
日本塩業史研究文献目録 （考古編）

（01）　北海道

（01）-1
北海道大学埋蔵文化財調査室編1986年３月『サクシュコトニ川遺跡　北海道大学構内で発掘された西暦9世紀代の原初的農耕集
落』　北海道大学

（01）-2 柏木大延「古代東北 ・ 北海道における土製支脚の系譜とその意義」 『物質文化』第93号　物質文化研究会　2013年3月
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（01）　北海道
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

0101 サクシュコトニ川遺跡 北海道札幌市北区北17条西13丁目3番地 支脚（円筒形）
擦文時代中期前
半（9世紀中頃）

（01）-1、（01）-2
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日本塩業史研究文献目録 （考古編）

（02）　青森県

（02）-1 橘善光「青森県下北半島八森遺跡調査概報」 『貝塚』第42号　（酒詰仲男編　土曜会）　1952年5月

（02）-2 江坂輝彌「青森県下北郡ヤチガモリ遺跡」 『日本考古学年報2　昭和24年度』　日本考古学協会 ・ 誠文堂新光社　1954年4月

（02）-3
村越潔「浮橋貝塚」 （岩木山麓古代遺跡発掘調査報告書刊行会（村越潔）編1968年9月『岩木山　岩木山麓古代遺跡発掘調査報
告書』　岩木山刊行会）

（02）-4 北林八洲晴「青森県夏泊半島の製塩土器」 『月刊考古学ジャーナル』第38号　ニュー ・ サイエンス社　1969年11月

（02）-5 青森市教育委員会（塩谷隆正）編1971年3月『大浦遺跡発掘調査報告書』　青森市の埋蔵文化財7　青森市教育委員会

（02）-6
北林八洲晴「青森県陸奥湾沿岸の製塩土器（予報）　付記青森市大浦遺跡調査略報」 『考古学研究』第18巻第4号　考古学研究会　
1972年3月

（02）-7
天間勝也「大館遺跡」 『東北新幹線関係遺跡分布調査報告書　津軽半島　昭和47年度』　青森県埋蔵文化財調査報告書第6集　
青森県教育委員会　1972年3月

（02）-8
青森県教育委員会（北林八洲晴）編1971年3月『むつ小川原開発予定地域内埋蔵文化財試掘調査概報　昭和47年度』　青森県埋
蔵文化財調査報告書第3集　青森県教育委員会

（02）-9 北林八洲晴「陸奥湾沿岸における土器製塩」 『北奥古代文化』第5号　北奥古代文化研究会　1973年4月

（02）-10
青森県教育委員会（成田誠治 ・ 杉山武）編1974年3月『近野（1）遺跡発掘調査報告書』　青森県埋蔵文化財調査報告書第12集　青
森県教育委員会

（02）-11 橘善光「下北半島の製塩ー脇野沢村瀬野の製塩土器を中心にー」 『うとう』第80号　青森郷土会　1974年5月

（02）-12 橘善光 ・ 工藤竹久「平館村の原始 ・ 古代の文化　今津遺跡」 （平館村編1974年6月『平館村史』　平館村）

（02）-13 村越潔「浮橋遺跡出土の土器」 （杉原荘介 ・ 大塚初重編1974年9月『土師式土器集成　本編4 （晩期）』　東京堂出版 ）

（02）-14
青森県教育委員会（山道紀郎 ・ 三浦圭介 ・ 成田滋彦）編1975年3月『近野遺跡発掘調査報告書2』　青森県埋蔵文化財調査報告
書第22集　青森県教育委員会

（02）-15 新谷雄蔵編1975年6月『観音林遺跡』　観音林遺跡研究会

（02）-16 橘善光「下北半島のアイヌ ・ モシリ」 『季刊どるめん』 11号（特集 ・ 津軽海峡文化圏）　JICC出版局　1976年10月

（02）-17
青森県教育委員会編1977年3月『鳥海山遺跡発掘調査報告書（昭和51年度）』　青森県埋蔵文化財調査報告書第32集　青森県教
育委員会（全2冊、本編、別冊 ： 図版 ・ 表 ・ 写真）

（02）-18 橘善光 ・ 奈良正義「青森県宿野部上野平遺跡－擦文時代の製塩遺跡－」 『北海道考古学』第13輯　北海道考古学会　1977年3月

（02）-19
青森県教育委員会編1977年3月『近野遺跡発掘調査報告書（3）　三内丸山（2）遺跡発掘調査報告書』　青森県埋蔵文化財調査報
告書第33集　青森県教育委員会

（02）-20 福地勤「先史時代」 （平内町編1977年4月『平内町史』上巻　平内町）

（02）-21 「下北半島の製塩　瀬野製塩遺跡の遺物」 （橘善光1977年9月『下北の古代文化』　下北の歴史と文化を語る会）

（02）-22 「川内町宿野部上野平遺跡」 （橘善光1977年9月『下北の古代文化』　下北の歴史と文化を語る会）
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（02）-23
桜田隆「表館遺跡（1）」 『むつ小川原開発予定地内埋蔵文化財試掘調査概報　昭和52年度』　青森県埋蔵文化財調査報告書第42
集　青森県教育委員会　1978年3月

（02）-24 日本塩業大系編集委員会（近藤義郞）編1978年3月『日本塩業大系　史料編　考古』　日本専売公社

（02）-25 青森県教育委員会（桜田隆）編1978年3月『青森市三内遺跡』　青森県埋蔵文化財調査報告書第37集　青森県教育委員会

（02）-26 青森市教育委員会（塩谷隆正）編1979年7月『蛍沢遺跡発掘調査報告書』　青森市蛍沢遺跡発掘調査団

（02）-27 鈴木克彦「青森県「小泊村の出土遺物」について」　『とひょう』 3号　小泊の歴史を語る会　1981年

（02）-28
青森県教育委員会（坂本洋一ほか）編1981年3月『野辺地町明前遺跡』　青森県埋蔵文化財調査報告書第66集　青森県教育委員
会

（02）-29 鈴木克彦「青森県における亀ケ岡文化研究の現状と課題」 『考古風土記』 6号　鈴木克彦　1981年4月

（02）-30 東通村教育委員会（杉山武 ・ 向谷地芳久）編1981年8月『将木館遺跡発掘調査報告書』　東通村教育委員会

（02）-31
八戸市教育委員会（工藤竹久 ・ 佐々木浩一）編1982年3月『昭和55年度史跡根城跡発掘調査報告書3』　八戸市埋蔵文化財調査
報告書第6集　八戸市教育委員会

（02）-32
青森県埋蔵文化財調査センター （北林八洲晴 ・ 福田知之 ・ 白鳥文雄ほか） 編1982年3月『発茶沢遺跡』　青森県埋蔵文化財調査
報告書第67集　青森県教育委員会

（02）-33 横浜町教育委員会（青森県埋蔵文化財調査センター ・ 成田慈彦）編1983年2月『檜木遺跡発掘調査報告書』　横浜町教育委員会

（02）-34 寺門義範「製塩」 『縄文文化の研究2 （生業）』　雄山閣　1983年2月

（02）-35
八戸市教育委員会（工藤竹久 ・ 宇部則保ほか）編1983年3月 『昭和56年度史跡根城跡発掘調査報告書4』　 八戸市埋蔵文化財調
査報告書第9集　八戸市教育委員会

（02）-36
八戸市教育委員（小笠原義範 ・ 村木淳ほか）編1983年3月『史跡根城跡発掘調査報告書5 （昭和56 ・ 57年度）』　八戸市埋蔵文化
財調査報告書第11集　八戸市教育委員会

（02）-37 市浦村教育委員会（新谷雄蔵ほか）編1983年3月『市浦村五月女萢遺跡』　市浦村教育委員会

（02）-38 北林八洲晴「古代（奈良 ・ 平安時代）」　『青森県の考古学』　青森大学出版局　1983年8月

（02）-39 近藤義郎「第四章　1土器製塩の開始　b東北」 『土器製塩の研究』　青木書店　1984年2月

（02）-40 加藤孝「本州北端の初期製塩遺跡」 『東北学院大学論集　歴史学 ・ 地理学』第14集　東北学院大学学術研究会　1984年3月

（02）-41 青森県埋蔵文化財調査センター 編1984年3月『和野前山遺跡』　青森県埋蔵文化財調査報告書第82集　青森県教育委員会

（02）-42
青森県教育庁文化課（福田友之 ・ 相馬信吉）編1984年3月『朝日山遺跡発掘調査報告書』　青森県埋蔵文化財調査報告書第87集　
青森県教育委員会

（02）-43 市浦村史編纂委員会（豊島勝蔵）編1984年3月『市浦村史』第1巻　市浦村教育委員会 ・ 市浦村

（02）-44
五所川原市教育委員会（新谷雄蔵 ・ 川村真一）編1984年3月『観音林遺跡（第二次発掘調査報告書）』　五所川原市埋蔵文化財発
掘調査報告書第7集　五所川原市教育委員会

（02）-45
三沢市教育委員会（田島一雄）編1985年3月『庭構（1）遺跡発掘調査報告書　昭和59年度』　三沢市埋蔵文化財調査報告書第3集　
三沢市教育委員会

（02）-46 福田友之「平内町横峰貝塚発見の遺物　陸奥湾沿岸の縄文時代晩期製塩土器に関するメモ ・ 1」 『遺趾』 5　1985年3月
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（02）-47
五所川原市教育委員会（新谷雄蔵 ・ 川村真一）編1985年3月『観音林遺跡（第三次発掘調査報告書）』　五所川原市埋蔵文化財発
掘調査報告書第8集　五所川原市教育委員会

（02）-48 一町田工「尻高（5）遺跡 ・ 郷沢遺跡の製塩土器」 『青森県考古学』第2号　青森県考古学会　1985年3月

（02）-49
青森県埋蔵文化財調査センター （岡田康博 ・ 新谷武ほか）編1986年3月『今津遺跡 ・ 間沢遺跡発掘調査報告書』　青森県埋蔵文
化財調査報告書第95集　青森県教育委員会

（02）-50
青森県埋蔵文化財調査センター （工藤泰典 ・ 山口義伸 ・ 成田誠治ほか）編1986年3月『沖附（1）遺跡』　青森県埋蔵文化財調査
報告書第100集　青森県教育委員会

（02）-51
青森県教育委員会（白鳥文雄ほか）編1987年3月『山本遺跡発掘調査報告書』　青森県埋蔵文化財調査報告書第105集　青森県教
育委員会

（02）-52 桜井清彦 ・ 菊池徹夫編1987年10月『蓬田大館遺跡』　早稲田大学文学部考古学研究室報告　六興出版

（02）-53
八戸市教育委員会（小笠原善範ほか）編1988年3月『八幡遺跡発掘調査報告書』　八戸市埋蔵文化財調査報告書第26集　八戸市
教育委員会

（02）-54
青森県埋蔵文化財調査センター （三浦圭介 ・ 赤平智尚）編1988年3月『下谷地（1）遺跡』　青森県埋蔵文化財調査報告書第109集　
青森県教育委員会

（02）-55
青森県埋蔵文化財調査センター （成田滋彦 ・ 畠山昇ほか）編1988年3月『上尾駮（2）遺跡1 （A地区）』　青森県埋蔵文化財調査報
告書第114集　青森県教育委員会

（02）-56
青森県埋蔵文化財調査センター （北林八洲晴）編1988年3月『上尾駮（2）遺跡2 （B ・ C地区）』　青森県埋蔵文化財調査報告書第
115集　青森県教育委員会（全2冊、第1分冊、第2分冊）

（02）-57
青森県埋蔵文化財調査センター （畠山昇）編1988年3月『発茶沢（1）遺跡』　青森県埋蔵文化財調査報告書第116集　青森県教育
委員会

（02）-58 北林八洲晴「今津出土の製塩土器」 『あおもりけん教育こうほう』第417号　青森県教育庁総務課　1988年

（02）-59 岡村道雄「東北地方の縄文時代における塩の生産」　『月刊考古学ジャーナル』№298　ニュー ・ サイエンス社　1988年11月

（02）-60
八戸市教育委員会（小林和彦ほか）編1989年3月 『昭和63年度史跡根城跡発掘調査報告書11』　八戸市埋蔵文化財調査報告書第
31集　八戸市教育委員会

（02）-61
青森県埋蔵文化財調査センター （成田滋彦ほか）編1989年3月『発茶沢（1）遺跡4 ・ 表館（1）遺跡3』　青森県埋蔵文化財調査報告
書第120集　青森県教育委員会

（02）-62
「浜辺の塩つくり」 （青森県埋蔵文化財調査センター編1990年3月『図説ふるさと青森の歴史　大地から甦った祖先の足跡　総括編』　
青森県埋蔵文化財調査センター）

（02）-63 八戸市教育委員会編1990年3月『見立山（2）遺跡』　八戸市埋蔵文化財調査報告書第38集　八戸市教育委員会

（02）-64 八戸市教育委員会（工藤竹久）編1990年3月『遺跡が語る八戸の歴史』文化財シリーズ第31号　八戸市教育委員会

（02）-65
青森県埋蔵文化財調査センター （畠山昇 ・ 長崎勝巳）編1990年3月『表館（1）遺跡4 ・ 発茶沢（1）遺跡5』　青森県埋蔵文化財調査
報告書第126集　青森県教育委員会

（02）-66 中里町教育委員会（齋藤淳）編1990年3月『中里城跡1』　中里町文化財調査報告書第2集　中里町 ・ 中里町教育委員会

（02）-67 八戸市教育委員会編1991年3月『八戸市内遺跡発掘調査報告書3』　八戸市埋蔵文化財調査報告書第41集　八戸市教育委員会

（02）-68 八戸市教育委員会編1991年3月『風張（1）遺跡2』　八戸市埋蔵文化財調査報告書第42集　八戸市教育委員会

（02）-69
青森県埋蔵文化財調査センター編1991年3月『中野平遺跡』　青森県埋蔵文化財調査報告書第134集　青森県教育委員会（全2冊　
第1分冊（縄文時代編）、第2分冊（古代編））

（02）-70
「塩づくり」 （青森県埋蔵文化財調査センター編1991年3月『図説ふるさと青森の歴史3－北の誇り・亀ケ岡文化－縄文時代晩期編』　
青森県文化財保護協会）
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（02）-71 八戸市博物館編1991年8月『特別展　八戸の古代－むらと人びとのくらし展示図録』　八戸市博物館

（02）-72
菅原弘樹「東北地方の弥生時代貝塚ー松島湾沿岸貝塚群からみた弥生時代の生業ー」 『月刊考古学ジャーナル』№336　ニュー ・
サイエンス社　1991年8月

（02）-73
五所川原市教育委員会（伊藤昭雄）編1992年3月『観音林遺跡　第10次発掘調査報告書』　五所川原市埋蔵文化財発掘調査報告
書第15集　五所川原市教育委員会

（02）-74
市浦村教育委員会（永沢秀夫 ・ 新谷雄蔵 ・ 佐藤智雄）編1992年3月『オセドウ貝塚発掘調査概報（第1 ・ 2次発掘調査概報）』　市
浦村内遺跡発掘調査報告書（平成元年度 ・ 平成2年度分）　市浦村教育委員会

（02）-75
小林和彦 ・ 佐々木浩一ほか「史跡根城跡　岡前館第26 ・ 27次地点」 『八戸市内遺跡発掘調査報告書4』　八戸市埋蔵文化財調査
報告書第45集　八戸市教育委員会　1992年3月

（02）-76
青森県埋蔵文化財調査センター （白鳥文雄ほか）編1993年3月『朝日山遺跡2　発掘調査報告書』　青森県埋蔵文化財調査報告書
第152集　青森県教育委員会（全2冊、第1分冊本文編、第2分冊図版編）

（02）-77
青森市教育委員会（徳佐義男）編1993年3月『市内遺跡発掘調査報告書』　青森市埋蔵文化財調査報告書第19集　青森市教育委
員会

（02）-78
八戸市教育委員会（宇部則保）編1993年3月『岩ノ沢平遺跡発掘調査報告書2』　八戸市埋蔵文化財調査報告書第50集　八戸市教
育委員会

（02）-79 葛西勵編1994年2月『八角館遺跡発掘調査報告書』　むつ市教育委員会

（02）-80 北林八洲晴「青森県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（02）-81
青森県埋蔵文化財調査センター （白鳥文雄ほか）編1994年3月『朝日山遺跡3　第1分冊　朝日山（1）遺跡ー遺物編』　青森県埋蔵
文化財調査報告書第156集　青森県教育委員会

（02）-82
三浦圭介「古代東北地方北部の生業にみる地域差」 （日本考古学協会編1994年3月『北日本の考古学　南と北の地域性』　吉川弘
文館）

（02）-83
青森県埋蔵文化財調査センター （新岡巌 ・ 木村高）編1994年3月『内真部（4）遺跡発掘調査報告書　平成5年度』　青森県埋蔵文
化財調査報告書第158集　青森県教育委員会

（02）-84
青森県埋蔵文化財調査センター （畠山昇 ・ 伊藤昭男）編1994年3月『山元（3）遺跡』　青森県埋蔵文化財調査報告書第159集　青
森県教育委員会

（02）-85
八戸市教育委員会（村木淳）編1994年3月『八戸市内遺跡発掘調査報告書6』　八戸市埋蔵文化財調査報告書第60集　八戸市教育
委員会

（02）-86 むつ史市編さん委員会編1994年3月『むつ市史』原始 ・ 古代 ・ 中世編　むつ市

（02）-87
青森県埋蔵文化財調査センター （大湯卓二 ・ 増尾知彦 ・ 神康夫）編1994年3月『家ノ前遺跡2 ・ 鷹架遺跡2発掘調査報告書』　青
森県埋蔵文化財調査報告書第160集　青森県教育委員会

（02）-88 櫻井清彦「青森県相内村赤坂遺跡について」 『古代』第17号　早稲田大学考古学会　1995年9月

（02）-89 階上町教育委員会（杉山武）編1996年2月『山館前遺跡試掘調査報告書』　階上町教育委員会

（02）-90
青森県教育委員会文化課（三宅徹也 ・ 岡田康博ほか）編1996年3月『三内丸山遺跡5　平成7年度　第1次－4次調査報告書』　青森
県埋蔵文化財調査報告書第204集　青森県教育委員会

（02）-91
青森県埋蔵文化財調査センター （白鳥文雄ほか）編1997年3月『宇田野（2）遺跡　宇田野（3）遺跡　草薙（3）遺跡』　青森県埋蔵文
化財調査報告書第217集　青森県教育委員会

（02）-92
下田町教育委員会（小谷地肇 ・ 鈴木正志 ・ 成田和世）編1997年3月『中野平遺跡』　下田町埋蔵文化財発掘調査報告書第9集　下
田町教育委員会

（02）-93
深浦町教育委員会（北林八州晴）編1997年3月『吾妻沢（2）遺跡発掘調査報告書』　深浦町埋蔵文化財調査報告書第4集　深浦町
教育委員会

（02）-94 岡村道雄「塩の生産と交易」 （岡村道雄編1997年6月『ここまでわかった日本の先史時代』　角川書店）
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（02）-95 八戸市教育委員会編1998年3月『館平遺跡』　八戸市埋蔵文化財調査報告書第75集　八戸市教育委員会

（02）-96
青森県埋蔵文化財調査センター （畠山昇）編1998年3月『平野 ・ 今須（4）遺跡』　青森県埋蔵文化財調査報告書第231集　青森県
教育委員会

（02）-97
青森県埋蔵文化財調査センター （畠山昇 ・ 赤羽真由美）編1998年3月『外馬屋前田（1）遺跡』　青森県埋蔵文化財調査報告書第
242集　青森県教育委員会

（02）-98
青森県教育庁文化課（佐々木雅裕 ・ 北林八洲晴 ・ 川村眞一ほか）編1998年3月『白砂 ・ 大沢遺跡発掘調査報告書』　青森県埋蔵
文化財調査報告書第246集　青森県教育委員会

（02）-99 車力村教育委員会編1998年3月『豊富遺跡発掘調査報告書』　車力村文化財調査報告書第5集　車力村教育委員会

（02）-100
君島武史「東北地方の製塩土器　三陸北部を中心に」 『北上市立埋蔵文化財センター紀要』第1号　北上市立埋蔵文化財センター　
1999年3月

（02）-101 鰺ヶ沢町教育委員会編1999年3月『今須（3）遺跡』　鯵ケ沢町文化財シリーズ第14集　鰺ヶ沢町教育委員会

（02）-102
青森市教育委員会（設楽政健）編1999年3月『市内遺跡詳細分布調査報告書』　青森市埋蔵文化財調査報告書第43集　青森市教
育委員会

（02）-103
青森県教育委員会文化課編1999年3月『青森県遺跡詳細分布調査報告書11 （平成10年度）』　青森県埋蔵文化財調査報告書第
267集　青森県教育委員会

（02）-104 階上町教育委員会（森敦）編2000年3月『滝端遺跡発掘調査報告書』　階上町教育委員会

（02）-105
青森市教育委員会（設楽政健 ・ 沼宮内陽一郎）編2000年3月『大矢沢野田（1）遺跡調査報告書』　青森市埋蔵文化財調査報告書
第52集　青森市教育委員会

（02）-106
青森市教育委員会（設楽政健 ・ 沼宮内陽一郎）編2000年3月『市内遺跡発掘調査報告書』　青森市埋蔵文化財調査報告書第53集　
青森市教育委員会

（02）-107
青森県埋蔵文化財調査センター （笹森一朗 ・ 工藤由美子）編2000年3月『新町野遺跡2』　青森県埋蔵文化財調査報告書第275集　
青森県教育委員会

（02）-108 福田知之「陸奥湾南岸域における縄文時代狩猟 ・ 漁労ノ－ト」 『市史研究あおもり』 4　青森市 ・ 市史編纂室　2001年3月

（02）-109
青森市教育委員会（北林八洲晴 ・ 木村淳一 ・ 鷲尾智加子）編2001年3月『新町野遺跡発掘調査報告書2』　青森市埋蔵文化財調
査報告書第54集－1　青森市教育委員会

（02）-110
青森市教育委員会（木村淳一 ・ 設楽政健 ・ 松橋智佳子ほか）編2001年3月『野木遺跡発掘調査報告書2 平安時代遺物　分析　総
論編』　青森市埋蔵文化財調査報告書第54集－5　青森市教育委員会

（02）-111
青森市教育委員会（木村淳一 ・ 設楽政健）編2001年3月『野木遺跡発掘調査報告書2　 資料　写真図版編』　青森市埋蔵文化財調
査報告書第54集－6　青森市教育委員会

（02）-112
青森市教育委員会（木村淳一 ・ 児玉大成 ・ 設楽政健）編2001年3月『市内遺跡発掘調査報告書』　青森市埋蔵文化財調査報告書
第59集　青森市教育委員会

（02）-113
青森県埋蔵文化財調査センター （畠山昇）編2001年3月『安田（2）遺跡2』　青森県埋蔵文化財調査報告書第303集　青森県教育委
員会

（02）-114
青森県埋蔵文化財調査センター （佐々木雅裕 ・ 佐藤智生）編2001年3月『黒坂遺跡』　青森県埋蔵文化財調査報告書第306集　青
森県教育委員会

（02）-115 弘前市教育委員会（成田正彦 ・ 岩井浩介）編2001年3月『早稲田遺跡 ・ 福富遺跡発掘調査報告書』　弘前市教育委員会

（02）-116 階上町教育委員会（森淳）編2001年3月『山館前遺跡試掘報告書2』　階上町教育委員会

（02）-117
青森県埋蔵文化財調査センター （白鳥文雄 ・ 成田滋彦 ・ 福田知之）編2002年2月『朝日山（2）遺跡3』　青森県埋蔵文化財調査報
告書第316集　青森県教育委員会

（02）-118
青森県埋蔵文化財調査センター （新山珠美 ・ 水谷真由美 ・ 福田友之）編2002年3月『朝日山（2）遺跡4』　青森県埋蔵文化財調査
報告書第324集　青森県教育委員会
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（02）-119
富山大学人文学部考古学研究室（前川要 ・ 井出靖夫）編2002年3月『津軽唐川城跡』　富山大学考古学研究報告第7冊　富山大学
人文学部考古学研究室

（02）-120
青森県教育委員会文化財保護課（鈴木和子）編2002年3月『清水遺跡』　青森県埋蔵文化財調査報告書第331集　青森県教育委員
会

（02）-121
青森県埋蔵文化財調査センター （田中珠美 ・ 水谷真由美 ・ 成田滋彦）編2003年3月『朝日山（2）遺跡6』　青森県埋蔵文化財調査
報告書第349集　青森県教育委員会

（02）-122
青森市教育委員会（木村淳一 ・ 児玉大成 ・ 設楽政健 ・ 小野貴之）編2003年3月『市内遺跡発掘調査報告書11』　青森市埋蔵文化
財調査報告書第69集　青森市教育委員会

（02）-123
小泊村教育委員会（葛西勵 ・ 相馬俊也ほか）編2003年3月『坊主沢遺跡発掘調査報告書』　小泊村文化財調査報告第3集　小泊村
教育委員会

（02）-124 鰺ヶ沢町教育委員会（中田書矢ほか）編2003年3月『国指定遺跡　津軽氏城跡種里城跡5』　鰺ヶ沢町教育委員会

（02）-125
青森県埋蔵文化財調査センター （笹森一朗 ・ 平山明寿 ・ 齋藤正）編2003年3月『尾上山遺跡 ・ 蓙野遺跡』　青森県埋蔵文化財調
査報告書第347集　青森県教育委員会

（02）-126 北林八洲晴2003年5月『断章　青森の製塩跡考』　北林八洲晴

（02）-127
野辺地町立歴史民俗資料館（瀬川滋）編2003年10月『有戸鳥井平（4）遺跡2 ・ 向田（24）遺跡2』　野辺地町文化財調査報告書第11
集　野辺地町教育委員会

（02）-128
青森県埋蔵文化財調査センター （茅野嘉雄）編2004年2月『宮田館遺跡4』　青森県埋蔵文化財調査報告書第365集　青森県教育
委員会

（02）-129
市浦村教育委員会（榊原滋高 ・ 長利豪美） 編2004年2月『市浦村内遺跡発掘調査事業報告書1　唐川（3）遺跡 ・ 二ツ沼遺跡』　市
浦村埋蔵文化財発掘調査報告書第16集　市浦村教育委員会

（02）-130
八戸市教育委員会（小保内裕之 ・ 渡則子 ・ 杉山陽亮）編2004年3月『田向遺跡1』　八戸市埋蔵文化財調査報告書第105集　八戸
市教育委員会

（02）-131 森淳「南部地域の古代製塩土器について」 『研究紀要』第9号　青森県埋蔵文化財調査センター　2004年3月

（02）-132
福田知之 ・ 永嶋豊 ・ 藤原弘明2004年3月「青森市大浦貝塚出土の遺物についてー土器 ・ 製塩土器 ・ 骨角器 ・ 貝類ー」 『市史研
究　あおもり』 7　青森市 ・ 市史編纂室

（02）-133
君島武史「東北地方の製塩土器（2）　ー二十一平遺跡と三陸沿岸部の古代製塩土器ー」 『北上市立埋蔵文化財センター紀要』第3
号　北上市立埋蔵文化財センター　2004年3月

（02）-134
青森市教育委員会（木村淳一 ・ 相馬俊也 ・ 松橋智佳子）編2004年3月『江渡遺跡発掘調査報告書』　青森市埋蔵文化財調査報告
書第75集　青森市教育委員会

（02）-135
青森市教育委員会（木村淳一ほか）編2004年3月『市内遺跡発掘調査報告書12』　青森市埋蔵文化財調査報告書第74集　青森市
教育委員会

（02）-136
青森県埋蔵文化財調査センター （杉野森淳子 ・ 木村高ほか）編2004年3月『三内丸山（5）遺跡2　近野遺跡7』　青森県埋蔵文化財
調査報告書第370集　青森県教育委員会

（02）-137 八戸市教育委員会（小久保達也）編2004年3月『館平遺跡』　八戸市埋蔵文化財調査報告書第99集　八戸市教育委員会

（02）-138 八戸市教育委員会編2004年3月『大久保（3）遺跡ほか』　八戸市埋蔵文化財調査報告書第101集　八戸市教育委員会

（02）-139 八戸市教育委員会（小笠原善範）編2004年3月『牛ヶ沢（4）遺跡3』 　八戸市埋蔵文化財調査報告書第104集　八戸市教育委員会

（02）-140
青森県埋蔵文化財調査センター （永嶋豊ほか）編2004年3月『向田（35）遺跡』　青森県埋蔵文化財調査報告書第373集　青森県教
育委員会（全2冊、第1分冊、第2分冊）

（02）-141
野辺地町立歴史民俗資料館（田中寿明）編2004年3月『向田（18）遺跡』　野辺地町文化財調査報告書第14集　野辺地町教育委員
会

（02）-142 青森県史編さん考古部会編2005年3月『青森県史　資料編　考古3　弥生〜古代』　青森県
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（02）-143
青森県埋蔵文化財調査センター （浅田智晴 ・ 葛城和穂 ・ 工藤大）編2005年3月『三内沢部（3）遺跡 ・ 柴山（1）遺跡 ・ 洗平（2）遺跡』　
青森県埋蔵文化財調査報告書 第390集　青森県教育委員会

（02）-144
青森市教育委員会（小野貴之 ・ 児玉大成 ・ 設楽政健）編2005年3月『赤坂遺跡発掘調査報告書』　青森市埋蔵文化財調査報告書
第77集　青森市教育委員会

（02）-145
青森市教育委員会（町田工 ・ 児玉大成 ・ 設楽政健 ・ 小野貴之 ・ 福田友之）編2005年3月『市内遺跡発掘調査報告書13』　青森市
埋蔵文化財調査報告書第79集　青森市教育委員会

（02）-146
弘前大学人文学部（藤沼邦彦 ・ 関根達人ほか）編2005年3月『青森県東津軽郡平館村今津遺跡発掘調査報告書ー津軽半島東沿
岸部における亀ケ岡文化の遺跡一』　弘前大学人文学部日本考古学研究室研究報告2　弘前大学人文学部日本考古学研究室

（02）-147
青森県埋蔵文化財調査センター （野村信生 ・ 齋藤正）編2005年3月『大沢遺跡2』　青森県埋蔵文化財調査報告書第386集　青森
県教育委員会

（02）-148
青森県埋蔵文化財調査センター （工藤久 ・ 小林雅人ほか）編2005年3月『通目木遺跡 ・ ふくべ（3）遺跡 ・ ふくべ（4）遺跡』　青森県
埋蔵文化財調査報告書第392集　青森県教育委員会

（02）-149
青森県埋蔵文化財調査センター （坂本真弓 ・ 小笠原雅行ほか）編2005年3月『近野遺跡8』　青森県埋蔵文化財調査報告書第394
集　青森県教育委員会（全2冊　第1分冊（本文 ・ 図版編）、第2分冊（写真図版編））

（02）-150
青森県埋蔵文化財調査センター （小田川哲彦 ・ 浅田智晴ほか）編2005年3月『林ノ前遺跡　遺構編』　青森県埋蔵文化財調査報
告書第396集　青森県教育委員会（全2冊、第1分冊、第2分冊）

（02）-151
北林八洲晴「続　青森の塩づくりー現状と展開ー」 （葛西勵先生還暦記念論文集刊行会編2005年10月『北奥の考古学』葛西勵（か
さいつとむ）先生還暦記念論文集　葛西勵先生還暦記念論文集刊行会）

（02）-152
三浦圭介「北日本古代の集落 ・ 生産 ・ 流通」 （熊田亮介 ・ 坂井秀弥編2006年3月『日本海域歴史大系』第二巻古代篇2　清文堂
出版株式会社）

（02）-153 青森市史編集委員会編2006年3月『新青森市史　資料編　考古』　青森市

（02）-154
青森県埋蔵文化財調査センター （茅野嘉雄ほか）編2006年3月『宮田館遺跡5』　青森県埋蔵文化財調査報告書第411集　青森県
教育委員会

（02）-155
青森県埋蔵文化財調査センター （三浦圭介ほか）編2006年3月『林ノ前遺2　遺物 ・ 自然科学分析編』　青森県埋蔵文化財調査報
告書第415集　青森県教育委員会

（02）-156
青森県埋蔵文化財調査センター （小笠原雅行ほか）編2006年3月『近野遺跡9』　青森県埋蔵文化財調査報告書第418集　青森県
教育委員会

（02）-157 八戸市教育委員会編2006年3月『八戸市内遺跡発掘調査報告書22』　八戸市埋蔵文化財調査報告書第109集　八戸市教育委員会

（02）-158 八戸市教育委員会編2006年3月『市子林遺跡第9次A地点』　八戸市埋蔵文化財調査報告書第112集　八戸市教育委員会

（02）-159
八戸市教育委員会（小保内裕之 ・ 小久保拓也ほか）編2006年3月『田向冷水遺跡2』　八戸市埋蔵文化財調査報告書第113集　八
戸市教育委員会（全3冊、第1分冊（本文編）、第2分冊（遺構図版編）、第3分冊（遺物図版編））

（02）-160
青森県埋蔵文化財調査センター （水嶋豊ほか）編2006年3月 『大沢遺跡 ・ 寒水遺跡 ・ 倉越（2）遺跡2 ・ 大池館遺跡2』　青森県埋
蔵文化財調査報告書第417集　青森県教育委員会

（02）-161 瀬川滋「むつ湾東岸域に所在する製塩窯跡」 『青森県考古学』 14号　青森県考古学会  2006年3月

（02）-162
青森県埋蔵文化財調査センター （工藤大）編2006年3月『向田（37）遺跡』　青森県埋蔵文化財調査報告書第408集　青森県教育委
員会

（02）-163
青森県教育庁文化財保護課編2006年3月『青森県遺跡詳細分布調査報告書18』　青森県埋蔵文化財調査報告書第419集　青森県
教育委員会

（02）-164
佐藤智生「青森県における防御性集落の時代と生業ーその考古学的現状の確認と仮説の検証を中心にー」（三浦圭介・小口雅史・
斉藤利男編2006年8月『北の防御性集落と激動の時代』　同成社）

（02）-165 宇部則保「本州北縁地域の蝦夷集落と土器」 （熊田亮介 ・ 八木光則編2007年1月『九世紀の蝦夷社会』　高志書院）

（02）-166
青森市教育委員会（設楽政健 ・ 野坂知広 ・ 児玉大成 ・ 稲垣森太）編2007年1月『月見野（1）遺跡発掘調査報告書』　青森市埋蔵
文化財調査報告書第90集　青森市教育委員会
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（02）-167 野辺地町立歴史民俗資料館（瀬川滋）編2007年2月『二十平（1）遺跡』　野辺地町文化財調査報告書第15集　野辺地町教育委員会

（02）-168
青森市教育委員会（木村淳一）編2007年3月『石江遺跡群発掘調査報告書』　青森市埋蔵文化財調査報告書第94集　青森市教育
委員会

（02）-169
青森市教育委員会（小野貴之 ・ 蝦名純）編2007年3月『合子沢松森（2）遺跡発掘調査報告書』　青森市埋蔵文化財調査報告書第
93集　青森市教育委員会

（02）-170
青森県埋蔵文化財調査センター （小田川哲彦 ・ 神昌樹）編2007年3月『太田野（2）遺跡 ・ 太田野（3）遺跡』　青森県埋蔵文化財調
査報告書第427集　青森県教育委員会

（02）-171
青森県埋蔵文化財調査センター （小笠原雅行 ・ 杉野森淳子ほか）編2007年3月『近野遺跡10』　青森県埋蔵文化財調査報告書第
432集　青森県教育委員会

（02）-172
青森県埋蔵文化財調査センター （新山隆男ほか）編2007年3月『三内遺跡2　三内丸山（9）遺跡』　青森県埋蔵文化財調査報告書
第434集　青森県教育委員会

（02）-173
青森県埋蔵文化財調査センター （工藤忍 ・ 葛城和穂ほか）編2007年3月『『赤平（2）遺跡 ・ 赤平（3）遺跡』　青森県埋蔵文化財調
査報告書第438集　青森県教育委員会（全2冊　第1分冊（本文編）、第2分冊（図版 ・ 付表編））

（02）-174
青森県教育庁文化財保護課編2007年3月『青森県遺跡詳細分布調査報告書19 （平成18年度）』　青森県埋蔵文化財調査報告書
第439集　青森県教育委員会

（02）-175
鰺ヶ沢町教育委員会（中田書矢ほか）編2007年3月『国指定遺跡　津軽氏城跡種里城跡6』遺跡周辺地域の確認調査　鰺ヶ沢町教
育委員会

（02）-176 階上町教育委員会（森淳）編2007年9月『寺下遺跡発掘調査報告書 ・ 笹畑遺跡発掘調査報告書』　階上町教育委員会

（02）-177
おいらせ町教育委員会（小谷地肇）編2008年1月『中野平遺跡発掘調査報告書7』　おいらせ町埋蔵文化財調査報告書第3集　おい
らせ町教育委員会

（02）-178
五所川原市教育委員会生涯学習課十三湊発掘調査室（榊原滋高）編2008年2月『五所川原市遺跡詳細分布調査報告書』　五所川
原市埋蔵文化財調査報告書第29集　五所川原市教育委員会

（02）-179 北林八洲晴「青森の製塩関連遺跡新資料」 『青森県考古学』第16号　青森県考古学会　2008年年3月

（02）-180
青森市教育委員会（設楽政健 ・ 野坂知広 ・ 稲垣森太）編2008年3月『葛野遺跡群発掘調査報告書』　青森市埋蔵文化財調査報告
書第96集　青森市教育委員会

（02）-181
青森県埋蔵文化財調査センター （佐藤智生 ・ 熊代谷征則）編2008年3月『ふくべ（3）遺跡2 ・ ふくべ（4）遺跡2』　青森県埋蔵文化財
調査報告書第457集　青森県教育委員会

（02）-182
青森県教育庁文化財保護課編2008年3月『青森県遺跡詳細分布調査報告書20 （平成19年度）』　青森県埋蔵文化財調査報告書
第459集　青森県教育委員会

（02）-183 斉藤淳「青森県」 『日本考古学年報59 （2006年度版）』　日本考古学協会　2008年5月

（02）-184
おいらせ町教育委員会（小谷地肇 ・ 木村誠）編2008年8月『中野平遺跡9』　おいらせ町埋蔵文化財調査報告書第6集　おいらせ町
教育委員会

（02）-185
青森市教育委員会（設楽政健ほか）編2009年3月『市内遺跡発掘調査報告書17』　青森市埋蔵文化財調査報告書第99集　青森市
教育委員会

（02）-186
青森県埋蔵文化財調査センター 編2009年3月『新田（2）遺跡』　青森県埋蔵文化財調査報告書第471集　青森県教育委員会（全2
冊　第1分冊（本文 ・ 図版編）、第2分冊（自然科学分析 ・ 写真図版編））

（02）-187
青森県埋蔵文化財調査センター （新山隆男 ・ 伊藤由美子 ・ 小山浩平）編2009年3月『新田（1）遺跡』　青森県埋蔵文化財調査報
告書第472集　青森県教育委員会（全2冊　第1分冊（本文編）、第2分冊（理化学分析 ・ 写真図版編））

（02）-188
青森県埋蔵文化財調査センター （茅野嘉雄 ・ 岩田安之 ・ 木村高）編2009年3月『米山（2）遺跡6 ・ 宮田館遺跡7』　青森県埋蔵文
化財調査報告書第473集　青森県教育委員会

（02）-189
八戸市教育委員会（杉山陽亮 ・ 船場昌子）編 2009年3月『田向遺跡2』　八戸市埋蔵文化財調査報告書第122集　八戸市教育委員
会

（02）-190
青森市教育委員会（設楽政健 ・ 野坂知広）編2010年3月『葛野（3）遺跡発掘調査報告書』　青森市埋蔵文化財調査報告書第105集　
青森市教育委員会
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（02）-191
青森県埋蔵文化財調査センター （岡本洋）編2010年3月『上野遺跡2』　青森県埋蔵文化財調査報告書第486集　青森県教育委員
会

（02）-192 北林八洲晴「青森県の製塩遺跡関連遺跡地名表」 『青森県考古学』 18　青森県考古学会　2010年3月

（02）-193
青森県埋蔵文化財調査センター （佐藤智生 ・ 大平哲世）編2010年3月『稲元遺跡3』　青森県埋蔵文化財調査報告書第491集 　青
森県教育委員会

（02）-194 木村淳一「青森市石江遺跡群の特質」 『古代末期 ・ 日本の境界　城久遺跡群と石江遺跡群』　森話社　2010年5月

（02）-195
青森県埋蔵文化財調査センター （熊代谷征則 ・ 中村哲也）編2011年3月『根古橋遺跡2』　青森県埋蔵文化財調査報告書第498集　
青森県教育委員会

（02）-196
青森市教育委員会（木村淳一）編2011年3月『石江遺跡群発掘調査報告書3 （第1分冊 ： 新田（1）遺跡遺物図版編）』　青森市埋蔵
文化財調査報告書 第107集－1　青森市教育委員会

（02）-197
青森県埋蔵文化財調査センター （笹森一朗 ・ 齋藤岳 ・ 成田慈彦）編 2011年4月『道仏鹿糠遺跡 ・ 藤沢（2）遺跡』　青森県埋蔵文
化財調査報告書第499集　青森県教育委員会

（02）-198
青森県埋蔵文化財調査センター （小田川哲彦 ・ 葛城和穂 ・ 岡本洋）編2011年6月『坂本（1）遺跡 ・ 坂元（2）遺跡2』　青森県埋蔵
文化財調査報告書第505集　青森県教育委員会

（02）-199
青森市教育委員会（設楽政健 ・ 小野貴之 ・ 児玉大成）編2012年3月『市内遺跡発掘調査報告書20』　青森市埋蔵文化財調査報告
書第110集　青森市教育委員会

（02）-200
青森市教育委員会（設楽政健）編2012年3月『野尻館遺跡発掘調査報告書』　青森市埋蔵文化財調査報告書第111集　青森市教育
委員会

（02）-201
青森県埋蔵文化財調査センター （笹森一朗 ・ 中村哲也 ・ 加藤隆則） 編2012年3月『市子林遺跡 ・ 館平遺跡』　青森県埋蔵文化財
調査報告書第516集　青森県教育委員会

（02）-202
青森市教育委員会（木村淳一 ・ 相馬俊也 ・ 松橋智佳子）編2012年12月『石江遺跡群発掘調査報告書5』　青森市埋蔵文化財調査
報告書 第112集－1〜3　青森市教育委員会（全3冊　第1分冊 ： 新城平岡（4）遺跡本文 ・ 図版編、第2分冊 新城平岡（4）遺跡写真
図版 ・ 観察表編、第3分冊 ： 新城平岡（2） ・ （7）遺跡編 ・ 石江遺跡群分析編3）

（02）-203
高橋透「東北地方における古代の塩の生産と流通　陸奥湾から太平洋沿岸地域を中心に」 （奈良文化財研究所（青木敬）編2013
年12月『塩の生産 ・ 流通と官衙 ・ 集落』第16回古代官衙 ・ 集落研究会報告書　奈良文化財研究所研究報告第12冊　独立行政法
人国立文化財機構奈良文化財研究所）

（02）-204
青森市教育委員会（木村淳一）編2013年3月『石江遺跡群発掘調査報告書6　第1分冊 ： 高間（1）遺跡本文 ・ 図版編1』　青森市埋
蔵文化財調査報告書 第113集－1　青森市教育委員会

（02）-205
青森市教育委員会（木村淳一）編2013年3月『石江遺跡群発掘調査報告書6　第2分冊 ： 高間（1）遺跡本文 ・ 図版編2』　青森市埋
蔵文化財調査報告書 第113集－2　青森市教育委員会

（02）-206
青森市教育委員会（木村淳一）編2013年3月『石江遺跡群発掘調査報告書6　第3分冊 ： 高間（1）遺跡本文 ・ 図版編3』　青森市埋
蔵文化財調査報告書 第113集－3　青森市教育委員会

（02）-207
青森市教育委員会（木村淳一）編2013年3月『石江遺跡群発掘調査報告書6　第4分冊 ： 高間（1）遺跡写真図版 ・ 観察表編、石江
遺跡群分析編4』　青森市埋蔵文化財調査報告書 第113集－4　青森市教育委員会

（02）-208
青森県埋蔵文化財調査センター （鈴木和子 ・ 佐藤智生）編2013編3月『十三盛遺跡』　青森県埋蔵文化財調査報告書第526集　青
森県教育委員会（全2冊、第1分冊（本文 ・ 図面編）、第2分冊（写真図版編））

（02）-209
五所川原市教育委員会（藤原弘明）編2013年3月『十三盛遺跡』　五所川原市埋蔵文化財調査報告書第33集　五所川原市教育委
員会） （全2冊、第1分冊、第2分冊）

（02）-210 柏木大延「古代東北 ・ 北海道における土製支脚の系譜とその意義」 『物質文化』第93号　物質文化研究会　2013年3月

（02）-211
青森市教育委員会（木村淳一）編2014年2月『石江遺跡群発掘調査報告書7』　青森市埋蔵文化財調査報告書 第116集－1〜3　青
森市教育委員会（全3冊、第1分冊 ： 石江遺跡群調査概要編2、高間（6）遺跡編、試掘 ・ 確認調査編 ・ 平成25年度、第2分冊 ： 石江
遺跡群鉄関連遺物編、第3分冊 ： 新田（1） ・ （2）遺跡本文編、石江遺跡群補遺編 ・ 分析編5 ・ 総括編）

（02）-212 青森県史編さん考古部会編2013年3月『青森県史　資料編　考古2　縄文後期 ・ 晩期』　青森県

（02）-213
千田政博「三陸沿岸北部の製塩関連遺物出土遺跡について」 『北三陸の蝦夷 ・ 蕨手刀』岩手考古学会第46回研究大会（野田村
大会）　岩手考古学会　2014年7月
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（02）-214
青森県埋蔵文化財調査センター （浅田智晴 ・ 畠山昇）編2015年3月『鳴戸（3）遺跡』　青森県埋蔵文化財調査報告書第551集　青
森県教育委員会

（02）-215
青森県埋蔵文化財調査センター （野村信生 ・ 佐藤智生ほか）編 2015年3月『館平遺跡2』　青森県埋蔵文化財調査報告書第553集　
青森県教育委員会 ・ 青森県埋蔵文化財調査センター

（02）-216
青森県埋蔵文化財調査センター （茅野嘉雄 ・ 齋藤正）編2016年3月『金沢街道沢（1）遺跡　新沢（1） 遺跡　新沢（2） 遺跡』　青森
県埋蔵文化財調査報告書第563集　青森県教育委員会

（02）-217
青森県埋蔵文化財調査センター （神康夫 ・ 鈴木和子 ・ 岩井美香子 ・ 平山明寿 ・ 小田川哲彦）編2016年3月『下石川平野遺跡2 ・
旭（1）遺跡 ・ 旭（2）遺跡』　青森県埋蔵文化財調査報告書第569集　青森県教育委員会（全2冊、第1分冊、第2分冊）

（02）-218
菅原弘樹「東北地方北部における土器製塩」 『日本考古学協会2016年度大会（弘前大学）研究発表要旨』　日本考古学協会　2016
年10月

（02）-219
菅原弘樹「東北地方北部における土器製塩」 （上條恒彦編2016年10月『津軽海峡圏の縄文文化』研究報告資料集（日本考古学協
会2016年度弘前大会第1分科会）　日本考古学協会2016年度弘前大会実行委員会）

（02）-220
青森市教育委員会（設楽政健）編2017年3月『川原館遺跡 ・ 中道遺跡 ・ 東早稲田遺跡発掘調査報告書』　青森市埋蔵文化財調査
報告書第120集　青森市教育委員会（全2冊、第1分冊、第2分冊）

（02）-221
五所川原市教育委員会編2017年3月『五月女萢遺跡』　五所川原市埋蔵文化財調査報告書第34集　五所川原市教育委員会（全3
冊、第1分冊 ・ 本文編1、第2分冊 ・ 本文編2、第3分冊 ・ 写真図版編）

（02）-222
青森県埋蔵文化財調査センター （葛城和穂ほか）編 2017年3月『道仏鹿糠遺跡2 ・ 下平窪遺跡』　青森県埋蔵文化財調査報告書
第586集　青森県教育委員会

（02）-223
青森市教育委員会（設楽政健 ・ 成田滋彦）編2018年3月『野尻（4）遺跡発掘調査報告書2』　青森市埋蔵文化財調査報告書第123
集　青森市教育委員会

（02）-224
青森県埋蔵文化財調査センター （佐藤智生 ・ 藤原有稀）編2018年3月『熊沢溜池遺跡 ・ 上野遺跡3 ・ 郷山前村元遺跡』　青森県
埋蔵文化財調査報告書第591集　青森県教育委員会

（02）-225
青森県教育庁文化財保護課編2019年3月『青森県内の貝塚遺跡群重点調査事業報告書』　青森県埋蔵文化財調査報告書第606
集　青森県教育委員会

（02）-226
青森県教育庁社会教育課編1973年『むつ小川原開発予定地域内埋蔵文化財分布調査報告書　昭和46年度』　青森県埋蔵文化財
調査報告書1　青森県教育委員会

（02）-227
八戸市教育委員会（工藤竹久 ・ 宇部則保ほか）編1983年3月『昭和56 ・ 57年度　史跡根城跡発掘調査報告書5』　八戸市埋蔵文化
財調査報告書第11集　八戸市教育委員会

（02）-228
青森県教育庁文化課編1999年3月『青森県遺跡詳細分布調査報告書11 （平成10年度）』　青森県埋蔵文化財調査報告書第267集　
青森県教育委員会

（02）-229
青森県埋蔵文化財調査センター （齋藤岳 ・ 折登亮子 ・ 齋藤正文 ・ 笹森一朗）編2021年3月『林ノ脇遺跡』　青森県埋蔵文化財調
査報告書第620集　青森県教育委員会
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（02）　青森県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

2001 湯ノ島遺跡 青森県青森市浅虫字蛍谷　 製塩土器（平底）、支脚 平安時代
（02）-145、（02）-153、
（02）-185

2002 江渡遺跡 青森県青森市石江字江渡 支脚（円筒形）
平安時代（9世紀後半
〜10世紀初）

（02）-134

2003 高間（1）遺跡 青森県青森市石江字高間 製塩土器（平底）、支脚 平安時代
（02）-168、（02）-204、
（02）-205、（02）-206、
（02）-207

2004 内真部（1）遺跡
青森県青森市内真部字岸
田

製塩土器 平安時代 （02）-106

2005 内真部（4）遺跡 青森県青森市清水字生田 支脚（棒状） 平安時代 （02）-83

2006 内真部（9）遺跡
青森県青森市内真部字岸
田

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代
（02）-102、（02）-106、
（02）-142、（02）-153

2007 久栗坂浜田（1）遺跡 青森県青森市久栗坂 製塩土器 縄文時代晩期 （02）-77

2008 葛野（1）遺跡
青森県青森市大別内字葛
野

製塩土器（平底）、支脚
平安時代（10世紀前
半）

（02）-179

2009 葛野（3）遺跡
青森県青森市大別内字葛
野

製塩土器（平底）
平安時代（9世紀後半
〜10世紀前半）

（02）-190

2010 小柳遺跡 青森県青森市岡造道2丁目
製塩土器（平底）、支脚（棒
状）

平安時代 （02）-199

2011 新町野遺跡
青森県青森市合子沢字松
森

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（9世紀後半
〜10世紀初頭）

（02）-107、（02）-109、
（02）-142、（02）-153

2012 合子沢松森（2）遺跡
青森県青森市合子沢字松
森

支脚（円筒形）
平安時代（9世紀末
〜10世紀前半）

（02）-169

2013 蛍沢遺跡 青森県青森市駒込字蛍沢 支脚（棒状） 平安時代 （02）-26

2014 月見野（1）遺跡 青森県青森市駒込字蛍沢 支脚（円筒形）
平安時代（9世紀末
〜10世紀前半）

（02）-166

2015 沢山（3）遺跡 青森県青森市駒込字沢山 製塩土器（平底） 平安時代 （02）-9、（02）-179

2016 三内遺跡 青森県青森市三内字丸山
製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代
（02）-25、（02）-142、
（02）-153、（02）-172

2017 三内丸山遺跡 青森県青森市三内字丸山
製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代 （02）-90、（02）-153

2018 三内丸山（9）遺跡 青森県青森市三内字丸山
製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（10世紀前
半）

（02）-172

2019 三内沢部（3）遺跡 青森県青森市三内字沢部 製塩土器（平底） 平安時代 （02）-143、（02）-153

2020 新城平岡（4）遺跡 青森県青森市新城字平岡 製塩土器（平底）、支脚
平安時代（10世紀中
頃〜11世紀前半）

（02）-202

2021 朝日山（1）遺跡
青森県青森市高田字朝日
山

製塩土器（平底）、支脚（棒
状）

平安時代
（02）-42、（02）-76、
（02）-79、（02）-142、
（02）-153

2022 朝日山（2）遺跡
青森県青森市高田字朝日
山

製塩土器（平底）、支脚
平安時代（9世紀後半
〜10世紀）

（02）-117、（02）-118、
（02）-121、（02）-153

2023 朝日山（3）遺跡
青森県青森市高田字朝日
山

製塩土器（平底） 平安時代 （02）-142

2024 沢田遺跡
青森県青森市造道3丁目
（造道字沢田）

製塩土器（平底） 平安時代 （02）-105、（02）-153

2025 赤坂遺跡 青森県青森市戸山字赤坂 支脚（円筒形）
平安時代（10世紀中・
後半）

（02）-144

2026 新田（1）遺跡 青森県青森市新田字忍
製塩土器（平底）、支脚（棒
状）

平安時代（10世紀中
頃〜11世紀）

（02）-187、（02）-194、
（02）-196
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番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

2027 新田（2）遺跡 青森県青森市新田字忍 製塩土器（平底）、支脚
平安時代（10世紀中
頃〜11世紀）

（02）-186、 02）-194、
（02）-211

2028 野木遺跡 青森県青森市野木字山口
製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代
（02）-110、（02）-111、
（02）-142、（02）-153

2029 野尻館遺跡 青森県青森市野尻字野田 製塩土器（平底）、支脚 平安時代 （02）-200

2030 大浦貝塚（遺跡） 青森県青森市野内字浦島
製塩土器（縄文）、製塩土器
（平底）、支脚（円筒形 ・ 棒
状）、釜（石 ・ 漆喰）

縄文時代晩期、平安
時代、江戸時代

（02）-5、（02）-6、（02）-24、
（02）-39、（02）-46、
（02）-112、（02）-126、
（02）-132、（02）-146、
（02）-153、（02）-212、
（02）-225

2031 菊川遺跡 青森県青森市野内字菊川 製塩土器（平底） 平安時代 （02）-145、（02）-151

2032 宮田館遺跡 青森県青森市宮田字玉水
製塩土器（平底）、支脚（円
筒形 ・ 棒状）

平安時代（10世紀）
（02）-122、（02）-128、
（02）-135、（02）-153、
（02）-154、（02）-188

2033 浜野遺跡
青森県青森市八重田字浜
野 

製塩土器（平底） 平安時代 （02）-6、（02）-9、（02）-151

2034 近野（1）遺跡 青森県青森市安田字近野
製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（9〜10世
紀）

（02）-10、（02）-14、
（02）-19、（02）-136、
（02）-149、（02）-153、
（02）-156、（02）-171

2035 安田（2）遺跡 青森県青森市安田字近野 支脚（円筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（02）-113

2036 野尻（4）遺跡
青森県青森市浪岡徳才子
字山本

製塩土器（平底） 平安時代 （02）-223

2037 川原館遺跡
青森県青森市浪岡浪岡字
浅井

製塩土器（平底）、支脚 平安時代 （02）-220

2038 中道遺跡
青森県青森市浪岡北中野
字中道

製塩土器（平底） 平安時代 （02）-220

2039 山元（3）遺跡
青森県青森市浪岡杉沢字
山元

製塩土器（平底）
平安時代（10世紀前
半）

（02）-84、（02）-142

2040 上野遺跡
青森県青森市浪岡樽沢字
村元

製塩土器（平底）、支脚
平安時代（9〜10世
紀）

（02）-191、（02）-224

2041 下石川平野遺跡
青森県青森市浪岡吉野田
字木戸口

製塩土器（平底）
平安時代（9世紀後半
〜10世紀初頭）

（02）-217

2042 熊沢溜池遺跡
青森県青森市浪岡吉野田
字熊沢

製塩土器（平底）、支脚 平安時代 （02）-224

2043 山本遺跡
青森県青森市浪岡徳才子
字山本

支脚（円筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（02）-51

2044 宇田野（2）遺跡
青森県弘前市小友字宇田
野

製塩土器（平底）
平安時代（9世紀末
〜10世紀前半）

（02）-91

2045 早稲田遺跡
青森県弘前市福村字早稲
田地内

支脚 平安時代 （02）-115

2046 見立山遺跡
青森県八戸市河原木字見
立山

製塩土器 平安時代 （02）-71

2047 見立山（2）遺跡
青森県八戸市河原木字見
立山

製塩土器 平安時代 （02）-63

2048 八幡（貝塚）遺跡
青森県八戸市櫛引字館ノ
下

製塩土器 縄文時代晩期 （02）-53、（02）-146

2049 岩ノ沢平遺跡
青森県八戸市櫛引字岩ノ
沢平字ミタラセ

製塩土器（平底）
平安時代（9世紀後
半）

（02）-78、（02）-131、
（02）-213

2050 風張（1）遺跡 青森県八戸市是川字犹森 製塩土器 縄文時代後期末葉？
（02）-64、（02）-68、
（02）-80、（02）-146

2051 林ノ前遺跡
青森県八戸市尻内町字熊
ノ沢

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（10〜11世
紀）

（02）-150、（02）-155、
（02）-183、（02）-213

2052 田向冷水遺跡 青森県八戸市田向字冷水 製塩土器（平底）
平安時代（9世紀前
半）

（02）-159
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番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

2053 田向遺跡
青森県八戸市田向字毘沙
門平

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形 ・ 棒状）

平安時代（9世紀後半
〜10世紀前半）

（02）-130、（02）-189、
（02）-213

2054 黒坂遺跡
青森県八戸市十日市字黒
坂

支脚（円筒形） 平安時代 （02）-114、（02）-213

2055 館平遺跡 青森県八戸市新井田館平
製塩土器（平底）、支脚（棒
状）

平安時代（9〜10世紀
前半）

（02）-95、（02）-131、
（02）-137、（02）-138、
（02）-213、（02）-215

2056 市子林遺跡
青森県八戸市新井田市子
林

支脚（円筒形）
平安時代（9世紀後
半）

（02）-157、（02）-158、
（02）-201、（02）-213

2057 根城跡 青森県八戸市根城
製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

古代（8世紀後半〜10
世紀前半）

（02）-31、（02）-35、
（02）-36、（02）-60、
（02）-67、（02）-71、
（02）-75、（02）-131、
（02）-142、（02）-213、
（02）-227

2058 古宮遺跡
青森県八戸市根城字丹後
平

支脚（棒状） 飛鳥時代（7世紀） （02）-85

2059 松館貝塚 青森県八戸市松館字門前 製塩土器 縄文時代晩期 （02）-29、（02）-146

2060 牛ヶ沢（4）遺跡 青森県八戸市松館牛ヶ沢
製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（9世紀後半
〜10世紀前半）

（02）-131、（02）-139、
（02）-213

2061 和野前山遺跡
青森県八戸市市川町字和
野前山

製塩土器 平安時代（9世紀） （02）-41

2062 福島城鰊崎地区 青森県五所川原市相内 支脚（棒状）
平安時代（10世紀後
半〜11世紀）

（02）-43

2063 オセドウ貝塚
青森県五所川原市相内字
露草

支脚
平安時代（10〜11世
紀）

（02）-74

2064 五月女萢遺跡
青森県五所川原市相内字
相内

製塩土器 縄文時代晩期
（02）-37、（02）-40、
（02）-43、（02）-146、
（02）-221

2065 赤坂遺跡 青森県五所川原市相内 支脚（棒状）
平安時代（11世紀後
半）

（02）-88

2066 唐川城跡
青森県五所川原市相内相
内山国有林

支脚（円筒形 ・ 棒状）
平安時代（10世紀中
頃〜11世紀初頭）

（02）-119、（02）-142

2067 十三盛遺跡
青森県五所川原市長橋字
広野 ・ 新宮字稲村

製塩土器（平底）、支脚（棒
状）

平安時代（10世紀後
半〜11世紀）

（02）-208、（02）-209

2068 唐川（3）遺跡
青森県五所川原市磯松字
磯野

支脚（円筒形） 平安時代 （02）-129

2069 古館遺跡
青森県五所川原市磯松磯
野

製塩土器、支脚 平安時代 （02）-178

2070 観音林遺跡
青森県五所川原市松野木
字花笠

製塩土器 縄文時代晩期
（02）-15、（02）-44、
（02）-47、（02）-73、
（02）-146

2071 庭構（1）遺跡 青森県三沢市三沢字庭構
製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（10世紀前
半）

（02）-45

2072 八森遺跡 青森県むつ市大湊字八森 製塩土器 縄文時代晩期 （02）-2、（02）-11

2073 近川遺跡 青森県むつ市奥内字近川 製塩土器（平底） 平安時代 （02）-9、（02）-11

2074 近川（1）遺跡 青森県むつ市奥内字近川 製塩土器（平底） 平安時代 （02）-192

2075 近川（2）遺跡 青森県むつ市奥内字近川 製塩土器（平底） 平安時代 （02）-192

2076 近川（3）遺跡 青森県むつ市奥内字近川 製塩土器（平底） 平安時代 （02）-192

2077 浜奥内遺跡
青森県むつ市奥内字近川 ・
字浜奥内

製塩土器（平底） 平安時代 （02）-9、（02）-11

2078 浜中野沢遺跡
青森県むつ市奥内字近川 ・
中野沢

製塩土器（平底） 平安時代 （02）-9

2079 赤川遺跡
青森県むつ市大畑町小赤
川

製塩土器（平底） 平安時代 （02）-9、（02）-11
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2080 釣屋浜遺跡
青森県むつ市大畑町釣屋
浜

土釜 中 ・ 近世 （02）-182

2081 八角館遺跡
青森県むつ市城ケ沢字保
呂木山

製塩土器（平底）、支脚（棒
状）

平安時代（10〜11世
紀）

（02）-79

2082 下田（角違）遺跡
青森県むつ市城ケ沢字下
田

製塩土器（平底） 平安時代 （02）-9、（02）-179

2083 角違遺跡
青森県むつ市城ケ沢字角
違

製塩土器 縄文時代晩期 （02）-146

2084 松原遺跡 青森県むつ市松原町 製塩土器（平底） 平安時代 （02）-86

2085 川内遺跡
青森県むつ市川内町川内
字しなノ木

製塩土器（平底） 平安時代 （02）-9、（02）-11

2086 榀ノ木平（1）遺跡 青森県むつ市川内町 製塩土器（平底） 平安時代 （02）-9、（02）-179

2087 上野平遺跡
青森県むつ市川内町宿野
辺上野平

製塩土器（平底）、支脚（棒
状）、製塩炉？

平安時代
（02）-16、（02）-18、
（02）-21、（02）-24、
（02）-39、（02）-142

2088 長浜遺跡
青森県むつ市川内町宿野
部字長浜

製塩土器（平底） 平安時代 （02）-9、（02）-11、（02）-24

2089 蛎崎遺跡 青森県むつ市川内町蛎崎 製塩土器 平安時代 （02）-181

2090 熊ヶ平（3）遺跡
青森県むつ市川内町熊ヶ
平

製塩土器 平安時代 （02）-181

2091 瀬野製塩遺跡
青森県むつ市脇野沢瀬野
字黒岩

製塩土器（平底）、支脚 平安時代
（02）-9、（02）-11、（02）-21、
（02）-24

2092 脇野沢赤坂遺跡 青森県むつ市脇野沢赤坂 製塩土器 平安時代 （02）-182

2093 寄浪遺跡 青森県むつ市脇野沢寄浪 製塩土器 縄文時代晩期 （02）-182

2094 脇野沢黒岩遺跡 青森県むつ市脇野沢黒岩 製塩土器 縄文時代晩期 （02）-182

2095 豊富遺跡
青森県つがる市豊富町字
屏風山

支脚 平安時代 （02）-99

2096 清水遺跡
青森県つがる市富萢町屏
風山

支脚（円筒形） 平安時代（9世紀） （02）-120

2097 鳥海山遺跡
青森県平川市沖館字比山
館

製塩土器（平底） 平安時代（10世紀） （02）-142

2098 浪打深沢（1）遺跡
青森県東津軽郡平内町浪
打字深沢

製塩土器 平安時代 （02）-163

2099 浪打深沢（2）遺跡
青森県東津軽郡平内町浪
打字深沢

製塩土器 縄文時代晩期 （02）-163

2100 竹達遺跡
青森県東津軽郡平内町藤
沢字竹達

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）、土釜

平安時代 （02）-163

2101 茂浦向田遺跡
青森県東津軽郡平内町茂
浦字向田 

製塩土器（平底） 平安時代 （02）-9、（02）-163

2102 茂浦遺跡
青森県東津軽郡平内町茂
浦字茂浦 ・ 月泊

製塩土器 平安時代 （02）-24、（02）-163

2103 月泊遺跡
青森県東津軽郡平内町茂
浦字月泊

製塩土器 平安時代 （02）-163

2104 釜場遺跡
青森県東津軽郡平内町茂
浦浦田字釜場

製塩土器 平安時代 （02）-9、（02）-24

2105 釜場（1）遺跡
青森県東津軽郡平内町茂
浦字釜場

土釜 近世 （02）-163

2106 釜場（2）遺跡
青森県東津軽郡平内町茂
浦字釜場

製塩土器 平安時代 （02）-163

2107 茂浦姥沢遺跡
青森県東津軽郡平内町茂
浦字姥沢

製塩土器 平安時代 （02）-163
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2108 馬屋尻遺跡
青森県東津軽郡平内町茂
浦字馬屋尻

製塩土器（平底） 平安時代 （02）-9、（02）-24

2109 稲生深沢遺跡
青森県東津軽郡平内町稲
生字深沢

製塩土器 平安時代 （02）-163

2110 久慈遺跡
青森県東津軽郡平内町稲
生字久慈

土釜 近世 （02）-163

2111 横峰貝塚
青森県東津軽郡平内町東
田沢宇横峰

製塩土器 縄文時代晩期
（02）-46、（02）-146、
（02）-225

2112 横峰遺跡
青森県東津軽郡平内町東
田沢宇横峰

製塩土器 平安時代 （02）-163

2113 大沢（旧鼻繰崎）遺跡
青森県東津軽郡平内町東
田沢字大沢

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形 ・ 棒状）、製塩炉

平安時代（10〜11世
紀）

（02）-4、（02）-6、（02）-9、
（02）-20、（02）-24、
（02）-39、（02）-98、
（02）-103、（02）-126、
（02）-142、（02）-147、
（02）-228

2114 小湊越遺跡
青森県東津軽郡平内町東
田字小湊越

製塩土器、土釜 平安時代、近世 （02）-163

2115 白砂遺跡
青森県東津軽郡平内町白
砂字白砂

製塩土器（平底）、支脚、製
塩炉

平安時代
（02）-6、（02）-9、（02）-20、
（02）-24、（02）-39、
（02）-142、（02）-179

2116 間木遺跡
青森県東津軽郡平内町東
滝字間木

製塩土器、支脚（棒状） 平安時代
（02）-4、（02）-6、（02）-9、
（02）-24、（02）-39、
（02）-163

2117 雷電際窯跡
青森県東津軽郡平内町小
湊字雷電際

製塩土器（平底）、支脚（棒
状）

平安時代
（02）-4、（02）-6、（02）-9、
（02）-20、（02）-24

2118 小湊遺跡
青森県東津軽郡平内町小
湊

製塩土器 縄文時代晩期
（02）-62、（02）-126、
（02）-146

2119 槻の木遺跡 青森県東津軽郡平内町 製塩土器 縄文時代晩期 （02）-62、（02）-142

2120 川向口広沢遺跡
青森県東津軽郡平内町口
広字川向口広沢

製塩土器 平安時代 （02）-163

2121 左エ門次郎遺跡
青森県東津軽郡平内町口
広字左エ門次郎

製塩土器 平安時代 （02）-163

2122 大泊遺跡
青森県東津軽郡今別町大
泊字上山崎

製塩土器？ 縄文時代晩期 （02）-146

2123 郷沢遺跡
青森県東津軽郡蓬田村郷
沢字浜田

製塩土器（平底）、支脚（棒
状）

平安時代 （02）-9、（02）-48

2124 宮本（2） ・ 郷沢遺跡
青森県東津軽郡蓬田村郷
沢字浜田

製塩土器 平安時代 （02）-9、（02）-142

2125 蓬田大館遺跡
青森県東津軽郡蓬田村蓬
田字宮本

製塩土器（平底）、支脚（棒
状）

平安時代（10〜11世
紀）

（02）-7、（02）-52、（02）-142

2126 小館（1）遺跡
青森県東津軽郡蓬田村阿
弥陀川字汐干

製塩土器（平底） 平安時代（11世紀） （02）-52、（02）-142

2127 坂元（2）遺跡
青森県東津軽郡蓬田村広
瀬字坂

支脚（棒状） 平安時代（10世紀） （02）-198

2128 弥蔵釜（3）遺跡
青森県東津軽郡外ヶ浜町
字平舘弥蔵釜

製塩土器 平安時代 （02）-163

2129 山居（2）遺跡
青森県東津軽郡外ヶ浜町
字平舘根岸山居

製塩土器 平安時代 （02）-163

2130 鳴川遺跡
青森県東津軽郡外ヶ浜町
字平舘野田鳴川

製塩土器 平安時代 （02）-163

2131 野田山下遺跡
青森県東津軽郡外ヶ浜町
字平舘野田山下

製塩土器 平安時代 （02）-163

2132 間沢（2）遺跡
青森県東津軽郡外ヶ浜町
字平舘今津間尺

製塩土器 平安時代 （02）-163

2133 石崎沢（2）遺跡
青森県東津軽郡外ヶ浜町
字平舘石崎尺

製塩土器 縄文時代晩期 （02）-163
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2134 石崎沢遺跡
青森県東津軽郡外ヶ浜町
字平舘今津字才ノ 神

製塩土器 縄文時代晩期 （02）-146

2135 今津遺跡   
青森県東津軽郡外ヶ浜町
字平舘今津字才ノ 神

製塩土器 縄文時代晩期

（02）-12、（02）-24、
（02）-39、（02）-49、
（02）-58、（02）-70、
（02）-146、（02）-212

2136 尻高遺跡
青森県東津軽郡外ヶ浜町
字平舘今津尻高 

製塩土器（平底） 平安時代 （02）-9

2137 尻高（1）遺跡
青森県東津軽郡外ヶ浜町
字平舘今津尻高

製塩土器（平底）、支脚 平安時代 （02）-9、（02）-163

2138 尻高2号遺跡
青森県東津軽郡外ヶ浜町
字平舘今津尻高

製塩土器（平底）、支脚（棒
状）

平安時代 （02）-12、（02）-24

2139 種里城
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町
種里町大柳

支脚（棒状） 平安時代 （02）-124、（02）-175

2140 今須（3）遺跡
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町
北浮田町字今須 

製塩土器 平安時代 （02）-101

2141 外馬屋前田（1）遺跡
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町
北浮田町字外馬屋前田

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（9世紀後半
〜10世紀前半）

（02）-97、（02）-142

2142 平野遺跡
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町
北浮田町字平野

支脚（円筒形）
平安時代（9世紀後半
〜10世紀初頭）

（02）-96

2143 新沢（1）遺跡
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町
北浮田町字新沢

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（9世紀末
〜10世紀初頭）

（02）-216

2144 新沢（2）遺跡
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町
北浮田町字新沢

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代 （02）-216

2145 浮橋貝塚
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町
小屋敷町字浮橋

支脚（円筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（02）-3、（02）-13

2146 鳴戸（3）遺跡
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町
舞戸町字鳴戸

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代 （02）-214

2147 尾上山遺跡
青森県西津軽郡深浦町深
浦字尾上山

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（10世紀） （02）-125

2148 蓙野遺跡
青森県西津軽郡深浦町深
浦字蓙野

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（10世紀） （02）-125

2149 吾妻沢（2）遺跡
青森県西津軽郡深浦町深
浦字吾妻沢

製塩土器（平底）、支脚（棒
状）

平安時代 （02）-93

2150 稲元遺跡
青森県北津軽郡鶴田町妙
堂崎字掛元

製塩土器（平底）
平安時代（10世紀中
頃）

（02）-193

2151 中里城跡
青森県北津軽郡中泊町中
里亀山

支脚（棒状）
平安時代（10世紀後
半）

（02）-66

2152 折戸遺跡   
青森県北津軽郡中泊町小
泊字折戸

製塩土器（平底） 平安時代 （02）-27、（02）-142

2153 坊主沢遺跡
青森県北津軽郡中泊町小
泊字坊主沢

製塩土器（平底） 平安時代 （02）-123

2154 冬部（2）遺跡
青森県北津軽郡中泊町小
泊字冬部

土釜 近世 （02）-151、（02）-163

2155 青岩遺跡
青森県北津軽郡中泊町小
泊字青岩

土釜 近世 （02）-163

2156 阿曽内遺跡
青森県北津軽郡中泊町小
泊字権現崎国有林

製塩土器（平底） 平安時代 （02）-27

2157 二十平（1）遺跡
青森県上北郡野辺地町字
二十平

製塩土器（平底）、支脚
平安時代（9〜11世
紀）

（02）-142、（02）-167、
（02）-203

2158 向田（1）遺跡
青森県上北郡野辺地町字
向田

土釜
中 ・ 近世（16世紀末 ・
17世紀初頭〜）

（02）-161

2159 向田（12）遺跡
青森県上北郡野辺地町字
向田

土釜 中 ・ 近世 （02）-127

2160 向田（18）遺跡
青森県上北郡野辺地町字
向田

製塩土器 縄文時代晩期 （02）-141、（02）-146

2161 向田（24）遺跡
青森県上北郡野辺地町字
向田

製塩土器（平底）、支脚（棒
状）

平安時代（10世紀前
半）

（02）-127
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2162 向田（35）遺跡
青森県上北郡野辺地町字
向田

製塩土器（平底）、支脚（棒
状）

平安時代（10世紀後
半）

（02）-140

2163 向田（37）遺跡
青森県上北郡野辺地町字
向田

製塩土器（平底）、支脚（棒
状）

平安時代（10世紀後
半）

（02）-162

2164 明前遺跡
青森県上北郡野辺地町有
戸国有林

支脚 平安時代 （02）-28

2165 太田野（2）遺跡
青森県上北郡七戸町字太
田野

製塩土器（平底）
平安時代（9世紀末
〜10世紀初頭）

（02）-170

2166 大池館遺跡
青森県上北郡七戸町字大
池

製塩土器（平底）
平安時代（10世紀中
頃）

（02）-160

2167 根古橋遺跡
青森県上北郡六戸町犬落
瀬字根古橋

製塩土器（平底）
平安時代（10世紀中・
後半）

（02）-195

2168 雲雀平（2）遺跡
青森県上北郡横浜町字雲
雀平

土釜 中 ・ 近世 （02）-127

2169 雲雀平（3）遺跡
青森県上北郡横浜町字雲
雀平

土釜 近世 （02）-161

2170 雲雀平（4）遺跡
青森県上北郡横浜町字雲
雀平

土釜 近世 （02）-174

2171 桧木遺跡
青森県上北郡横浜町字家
ノ前川目

製塩土器 縄文時代晩期
（02）-33、（02）-146、
（02）-212

2172 横浜遺跡
青森県上北郡横浜町上イタ
ヤノ木

製塩土器（平底） 平安時代
（02）-9、（02）-11、（02）-24、
（02）-179、（02）-226

2173 百目木遺跡
青森県上北郡横浜町百目
木

製塩土器（平底） 平安時代 （02）-11、（02）-24

2174 百目木（2）遺跡
青森県上北郡横浜町百目
木

製塩土器（平底） 平安時代
（02）-9、（02）-179、
（02）-226

2175 林ノ脇遺跡
青森県上北郡横浜町字林
の脇、太郎須田

製塩土器（平底）、支脚 平安時代（10世紀）
（02）-33、（02）-226、
（02）-226、（02）-229

2176 吹越遺跡
青森県上北郡横浜町字吹
越

製塩土器（平底）、土釜 平安時代、近世？
（02）-9、（02）-11、（02）-24、
（02）-179、（02）-226

2177 赤平（3）遺跡
青森県上北郡東北町新館
字赤平

製塩土器（平底）、支脚
平安時代（9〜11世
紀）

（02）-173

2178 上尾駮（2）遺跡
青森県上北郡六ヶ所村尾
駮字上尾駮

製塩土器（平底）
平安時代（9世紀末
〜10世紀前半）

（02）-55、（02）-56、
（02）-142

2179 沖附（1）遺跡
青森県上北郡六ヶ所村尾
駮字沖附

製塩土器（平底）、支脚（棒
状）

平安時代（10世紀後
半）

（02）-50

2180 家ノ前（1）遺跡
青森県上北郡六ヶ所村尾
駮字家ノ前

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（9世紀中 ・
後半〜10世紀前半）

（02）-87、（02）-142

2181 表館（1）遺跡
青森県上北郡六ヶ所村鷹
架字発茶沢

製塩土器（平底）、支脚
平安時代（10世紀前
半）

（02）-8、（02）-9、（02）-23、
（02）-24、（02）-62

2182 発茶沢遺跡
青森県上北郡六ヶ所村鷹
架字発茶沢

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形 ・ 棒状）

平安時代（9〜11世紀
初頭）

（02）-32、（02）-57、
（02）-61、（02）-142

2183 鷹架2遺跡
青森県上北郡六ヶ所村鷹
架道ノ下

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代 （02）-87

2184 下谷地（1）遺跡
青森県上北郡おいらせ町
字向山

支脚（棒状）
平安時代（9世紀後半
〜10世紀）

（02）-54

2185 中野平遺跡
青森県上北郡おいらせ町
字中野平

支脚（円筒形）
平安時代（9世紀中
〜後半）

（02）-69

2186 ふくべ（3）遺跡
青森県上北郡おいらせ町
字瓢

支脚（棒状 ・ 円筒形）
平安時代（9世紀中
〜後半）

（02）-148、（02）-181、
（02）-213

2187 ふくべ（4）遺跡
青森県上北郡おいらせ町
字瓢

支脚 平安時代（9世紀） （02）-148

2188 大平D地点遺跡
青森県下北郡東通村尻屋
字大平

製塩土器（平底） 平安時代 （02）-11

2189 大平（4）遺跡
青森県下北郡東通村尻屋
字大平

製塩土器（平底） 平安時代 （02）-11

2726



番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

2190 将木館遺跡
青森県下北郡東通村田屋
字将木舘

支脚（棒状）
平安時代（10世紀後
半〜11世紀）

（02）-30

2191 原田（オッパの岬）遺跡 青森県下北郡佐井村原田 製塩土器（平底） 平安時代
（02）-9、（02）-11、（02）-24、
（02）-179

2192 滝端遺跡
青森県三戸郡階上町平内
字滝端

製塩土器 縄文時代晩期
（02）-100、（02）-104、
（02）-146、（02）-212

2193 山館前遺跡
青森県三戸郡階上町赤保
山館前

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形 ・ 棒状）

平安時代（9世紀末
〜11世紀前半）

（02）-89、（02）-116、
（02）-131、（02）-142、
（02）-213

2194 寺下遺跡
青森県三戸郡階上町赤保
内字寺下

製塩土器 縄文時代晩期
（02）-146、（02）-176、
（02）-212、（02）-225

2195 道仏鹿糠遺跡
青森県三戸郡階上町道仏
字鹿糠

製塩土器 縄文時代晩期 （02）-197、（02）-222
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野田村教育委員会（相原伸裕）編2014年3月『中平遺跡84地点 ・ 128地点 ・ 309地点　大平野遺跡20地点　古館山遺跡61地点　発
掘調査報告書』　野田村埋蔵文化財発掘調査報告書第4集　野田村教育委員会
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（03）-46
千田政博「三陸沿岸北部の製塩関連遺物出土遺跡について」 『北三陸の蝦夷 ・ 蕨手刀』岩手考古学会第46回研究大会（野田村
大会）　岩手考古学会　2014年7月

（03）-47
「杉の堂遺跡第33次（平成22年度）」 （奥州市教育委員会（千田幸生）編2015年3月『市内遺跡発掘調査報告書』　岩手県奥州市埋
蔵文化財調査報告書第25集　奥州市教育委員会）

（03）-48 「愛宕下2遺跡(気仙町)」 『平成26年度 ・ 陸前高田市文化財報告会発表用資料』　陸前高田市教育委員会生涯学習課　2015年3月

（03）-49
岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター編2015年3月『平成26年度発掘調査報告書　南川尻遺跡　下向遺跡　沼袋2遺跡　沼
袋3遺跡　八幡沖遺跡ほか調査概報（39遺跡）』　岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第647集　公益財団法人岩手県文
化振興事業団）

（03）-50
岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター （村田淳 ・ 中村隼人 ・ 高橋静歩 ・ 中島康佑）編2016年3月『赤前3遺跡発掘調査報告
書』　岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第650集　公益財団法人岩手県文化振興事業団 ・ 宮古市都市整備部都市計
画課

（03）-51
陸前高田市教育委員会（西岡誠司 ・ 阿部敬生 ・ 後藤円）編2016年3月『愛宕下2遺跡発掘調査報告書』　陸前高田市文化財調査
報告第30集　陸前高田市教育委員会

（03）-52
洋野町教育委員会（千田政博）編2017年3月『ゴッソー遺跡発掘調査報告書』　洋野町埋蔵文化財調査報告書第3集　洋野町教育
委員会

（03）-53
岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター （須原拓 ・ 光井文行 ・ 澤目雄大）編2017年3月『クク井遺跡発掘調査報告書』　岩手
県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第667集　公益財団法人岩手県文化振興事業団 ・ 山田町建設課

（03）-54
福島正和 ・ 光井文行 ・ 舩渡耕己「上のマッカ遺跡」 『平成29年度発掘調査報告書』　岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報
告書第692集　公益財団法人岩手県文化振興事業団　2018年3月

（03）-55
岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター （福島正和 ・ 中村隼人）編2019年3月『上のマッカ遺跡発掘調査報告書』　岩手県文
化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第698集　公益財団法人岩手県文化振興事業団 ・ 国土交通省東北地方整備局三陸国道事
務所

（03）-56
株式会社シン技術コンサル（吉澤学）編2019年10月『続石遺跡発掘調査報告書』　洋野町埋蔵文化財調査報告書第6集　洋野町教
育委員会

（03）-57 千田正博「洋野町内遺跡出土製塩遺跡関連遺物（縄文 ・ 古代）」 『岩手考古学』第31号　岩手考古学会　2020年3月

（03）-58
岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター （杉沢昭太郎・溜浩二郎・高木晃ほか）編2021年3月『鹿糠浜1遺跡発掘調査報告書』　
岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第727集　公益財団法人岩手県文化振興事業団 ・ 国土交通省東北地方整備局三
陸国道事務所（全2冊、第１分冊　本文 ・ 遺構図版 ・ 写真図版、第２分冊　遺物図版 ・ 遺物観察表）

（03）-59
洋野町教育委員会（千田政博） ・ 株式会社四門（古川登 ・ 日紫喜勝重 ・ 稲村晃嗣)編2021年３月『北玉川2遺跡 ・ 南玉川4遺跡発
掘調査報告書』　洋野町埋蔵文化財調査報告書第11集　洋野町教育委員会
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（03）　岩手県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

3001 志波城跡 岩手県盛岡市太田方八丁 製塩土器（平底） 平安時代（9世紀） （03）-10、（03）-36

3002 赤前遺跡群
岩手県宮古市赤前第11地
割字八枚田

支脚（円筒形） 平安時代 （03）-5

3003 赤前3遺跡
岩手県宮古市赤前第7地割
6番地1号

製塩土器（平底） 平安時代 （03）-50

3004 金浜1遺跡
岩手県宮古市金浜第2地割
字古舘

製塩土器（平底）、支脚
平安時代（9〜10世
紀）

（03）-40、（03）-41

3005 金浜2遺跡
岩手県宮古市金浜第2地割
字古舘

製塩土器（平底）
平安時代（9〜10世
紀）

（03）-40

3006 鍬ヶ崎館山貝塚 岩手県宮古市鍬ヶ崎 製塩土器（平底）
平安時代（9〜10世
紀）

（03）-11

3007 青猿1遺跡 岩手県宮古市千徳地内 製塩土器（平底）
平安時代（9〜10世
紀）

（03）-14

3008 木戸井内4遺跡
岩手県宮古市千徳第14地
割字木戸井内

製塩土器（平底） 平安時代 （03）-39

3009 磯鶏館山遺跡
岩手県宮古市磯鶏字第8地
割中谷地

支脚（棒状） 平安時代（9世紀） （03）-18

3010 細越1遺跡 岩手県宮古市田代 支脚（棒状） 平安時代（11世紀） （03）-16

3011 隠里3遺跡
岩手県宮古市八木沢第3地
割字中村

製塩土器（平底）、支脚 平安時代 （03）-39

3012 島田2遺跡
岩手県宮古市大字八木沢
第4地割

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形 ・ 棒状）

平安時代（9〜10世
紀）

（03）-25、（03）-30

3013 平沢1遺跡 岩手県久慈市長内町 支脚（円筒形 ・ 棒状）
平安時代（9〜10世
紀）

（03）-6、（03）-26、（03）-29、
（03）-46

3014 中長内遺跡 岩手県久慈市長内町
製塩土器（平底）、支脚（円
筒形 ・ 棒状）

平安時代 （03）-7、（03）-46

3015 源道遺跡 岩手県久慈市源道 支脚（円筒形 ・ 棒状）
平安時代（8〜11世
紀）

（03）-9、（03）-26、（03）-46

3016 明神遺跡 岩手県久慈市源道明神 支脚（円筒形 ・ 棒状）
平安時代（10〜11世
紀）

（03）-12、（03）-26、（03）-46

3017 大芦1遺跡 岩手県久慈市夏井町夏井 製塩土器 縄文時代晩期 （03）-21、（03）-33

3018 鼻館跡 岩手県久慈市夏井町鼻館 
製塩土器（平底）、支脚（円
筒形 ・ 棒状）

平安時代（9〜10世
紀）

（03）-15、（03）-26、（03）-46

3019 高瀬1遺跡
岩手県遠野市松崎町駒木
地内

支脚（棒状） 平安時代（9世紀） （03）-13

3020 大陽里遺跡
岩手県陸前高田市広田町
大陽里 

製塩土器（平底）、支脚 平安時代 （03）-17、（03）-23、（03）-32

3021 館貝塚
岩手県陸前高田市米崎町
館 

製塩土器（平底） 平安時代 （03）-17

3022 愛宕下2遺跡
岩手県陸前高田市気仙町
字愛宕下

支脚（円筒形 ・ 棒状）
平安時代（9〜10世
紀）

（03）-48、（03）-51

3023 膳性遺跡
岩手県奥州市水沢区佐倉
河膳性 

支脚（棒状）
平安時代（10世紀後
半〜11世紀前半）

（03）-3、（03）-26

3024 今泉遺跡
岩手県奥州市水沢区佐倉
河佐野

支脚（棒状） 古代（7〜8世紀） （03）-2、（03）-26

3025 杉の堂遺跡
岩手県奥州市水沢区佐倉
河

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（9世紀中
〜10世紀前半）

（03）-27、（03）-37、
（03）-38、（03）-43、（03）-47

3026 寺領遺跡 岩手県奥州市水沢区桜川 製塩土器（平底） 平安時代（9世紀） （03）-42、（03）-43
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番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

3027 夏本遺跡
岩手県上閉伊郡大槌町第
24地割夏本

製塩土器（平底）、支脚（棒
状）

古代（8〜9世紀） （03）-8

3028 山ノ内3遺跡
岩手県下閉伊郡山田町船
越第2地割

製塩土器（平底） ？、支脚
（棒状）

平安時代 （03）-20、（03）-43

3029 クク井遺跡
岩手県下閉伊郡山田町船
越第6地割

支脚（円筒形 ・ 棒状）
平安時代（10〜11世
紀）

（03）-53

3030 中平遺跡
岩手県九戸郡野田村第22
地割

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（9世紀） （03）-45、（03）-46

3031 江刺家遺跡
岩手県九戸郡九戸村江刺
家

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形 ・ 棒状）

平安時代（10〜11世
紀）

（03）-4、（03）-46

3032 八木貝塚
岩手県九戸郡洋野町種市
第1地割

製塩土器 縄文時代晩期 （03）-58

3033 ホックリ遺跡
岩手県九戸郡洋野町種市
第2地割（通称ホックリ）

製塩土器 縄文時代晩期 （03）-1

3034 続石遺跡
岩手県九戸郡洋野町種市
第4地割

製塩土器、支脚 縄文時代晩期、古代 （03）-56

3035 宿戸遺跡
岩手県九戸郡洋野町種市
第6地割

製塩土器 縄文時代晩期 （03）-59

3036 戸類家遺跡
岩手県九戸郡洋野町種市
第11地割

製塩土器（縄文）、製塩土器
（平底）

縄文時代晩期、平安
時代（9世紀）

（03）-44、（03）-46

3037 鹿糠浜1遺跡
岩手県九戸郡洋野町種市
第15地割字鹿糠浜

製塩土器 縄文時代晩期 （03）-58

3038 ゴッソ－遺跡
岩手県九戸郡洋野町種市
第18地割

製塩土器 縄文時代晩期 （03）-19、（03）-28、（03）-52

3039 たけの子（タケノコ）遺跡
岩手県九戸郡洋野町種市
第21地割

製塩土器 縄文時代晩期 （03）-24、（03）-34

3040 南川尻遺跡
岩手県九戸郡洋野町種市
第28地割

製塩土器？ 縄文時代後期前葉？ （03）-49

3041 南平内1遺跡
岩手県九戸郡洋野町種市
第33地割（字南平内）

製塩土器 縄文時代晩期 （03）-35、（03）-52

3042 アイヌ森遺跡
岩手県九戸郡洋野町種市
第39地割（字角川目）

製塩土器 縄文時代晩期 （03）-35

3043 舘野遺跡
岩手県九戸郡洋野町種市
第53地割

製塩土器 古代 （03）-52

3044 ニサクドウ遺跡
岩手県九戸郡洋野町種市
第63地割

支脚（円筒形） 古代 （03）-34、（03）-46

3045
川尻地区A地点（洋野町
内古津波堆積層調査）

岩手県九戸郡洋野町種市 製塩土器（平底） 平安時代（9世紀） （03）-44、（03）-46

3046
川尻地区B地点（洋野町
内古津波堆積層調査）

岩手県九戸郡洋野町種市 製塩土器（平底） 平安時代（9世紀） （03）-44、（03）-46

3047 千敷平遺跡
岩手県九戸郡洋野町千敷
平 

製塩土器 縄文時代晩期 （03）-24

3048 二十一平遺跡
岩手県九戸郡洋野町
二十一平

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形 ・ 棒状）

平安時代
（03）-31、（03）-32、（3）-34、
（03）-35、（03）-46、（03）-52

3049 上のマッカ遺跡
岩手県九戸郡洋野町有家
第5地割林山

製塩土器（平底）
平安時代（10〜11世
紀）

（03）-54、（03）-55
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（04）　宮城県

（04）-1 角田文衛「陸前里濱貝塚の尖底土器」 『史前学雑誌』第8巻第5号　史前学会　1936年9月

（04）-2
加藤孝「塩竈市一本松貝塚の調査ー東北地方縄文式文化の編年学的研究（2）」 『地域社会研究』 3 ・ 4号　地域社会研究会　
1952年9月

（04）-3 加藤孝「塩竈市表杉ノ入貝塚の研究」 『宮城学院女子大学研究論文集』第5号　宮城学院女子大学　1954年

（04）-4
斎藤良治「宮城県桃生郡宮戸村里浜貝塚調査研究報告」 『地域社会研究』第6号　東北大学地域社会研究会 ・ 東北出版　1954年
9月

（04）-5 加藤孝「考古学上より見た塩竈市周辺の遺跡」 （塩竈市史編纂委員会編1960年『塩竈市史』 3　別編1　塩竈市）

（04）-6 杉山寿「石巻市の古代文化」 『宮城県の地理と歴史』第2輯　地域社会研究会 ・ 東北出版　1960年

（04）-7
加藤孝「古代東北に於ける製塩遺構の研究（その1）〜（その4）」 『生活文化』第6号〜第9号　宮城学院生活文化学会　1962年2月
〜1965年11月

（04）-8 近藤義郞「縄文時代における土器製塩の研究」 『岡山大学法文学部学術紀要』第15号　岡山大学法文学部　1962年3月　

（04）-9 加藤孝「宮城県宮城郡磯崎古代製塩遺構」 『日本考古学年報12 （昭和34年）』　誠文堂新光社　1964年３月

（04）-10 加藤孝「宮城県宮城郡西の浜遺跡」 『日本考古学年報13 （昭和35年）』　日本考古学協会　1965年3月

（04）-11
宮城県塩釜女子高等学校社会部（後藤勝彦）編「宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜鳳寿寺貝塚の調査」 『貝輪』第2号　宮城県塩釜女
子高等学校　1965年（後藤勝彦2013年10月『仙台湾沿岸貝塚の基礎的研究5－その他の貝塚 ・ 製塩遺跡－』　後藤勝彦に再録）

（04）-12
加藤孝 ・ 後藤勝彦「古代東北における製塩遺構の研究」 『日本考古学協会昭和40年度大会研究発表要旨』　日本考古学協会　
1965年11月

（04）-13 加藤孝「古代の製塩土器－特に食物史研究に関連して－」 『生活文化』第12号　宮城学院生活文化学会　1967年12月

（04）-14
宮城県塩釜女子高等学校社会部（後藤勝彦）編「宮城県塩竈市浦戸桂島石浜梅ケ浜製塩遺跡の発掘調査報告」 『貝輪』第3号　
宮城県塩釜女子高等学校　1968年（後藤勝彦2013年10月『仙台湾沿岸貝塚の基礎的研究5－その他の貝塚 ・ 製塩遺跡－』　後藤
勝彦に再録）

（04）-15
宮城県教育委員会（加藤孝ほか）編1968年3月『埋蔵文化財第二次緊急発掘調査概報ー西ノ浜貝塚ー』　宮城県文化財調査報告
書第16集　宮城県教育委員会　

（04）-16
加藤孝「東北に於ける古墳文化時代製塩遺構の研究」 『東北文化研究所紀要』第2号　東北学院大学東北文化研究所　1970年3
月

（04）-17 後藤勝彦「宮城県七ヶ浜町東宮鳳寿寺貝塚製塩址」 『日本考古学年報18 （昭和40年度）』　日本考古学協会　1970年4月

（04）-18 後藤勝彦「宮城県七ヶ浜町東宮鳳寿寺貝塚」 『日本考古学年報18 （昭和40年度）』　日本考古学協会　1970年4月

（04）-19
東北学院大学考古学研究部「松島町館ヶ崎製塩遺構発掘調査概報（出土遺物について）」 『温故』第6号　東北学院大学考古学研
究部　1970年

（04）-20
宮城県塩釜女子高等学校社会部（後藤勝彦）編「宮城県七ヶ浜町吉田浜二月田貝塚発掘調査報告」 『貝輪』 6号　宮城県塩釜女
子高等学校社会部　1970年＜後藤勝彦2013年10月『仙台湾沿岸貝塚の基礎的研究5－その他の貝塚 ・ 製塩遺跡－』　後藤勝彦
に再録＞

（04）-21 後藤勝彦「宮城県塩竈市浦戸梅ケ浜製塩遺跡」 『日本考古学年報19 （昭和41年度）』　日本考古学協会　1971年3月

（04）-22 後藤勝彦ほか「宮城県七ヶ浜町沢上貝塚の調査」 『仙台湾』創刊号(1971)　仙台湾刊行会 　1971年
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（04）-23
後藤勝彦「東北に於ける古代製塩技術の研究－研究の現状と問題点－」 『宮城史学』第2号　宮城教育大学歴史研究会　1972年3
月

（04）-24
宮城塩釜女子高等学校社会部（後藤勝彦）編「宮城県七ヶ浜町二月田貝塚第二次発掘調査報告」 『貝輪』 7号　宮城県塩釜女子
高等学校社会部　1972年8月＜後藤勝彦2013年10月『仙台湾沿岸貝塚の基礎的研究5－その他の貝塚 ・ 製塩遺跡－』　後藤勝彦
に再録＞

（04）-25 加藤孝「仙台湾の土器製塩」 『日本考古学協会昭和47年度大会研究発表要旨』　日本考古学協会　1972年11月

（04）-26 氏家和典「江ノ浜貝塚」 『日本考古学年報24 （1971年版）』　日本考古学協会　1973年3月

（04）-27
七ケ浜町教育委員会（福田友之）編1973年3月『史跡「大木囲貝塚」環境整備調査報告書1』　七ヶ浜町文化財調査報告書第1集　
七ケ浜町教育委員会　

（04）-28
七ケ浜町教育委員会（八巻正文）編1974年3月『史跡「大木囲貝塚」環境整備調査報告書2』　七ヶ浜町文化財調査報告書第2集　
七ケ浜町教育委員会

（04）-29 木村敏郎「埋蔵文化財の現状　生産遺跡」 『石巻市文化財だより』第2号　石巻市教育委員会　1974年5月

（04）-30
塩竈市教育委員会編1975年3月『塩竈市清水沢横穴群調査報告書』　塩竈市文化財調査報告書第1集　塩竈市教育委員会 ・ 塩竈
市都市計画第一課

（04）-31
宮城県多賀城跡調査研究所編1975年3月『多賀城跡－昭和49年度発掘調査概報』　宮城県多賀城跡調査研究所年報1974 　宮城
県多賀城跡調査研究所　

（04）-32 石巻市教育委員会（中村光一）編1976年3月『沼津貝塚保存管理計画策定事業報告書』　石巻市教育委員会

（04）-33 宮城県教育委員会編1977年3月『亀岡遺跡 ・ 金山貝塚』　鳴瀬町文化財調査報告書第1集　鳴瀬町教育委員会

（04）-34
加藤孝「宮城県宮城郡松島町磯崎西ノ浜館ヶ崎古代製塩遺跡出土品目録の作成」 『東北文化研究所紀要』第9号　東北学院大学
東北文化研究所　1978年2月

（04）-35 日本塩業大系編集委員会（近藤義郞）編1978年3月『日本塩業大系　史料編　考古』　日本専売公社　

（04）-36
安田喜憲「仙台湾周辺における後氷期の地形変化 ・ 海水準変動と人類の住居」 『上深沢遺跡』　宮城県文化財調査報告書第52
集　宮城県教育委員会 ・ 日本道路公団　1978年3月

（04）-37
木村敏郎「狐崎スケカリ浜の発掘調査ー漁港関連道路建設にかかる緊急調査ー」 『石巻市文化財だより』第7号　石巻市教育委員
会　1978年3月

（04）-38 木村敏郎「梨木畑貝塚の発掘調査ー人骨埋葬状況調査ー」 『石巻市文化財だより』第7号　石巻市教育委員会　1978年3月

（04）-39 木村敏郎「大浜遺跡発掘調査」 『石巻市文化財だより』第8号　石巻市教育委員会　1979年3月

（04）-40
小井川和夫 ・ 加藤道男 ・ 丹羽茂 ・ 森貢喜「宮戸島貝塚」 『宮城県ほ場整備関連遺跡詳細分布調査報告書（昭和53年度）』　宮城
県文化財調査報告書第58集　宮城県教育委員会　1979年4月

（04）-41 文化庁文化財保護部記念物課編1981年『広域遺跡保存対策調査研究報告4 （昭和55年度実施分）』　文化庁文化財保護部　

（04）-42
宮城県教育委員会（丹羽茂ほか）編1981年3月『東北新幹線関係遺跡調査報告書5』　宮城県文化財調査報告書第77集　宮城県教
育委員会 ・ 日本国有鉄道仙台新幹線工事局

（04）-43
宮城県教育委員会（真山悟）編1981年6月『東北自動車道遺跡調査報告書5』　宮城県文化財調査報告書第81集　宮城県教育委員
会 ・ 日本道路公団

（04）-44 高橋守克「江の浜貝塚」 （宮城県編1981年10月『宮城県史34 （資料篇11）』　宮城県）

（04）-45
東北歴史資料館（岡村道雄ほか）編1982年3月『里浜貝塚1 ー宮城県鳴瀬町宮戸島里浜貝塚西畑地点の調査 ・ 研究ー』　東北歴
史資料館資料集5　東北歴史資料館

（04）-46
七ヶ浜町教育委員会（鴇田勝彦 ・ 桜井幸喜）編1982年3月『鬼ノ神山貝塚 ・ 野山貝塚』　七ヶ浜町文化財調査報告書第6集　七ヶ浜
町教育委員会
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（04）-47 仙台市教育委員会（加藤正範 ・ 金森安孝）編1983年3月『岩切畑中遺跡』  仙台市文化財調査報告第50集　仙台市教育委員会

（04）-48
東北歴史資料館（小井川和夫ほか）編1983年3月『里浜貝塚2－宮城県鳴瀬町宮戸島里浜貝塚西畑地点の調査 ・ 研究ー』　東北
歴史資料館資料集7　東北歴史資料館

（04）-49
加藤孝「東北の製塩遺跡の研究ー宮城県松島湾の古代製塩跡ー」 『角田文衛博士古希記念　古代学叢論』　角田文衛先生古希
記念事業会　1983年4月

（04）-50 須藤隆「北上川上流域における晩期前葉の縄文土器」 『考古学雑誌』第69巻第3号　日本考古学会　1984年3月

（04）-51
宮城県多賀城跡調査研究所編1984年3月『多賀城跡　昭和58年度』　宮城県多賀城跡調査研究所年報1983　宮城県多賀城跡調査
研究所

（04）-52
岡村道雄「里浜貝塚西畑地点の貝塚を残した集団とその季節的な生活」 『月刊考古学ジャーナル』№231　ニュー ・ サイエンス社　
1984年5月

（04）-53 須藤隆編1984年9月『中沢目貝塚ー縄文時代晩期貝塚の研究ー』　東北大学文学部考古学研究会　

（04）-54
宮城県教育委員会（新庄鼻元晴 ・ 真山悟ほか）編1985年3月『七ヶ宿ダム関連遺跡発掘調査報告書1』　宮城県文化財調査報告書
第107集　宮城県教育委員会 ・ 建設省七ヶ宿ダム工事事務所

（04）-55
宮城県教育委員会（藤沼邦彦 ・ 加藤道男ほか）編1986年3月『塩釜市新浜遺跡』　宮城県文化財調査報告書第113集　宮城県教育
委員会

（04）-56
東北歴史資料館（岡村道雄・小井川和夫）編1987年3月『里浜貝塚5・6－宮城県鳴瀬町宮戸島里浜貝塚西畑地点の調査・研究ー』　
東北歴史資料館資料集15 ・ 19　東北歴史資料館

（04）-57
宮城県教育委員会（真山悟ほか）編1988年3月『亘理町三十三間堂遺跡ほか』　宮城県文化財調査報告書第131集　宮城県教育委
員会

（04）-58
東北歴史資料館（小井川和夫 ・ 加藤道男）編1988年3月『里浜貝塚7 ー宮城県鳴瀬町宮戸島里浜貝塚西畑北地点の調査ー』　東
北歴史資料館資料集22　東北歴史資料館　

（04）-59 岡村道雄「東北地方の縄文時代における塩の生産」 『月刊考古学ジャーナル』№298　ニュー ・ サイエンス社　1988年11月

（04）-60 東北歴史資料館（藤沼邦彦 ・ 小井川和夫ほか）編1989年3月『宮城県の貝塚』　東北歴史資料館資料集25　東北歴史資料館　

（04）-61 加藤道男「仙台湾周辺の製塩遺跡」 『東北歴史資料館研究紀要』第15巻　東北歴史資料館　1989年3月

（04）-62 仙台市教育委員会（吉岡恭平）編1989年3月『富沢遺跡 ・ 泉崎浦遺跡』　仙台市文化財調査報告書第126集　仙台市教育委員会

（04）-63
多賀城市埋蔵文化財調査センター （相澤清利 ・ 石川俊英 ・ 高倉敏明ほか）編1989年3月『年報3　昭和63年度』　多賀城市文化財
調査報告書第20集　多賀城市埋蔵文化財調査センター

（04）-64
宮城県教育委員会（阿部博志 ・ 佐藤則之 ・ 柳沢和明 ・ 須田良平 ・ 古川一明ほか）編1990年3月『摺萩遺跡』　宮城県文化財調査
報告書第132集　宮城県教育委員会

（04）-65 大和幸生「出島貝塚」 『大貫館山館跡ほか』　宮城県文化財調査報告書第137集　宮城県教育委員会　1990年3月

（04）-66 藤沼邦彦「橋本囲貝塚」 （多賀城市史編纂委員会編1991年3月『多賀城市史 第4巻 (考古資料)』　多賀城市）

（04）-67 七ヶ浜町教育委員会（川村正）編1991年3月『左道遺跡』　七ヶ浜町文化財調査報告書第7集　七ヶ浜町教育委員会

（04）-68 宮城県教育委員会（高橋栄一）編1991年3月『舘南囲遺跡ほか』　宮城県文化財調査報告書第144集　宮城県教育委員会

（04）-69
菅原弘樹「東北地方の弥生時代貝塚ー松島湾沿岸貝塚群からみた弥生時代の生業ー」 『月刊考古学ジャーナル』№336　ニュー ・
サイエンス社　1991年8月

（04）-70 七ヶ浜町教育委員会（川村正）編1992年3月『水浜遺跡』　七ヶ浜町文化財調査報告書第8集　七ヶ浜町教育委員会

36



（04）-71
多賀城市埋蔵文化財調査センター編1993年3月『年報6　平成3年度』　多賀城市文化財調査報告書第33集　多賀城市埋蔵文化財
調査センター

（04）-72 後藤勝彦「宮城県石巻市南境貝塚出土の製塩土器について」 『宮城史学』 14 ・ 15 ・ 16号　宮城歴史教育研究会　1993年11月

（04）-73 小井川和夫 ・ 加藤道男「宮城県 ・ 岩手県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（04）-74 「大代洞窟試掘調査」 （多賀城市埋蔵文化財調査センター編1994年3月『年報7　平成4年度』　多賀城市埋蔵文化財調査センター）

（04）-75 石巻市教育委員会（木暮亮）編1995年3月『箕輪山』　石巻市文化財調査報告書第6集　石巻市教育委員会

（04）-76 「製塩土器出土遺跡」 （石巻市史編さん委員会編1995年3月『石巻の歴史　第7巻 （資料編1 考古編）』　石巻市 ）

（04）-77 「平成六年度石巻市文化財パトロール事業報告　宮城県の貝塚」 『石巻市文化財だより』第24号　石巻市教育委員会　1995年3月

（04）-78 石巻市教育委員会編1995年3月『石巻市文化財マップ遺跡編』　石巻市教育委員会　

（04）-79
宮城県教育委員会（菅原弘樹）編1995年3月『山王遺跡2 ー多賀前地区遺構編ー』　宮城県文化財調査報告書第167集　宮城県教
育委員会 ・ 建設省東北地方建設局

（04）-80 山元町教育委員会（窪田忍）編1995年3月『狐塚遺跡』　山元町文化財調査報告書　山元町教育委員会

（04）-81 塩竃神社博物館編1996年3月『塩』　塩竃神社博物館　

（04）-82
宮城県教育委員会（佐藤憲幸）編1996年3月『山王遺跡3 ー多賀前地区遺物編ー』　宮城県文化財調査報告書第170集　宮城県教
育委員会 ・ 建設省東北地方建設局

（04）-83
宮城県教育委員会（菅原弘樹）編1996年3月『山王遺跡4－多賀前地区考察編－』　宮城県文化財調査報告書第171集　宮城県教
育委員会 ・ 建設省東北地方建設局

（04）-84 宮城県多賀城跡調査研究所編1997年3月『多賀城跡ー宮城県多賀城跡調査研究所年報1996』　宮城県多賀城跡調査研究所

（04）-85
宮城県多賀城跡調査研究所（阿部恵ほか）編1997年3月『桃生城跡5』　多賀城関連遺跡発掘調査報告書第22冊　宮城県多賀城跡
調査研究所　

（04）-86
宮城県教育委員会（菅原弘樹）編1997年3月『山王遺跡5 ー第1分冊（八幡地区） ー』　宮城県文化財調査報告書第174集　宮城県
教育委員会 ・ 建設省東北地方建設局

（04）-87
宮城県教育委員会（菅原弘樹）編1997年3月『山王遺跡5 ー第2分冊（伏石地区 ・ 考察） ー』　宮城県文化財調査報告書第174集　
宮城県教育委員会 ・ 建設省東北地方建設局

（04）-88
鳴瀬町教育委員会 ・ 奥松島縄文村歴史資料館（会田容弘）編1997年3月『里浜貝塚　平成8年度発掘調査概報』　鳴瀬町文化財調
査報告書第2集　鳴瀬町教育委員会 ・ 奥松島縄文村歴史資料館

（04）-89 岡村道雄「塩の生産と交易」 （岡村道雄編1997年6月『ここまでわかった日本の先史時代』　角川書店　）

（04）-90
宮城県教育委員会（村田晃一）編1998年3月『山王遺跡町地区の調査』　宮城県文化財調査報告書第175集　宮城県教育委員会 ・
宮城県土木部

（04）-91
宮城県多賀城跡調査研究所（柳澤和明 ・ 白崎恵介）編1998年3月『多賀城跡ー宮城県多賀城跡調査研究所年報1997』　宮城県多
賀城跡調査研究所

（04）-92
鳴瀬町教育委員会 ・ 奥松島縄文村歴史資料館（会田容弘）編1998年3月『里浜貝塚　平成9年度発掘調査概報』　鳴瀬町文化財調
査報告書第3集　鳴瀬町教育委員会 ・ 奥松島縄文村歴史資料館

（04）-93
多賀城市教育委員会（千葉孝弥 ・ 武田健市 ・ 鈴木孝行）編1999年3月『市川橋遺跡　第23 ・ 24次調査報告書』　多賀城市文化財
調査報告書第55集　多賀城市教育委員会

（04）-94
古代の森研究舎「里浜貝塚から出土した縄文晩期の灰層の予察的検討」 『里浜貝塚　平成10年度発掘調査概報』　鳴瀬町文化財
調査報告書第5集　鳴瀬町教育委員会 ・ 奥松島縄文村歴史資料館　1999年3月
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（04）-95
多賀城市教育委員会（武田健市）編2000年2月『市川橋遺跡』　多賀城市文化財調査報告書第59集　多賀城市教育委員会 ・ 多賀
城市城南土地区画整理組合

（04）-96 仙台市教育委員会（佐藤甲二）編2000年3月『沼向遺跡第1〜 3次調査』　仙台市文化財調査報告書第241集　仙台市教育委員会　

（04）-97
仙台市教育委員会（荒井格 ・ 赤澤靖章）編2000年3月『高田B遺跡』　仙台市文化財調査報告書第242集　仙台市教育委員会（全6
冊、第1分冊（本文 ・ 遺構編）、第2分冊（分析 ・ 考察編）、第3分冊（遺物図版編1(土器 ・ 土製品)、第4分冊（遺物図版編2 ・ 木製品 ・
石器 ・ 石製品 ・ 金属製品)、第5分冊（遺物観察表編）、第6分冊（写真図版編））

（04）-98
多賀城市教育委員会（千葉孝弥）編2001年3月『市川橋遺跡』　多賀城市文化財調査報告書第60集　多賀城市教育委員会 ・ 多賀
城市城南土地区画整理組合

（04）-99
後藤勝彦「宮城県松島町西の浜貝塚出土製塩土器の一考察」 『宮城史学』第20 ・ 21 ・ 22号合併号（大塚徳郎先生米寿記念）　宮
城歴史教育研究会　2001年10月

（04）-100 石巻市教育委員会（芳賀芳美ほか）編2002年3月『沼津貝塚隣接地』　石巻市文化財調査報告書第9集　石巻市教育委員会

（04）-101 宮城県教育委員会（阿部博志ほか） 2002年3月『名生館遺跡ほか』　宮城県文化財調査報告書第188集　宮城県教育委員会

（04）-102 小井川和夫 ・ 山田昌弘「里浜貝塚西畑地点出土遺物」 『東北歴史博物館研究紀要3』　東北歴史博物館　2002年3月

（04）-103
宮城県教育委員会（柳澤和明 ・ 茂木好光 ・ 西村力）編2003年3月『新田東遺跡』　宮城県文化財調査報告書第191集　宮城県教育
委員会 ・ 国土交通省東北地方整備局

（04）-104
賀城市教育委員会（千葉孝弥 ・ 鈴木孝行）編2003年3月『市川橋遺跡』　多賀城市文化財調査報告書第70集　多賀城市教育委員
会 ・ 多賀城市城南土地区画整理組合

（04）-105
多賀城市教育委員会（島田敬 ・ 相澤清利 ・ 鈴木孝行 ・ 若松啓文）編2003年3月『矢作ヶ館跡ほか　矢作ヶ館跡第3次調査　市川橋
遺跡第31次調査　市川橋遺跡第32 ・ 33次調査』　多賀城市文化財調査報告書第71集　多賀城市教育委員会

（04）-106
鳴瀬町教育委員会 ・ 奥松島縄文村歴史資料館（菅原弘樹 ・ 墓田祐二）編2003年3月『里浜貝塚　平成13 ・ 14年度発掘調査概報』　
鳴瀬町文化財調査報告書第8集　鳴瀬町教育委員会 ・ 奥松島縄文村歴史資料館　

（04）-107
多賀城市教育委員会（鈴木孝行）編2003年9月『市川橋遺跡 ・ 高崎遺跡』　多賀城市文化財調査報告書第72集　多賀城市教育委
員会

（04）-108 石巻市教育委員会（芳賀英美）編2004年3月『梨木畑貝塚』　石巻市文化財調査報告書第12集　石巻市教育委員会

（04）-109
宮城県教育委員会（須田良平 ・ 相原淳一）編2004年3月『沢田山西遺跡ほか』　宮城県文化財調査報告書第196集　宮城県教育委
員会

（04）-110
多賀城市教育委員会（島田敬 ・ 村松稔 ・ 相澤清利 ・ 廣瀬真理子）編2004年3月『市川橋遺跡　第34 ・ 35 ・ 37 ・ 38次調査報告書』　
多賀城市文化財調査報告書第74集　多賀城市教育委員会　

（04）-111
多賀城市教育委員会（千葉孝弥 ・ 鈴木孝行）編2004年3月『市川橋遺跡』　多賀城市文化財調査報告書第75集　多賀城市教育委
員会 ・ 多賀城市城南土地区画整理組合（全3冊、第1分冊（本文 ・ 遺構詳細図）、第2分冊（遺構 ・ 遺物図版、遺構 ・ 遺物写真図版）、
第3分冊（資料分析報告 ・ 出土文字資料 ・ 附章））

（04）-112
宮城県多賀城跡調査研究所（吾妻俊典）編2004年3月『亀岡遺跡2』　多賀城関連遺跡発掘調査報告書第29冊　宮城県多賀城跡調
査研究所

（04）-113
宮城県教育委員会（佐久間光平）編2005年3月『角山遺跡』　宮城県文化財調査報告書第200集　宮城県教育委員会 ・ 国土交通省
東北地方整備局

（04）-114
多賀城市教育委員会（千葉孝弥）編2005年3月『多賀城市内の遺跡2　平成16年度発掘調査報告書』　多賀城市文化財調査報告書
第78集　多賀城市教育委員会

（04）-115
宮城県多賀城跡調査研究所（古川一明 ・ 天野順陽）編2005年3月『多賀城跡ー宮城県多賀城跡調査研究所年報2004』　宮城県多
賀城跡調査研究所　

（04）-116
多賀城市教育委員会（相澤清利）編2005年3月『多賀城市内の遺跡1 ー平成15年度発掘調査報告書ー』　多賀城市文化財調査報
告書第77集　多賀城市教育委員会

（04）-117 菅原弘樹「東北地方における弥生時代貝塚と生業」 『古代文化』第57巻第4号（通巻第555号）　財團法人古代學協會　2005年5月

38



（04）-118
渡辺誠 ・ 吉田泰幸「宮城県里浜貝塚製塩土器の再発見ー角田コレクション紹介4 ー」 『名古屋大学博物館報告』 No. 21　 2005年
12月

（04）-119 須田良平「縄文時代の海洋適応」 （佐藤宏之編2005年10月『現代の考古学2 （食糧獲得社会の考古学）』　朝倉書店　）

（04）-120
宮城県教育委員会（佐藤則之）編2006年3月『東山官衙遺跡周辺地区　浦宿Ｂ遺跡　大橋貝塚ほか』　宮城県文化財調査報告書第
208集　宮城県教育委員会

（04）-121
多賀城市教育委員会（武田健一）編2006年3月『多賀城市内の遺跡2　平成17年度発掘調査報告書』　多賀城市文化財調査報告書
第83集　多賀城市教育委員会

（04）-122
柴田恵子ほか『東北大学埋蔵文化財調査年報19　第3分冊　仙台城跡二の丸北方武家屋敷地区第7地点の調査　出土遺物2＜木
簡 ・ 墨書ある木製品＞』　東北大学埋蔵文化財調査室　2007年3月

（04）-123
多賀城市教育委員会（村松稔）編2007年3月『多賀城市内の遺跡2　平成18年度発掘調査報告書』　多賀城市文化財調査報告書第
87集　多賀城市教育委員会

（04）-124 宮城県教育委員会（生田和宏）編2007年3月『早風遺跡ほか』　宮城県文化財調査報告書第213集　宮城県教育委員会

（04）-125 会田容弘2007年11月『里浜貝塚　松島湾の縄文カレンダー』　シリーズ「遺跡を学ぶ」 41　新泉社　

（04）-126
多賀城市教育委員会（武田健市）編2008年3月『多賀城市内の遺跡2　平成19年度発掘調査報告書』　多賀城市文化財調査報告書
第91集　多賀城市教育委員会）

（04）-127 松島町教育委員会（後藤勝彦）編2008年3月『西の浜貝塚』　松島町文化財調査報告書第1集　松島町教育委員会

（04）-128
松島町教育委員会（後藤勝彦）編2008年3月『西の浜貝塚 R ・ Sトレンチ (昭和34 ・ 35年)』　松島町文化財調査報告書第3集　松島
町教育委員会

（04）-129 須田良平「瑞巌寺境内遺跡」 『壇の越遺跡ほか』　宮城県文化財調査報告書第217集　宮城県教育委員会　2008年3月

（04）-130
小林圭一「宮城県北半における後晩期遺跡の立地と動態」 『縄文後 ・ 晩期の地域と社会2　予稿集』　明治大学学術フロンティア　
2008年7月

（04）-131
宮城県教育委員会（柳澤和明）編2009年3月『市川橋遺跡の調査』　宮城県文化財調査報告書第218集　宮城県教育委員会 ・ 宮城
県土木部（全2冊、第1分冊　平成18年度調査編、第2分冊　平成19年度調査　弥生時代調査　総括編）

（04）-132
松島町教育委員会（後藤勝彦）編2009年3月『西の浜貝塚 Ｎトレンチ (昭和34年)』　松島町文化財調査報告第4集　松島町教育委
員会

（04）-133
奈良文化財研究所（岡田康博 ・ 小澤毅）編2009年3月『宮城県室浜貝塚資料 ; 宮城県福浦島貝塚資料 ; 宮城県橋本囲貝塚資料』
山内清男考古資料17　　奈良文化財研究所史料第84冊　奈良文化財研究所 

（04）-134
瑞巌寺（後藤勝彦 ・ 新野一浩ほか）編2009年8月『瑞巌寺境内遺跡　新宝物館建設に伴う発掘調査報告書』 　宗教法人瑞巌寺（全
2冊、第1分冊（本文 ・ 図版編）、第2分冊（写真図版 ・ 付編））

（04）-135
仙台市教育委員会（斎野裕彦）編2010年3月『沼向遺跡第4〜 34次調査』第1分冊（調査概要　第4次調査　第5次調査　第6次調査　
第7次調査　第8次調査）　仙台市文化財調査報告書第360集　仙台市教育委員会

（04）-136
仙台市教育委員会（斎野裕彦）編2010年3月『沼向遺跡第4〜 34次調査』第2分冊（第9次調査）　仙台市文化財調査報告書第360集　
仙台市教育委員会

（04）-137
仙台市教育委員会（斎野裕彦）編2010年3月『沼向遺跡第4〜 34次調査』第3分冊（第10次調査）　仙台市文化財調査報告書第360
集　仙台市教育委員会

（04）-138
仙台市教育委員会（斎野裕彦）編2010年3月『沼向遺跡第4〜 34次調査』第8分冊（第29〜34次調査）　仙台市文化財調査報告書第
360集　仙台市教育委員会

（04）-139
仙台市教育委員会（斎野裕彦 ・ 佐伯修一 ・ 伊藤俊治 ・ 岩瀬雄史）編2010年3月『沼向遺跡第36次調査』　仙台市文化財調査報告
書第368集　仙台市教育委員会

（04）-140 宮城県教育委員会（生田和宏）編2010年3月『北小松遺跡ほか』　宮城県文化財調査報告書第223集　宮城県教育委員会

（04）-141
多賀城市教育委員会（千葉孝弥ほか）編2010年3月『多賀城市内の遺跡2　平成21年度発掘調査報告書』　多賀城市文化財調査報
告書第99集　多賀城市教育委員会
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（04）-142
多賀城市教育委員会（相澤清利）編2010年3月『山王遺跡　第66 ・ 68次発掘調査報告書』　多賀城市文化財調査報告書第100集　
多賀城市教育委員会

（04）-143
宮城県多賀城跡調査研究所（三好秀樹 ・ 廣谷和也）編2010年3月『多賀城跡－政庁跡　補遺編』　宮城県教育委員会 ・ 宮城県多
賀城跡調査研究所

（04）-144
奥松島縄文村歴史資料館（菅原弘樹ほか）編2010年3月『里浜貝塚　宮城県東松島市里浜貝塚寺下囲地点の調査概報』　東松島
市文化財調査報告書第8集　東松島市教育委員会 ・ 奥松島縄文村歴史資料館

（04）-145 七ヶ浜町教育委員会（田村正樹）編2010年3月『清水洞窟貝塚』　七ヶ浜町文化財調査報告書第9集　七ヶ浜町教育委員会

（04）-146
仙台市教育委員会（工藤信一郎ほか）編2011年3月『西台畑遺跡第3次調査』　仙台市文化財調査報告書第388集　仙台市教育委
員会　

（04）-147
宮城県多賀城跡調査研究所（古川一明 ・ 三好秀樹）編20011年3月『多賀城跡ー宮城県多賀城跡調査研究所年報2010』　宮城県
多賀城跡調査研究所

（04）-148
宮城県多賀城跡調査研究所（吉野武）編2011年3月『多賀城跡木簡1　本文編』　宮城県多賀城跡調査研究所資料2　宮城県多賀城
跡調査研究所

（04）-149 宮城県教育委員会（生田和宏）編2011年5月『北小松遺跡』　宮城県文化財調査報告書第226集　宮城県教育委員会

（04）-150
宮城県教育委員会（高橋栄一 ・ 菊地逸夫 ・ 佐藤貴志 ・ 村上裕次 ・ 古田和誠）編2011年5月『羽場遺跡ほか』　宮城県文化財調査
報告書第228集　宮城県教育委員会

（04）-151
菅原弘樹「松島湾沿岸における縄文時代の土器製塩　里浜貝塚を中心として」 （東南アジア考古学会編2011年6月『塩の生産と流
通　東アジアから南アジアまで』　雄山閣）

（04）-152 多賀城市教育委員会（村松稔）編2011年7月『高崎古墳群ほか』　多賀城市文化財調査報告書第104集　多賀城市教育委員会

（04）-153
相原淳一「縄文 ・ 弥生時代の超巨大地震津波と社会 ・ 文化変動に関する予察ー東日本大震災津波の地平からー」 『東北歴史博
物館研究紀要』第13号　東北歴史博物館　2012年3月

（04）-154
宮城県教育委員会（初鹿野博之ほか）編2012年3月『西石山原遺跡ほか』　宮城県文化財調査報告書第230集　宮城県教育委員
会 ・ 東日本高速道路株式会社

（04）-155 柏木大延「古代東北 ・ 北海道における土製支脚の系譜とその意義」 『物質文化』第93号　物質文化研究会　2013年3月

（04）-156
宮城県多賀城跡調査研究所（吉野武 ・ 廣谷和也）編2013年3月『多賀城跡－宮城県多賀城跡調査研究所年報2012』　宮城県多賀
城跡調査研究所

（04）-157 七ケ浜町教育委員会（田村正樹）編2013年7月『大木囲貝塚』　七ヶ浜町文化財調査報告書第10集　七ケ浜町教育委員会

（04）-158
高橋透「東北地方における古代の塩の生産と流通　陸奥湾から太平洋沿岸地域を中心に」 （奈良文化財研究所（青木敬）編2013
年12月『塩の生産 ・ 流通と官衙 ・ 集落』第16回古代官衙 ・ 集落研究会報告書　奈良文化財研究所研究報告第12冊　独立行政法
人国立文化財機構奈良文化財研究所）

（04）-159
宮城県教育委員会（佐久間光平）編2014年3月『平成24年度東日本大震災復興事業関連遺跡調査報告1』　宮城県文化財調査報
告書第233集　宮城県教育委員会

（04）-160
宮城県多賀城跡調査研究所（吉野武 ・ 高橋透）編2014年3月『多賀城跡ー宮城県多賀城跡調査研究所年報2013』　宮城県多賀城
跡調査研究所

（04）-161 宮城県教育委員会（小野章太郎）編2014年3月『北小松遺跡』　宮城県文化財調査報告書第234集　宮城県教育委員会

（04）-162
白鳥良一「遺跡発掘調査から見た仙台平野の津波堆積物〜岩沼市高大瀬遺跡の発掘調査を中心に〜」みやぎ街道交流会平成26
年度定期総会講演会（概要） 『みやぎ街道交流会ニュース』第27号　みやぎ街道交流会　2014年9月

（04）-163
宮城県教育委員会（柳澤和明）編2014年12月『山王遺跡6 ー多賀前地区第4次発掘調査報告書ー』　宮城県文化財調査報告書第
235集　宮城県教育委員会 ・ 国土交通省東北地方整備局

（04）-164 岩沼市史編纂委員会編2015年3月『岩沼市史』第4巻（資料編1　考古）　岩沼市

（04）-165
宮城県教育委員会（天野順陽）編2015年3月『平成25年度東日本大震災復興事業関連遺跡調査報告2 （平成25年度）』　宮城県文
化財調査報告書第236集　宮城県教育委員会
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（04）-166
多賀城市教育委員会（千葉孝弥ほか）編2015年3月『多賀城市の歴史遺産　八幡村（2）』　多賀城市文化財調査報告書第123集　多
賀城市教育委員会 ・ 多賀城市文化遺産活用活性化実行委員会

（04）-167 松島町教育委員会（森田義史）編2015年3月『瑞巌寺境内遺跡』　松島町文化財調査報告書第6集　松島町教育委員会

（04）-168
東松島市教育委員会「江ノ浜貝塚　古代製塩遺構の調査」 『平成27年度宮城県遺跡調査成果発表会発表要旨』　宮城考古学会　
2015年5月

（04）-169 奥松島縄文村歴史資料館編2015年12月『広報縄文村だより』 vol． 118 （12月号）　奥松島縄文村歴史資料館

（04）-170
宮城県教育委員会（初鹿野博之）編2015年12月『涌沢遺跡ほか』　宮城県文化財調査報告書第239集　宮城県教育委員会 ・ 東日
本高速道路株式会社

（04）-171 奥松島縄文村歴史資料館編2016年3月『企画展　松島湾の塩つくり』　奥松島縄文村歴史資料館

（04）-172
多賀城市教育委員会（相澤清利）編2016年3月『多賀城市内の遺跡2 ー平成27年度ほか発掘調査報告書ー』　多賀城市文化財調
査報告書第127集　多賀城市教育委員会

（04）-173
七ヶ浜町教育委員会（田村正樹）編2016年3月『七ヶ浜町震災復興事業関連遺跡調査報告1　平成24〜26年度 ・ 27年度（1）』　七ヶ
浜町文化財調査報告書第11集　七ヶ浜町教育委員会　

（04）-174
「第4章　寒風沢島（寒風沢元屋敷貝塚他）の確認調査」 『浦戸諸島発掘調査報告書1 ー平成27年度復興事業関連遺跡発掘調査
報告書ー』　塩竈市文化財調査報告書第9集　塩竃市教育委員会　2016年4月

（04）-175
「第5章　朴島（朴島北貝塚）の確認調査」 『浦戸諸島発掘調査報告書1 ー平成27年度復興事業関連遺跡発掘調査報告書ー』　塩
竈市文化財調査報告書第9集　塩竃市教育委員会　2016年4月

（04）-176
菅原弘樹「東北地方北部における土器製塩」 『日本考古学協会2016年度大会（弘前大学）　研究発表要旨』　日本考古学協会　
2016年10月

（04）-177
菅原弘樹「東北地方北部における土器製塩」 （上條恒彦編2016年10月『津軽海峡圏の縄文文化』研究報告資料集（日本考古学協
会2016年度弘前大会第1分科会）　日本考古学協会2016年度弘前大会実行委員会）

（04）-178
宮城県教育委員会（初鹿野博之）編2016年12月『熊の作遺跡ほか』　宮城県文化財調査報告書第243集　宮城県教育委員会 ・ 東
日本旅客鉄道株式会社

（04）-179
多賀城市教育委員会（村松稔）編2017年3月『多賀城市内の遺跡2 ー平成28年度ほか発掘調査報告書ー』　多賀城市文化財調査
報告書第132集　多賀城市教育委員会

（04）-180
女川町教育委員会（古田和誠）編2017年3月『女川町文化財調査報告書7　崎山遺跡』　女川町東日本大震災復興事業関連遺跡調
査報告書2　 女川町教育委員会

（04）-181 松島町教育委員会（森田義史）編2017年3月 『名込遺跡ほか』　松島町文化財調査報告書第8集　松島町教育委員会 

（04）-182
宮城県教育委員会（村田晃一）編2018年3月『山王遺跡7 ー三陸沿岸道路建設に伴う八幡 ・ 伏石地区発掘調査報告書ー』 ー第1
分冊（道路跡、Ｄ区の調査編）－　宮城県文化財調査報告書第246集　宮城県教育委員会 ・ 国土交通省東北地方整備局

（04）-183
宮城県教育委員会（村田晃一）編2018年3月『山王遺跡7 ー三陸沿岸道路建設に伴う八幡 ・ 伏石地区発掘調査報告書ー』 ー第2
分冊（Ｆ区、Ｇ区、Ｊ区、Ｌ区の調査編）－　宮城県文化財調査報告書第246集　宮城県教育委員会 ・ 国土交通省東北地方整備局

（04）-184
宮城県教育委員会（村田晃一）編2018年3月『山王遺跡7 ー三陸沿岸道路建設に伴う八幡 ・ 伏石地区発掘調査報告書ー』 ー第3
分冊（Ｍ区、Ｎ区の調査、自然科学分析、総括編）－　宮城県文化財調査報告書第246集　宮城県教育委員会 ・ 国土交通省東北地
方整備局

（04）-185 小林圭一「松島湾における縄文時代晩期の遺跡動態」 『研究紀要』第10号　公益財団法人山形県埋蔵文化財センター　2018年3月

（04）-186 気仙沼市教育委員会（平木場秀男）編2018年3月『台の下遺跡9区』　気仙沼市文化財調査報告書第12集　気仙沼市教育委員会

（04）-187
関健吾「大代貝塚第6次調査」 『新田 ・ 山王遺跡ほか』 震災復興関係遺跡発掘調査報告1　多賀城市文化財調査報告書第137集　
多賀城市教育委員会　2018年3月

（04）-188
仙台市教育委員会（鈴木隆） 2018年3月『西台畑遺跡第13次調査』　仙台市文化財調査報告書第467集　仙台市教育委員会 ・ 住
友不動産株式会社　

（04）-189
東松島市教育委員会（赤澤靖章 ・ 佐藤敏幸）編2018年9月 『東日本大震災復興事業関連遺跡調査報告書2』　東松島市文化財調
査報告書19　東松島市教育委員会
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（04）-190
高橋満「東北地方の製塩研究の現状と課題」 『縄文の塩2 ー製塩土器の型式と技術ー』明治大学資源利用史研究クラスター研究
成果公開シンポジウム　明治大学資源利用史研究クラスター　2018年10月

（04）-191 宮城県教育委員会（村上裕次）編2018年12月『団子山西遺跡1』　宮城県文化財調査報告書第248集　宮城県教育委員会

（04）-192 宮城県教育委員会編『宮城県遺跡地名表』　　宮城県教育委員会（2019年3月現在）

（04）-193
七ヶ浜町教育委員会（田村正樹）編2019年3月『二月田貝塚第3次調査 ・ 東宮貝塚第2次調査』　七ヶ浜町文化財調査報告書第12
集　七ヶ浜町教育委員会 

（04）-194
宮城県多賀城跡調査研究所編2019年3月『多賀城跡ー宮城県多賀城跡調査研究所年報2018』多賀城跡92次調査　宮城県多賀城
跡調査研究所

（04）-195
菅原弘樹「東北地方ー里浜貝塚（縄文） ・ 江ノ浜貝塚（古代） ー」 『日本列島における製塩技術史の解明1 ー縄文から古代まで拡
張して見えるものー』文部科学省科学研究費基盤研究A研究成果公開シンポジュウム予稿集　明治大学資源利用史研究クラス
ター　2019年10月

（04）-196
気仙沼市教育委員会（熊谷満）編2019年3月『気仙沼市震災復興関連遺跡発掘調査報告書2』　気仙沼市文化財調査報告書第14
集　気仙沼市教育委員会

（04）-197
多賀城市教育委員会（村松稔）編2020年3月『多賀城市内の遺跡2　平成31年度ほか発掘調査報告書』　多賀城市文化財調査報告
書第144集　多賀城市教育委員会

（04）-198
宮城県教育委員会（齋藤和機 ・ 初鹿野博之）編2020年3月『入の沢遺跡ほかー平成27〜30年度埋蔵文化財発掘調査ー』入の沢遺
跡 ・ 市川橋遺跡 ・ 坂ノ下浦1遺跡 ・ 彦右エ門橋窯跡近接地　宮城県文化財調査報告書第251集　宮城県教育委員会

（04）-199
気仙沼市教育委員会（森千可子 ・ 青木昭和 ・ 西村力）編2020年3月『気仙沼市震災復興関連遺跡発掘調査報告書3』　気仙沼市
文化財調査報告書第16集　気仙沼市教育委員会

（04）-200
後藤勝彦「東北に於ける古代製塩についての一考察ー東北古代史の実証的解明の一試論としてー」 『宮城県塩釜竈女子高等学
校論集』　宮城県塩竈女子高等学校　1967年

（04）-201
多賀城市埋蔵文化財調査センター編1989年３月『年報6　平成3年度』　多賀城市文化財調査報告書第33集　多賀城市埋蔵文化財
調査センター

（04）-202
多賀城市埋蔵文化財調査センター （鈴木孝行）編1999年3月『市川橋遺跡　城南土地区画整理事業に伴う発掘調査略報』　多賀城
市文化財調査報告書第57集　多賀城市教育委員会 ・ 多賀城市城南土地区画整理組合

（04）-203
東松島市教育委員会（菅原弘樹ほか）編2010年3月『里浜貝塚　宮城県東松島市里浜貝塚寺下囲地点の調査概報』　東松島市文
化財調査報告書8　東松島市教育委員会

（04）-204
菅野智則「古代以前の太平洋沿岸部における居住･生業形態」 『東北太平洋沿岸地域の古代社会　科研費「東北太平洋沿岸地域
の歴史学 ・ 考古学的総合研究」考古学部門 ： 古代貝塚 ・ 集落グループ総括報告会 要旨集』　明治大学日本古代学研究所　2020
年3月

（04）-205
菅原弘樹「仙台湾周辺における古代製塩と漁撈活動」 『東北太平洋沿岸地域の古代社会　科研費「東北太平洋沿岸地域の歴史
学 ・ 考古学的総合研究」考古学部門 ： 古代貝塚 ・ 集落グループ総括報告会 要旨集』　明治大学日本古代学研究所　2020年3月

（04）-206
七ヶ浜町教育委員会（田村正樹）編2021年３月『七ヶ浜町震災復興事業関連遺跡調査報告2　平成27年度（2） ・ 平成28年度 ・ 令和
元 ・ 2年度』　七ヶ浜町文化財調査報告書第13集　七ヶ浜町教育委員会　

（04）-207
宮城県多賀城跡調査研究所「多賀城跡　第94次調査」 （古代城柵官衙遺跡検討会第47回事務局編2021年4月『第47回 古代城柵
官衙遺跡検討会 資料集』　古代城柵官衙遺跡検討会第47回事務局（宮城県多賀城跡調査研究所内）

（04）-208
菅原弘樹「貝塚からみた縄文晩期〜弥生中期の成業構造の変化―松島湾の貝塚群を中心として―」 （「年代測定と日本文化研究」
シンポジウム事務局編2009年9月『年代測定と日本文化研究　シンポジウム予稿集　第4回』　加速器分析研究所本社）
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（04）　宮城県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

4001
仙台城跡二の丸北方武
家屋敷地区

宮城県仙台市青葉区川内 塩関係木簡 江戸時代 （04）-122

4002 富沢遺跡
宮城県仙台市太白区泉崎1
丁目 ・ 長町南3丁目

製塩土器？ 弥生時代中期 （04）-62

4003 西台畑遺跡
宮城県仙台市太白区郡山2
丁目

製塩土器（縄文深鉢）、製塩
土器（平底）

縄文時代晩期、平安
時代（9世紀前半）

（04）-146、（04）-188

4004 沼向遺跡
宮城県仙台市宮城野区中
野字沼向

製塩土器
縄文時代晩期、弥生
時代中期、古代

（04）-96、（04）-135、
（04）-136、（04）-137、
（04）-138

4005 岩切畑中遺跡
宮城県仙台市宮城野区岩
切字稲荷西

支脚 平安時代 （04）-47

4006 高田B遺跡
宮城県仙台市若林区日辺
字千刈田

製塩土器 縄文時代晩期 （04）-97

4007 箕輪山貝塚 宮城県石巻市大瓜字棚橋 支脚（棒状）
平安時代（9〜10世
紀）

（04）-75

4008 スケカリ浜
宮城県石巻市狐崎浜字ス
ケカリ 

製塩土器、焼土面 平安時代 （04）-37、（04）-76

4009 沼津貝塚 宮城県石巻市沼津字出外 製塩土器 縄文時代晩期
（04）-32、（04）-35、
（04）-60、（04）-100

4010 永巌寺貝塚
宮城県石巻市羽黒町一丁
目

製塩土器 縄文時代晩期 （04）-6、（04）-60、（04）-76

4011 南境貝塚 宮城県石巻市南境字妙見 製塩土器 縄文時代晩期 （04）-72

4012 青木浜貝塚
宮城県石巻市渡波字青木
浜

製塩土器（平底） 奈良時代
（04）-60、（04）-61、
（04）-76、（04）-77、
（04）-120

4013 大浜貝塚 宮城県石巻市渡波字大浜
製塩土器、塩田 ・ 炉状遺構
（近世）

平安時代、江戸時代
（04）-39、（04）-60、
（04）-76、（04）-120

4014 一本杉貝塚（神林遺跡）
宮城県石巻市渡波字須崎
浜

製塩土器（平底） 平安時代 （04）-60、（04）-76

4015 胡桃浜貝塚
宮城県石巻市渡波字須崎
浜

製塩土器 古代 （04）-23、（04）-60

4016 梨木畑貝塚
宮城県石巻市渡波字梨木
畑

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）、製塩遺構

平安時代（9世紀）
（04）-38、（04）-60、
（04）-108

4017 法音寺境内（祝田）貝塚
宮城県石巻市渡波祝田字
明神

製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （04）-61、（04）-78

4018 法音寺下貝塚 宮城県石巻市渡波祝田 製塩土器 平安時代 （04）-29

4019 五十鈴神社下遺跡 宮城県石巻市渡波字明神 製塩土器 平安時代 （04）-78

4020 祝田貝塚
宮城県石巻市渡波祝田字
明神

製塩土器 平安時代 （04）-60

4021 垂水（囲）貝塚 宮城県石巻市渡波字垂水 製塩土器（平底） 奈良 ・ 平安時代 （04）-60、（04）-76

4022 屋敷浜貝塚
宮城県石巻市渡波字屋敷
浜

製塩土器 平安時代 （04）-60

4023 網地製塩（ナベアリ）遺跡
宮城県石巻市長渡浜字五
味尻 ・ 加知免 ・ 怱四

製塩土器（平底） 平安時代 （04）-73

4024 網地製塩B （カジメ）遺跡
宮城県石巻市長渡浜字加
知免

製塩土器 平安時代？ （04）-73

4025
網地製塩C （ゴチメリ）遺
跡

宮城県石巻市長渡浜字五
味尻

製塩土器 平安時代？ （04）-192

4026 新田東遺跡 宮城県石巻市飯野字新田 製塩土器（平底） 平安時代（10世紀） （04）-103
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4027 桃生城跡 宮城県石巻市飯野字碓畑 製塩土器（平底） 平安時代（9世紀） （04）-85

4028 沢田山西遺跡
宮城県石巻市小船越字沢
田山 ・ 崎山

支脚
平安時代（9〜10世
紀）

（04）-109

4029 八幡遺跡
宮城県石巻市桃生町永井
字八幡 ・ 黄竜渕

製塩土器 古代 （04）-109

4030 角山遺跡
宮城県石巻市桃生町太田
字角山

支脚（棒状） 7世紀 （04）-113

4031 一本松貝塚 宮城県塩竈市字一本松 製塩土器 縄文時代晩期 （04）-2、（04）-60

4032 天満崎貝塚 宮城県塩竈市天満崎 製塩土器 平安時代 （04）-60

4033 表杉ノ入貝塚 宮城県塩竈市新浜3丁目 製塩土器
縄文時代晩期、平安
時代

（04）-3、（04）-61

4034 新浜遺跡（新浜Ｂ貝塚） 宮城県塩竈市新浜3丁目
製塩土器（縄文、弥生）、製
塩土器（平底）、製塩炉

縄文時代晩期、弥生
時代中期、古代

（04）-55、（04）-60、（04）-61

4035 崎山洞窟（一匹島洞窟）
宮城県塩竈市表杉の入字
崎山

製塩土器
縄文時代晩期、弥生
時代中期、古代

（04）-7、（04）-60

4036 裏杉ノ入貝塚 宮城県塩竈市字杉の入裏 製塩土器 平安時代 （04）-60

4037 杉ノ入裏Ａ貝塚 宮城県塩竈市字杉の入裏 製塩土器（平底） 奈良 ・ 平安時代 （04）-60

4038 杉ノ入裏Ｂ貝塚 宮城県塩竈市字杉の入裏 製塩土器（平底） 奈良 ・ 平安時代 （04）-60

4039 杉ノ入裏Ｃ貝塚 宮城県塩竈市字杉の入裏 製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （04）-60

4040 杉ノ入裏Ｄ貝塚 宮城県塩竈市字杉の入裏 製塩土器 平安時代 （04）-60

4041 杉ノ入裏Ｅ貝塚 宮城県塩竈市字杉の入裏 製塩土器 平安時代 （04）-60

4042 杉ノ入裏Ｆ貝塚 宮城県塩竈市字杉の入裏 製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （04）-60

4043 内裡島Ａ貝塚 宮城県塩竈市字杉の入表
製塩土器（縄文）、製塩土器
（平底）、製塩炉

縄文時代晩期、平安
時代

（04）-60、（04）-61

4044 内裡島Ｂ貝塚 宮城県塩竈市字杉の入表 製塩土器 平安時代 （04）-60

4045 内裡島Ｃ貝塚 宮城県塩竈市字杉の入表 製塩土器 平安時代 （04）-60

4046 内裡島Ｄ貝塚 宮城県塩竈市字杉の入表 製塩土器 平安時代 （04）-60

4047 内裡島Ｅ貝塚 宮城県塩竈市字杉の入表 製塩土器 平安時代 （04）-60

4048 越の浦Ａ貝塚 宮城県塩竈市越の浦 製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （04）-60

4049 越の浦Ｂ貝塚 宮城県塩竈市越の浦 製塩土器 平安時代 （04）-60

4050 梅ケ浜貝塚
宮城県塩竈市浦戸石浜梅
ケ浜

製塩土器（平底）、製塩炉 平安時代
（04）-14、（04）-21、
（04）-30、（04）-35、（04）-60

4051 すりす浜遺跡
宮城県塩竈市浦戸桂島字
すりす浜

製塩土器 平安時代 （04）-23

4052 桂島貝塚
宮城県塩竈市浦戸桂島字
台

製塩土器 平安時代 （04）-192

4053 大藻根島貝塚
宮城県塩竈市浦戸桂島菖
蒲大藻根島

製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （04）-192

4054 朴島A遺跡
宮城県塩竈市浦戸朴島字
丑太郎

製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （04）-23
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4055 朴島B遺跡
宮城県塩竈市浦戸朴島字
家ノ上 

製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （04）-23

4056 朴島南貝塚
宮城県塩竈市浦戸朴島字
丑太郎

製塩土器 平安時代 （04）-60

4057 朴島北貝塚
宮城県塩竈市浦戸朴島字
窪沢

製塩土器、支脚 奈良 ・ 平安時代
（04）-60、（04）-159、
（04）-165、（04）-175

4058 馬背島貝塚 宮城県塩竈市浦戸馬背島 製塩土器 平安時代 （04）-60

4059 薬ヶ崎貝塚
宮城県塩竈市浦戸野々島
字薬ヶ崎

製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （04）-23、（04）-57、（04）-60

4060 馬越貝塚
宮城県塩竈市浦戸野々島
字馬越

製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （04）-60

4061 新田貝塚
宮城県塩竈市浦戸野々島
新田

製塩土器 平安時代 （04）-60

4062 長浜貝塚
宮城県塩竈市浦戸野々島
字長浜

製塩土器 平安時代 （04）-60

4063 ごしょぼら貝塚
宮城県塩竈市浦戸野々島
字平和田

製塩土器 平安時代 （04）-60

4064 平和田（平和田囲）遺跡
宮城県塩竈市浦戸野々島
字平和田

製塩土器 平安時代 （04）-23

4065 野々島（平和）貝塚
宮城県塩竈市浦戸野々島
字平和田

製塩土器 古代 （04）-73

4066 根崎貝塚
宮城県塩竈市浦戸野々島
字根崎

製塩土器 平安時代 （04）-60

4067 野々島元屋敷貝塚
宮城県塩竈市浦戸野々島
元屋敷

製塩土器 平安時代 （04）-23、（04）-60

4068
毛無崎貝塚（毛無囲貝
塚 ・ 毛無寄囲貝塚）

宮城県塩竈市浦戸野々島
字毛無崎 

製塩土器 平安時代 （04）-23、（04）-60

4069
吹越A貝塚（吹越囲A貝
塚）

宮城県塩竈市浦戸野々島
字吹越囲

製塩土器 平安時代 （04）-60

4070 宇内浜貝塚
宮城県塩竈市浦戸野々島
宇内浜

製塩土器 平安時代 （04）-60

4071 寺崎貝塚
宮城県塩竈市浦戸寒風沢
字寺崎

製塩土器 平安時代
（04）-23、（04）-60、
（04）-165

4072 美女浦貝塚
宮城県塩竈市浦戸寒風沢
字寺崎

製塩土器 平安時代 （04）-60

4073 東三百浦囲A貝塚
宮城県塩竈市浦戸寒風沢
東三百浦

製塩土器 平安時代 （04）-23、（04）-192

4074 東三百浦貝塚
宮城県塩竈市浦戸寒風沢
東三百浦囲

製塩土器
弥生時代中期、平安
時代

（04）-60

4075 虎杖浜貝塚
宮城県塩竈市浦戸寒風沢
虎杖浜

製塩土器 平安時代 （04）-23、（04）-60

4076 日向山貝塚
宮城県塩竈市浦戸寒風沢
日向山囲

製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （04）-60

4077 うなり田貝塚
宮城県塩竈市浦戸寒風沢
うなり田浜

製塩土器 平安時代 （04）-60

4078 前浜貝塚
宮城県塩竈市浦戸寒風沢
前浜

製塩土器 平安時代 （04）-60

4079 平戸Ａ貝塚
宮城県塩竈市浦戸寒風沢
平戸

製塩土器 平安時代 （04）-23、（04）-60

4080 平戸Ｂ貝塚
宮城県塩竈市浦戸寒風沢
平戸

製塩土器 平安時代 （04）-60

4081 平戸Ｃ貝塚
宮城県塩竈市浦戸寒風沢
平戸

製塩土器 平安時代 （04）-60

4082 いしやり浜貝塚
宮城県塩竈市浦戸寒風沢
平戸

製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （04）-23、（04）-60
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4083 浦戸貝塚（寒風沢貝塚）
宮城県塩竈市浦戸寒風沢
大迎

製塩土器 平安時代 （04）-60

4084 寒風沢元屋敷貝塚
宮城県塩竈市浦戸寒風沢
字元屋敷

製塩土器（平底） 平安時代
（04）-23、（04）-60、
（04）-174

4085 金山囲貝塚
宮城県塩竈市浦戸寒風沢
字金山囲

製塩土器 平安時代 （04）-61

4086 漆島A貝塚 宮城県塩竈市浦戸字漆島 製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （04）-192

4087 漆島B貝塚 宮城県塩竈市浦戸字漆島 製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （04）-192

4088 大森島Ａ遺跡
宮城県塩竈市浦戸字大森
島

製塩土器 平安時代 （04）-192

4089 大森島Ｂ遺跡
宮城県塩竈市浦戸字大森
島

製塩土器 平安時代 （04）-61

4090 大森島Ｃ遺跡
宮城県塩竈市浦戸字大森
島

製塩土器 平安時代 （04）-61

4091 塩釜神社境内遺跡 宮城県塩竈市一森山 製塩土器 縄文時代晩期 （04）-35、（04）-192

4092 台の下遺跡
宮城県気仙沼市唐桑町台
の下

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（9世紀） （04）-186

4093 杉の下貝塚
宮城県気仙沼市波路上杉
ノ下

製塩土器（平底） 古代 （04）-196

4094 波路上西館跡
宮城県気仙沼市波路上杉
ノ下

製塩土器（平底） 古代 （04）-196

4095 波路上西遺跡
宮城県気仙沼市波路上杉
ノ下

製塩土器（平底） 古代 （04）-196

4096 高谷遺跡 宮城県気仙沼市松崎高谷 製塩土器（平底） 平安時代 （04）-199

4097 家老内遺跡
宮城県白石市福岡深谷字
家老内前

製塩土器（平底） 平安時代 （04）-43

4098 清水遺跡 宮城県名取市田高字清水 製塩土器（平底） 平安時代 （04）-42、（04）-43

4099 市川橋遺跡
宮城県多賀城市市川字鴻
ノ池

製塩土器（弥生）、製塩土器
（平底）

弥生時代中期、古代
（8〜10世紀）

（04）-93、（04）-95、
（04）-98、（04）-104、
（04）-105、（04）-107、
（04）-110、 04）-111、
（04）-114、（04）-121、
（04）-123、（04）-126、
（04）-131、（04）-172、
（04）-179、（04）-198、
（04）-202

4100 山王遺跡
宮城県多賀城市市川字多
賀前

製塩土器（平底）、支脚
奈良 ・ 平安時代（8
〜10世紀）

（04） 79、（04）-82、
（04）-83、（04）-86、
（04）-87、（04）-90、
（04）-141、（04）-142、
（04）-163、（04）-179、
（04）-183、（04）-197

4101 多賀城跡
宮城県多賀城市市川 ・ 浮
島

製塩土器（平底）
奈良 ・ 平安時代（8
〜10世紀）

（04）-51、（04）-84、
（04）-91、（04）-115、
（04）-143、（04）-147、
（04）-156、（04）-160、
（04）-194、（04）-207

4102 多賀城跡
宮城県多賀城市市川 ・ 浮
島

木簡 平安時代 （04）-31、（04）-148

4103 八幡館跡 宮城県多賀城市八幡2丁目 製塩土器（平底） 平安時代 （04）-116、（04）-166

4104 橋本囲（大代）貝塚 
宮城県多賀城市大代5 ・ 6
丁目

製塩土器 縄文時代晩期
（04）-60、（04）-63、
（04）-66、（04）-71、
（04）-187、（04）-201

4105 大代洞窟遺跡
宮城県多賀城市大代字橋
本囲

製塩土器、製塩遺構
縄文時代晩期、弥生
時代中期

（04）-7、（04）-36、（04）-60、
（04）-74、
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4106 高大瀬遺跡
宮城県岩沼市下野郷字高
大瀬、新菱沼地内

製塩土器 平安時代 （04）-162

4107 にら塚遺跡
宮城県岩沼市下野郷字汐
入三

製塩土器 平安時代 （04）-164

4108 川下り貝塚 宮城県東松島市川下 製塩土器
縄文時代晩期、弥生
時代中期

（04）-7

4109 東遺跡 宮城県東松島市大塚字東 製塩土器 古代 （04）-61

4110 長石遺跡
宮城県東松島市大塚字長
石

製塩土器 古代 （04）-61

4111 亀岡貝塚
宮城県東松島市野蒜字亀
岡

製塩土器（平底）、支脚（棒
状）

奈良 ・ 平安時代
（04）-33、（04）-60、
（04）-112

4112 大塚貝塚
宮城県東松島市野蒜字大
塚 

製塩土器（平底） 古代 （04）-61

4113 江の浜貝塚
宮城県東松島市宮戸字江
の浜

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形 ・ 棒状）、製塩炉

古代（8〜9世紀）

（04）-26、（04）-35、
（04）-44、（04）-60、
（04）-61、（04）-168、
（04）-169、（04）-171、
（04）-195、（04）-205

4114 倉崎浜貝塚
宮城県東松島市宮戸字倉
崎

製塩土器
縄文時代晩期、平安
時代

（04）-60

4115 瀬戸浜Ｂ貝塚
宮城県東松島市宮戸字瀬
戸

製塩土器
縄文時代晩期、平安
時代

（04）-60

4116 寺下囲貝塚 宮城県東松島市宮戸島 製塩土器 弥生時代中期 （04）-7

4117
里浜貝塚寺下囲 ・ 西畑
地点

宮城県東松島市宮戸字里 ・
寺下

製塩土器（縄文）、製塩土器
（平底）

縄文時代晩期、奈良
時代

（04）-4、（04）-7、（04）-45、
（04）-48、（04）-52、
（04）-56、（04）-58、
（04）-60、（04）-61、
（04）-88、（04）-92、
（04）-94、（04）-102、
（04）-106、（04）-118、
（04）-125、（04）-144、
（04）-203

4118 大畑貝塚
宮城県東松島市宮戸字大
畑 

製塩土器 縄文時代晩期、古代 （04）-60、（04）-61

4119 蛤浜貝塚
宮城県東松島市宮戸字蛤
浜 

製塩土器（縄文）、製塩土器
（平底）

縄文時代晩期、平安
時代

（04）-23、（04）-60、（04）-61

4120 大目軽（メカル）浜貝塚
宮城県東松島市宮戸字大
目軽 

製塩土器 古代 （04）-60、（04）-192

4121 目軽浜貝塚
宮城県東松島市宮戸字目
軽 

製塩土器 縄文時代晩期 （04）-60

4122 小目軽山貝塚
宮城県東松島市宮戸字小
目軽

製塩土器 平安時代？ （04）-60

4123 横根遺跡（貝塚）
宮城県東松島市宮戸字横
根

製塩土器
縄文時代晩期、平安
時代

（04）-23、（04）-60

4124 大浜貝塚
宮城県東松島市宮戸字大
浜 

製塩土器
縄文時代晩期、平安
時代？

（04）-60、（04）-192

4125 大浜菅田遺跡
宮城県東松島市宮戸字大
浜管田 

製塩土器 古代 （04）-192

4126 三サ河貝塚
宮城県東松島市宮戸字川
向 

製塩土器 平安時代 （04）-60

4127 三サ河Ｂ遺跡
宮城県東松島市宮戸字三
サ河

製塩土器 古代 （04）-40

4128 小室貝塚
宮城県東松島市宮戸字小
室

製塩土器 平安時代 （04）-60

4129 マゴメ浜遺跡
宮城県東松島市宮戸字重
浜神の前

製塩土器 古代 （04）-61、（04）-189

4130 元屋敷遺跡
宮城県東松島市宮戸字元
屋敷

製塩土器 古代 （04）-23
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4131 西権助遺跡
宮城県東松島市宮戸字西
権助

製塩土器 古代 （04）-61

4132 中桂Ａ貝塚
宮城県東松島市宮戸字田
表 

製塩土器 古代 （04）-61

4133 田尻貝塚
宮城県東松島市宮戸字田
尻 

製塩土器 縄文時代晩期 （04）-61

4134 田尻Ａ遺跡
宮城県東松島市宮戸字田
尻

製塩土器 古代 （04）-61

4135 田尻Ｂ遺跡
宮城県東松島市宮戸字田
尻

製塩土器（平底） 古代 （04）-61

4136 萱和田遺跡
宮城県東松島市宮戸字萱
和田

製塩土器 古代 （04）-61

4137 後田Ａ遺跡
宮城県東松島市宮戸字後
田 

製塩土器 古代 （04）-61

4138 後田Ｂ遺跡
宮城県東松島市宮戸字後
田 

製塩土器 古代 （04）-61

4139 西大振場遺跡
宮城県東松島市宮戸字西
大振場 

製塩土器 古代 （04）-61

4140 深海遺跡
宮城県東松島市宮戸字深
海

製塩土器 古代 （04）-61

4141 仙戸遺跡（貝塚）
宮城県東松島市宮戸 ・ 仙
戸

製塩土器 古代 （04）-35

4142 中沢目貝塚
宮城県大崎市田尻蕪栗熊
野堂

製塩土器 縄文時代晩期 （04）-50、（04）-53

4143 北小松遺跡
宮城県大崎市田尻小松字
屋敷裏

製塩土器 縄文時代晩期
（04）-140、（04）-149、
（04）-161

4144 団子山西遺跡
宮城県大崎市田尻小松 ・
大嶺 ・ 中目 ・ 通木

支脚 古代 （04）-191

4145 小梁川遺跡
宮城県刈田郡七ヶ宿町小
梁川

製塩土器（平底） 平安時代 （04）-54

4146 大橋貝塚
宮城県亘理郡亘理町長瀞
字大橋

製塩土器、支脚 平安時代 （04）-60、（04）-120

4147 館の内遺跡
宮城県亘理郡山元町大平
字館の内

製塩土器（平底） 平安時代 （04）-101

4148 狐塚遺跡第2号木炭窯跡
宮城県亘理郡山元町坂元
字狐塚 ・ 向山

製塩土器（平底）
平安時代（10世紀前
半）

（04）-80、（04）-178

4149 熊の作遺跡
宮城県亘理郡山元町坂元
字熊ノ作

製塩土器（平底）
平安時代（9世紀中
〜後半）

（04）-178

4150 新中永窪遺跡
宮城県亘理郡山元町坂元
字新中永窪

製塩土器（平底）
8世紀後半〜9世紀初
頭

（04）-178

4151 西石山原遺跡
宮城県亘理郡山元町高瀬
字西石山原

製塩土器（平底） 平安時代 （04）-154

4152 湧沢遺跡
宮城県亘理郡山元町山寺
字涌沢

製塩土器（平底）
平安時代（9世紀中
〜後半）

（04）-170

4153 鷺島貝塚
宮城県宮城郡松島町磯崎
字鷺島

製塩土器
縄文時代晩期、弥生
時代中期

（04）-192

4154 西ノ浜貝塚
宮城県宮城郡松島町磯崎
字西ノ浜

製塩土器、製塩遺構
縄文時代晩期、弥生
時代中期、古代

（04）-7、（04）-9、（04）-10、
（04）-15、（04）-35、
（04）-49、（04）-60、
（04）-61、（04）-99、
（04）-127、（04）-128、
（04）-132

4155 館ヶ崎貝塚
宮城県宮城郡松島町磯崎
字西ノ浜

製塩土器（縄文、弥生）、製
塩土器（平底）、支脚（円筒
形）、製塩炉

縄文時代晩期、弥生
時代中期、平安時代

（04）-19、（04）-34、
（04）-35、（04）-60、（04）-61

4156 松島マリーナ脇遺跡
宮城県宮城郡松島町磯崎
字西ノ浜

製塩土器（平底） 古代 （04）-61

4157 新浜A遺跡
宮城県宮城郡松島町磯崎
字新浜

製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （04）-192
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4158 新浜B遺跡
宮城県宮城郡松島町磯崎
字新浜

製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （04）-192

4159 新浜B遺跡
宮城県宮城郡松島町磯崎
字新浜

製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （04）-61

4160 帰命院下貝塚
宮城県宮城郡松島町高城
字帰命院下

製塩土器 縄文時代晩期 （04）-192

4161 梅ノ木Ａ貝塚
宮城県宮城郡松島町手樽
字梅ノ木

製塩土器 平安時代 （04）-60

4162 梅ノ木Ｂ遺跡
宮城県宮城郡松島町手樽
字梅ノ木

製塩土器（平底） 古代 （04）-61、（04）-73

4163 梅ノ木Ｃ遺跡
宮城県宮城郡松島町手樽
字梅ノ木

製塩土器（平底） 古代 （04）-61、（04）-73

4164 梅ノ木Ｄ遺跡
宮城県宮城郡松島町手樽
字梅ノ木

製塩土器 古代 （04）-61、（04）-73

4165 梅ノ木Ｅ遺跡
宮城県宮城郡松島町手樽
字梅ノ木

製塩土器（平底） 平安時代？ （04）-60、（04）-61

4166 堀籠Ａ貝塚
宮城県宮城郡松島町手樽
字堀籠

製塩土器 平安時代 （04）-60

4167 堀籠B貝塚
宮城県宮城郡松島町手樽
字堀籠

製塩土器 平安時代？ （04）-60

4168 大浜貝塚
宮城県宮城郡松島町手樽
字大浜

製塩土器 平安時代 （04）-60

4169 大浜Ｂ遺跡
宮城県宮城郡松島町手樽
字大浜

製塩土器 古代 （04）-61

4170 名込貝塚
宮城県宮城郡松島町手樽
字名込

製塩土器 縄文時代晩期、古代 （04）-192

4171 梅ヶ沢Ｂ遺跡（貝塚）
宮城県宮城郡松島町手樽
字梅ヶ沢

製塩土器（縄文）、製塩土器
（平底）

縄文時代晩期、弥生
時代中期、平安時代

（04）-60、（04）-61

4172 古浦Ａ貝塚
宮城県宮城郡松島町手樽
字七十里

製塩土器
縄文時代晩期、弥生
時代中期、平安時代

（04）-60

4173 古浦B遺跡
宮城県宮城郡松島町手樽
字七十里

製塩土器 古代 （04）-23

4174 古浦C遺跡
宮城県宮城郡松島町手樽
字七十里

製塩土器 古代 （04）-61

4175 古浦D遺跡
宮城県宮城郡松島町手樽
字七十里

製塩土器 不明 （04）-192

4176 古浦貝塚
宮城県宮城郡松島町手樽
字七十里

製塩土器 縄文時代晩期 （04）-61

4177 早川遺跡
宮城県宮城郡松島町手樽
字早川

製塩土器 古代 （04）-61

4178 釜沢遺跡
宮城県宮城郡松島町手樽
字釜沢

製塩土器 古代 （04）-61

4179 六合沢Ａ遺跡
宮城県宮城郡松島町手樽
字六合沢

製塩土器 古代 （04）-61

4180 六合沢B遺跡
宮城県宮城郡松島町手樽
字六合沢

製塩土器 縄文時代晩期 （04）-61

4181 銭神下貝塚
宮城県宮城郡松島町手樽
字銭神

製塩土器 縄文時代晩期 （04）-60

4182 銭神Ａ遺跡
宮城県宮城郡松島町手樽
字銭神

製塩土器（縄文）、製塩土器
（平底）

縄文時代晩期、古代 （04）-61

4183 銭神Ｂ遺跡
宮城県宮城郡松島町手樽
字銭神

製塩土器（平底） 古代 （04）-61

4184 銭神Ｃ遺跡
宮城県宮城郡松島町手樽
字銭神

製塩土器 古代 （04）-61

4185 銭神Ｄ遺跡
宮城県宮城郡松島町手樽
字銭神

製塩土器、製塩土器（平底） 縄文時代晩期、古代 （04）-61
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4186 銭神Ｅ遺跡
宮城県宮城郡松島町手樽
字銭神

製塩土器 古代 （04）-61

4187 銭神Ｇ遺跡
宮城県宮城郡松島町手樽
字銭神

製塩土器（平底） 古代 （04）-61

4188 新田遺跡
宮城県宮城郡松島町手樽
字新田

製塩土器 古代 （04）-61

4189 元手樽遺跡
宮城県宮城郡松島町手樽
元手樽

製塩土器 平安時代 （04）-60

4190 音無遺跡
宮城県宮城郡松島町根廻
字人筈

支脚（円筒形）
平安時代（9世紀後
半）

（04）-68

4191 瑞巌寺裏遺跡
宮城県宮城郡松島町松島
字町内

製塩土器 古代 （04）-192

4192 瑞巌寺境内遺跡
宮城県宮城郡松島町松島
字町内

製塩土器（平底）、支脚、製
塩炉

平安時代
（04）-129、（04）-134、
（04）-150、（04）-167

4193 九ノ島Ａ貝塚
宮城県宮城郡松島町松島
字九ノ島

製塩土器（縄文、弥生）、製
塩土器（平底）

縄文時代晩期、弥生
時代中期、奈良 ・ 平
安時代

（04）-60、（04）-61

4194 九ノ島Ｂ貝塚
宮城県宮城郡松島町松島
字九ノ島

製塩土器 奈良 ・ 平安時代？ （04）-60

4195 九ノ島Ｃ貝塚
宮城県宮城郡松島町松島
字九ノ島

製塩土器 奈良 ・ 平安時代？ （04）-60

4196 九ノ島Ｄ貝塚
宮城県宮城郡松島町松島
字九ノ島

製塩土器 奈良 ・ 平安時代？ （04）-60

4197 焼鳥A貝塚
宮城県宮城郡松島町松島
字焼鳥

製塩土器（平底） 奈良 ・ 平安時代 （04）-60、（04）-61

4198 焼鳥B貝塚
宮城県宮城郡松島町松島
字焼鳥

製塩土器 平安時代 （04）-60

4199 引通島貝塚
宮城県宮城郡松島町松島
字引通島

製塩土器 平安時代 （04）-60

4200 福浦島貝塚
宮城県宮城郡松島町松島
字福浦島

製塩土器
縄文時代晩期、弥生
時代中期

（04）-133

4201 福浦島A貝塚
宮城県宮城郡松島町松島
字福浦島

製塩土器
縄文時代晩期、弥生
時代中期、平安時代

（04）-192

4202 福浦島Ｂ貝塚
宮城県宮城郡松島町松島
字福浦島

製塩土器 平安時代 （04）-192

4203 福浦島Ｃ貝塚
宮城県宮城郡松島町松島
字福浦島

製塩土器 古代 （04）-192

4204 福浦島D貝塚
宮城県宮城郡松島町松島
字福浦島

製塩土器 不明 （04）-73

4205 通珂崎貝塚
宮城県宮城郡松島町松島
字東浜

製塩土器 縄文時代晩期 （04）-60

4206 阿賀沼貝塚
宮城県宮城郡七ヶ浜町菖
蒲田浜字小塚 

製塩土器
縄文時代晩期 、弥生
時代中期

（04）-60、（04）-61

4207 鬼ノ神山（野山）貝塚
宮城県宮城郡七ヶ浜町菖
蒲田浜宇野山 

製塩土器
縄文時代晩期、弥生
時代中期

（04）-46、（04）-60、
（04）-61、（04）-153

4208 野山遺跡
宮城県宮城郡七ヶ浜町菖
蒲田浜宇野山

製塩土器 縄文時代晩期 （04）-46

4209 東原遺跡
宮城県宮城郡七ヶ浜町菖
蒲田浜字東原

製塩土器 縄文時代晩期 （04）-61

4210 諏訪神社前遺跡
宮城県宮城郡七ヶ浜町菖
蒲田浜字林合

製塩土器 縄文時代晩期、古代 （04）-61、（04）-173

4211 大木囲貝塚
宮城県宮城郡七ヶ浜町東
宮浜字東大木

製塩土器 縄文時代晩期
（04）-27、（04）-28、
（04）-157

4212 左道貝塚
宮城県宮城郡七ヶ浜町東
宮浜要害浜字左道

製塩土器
縄文時代晩期、平安
時代

（04）-60、（04）-67

4213 小畑貝塚
宮城県宮城郡七ヶ浜町東
宮浜要害浜字左道

製塩土器 時期不明 （04）-60
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4214 東宮（鳳寿寺）貝塚
宮城県宮城郡七ヶ浜町東
宮浜寺島

製塩土器、製塩遺構
弥生時代中期、平安
時代

（04）-11、（04）-17、
（04）-18、（04）-35、
（04）-60、（04）-193、
（04）-200

4215 丑山遺跡
宮城県宮城郡七ヶ浜町東
宮浜字丑山

製塩土器
縄文時代晩期、平安
時代

（04）-23

4216 小友遺跡
宮城県宮城郡七ヶ浜町東
宮浜字小友

製塩土器 古代 （04）-23

4217 （高山）表浜貝塚
宮城県宮城郡七ヶ浜町花
渕浜字浜沼

製塩土器（平底）、棒状脚
（知多式4類相当）、製塩炉

平安時代
（04）-7、（04）-60、
（04）-173、（04）-206

4218 長須賀（菖蒲田）貝塚
宮城県宮城郡七ヶ浜町花
淵浜字長須賀

製塩土器（平底）、棒状脚
（知多式4類相当）、支脚、製
塩炉

奈良 ・ 平安時代
（04）-23、（04）-60、
（04）-159、（04）-173

4219 笹山貝塚
宮城県宮城郡七ヶ浜町松ヶ
浜字笹山

製塩土器
縄文時代晩期、弥生
時代中期

（04）-60

4220 林崎貝塚 
宮城県宮城郡七ヶ浜町松ヶ
浜字林崎

製塩土器
縄文時代晩期、弥生
時代中期 

（04）-2、（04）-7、（04）-36、
（04）-60、（04）-173、
（04）-206

4221 弁天Ａ遺跡
宮城県宮城郡七ヶ浜町湊
浜字弁天

製塩土器 古代 （04）-61

4222 弁天B遺跡
宮城県宮城郡七ヶ浜町湊
浜手弁天

製塩土器 古代 （04）-61

4223 弁天C遺跡
宮城県宮城郡七ヶ浜町湊
浜字弁天

製塩土器 古代 （04）-61

4224 新田前貝塚
宮城県宮城郡七ヶ浜町湊
浜新田前

製塩土器 平安時代 （04）-60

4225 水浜遺跡
宮城県宮城郡七ヶ浜町代ヶ
崎浜字水浜

製塩土器（縄文）、製塩土器
（平底）、製塩炉

縄文時代晩期、平安
時代

（04）-16、（04）-35、
（04）-60、（04）-61、（04）-70

4226 土浜A貝塚 
宮城県宮城郡 七ヶ浜町
代ヶ崎浜字土浜 

製塩土器 弥生時代、古代 （04）-193

4227 土浜B貝塚 
宮城県宮城郡 七ヶ浜町
代ヶ崎浜字土浜 

製塩土器 平安時代 （04）-23

4228 清水洞窟貝塚
宮城県宮城郡七ヶ浜町代ヶ
崎浜字清水

製塩土器（縄文）、製塩土器
（平底）、製塩遺構

縄文時代晩期、弥生
時代中期、平安時代

（04）-7、（04）-60、（04）-145

4229 沢上貝塚 
宮城県宮城郡七ヶ浜町代ヶ
崎浜字沢上

製塩土器 縄文時代晩期 （04）-22、（04）-60

4230 峯貝塚
宮城県宮城郡七ヶ浜町代ヶ
崎浜字峯   

製塩土器 縄文時代晩期 （04）-60、（04）-61

4231 馬放島貝塚
宮城県宮城郡七ヶ浜町代ヶ
崎字馬放 

製塩土器（平底） 平安時代 （04）-36、（04）-60、（04）-61

4232
二月田貝塚（空墓貝塚 ・
吉田浜貝塚）

宮城県宮城郡七ヶ浜町吉
田浜字二月田

製塩土器、製塩遺構
縄文時代晩期 、弥生
時代中期、古代

（04）-7、（04）-20、（04）-35、
（04）-60、（04）-61、
（04）-173、（04）-193

4233 神明遺跡
宮城県宮城郡七ヶ浜町吉
田浜字神明

製塩土器 古代 （04）-61

4234 前塚囲遺跡
宮城県宮城郡七ヶ浜町吉
田浜字前塚

製塩土器 縄文時代晩期 （04）-73

4235 前塚上の台A遺跡
宮城県宮城郡七ヶ浜町吉
田浜上ノ台

製塩土器 古代 （04）-73

4236 沢尻囲貝塚 宮城県宮城郡七ヶ浜町 製塩土器 弥生時代中期 （04）-177

4237 浜田洞窟遺跡
宮城県宮城郡利府町赤沼
字井戸尻

製塩土器
縄文時代晩期、弥生
時代中期

（04）-60

4238 井戸尻遺跡
宮城県宮城郡利府町赤沼
字井戸尻

製塩土器 古代 （04）-192

4239 櫃ヶ浦貝塚
宮城県宮城郡利府町赤沼
字浜田櫃ケ浦

製塩土器（平底） 平安時代 （04）-60、（04）-61

4240 摺萩遺跡
宮城県黒川郡大和町宮床
字摺萩

製塩土器 縄文時代晩期 （04）-64
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4241 崎山遺跡
宮城県牡鹿郡女川町石浜
字崎山

製塩土器
奈良時代（8世紀前
半）

（04）-180

4242 出島貝塚
宮城県牡鹿郡女川町出島
字別当浜

製塩土器（平底） 古代 （04）-65

4243 唐松山下貝塚
宮城県牡鹿郡女川町針の
浜字唐松

製塩土器
縄文時代晩期、平安
時代？

（04）-60

4244 黒島貝塚
宮城県牡鹿郡女川町針の
浜字黒島

製塩土器 縄文時代晩期 （04）-60
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日本塩業史研究文献目録 （考古編）

（05）　秋田県

（05）-1
磯村朝次郎「秋田県沿岸における土器製塩に関する予察－男鹿半島の擬定製塩遺跡および遺物－」 『男鹿半島研究』第2号　男
鹿地域研究会　1973年4月

（05）-2
秋田市教育委員会（小松正夫 ・ 石細岡誠一 ・ 日野久）編1976年3月『秋田城跡　昭和五十年度秋田城跡発掘調査概報』　秋田市
教育委員会

（05）-3
秋田県教育委員会（永瀬福男）編1976年3月『能代・山本地区広域農道建設に伴う発掘調査報告書－八森坂遺跡・南山ノ上遺跡・
サシトリ台遺跡－』　秋田県文化財調査報告書第37集　秋田県教育委員会

（05）-4
秋田市教育委員会（小松正夫 ・ 石郷岡誠一 ・ 日野久）編1977年3月『秋田城跡　昭和五十一年度秋田城跡発掘調査概報』　秋田
市教育委員会

（05）-5 日本塩業大系編集委員会（近藤義郞）編1978年3月『日本塩業大系　史料編　考古』　日本専売公社　

（05）-6 秋田県教育委員会（庄内昭男）編1979年3月『宮の前遺跡発掘調査報告』　秋田県文化財調査報告書第64集　秋田県教育委員会

（05）-7
秋田県教育委員会（永瀬福男 ・ 熊谷太郎ほか）編1980年3月『中田面遺跡 ・ 重兵衛台1遺跡 ・ 重兵衛台2遺跡 ・ 根洗場遺跡発掘
調査報告書』　秋田県文化財調査報告書第74集　秋田県教育委員会　

（05）-8
秋田県教育委員会（永瀬福男 ・ 熊谷太郎）編1981年3月『杉沢台遺跡 ・ 竹生遺跡発掘調査報告書』　秋田県文化財調査報告書第
83集　秋田県教育委員会

（05）-9 岩見誠夫「原始 ・ 古代の郷土」 （岩美町史編さん委員会編1981年12月『若美町史』　若美町）

（05）-10
秋田県教育委員会（児玉準一）編1984年3月『三十刈1 ・ 2遺跡発掘調査報告書ー秋田県男鹿市における縄文 ・ 弥生 ・ 平安時代
遺跡の調査ー』　秋田県文化財調査報告書第110集、秋田県教育委員会

（05）-11 秋田県教育委員会（桜田隆）編1984年3月『土井遺跡発掘調査報告書』　秋田県文化財調査報告書第111集　秋田県教育委員会

（05）-12
秋田県教育委員会（大野憲司 ・ 柴田陽一郎）編1984年3月『此掛沢2遺跡 ・ 上の山2遺跡発掘調査報告書』　秋田県文化財調査報
告書第114集、秋田県教育委員会

（05）-13
秋田県教育委員会（柴田陽一郎 ・ 橋本高史）編1985年3月『カウヤ遺跡発掘調査報告書』　秋田県文化財調査報告書第123集　秋
田県教育委員会

（05）-14
秋田県教育委員会（柴田陽一郎 ・ 栗沢光男）編1986年3月『カウヤ遺跡第2次発掘調査報告書』　秋田県文化財調査報告書第135
集　秋田県教育委員会

（05）-15
秋田県教育委員会（熊谷太郎 ・ 児玉準）編1986年3月『上の山2遺跡第二次発掘調査報告書』　秋田県文化財調査報告書第137集　
秋田県教育委員会　

（05）-16 秋田県埋蔵文化財センター編1986年3月『遺跡詳細分布調査報告書』　秋田県文化財調査報告書第140集　秋田県教育委員会

（05）-17 仁賀保町教育委員会（庄内昭男）編1987年3月『秋田県仁賀保町　立沢遺跡発掘調査報告』　秋田県仁賀保町教育委員会

（05）-18 男鹿市教育委員会編1988年3月『男鹿市遺跡詳細分布調査報告書』　男鹿市教育委員会

（05）-19
秋田県教育委員会（小林克 ・ 利部修一）編1988年3月『寒川1遺跡 ・ 寒川2遺跡』　秋田県文化財調査報告書第167集　秋田県教育
委員会

（05）-20
秋田県教育委員会（小林克 ・ 高橋学）編1989年年3月『福田遺跡 ・ 石丁遺跡 ・ 蟹子沢遺跡 ・ 十二林遺跡』　秋田県文化財調査報
告書第178集　秋田県教育委員会

（05）-21 秋田県教育委員会編1990年3月『秋田県遺跡地図（中央版）』　秋田県教育委員会

（05）-22
冨樫泰時 ・ 児玉準－「本荘市上谷地遺跡について　由利柵推定他の調査」 『秋田県埋蔵文化財センター研究紀要』第7号　秋田
県埋蔵文化財センター　1992年3月
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（05）-23
小林克 ・ 高橋学「峰浜村手前谷地尻遺跡出土の遺物について」 『秋田県埋蔵文化財センター研究紀要』第7号　秋田県埋蔵文化
財センター　1992年3月

（05）-24
柴田陽一郎「秋田県内における土製支脚について」 『秋田県埋蔵文化財センター研究紀要』第8号　秋田県埋蔵文化財センター　
1993年3月

（05）-25
秋田県教育庁払田柵跡調査事務所（児玉準一）編1993年3月『払田柵跡－第92 ・ 93次調査概要』　秋田県文化財調査報告書第
238集　払田柵跡調査事務所年報1992　　秋田県教育委員会 ・ 秋田県教育庁払田柵跡調査事務所

（05）-26 柴田陽一郎「秋田県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（05）-27
秋田県教育委員会（谷地薫）編1995年3月『東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書19 ー古野遺跡ー』　 秋田県文化財調査報
告書253集 　秋田県教育委員会

（05）-28 能代市史編さん委員会編1995年3月『能代市史 資料編 考古』 　能代市

（05）-29 秋田県教育委員会（柴田陽一郎）編1998年3月『湯ノ沢岱遺跡』　秋田県文化財調査報告書第273集　秋田県教育委員会

（05）-30 秋田県埋蔵文化財センター （泉田健）編2000年3月『上野遺跡』　秋田県文化財調査報告書第295集　秋田県教育委員会

（05）-31 秋田県埋蔵文化財センター （小林克）編2002年3月『諏訪遺跡』　秋田県文化財調査報告書第328集　秋田県教育委員会

（05）-32 秋田市教育委員会（伊藤武士 ・ 神田和彦 ・ 小野隆志）編2002年3月『長岡遺跡』　秋田市教育委員会

（05）-33
秋田県埋蔵文化財センター （粟澤光男 ・ 鈴木茂）編2002年3月『大浦遺跡』　秋田県文化財調査報告書第336集　秋田県教育委員
会

（05）-34 秋田県教育委員会（邊渡慎一 ・ 高橋忠彦）編2002年3月『後山遺跡』　秋田県文化財調査報告書第340集　秋田県教育委員会

（05）-35 「二〇四　製塩遺跡」 （秋田市編2003年3月『秋田市史』第16巻　民俗編　秋田市）

（05）-36 秋田県教育委員会（榮一郎）編2003年3月『和田3遺跡』　秋田県文化財調査報告書第350集　秋田県教育委員会

（05）-37 秋田県教育委員会（半田あきほ ・ 高橋忠彦）編2003年3月『西野遺跡』　秋田県文化財調査報告書第360集　秋田県教育委員会

（05）-38 秋田県教育委員会編2005年3月『ムサ岱遺跡』　秋田県文化財調査報告書第396集　秋田県教育委員会

（05）-39
秋田県教育委員会（菊池晋 ・ 佐藤信 ・ 菅原ゆかり）編2005年3月『上の山2遺跡』　秋田県文化財調査報告書第397集　秋田県教
育委員会

（05）-40
能代市教育委員会（播摩芳紀）編2005年3月『下大野2遺跡－宅地造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－』　能代市埋蔵文
化財調査報告書第16集　能代市教育委員会

（05）-41
秋田市教育委員会文化振興室・秋田城跡調査事務所（伊藤武士）編2008年3月『秋田城跡2－鵜ノ木地区ー』　秋田市教育委員会・
秋田城跡調査事務所

（05）-42 秋田県埋蔵文化財センター （吉川耕太郎）編2008年3月『縄手下遺跡』　秋田県文化財調査報告書第410集　秋田県教育委員会　

（05）-43
秋田県教育委員会（磯村亨 ・ 武藤祐浩 ・ 石澤宏基 ・ 菅原ゆかり ・ 相馬美紗子）編2008年3月『湯水沢遺跡』　秋田県文化財調査
報告書第431集　秋田県教育委員会

（05）-44
秋田県教育委員会（簗瀬圭二 ・ 加藤竜 ・ 藤本玲子）編2010年3月『前田表2遺跡』　秋田県文化財調査報告書第451集　秋田県教
育委員会

（05）-45
秋田県教育委員会（山田徳道 ・ 磯村亨 ・ 相馬美紗子）編2010年3月『平右衛門田尻遺跡』　秋田県文化財調査報告書第455集　秋
田県教育委員会

（05）-46 秋田県教育委員会（山田徳道）編2011年7月『前田表遺跡』　秋田県文化財調査報告書第469集　秋田県教育委員会　
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（05）-47 秋田県教育委員会（高橋学）編2011年7月『黒沼下堤下館跡』　秋田県文化財調査報告書第470集　秋田県教育委員会　

（05）-48 秋田県教育委員会（簗瀬圭二）編2012年2月『家ノ浦遺跡』　秋田県文化財調査報告書第473集　秋田県教育委員会　

（05）-49
秋田市教育委員会秋田城跡調査事務所（高橋明道 ・ 松下秀博 ・ 伊藤武士 ・ 小野隆志）編2012年3月『秋田城跡　秋田城跡調査
事務所年報2011』　秋田市教育委員会秋田城跡調査事務所

（05）-50 柏木大延「古代東北 ・ 北海道における土製支脚の系譜とその意義」 『物質文化』第93号　物質文化研究会　2013年3月

（05）-51 秋田県教育委員会（簗瀬圭二 ・ 村上義直）編2013年3月『家ノ浦2遺跡』　秋田県文化財調査報告書第485集　秋田県教育委員会

（05）-52
秋田県埋蔵文化財センター （高橋和成）編2013年9月『清水尻1遺跡 ・ 清水尻2遺跡』　秋田県文化財調査報告書第488集　秋田県
教育委員会
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（05）　秋田県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

5001 秋田城跡
秋田県秋田市寺内字大小
賂 ・ 鵜ノ木

支脚（円筒形） 古代（9世紀）
(05）-2、 (05）-4、 (05）-35、
(05）-41、 (05）-49

5002 平右衛門田尻遺跡
秋田県秋田市飯島字平右
衛門田尻

支脚 古代 (05）-45

5003 諏訪遺跡
秋田県秋田市豊岩豊巻字
諏訪

支脚（円筒形） 平安時代 (05）-31

5004 古野遺跡
秋田県秋田市上北手古野
字向老方

支脚 平安時代（10世紀） (05）-27、 (05）-47

5005 上野遺跡 秋田県秋田市河辺戸島 支脚（円筒形） 平安時代 (05）-30

5006 長岡遺跡
秋田県秋田市下新城長岡
字前谷地 ・ 外脇 ・ 中沖

支脚（円筒形） 平安時代（9世紀） (05）-32

5007 竹生遺跡    秋田県能代市竹生字竹生 支脚（円筒形 ・ 棒状） 平安時代（9世紀） (05）-8

5008 サシトリ台遺跡    
秋田県能代市外荒巻字サ
シトリ台

支脚（円筒形） 平安時代（11世紀） (05）-3

5009 重兵衛台2遺跡
秋田県能代市坂形字重兵
衛台

支脚（円筒形） 平安時代（10世紀） (05）-7、 (05）-28

5010 上ノ山2遺跡
秋田県能代市浅内字上の
山

支脚（円筒形）
平安時代（10〜11世
紀）

(05）-12、 (05）-15、
(05）-39

5011 ムサ岱遺跡
秋田県能代市浅内字ムサ
岱

支脚（円筒形） 平安時代（10世紀） (05）-3、 (05）-38

5012 寒川2遺跡
秋田県能代市浅内字寒川
家の上

支脚（円筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

(05）-19

5013 十二林遺跡  
秋田県能代市浅内字十二
林

支脚（円筒形） 平安時代（10世紀） (05）-20

5014 福田遺跡
秋田県能代市浅内字福田
上野

支脚（円筒形） 平安時代（10世紀） (05）-20

5015 下大野2遺跡
秋田県能代市落合字下大
野

支脚（円筒形） 古代 (05）-40、 (05）-42

5016 岡獅子館遺跡
秋田県男鹿市五里合中石
字岡獅子

支脚（円筒形） 平安時代 (05）-1、 (05）-18

5017 十文字松原遺跡
秋田県男鹿市五里合中石
字東山松原

支脚（円筒形） 古代 (05）-1、 (05）-18

5018 三十刈1遺跡
秋田県男鹿市五里合箱井
字三十刈

支脚（円筒形） 平安時代（9世紀） (05）-10

5019 釜谷地地区
秋田県男鹿市野石釜谷地
地区

支脚（円筒形） 古代 (05）-1、 (05）-9

5020 中山1遺跡
秋田県男鹿市船川港椿字
中山

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代 (05）-1、 (05）-18、 (05）-21

5021 椿 ・ 中山遺跡
秋田県男鹿市船川港椿字
中山

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代 (05）-5

5022 根木1遺跡 秋田県男鹿市船越字根木  製塩土器 平安時代 (05）-18、 (05）-21

5023 頭名地遺跡  
秋田県男鹿市脇本字頭名
地  

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代 (05）-1、 (05）-18

5024 宮の前遺跡
秋田県湯沢市駒形町字八
面宮ノ前

支脚（棒状） 平安時代（11世紀） (05）-6

5025 大浦遺跡
秋田県由利本荘市大浦字
八走

支脚（円筒形） 平安時代 (05）-33

5026 湯水沢遺跡 
秋田県由利本荘市葛法字
湯水沢

支脚（円筒形） 古代 (05）-43
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5027 上谷地遺跡  
秋田県由利本荘市土谷字
上谷地

支脚（円筒形） 平安時代（10世紀） (05）-22

5028 西野遺跡
秋田県潟上市昭和豊川山
田字家ノ上

支脚 平安時代 (05）-37

5029 後山遺跡  
秋田県潟上市昭和豊川龍
毛字後山

支脚（棒状） 平安時代（9世紀） (05）-34

5030 払田柵跡
秋田県大仙市払田字仲谷
地

支脚（筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

(05）-25

5031 カウヤ遺跡 
秋田県にかほ市象潟町小
砂川字カウヤ

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形 ・ 棒状）、製塩炉

古代（8〜10世紀）
(05）-13、 (05）-14、
(05）-16

5032 清水尻1遺跡
秋田県にかほ市平沢字清
水尻

製塩土器 平安時代 (05）-52

5033 清水尻2遺跡
秋田県にかほ市平沢字清
水尻

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代 (05）-52

5034 家ノ浦遺跡
秋田県にかほ市両前寺字
家ノ浦

支脚（円筒形） 平安時代 (05）-48

5035 家ノ浦2遺跡
秋田県にかほ市両前寺字
家ノ浦

製塩土器（平底？） 古代 (05）-51

5036 前田表遺跡
秋田県にかほ市両前寺字
前田表

支脚 平安時代 (05）-46

5037 前田表2遺跡
秋田県にかほ市両前寺字
前田表

支脚（円筒形） 平安時代 (05）-44

5038 猿田遺跡
秋田県にかほ市両前寺字
浜中

製塩土器 古代 (05）-52

5039 立沢遺跡 秋田県にかほ市平沢立沢
製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（10世紀） (05）-17

5040 和田3遺跡
秋田県山本郡三種町豊岡
金田字和田

支脚（円筒形） 平安時代 (05）-36

5041 土井遺跡
秋田県山本郡八峰町宇土
井

支脚（円筒形） 平安時代（10世紀） (05）-11

5042 手前谷地尻遺跡    
秋田県山本郡八峰町沼田
字手前谷地尻

支脚（円筒形） 平安時代（9世紀） (05）-23

5043 沢目地区遺跡
秋田県山本郡八峰町沢目
地区

支脚（円筒形） 古代 (05）-3

5044 湯ノ沢岱遺跡 秋田県山本郡八峰町水沢 支脚（円筒形） 平安時代 (05）-29

5756



日本塩業史研究文献目録 （考古編）

（06）　山形県

（06）-1
柏倉亮吉 ・ 江坂輝弥 ・ 酒井息純 ・ 酒井忠一 ・ 加藤稔『山形県飽海郡吹浦遺跡調査報告』　荘内古文化叢刊第一冊　荘内古文化
研究会　1955年3月　サイエンス社

（06）-2 加藤孝「古代鼠ケ関址調査報告　考古学上の考察」 『庄内考古学』第9号　庄内考古学談話会　1969年年7月

（06）-3 日本塩業大系編集委員会（近藤義郞）編1978年3月『日本塩業大系　史料編　考古』　日本専売公社

（06）-4
山形県教育委員会（川崎利夫 ・ 野尻侃 ・ 安部実）編1981年3月『北田遺跡発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財調査報告書第41
集　山形県教育委員会

（06）-5
山形県教育委員会（川崎利夫 ・ 安部実）編1981年3月『境興野遺跡発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財調査報告書第46集　山
形県教育委員会

（06）-6
山形県教育委員会（川崎利夫 ・ 野尻 侃 ・ 安部実）編1981年3月『関B遺跡発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財調査報告書第47
集　山形県教育委員会

（06）-7 野尻侃「酒田市境興野遺跡出土の製塩土器」 『山形考古』第3巻第3号　山形考古友の会　1982年2月

（06）-8
尾花沢市教育委員会（大類誠）編1982年3月『漆坊遺跡発掘調査報告書』　尾花沢市埋蔵文化財発掘調査報告書第2集　尾花沢市
教育委員会

（06）-9
山形県教育委員会（阿部明彦 ・ 渋谷孝雄）編1983年3月『宅田遺跡発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財調査報告書第72集　山
形県教育委員会

（06）-10
山形県教育委員会（渋谷孝雄）編1984年3月『吹浦遺跡　第一次緊急発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財調査報告書第82集　山
形県教育委員会

（06）-11 山形県教育委員会（野尻　侃 ・ 佐藤庄一）編1984年3月『千河原遺跡』　山形県埋蔵文化財調査報告書第80集　山形県教育委員会

（06）-12
山形県教育委員会（阿部明彦 ・ 大泉俊彦）編1985年3月『手蔵田遺跡発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財調査報告書第87集　
山形県教育委員会 ・ 山形県

（06）-13
山形県教育委員会（野尻侃 ・ 佐藤庄一）編1987年3月『南興野遺跡発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財調査報告書第114集　山
形県教育委員会

（06）-14
山形県教育委員会（野尻侃 ・ 須賀井新人）編1989年3月『小深田遺跡発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財調査報告書第140集　
山形県教育委員会

（06）-15
山形県教育委員会（阿部実）編1991年3月『東田遺跡発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財調査報告書第165集　山形県教育委員
会 ・ 山形県

（06）-16
山形県教育委員会（斎藤俊一 ・ 渡辺薫 ・ 黒沼幹男）編1991年3月『大坪遺跡発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財調査報告書第
166集　山形県教育委員会

（06）-17
山形県教育委員会（野尻侃 ・ 渡邊俊一）編1993年3月『石田遺跡発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財調査報告書第184集　山形
県教育委員会

（06）-18
山形県教育委員会（阿部明彦 ・ 植松暁彦）編1993年3月『木原遺跡発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財調査報告書第186集　山
形県教育委員会

（06）-19
山形県教育委員会（阿部明彦 ・ 植松暁彦）編1993年3月『筋田遺跡発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財調査報告書187集　山形
県教育委員会　

（06）-20 川崎利夫「山形県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（06）-21
山形県埋蔵文化財センター （阿部明彦）編1994年3月『木原遺跡第2次発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財センター調査報告書
第8集　山形県教育委員会

（06）-22
山形県埋蔵文化財センター （山口博之ほか）編1995年3月『宮の前遺跡第2次発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財センター調査
報告書第19集　財団法人山形県埋蔵文化財センター
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（06）-23
山形県埋蔵文化財センター （斎藤俊一 ・ 渡辺薫 ・ 黒沼幹男）編1995年3月『大坪遺跡第2次発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化
財センター調査報告書第23集　財団法人山形県埋蔵文化財センター　

（06）-24
山形県埋蔵文化財センター （尾形與典 ・ 須賀井新人）編1995年3月『北目長田遺跡　橇待遺跡　堂田遺跡発掘調査報告書』　山形
県埋蔵文化財センター調査報告書第24集　財団法人山形県埋蔵文化財センター

（06）-25
山形県埋蔵文化財センター （阿部明彦 ・ 佐藤善春 ・ 佐藤庄一）編1995年3月『上高田遺跡　下木戸遺跡発掘調査報告書』　山形
県埋蔵文化財センター調査報告書第25集　財団法人山形県埋蔵文化財センター

（06）-26
山形県埋蔵文化財センター （尾形與典、須賀井新人）編1995年3月『西谷地遺跡第2次　西ノ川遺跡発掘調査報告書』　山形県埋
蔵文化財センター調査報告書第26集　財団法人山形県埋蔵文化財センター

（06）-27
山形県埋蔵文化財センター （野尻侃 ・ 佐藤善春）編1996年3月『北目長田遺跡　橇待遺跡第2次発掘調査報告書』　山形県埋蔵文
化財センター調査報告書第31集　財団法人山形県埋蔵文化財センター

（06）-28
山形県埋蔵文化財センター （斎藤俊一 ・ 黒沼幹男）編1996年3月『宮ノ下遺跡発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財センター調査
報告書第32集　財団法人山形県埋蔵文化財センター

（06）-29
山形県埋蔵文化財センター （佐藤庄一 ・ 石井浩幸）編1996年12月『土崎遺跡　梵天塚遺跡　中谷地遺跡発掘調査報告書』　山形
県埋蔵文化財調査報告書第42集　財団法人山形県埋蔵文化財センター

（06）-30
山形県埋蔵文化財センター （高橋敏 ・ 黒沼幹男）編1997年3月『西町田下遺跡発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財センター調
査報告書第44集　財団法人山形県埋蔵文化財センター　

（06）-31
山形県埋蔵文化財センター （佐藤善春 ・ 國井修）編1997年3月『木戸下遺跡第2次発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財センター
調査報告書第45集　財団法人山形県埋蔵文化財センター

（06）-32
山形県埋蔵文化財センター （林圭一・大泉壽太郎ほか）編1997年3月『北柳1・2遺跡発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財センター
調査報告書第48集　財団法人山形県埋蔵文化財センター

（06）-33 岡村道雄「塩の生産と交易」 （岡村道雄編1997年6月『ここまでわかった日本の先史時代』　角川書店　）

（06）-34
山形県埋蔵文化財センター （伊藤元・豊野潤子）編1998年3月『北目長田遺跡第3次発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財センター
調査報告書第56集　財団法人山形県埋蔵文化財センター　

（06）-35
山形県埋蔵文化財センター （齋藤健 ・ 飯塚稔）編1998年3月『上高田遺跡第2 ・ 3次発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財センター
調査報告書第57集　財団法人山形県埋蔵文化財センター

（06）-36
山形県埋蔵文化財センター （尾形與曲 ・ 須賀井新人 ・ 菅原哲文 ・ 豊野潤子）編1998年3月『植木場一遺跡発掘調査報告書』　山
形県埋蔵文化財センター調査報告書第59集　財団法人山形県埋蔵文化財センター

（06）-37 「村山市宮の前遺跡」 『埋文　やまがた』第19号　財団法人山形県埋蔵文化財センター　2001年2月

（06）-38
山形県埋蔵文化財センター （高橋敏）編2001年3月『太夫小屋1 ・ 2 ・ 3遺跡発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財センター調査報
告書第81集　財団法人山形県埋蔵文化財センター

（06）-39 吉田　江美子 ・ 渋谷　純子「山形県内出土の製塩土器について」 『庄内考古学』 21号　庄内考古学研究会　2001年9月

（06）-40
山形県埋蔵文化財センター （伊藤邦弘 ・ 須賀井新人）編2001年10月『高瀬山遺跡（ＳＡ）第2 ・ 3次発掘調査報告書』　山形県埋蔵
文化財センター調査報告書第94集　財団法人山形県埋蔵文化財センター （全2冊、本文 ・ 挿図編、図版 ・ 付編編）

（06）-41
山形県埋蔵文化財センター （山口博之ほか）編2004年3月『萩原遺跡第2 ・ 3次発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財センター調
査報告書第120集　財団法人山形県埋蔵文化財センター

（06）-42
山形県埋蔵文化財センター （山口博之）編2004年3月『小平2遺跡　小平3遺跡発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財センター調査
報告書第128集　財団法人山形県埋蔵文化財センター

（06）-43 尾花沢市史編纂委員会編2005年10月『尾花沢市史　上巻』　尾花沢市

（06）-44
高橋敏「出羽南半における古代内陸製塩の可能性--塩関連地名及び塩泉分布と弘法水」 『山形考古』 8巻4号(通号 38)　 山形考
古学会   2008年10月

（06）-45
山形県埋蔵文化財センター （鈴木良仁）編2009年3月『万治ヶ沢遺跡発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財センター調査報告書第
172集　財団法人山形県埋蔵文化財センター

（06）-46
山形県埋蔵文化財センター （齋藤健）編2010年3月『興屋川原遺跡　第1〜4次発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財センター調査
報告書第187集　財団法人山形県埋蔵文化財センター （全2冊、本文編、写真図版編）
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（06）-47
山形県埋蔵文化財センター （水戸部秀樹 ・ 山澤護 ・ 渡辺和行）編2010年3月『岩崎遺跡第1 ・ 2次発掘調査報告書』　山形県埋蔵
文化財センター調査報告書第188集　財団法人山形県埋蔵文化財センター

（06）-48
山形県埋蔵文化財センター （黒坂雅人 ・ 伊藤純子）編2012年3月『矢馳Ａ遺跡第2〜4次発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財セ
ンター調査報告書第196集　財団法人山形県埋蔵文化財センター （全2冊、第一分冊 ・ 本文編、第二分冊 ・ 写真図版編）

（06）-49 柏木大延「古代東北 ・ 北海道における土製支脚の系譜とその意義」 『物質文化』第93号　物質文化研究会　2013年3月

（06）-50 相原淳一ほか「山形県酒田市飛島西海岸製塩遺跡の調査」 『山形考古』第43号　山形考古学会　2013年8月

（06）-51
相原淳一ほか「山形県飛島の津波堆積層と遺跡との関係　特に考古学的な視点から」 『歴史地震』第29号　歴史地震研究会　
2014年7月

（06）-52
相原淳一「〔補説〕 山形県酒田市飛島西海岸製塩遺跡－特に、文献史料と東海岸テキ穴洞穴遺跡について－」 『山形考古』第44
号　 山形考古学会　2014年8月

（06）-53
山形県埋蔵文化財センター （草野潤平 ・ 五十嵐萌）編2017年3月『馳上遺跡第2〜 4 ・ 6次発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財
センター調査報告書第225集　公益財団法人山形県埋蔵文化財センター （全2冊、第一分冊　本文編、第二分冊　遺物観察表 ・ 写
真図版編）

（06）-54
植松暁彦「下中瀬遺跡　古代の塩作り集落跡と中近世の屋敷跡」 『埋文やまがたWeb 版第4号(第60号)』　公益財団法人山形県埋
蔵文化財センター　2018年2月

（06）-55 植松暁彦「下中瀬遺跡」 『年報　平成29年度』　公益財団法人山形県埋蔵文化財センター　2018年5月

（06）-56
相原淳一 ・ 植松暁彦 ・ 阿部芳郎 ・ 東京大学総合研究博物館放射性炭素年代測定室 ・ 黒住耐二 ・ 樋泉岳二 ・ 野口真利江「山形
県酒田市飛島西海岸製塩遺跡の考古学的調査―古代製塩遺跡と古津波堆積層Ts1 ・ 2―」 『東北歴史博物館研究紀要』 21　東
北歴史博物館　2020年3月

（06）-57
山形県埋蔵文化財センター （植松暁彦）編2021年３月『野田 ・ 下中瀬遺跡発掘調査報告書』　山形県埋蔵文化財センター調査報
告書第243集　公益財団法人山形県埋蔵文化財センター

（06）-58
氏家信行「水林下遺跡ー海沿いの旧石器時代の遺跡ー」 『埋文やまがたWeb 版第8号(第64号)』　　公益財団法人山形県埋蔵文
化財センター　2021年3月
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（06）　山形県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

6001 北柳1遺跡 山形県山形市青柳字北柳 製塩土器？ 縄文時代晩期 （06）-32

6002 萩原遺跡
山形県山形市長谷堂字萩
原

製塩土器？ 古代 （06）-41

6003 西町田下遺跡
山形県米沢市塩井町塩野
字西町田下

製塩土器（平底） 古代（7〜8世紀） （06）-30

6004 馳上遺跡
山形県米沢市川井字元立 ・
道下

製塩土器（平底） 古代（8世紀） （06）-53

6005 西谷地遺跡
山形県鶴岡市下川字西谷
地

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（9〜10世
紀）

（06）-26

6006 岩崎遺跡 山形県鶴岡市下清水岩崎 支脚（円筒形） 古代 （06）-47

6007 由良遺跡 山形県鶴岡市由良字村上 製塩土器（平底） 平安時代 （06）-39

6008 興屋川原遺跡
山形県鶴岡市田川字興屋
川原

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（9〜10世
紀）

（06）-46

6009 矢馳A遺跡
山形県鶴岡市矢馳字上矢
馳

製塩土器（平底） 古代 （06）-48

6010 万治ヶ沢遺跡
山形県鶴岡市矢引字万
治ヶ沢

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（10世紀） （06）-45

6011 鼠が関遺跡
山形県鶴岡市鼠が関字原
海

製塩土器（平底）
平安時代（9〜11世
紀）

（06）-2、（06）-3

6012 飛島西海岸遺跡 山形県酒田市飛島 製塩土器（平底） 8〜9世紀
（06）-50、（06）-51、
（06）-52、（06）-56

6013 境興野遺跡
山形県酒田市境興野字家
の東

製塩土器（平底）
平安時代（10〜11世
紀）

（06）-5、（06）-7

6014 北田遺跡 山形県酒田市関字北田 製塩土器 平安時代 （06）-4、（06）-27

6015 関Ｂ遺跡 山形県酒田市関字北田 製塩土器 平安時代 （06）-6、（06）-24

6016 土崎遺跡
山形県酒田市土崎字屋敷
添

製塩土器（平底） 平安時代 （06）-29

6017 手蔵田遺跡
山形県酒田市手蔵田字仁
田

製塩土器（平底） 平安時代（9世紀） （06）-12

6018 南興野遺跡
山形県酒田市南興野字南
大坪

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（9〜10世
紀）

（06）-13

6019 小平2遺跡 山形県酒田市市条字小平 製塩土器（平底） 古代 （06）-42

6020 高瀬山遺跡
山形県寒河江市柴橋字落
衣他

製塩土器（平底） 平安時代（9世紀） （06）-40

6021 宮の前遺跡
山形県村山市富並字宮の
前

製塩土器 縄文時代晩期後葉 （06）-22、（06）-37

6022 漆坊遺跡
山形県尾花沢市牛房野字
田沢前

製塩土器 縄文時代晩期 （06）-8、（06）-33、（06）-43

6023 植木場一遺跡
山形県南陽市宮崎字植木
場一 ・ 町屋敷一 ・ 二 ・ 地
蔵堂他

製塩土器（平底） 古代 （06）-36

6024 太夫小屋1遺跡
山形県東置賜郡川西町時
田字太夫小屋

製塩土器 平安時代（9世紀） （06）-38

6025 千河原遺跡
山形県東田川郡庄内町千
河原字五里塚

製塩土器（平底）
平安時代（9〜11世
紀）

（06）-11

6026 北目長田遺跡
山形県飽海郡遊佐町北目
字長田

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

古代（8世紀後半〜10
世紀中）

（06）-24、（06）-27、（06）-34
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番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

6027 堂田遺跡
山形県飽海郡遊佐町北目
字堂田

製塩土器（平底） 平安時代（9世紀） （06）-24

6028 筋田遺跡
山形県飽海郡遊佐町北目
字筋田

製塩土器（平底）、支脚（棒
状 ・ 円筒形）

古代（8〜9世紀） （06）-19

6029 宮ノ下遺跡
山形県飽海郡遊佐町北目
字宮ノ下 ・ 矢口 ・ 中瀬

製塩土器、支脚（円筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（06）-27、（06）-28

6030 下中瀬遺跡
山形県飽海郡遊佐町北目
字下中瀬

製塩土器（平底）
奈良 ・ 平安時代（8
〜9世紀）

（06）-54、（06）-55、（06）-57

6031 野田遺跡
山形県飽海郡遊佐町北目
字野田

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

奈良 ・ 平安時代（8
〜10世紀）

（06）-57

6032 東田遺跡
山形県飽海郡遊佐町庄泉
字東田

製塩土器（平底）、支脚（棒
状 ・ 円筒形）

平安時代（9世紀） （06）-15、（06）-27

6033 木戸下遺跡
山形県飽海郡遊佐町富岡
字木戸下

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（9世紀） （06）-31

6034 上高田遺跡
山形県飽海郡遊佐町富岡
字上家ノ前

製塩土器（平底）、支脚（棒
状）

古代（8〜10世紀） （06）-25、（06）-35

6035 石田遺跡
山形県飽海郡遊佐町野沢
字石田他

製塩土器（平底）
平安時代（9〜10世
紀）

（06）-17

6036 宅田遺跡
山形県飽海郡遊佐町野沢
字野沢道

製塩土器（平底）
平安時代（9世紀後半
〜10世紀前半）

（06）-9

6037 大坪遺跡
山形県飽海郡遊佐町野沢
字大坪

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（9〜10世
紀）

（06）-16、（06）-23、（06）-27

6038 湯之田山（湯の田）遺跡
山形県飽海郡遊佐町吹浦
豊佐山

製塩土器 古代 （06）-20

6039 吹浦遺跡
山形県飽海郡遊佐町吹浦
堂屋

支脚（円筒形） 平安時代（9世紀） （06）-1、（06）-10

6040 木原遺跡
山形県飽海郡遊佐町宮田
字木原

製塩土器（平底）、支脚（棒
状 ・ 円筒形）

平安時代（9〜10世
紀）

（06）-18、（06）-21

6041 小深田遺跡
山形県飽海郡遊佐町遊佐
字小深田

製塩土器 平安時代 （06）-14、（06）-27

6042 水林下遺跡 山形県飽海郡遊佐町女鹿 製塩土器 古代 （06）-58
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（07）　福島県
（07）-1 福島市教育委員会編1965年3月『腰浜廃寺』  福島市文化財調査報告　福島市教育委員会

（07）-2 渡辺一雄 ・ 馬目順一編1966年9月『磐城市寺脇貝塚発掘調査報告』　磐城市教育委員会

（07）-3 いわき市教育委員会（馬目順一）編1972年3月『伊勢林前遺跡』　いわき市埋蔵文化財調査報告書第1冊　いわき市教育委員会

（07）-4 矢吹町教育委員会（永山倉造）編1975年12月『中畑行馬遺跡』 　矢吹町文化財調査報告書2集　矢吹町教育委員会

（07）-5
鈴木正博 ・ 田宮一典 ・ 渡辺裕水「取手市上高井神明貝塚出土の製塩土器を中心として」 『常総台地』 8  常総台地研究会　1976
年10月

（07）-6 日本塩業大系編集委員会（近藤義郞）編1978年3月『日本塩業大系　史料編　考古』　日本専売公社　

（07）-7
玉川一郎編1978年3月『 三貫地　田丁場A地点調査報告 ・ 田丁場B地点調査概報』　新地町埋蔵文化財調査報告書　新地町教育
委員会

（07）-8 馬目順一編1978年3月『本町遺跡発掘調査報告』　富岡町埋蔵文化財調査報告第2冊　富岡町教育委員会

（07）-9
福島県教育庁文化課編1980年3月『東北新幹線関連遺跡発掘調査報告1』　福島県文化財調査報告書第80集　福島県教育委員
会 ・ 日本国有鉄道

（07）-10
福島県教育庁文化課編1980年3月『東北新幹線関連遺跡発掘調査報告2』　福島県文化財調査報告書第81集　福島県教育委員
会 ・ 日本国有鉄道

（07）-11
福島県文化センター遺跡調査課編1980年3月『国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告5　西原遺跡　佐平林遺跡（7、
8区）　谷地前C遺跡』　福島県文化財調査報告書第85集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター　

（07）-12
朝日長者 ・ 夕日長者遺跡発掘調査報告書編集委員会（鈴木重美）編1981年3月『朝日長者遺跡 ・ 夕日長者遺跡』　いわき市埋蔵
文化財調査報告第6冊　いわき市教育委員会（全2冊、本文編、図版編）

（07）-13
福島県教育庁文化課編1981年3月『東北新幹線関連遺跡発掘調査報告3　徳定遺跡』　福島県文化財調査報告書第92集　福島県
教育委員会 ・ 日本国有鉄道　

（07）-14
福島県文化センター遺跡調査課編1981年3月『阿武隈地区遺跡分布調査報告（1）中部第一地区』　福島県文化財調査報告書第98
集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター

（07）-15
渡辺一雄 ・ 大竹憲治編著1981年10月『三貫地遺跡 　三貫地貝塚周辺部における縄文後晩期遺跡の研究』　福島県三貫地遺跡発
掘調査団

（07）-16
福島県教育庁文化課編1982年3月『東北新幹線関連遺跡発掘調査報告5　鳴神 ・ 柿内戸遺跡』　福島県文化財調査報告書第101
集　福島県教育委員会 ・ 日本国有鉄道

（07）-17 須賀川市教育委員会（加藤恭二）編1982年3月『二塚遺跡』　長沼町文化財調査報告書第6集　長沼町教育委員会

（07）-18 橋本博幸 ・ 寺島文隆「相馬市迎貝塚の製塩土器について」 『福島考古』第23号　福島県考古学会　1982年3月

（07）-19 馬目順一編1983年1月『真壁城遺蹟第四次発掘調査報告』　富岡町埋蔵文化財調査報告第4冊　富岡町教育委員会　

（07）-20
福島県教育庁文化課編1983年3月『東北新幹線関連遺跡発掘調査報告6　御山千軒遺跡』　福島県文化財調査報告書第109集　福
島県教育委員会 ・ 日本国有鉄道

（07）-21 福島県教育庁文化課（木本元治） 編1983年3月『関和久上町遺跡1』　 福島県文化財調査報告書第110集　福島県教育委員会 

（07）-22
財団法人福島県文化センター遺跡調査課編1983年3月『広域農業開発事業阿武隈地区遺跡分布調査報告（3）中部第二地区』 　福
島県文化財調査報告書第113集　福島県教育委員会　

（07）-23
財団法人福島県文化センター遺跡調査課（目黒吉明 ・ 若林伸亮 ・ 西間木薫 ・ 橋本博幸 ・ 安田稔）編1983年3月『国営総合農地開
発事業母畑地区遺跡発掘調査報告11　唐松A遺跡(含 ・ 唐松館跡) 　地蔵田A遺跡　地蔵田B遺跡(含 ・ カナイ館跡)』　福島県文化
財調査報告書第115集　福島県教育委員会
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（07）-24
福島県文化センター遺跡調査課（大河峯夫ほか）編1983年3月『国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告12　上悪戸遺
跡　下悪戸遺跡』　福島県文化財調査報告書第116集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター　

（07）-25
福島県文化センター遺跡調査課編1983年3月『真野ダム関連遺跡発掘調査報告4　松ヶ平A遺跡(第1次) 付予備調査』 　福島県文
化財調査報告書第118集　 福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター　

（07）-26
財団法人福島県文化センター遺跡調査課（目黒吉明ほか） 編1983年3月『会津高田町遺跡試掘調査報告　三十刈遺跡　上道上A ・
B遺跡　上道上1 ・ 2号塚　下杉前遺跡　下堀際遺跡 ・ 十五壇遺跡』　会津高田町文化財調査報告書第3集　会津高田町教育委員
会

（07）-27
福島県文化センター遺跡調査課（金谷光男 ・ 大越道正ほか）編1984年3月『国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告15　
駒形Ａ遺跡 ・ 梅木平遺跡 ・ 東作田Ａ遺跡 ・ 東作田Ｃ遺跡』　福島県文化財調査報告書第131集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福
島県文化センター

（07）-28
財団法人福島県文化センター遺跡調査課編1984年3月『国営総合農地開発事業矢吹地区遺跡分布調査報告4』　福島県文化財調
査報告書第134集　福島県教育委員会　

（07）-29
三春町教育委員会（仲田茂司）編1984年3月『三春ダム関連遺跡調査報告書1　浮貝遺跡 ・ 前ノ久保遺跡』　三春町文化財調査報
告書第3集 　三春町教育委員会 ・ 建設省三春ダム工事事務所

（07）-30
財団法人福島県文化センター遺跡調査課（山内幹夫ほか）編1985年3月『国営総合農地開発事業母畑地区遺跡分布調査報告9』　
福島県文化財調査報告書第145集　 福島県教育委員会 

（07）-31
財団法人福島県文化センター遺跡調査課編1985年3月『国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告17　小田口B遺跡　小
田口C遺跡』　福島県文化財調査報告書第146集　福島県教育委員会　 

（07）-32
棚倉町教育委員会（平間亮輔）編1985年3月『松並平遺跡』　棚倉町埋蔵文化財調査報告書第4集　棚倉町教育委員会 ・ 福島県白
河建設事務所　 

（07）-33
財団法人福島県文化センター遺跡調査課編1986年3月『国営総合農地開発事業矢吹地区遺跡分布調査報告6』　福島県文化財調
査報告書第160集　福島県教育委員会　

（07）-34
財団法人福島県文化センター遺跡調査課編1986年3月『国営総合農地開発事業母畑地区遺跡分布調査報告10』　福島県文化財
調査報告書第161集　福島県教育委員会　 

（07）-35
福島県文化センター遺跡調査課(庄司孝雄 ・ 大越道正 ・ 紺野光夫 ・ 山内幹夫)編1986年3月『国営総合農地開発事業母畑地区遺
跡発掘調査報告21　兎喰遺跡 堂平B遺跡 大内B遺跡』　福島県文化財調査報告書第163集  　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島
県文化センター

（07）-36
財団法人福島県文化センター遺跡調査課（芳賀英一 ・ 藤谷誠）編1986年3月『国営会津農業水利事業関連遺跡調査報告4　腰巻
遺跡　下谷ヶ地平Ｂ ・ Ｃ遺跡』　福島県文化財調査報告書第164集　福島県教育委員会

（07）-37
福島県文化センター遺跡調査課（橋本博幸 ・ 本間宏 ・ 鈴木功 ・ 江花明久 ・ 白瀬美智男）編1986年3月『国道113号バイパス遺跡
調査報告2　北原遺跡　藩境土塁　原田遺跡(第二次)』　福島県文化財調査報告書第166集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県
文化センター

（07）-38
藤谷誠「筒形土器について」 『国営会津農業水利事業関連遺跡調査報告4　腰巻遺跡　下谷ヶ地平Ｂ ・ Ｃ遺跡』　福島県文化財調
査報告書第164集　福島県教育委員会　1986年3月

（07）-39
会津若松市教育委員会（柳内寿彦）編1986年3月『若松城三の丸跡発掘調査報告書』  会津若松市文化財調査報告書第11号　会
津若松市教育委員会

（07）-40
会津坂下町教育委員会（古川利意）編1986年3月『若宮地区分布調査報告書（2）　寿の宮、松無、能登、沢口、鬼渡、東原、中丸、大
村新田、舘ノ内遺跡』　会津坂下町文化財調査報告書第8集　会津坂下町教育委員会　

（07）-41 天栄村教育委員会（皆川隆男）編1986年3月『二木松遺跡』　天栄村教育委員会

（07）-42 玉川一郎「福島県の縄文期製塩土器」 （小林清治編1986年12月『福島の研究』第1巻　地質 ・ 考古篇　清文堂）　

（07）-43 玉川一郎 ・ 吉田秀享「浦尻磯坂遺跡の縄文晩期土器と製塩土器」 『福島考古』第28号　福島県考古学会　1987年2月

（07）-44
福島市教育委員会（柴田俊彰ほか）編1987年3月『五十辺遺跡』　福島市埋蔵文化財報告書第22集　福島市教育委員会 ・ ムネカタ
興産株式会社

（07）-45
財団法人福島県文化センター遺跡調査課編1987年3月『国営総合農地開発事業母畑地区遺跡分布調査報告11』　福島県文化財
調査報告書第173集　福島県教育委員会　 

（07）-46
福島県文化センター遺跡調査課（紺野光男 ・ 阿部俊夫 ・ 高橋信一）編1987年3月『国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査
報告23　蛭館跡』　福島県文化財調査報告書第176集  　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター
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（07）-47
福島県文化センター遺跡調査課（大越道正）編1987年3月『国営総合農地開発事業矢吹地区遺跡発掘調査報告1　二木松遺跡　 
北大久保B ・ C遺跡』　福島県文化財調査報告書 第178集　財団法人福島県文化センター ・ 福島県教育委員会 　

（07）-48
福島県文化センター遺跡調査課（橋本博幸 ・ 福島雅儀 ・ 中山正彦 ・ 鈴木功）編1987年3月『国道113号バイパス遺跡調査報告3　
三貫地遺跡(原口地区)』　福島県文化財調査報告書第179集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター

（07）-49
福島県文化センター遺跡調査課（目黒吉明ほか）編1987年3月『真野ダム関連遺跡発掘調査報告10　岩下向A遺跡　 羽白D遺跡
（第1次）　羽白E遺跡』　福島県文化財調査報告書第183集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター

（07）-50
広域社会福祉会東洋文化財研究所（吉田切 ・ 並木栄二）編1987年3月『仲ノ平古墳群発掘調査概報　昭和61年度』　 須賀川市教
育委員会 ・ 財団法人広域社会福祉会東洋文化財研究所

（07）-51
郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団（柳沼賢治）編1987年8月『大根畑遺跡発掘調査報告書』　郡山市教育委員会 ・ 財団法人郡山
市埋蔵文化財発掘調査事業団

（07）-52
いわき市教育文化事業団（廣岡敏 ・ 中山雅弘 ・ 和深俊夫）編1987年12月『石坂遺跡』　いわき市埋蔵文化財調査報告第17冊　　い
わき市教育委員会 ・ 財団法人いわき市教育文化事業団 ・ 建設省東北地方建設局磐城国道工事事務所 

（07）-53
いわき市教育文化事業団（猪狩忠雄）編1988年1月『寺台遺跡』　いわき市埋蔵文化財調査報告第18冊　　いわき市教育委員会 ・
財団法人いわき市教育文化事業団 ・ 建設省東北地方建設局磐城国道工事事務所 

（07）-54
福島市振興公社文化財調査室（原充広ほか）編1988年3月『房ノ内遺跡』　 福島市埋蔵文化財報告書第26集　福島市教育委員会 
・ 財団法人福島市振興公社 ・ 佐川冷蔵株式会社

（07）-55
福島市振興公社（柴田俊彰ほか）編1988年3月『昭和62年度一般国道13号福島西道路関連遺跡発掘調査報告　中ノ内遺跡』　福
島市埋蔵文化財報告書第27集　福島市教育委員会 ・ 財団法人福島市振興公社 ・ 建設省東北地方建設局福島工事事務所 

（07）-56
いわき市教育文化事業団（大竹憲治 ・ 山崎京美）編1988年3月『薄磯貝塚』　いわき市埋蔵文化財調査報告第19冊　いわき市教育
委員会 ・ 財団法人いわき市教育文化事業団（全2冊、本文編、図版編）

（07）-57
財団法人福島県文化センター遺跡調査課（橋本博幸 ・ 高橋信一 ・ 小林雄一）編1988年3月『国営総合農地開発事業母畑地区遺跡
発掘調査報告24　十三仏遺跡』　福島県文化財調査報告書第188集 　福島県教育委員会

（07）-58
福島県文化センター遺跡調査課（寺島文隆 ・ 高木政光 ・ 山内幹夫 ・ 磯上義明 ・ 本間宏）編1988年3月『東北横断自動車道遺跡調
査報告3　登戸遺跡』　福島県文化財調査報告書第196集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 日本道路公団仙
台建設局郡山工事事務所

（07）-59
船引町教育委員会（西谷勉 ・ 渡辺康太郎 ・ 石本弘）編1988年3月『鹿又第一地区遺跡分布調査報告書　馬場平遺跡　長久保遺跡　
日向高屋敷遺跡　日向柳作遺跡　鹿又館跡　黄龍館跡』　船引町文化財調査報告書第5集　船引町教育委員会

（07）-60
会津坂下町教育委員会（古川利意）編1988年3月『舘ノ内遺跡 ・ 細田遺跡』　会津坂下町文化財調査報告書第14集　会津坂下町
教育委員会　

（07）-61 福島県立博物館（森幸彦）編1988年3月『三貫地貝塚』　福島県立博物館調査報告書第17集　福島県立博物館 ・ 日本考古学協会 

（07）-62 猪苗代町教育委員会（山崎四朗）編1988年3月『廻谷地館跡 ・ 観音屋敷跡試掘調査報告書』　猪苗代町教育委員会

（07）-63
福島市振興公社文化財調査室（武田耕平 ・ 鈴木功 ・ 高荒淳）編1988年3月『仙台内前遺跡』 　福島市埋蔵文化財報告書第25集　
福島市教育委員会 ・ 財団法人福島市振興公社

（07）-64 志賀敏行「製塩土器雑考」 『史峰』第13号　新進考古同人会　1988年4月

（07）-65
福島市振興公社文化財調査室編1988年9月『旧福島大学教育学部附属中学校跡地試掘調査報告書』　 福島市埋蔵文化財報告書
第28集　福島市教育委員会･福島大学･財団法人福島市振興公社 

（07）-66 岡村道雄「東北地方の縄文時代における塩の生産」 『月刊考古学ジャーナル』№298　ニュー ・ サイエンス社　1988年11月

（07）-67
財団法人福島県文化センター遺跡調査課（井憲治ほか）編1989年3月『国営総合農地開発事業母畑地区遺跡分布調査報告13』　
福島県文化財調査報告書第202集　 福島県教育委員会　

（07）-68
財団法人福島県文化センター遺跡調査課編1989年3月『国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告27　田向E遺跡　田向
F遺跡　売田A遺跡　売田塚群　池ノ作板碑』　福島県文化財調査報告書第204集 　福島県教育委員会　

（07）-69
福島県文化センター （佐藤建夫 ・ 丹野隆明 ・ 藤谷誠ほか）編1989年3月『国営総合農地開発事業矢吹地区遺跡発掘調査報告3　
坂口B遺跡 ・ 界谷地遺跡 ・ 下滝山塚群 ・ 滝原山A遺跡』　福島県文化財調査報告書第205集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福
島県文化センター　

（07）-70
福島県文化センター （佐藤建夫 ・ 藤谷誠ほか）編1989年3月『国営総合農地開発事業矢吹地区遺跡発掘調査報告4』　福島県文
化財調査報告書第206集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター
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（07）-71
福島県文化センター遺跡調査課（木本元治 ・ 松崎真 ・ 中山正彦 ・ 長嶋雄一 ・ 吉田秀享ほか）編1989年3月『 国道113号バイパス
遺跡調査報告5　高田遺跡 ・ 中丸東遺跡 ・ 大森塚 ・ 大森C遺跡 ・ 大森A遺跡 ・ 善光寺遺跡(第二次)』　福島県文化財調査報告書
第211集 　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター

（07）-72
福島県文化センター遺跡調査課（寺島文隆 ・ 安田稔 ・ 中村政良 ・ 新堀明宏ほか）編1989年3月『相馬開発関連遺跡調査報告1』　
福島県文化財調査報告書第215集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター

（07）-73
会津高田町教育委員会（長尾修 ・ 古川利意） 編1989年3月『十五壇遺跡発掘調査報告書（第1 ・ 2次調査）』　福島県会津高田町埋
蔵文化財発掘調査報告書第10集　会津高田町教育委員会

（07）-74
飯村均 ・ 石川泰生「福島県旧新沼浦の入浜式製塩遺跡」 『日本考古学協会第55回総会研究発表要旨』　日本考古学協会　1989
年5月

（07）-75
福島市振興公社文化財調査室（柴田俊彰 ・ 石井宏幸）編1990年3月『古屋敷遺跡』　福島市埋蔵文化財報告書第36集　福島市教
育委員会 ・ 財団法人福福島市振興公社 ・ 株式会社安栄　

（07）-76
いわき市教育文化事業団編1990年3月『岸遺跡』　いわき市埋蔵文化財調査報告第27冊　いわき市教育委員会 ・ 財団法人いわき
市教育文化事業団 ・ いわき市水道局

（07）-77
会津坂下町教育委員会（吉田博行ほか）編1990年3月『福島県営ほ場整備事業若宮地区遺跡発掘調査報告書[1990]　　大江古屋
敷遺跡』　会津坂下町文化財調査報告書第16集　会津坂下町教育委員会　

（07）-78
会津坂下町教育委員会（芥川和久）編1990年3月『阿賀川2期地区遺跡発掘調査報告書[1990]　青木遺跡』 　会津坂下町文化財調
査報告書第39集 　会津坂下町教育委員会　 

（07）-79
福島県文化センター遺跡調査課編1990年3月『国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告29　田向A遺跡 ・ 田向B遺跡 ・
枇杷沢B遺跡』　福島県文化財調査報告書 第223集 　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター　

（07）-80
福島県文化センター遺跡調査課（佐藤健夫 ・ 石本弘 ・ 香川慎一）編1990年3月『国営総合農地開発事業矢吹地区遺跡発掘調査報
告5　山崎遺跡』　福島県文化財調査報告書第225集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター

（07）-81
福島県文化センター遺跡調査課（鈴鹿良一 ・ 山内幹夫ほか）編1990年3月『真野ダム関連遺跡発掘調査報告15　宮内A遺跡(第2
次) ・ 上ノ台B遺跡 ・ 上ノ台C遺跡 ・ 上ノ台D遺跡 ・ 日向遺跡(第2次) ・ 日向南遺跡(第4次)』 福島県文化財調査報告書 第231集 　
福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター

（07）-82
福島県文化センター遺跡調査課（香内修ほか）編1990年3月『東北横断自動車道遺跡分布調査報告1　糀内遺跡』　福島県文化財
調査報告書第233集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 日本道路公団　 

（07）-83
福島県文化センター （石川泰生 ・ 松崎眞 ・ 中山正彦 ・ 山崎充浩 ・ 飯村均 ・ 佐々木慎一 ・ 猪狩英究 ・ 渡辺紀ほか）編1990年3月
『相馬開発関連遺跡調査報告2』　福島県文化財調査報告書第234集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 地域
振興整備公団相馬開発事務所（全3冊、 1本文、 2実測図、 3写真）

（07）-84 飯村均 ・ 石川泰生「旧新沼浦地区の製塩遺跡」 『月刊考古学ジャーナル』第323号　ニュー ・ サイエンス社　1990年9月

（07）-85
福島県文化センター遺跡調査課（佐原崇彦ほか）編1990年11月『東北横断自動車道遺跡調査報告9　船ケ森西遺跡 ・ 上吉田遺跡』　
福島県文化財調査報告書第241集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 日本道路公団　

（07）-86
福島市振興公社文化財調査室（鈴木功 ・ 梛良幸広 ・ 大澤正巳）編1991年3月『岩田遺跡』　福島市埋蔵文化財報告書第41集　財
団法人福島市振興公社 ・ 福島市教育委員会 ・ 有限会社羽田商事　

（07）-87
福島市振興公社文化財調査室（菅野真一 ・ 梅宮薫）編1991年3月『沖町遺跡　沖町遺跡発掘調査報告』　福島市埋蔵文化財報告
書第42集　財団法人福島市振興公社 ・ 福島市教育委員会 ・ 青柳工業株式会社　

（07）-88
福島県文化センター (山内幹夫・菅井敏美・佐々木慎一ほか)編1991年3月『母畑地区遺跡発掘調査報告31　辰巳城遺跡（第2次）』　
福島県文化財調査報告書第246集  　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター　

（07）-89
財団法人福島県文化センター遺跡調査課（鈴鹿良一 ・ 石本弘 ・ 佐々木修）編1991年3月『国営総合農地開発事業矢吹地区遺跡発
掘調査報告7　芹沢A遺跡 ・ 竹柄遺跡』　福島県文化財調査報告書第248集　福島県教育委員会

（07）-90
福島県文化センター遺跡調査課編1991年3月『県営かんがい排水事業請戸川地区遺跡発掘調査報告1　大富西畑遺跡　四ツ栗遺
跡』　福島県文化財調査報告書第252集　財団法人福島県文化センター ・ 福島県教育委員会　

（07）-91
福島県文化振興事業団 （鈴鹿良一ほか)編1991年3月『三春ダム関連遺跡分布調査報告1』　福島県文化財調査報告書第253集　
福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 福島県土木部　

（07）-92
猪苗代町教育委員会（兼田芳宏）編1991年3月『観音屋敷跡』　猪苗代町文化財調査報告書第7集　猪苗代町教育委員会 ・ 福島県
喜多方建設事務所

（07）-93
福島県文化センター遺跡調査課（大越道正ほか）編1991年11月『東北横断自動車道遺跡調査報告14　川前遺跡 ・ 坂ノ下遺跡 ・ 後
田塚群 ・ 二池塚 ・ 宮田館跡 ・ 木村宮田遺跡』　福島県文化財調査報告書第264集　 福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化
センター ・ 日本道路公団　
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（07）-94
福島県文化センター遺跡調査課（木本元治ほか）編1991年12月『東北横断自動車道遺跡調査報告12　屋敷遺跡』　福島県文化財
調査報告書 第262集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター

（07）-95
福島県文化センター遺跡調査課（木元元治ほか）編1991年12月『東北横断自動車道遺跡調査報告13　和泉遺跡 ・ 横沼西遺跡』　
福島県文化財調査報告書第263集　  福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター

（07）-96
福島県文化財センター遺跡調査課編1991年12月『原町火力発電所関連遺跡調査報告2』　福島県文化財調査報告書第265集　 福
島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化財センター　

（07）-97
福島市振興公社文化財調査室（菅野真一 ・ 梅宮薫）編1992年1月『沖町遺跡2　沖町遺跡第2次発掘調査報告』　福島市埋蔵文化
財報告書第45集　財団法人福島市振興公社 ・ 福島市教育委員会 ・ 株式会社松本　

（07）-98
福島市振興公社文化財調査室（柴田俊彰 ・ 新堀昭宏 ・ 児玉哲也）編1992年3月『岩崎町遺跡ー古代集落跡の調査ー』　 福島市埋
蔵文化財報告書第47集　福島市教育委員会 ・ 財団法人福島市振興公社 ・ 福島県福島建設事務所

（07）-99 山都町教育委員会編1992年3月『西原遺跡』　山都町文化財調査報告第12集　山都町教育委員会

（07）-100
福島県文化センター遺跡調査課（佐々木慎一ほか）編1992年3月『国営総合農地開発事業母畑地区遺跡分布調査報告16』　福島
県文化財調査報告書第268集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター

（07）-101
財団法人福島県文化センター遺跡調査課（鈴鹿良一ほか）編1992年3月『国営総合農地開発事業矢吹地区遺跡発掘調査報告9　
北大久保E遺跡(堰ノ上B遺跡）』　福島県文化財調査報告書第269集　福島県教育委員会

（07）-102
福島県文化センター遺跡調査課編1992年3月『国営総合農地開発事業矢吹地区遺跡発掘調査報告10　山崎遺跡(第2次)　笹目平
遺跡　笹目平館跡』　福島県文化財調査報告書第270集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター　

（07）-103
財団法人福島県文化センター遺跡調査課（本間宏 ・ 井憲治）編1992年3月『国営会津農業水利事業関連遺跡調査報告14　北平遺
跡 ・ 鷺沢道南遺跡』　福島県文化財調査報告書第273集　　福島県教育委員会

（07）-104
会津坂下町教育委員会（古川利章 ・ 五十嵐るり子）編1992年3月『福島県営会津南部ほ場整備事業若宮地区遺跡発掘調査報告
書 [1992]　舘ノ内遺跡　松無塚遺跡　大豆田B遺跡』　会津坂下町文化財調査報告書第24集　会津坂下町教育委員会 

（07）-105
会津坂下町教育委員会（吉田博行 ・ 古川利章）編1992年3月『福島県営ほ場整備事業阿賀川地区遺跡発掘調査報告書[1992 1] 　
北遠面遺跡』　会津坂下町文化財調査報告書第26集　会津坂下町教育委員会　

（07）-106
会津坂下町教育委員会（和田聡 ・ 古川利章）編1992年3月『福島県営ほ場整備事業阿賀川2期地区遺跡発掘調査報告書[1992] 　
古館遺跡　高畑遺跡』　会津坂下町文化財調査報告書第27集　会津坂下町教育委員会　

（07）-107
三春町教育委員会（山口晋）編1992年3月『田村西部工業団地関連遺跡調査報告 1　深作A遺跡 ・ 深作B遺跡 ・ 背上A遺跡 ・ 背上
B遺跡 ・ 長作遺跡』　三春町文化財調査報告書第15集 　三春町教育委員会

（07）-108 鈴木正博「土器製塩と貝塚」 『季刊考古学』第41号　雄山閣　1992年11月　

（07）-109
福島県文化センター遺跡調査課（松本望 ・ 香川慎一）編1992年12月『三春ダム関連遺跡調査報告6　光谷遺跡』　福島県文化財調
査報告第280集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 建設省東北地方建設局　

（07）-110
福島県文化センター遺跡調査課（吉田功）編1992年12月『原町火力発電所関連遺跡調査報告3』　福島県文化財調査報告書第281
集　 福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 東北電力（全2冊、本文、写真）　　　

（07）-111
福島県文化センター遺跡調査課（菅井敏美 ・ 木本元治ほか）編1992年12月『東北横断自動車道遺跡調査報告16　二池遺跡　宮ノ
下B遺跡 　宮ノ下A遺跡　大谷津 A遺跡』　福島県文化財調査報告書第283集　福島県教育委員会・財団法人福島県文化センター・
日本道路公団

（07）-112
福島県文化センター遺跡調査課（木元元治 ・ 高橋信一ほか）編1992年12月『東北横断自動車道遺跡調査報告17　堀ノ内遺跡』　福
島県文化財調査報告書第284集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 日本道路公団　   

（07）-113
福島県文化センター遺跡調査課（芳賀英一 ・ 香内修 ・ 飯村均）編1992年12月『東北横断自動車道遺跡調査報告18　丸森B遺跡 ・
台ノ前A遺跡・台ノ前B遺跡・蟹沢B遺跡』　福島県文化財調査報告書第285集　福島県教育委員会・財団法人福島県文化センター・
日本道路公団 

（07）-114
会津坂下町教育委員会（和田聡）編1993年3月『福島県営ほ場整備事業阿賀川2期地区遺跡発掘調査報告書[1993]　吉原遺跡』　
会津坂下町文化財調査報告書第31集 　会津坂下町教育委員会　 

（07）-115
会津坂下町教育委員会（和田聡 ・ 古川利意）編1993年3月『福島県営ほ場整備事業坂下北部地区遺跡発掘調査報告書　臼ガ森
古墳　森前遺跡』　会津坂下町文化財調査報告書第32集　会津坂下町教育委員会　

（07）-116
会津坂下町教育委員会（吉田博行 ・ 古川利章）編1993年3月『福島県営ほ場整備事業若宮地区遺跡発掘調査報告書[1993]　四百
刈遺跡　村北遺跡』　会津坂下町文化財調査報告書第34集　会津坂下町教育委員会　

（07）-117
会津坂下町教育委員会（吉田博行）編1993年3月『亀ヶ森古墳　国指定史跡亀ケ森古墳試掘調査報告書』 　会津坂下町文化財調
査報告書第37集　会津坂下町教育委員会　
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（07）-118
福島市振興公社文化財調査室（堀江格 ・ 朝倉秀明ほか）編1993年3月『摺上川ダム埋蔵文化財発掘調査報告2　前原遺跡　中島
館跡　吹込遺跡　下ノ平A遺跡』　福島市埋蔵文化財報告書第54集　福島市教育委員会 ・ 財団法人福島市振興公社 ・ 建設省東北
地方建設局摺上川ダム工事事務所

（07）-119
会津若松市教育委員会文化課（平野幸伸）編1993年3月『会津総合運動公園発掘調査概報2』　会津若松市文化財調査報告書第
27号　会津若松市教育委員会

（07）-120
須賀川市教育委員会（永山倉造ほか）編1993年3月『福島空港アクセス道路関連遺跡発掘調査報告1　松原遺跡・川屋向遺跡・松ヶ
作遺跡 ・ 松ヶ作A遺跡 ・ 松ヶ作B遺跡 ・ 松ヶ作C遺跡 ・ 松ヶ作D遺跡』　須賀川市文化財調査報告　須賀川市教育委員会 ・ 福島県
郡山建設事務所 

（07）-121
郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団（柳沼賢治）編1993年3月『清水台遺跡ー第16次A地点調査報告ー』　郡山市教育委員会 ・ 財
団法人郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団

（07）-122
猪苗代町教育委員会（兼田芳宏）編1993年3月『水抜遺跡　惣座遺跡』　猪苗代町文化財調査報告書第11集　猪苗代町教育委員
会 ・ 福島県会津若松農地事務所

（07）-123
猪苗代町教育委員会（兼田芳宏）編1993年3月『町内遺跡詳細分布調査報告書6　三城潟家北遺跡　島田堤遺跡　堤西遺跡.』　猪
苗代町文化財調査報告書第12集　猪苗代町教育委員会

（07）-124
福島県文化センター遺跡調査課（福島雅儀ほか）編1993年12月『三春ダム関連遺跡調査報告7　四合内B遺跡 ・ 柴原A遺跡(2次調
査)』　福島県文化財調査報告第289集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 建設省東北地方建設局　

（07）-125
福島県文化センター遺跡調査課（山岸英夫 ・ 松本茂ほか）編1993年12月『東北横断自動車道遺跡調査報告19　仲作田遺跡 ・ 宮
林遺跡 ・ 飛平塚 ・ 仲ノ縄B遺跡 ・ 仲ノ縄E遺跡』　福島県文化財調査報告書第290集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化
センター ・ 日本道路公団

（07）-126
福島県文化センター遺跡調査課（香内修 ・ 五十嵐敏裕ほか）編1993年12月『東北横断自動車道遺跡調査報告20　馬場平B遺跡 ・
栗出遺跡』　福島県文化財調査報告書第291集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 日本道路公団　

（07）-127
福島県文化センター遺跡調査課（石本弘・松本茂・古山正明ほか）編1993年12月『東北横断自動車道遺跡調査報告21　小滝遺跡・
滝遺跡 ・ 鴨ケ館遺跡(第1次調査)』　福島県文化財調査報告書第292集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 日
本道路公団　 

（07）-128
福島県文化センター遺跡調査課（石本弘 ・ 高橋信一ほか）編1993年12月『東北横断自動車道遺跡調査報告22　作田B遺跡 ・ 糀内
遺跡』　福島県文化財調査報告書第293集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 日本道路公団

（07）-129
福島県文化センター遺跡調査課（大越道正 ・ 松本茂 ・ 遠藤弥三郎ほか）編1993年12月『東北横断自動車道遺跡調査報告23　猪
久保城(1次調査) ・ 谷津作館跡 ・ 鍛冶久保遺跡』　福島県文化財調査報告書第294集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化
センター ・ 日本道路公団

（07）-130
福島県文化センター遺跡調査課（飯村均 ・ 本間宏 ・ 佐久間淳一 ・ 佐藤啓）編1993年12月『東北横断自動車道遺跡調査報告24　
本飯豊遺跡(第1次)』　福島県文化財調査報告書第295集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 日本道路公団

（07）-131 辻秀人「福島県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（07）-132
福島市振興公社文化財調査室（梅宮薫 ・ 鈴木功ほか）編1994年3月『倉ノ前遺跡』　福島市埋蔵文化財報告書第63集　福島市教
育委員会 ・ 財団法人福島市振興公社 ・ 福島地方土地開発公社

（07）-133
財団法人福島県文化センター遺跡調査課編1994年3月『国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告34　正直A遺跡』　福
島県文化財調査報告書第288集　福島県教育委員会 

（07）-134
会津坂下町教育委員会（吉田博行 ・ 古川利章ほか）編1994年3月『福島県営ほ場整備事業坂下北部地区遺跡発掘調査報告書
[1994 1]　 東舘遺跡』　会津坂下町文化財調査報告書第41集　会津坂下町教育委員会　

（07）-135
いわき市教育文化事業団（廣岡敏 ・ 江川逸生）編1994年3月『小茶円遺跡　金沢地区の調査』　いわき市埋蔵文化財調査報告第39
冊　 有限会社小名浜日南 ・ いわき市教育委員会 ・ 財団法人いわき市教育文化事業団

（07）-136
いわき市教育文化事業団（樫村友延 ・ 中山雅弘ほか） 1994年10月『上ノ内遺跡』　いわき市埋蔵文化財調査報告第38冊　いわき
市教育委員会 ・ 財団法人いわき市教育文化事業団

（07）-137
福島県文化センター遺跡調査課（七海康広 ・ 山岸英夫 ・ 馬場勇 ・ 菅井敏美ほか）編1994年11月『東北横断自動車道遺跡調査報
告26　羽黒山館跡』　福島県文化財調査報告書第306集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 日本道路公団 

（07）-138
福島県文化センター遺跡調査課（金山修治 ・ 本間宏 ・ 国井秀紀 ・ 石本弘 ・ 斎藤竜一）編1994年11月『東北横断自動車道遺跡調
査報告27　鴨ケ館跡(第2次) ・ 本飯豊遺跡(第2次)』　福島県文化財調査報告書第307集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文
化センター ・ 日本道路公団

（07）-139
いわき市教育文化事業団（樫村友延 ・ 鈴木隆康）編1995年1月『東北横断自動車道関連遺跡2　高戸A遺跡　匠番柵館跡　道添B
遺跡　殿田館跡　差塩B遺跡　差塩C遺跡　差塩D遺跡　差塩E遺跡　南山A遺跡』　いわき市埋蔵文化財調査報告第40冊　いわき
市教育委員会 ・ 財団法人いわき市教育文化事業団 ・ 日本道路公団仙台建設局　

（07）-140
福島県文化センター遺跡調査課（寺島文隆 ・ 安田稔ほか）編1995年2月『原町火力発電所関連遺跡調査報告5』　福島県文化財調
査報告書第310集　 福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター　　　
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（07）-141
福島県文化センター遺跡調査課（松本望ほか）編1995年2月『一般国道6号相馬バイパス遺跡発掘調査報告1　鷲塚B遺跡 ・ 鷲塚C
遺跡 ・ 大森遺跡』  福島県文化財調査報告書第311集　 福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 建設省東北地方建
設局磐城国道工事事務所

（07）-142
福島市振興公社文化財調査室（斉藤義弘 ・ 冨田真衛）編1995年3月『勝口前畑遺跡2』　福島市埋蔵文化財報告書第68集　福島市
教育委員会 ・ 財団法人福島市振興公社 ・ 建設省東北地方建設局福島工事事務所（全4冊、第1分冊〜第4分冊）

（07）-143
福島県文化センター遺跡調査課（鈴鹿良一ほか）編1995年3月『国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告36　正直C遺
跡』　福島県文化財調査報告書第305集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター （全2冊、上巻、下巻）

（07）-144
福島県文化センター遺跡調査課（高橋信一）編1995年3月『国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告37　大日原C遺跡』　
福島県文化財調査報告書第313集　 福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター

（07）-145
福島県文化センター遺跡調査課（寺島文隆 ・ 安田稔ほか）編1995年3月『原町火力発電所関連遺跡調査報告6』　福島県文化財調
査報告書 第315集　 福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター　　　

（07）-146 石川町教育委員会（仲田茂司）編1995年3月『古内A遺跡第1次調査概報』　石川町文化財調査報告書第12集　石川町教育委員会

（07）-147 富岡町教育委員会（山田廣）編1995年3月『小浜代遺跡範囲確認調査』　富岡町教育委員会　

（07）-148
猪苗代町教育委員会（兼田芳宏）編1995年3月『三城潟家北遺跡　平安時代前期集落跡の調査』　猪苗代町文化財調査報告書第
20集　猪苗代町教育委員会 ・ 福島県会津若松農地事務所

（07）-149
郡山市埋蔵文化財発掘事業団（高井剛 ・ 押山雄三ほか）編1995年3月『郡山東部16　 (岩ケ作遺跡 ・ 妙音寺遺跡(第1次)』　郡山市
教育委員会 ・ 財団法人郡山市埋蔵文化財発掘事業団 ・ 福島県県中建設事務所

（07）-150
郡山市埋蔵文化財発掘事業団（高井剛 ・ 押山雄三ほか）編1995年3月『郡山東部18　屋敷添遺跡調査A区』　農林水産省東北農政
局 ・ 郡山市教育委員会 ・ 財団法人郡山市埋蔵文化財発掘事業団

（07）-151
福島市教育委員会（梅宮薫・熊坂嘉・引地満）編1995年3月『麦地石遺跡』　福島市埋蔵文化財報告書第73集　福島市教育委員会・
福島市振興公社 ・ 福島地方土地開発公社

（07）-152
福島県文化センター遺跡調査課（石本弘ほか）編1995年12月『常磐自動車道遺跡調査報告4　予備調査・久原A遺跡・久原B遺跡・
駒込遺跡 ・ 馬場A遺跡 ・ タタラ山遺跡(1次調査)』　福島県文化財調査報告書第316集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化
センター ・ 日本道路公団

（07）-153
福島県文化センター遺跡調査課（芳賀英一ほか）編1996年3月『東北自動車道遺跡調査報告　安積PA拡幅改良事業　勝利ヶ岡遺
跡』　福島県文化財調査報告書第317集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 日本道路公団　

（07）-154
福島県文化センター遺跡調査課（鈴鹿良一 ・ 山内幹夫ほか）編1996年3月『摺上川ダム関連遺跡発掘調査報告2　獅子内遺跡(第1
次調査)』　福島県文化財調査報告書第320集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター　

（07）-155
福島県文化センター遺跡調査課（福島雅儀ほか）編1996年3月『三春ダム関連遺跡調査報告8　越田和遺跡』　福島県文化財調査
報告第322集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 建設省東北地方建設局（全3冊、第1分冊、第2分冊、第3分冊）

（07）-156
福島県文化センター遺跡調査課（吉田秀享 ・ 本田公成 ・ 斎藤欣也 ・ 小暮伸之）編1996年3月『相馬開発関連遺跡調査報告4』　福
島県文化財調査報告書第326集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 地域振興整備公団　

（07）-157
福島県文化センター遺跡調査課（高橋信一 ・ 村木亨ほか）編1996年3月『国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告39　
達中久保遺跡　上森屋段遺跡　板倉前B遺跡　佐平林遺跡(4区)　 笊内古墳群』　福島県文化財調査報告書第328集 福島県教育
委員会 ・ 財団法人福島県文化センター　

（07）-158
福島市振興公社文化財調査室編1996年3月『勝口前畑遺跡4』　福島市埋蔵文化財報告書第88集　福島市教育委員会 ・ 財団法人
福島市振興公社 ・ 福島市福島西土地区画整理組合（全3冊、第1分冊、第2分冊、第3分冊） 

（07）-159
郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団（中島雄一 ・ 工藤健吾ほか）編1996年3月『郡山東部19　妙音寺遺跡第2次』　郡山市教育委員
会 ・ 財団法人郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団

（07）-160
郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団（福森久晃 ・ 高井剛）編1996年3月『郡山東部20　下羽広遺跡（第1次）』　郡山市教育委員会 ・
財団法人郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団 ・ 農林水産省東北農政局

（07）-161
いわき市教育文化事業団（矢島敬之） 1996年3月『番匠地遺跡』　いわき市埋蔵文化財調査報告第42冊　いわき市教育委員会 ・ 
財団法人いわき市教育文化事業団 ・ 建設省東北地方建設局磐城国道工事事務所 

（07）-162
川俣町教育委員会（高橋圭次 ・ 井上浩光ほか）編1996年3月『梅窪遺跡発掘調査報告書1』   川俣町文化財調査報告書第14集　
川俣町教育委員会 ・ 福島県県北建設事務所

（07）-163
猪苗代町教育委員会（渡部亮）編1996年3月『都沢道遺跡　林口遺跡』 　猪苗代町文化財調査報告書第25集　猪苗代町教育委員
会 ・ 長治観光株式会社

（07）-164 飯村均「相馬の近世製塩」 『考古学による日本歴史ー産業1　狩猟 ・ 産業 ・ 農業ー』 2　雄山閣　1996年8月
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（07）-165
福島県文化センター遺跡調査課（岡田光生 ・ 石本弘ほか）編1996年12月『常磐自動車道遺跡調査報告8　馬場B遺跡　大久保A遺
跡　大久保F遺跡』　福島県文化財調査報告書第330集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 日本道路公団　

（07）-166
郡山市埋蔵文化財発掘事業団（鴫原靖彦ほか）編1997年2月『夢田遺跡第4次　山田C遺跡第1次　岩ヶ作遺跡第2次』　郡山市教育
委員会 ・ 財団法人郡山市埋蔵文化財発掘事業団 ・ 福島県県中建設事務所

（07）-167
福島県文化センター遺跡調査課（本田公成 ・ 香川真一ほか）編1997年3月『NTC遺跡発掘調査報告　美シ森A遺跡　美シ森B遺跡　
美シ森C遺跡　根ッ子原A遺跡　下岩沢A遺跡』  福島県文化財調査報告書第335集　 福島県教育委員会･財団法人福島県文化セ
ンター ･東京電力株式会社 

（07）-168
福島県文化センター遺跡調査課（寺島文隆ほか）編」 1997年3月『原町火力発電所関連遺跡調査報告7』　福島県文化財調査報告
書第336集　 福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 東北電力株式会社　　　

（07）-169
福島県文化センター遺跡調査課（山内幹夫 ・ 鹿目昭次ほか）編1997年3月『摺上川ダム関連遺跡発掘調査報告3　弓手原A遺跡(第
2次調査)　範囲確認調査(弓手原A遺跡)』　福島県文化財調査報告書第337集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化セン
ター ・ 建設省東北地方建設局摺上川ダム工事事務所　

（07）-170
福島県文化センター遺跡調査課（大越道正ほか）編1997年3月『常磐自動車道遺跡調査報告11　大猿田遺跡（2次調査）』　福島県
文化財調査報告書第341集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター （全2冊、本文、写真 ・ 付章）

（07）-171
福島市振興公社文化財調査室（齋藤義弘ほか）編1997年3月『麦地石遺跡2』　福島市埋蔵文化財報告書第98集　福島市教育委員
会 ・ 財団法人福島市振興公社

（07）-172
福島市振興公社文化財調査室（齋藤義弘ほか）編1997年3月『勝口前畑遺跡7』　福島市埋蔵文化財報告書第99集　福島市教育委
員会 ・ 財団法人福島市振興公社　

（07）-173
福島市振興公社文化財調査室（秦文夫 ・ 菅野寿一）編1997年3月『山ノ下遺跡3』　福島市埋蔵文化財報告書第108集　財団法人
福島市振興公社文化財調査室 ・ 福島市教育委員会　

（07）-174
塩川町教育委員会（和田聡）編1997年3月『塩川西部地区遺跡発掘調査報告書　鏡ノ町遺跡A』　塩川町埋蔵文化財調査報告第3
集　塩川町教育委員会

（07）-175
喜多方市教育委員会（山中雄志 ・ 片岡洋）編1997年3月『綾金 ・ 長尾地区遺跡発掘調査報告書1(平成7年度調査遺跡)　喜塚田A ・
B遺跡 ・ 村前遺跡』　喜多方市埋蔵文化財調査報告書第1集　喜多方市教育委員会

（07）-176 郡山市埋蔵文化財発掘事業団（工藤健吾）編1997年3月『阿良久遺跡第1区調査報告』　郡山市教育委員会

（07）-177
郡山市埋蔵文化財発掘事業団編1997年3月『阿良久遺跡　発掘調査報告 第1次』　郡山市教育委員会 ・ 財団法人郡山市埋蔵文
化財発掘事業団

（07）-178 楢葉町教育委員会（宇佐美雅夫）編1997年3月『赤粉遺跡』　楢葉町文化財調査報告書第11集　楢葉町教育委員会

（07）-179
猪苗代町教育委員会（兼田芳宏 ・ 五十嵐清一）編1997年3月『観音屋敷跡』　猪苗代町文化財調査報告書第26集　猪苗代町教育
委員会 ・ 建設省東北地方建設局郡山国道事務所

（07）-180
白河市教育委員会（鈴木功）編1997年3月『市内遺跡詳細分布調査報告書 』　白河市埋蔵文化財調査報告書第20集　白河市教育
委員会

（07）-181 岡村道雄「塩の生産と交易」 （岡村道雄編1997年6月『ここまでわかった日本の先史時代』　角川書店）

（07）-182
郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団（高井剛）編1997年10月『鳴神 ・ 柿内戸遺跡　第3次調査報告』　郡山市教育委員会 ・ 財団法
人郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団

（07）-183
福島県文化センター遺跡調査課（寺島文隆 ・ 松本茂ほか）編1998年2月『原町火力発電所関連遺跡調査報告8』　福島県文化財調
査報告書第343集　 福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター　　　

（07）-184
郡山市埋蔵文化財発掘事業団（青山和人 ・ 垣内和孝ほか）編1998年2月『野中遺跡発掘調査報告 山田C遺跡発掘調査報告第2次　
仁戸内館跡発掘調査報告第2次』　郡山市教育委員会 ・ 財団法人郡山市埋蔵文化財発掘事業団 ・ 福島県県中建設事務所

（07）-185
福島県文化センター遺跡調査課（鈴鹿良一 ・ 岡田光生ほか）編1998年3月『摺上川ダム関連遺跡発掘調査報告6　獅子内遺跡(第3
次調査)』　福島県文化財調査報告書第346集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター　

（07）-186
福島市振興公社文化財調査室（冨田真衛 ・ 菅野崇之ほか）編1998年3月『勝口前畑遺跡9』　福島市埋蔵文化財報告書第113集　
福島市教育委員会 ・ 財団法人福島市振興公社　

（07）-187 塩川町教育委員会（和田聡 ・ 菅智子）編1998年3月『舘ノ内遺跡』　塩川町埋蔵文化財調査報告第4集 　塩川町教育委員会

（07）-188
郡山市埋蔵文化財発掘事業団（工藤健吾 ・ 佐藤重幸）編1998年3月『阿良久遺跡　2区調査報告』　郡山市教育委員会 ・ 財団法人
郡山市埋蔵文化財発掘事業団
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（07）-189
郡山市埋蔵文化財発掘事業団（工藤健吾ほか）編1998年3月『阿良久遺跡　2 ・ 3区調査報告』　郡山市教育委員会 ・ 財団法人郡
山市埋蔵文化財発掘事業団 ・ 郡山市御前南土地区画整理組合

（07）-190
石川町教育委員会（近内栄晴）編1998年3月『大山平地区遺跡群高原塚群発掘調査報告書』　石川町文化財調査報告書第17集　
石川町教育委員会　 

（07）-191
猪苗代町教育委員会（兼田芳宏）編1998年3月『町内遺跡詳細分布調査報告書9　惣座遺跡 平太遺跡』 　猪苗代町文化財調査報
告書第28集　猪苗代町教育委員会

（07）-192
郡山市埋蔵文化財発掘事業団（垣内和孝 ・ 日下政勝 ・ 菅野直美）編1999年2月『山田C遺跡発掘調査報告 第3次』　郡山市教育
委員会 ・ 財団法人郡山市埋蔵文化財発掘事業団 ・ 福島県県中建設事務所

（07）-193
会津若松市教育委員会（萩生田和郎ほか）編1999年3月『矢玉遺跡』　会津若松市文化財調査報告書第61号　会津若松市教育委
員会 ・ 福島県会津農林事務所 

（07）-194
郡山市埋蔵文化財発掘事業団（高松俊雄 ・ 佐藤重幸ほか）編1999年3月『清水内遺跡6 ・ 8 ・ 9区調査報告 第1冊』　郡山市教育委
員会 ・ 財団法人郡山市埋蔵文化財発掘事業団 ・ 郡山市御前南土地区画整理組合

（07）-195
郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団（黒澤俊廣 ・ 佐久間正明 ・ 押山雄三）編1999年3月『咲田遺跡第3次ー発掘調査報告書ー』　
郡山市教育委員会 ・ 財団法人郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団

（07）-196
いわき市教育文化事業団（樫村友延 ・ 本田善人）編1999年3月『小茶円遺跡（馬場地区） ・ 上ノ内遺跡（第2次調査）』　いわき市埋
蔵文化財調査報告第59冊　いわき市教育委員会 ・ 財団法人いわき市教育文化事業団

（07）-197
いわき市教育文化事業団（江川逸生） ・ 株式会社はましん編1999年3月『滝ノ作遺跡』 　いわき市埋蔵文化財調査報告第62冊　い
わき市教育委員会 ・ 財団法人いわき市教育文化事業団 ・ 建設省東北地方建設局磐城国道工事事務所 

（07）-198
いわき市教育文化事業団（佐藤勝比古）編1999年3月『清水遺跡』 　いわき市埋蔵文化財調査報告第63冊　いわき市教育委員会 ・ 
財団法人いわき市教育文化事業団 ・ 建設省東北地方建設局磐城国道工事事務所 

（07）-199
福島県文化センター遺跡調査課（鈴鹿良一 ・ 須田尚人ほか）編1999年3月『摺上川ダム関連遺跡発掘調査報告8　獅子内遺跡 (第
4次調査) 　 小屋館遺跡 (含小屋館跡)』　福島県文化財調査報告書第351集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・
建設省東北地方建設局摺上川ダム工事事務所

（07）-200
福島県文化センター遺跡調査課（田代和明 ・ 松本武史ほか）編1999年3月『福島空港 ・ あぶくま南道路遺跡発掘調査報告3　白山
A遺跡　 白山C遺跡　 白山E遺跡』　福島県文化財調査報告書第354集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 福
島県土木部　

（07）-201
福島県文化センター遺跡調査課（寺島文隆 ・ 高橋信一ほか）編1999年3月『常盤磐自動車道遺跡調査報告18　小松館跡　程立A遺
跡　程立C遺跡　板谷作遺跡　中ノ内西遺跡　上田郷6遺跡(1次調査)』　福島県文化財調査報告書第356集　福島県教育委員会 ・
財団法人福島県文化センター ・ 日本道路公団

（07）-202
福島県文化センター遺跡調査課（中川光衛ほか）編1999年3月『福島空港公園遺跡発掘調査報告1　関林D遺跡　関林G遺跡　関林
H遺跡　関林I遺跡　関林J遺跡　深田F遺跡』　福島県文化財調査報告書第358集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化セン
ター ・ 福島県土木部

（07）-203
福島県文化センター （大竹義信 ・ 石本弘ほか）編1999年3月『福島空港 ・ あぶくま南道路遺跡発掘調査報告4　柳作A遺跡　柳作
B遺跡　柳作C遺跡』　福島県文化財調査報告書第359集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 福島県土木部 

（07）-204
福島市振興公社文化財調査室（梅宮薫ほか）編1999年3月『番匠内遺跡』　福島市埋蔵文化財報告書第127集　福島市教育委員
会 ・ 財団法人福島市振興公社

（07）-205
河東町教育委員会（五十嵐淳一）編1999年3月『河東町内遺跡試掘調査報告書　金屋遺跡 ・ 郡山遺跡』　河東町文化財調査報告
書第13集　河東町教育委員会

（07）-206
塩川町教育委員会（和田聡 ・ 植村泰徳 ・ 菅智子）編1999年7月『古屋敷遺跡』　塩川町埋蔵文化財調査報告第6集　塩川町教育委
員会

（07）-207
福島県文化センター遺跡調査課（安田稔 ・ 高橋三男ほか）編1999年12月『福島空港 ・ あぶくま南道路遺跡発掘調査報告6　白山D
遺跡　白山E遺跡　金波B遺跡』　福島県文化財調査報告書第367集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 福島県
土木部

（07）-208
会津若松市教育委員会文化課（萩生田和郎 ・ 阿部司 ・ 石田明夫）編2000年2月『若松北部県営ほ場整備発掘調査報告書2』　会
津若松市文化財調査報告書第66号　会津若松市教育委員会 ・ 福島県会津農林事務所

（07）-209
いわき市教育文化事業団（本田善人 ・ 高島好一ほか）編2000年3月『大谷遺跡ー古代集落跡の調査ー』　いわき市埋蔵文化財調
査報告第68冊　いわき市教育委員会 ・ 財団法人いわき市教育文化事業団 ・ 日本道路公団

（07）-210
福島県文化センター遺跡調査課（山内幹夫 ・ 渡辺富夫ほか）編2000年3月『常磐自動車道遺跡調査報告19　金波遺跡　山口遺跡　
寺之作遺跡　山ノ内B遺跡　折木遺跡　大田川南遺跡　高倉城跡 』　福島県文化財調査報告書第363集　福島県教育委員会 ・ 財
団法人福島県文化センター ・ 日本道路公団　
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（07）-211
福島県文化センター遺跡調査課（山内幹夫 ・ 岡田光生ほか）編2000年3月『常磐自動車道遺跡調査報告20　下小塙上ノ原遺跡　小
塙城跡(1次調査)　上本町D遺跡　前川原遺跡』　福島県文化財調査報告書第364集　福島県教育委員会 ・ 福島県文化センター ・
日本道路公団

（07）-212
福島県文化センター遺跡調査課（山内幹夫 ・ 大竹義信ほか）編2000年3月『常磐自動車道遺跡調査報告21　鍛冶屋遺跡（1次調
査）』　福島県文化財調査報告書第365集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 日本道路公団　　

（07）-213
福島県文化センター遺跡調査課（木村直光 ・ 山岸英夫 ・ 鈴鹿良一ほか）編2000年3月『摺上川ダム遺跡発掘調査報告9　八方塚A
遺跡(第2 ・ 3次調査)　 田向遺跡』　福島県文化財調査報告書第366集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 建設
省東北地方建設局摺上川ダム工事事務所　

（07）-214
福島県文化センター （芳賀英一 ・ 鈴鹿良一 ・ 金谷光男ほか）編2000年3月『福島空港公園遺跡発掘調査報告3　深田C遺跡 深田
E遺跡 関林H遺跡2次調査』　福島県文化財調査報告書第373集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 福島県土
木部

（07）-215
郡山市埋蔵文化財発掘事業団（黒澤俊廣 ・ 鴫原靖彦ほか）編2000年3月『郡山東部23　屋戸遺跡　屋敷添遺跡第2 ・ 3次　小泉山
田A遺跡第3次』　郡山市教育委員会 ・ 財団法人郡山市埋蔵文化財発掘事業団 ・ 農林水産省東北農政局郡山土地改良建設事業
所

（07）-216
郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団（黒澤俊宏 ・ 鴫原靖彦）編2001年2月『小泉山田A遺跡（第4次） ー発掘調査報告ー』　郡山市
教育委員会 ・ 郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団 ・ 福島県県中建設事務所

（07）-217
いわき市教育文化事業団（吉田生哉ほか）編2001年3月『荒田目条里遺跡ー古代河川跡の調査ー』　いわき市埋蔵文化財調査報
告第75冊　いわき市教育委員会 ・ 財団法人いわき市教育文化事業団

（07）-218
いわき市教育文化事業団（吉田生哉）編2001年3月『小茶円遺跡　古代集落跡の調査』　いわき市埋蔵文化財調査報告第76冊　い
わき市教育委員会・財団法人いわき市教育文化事業団・国土交通省東北地方整備局磐城国道工事事務所（全2冊、第1篇、第2編）

（07）-219
塩川町教育委員会（和田聡 ・ 植村泰徳 ・ 菅智子）編2001年3月『鏡ノ町遺跡B』　塩川町埋蔵文化財調査報告第8集　塩川町教育
委員会 

（07）-220
福島県文化センター （芳賀英一 ・ 細山郁夫ほか）編2001年3月『福島空港公園遺跡発掘調査報告4　深田C遺跡(2次調査) 関林A
遺跡(2次調査)』　福島県文化財調査報告書第383集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 福島県土木部

（07）-221 河東町教育委員会（五十嵐淳一）編2001年3月『古屋敷遺跡』　河東町文化財調査報告書第14集　河東町教育委員会

（07）-222
白河市教育委員会（鈴木功）編2001年3月『舟田中道遺跡1』　白河市埋蔵文化財調査報告書第31集　白河市教育委員会 ・ 福島県
県南農林事務所（全2冊、本文、写真）

（07）-223
川俣町教育委員会（井上浩光 ・ 五十嵐純 ・ 西谷勉）編2001年3月 『梅窪遺跡発掘調査報告書2』   川俣町文化財調査報告書第17
集　川俣町教育委員会

（07）-224
福島県文化センター （大越道正 ・ 田代和明ほか）編2001年12月『福島空港 ・ あぶくま南道路遺跡発掘調査報告9　後原遺跡　弘
法山遺跡』　福島県文化財調査報告書第370集　福島県教育委員会 ・ 福島県文化センター ・ 福島県土木部

（07）-225
福島県文化振興事業団（佐藤美穂 ・ 関博人ほか）編2002年1月『常磐自動車道遺跡調査報告30　小山Ｂ遺跡』　福島県文化財調
査報告書第389集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 日本道路公団

（07）-226
福島県文化振興事業団（能登谷宣康 ・ 三浦武司ほか）編2002年1月『常磐自動車道遺跡調査報告32　上郡Ｂ遺跡 ・ 本町西Ａ遺跡』　
福島県文化財調査報告書第391集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 日本道路公団

（07）-227
福島県文化振興事業団遺跡調査部遺跡調査課（山内幹夫 ・ 福島雅儀ほか）編2002年1月『常磐自動車道遺跡調査報告33　上本
町G遺跡　上本町F遺跡　日南郷遺跡』　福島県文化財調査報告書第392集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業
団 ・ 日本道路公団　

（07）-228
福島県文化振興事業団（芳賀英一 ・ 大槻誠ほか）編 2002年1月『福島空港 ・ あぶくま南道路遺跡発掘調査報告13　堂平A遺跡　
堂平D遺跡　堂平E遺跡　堂平F遺跡』　福島県文化財調査報告書第395集　福島県教育委員会・財団法人福島県文化振興事業団・
福島県土木部

（07）-229
福島県文化振興事業団遺跡調査部遺跡調査課（山内幹夫 ・ 荒川裕ほか）編2002年2月『常磐自動車道遺跡調査報告31　大谷上ノ
原 遺跡(2次調査)　 大谷山根遺跡  二枚橋遺跡  上繁岡山根遺跡』　福島県文化財調査報告書390集　福島県教育委員会 ・ 財団
法人福島県文化振興事業団 ・ 日本道路公団

（07）-230
福島県文化振興事業団遺跡調査部（山内幹夫 ・ 福島雅儀ほか）編2002年3月『常磐自動車道遺跡調査報告28　鍛冶屋遺跡(3次調
査)』　福島県文化財調査報告書第387集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化センター ・ 日本道路公団　　

（07）-231
福島県文化振興事業団（大越道正ほか）編 2002年3月『福島空港 ・ あぶくま南道路遺跡発掘調査報告12　江平遺跡』　福島県文
化財調査報告書第394集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 福島県土木部（全3冊、第1分冊、第2分冊、第3
分冊）

（07）-232
いわき市教育文化事業団（猪狩忠雄ほか）編2002年3月『堂ノ原遺跡　平安〜江戸時代の調査』　広野町文化財調査報告第3冊　広
野町教育委員会 ・ 財団法人いわき市教育文化事業団 ・ 福島県相双建設事務所
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（07）-233
いわき市教育文化事業団（猪狩みち子ほか）編2002年3月『荒田目条里遺構 ・ 砂畑遺跡』　いわき市埋蔵文化財調査報告第84冊　
いわき市教育委員会 ・ 財団法人いわき市教育文化事業団 ・ 国土交通省東北地方整備局磐城国道事務所（全4冊、第1分冊、第2
分冊、第3分冊、第4分冊）　　

（07）-234
いわき市教育文化事業団（和深俊夫）編2002年3月『植田郷B遺跡　古代集落跡と鍛冶跡の調査』　いわき市埋蔵文化財調査報告
第85冊　いわき市教育委員会 ・ 財団法人いわき市教育文化事業団 ・ 国土交通省東北地方整備局

（07）-235
郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団（工藤健吾）編2002年3月『白旗遺跡 ・ 転沢遺跡発掘調査報告書』　郡山市教育委員会 ・ 財団
法人郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団

（07）-236
郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団（佐久間正明 ・ 垣内和孝 ・ 日下政勝）編2002年3月『簗場遺跡　皆屋敷遺跡　町A遺跡』　郡山
市教育委員会 ・ 財団法人郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団 ・ 国土交通省東北地方整備局福島工事事務所

（07）-237
白河市教育委員会（鈴木功）編2002年3月『舟田中道遺跡2』　白河市埋蔵文化財調査報告書第33集　白河市教育委員会 ・ 福島県
県南農林事務所（全2冊、本文、写真）

（07）-238
いわき市教育文化事業団（佐藤勝比古 ・ 松嶋直実）編2002年9月『栗木作遺跡　栗木作 ・ 小山田線埋蔵文化財発掘調査報告』 　
いわき市埋蔵文化財調査報告第90冊　いわき市教育委員会 ・ 財団法人いわき市教育文化事業団

（07）-239
福島県文化振興事業団遺跡調査部遺跡調査課（横須賀倫達）編2002年10月『会津縦貫北道路遺跡発掘遺跡報告1　麻生館遺跡』　
福島県文化財調査報告書第404集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 国土交通省東北地方整備局郡山国
道事務所　

（07）-240
福島県文化振興事業団遺跡調査部（松本茂ほか）編2002年11月『阿武隈川右岸築堤遺跡発掘調査報告書2　高木 ・ 北ノ脇遺跡』　
福島県文化財調査報告書第401集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 国土交通省東北地方整備局福島工
事事務所（全2冊、第1分冊、第2分冊）

（07）-241
福島県文化振興事業団遺跡調査部（大越道正 ・ 芳賀英一ほか）編2002年11月『福島空港 ・ あぶくま南道路遺跡発掘調査報告15　
堂平G遺跡　宮ノ前A遺跡 　中下遺跡　池ノ上遺跡　兎田遺跡』　福島県文化財調査報告書第407集　福島県教育委員会 ・ 財団法
人福島県文化振興事業団 ・ 福島県土木部

（07）-242
福島県文化振興事業団遺跡調査部（吉野滋夫） )編2002年12月『常磐自動車道遺跡調査報告36　本町西Ｂ遺跡 ・ 本町西Ｃ遺跡 ・
本町西Ｄ遺跡 ・ 後作遺跡』　福島県文化財調査報告書第400集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 日本道
路公団

（07）-243
福島県文化振興事業団遺跡調査部（菅原祥夫 ・ 丹治篤嘉ほか）編2003年1月『常磐自動車道遺跡調査報告35　前山Ａ遺跡』　福
島県文化財調査報告書第399集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 日本道路公団

（07）-244
郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団（佐藤常雄 ・ 高松俊雄 ・ 佐藤重幸 ・ 佐久間正明）編2003年3月『石畑遺跡（第1 ・ 2次）　馬場
中路遺跡（第2次）　馬場小路遺跡（第2次）』　郡山市教育委員会 ・ 郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団 ・ 国土交通省東北地方局
福島工事事務所

（07）-245
福島県文化振興事業団（山内幹夫 ・ 吉田秀亨ほか）編2003年3月『常磐自動車道遺跡調査報告34　馬場前遺跡（2 ・ 3次調査）』　
福島県文化財調査報告書第398集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 日本道路公団（全3冊、本文編1、本
文編2、写真編 ・ 付編）

（07）-246
福島県文化振興事業団遺跡調査部（高橋信一 ・ 小笠原啓美ほか）編2003年3月『会津縦貫北道路遺跡発掘遺跡報告2　荒屋敷遺
跡』　福島県文化財調査報告書 第405集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 国土交通省東北地方整備局
郡山国道工事事務所　 

（07）-247
福島県文化振興事業団遺跡調査部（大越道正 ・ 芳賀英一ほか）編2003年3月『福島空港 ・ あぶくま南道路遺跡発掘調査報告14　
栗木内遺跡』　福島県文化財調査報告書第406集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 福島県土木部　 

（07）-248
福島県文化振興事業団遺跡調査部（福島雅儀ほか)編2003年3月『 一般国道289号南倉沢バイパス遺跡発掘調査報告1　南倉沢
遺跡 ・ 稲干場遺跡』　福島県文化財調査報告書第409集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 福島県土木部　

（07）-249
いわき市教育文化事業団（樫村友延）編2003年3月『湯長谷館跡 ・ 磐崎中学校遺跡　縄文時代集落 ・ 近世城館』　いわき市埋蔵文
化財調査報告第97冊　いわき市教育委員会 ・ 財団法人いわき市教育文化事業団

（07）-250 磐梯町教育委員会（白石賢一郎）編2003年3月『史跡慧日寺跡18』　　磐梯町教育委員会

（07）-251
渡辺誠 ・ 森泰通「福島県いわき市大原貝塚採集の製塩土器」 『名古屋大学博物館報告』 Vol.19　名古屋大学博物館　2003年12
月

（07）-252
塩川町教育委員会（植村泰徳 ・ 和田聡 ・ 五十嵐和博）編2004年3月『内屋敷遺跡』　塩川町埋蔵文化財調査報告第12集　塩川町
教育委員会

（07）-253 楢葉町教育委員会（宇佐美雅夫）編2004年3月『植松遺跡』　楢葉町文化財調査報告書第12集　楢葉町教育委員会

（07）-254
いわき市教育文化事業団（中山雅弘ほか）編2004年3月『牛転古墳群 ・ 小茶円遺跡 ・ 砂畑遺跡 ・ 内宿遺跡　夏井地区周辺重要遺
跡の調査』　いわき市埋蔵文化財調査報告第104冊　いわき市教育委員会 ・ 財団法人いわき市教育文化事業団
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（07）-255 いわき市教育文化事業団（廣岡敏）編2004年9月『夏井廃寺跡』　いわき市埋蔵文化財調査報告第107冊　　いわき市教育委員会

（07）-256
会津若松市教育委員会（小島克則）編2005年1月『若松城郭内武家屋敷跡　東照宮跡』　 会津若松市文化財調査報告書第98号　
会津若松市教育委員会 ・ 三星良子 ・ 株式会社レオパレス21

（07）-257
小高町教育委員会（川田強 ・ 佐川久）編2005年3月『浦尻貝塚1』　小高町文化財調査報告書第6集　福島県相馬郡小高町教育委
員会

（07）-258
福島県文化振興事業団遺跡調査部（佐々木慎一 ・ 稲村圭一）編2005年3月『一般国道6号相馬バイパス遺跡発掘調査報告5　山中
Ｂ遺跡（調査2区）』　福島県文化財調査報告書第422集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 国土交通省東
北地方整備局磐城国道事務所　

（07）-259
福島県文化振興事業団遺跡調査部（高橋信一 ・ 吉野滋夫ほか）編2005年3月 『こまちダム遺跡発掘調査報告3　堂田A遺跡　西田
H遺跡』　福島県文化財調査報告書第424集 　福島県教育委員会・財団法人福島県文化振興事業団・福島県土木部（全2冊、本文、
写真 ・ 付編）

（07）-260
郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団編（高松俊雄 ・ 鴫原靖彦）編2005年3月『北明石田遺跡』　 須賀川市文化財調査報告第50冊　 
須賀川市教育委員会 ・ 財団法人郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団 ・ 福島県県中農林事務所

（07）-261
福島県文化振興事業団遺跡調査部（松本茂・阿部知己ほか）編2005年12月『常磐自動車道遺跡調査報告41　上平A遺跡(2次調査)　
上平B遺跡』　福島県文化財調査報告書第428集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 日本道路公団

（07）-262
福島県文化振興事業団遺跡調査部（安田稔ほか）編2005年12月『会津縦貫北道路遺跡発掘遺跡報告5　荒屋敷遺跡(4次)　 桜町
遺跡(1次)』　福島県文化財調査報告書第430集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 国土交通省東北地方整
備局郡山国道事務所　

（07）-263 高橋満「三貫地貝塚出土製塩土器の再検討」 『福島県立博物館紀要』第20号　福島県立博物館　2006年3月

（07）-264
福島県文化振興事業団遺跡調査部（小林雄一 ・ 山岸英夫 ・ 国井秀紀）編2006年3月『県営かんがい排水事業相馬第二地区遺跡
発掘調査報告3　別所遺跡』　福島県文化財調査報告書第429集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 福島県
農林水産部

（07）-265
会津若松市教育委員会（五十嵐淳一）編2006年3月『金屋遺跡 ・ 郡山遺跡2』 　会津若松市文化財調査報告書第107号　会津若松
市教育委員会 ・ 福島県会津農林事務所

（07）-266
郡山市文化 ・ 学び振興公社文化財調査研究センター （日下政勝）編2006年3月『田中遺跡発掘調査報告』　郡山市教育委員会 ・
財団法人郡山市文化 ・ 学び振興公社

（07）-267
いわき市教育文化事業団（和漆和夫 ・ 高木敏）編2006年3月『小茶円遺跡　古代集落跡の調査』　いわき市埋蔵文化財調査報告第
112冊　いわき市 ・ いわき市教育委員会 ・ 財団法人いわき市教育文化事業団

（07）-268
郡山市文化 ・ 学び振興公社文化財調査研究センター （佐久間正明 ・ 高橋博志 ・ 佐藤重幸）編2006年9月『仁井田地区農業基盤
整備事業関連遺跡発掘調査報告7　坊内遺跡 ・ 里浦遺跡 ・ 沢田A遺跡』　須賀川市教育委員会、財団法人郡山市文化 ・ 学び振興
公社、福島県県中農林事務所

（07）-269
福島県文化振興事業団遺跡調査部（吉田功 ・ 笠井崇吉 ・ 佐々木慎一 ・ 鹿又喜隆）編2006年10月『常磐自動車道遺跡調査報告43　
四ツ栗遺跡（2次調査） ・ 熊平Ｂ遺跡 ・ 荻原遺跡（2次調査）』　福島県文化財調査報告書第433集　福島県教育委員会 ・ 財団法人
福島県文化振興事業団 ・ 東日本高速道路株式会社

（07）-270
いわき市教育文化事業団（江川逸生 ・ 末永成清）編2007年2月『和具B遺跡 ・ 和具C遺跡　古代 ・ 中世集落跡の調査』　いわき市
埋蔵文化財調査報告第119冊　いわき市教育委員会 ・ 財団法人いわき市教育文化事業団

（07）-271
郡山市文化・学び振興公社文化財調査研究センター （高松俊雄）編2007年3月『清水台遺跡　総括報告2006』　郡山市教育委員会、
財団法人郡山市文化 ・ 学び振興公社

（07）-272
福島県文化振興事業団遺跡調査部（香川愼一 ・ 今野徹ほか）編2007年3月『一般国道6号相馬バイパス遺跡発掘調査報告6　柴さ
くA遺跡　柴さく古墳群　山中Ｂ遺跡（調査1 ・ 3区）　新林塚跡』　福島県文化財調査報告書第437集　福島県教育委員会 ・ 財団法
人福島県文化振興事業団 ・ 国土交通省東北地方整備局磐城国道事務所　

（07）-273
福島県文化振興事業団遺跡調査部（安田稔ほか）編2007年3月『原町火力発電所関連遺跡調査報告10』　福島県文化財調査報告
書第439集　 福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 東北電力株式会社（全5冊　本文編1、本文編2、本文編3、自
然科学分析 ・ 考察編、写真 ・ 図版編）　

（07）-274
財団法人福島県文化振興事業団編2007年3月『福島県内遺跡分布調査報告13　金谷林遺跡 ・ 横大道遺跡』　福島県文化財調査
報告書第440集　福島県教育委員会　

（07）-275 伊達市教育委員会（今野賀章）編2007年3月『舟橋遺跡』　伊達市埋蔵文化財調査報告書第3集　伊達市教育委員会

（07）-276 いわき市教育文化事業団ほか編2007年3月『広畑遺跡』　楢葉町文化財調査報告書第16集　楢葉町教育委員会
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（07）-277
いわき市教育文化事業団（松嶋直美）編2007年3月『水品遺跡』　 いわき市埋蔵文化財調査報告第120冊　いわき市教育委員会 ・
財団法人いわき市教育文化事業団

（07）-278
会津坂下町教育委員会（吉田博行 ・ 阿部司ほか）編2007年3月『吉原遺跡　第2 ・ 3次調査』 　会津坂下町文化財調査報告書第59
集 　会津坂下町教育委員会　 

（07）-279
福島県文化振興事業団遺跡調査部（松本茂 ・ 吉野滋夫ほか）編2007年11月『常磐自動車道遺跡調査報告47　北山下遺跡 ・ 仲山
B遺跡』　福島県文化財調査報告書第442集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 東日本高速道路株式会社

（07）-280
福島県文化振興事業団遺跡調査部（菅原祥太 ・ 佐藤啓）編2007年11月『会津縦貫北道路遺跡発掘遺跡報告7　高堂太遺跡2次』　
福島県文化財調査報告書 第446集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 国土交通省東北地方整備局郡山国
道事務所　 

（07）-281
津野仁「栃木県と周辺の古代製塩土器」 （山梨県考古学協会編2008年2月 『塩の考古学一ゆく塩、 くる塩、古代の塩とその流通を
考える一』山梨県考古学協会2007年度研究集会資料集　山梨県考古学協会）

（07）-282
福島県文化振興事業団遺跡調査部（青山博樹 ・ 門脇秀典ほか）編2008年2月『常磐自動車道遺跡調査報告46　原B遺跡　大田切
遺跡』　福島県文化財調査報告書第441集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 東日本高速道路株式会社

（07）-283
福島県文化振興事業団遺跡調査部（稲村圭一ほか）編2008年3月『国営隈戸川農業水利事業遺跡調査報告1　腹田A遺跡 ・ 腹田B
遺跡 ・ 腹田C遺跡 ・ 金谷林遺跡』　福島県文化財調査報告書第449集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・
東北地方農政局隈戸川農業水利事業所

（07）-284
南相馬市教育委員会文化財課（川田強 ・ 佐川久）編2008年3月『浦尻貝塚3　第2分冊自然遺物編』　南相馬市文化財調査報告書
第11集　南相馬市教育委員会

（07）-285
福島県文化振興事業団遺跡調査部（国井秀紀 ・ 今野沙貴子 ・ 鈴木裕一郎）編 2008年11月『常磐自動車道遺跡調査報告52　広谷
地遺跡 ・ 石神遺跡』　福島県文化財調査報告書第451集 　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 東日本高速
道路株式会社　

（07）-286
福島県文化振興事業団遺跡調査部（山岸英夫・吉野滋夫・中野幸夫) 編2008年11月『常磐自動車道遺跡調査報告53　小廹遺跡・
朴廹D遺跡』　福島県文化財調査報告書第452集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 東日本高速道路株式
会社

（07）-287
福島県文化振興事業団遺跡調査部（福田秀生）編2008年12月『阿武隈東道路遺跡発掘調査報告1　荻平遺跡第1次調査』　福島県
文化財調査報告書第455集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 国土交通省東北地方整備局福島河川国道
事務所

（07）-288
いわき市教育文化事業団（高島好一 ・ 木幡成雄）編 2009年3月『井上遺跡』 　いわき市埋蔵文化財調査報告第132冊　いわき市教
育委員会 ・ 財団法人いわき市教育文化事業団

（07）-289
いわき市教育文化事業団（江川逸生）編 2009年3月『神力前B遺跡　5 ・ 8区の調査』 　いわき市埋蔵文化財調査報告第138冊　い
わき市教育委員会 ・ 財団法人いわき市教育文化事業団

（07）-290
福島県文化振興事業団遺跡調査部（今野徹 ・ 山元出）編2009年3月『福島空港 ・ あぶくま南道路遺跡発掘調査報告19　中下B遺
跡 境田遺跡 嫁田B遺跡 石橋遺跡 手倉遺跡 法昌段A遺跡 青井沢J遺跡 草場A遺跡』　福島県文化財調査報告書第456集　福島
県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 福島県土木部

（07）-291
会津坂下町教育委員会（吉田博行 ・ 阿部司ほか）編2009年3月『亀ヶ森古墳2　町内遺跡 (亀ヶ森古墳) 範囲内容確認調査報告書』 　
会津坂下町文化財調査報告書第62集　会津坂下町教育委員会　

（07）-292
福島県文化振興事業団遺跡調査部（國井秀紀 ・ 香川慎一ほか）編2009年11月『常磐自動車道遺跡調査報告55　四ツ栗遺跡（第3
次調査）　大田和広畑遺跡』　福島県文化財調査報告書第458集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 東日本
高速道路株式会社

（07）-293
福島県文化振興事業団遺跡調査部（佐藤啓ほか）編2009年11月『常磐自動車道遺跡調査報告56　大谷上ノ原遺跡(3次調査)』　福
島県文化財調査報告書459集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 東日本高速道路株式会社

（07）-294
福島県文化振興事業団遺跡調査部（福島雅儀ほか）編2009年11月『会津縦貫北道路遺跡発掘遺跡報告9　高堂太遺跡（下高額館
跡を含む） （4次）』　福島県文化財調査報告書第462集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 国土交通省東
北地方整備局郡山国道事務所　 

（07）-295
福島県文化振興事業団遺跡調査部（香川慎一ほか）編2009年11月『阿武隈東道路遺跡発掘調査報告2　荻平遺跡(2次調査) ・ 小
豆畑遺跡』　福島県文化財調査報告書第463集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 国土交通省東北地方整
備局磐城国道事務所

（07）-296
福島市振興公社文化財調査室（堀江格）編 2010年3月『町頭遺跡』　福島市埋蔵文化財報告書第207集　福島市教育委員会 ・ 財
団法人福島市振興公社文化財調査室 ・ 社会福祉法人わたり福祉会 

（07）-297
喜多方市教育委員会（植村泰徳 ・ 渡部展好 ・ 梶原文子）編2010年3月『中谷地遺跡 ・ 宮ノ前遺跡』　喜多方市埋蔵文化財調査報
告書第7集　喜多方市教育委員会

（07）-298
南相馬市教育委員会文化財課（佐川久 ・ 高橋満）編2010年3月『浦尻貝塚　4』　南相馬市文化財調査報告書第15集　南相馬市教
育委員会
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（07）-299
福島県文化振興事業団遺跡調査部（山岸英夫ほか）編2010年3月『常磐自動車道遺跡調査報告58　田子平遺跡 上平A遺跡(5次調
査)』　福島県文化財調査報告書第461集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 東日本高速道路株式会社

（07）-300
福島県文化振興事業団遺跡調査部（山岸英史 ・ 磯山千映子）編2010年11月『阿武隈東道路遺跡発掘調査報告3　荻平遺跡(3次調
査)　 小田原遺跡』 　福島県文化財調査報告書第475集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 国土交通省東
北地方整備局磐城国道事務所

（07）-301
福島県文化振興事業団遺跡調査部（吉田秀享ほか）編2011年1月『常磐自動車道遺跡調査報告61　中山C遺跡 ・ 西内遺跡 ・ 菖蒲
沢遺跡 ・ 椴木沢B遺跡』　福島県文化財調査報告書第470集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 東日本高
速道路株式会社　

（07）-302
福島県文化振興事業団遺跡調査部（福島雅儀ほか）編2011年3月『会津縦貫北道路遺跡発掘遺跡報告10　桜町遺跡2次』　福島県
文化財調査報告書 第474集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 国土交通省東北地方整備局郡山国道事務
所　 

（07）-303
福島県文化振興事業団遺跡調査部（吉田秀享ほか）編2011年4月『常磐自動車道遺跡調査報告63　荒井遺跡　赤柴遺跡』　福島県
文化財調査報告書第472集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興事業団 ・ 東日本高速道路株式会社（全2冊　第1分冊、
第2分冊）　

（07）-304
福島県文化振興事業団遺跡調査部遺跡調査課編2011年4月『常磐自動車道遺跡調査報告66　白子下 C遺跡 ・ 鴻ノ巣遺跡 ・ 赤柴
前遺跡(1次調査)』　福島県文化財調査報告書第479集　福島県教育委員会 ・ 財団法福島県文化振興事業団 ・ 東日本高速道路株
式会社　

（07）-305
福島県文化振興事業団遺跡調査部（吉田功ほか）編2011年12月『阿賀川改修（長井地区）遺跡発掘調査報告1　小田高原遺跡（1
次調査）』　福島県文化財調査報告書第482集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興財団 ・ 国土交通省北陸地方整備
局　

（07）-306
福島県文化振興財団遺跡調査部（香川愼一 ・ 今野徹）編2012年12月『阿賀川改修（長井地区）遺跡発掘調査報告2　小田高原遺
跡2次調査』　福島県文化財調査報告書第486集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興財団 ・ 国土交通省東北地方整
備局

（07）-307 柏木大延「古代東北 ・ 北海道における土製支脚の系譜とその意義」 『物質文化』第93号　物質文化研究会　2013年3月

（07）-308
郡山市文化 ・ 学び振興公社文化財調査研究センター （垣内和孝 ・ 国分俊徹）編2013年3月『西原遺跡　第2次 ・ 第3次発掘調査報
告』　郡山市教育委員会、財団法人郡山市文化 ・ 学び振興公社、福島県県中建設事務所

（07）-309
高橋透「東北地方における古代の塩の生産と流通　陸奥湾から太平洋沿岸地域を中心に」 （奈良文化財研究所（青木敬）編2013
年12月『塩の生産 ・ 流通と官衙 ・ 集落』第16回古代官衙 ・ 集落研究会報告書　奈良文化財研究所研究報告第12冊　独立行政法
人国立文化財機構奈良文化財研究所）

（07）-310
福島県文化振興財団遺跡調査部（藤谷誠 ・ 鶴見諒平）編2014年3月『会津縦貫北道路遺跡発掘調査報告13　西木流C遺跡』　福
島県文化財調査報告書第488集　福島県教育委員会 ・ 財団法人福島県文化振興財団 ・ 国土交通省東北地方整備局郡山国道工
場事務所

（07）-311
いわき市教育文化事業団（竹田裕子・高島好一ほか）編2014年3月『震災復興土地区画整理事業地内試掘調査報告2 （薄磯地区）』　
いわき市埋蔵文化財調査報告第160冊　いわき市教育委員会 ・ 公益財団法人いわき市教育文化事業団

（07）-312
いわき市教育文化事業団（伊藤利美）編2014年3月『平成25年度市内遺跡試掘調査報告』　いわき市埋蔵文化財調査報告第163冊　
いわき市教育委員会 ・ 公益財団法人いわき市教育文化事業団　

（07）-313
福島県文化振興財団遺跡調査部（吉田秀享 ・ 五十嵐敏裕ほか）編2014年3月『常磐自動車道遺跡調査報告69　南狼沢遺跡　 南
狼沢 A遺跡(1次調査)　南狼沢B遺跡』   福島県文化財調査報告書第492集 　福島県教育委員会・財団法人福島県文化振興財団・
東日本高速道路株式会社

（07）-314
郡山市文化 ・ 学び振興公社文化財調査研究センター （垣内和孝 ・ 国分俊徹）編2014年3月『西原遺跡 : 第4次発掘調査報告』　郡
山市教育委員会、公益財団法人郡山市文化 ・ 学び振興公社、福島県県中建設事務所

（07）-315
会津坂下町教育委員会（吉田博行 ・ 阿部司 ・ 渡部智子）編2014年3月『花畑遺跡』　会津坂下町文化財調査報告書第71集　会津
坂下町教育委員会　

（07）-316 南相馬市教育委員会「中才遺跡の調査」 『平成26年度福島県考古学会第56回大会発表要旨』　福島県考古学会　2014年7月

（07）-317
福島県文化振興財団遺跡調査部（藤谷誠 ・ 菅原祥夫ほか）編2014年12月『会津縦貫北道路遺跡発掘調査報告14　桜町遺跡5次　
西木流C遺跡2次　西木流D遺跡1次　 鶴沼B遺跡1次』　福島県文化財調査報告書第495集　福島県教育委員会 ・ 公益財団法人福
島県文化振興財団 ・ 国土交通省東北地方整備局郡山国道工事事務所

（07）-318 高橋満「落合Ｂ遺跡出土の製塩土器類」 『福島県立博物館紀要』第29号　福島県立博物館　2015年3月

（07）-319
公益財団法人いわき市教育文化事業団（千田一志ほか）編2015年3月『三反田Ｂ遺跡 ・ 三反田遺跡 ・ 薄磯貝塚2』　いわき市埋蔵
文化財調査報告第168冊　いわき市教育委員会 
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（07）-320
福島県文化振興財団遺跡調査部（吉田秀享ほか）編2015年3月『常磐自動車道遺跡調査報告72　南狼沢A遺跡2 ・ 3次調査』   福
島県文化財調査報告書第499集　 福島県教育委員会 ・ 公益財団法人福島県文化振興財団 ・ 東日本高速道路株式会社

（07）-321
郡山市文化 ・ 学び振興公社文化財調査研究センター （柳沼賢治）編2015年3月『照内遺跡  発掘調査報告』　郡山市教育委員会、
公益財団法人郡山市文化 ・ 学び振興公社、金田建設株式会社

（07）-322
会津坂下町教育委員会（吉田博行 ・ 阿部司ほか）編2015年3月『会津坂下町内遺跡発掘調査報告書7　中平遺跡2』　会津坂下町
文化財調査報告書第72集　会津坂下町教育委員会　

（07）-323
福島県文化振興財団遺跡調査部（藤谷誠 ・ 菅原祥夫ほか）編2016年1月『会津縦貫北道路遺跡発掘調査報告16　西木流D遺跡 (2
次) ・ 鶴沼B遺跡 (2次) ・ 西坂才遺跡 (2次)』　福島県文化財調査報告書第505集　福島県教育委員会 ・ 公益財団法人福島県文化
振興財団 ・ 国土交通省東北地方整備局郡山国道工事事務所

（07）-324
いわき市教育文化事業団（高橋忠道 ・ 末永成清）編2016年3月『前上ノ山遺跡ー丘陵斜面および裾部に形成された遺物包含層の
調査ー』　いわき市埋蔵文化財調査報告第177冊　 いわき市教育委員会 ・ 公益財団法人いわき市教育文化事業団

（07）-325
郡山市文化 ・ 学び振興公社文化財調査研究センター （柳沼賢治 ・ 橋本貴子）編2016年3月『徳定A ・ B遺跡　 第5 ・ 6次発掘調査
報告』 　郡山市教育委員会、公益財団法人郡山市文化 ・ 学び振興公社文化財調査研究センター、郡山市都市整備部

（07）-326
郡山市文化 ・ 学び振興公社文化財調査研究センター （高田勝 ・ 橋本貴子）編2016年3月『西原（にしはら）遺跡　第6次発掘調査
報告』　郡山市教育委員会、公益財団法人郡山市文化 ・ 学び振興公社、福島県県中建設事務所

（07）-327
福島県文化振興財団遺跡調査部（能登谷宣康 ・ 後藤信裕ほか）編2016年3月 『農山漁村地域復興基盤総合整備事業関連遺跡調
査報告1　天花沢A遺跡』   福島県文化財調査報告書第508集 　福島県教育委員会 ・ 公益財団法人福島県文化振興財団 ・ 福島
県農林水産部相双農林事務所

（07）-328 荒淑仁人「7　福島県」 『日本考古学年報67 （2014年度版）』　日本考古学協会　2016年5月

（07）-329
福島県教育委員会編2016年12月 『東日本大震災復興関連遺跡調査報告3』　 福島県文化財調査報告書第518集 　福島県教育委
員会

（07）-330
福島県文化振興財団遺跡調査部（能登谷宣康 ・ 福田秀生ほか）編2017年2月 『農山漁村地域復興基盤総合整備事業関連遺跡調
査報告2　五畝田 ・ 犬這遺跡』   福島県文化財調査報告書第515集 　福島県教育委員会 ・ 公益財団法人福島県文化振興財団 ・
福島県農林水産部

（07）-331
公益財団法人いわき市教育文化事業団（猪狩みち子）編2017年2月『桜田4遺跡　奈良 ・ 平安時代の集落跡の調査』 　 広野町文
化財調査報告第6冊　広野町教育委員会

（07）-332
いわき市教育文化事業団（竹田裕子）編 2017年3月『泉町C遺跡 : 古代集落跡の調査2』 　いわき市埋蔵文化財調査報告第179冊　
いわき市教育委員会 ・ 公益財団法人いわき市教育文化事業団

（07）-333
福島県文化振興財団遺跡調査部（東野勤也 ・ 鶴見諒平ほか)編2017年11月『会津縦貫南道路遺跡発掘調査報告2　瀧ノ入遺跡』　
福島県文化財調査報告書第522集　福島県教育委員会 ・ 公益財団法人福島県文化振興財団 ・ 国土交通省東北地方整備局郡山
国道事務所　

（07）-334
福島県文化振興財団遺跡調査部（能登谷宣康 ・ 谷中隆ほか）編2018年3月 『農山村地域復興基盤総合整備事業関連遺跡調査報
告2　桶師屋遺跡』   福島県文化財調査報告書第526集 　福島県教育委員会 ・ 公益財団法人福島県文化振興財団 ・ 福島県農林
水産部

（07）-335
公益財団法人いわき市教育文化事業団（鈴木隆康 ・ 猪狩みち子）編2018年10月『高橋遺跡 第2次調査』　楢葉町文化財調査報告
書第20集　楢葉町教育委員会

（07）-336
福島県文化振興財団遺跡調査部（丹治篤嘉 ・ 初山孝行ほか）編2019年3月『一般国道115号相馬福島道路遺跡発掘調査報告7　
上ノ台館跡2次調査　中室内遺跡1 ・ 2次調査　日照田遺跡　舘ノ前遺跡』   福島県文化財調査報告書第530集 　福島県教育委員
会 ・ 公益財団法人福島県文化振興財団 ・ 国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所

（07）-337
福島県文化振興財団遺跡調査部（青山博樹 ・ 吉野滋夫ほか）編2019年3月『阿武隈川上流河川改修事業高木地区遺跡調査報告　
高木遺跡』　福島県文化財調査報告書第531集　福島県教育委員会 ・ 公益財団法人福島県文化振興財団 ・ 国土交通省東北地方
整備局福島河川国道事務所（全3冊、第1分冊（本文編1）、第2分冊（本文編2）、第3分冊（自然科学分析 ・ 写真図版編））

（07）-338
福島県文化振興財団遺跡調査部（佐藤俊）編2020年2月『県道広野小高線関連遺跡発掘調査報告2　毛萱館跡』　福島県文化財調
査報告書第538集　福島県教育委員会 ・ 公益財団法人福島県文化振興財団 ・ 福島県土木部

（07）-339
高橋満「福島県浜通り中 ・ 北部における製塩士器の類例と評価」 （南相馬市教育委員会（川田強）編2020年3月『中オ遺跡（2次調
査）』　南相馬市教育委員会）

（07）-340 南相馬市教育委員会（川田強）編2020年3月『中才遺跡(2次調査）』　南相馬市教育委員会
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（07）　福島県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

7001 小屋館遺跡 福島県福島市飯坂町茂庭 製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-199

7002 獅子内遺跡
福島県福島市飯坂町茂庭
字獅子内

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀）
（07）-154、（07）-185、
（07）-199、（07）-309

7003 弓手原遺跡
福島県福島市飯坂町茂庭
字弓手原

製塩土器（筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（07）-169

7004 田向遺跡
福島県福島市飯坂町茂庭
字田向

製塩土器（筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（07）-213

7005 八方塚A遺跡
福島県福島市飯坂町茂庭
字八方塚

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-213

7006 前原遺跡
福島県福島市飯坂町茂庭
字前原

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀後
半）

（07）-118

7007 倉ノ前遺跡 福島県福島市岡部字根深 製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-132

7008 御山千軒遺跡
福島県福島市御山字仲屋
敷

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-20

7009 五十辺遺跡
福島県福島市北ノ前 ・ 館ノ
内

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-44

7010 房ノ内遺跡
福島県福島市黒岩字浜井
湯 ・ 堂ノ後

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-54

7011 腰浜廃寺
福島県福島市腰浜町 ・ 浜
田町

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-1

7012
福島大学附属中学校跡
遺跡

福島県福島市腰浜町 製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-65

7013 中ノ内遺跡
福島県福島市下野寺字鶴
巻

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-55

7014 岩田遺跡
福島県福島市鳥谷野字岩
田

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-86

7015 勝口前畑遺跡
福島県福島市野田町 ・ 八
島田字勝口前畑

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀）
（07）-142、（07）-158、
（07）-172、（07）-186

7016 古屋敷遺跡
福島県福島市方木田字古
屋敷

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-75

7017 麦地石遺跡
福島県福島市松川町金沢
字麦地石

製塩土器（筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（07）-151、（07）-171

7018 仙台内前遺跡 福島県福島市松川町水原 製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀後
半）

（07）-63

7019 岩崎町遺跡
福島県福島市渡利字岩崎
町

製塩土器（筒形） 古代（8〜9世紀） （07）-98

7020 山ノ下遺跡
福島県福島市渡利字柳小
路

製塩土器（筒形） 平安時代（10世紀） （07）-173、（07）-281

7021 沖町遺跡
福島県福島市渡利字番匠
町

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-87、（07）-97

7022 町頭遺跡
福島県福島市渡利字大豆
塚

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-296

7023 番匠内遺跡
福島県福島市小倉寺字経
塚山・寺坂・馬場・番匠内・
前町

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-204

7024 若松城郭内武家屋敷跡 福島県会津若松市城東町 製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-256

7025 若松城三の丸跡 福島県会津若松市城東町 製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-39

7026 横沼西遺跡
福島県会津若松市神指町
北四合字横沼西

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-95
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番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

7027 門田条里制跡
福島県会津若松市門田町
堤沢字北村

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀前
半）

（07）-119

7028 郡山遺跡
福島県会津若松市河東町
郡山字村北

製塩土器（筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（07）-265

7029 矢玉遺跡
福島県会津若松市高野町
柳川字下吉田

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-193

7030 上吉田遺跡
福島県会津若松市高野町
柳川字上吉田

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-85

7031 下高野A遺跡
福島県会津若松市高野町
柳川字下高野

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-208

7032 木流遺跡
福島県会津若松市高野町
木流

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-208

7033 西木流A遺跡
福島県会津若松市高野町
木流字西木流

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-208

7034 西木流C遺跡
福島県会津若松市高野町
木流字西木流

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀）
（07）-208、（07）-310、
（07）-317

7035 西木流D遺跡
福島県会津若松市高野町
木流字西木流

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀前半
〜10世紀前半）

（07）-323

7036 鶴沼B遺跡
福島県会津若松市高野町
中沼字鶴沼

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀前 ・
中）

（07）-317、（07）-323

7037 西坂才遺跡
福島県会津若松市高野町
中沼字西坂才甲

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀前
半）

（07）-323

7038 平沢遺跡
福島県会津若松市町北町
平沢

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-208

7039 屋敷遺跡
福島県会津若松市町北町
字屋敷 

製塩土器（筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（07）-94

7040 古屋敷遺跡
福島県会津若松市河東町
熊野堂字櫓

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀前
半）

（07）-221

7041 金屋遺跡
福島県会津若松市河東町
郡山字金屋

製塩土器（筒形） 古代 （07）-205

7042 大根畑遺跡
福島県郡山市安積町荒井
字大根畑

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-51

7043 阿良久遺跡
福島県郡山市大槻町字東
阿良久 ・ 花輪前

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀）
（07）-176、（07）-177、
（07）-188、（07）-189

7044 清水内遺跡
福島県郡山市大槻町字人
形担

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-194

7045 咲田遺跡 福島県郡山市咲田2丁目 製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-195

7046 清水台遺跡 福島県郡山市清水台2丁目 製塩土器（筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（07）-121、（07）-271

7047 東作田C遺跡
福島県郡山市田村町岩作
字東作田

製塩土器（筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（07）-27、（07）-281

7048 徳定B遺跡
福島県郡山市田村町徳定
字苧干場

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-13、（07）-325

7049 枇杷沢B遺跡
福島県郡山市田村町山中
字枇杷沢

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-79、（07）-309

7050 田向A遺跡
福島県郡山市田村町守山
字田向

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-79

7051 田向E遺跡
福島県郡山市田村町守山
字田向

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-68

7052 田向F遺跡
福島県郡山市田村町守山
字田向

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-68

7053 弥明遺跡
福島県郡山市田村町守山
字弥明

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-100

7054 正直A遺跡
福島県郡山市田村町正直
字除古

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-133

7055 正直C遺跡
福島県郡山市田村町正直
字天井田

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-143
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番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

7056 唐松A遺跡
福島県郡山市田村町岩作
字唐松

製塩土器（筒形） 平安時代（10世紀） （07）-23、（07）-309

7057 田中遺跡
福島県郡山市田村町小川
字田中

製塩土器（筒形） 古代 （07）-266

7058 下羽広遺跡
福島県郡山市中田町高倉
字下羽広 ・ 竹ノ内

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-160

7059 石畑遺跡
福島県郡山市西田町鬼生
田字石畑

製塩土器（筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（07）-244

7060 皆屋敷遺跡
福島県郡山市西田町鬼生
田字皆屋敷

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-10、（07）-236

7061 二池遺跡
福島県郡山市西田町木村
字二池

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-111

7062 川前遺跡
福島県郡山市西田町芹沢
字川前

製塩土器（筒形） 平安時代（10世紀） （07）-93

7063 野中遺跡
福島県郡山市西田町根木
屋字野中 ・ 富久山町堂坂
字夢田

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀中 ・
後半）

（07）-184

7064 山田C遺跡
福島県郡山市富久山町堂
坂字寺代、北小泉字山田

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀後半
〜10世紀中）

（07）-192

7065 岩ヶ作遺跡
福島県郡山市富久山町堂
坂字岩ヶ作

製塩土器（筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（07）-149、（07）-166

7066 妙音寺遺跡
福島県郡山市富久山町堂
坂字中森

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-149、（07）-159

7067 屋敷添遺跡
福島県郡山市富久山町北
小泉字屋敷添

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀後
半）

（07）-150

7068 小泉山田A遺跡
福島県郡山市富久山町北
小泉字山田

製塩土器（筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（07）-215、（07）-216、
（07）-281

7069 鳴神 ・ 柿内戸遺跡
福島県郡山市富久山町福
原字鳴神 ・ 柿内戸 ・ 町田 ・
町裏

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-16、（07）-182

7070 西原遺跡
福島県郡山市富久山町福
原字西原

製塩土器（筒形） 平安時代
（07）-308、（07）-314、
（07）-326

7071 照内遺跡
福島県郡山市富久山町福
原字照内

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀前
半）

（07）-321

7072 勝利ヶ岡遺跡
福島県郡山市三穂田町川
田字勝利ヶ岡

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-153

7073 白旗遺跡
福島県郡山市三穂田町川
田字白旗

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-235

7074 朝日長者遺跡
福島県いわき市泉町下川
字中ノ谷

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-12

7075 神力前B遺跡
福島県いわき市泉町滝尻
字神力前

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-289

7076 泉町C遺跡
福島県いわき市泉町滝尻
字泉町

製塩土器（筒形）
奈良時代（8世紀前
半）

（07）-332

7077 程立A遺跡
福島県いわき市大久町小
久字程立

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-201

7078 寺脇貝塚
福島県いわき市小名浜字
古湊寺ノ脇

製塩土器 縄文時代晩期後葉 （07）-2、（07）-6

7079 大原貝塚
福島県いわき市小名浜大
原字西橋本 

製塩土器（筒形） 古代 （07）-251

7080 湯長谷館跡
福島県いわき市常盤白鳥
町字館 ・ 下湯長谷町字家
中跡

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀中
頃）

（07）-249

7081 大谷遺跡
福島県いわき市平中平窪
字大谷

製塩土器（筒形） 奈良時代 （07）-209、（07）-281

7082 薄磯貝塚
福島県いわき市平薄磯字
三反田

製塩土器（縄文）、製塩土器
（筒形）

縄文時代晩期、平安
時代（9世紀）

（07）-56、（07）-311

7083 荒田目条里遺跡
福島県いわき市平荒田目
字甲塚･砂畑･明星町 

製塩土器（筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（07）-217
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7084 水品遺跡
福島県いわき市平水品字
根岸 ・ カキ田 ・ 荒神平 

製塩土器（筒形） 古代 （07）-277

7085 植田郷B遺跡
福島県いわき市平上高久
字植田郷内

製塩土器（筒形） 平安時代前半 （07）-234

7086 小茶円遺跡 福島県いわき市平山崎 製塩土器（筒形） 平安時代
（07）-135、（07）-196、
（07）-218、（07）-267、
（07）-281

7087 夏井廃寺
福島県いわき市平下大越
字石田 ・ 岸前

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-255

7088 砂畑遺跡
福島県いわき市菅波字砂
畑

製塩土器（筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（07）-233、（07）-254

7089 上ノ内遺跡
福島県いわき市勿来町四
沢

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-136

7090 伊勢林前遺跡
福島県いわき市勿来町四
沢伊勢林前

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-3

7091 前上ノ山遺跡
福島県いわき市久之浜町
久之浜字前上ノ山

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-324、（07）-328

7092
一般国道6号久之浜バイ
パスF地点

福島県いわき市久之浜町
久之浜字中浜地内

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-312

7093 匠番柵館跡
福島県いわき市三和町差
塩字館下地内

製塩土器（筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（07）-139

7094 石坂遺跡
福島県いわき市好間町中
好間字石坂

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-52

7095 寺台遺跡
福島県いわき市好間町中
好間字寺台

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-53

7096 大猿田遺跡
福島県いわき市四倉町中
島字大猿田 

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-170

7097 タタラ山遺跡
福島県いわき市四倉町山
田小湊字塙 

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-152

7098 大久保A遺跡
福島県いわき市四倉町駒
込字日ノ目 ・ 大明神 ・ 大
久保

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-165

7099 大久保F遺跡
福島県いわき市四倉町駒
込字大久保

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-165

7100 和具B遺跡
福島県いわき市四倉町下
柳生字手根振

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-270

7101 栗木作遺跡
福島県いわき市四倉町字
芳沢 ・ 栗木作

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-238

7102 岸遺跡
福島県いわき市渡辺町田
部字岸

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-76

7103 井上遺跡
福島県いわき市山田町井
上

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-288

7104 滝ノ作遺跡
福島県いわき市内郷御厩
町滝ノ作

製塩土器（筒形）
平安時代（9〜10世紀
前半）

（07）-197

7105 清水遺跡
福島県いわき市内郷御厩
町清水

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-198

7106 番匠地遺跡
福島県いわき市内郷御厩
町番匠

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-161

7107 佐平林遺跡
福島県白河市東上野出島
字佐平林 ・ 谷地前 

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-11

7108 岩井戸A遺跡
福島県白河市東下野出島
字岩井戸

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-34

7109 舟田中道遺跡 福島県白河市舟田字中道 製塩土器（筒形） 古代
（07）-180、（07）-222、
（07）-237

7110 金谷林遺跡
福島県白河市大信増見字
金谷林

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-274

7111 赤坂裏A遺跡
福島県白河市大信中新城
字赤坂

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-9、（07）-28

7112 北大久保E遺跡
福島県白河市大信下新城
字北大久保

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-101
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7113 腹田A遺跡
福島県白河市大信中増見
字腹田

製塩土器（筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（07）-283

7114 桜立D遺跡
福島県白河市大信上新城
字桜立

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-28

7115 十三仏遺跡
福島県須賀川市雨田字
十三仏

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-57

7116 中山遺跡
福島県須賀川市雨田字後
中山 

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-30

7117 松ヶ作B遺跡
福島県須賀川市雨田字
松ヶ作

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-120

7118 蛭館跡
福島県須賀川市小作田字
蛭舘

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-46

7119 二塚遺跡
福島県須賀川市木之崎字
二塚

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-17

7120 関林D遺跡
福島県須賀川市田中字関
林

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-202

7121 関林H遺跡
福島県須賀川市田中字関
林

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀後
半）

（07）-214

7122 深田C遺跡
福島県須賀川市田中字深
田

製塩土器（筒形）
古代（8世紀末〜9世
紀初頭）

（07）-220

7123 沢田A遺跡
福島県須賀川市仁井田字
沢田

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-268

7124 北明石田遺跡
福島県須賀川市仁井田字
北明石田

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀中 ・
後半）

（07）-260

7125 高木遺跡
福島県須賀川市西尾字高
木

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-337

7126 仲ノ平古墳群の集落
福島県須賀川市江掛字仲
ノ平

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-50

7127 小田高原遺跡
福島県喜多方市慶徳町山
科字古屋敷 ・ 西新田

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-305、（07）-306

7128 中谷地遺跡
福島県喜多方市塩川町窪
字中谷地

製塩土器（筒形） 平安時代（10世紀） （07）-297

7129 鏡ノ町遺跡
福島県喜多方市塩川町四
奈川字鏡ノ町

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀）
（07）-174、（07）-219、
（07）-309

7130 舘ノ内遺跡
福島県喜多方市塩川町吉
沖字舘ノ内

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-187

7131 内屋敷遺跡
福島県喜多方市塩川町会
知字内屋敷 ・ 込堀

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-252

7132 古屋敷遺跡
福島県喜多方市塩川町大
田木字古屋敷

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-206

7133 麻生館遺跡
福島県喜多方市塩川町遠
田字麻生館

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-239

7134 荒屋敷遺跡
福島県喜多方市塩川町遠
田字荒屋敷

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-246

7135 村前遺跡
福島県喜多方市豊川町米
室字村前 ・ 綾金

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-175

7136 西原遺跡
福島県喜多方市山都町沢
田 ・ 西原

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-99

7137 高堂太遺跡
福島県喜多方市高堂太字
高里

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀後
半 ・ 末）

（07）-280、（07）-294

7138 迎貝塚 福島県相馬市磯部字迎 製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-18、（07）-281

7139 北原遺跡 福島県相馬市椎木字北原 製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-37

7140 大森C遺跡
福島県相馬市長老内字大
森

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-71

7141 古川尻Ｂ遺跡
福島県相馬市塚部字古川
尻

塩田、製塩場（鹹水槽 ・ 釜
屋）

江戸時代〜 （07）-83、（07）-156
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7142 鷲塚遺跡
福島県相馬市新沼字広須
賀

製塩場（鹹水槽 ・ 釜屋） 江戸時代〜 （07）-83

7143 明神前Ｂ遺跡
福島県相馬市新沼字明神
前

塩田 江戸時代 （07）-156

7144 大森遺跡 福島県相馬市新沼大森 製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-141

7145 小田原遺跡
福島県相馬市山上字小田
原

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-300

7146 荻平遺跡 福島県相馬市山上字荻平 製塩土器（筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（07）-287、（07）-295

7147 馬場平B遺跡
福島県田村市大越町栗出
字馬場平

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-126

7148 台ノ前A遺跡
福島県田村市船引町堀越
字台ノ前

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-113

7149 仲ノ縄B遺跡
福島県田村市船引町春山
字仲ノ縄

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-125

7150 馬場平遺跡
福島県田村市船引町北鹿
又字前馬場平

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-59

7151 持藤田A遺跡
福島県田村市都路町岩井
沢字持藤田

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-14

7152 大田和広畑遺跡
福島県南相馬市小高区大
田和字広畑 ・ 舘越

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-292、（07）-309

7153 大田切遺跡
福島県南相馬市小高区大
富字大田切

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-282

7154 熊平Ｂ遺跡
福島県南相馬市小高区大
富字熊平

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-269

7155 四ﾂ栗遺跡
福島県南相馬市小高区川
房字四ツ栗

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-90、（07）-269

7156 浦尻貝塚
福島県南相馬市小高区浦
尻字南台

製塩土器 縄文時代晩期
（07）-257、（07）-284、
（07）-298

7157 浦尻小廹（さく）遺跡
福島県南相馬市小高区浦
尻字小廹

製塩土器 縄文時代晩期 （07）-42、（07）-131

7158 浦尻磯坂遺跡
福島県南相馬市小高区浦
尻字磯坂

製塩土器 縄文時代晩期 （07）-43

7159 横大道遺跡
福島県南相馬市小高区飯
崎字横大道   

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-274

7160 中才遺跡
福島県南相馬市鹿島区鹿
島字中才

製塩土器 縄文時代晩期後半
（07）-316、（07）-339、
（07）-340

7161 割田C遺跡
福島県南相馬市鹿島区川
子字割田 ・ 菅ノ沢

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-273

7162 大廹（さく）遺跡
福島県南相馬市鹿島区川
子字大サク

製塩土器（筒形） 平安時代（10世紀） （07）-168、（07）-183

7163 北山下遺跡
福島県南相馬市鹿島区山
下字北山下

製塩土器（筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（07）-279

7164 桶師屋遺跡
福島県南相馬市鹿島区北
石田字桶師屋

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-334

7165 石神遺跡
福島県南相馬市原町区石
神字石神 ・ 中山

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-285

7166 中山C遺跡
福島県南相馬市原町区石
神字中山

製塩土器（筒形） 平安時代（10世紀） （07）-301

7167 西内遺跡
福島県南相馬市原町区深
野字西内 

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-301

7168 赤柴遺跡
福島県南相馬市原町区馬
場字赤柴

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-303

7169 船沢A遺跡
福島県南相馬市原町区金
沢字船沢

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-96、（07）-281

7170 大廹（さく）C遺跡
福島県南相馬市原町区金
沢字大船廹

製塩土器（筒形） 奈良時代 （07）-110
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7171 大廹（さく）A遺跡
福島県南相馬市原町区金
沢字大船廹

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-140、（07）-145

7172 五畝田 ・ 犬這遺跡
福島県南相馬市原町区雫
字五畝田 ・ 犬這

製塩土器（筒形）
平安時代（8世紀後半
〜9世紀）

（07）-330

7173 天花沢A遺跡
福島県南相馬市原町区北
泉字天花沢

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀後
半）

（07）-327

7174 辻ノ内遺跡
福島県南相馬市原町区牛
越字辻内

製塩土器（筒形） 古代 （07）-329

7175 舟橋遺跡
福島県伊達市保原町字舟
橋

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-275

7176 北ノ脇遺跡
福島県本宮市高木字北ノ
脇

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-240

7177 日照田遺跡
福島県伊達郡桑折町松原
字日照田

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀後
半）

（07）-336

7178 梅窪遺跡
福島県伊達郡川俣町鶴沢
字梅窪 ・ 小松山 ・ 小平道 ・
北口

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀前 ・
中）

（07）-162、（07）-223

7179 古屋敷遺跡
福島県岩瀬郡天栄村飯豊
字三郷池

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-9

7180 二本松遺跡
福島県岩瀬郡天栄村大里
字二木松

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-47

7181 坂口B遺跡
福島県岩瀬郡天栄村大里
字坂口

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-69

7182 上清神遺跡
福島県岩瀬郡天栄村大里
字上清神

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-70

7183 山崎遺跡
福島県岩瀬郡天栄村大里
字山崎

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-80

7184 竹柄遺跡
福島県岩瀬郡天栄村大里
字竹柄

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-89

7185 二木松遺跡
福島県岩瀬郡天栄村大里
字二木松

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀前
半）

（07）-41

7486 中山遺跡
福島県岩瀬郡天栄村白子
字中山 ・ ソリミ ・ 岡の内

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-33

7187 岡谷地A遺跡
福島県岩瀬郡天栄村白子
字岡谷地

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-33

7188 南倉沢遺跡
福島県南会津郡下郷町南
倉沢字玉塚 ・ 稲干場 

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-248

7189 瀧ノ入遺跡
福島県南会津郡下郷町白
岩字瀧ノ入

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-333

7190 羽黒山館跡
福島県耶麻郡西会津町野
沢字雷山

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-137

7191 慧日寺跡
福島県耶麻郡磐梯町磐梯
字本寺八幡

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-250

7192 登戸遺跡
福島県耶麻郡猪苗代町関
都字登戸

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-58

7193 観音屋敷跡
福島県耶麻郡猪苗代町堅
田字牛沼村前

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀）
（07）-62、（07）-92、
（07）-179

7194 水抜遺跡
福島県耶麻郡猪苗代町長
田字水抜

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀前
半）

（07）-122

7195 惣座遺跡
福島県耶麻郡猪苗代町三
ツ和字惣座

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-122

7196 平太遺跡
福島県耶麻郡猪苗代町川
桁字平太 ・ 平太山 ・ 南平
太

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-191

7197 都沢道遺跡
福島県耶麻郡猪苗代町八
幡字都沢道

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-163

7198 三城潟家北遺跡
福島県耶麻郡猪苗代町三
ツ和字家北

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-123、（07）-148
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7199 北遠面遺跡
福島県河沼郡会津坂下町
合川字北遠面

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-105

7200 吉原遺跡
福島県河沼郡会津坂下町
青木字吉原

製塩土器（筒形） 平安時代（10世紀） （07）-114、（07）-278

7201 青木遺跡
福島県河沼郡会津坂下町
青木字青木

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-78

7202 大江古屋敷遺跡
福島県河沼郡会津坂下町
大沖字古屋敷

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-77

7203 松無塚遺跡
福島県河沼郡会津坂下町
勝大字松無

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-104

7204 村北遺跡
福島県河沼郡会津坂下町
五ノ併字村北

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-116

7205 舘ノ内遺跡
福島県河沼郡会津坂下町
五ノ併字舘ノ内

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-40、（07）-60

7206 大豆田B遺跡
福島県河沼郡会津坂下町
樋島字大豆田

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-104

7207 東舘遺跡
福島県河沼郡会津坂下町
新舘字東舘

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-134

7208 森前遺跡
福島県河沼郡会津坂下町
新舘字森前

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀中
頃）

（07）-115

7209 古館遺跡
福島県河沼郡会津坂下町
沼越字古館

製塩土器（筒形） 平安時代（10世紀） （07）-106

7210 高畑遺跡
福島県河沼郡会津坂下町
沼越字高畑甲

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-106

7211 四百刈遺跡
福島県河沼郡会津坂下町
白狐字四百刈

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-116

7212 花畑遺跡
福島県河沼郡会津坂下町
長井字花畑 ・ 山田 ・ 家ノ
下

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀中 ・
後半）

（07）-315

7213 中平遺跡
福島県河沼郡会津坂下町
津尻字中平

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀後
半 ・ 末）

（07）-322

7214 亀ヶ森古墳
福島県河沼郡会津坂下町
青津字舘ノ越 ・ 田中

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀後半
〜10世紀初頭）

（07）-117、（07）-291

7215 桜町遺跡
福島県河沼郡湯川村桜町
千苅

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-262、（07）-302

7216 十五壇遺跡
福島県大沼郡会津美里町
旭館端上十五壇 ・ 下十五
壇

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-26、（07）-73

7217 鷺沢道南遺跡
福島県大沼郡会津美里町
雀林字鷺沢道南

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-103

7218 腰巻遺跡
福島県大沼郡会津美里町
松坂字腰巻

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-36

7219 下谷ヶ地平C遺跡
福島県大沼郡会津美里町
松坂字下谷ヶ地平

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-36

7220 北平遺跡
福島県大沼郡会津美里町
松坂字北平

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-103

7221 関和久上町遺跡
福島県西白河郡泉崎村関
和久字上町

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-21、（07）-281

7222 滝原前山C遺跡
福島県西白河郡泉崎村踏
瀬字滝原前山

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-70

7223 笹目平遺跡
福島県西白河郡矢吹町柿
之内字東ノ内

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-102

7224 白山C遺跡
福島県西白河郡矢吹町白
山

製塩土器（筒形） 古代 （07）-200

7225 白山E遺跡
福島県西白河郡矢吹町白
山

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-207

7226 後原遺跡
福島県西白河郡矢吹町谷
中

製塩土器（筒形） 奈良時代 （07）-224
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7227 中畑行馬遺跡
福島県西白河郡矢吹町中
畑字根宿

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-4

7228 松並平遺跡
福島県東白川郡棚倉町下
山本字松並平

製塩土器（筒形） 奈良 ・ 平安時代 （07）-32

7229 達中久保遺跡
福島県石川郡石川町赤羽
字達中久保

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-34、（07）-157

7230 古内A遺跡
福島県石川郡石川町沢井
字古内

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-146

7231 大日原C遺跡
福島県石川郡石川町沢井
字大日原

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-144

7232 竹柄D遺跡
福島県石川郡石川町沢井
字竹柄

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-45

7233 大山平D遺跡
福島県石川郡石川町沢井
字大山平

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀前
半）

（07）-190

7234 上悪戸遺跡
福島県石川郡石川町中野
字悪戸 ・ 堀込

製塩土器（筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（07）-24

7235 小田口B遺跡
福島県石川郡石川町母畑
字小田口

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-31

7236 小田口C遺跡
福島県石川郡石川町母畑
字小田口

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-31

7237 法昌段A遺跡
福島県石川郡石川町母畑
字法昌段

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-290

7238 江平遺跡
福島県石川郡玉川村小高
字江平 ・ 大隅平、蒜生字恵
平

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-231

7239 堂平B遺跡
福島県石川郡玉川村川辺
字堂平

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-35

7240 堂平F遺跡
福島県石川郡玉川村川辺
字堂平  

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-228

7241 辰巳城遺跡
福島県石川郡玉川村川辺
字川久保・十日森・辰巳城・
三ノ鳥居

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-88、（07）-309

7242 原作田D遺跡
福島県石川郡玉川村竜崎
字原作田

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-67

7243 栗木内遺跡
福島県石川郡玉川村蒜生
字栗木内 ・ 細田

製塩土器（筒形） 奈良 ・ 平安時代 （07）-247

7244 中下遺跡
福島県石川郡玉川村吉字
中下

製塩土器（筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（07）-241

7245 境田遺跡
福島県石川郡玉川村吉田
字境田  

製塩土器（筒形）
平安時代（9世紀中
頃）

（07）-289

7246 刈万田B遺跡
福島県石川郡平田村東山
字刈万田

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-22

7247 前ノ久保遺跡
福島県田村郡三春町貝山
字前ノ久保

製塩土器（筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（07）-29

7248 堀ノ内遺跡
福島県田村郡三春町貝山
字堀ノ内

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-112

7249 浮貝遺跡
福島県田村郡三春町西方
字浮貝

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-29

7250 光谷遺跡
福島県田村郡三春町根本
字光谷

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-109

7251 四合内Ｂ遺跡
福島県田村郡三春町根本
字四合内

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-91、（07）-124

7252 越田和遺跡
福島県田村郡三春町蛇石
字越田和

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-155

7253 背上A遺跡
福島県田村郡三春町芹ヶ
沢背上

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-107

7254 作田B遺跡
福島県田村郡小野町飯豊
字作田

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-128
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7255 本飯豊遺跡
福島県田村郡小野町飯豊
字本飯豊 ・ 月清水 ・ 大豆
柄

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-130、（07）-138

7256 糀内遺跡
福島県田村郡小野町皮籠
石字五百成

製塩土器（筒形） 奈良 ・ 平安時代 （07）-82、（07）-128

7257 西田Ｈ遺跡
福島県田村郡小野町菖蒲
谷字西田

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-259

7258 堂田Ａ遺跡
福島県田村郡小野町菖蒲
谷字堂田

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-259

7259 柳作C遺跡
福島県田村郡小野町菖蒲
谷字北ノ内 ・ 柳作

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-203

7260 鍛冶久保遺跡
福島県田村郡小野町南田
原井字鍛冶久保

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-129

7261 滝遺跡
福島県田村郡小野町吉野
辺字滝

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-127

7262 小滝遺跡
福島県田村郡小野町吉野
辺字小滝

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-127

7263 折木遺跡
福島県双葉郡広野町折木
字館

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-210

7264 大田川南遺跡
福島県双葉郡広野町折木
字大田川

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-210

7265 堂ノ原遺跡
福島県双葉郡広野町上北
迫字堂ノ原

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-232、（07）-281

7266 桜田4遺跡
福島県双葉郡広野町下浅
見川字桜田

製塩土器（筒形） 奈良時代か （07）-331

7267 大谷上ノ原遺跡
福島県双葉郡楢葉町大谷
字上ノ原 ・ 山根

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-293

7268 大谷山根遺跡
福島県双葉郡楢葉町大谷
字山根

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-229

7269 鍛冶屋遺跡
福島県双葉郡楢葉町上小
塙字鍛冶屋 ・ 根子原

製塩土器（筒形） 古代（8〜9世紀）
（07）-212、（07）-230、
（07）-281

7270 馬場前遺跡
福島県双葉郡楢葉町上小
塙字馬場前

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-245、（07）-281

7271 小山Ｂ遺跡
福島県双葉郡楢葉町上小
塙字地蔵堂 ・ 小山

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-225、（07）-281

7272 下小塙上ノ原遺跡
福島県双葉郡楢葉町下小
塙字上ノ原

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-211

7273 小塙城跡
福島県双葉郡楢葉町下小
塙字正明寺

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-211

7274 赤粉遺跡
福島県双葉郡楢葉町下繁
岡字赤粉

製塩土器（筒形） 古代 （07）-178

7275 植松遺跡
福島県双葉郡楢葉町下繁
岡字植松

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-253

7276 根ッ子原Ａ遺跡
福島県双葉郡楢葉町山田
岡字根ッ子原

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-167

7277 美シ森Ｂ遺跡
福島県双葉郡楢葉町山田
岡字美シ森

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-167

7278 広畑遺跡
福島県双葉郡楢葉町山田
岡字広畑

製塩土器（筒形） 奈良時代 （07）-276、（07）-281

7279 高橋遺跡
福島県双葉郡楢葉町井出
字高橋 ・ 堂ノ前

製塩土器（筒形）
奈良〜平安時代（9
〜10世紀初頭）

（07）-335

7280 上郡Ｂ遺跡
福島県双葉郡富岡町上郡
山字上郡 ・ 清水

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-226、（07）-281

7281 前山Ａ遺跡
福島県双葉郡富岡町上郡
山字前山

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-243、（07）-281

7282 小浜代遺跡 福島県双葉郡富岡町小浜 製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-147
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番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

7283 真壁城遺跡
福島県双葉郡富岡町下郡
山字真壁

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-19、（07）-131

7284 本町西B遺跡
福島県双葉郡富岡町本岡
字本町西

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-242

7285 本町西Ｃ遺跡
福島県双葉郡富岡町本岡
字本町西

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-242、（07）-281

7286 本町遺跡
福島県双葉郡富岡町本岡
字本町

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-8

7287 上本町D遺跡
福島県双葉郡富岡町本岡
字上本町

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-211

7288 上本町F遺跡
福島県双葉郡富岡町本岡
字上本町

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-227

7289 毛萱館跡
福島県双葉郡富岡町毛萱
字前川原

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-338

7290 上平A遺跡
福島県双葉郡大熊町大川
原字南平

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-261

7291 落合B遺跡
福島県双葉郡大熊町熊字
旭台

製塩土器 縄文時代晩期 （07）-318

7292 小廹（ざく）遺跡
福島県双葉郡浪江町室原
字小廹

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-286

7293 田子平遺跡
福島県双葉郡浪江町室原
字田子平

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-299

7294 唐崎遺跡
福島県相馬郡新地町今泉
字唐崎

塩田、製塩場（鹹水槽 ・ 釜
屋）

江戸時代 （07）-83

7295 南川尻Ａ遺跡
福島県相馬郡新地町駒ヶ
嶺字南川尻

塩田、製塩場（鹹水槽 ・ 釜
屋 ・ 土坑）

江戸時代 （07）-83

7296 南川尻Ｂ遺跡
福島県相馬郡新地町駒ヶ
嶺字南川尻

製塩場（鹹水槽 ・ 釜屋）、流
下式塩田

江戸時代、明治時代
〜

（07）-83

7297 師山遺跡
福島県相馬郡新地町駒ヶ
嶺字師山

製塩場（鹹水槽 ・ 釜屋）
江戸時代、 1717年
〜明治40年

（07）-83

7298 師山遺跡
福島県相馬郡新地町駒ヶ
嶺字師山

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-83、（07）-281

7299 双子遺跡
福島県相馬郡新地町駒ヶ
嶺字双子

製塩場（鹹水槽 ・ 釜屋 ・ 集
排水施設 ・ 掘立柱建物）

江戸時代、明治時代 （07）-83

7300 今神遺跡
福島県相馬郡新地町駒ヶ
嶺字今神

製塩場（粘土施設（鹹水
槽） ・ 釜屋）

江戸時代 （07）-83

7301 三貫地貝塚（遺跡）
福島県相馬郡新地町駒ヶ
嶺字三貫地西

製塩土器（縄文）、製塩土器
（筒形）

縄文時代晩期、平安
時代

（07）-7、（07）-15、（07）-42、
（07）-48、（07）-61、
（07）-263

7302 向田A遺跡
福島県相馬郡新地町駒ヶ
嶺字向田

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-72

7303 山中遺跡
福島県相馬郡新地町駒ヶ
嶺字山中

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-83、（07）-281

7304 山中B遺跡
福島県相馬郡新地町駒ヶ
嶺字山中

塩田、製塩場（鹹水槽 ・ 釜
屋）

江戸時代、明治時代 （07）-258、（07）-272

7305 白子下C遺跡
福島県相馬郡新地町駒ヶ
嶺字白子下

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-304

7306 別所遺跡
福島県相馬郡新地町福田
字別所

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-264

7307 南狼沢A遺跡
福島県相馬郡新地町谷地
小屋字南狼沢

製塩土器（筒形） 平安時代か （07）-313、（07）-320

7308 岩下向A遺跡
福島県相馬郡飯舘村大倉
字岩下向

製塩土器（筒形） 平安時代（9世紀） （07）-49

7309 松ヶ平A遺跡
福島県相馬郡飯舘村大倉
字松ヶ平

製塩土器（筒形） 平安時代 （07）-25

7310 日向南遺跡
福島県相馬郡飯舘村大倉
字日向

製塩土器（筒形）
平安時代（9〜10世
紀）

（07）-81
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