発掘調査報告

書（2007） 橿原考古学研究所 年報33(2006年度)（2007） 伴堂古田遺跡（2002） 橿原考古学研究所紀要 考古學論攷 第30冊（2007）

和歌山県

㈶和歌山市都市整備公社／和歌山市埋蔵文化財発掘調査年報 平成17年度(2005年度)（2008）

鳥取県

倉吉市教育委員会／倉吉市内遺跡分布調査報告書14（2007） クズマ遺跡第４次発掘調査報告書（2007） 中曽根遺跡・簗ヶ谷遺跡発掘調査報告書（2007）

米子市教育委員会(淀江町) ／淀江町内遺跡Ⅸ（2004）

島根県

出雲市教育委員会／河下台場遺跡（2007） 築山遺跡Ⅱ（2007） 西谷横穴墓群第２支群発掘調査報告書（CD-ROM）（2007） 鳶巣コミュニティセンター・幼稚園等複合施

設建設事業に伴う門前遺跡発掘調査報告書（2006） 出雲市埋蔵文化財発掘調査報告書 第17集（2007）

島根県教育庁埋蔵文化財調査センター／原田遺跡⑶（2007） 家の後Ⅱ遺跡２・北原本郷遺跡２(本編)（2007） 家の後Ⅱ遺跡２・北原本郷遺跡２ (写真図版編)（2007） 山

持遺跡Ⅱ・Ⅲ区 Vol.２（2007） 史跡山代郷北新造院跡（2007） 中祖遺跡範囲確認調査報告書（2007） 山持遺跡Ⅳ区（2007） 東前田遺跡 大谷口遺跡 中嶺遺跡 金クソ谷

遺跡１区・２区・３区（2007） 浜寄・地方遺跡（2007） 余小路遺跡・小畑遺跡（2007） 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター年報15（2007） 水海のほとり（2007） 

石見路の言伝（2007） 史跡山代郷北新造院跡Vol.２（2007） 山持遺跡・里方本郷遺跡の調査（2007） 古代文化の郷 出雲（2007） オロチのいぶき（2007）

岡山県

岡山県古代吉備文化財センター／中町Ｂ遺跡（2007） 下町陣屋跡（2007） 津島遺跡（2007） 鹿田遺跡（2007） 百間川兼基遺跡４・百間川沢田遺跡５（2007） 惣社遺跡・

金井戸遺跡・北溝手遺跡（2007） 鹿田遺跡（2007） 塩納森井先遺跡（2007） 津島遺跡７（2007） 所報吉備42、43（2007） 発掘 高島のむかしⅢ（2007）

倉敷市埋蔵文化財センター／横内北窯跡群１号・下庄遺跡・上東遺跡（2007）

岡山市教育委員会／岡山市埋蔵文化財センター年報６ 2005(平成17)年度（2007） 東岡山遺跡（2007） 彦崎貝塚2範囲確認調査報告書（2007） 神宮寺山古墳・網浜茶臼山

古墳（2007） 鹿田遺跡（2007） 南方(済生会)遺跡２（2007）

津山市教育委員会／日上畝山古墳群Ⅱ範囲確認調査報告書（2007） 年報 津山弥生の里 第14号(平成17年度)（2007）史跡津山城跡保存整備事業報告書Ⅰ（2007）

岡山理科大学人類学研究室・兵庫県家島町教育委員会／大山神社遺跡（2006）

岡山理科大学／旭川を科学するPart３ シリーズ『岡山学』５（2007） 第９回『岡山学』シンポジウム 旭川（2007）

岡山大学埋蔵文化財調査研究センター／津島岡大遺跡18 第28次調査（2008） 岡山大学埋蔵文化財調査研究センターの20年（2008） 岡山大学埋蔵文化財調査研究センター

紀要2006（2008） 岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報No38、No39（2007・2008）
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広島県

広島県教育委員会／平成17年度広島県内遺跡発掘調査(詳細分布調査)報告書（2007）

広島大学大学院文学研究科帝釈峡遺跡群発掘調査室／広島大学大学院文学研究科帝釈峡遺跡群発掘調査室年報ⅩⅪ（2007）

山口県

山口大学埋蔵文化財資料館／山口大学埋蔵文化財資料館年報（2006） 季刊 山口大学埋蔵文化財資料館通信３～８（2006～2007） 古墳の世界～山口県の古墳を探る～

（2005） 山口大学の遺跡～吉田遺跡～（2006） 稲作到来～弥生人つくった とった たべた～（2007）

山口県立山口博物館／山口県立山口博物館研究報告第33号（2007）

山口県埋蔵文化財センター／田ノ浦遺跡 平成17・18年度調査（2007） 下村遺跡（2007） 真尾猪の山遺跡（2007） 陶けん 第20号（2007）

下関市立考古博物館／研究紀要第11号（2007） 下関市立考古博物館年報12  平成18年度（2007） 下関市立考古博物館だより「あやらぎNo17」（2007） 平成19年度企画展 

木の文化 -ハレとケの世界-（2007） 下関市立考古博物館だより「あやらぎNo18」（2007）

山口市教育委員会／山口市埋蔵文化財年報６ 平成17(2005)年度（2007） 善生寺庭園（2007） 神郷大塚遺跡Ⅳ（2007） 中込田遺跡Ⅳ（2007） 陶窯跡群Ⅱ（2007）

防府市教育委員会／平成17年度 防府市内遺跡発掘調査概要（2007）

山口県環境生活部県史編さん室／山口県史だより 第24号／平成19年10月（2007）

香川県

高松市教育委員会／奧の坊遺跡群Ⅴ(奥の坊遺跡Ⅰ・Ⅱ区）（2006） 高松城跡(寿町一丁目）（2007） 高松城跡(寿町二丁目地区)（2007） 日暮・松林遺跡（2007）

愛媛県

㈶松山市埋蔵文化財センター／松山大学構内遺跡Ⅳ６次調査地（2007） 鶴が峠遺跡Ⅰ（2007） 大峰ヶ台遺跡10次調査（2007）

今治市教育委員会／史跡 能島城跡平成13・14年度保存整備事業報告書（2006） 史跡 能島城跡平成15・16年度岩礁ピット調査報告書（2006） 市内遺跡試掘確認調査報告

書Ⅹ�（2007） 市内遺跡試掘確認調査報告書Ⅹ�（2007） 史跡 能島城跡平成17年度船だまり調査報告書（2007） 高橋佐夜ノ谷Ⅱ遺跡（2007）

愛媛大学埋蔵文化財調査室／愛媛大学埋蔵文化財調査室年報2004年度（2006） 文京遺跡Ⅴ（2007） 愛媛大学埋蔵文化財調査室年報2005年度（2007）

高知県

高知大学人文部考古学研究室／大元神社古墳発掘調査報告書（2007）

高知市教育委員会／尾戸窯跡（2007）

福岡県

粕屋町教育委員会／戸原堀ノ内遺跡第２地点（2007） 原町原遺跡（2007）

柳川市教育委員会／磯鳥フケ遺跡（2006）

小郡市教育委員会／三沢北中尾遺跡５地点（2005） 福童町遺跡２（2006） 三沢北中尾遺跡10Ｂ地点（2006） 花立山古墳調査概報（2006） 小郡市博多道遺跡（2006） 

吹上二ツ塚遺跡２（2006） 津古牟田遺跡４（2003） 八坂末安遺跡（2007） 三沢北中尾遺跡８・９（2007） 松崎宿北構口・南構口遺跡（2007） 三沢南崎遺跡（2007）

大保毎々遺跡（2007） 福童町遺跡４・６ 福童東内畑遺跡（2007） 井上小松山遺跡３・４（2007） 干潟下鶴遺跡（2007） 三沢北中尾遺跡 11Ａ地点（2007）

水巻町教育委員会／吉田車返切貫跡（2006）

八女市教育委員会／今里家住宅調査報告書（2006） 一般国道442号八女筑後バイパス埋蔵文化財調査報告書（2006） 榎町遺跡(１・２次調査）（2006） 高野町遺跡(２次調査)

（2006） 吉泉遺跡（2006） 一般国道442号八女筑後バイパス埋蔵文化財調査報告書Ⅱ（2007) 鶴見山古墳３（2007） 立畑遺跡（2007） 辻の西遺跡(第３次調査)（2007）

直方市教育委員会／感田野添西遺跡（2006） 惣用遺跡（2006） 頓野和田遺跡（2006） 下境餅米遺跡（2007）

苅田町教育委員会／城南遺跡（2007） 神護遺跡(Ⅰ地区）（2007） 南原遺跡E地区（2007） 2007年秋の特別展示図録 瑞穂の国の成立Ⅰ 豊前地方出土青銅器（2007）

大野城市教育委員会／牛頸梅頭遺跡群Ⅰ第１次調査（2007） 仲島本間尺・唐土遺跡（2007） 牛頸小田浦窯跡群Ⅱ 79地点の調査（2007） 大野城市の文化財第39集（2007）

東峰村教育委員会／岩屋神社遺跡（2007）

久留米市教育委員会／久留米市埋蔵文化財年報Vol.３ 平成16・17年度（2007） 久留米市城外郭遺跡第10次調査（2006） 筑後国府跡第210次調査報告書（2006） 京隈侍

屋敷遺跡第６次調査（2006） 上青木北大門遺跡（2006） 櫛原侍屋敷遺跡第７次調査（2006） 篠田遺跡第３次 調査（2006） 水洗遺跡第４次調査（2006） 久留米市埋蔵

文化財調査集報Ⅷ（2006） 十間屋敷遺跡第２次調査（2007） 二本木遺跡群Ⅳ（2007） 日渡遺跡群Ⅴ 白川遺跡第５次調査（2007） 南薫西遺跡第６次調査（2007） 善導

寺境内遺跡第１・２次調査概要報告書（2007） 九州新幹線「鹿児島ルート」鉄道整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ（2007） 平成18年度久留米市内遺跡群（2007）

筑後国府跡・国分寺跡 平成18年度発掘調査報告・概要報告（2007） 筑後国三潴郡衙跡Ⅲ（2007）

嘉麻市教育委員会／臼井家古墓群（2007）

嘉麻市教育委員会(碓井町) ／御塚古墳（2002）

大刀洗町教育委員会／下高橋遺跡Ⅴ（2005） 下高橋栗崎遺跡３・鵜木半十畑遺跡・鵜木高樋堺遺跡・高樋木ノ間遺跡（2007） 山隈中西又原遺跡３・高樋又原遺跡（2007）

史跡下高橋官衙遺跡周辺遺跡４(下高橋上野遺跡７次調査)（2007） 下高橋遺跡Ⅵ（2007） 下高橋遺跡Ⅶ（2007） 冨多西屋敷遺跡（2007）

筑紫野市教育委員会／永岡岸元遺跡（2007）

春日市教育委員会／ウトグチＡ遺跡（2007） 川久保遺跡（2007） 柚ノ木Ａ遺跡２次調査（2007） 春日市埋蔵文化財年報14 平成17年度（2007）

行橋市教育委員会／行橋市の文化財（2007） 稲童豊後塚遺跡１第１次発掘調査報告書（2007） 平成19年度特別展 豊前地域の横穴墓 竹並遺跡からのメッセージ（2007）

福岡大学人文学部考古学研究室／豊前・トギバ窯跡の調査（2007） 福岡大学考古資料集成１（2007） 百済集落の研究（2007）

大牟田市教育委員会／大牟田市遺跡等分布地図（2007） 平成17年度大牟田市市内遺跡発掘調査報告書（2007）

太宰府市教育委員会／太宰府条坊跡31 第233次調査(CD-ROM)（2006） 太宰府条坊跡32 般若寺跡周辺の調査（2007） 幸ノ元井堰 第１次調査（2007） 佐野地区遺跡群

23 脇道遺跡第４・５次調査（2007） 太宰府・国分地区遺跡群２（2007）

飯塚市教育委員会(穂波町) ／忠隈古墳群（2001） 中屋古墳群Ⅱ（2005）

飯塚市教育委員会(頴田町) ／井尻遺跡、小久保・勧貫遺跡（2004） 猪ノ尻・高木遺跡、島奥遺跡（2006） 下村遺跡（2006） 烏尾遺跡Ⅱ（2007）

飯塚市教育委員会／狩場・一ツ家・古賀ノ下・東光・椎木浦遺跡（2008）

宮若市教育委員会／中遺跡群Ⅶ（2004）

㈶北九州市芸術文化振興財団 埋蔵文化財調査室／蜑住古立遺跡（2007） 蜑住稲国遺跡（2007） 小倉城三ノ丸跡第３地点（2007） 大門遺跡第３地点（2007） 黒崎城跡

２（2007） 緑遺跡１区・２区（2007） 長野尾登遺跡第４地点（2007） 横代風呂屋遺跡（2007） 北方遺跡第10・11次調査（2007） 石田・岡屋敷遺跡（2007） 小倉城

桜町口門跡・大門遺跡（2007） 長野尾登遺跡第２地点(Ｋ区)（2007） 大手町遺跡(小倉城外堀跡)（2007） 原町別院遺跡（2007） 中島遺跡２(第２次調査)（2007） 黒崎

城跡３（2007） 黒崎城跡４(６・７区)（2007） 黒崎城跡５（2007） 畠山遺跡(Ｅ地点)（2007） 長野尾倉遺跡（2007） 紅梅遺跡(Ａ)遺跡４(第５次調査)（2007） 研究紀

要第21号（2007） 埋蔵文化財調査室年報23 平成17年度（2007）

福岡県教育委員会／東蒲池大内曲り遺跡（2007） 矢加部町屋敷遺跡Ⅰ（2007） 菩提遺跡Ⅱ（2007） 山門北池遺跡（2007） 小川柳ノ内遺跡Ⅰ（2007）

前原市教育委員会／三雲・井原遺跡 屋敷・下西地区（2006） 池田井田遺跡（2006） 三雲・井原遺跡（2006） 潤地頭給遺跡Ⅰ（2006） 国指定史跡 怡土城跡（2006） 

神在藤瀬家住宅⑵（2006） 潤地頭給遺跡Ⅱ（2007） 伊都国歴史博物館紀要 創刊号・第２号（2006・2007） 伊都国歴史博物館年報 平成16年度（2006） 伊都国歴史博物

館年報２ 平成17年度（2007）

赤村教育委員会／本河内遺跡群Ⅰ（2007） 合田遺跡（1985）

筑後市教育委員会／裏山遺跡Ⅱ（2007） 井田古屋敷遺跡（2007） 野町納楽遺跡（2007） 狐塚遺跡Ⅱ（2007） 一条小原遺跡（2007） 筑後市内遺跡群Ⅹ（2007） 前津

丑ノマヤ遺跡（2007） 倉数立野遺跡（2007） 倉数大谷遺跡（2007）

北九州市教育委員会／高見遺跡(第４地点)（2007） 水町遺跡（2007） 荒神森古墳２ 第２次・３次・４次調査（2007） 室町遺跡第９地点・鍛冶町遺跡（2007）

宗像市教育委員会／桜京古墳（2007） 田野瀬戸古墳（2007）

那珂川町教育委員会／龍頭遺跡群Ⅱ（2007） 裂田溝Ⅱ（2007）

福津市教育委員会／宮司大ヒタイ遺跡 第４次調査（2006）

福津市教育委員会(津屋崎町) ／渡唐舟遺跡（2005）

遠賀町教育委員会／尾崎・天神遺跡Ⅴ、金丸遺跡Ⅱ（2007）

福岡市教育委員会／福岡市埋蔵文化財センター年報 第26号（2008）

志摩町教育委員会／谷古墳群（2007） 志摩町所在被災史料目録（2008）

豊前市教育委員会／大村石畑遺跡（2006） 中村山柿遺跡（2007） 第５回 豊前市美術展 入選作品展示図録（2007）

九州国立博物館／未来への贈りもの 特別編(中国泰山石経と浄土教美術)（2007） 九州国立博物館季刊情報誌 アジアージュ 04

九州歴史資料館／九州歴史資料館年報(平成18年度)（2007） 九歴だよりNo24～No26（2006～2007） 九州歴史資料館 研究論集32（2007）

㈱梓書院／季刊 邪馬台国 第96号、第97号（2007・2008）



佐賀県

佐賀県教育委員会／佐賀県文化財年報12(2005年度)（2007） 幸津遺跡（2007） 中原遺跡Ⅰ（2007） 東畑瀬遺跡１・大野遺跡１（2007） 戦場古墳群［本文編]（1999）

戦場古墳群［写真図版編]（1999）

小城市教育委員会／久蘇遺跡(６～19区)（2007） 久蘇遺跡（2007） 柿樋瀬遺跡（2007） 牛津乙宮社日記 三（2007） 小城市の建造物（2006） 小城どこでんミュージア

ム 屋根のない博物館構想（2007）

小城町立歴史資料館・小城町立中林梧竹記念館／小城町立歴史資料館・小城町立中林梧竹記念館 調査研究報告書第４集（2003） 小城市立歴史資料館・小城市立中林梧竹記

念館 調査研究報告書第２集（2007）

佐賀市教育委員会／佐賀市埋蔵文化財確認調査報告書2003年度（2006） 佐賀市埋蔵文化財確認調査報告書2004年度(旧大和町）（2006） 藤木三本杉遺跡Ⅰ ２・３区の調査

（2006） 友貞遺跡18区の調査（2006） 石井樋（2006） 築山遺跡（2006） 納所遺跡２（2006） 徳富権現堂遺跡(３・４区の調査)・徳富本村遺跡(１区の調査)（2006） 

徳永遺跡11区（2006） 東古賀遺跡４（2006） 東名遺跡（2006） 佐賀市埋蔵文化財確認調査報告書 2002～2004年度（2007） 佐賀藩海軍所跡 ２区の調査（2007） 西

中野遺跡Ⅰ ６～８区の調査（2007） 藤木三本杉遺跡Ⅱ ４・５区の調査（2007） 西中野遺跡Ⅱ ３区の調査（2007） 大串遺跡（2007） 村徳永遺跡 20区の調査（2007）

鹿島市教育委員会／浜町皿山窯跡（2007） 天神遺跡（2007）

唐津市教育委員会／唐津市内遺跡確認調査�（2007） 葉山尻支石墓群/葉山尻古墳２号墳/森田支石墓/瀬戸口支石墓（2007） 汐入遺跡⑵（2007） 荒平遺跡（2007） 道

納屋窯跡（2007） 平松窯跡（2007） 星賀城塞群Ⅱ（2007） 呼子町内遺跡発掘調査（2007）

久保田町教育委員会／上恒安遺跡４区（1997） 上恒安遺跡５区（2007） 上恒安遺跡３区（2007）

武雄市教育委員会／平成19年度版「武雄市の文化財｣（2007）

神埼市教育委員会／八子六本黒木遺跡 18区（2008）

嬉野市教育委員会／千堂遺跡 第１・２区（2006） 鷹巣窯跡（2005） 嬉野町石塔調査報告（2005）

長崎県

長崎県教育庁原の辻遺跡調査事務所／原の辻遺跡調査事務所調査報告書第34集～第38集（2006～2008） 原の辻ニュースレター第27号～第30号（2007～2008）

雲仙市教育委員会／龍王遺跡Ⅱ・真正寺条里跡（2007） 龍王遺跡Ⅲ（2008） 佃遺跡（2008） 伊古遺跡（2008）

壱岐市教育委員会／特別史跡原の辻遺跡（2007） 天手長男神社遺跡・原の辻遺跡(原の久保C地点)・カラカミ遺跡（2007）

大村市教育委員会／市内遺跡発掘調査概報１（2007） 国指定史跡大村藩主大村家墓所保存管理計画書（2007）

南島原市教育委員会／権現脇遺跡（2007）

南島原市教育委員会(深江町) ／権現脇遺跡(CD-ROM) 深江町文化財調査報告書第2集（2006）

佐世保市教育委員会／福井洞窟範囲確認調査報告書付録直谷岩陰試掘調査報告（2007）

熊本県

熊本大学埋蔵文化財調査室／熊本大学埋蔵文化財調査室年報９（2003） 熊本大学構内遺跡発掘調査報告Ⅰ（2003） 熊本大学埋蔵文化財調査室年報12 2005年度（2007） 

熊本大学構内遺跡発掘調査報告Ⅲ（2007）

熊本大学文学部考古学研究室／阿蘇における旧石器文化の研究（2007） 千崎古墳群第５次調査報告（2007）

宇土市教育委員会／宇土城跡(西岡台)（2007）

熊本県立装飾古墳館／熊本県立装飾古墳館 研究紀要 第７集（2007）

八代市教育委員会／上日置女夫木遺跡（2005） 用七遺跡（2005）

八代市／武家の婚礼 八代・松井家のお嫁入り（2004） 松井文庫所蔵雛人形・雛道具調査報告書（2007）

熊本県立装飾古墳館分館 歴史公園鞠智城・温故創生館／鞠智城跡第28次調査報告（2007）

植木町教育委員会／石川遺跡第(第１分冊)(第２分冊)（2002）

山鹿市教育委員会／中階本遺跡（2007） 方保田東原遺跡⑺（2006） 方保田東原遺跡⑻（2007） 方保田神社裏古墳（2007） 中階本遺跡(概要)（2007） 市内遺跡確認調

査報告書（1991） 方保田東原遺跡（1992） 隈部館跡Ⅱ（2005）

相良村教育委員会／入口遺跡（2007）

合志市教育委員会／陣ノ内遺跡（2007）

大分県

九重町教育委員会／時代の旅人（2002） 九重町歴史資料館年報（2007） 平家山（2007）

別府大学史学研究会／史学論叢第33号（2003）

別府大学アジア歴史文化研究所／別府大学アジア歴史文化研究所報第19号（2003）

大分県立歴史博物館／豊後国国東郷３（2007） 2007特別展 大分発掘ものがたりよみがえる郷土の歴史（2007） おおいた歴博 No23（2007） 大分県立歴史博物館年報 

2006（2007）

大分市歴史資料館／大分市歴史資料館年報(平成18年度)（2007）

別府市教育委員会／春木芳元遺跡（2006） 春木芳元遺跡古寺地区（2007）

宇佐市教育委員会／瓦塚遺跡（2006） 辻平遺跡Ⅱ区（2006） 宇佐地区遺跡群発掘調査概報15（2007）

中津市教育委員会／沖代地区条里跡 東浜遺跡 大新田四番通地区 是則株瀬地区 大貞馬場池地区 中津城下町遺跡 中津城(Ⅵ)（2007）

竹田市教育委員会／竹田地区遺跡群(2007)（2007） 史跡 岡城跡Ⅹ�（2007） 市用遺跡・平原遺跡（2006） 南方家屋敷跡（2004） 国道502号改良工事に伴う埋蔵文化財発

掘調査報告書（2004） 城下町遺跡(田代家武家屋敷跡)（2007）

大分県教育庁埋蔵文化財センター／大分県埋蔵文化財年報15(平成17年度のまとめ)（2007） 一般国道57号中九州横断道路建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書⑴

（2007） 一般国道57号中九州横断道路建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書⑵（2007） 岡遺跡群（2007） 豊後府内６ 中世大友府内町跡第10次調査区（2007） 豊後

府内７ 中世大友府内町跡第20次調査区（2007） 北小枇杷遺跡・野田遺跡（2007） 古庄屋遺跡Ⅱ（2007） 市用遺跡（2007） 岡遺跡群 上辻遺跡発掘調査報告書（2007）

岩金遺跡発掘調査報告書（2007） 大分県内遺跡発掘調査概報10（2007）

大分市教育委員会／大友府内９（2007） 大友府内10 第17次発掘調査報告（2007） 大友府内11（2007） 大分市市内遺跡確認調査概報 2006年度（2007） 大分市埋蔵文

化財調査年報 vol.17 2005年度（2006） 玉沢地区条里跡 第９次調査報告書（2007） 玉沢地区条里跡 第15次調査報告（2007） 玉沢地区条里跡 第17・20次発掘調査報告

（2007） 玉沢地区条里跡 第21次発掘調査報告書（2007） 下郡遺跡群Ⅴ(CD-ROM)（2007） 井ノ久保遺跡発掘調査報告書(第１分冊本文編)（2007） 井ノ久保遺跡発掘調

査報告書(第２分冊遺物データ・写真図版編)（2007） 城原・里遺跡（2006） 上松岡遺跡（2007）

大分県立先哲史料館／史料館研究紀要第11号（2006） 収蔵史料目録５（2007）

日田考古学同好会／比多考古第15号（2007）

宮崎県

清武町教育委員会／滑川第１遺跡（2007） 滑川第２遺跡（2007） 滑川第３遺跡（2007）

新富町教育委員会／新富町の埋蔵文化財(改訂版)（2007） 町内遺跡23（2007） 祇園原古墳群10（2007）

宮崎県埋蔵文化財センター／立野第５遺跡・立野第２遺跡（2007）

都城市教育委員会／後牟田遺跡（2007） 早馬遺跡（2008） 肱穴遺跡⑵（2008） 加治屋B遺跡（2008） 横市地区遺跡群 平田遺跡A地点・B地点・C地点(第１分冊 A地点・

B地点)(第２分冊 C地点・自然科学分析)（2008） 梅北北原遺跡（2007） 鍋前第５遺跡（2008）

都城市教育委員会(高城町) ／雀ヶ野第３遺跡(第３次調査)（2004） 雀ヶ野遺跡群（2005） 高取原地下式横穴墓（2005） 牧ノ原遺跡群（2005）

宮崎県教育委員会／県内遺跡発掘調査概要報告書 平成18年度（2007） ふるさとの史跡を訪ねて 宮崎県央の史跡ガイド

日向市教育委員会／仲野原遺跡（2007） 向原第三遺跡群（2007）

木城町教育委員会／町内遺跡発掘調査報告書（2007）

宮崎市教育委員会(高岡町) ／三万田遺跡（2005） 上新城遺跡（2005） 梅木田遺跡１区(Ｂ・Ｃ地点)（2005）

宮崎市教育委員会／桜町遺跡（2005） 史跡 生目古墳群（2006） 本野原遺跡 三（2006） 高岡麓遺跡(25地点)（2006） 内城跡 発掘調査報告書（2006） 史跡 生目古墳群

（2007）

西都市教育委員会／西都原地区遺跡・日向国分寺跡（2007） 堂ヶ嶋遺跡、上妻遺跡、童子丸遺跡、石貫遺跡（2007） 都於郡城跡（2007） 平成18年度 西都原古墳研究所・

年報 第23号（2007）

延岡市教育委員会／御堂原遺跡(２次)（2007） 市内遺跡（2007）

高鍋町教育委員会／町内遺跡発掘調査報告書（2007）

綾町教育委員会／梅ヶ野遺跡（2004） 椎屋遺跡（2005） 綾町内遺跡Ⅴ（2005） 小平谷第１遺跡（2006） 綾町内遺跡Ⅵ（2005） 小平谷第１遺跡（2007）

えびの市教育委員会／えびの市の城館跡（2008） 北岡松地区遺跡群（2008） 66kv大霧えびの線新設並びに関連工事に伴う埋蔵文化財確認調査報告書（2008）

－ 18 －



－ 19 －

鹿児島県

鹿児島国際大学国際文化学部博物館博物館実習施設考古学ニュージアム／鹿児島国際大学考古学ニュージアム調査研究報告第４集

出水市教育委員会／柴引ａ遺跡（2006） 市内遺跡(上場遺跡他)発掘調査等報告書（2007） 大久保遺跡・大久保Ｂ遺跡（2007） 野田畠遺跡（2007）

出水市教育委員会(野田町) ／大畠遺跡（2006）

鹿児島県立埋蔵文化財センター／堂平窯跡第１分冊（2006） 堂平窯跡第２分冊（2006） 堂平窯跡第３分冊（2006） 前原遺跡(第Ⅰ分冊)（2007） 前原遺跡(第Ⅱ分冊)（2007）

堂園遺跡Ａ地点・古殿諏訪陣跡・折戸平遺跡・山神迫遺跡（2007） 山ノ田遺跡Ｂ地点・蕨野Ｂ遺跡・松ヶ尾遺跡・谷ヶ迫遺跡（2007） 仁田尾中Ａ・Ｂ遺跡第１分冊(旧石器時代１)

（2007） 仁田尾中Ａ・Ｂ遺跡第２分冊(旧石器時代２)（2007） 仁田尾中Ａ・Ｂ遺跡第３分冊(縄文時代以降)（2007） 魚見ヶ原遺跡（2007） 農業開発総合センター遺跡群

Ⅳ 諏訪牟田遺跡・諏訪前遺跡・南原内堀遺跡・加治屋堀遺跡（2007） 上水流遺跡１ 縄文時代中期後半から弥生時代編（2007） 中原山野遺跡（2007） 前山遺跡（2007） 

上山路山遺跡（2007） 市堀遺跡（2007） 安茶ヶ原遺跡(第Ⅰ分冊)(第Ⅱ分冊)(第Ⅲ分冊)（2007） 

南さつま市教育委員会／二頭遺跡・花抜園墓地（2006） 春ノ山遺跡（2007） 出原遺跡・有村遺跡・小園原遺跡・瀬戸口遺跡（2007） 松坂原遺跡・入道ヶ野遺跡（2007）

上床城跡（2008）

南さつま市教育委員会(金峰町) ／芝原ｂ遺跡（2005）

指宿市教育委員会／株式会社ニシムタ店舖建設に伴う発掘調査報告書 新番所遺跡（2007） 平成18年度市内遺跡確認調査報告書(敷領遺跡・慶固遺跡)（2007）

川辺町教育委員会／土器薗遺跡（2007） 背野平遺跡（2007） 荒多遺跡・上桑持野遺跡（2007） 津フジ遺跡（2007） 九玉遺跡・塘池上遺跡（2007）

日置市教育委員会／吉利古城遺跡（2007）

日置市教育委員会(吹上町) ／今井ヶ島遺跡（1998） 地頭用遺跡、高柳Ａ・Ｂ遺跡、五反田Ａ・Ｂ遺跡、大園Ａ遺跡（2005）

日置市教育委員会(伊集院町) ／石坂遺跡（2000） 瀬戸頭遺跡（2001）

日置市教育委員会(東市来町) ／前畑遺跡・伊作田城跡（1995） 老ノ原遺跡２（1998）

霧島市教育委員会／真田原遺跡（2008）

鹿屋市教育委員会／岡崎古墳群・上小原古墳群・供養の上古墳群墳丘測量図・岡崎15号古墳（2007） 中牧遺跡（2007） 薬師堂の古墳・祓川地下式横穴墓群（2007） 名主

原遺跡（2007）

沖縄県

うるま市教育委員会／平敷屋古島遺跡・大田貝塚・平敷屋トウバル遺跡（2006） 具志川グスクⅠ（2006）

那覇市教育委員会／崎山御嶽遺跡（2005） 銘苅古墳群（2007） 識名園（2007） 名勝 伊江殿内庭園（2007）

個人

用松律夫／大分県文化財保存協議会会報第29号「今、ホットな古墳たち」（2006）

澤田秀実／『美作町史 資料編Ⅰ』 考古 抜刷 （2006）
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