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（15）　新潟県

（15）-1
本間嘉晴 ・ 椎名仙卓「佐渡小木半島周辺の考古学的調査」 『南佐渡　南佐渡学術調査報告書』　新潟県文化財年報第2　新潟県
教育委員会　1958年5月

（15）-2 本間嘉晴 ・ 計良勝範「背ノ沢古墳群」 『佐渡博物館館報』第14 ・ 15合併号　財団法人佐渡博物館　1966年2月

（15）-3 金沢和夫 ・ 中川喜代治『二見半島考古歴史調査報告』第1輯　相川郷土博物館報第5号　相川郷土博物館　 1966年11月

（15）-4 本間嘉晴 ・ 計良勝範「粟島の製塩遺跡」 『粟島』　新潟県文化財調査年報第11　新潟県教育委員会  1972年3月

（15）-5 「佐渡相川町の埋蔵文化財包蔵地一覧表」 （佐渡考古歴史学会編1972年10月『佐渡文化』 1号　佐渡考古歴史学会）

（15）-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

（15）-7 新潟県教育庁文化行政課編1980年3月『新潟県跡遺地図（昭和54年度版）』　新潟県教育委員会

（15）-8
新潟県教育委員会（戸根与八郎・坂井秀弥・齊藤基生・田辺早苗）編1981年6月『北陸自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書　蜘ヶ
池遺跡』　新潟県埋蔵文化財調査報告書第25集　新潟県教育委員会

（15）-9 「五反田遺跡」 （柏崎市史編さん委員会編1982年3月『柏崎市史資料集』考古篇2 （写真図版）　柏崎市史編さん室）

（15）-10 新潟県教育委員会（坂井秀弥）編1982年3月『栗原遺跡第4次 ・ 第5次発掘調査概報』　新潟県教育委員会 ・ 新井市教育委員会

（15）-11 黒埼町教育委員会（金子拓男 ・ 品田高志ほか）編1983年3月『緒立遺跡発掘調査報告書』　黒埼町教育委員会

（15）-12 相川町教育委員会（本間嘉晴）編1983年3月『新潟県佐渡郡相川町北片辺馬場遺跡発掘調査報告』　相川町教育委員会

（15）-13
新潟県教育委員会（坂井秀弥）編1984年3月『上新バイパス関係遺跡発掘調査報告1　今池遺跡 ・ 下新町遺跡 ・ 子安遺跡』　新潟
県埋蔵文化財調査報告書第35集　新潟県教育委員会

（15）-14 新井市教育委員会（高橋勉）編1984年3月『栗原遺跡第7次 ・ 第8次発掘調査報告書』　新井市教育委員会

（15）-15 柏崎市教育委員会（品田高志ほか）編1985年9月『刈羽大平 ・ 小丸山』　柏崎市埋蔵文化財調査報告書第5　柏崎市教育委員会  

（15）-16
新潟県教育委員会（坂井秀弥）編1986年1月『北陸自動車道上越市春日 ・ 木田地区発掘調査報告書2　一之口遺跡西地区』　新潟
県埋蔵文化財調査報告書第40集　新潟県教育委員会

（15）-17 関雅之 ・ 中島栄一 ・ 戸根与八郎「集落と生産遺跡」 （新潟県編1986年3月『新潟県史』通史編1、原始 ・ 古代 　新潟県）

（15）-18 関雅之「付編　奈良・平安時代の遺跡　2　生産遺跡　出山遺跡」 （新潟県編1986年3月『新潟県史』通史編1、原始・古代 　新潟県）

（15）-19
本間喜晴「付編　奈良 ・ 平安時代の遺跡　2　生産遺跡　佐渡製塩遺跡」 （新潟県編1986年3月『新潟県史』通史編1、原始 ・ 古代 　
新潟県）

（15）-20
関雅之「付編　奈良 ・ 平安時代の遺跡　2　生産遺跡　茂崎畠遺跡」 （新潟県編1986年3月『新潟県史』通史編1、原始 ・ 古代 　新
潟県）

（15）-21
新潟市教育委員会（石原正敏）編1986年3月『六地山遺跡　1982年発掘調査を中心に』　新潟市文化財調査報告書　新潟市教育委
員会

（15）-22 新潟市教育委員会（藤塚明）編1987年3月『新潟市小丸山遺跡発掘調査概報』　新潟市教育委員会
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（15）-23 新潟市教育委員会（藤塚明）編1987年3月『新潟市小丸山遺跡 ・ 的場遺跡範囲等確認調査報告書』　新潟市教育委員会

（15）-24 藤巻正信「五反田遺跡」 （柏崎市史編さん委員会編1987年3月『柏崎市史資料集』考古篇1　柏崎市史編さん室）

（15）-25
柏崎市教育委員会編1987年3月『帝国石油新長岡ライン埋蔵文化財発掘調査報告書 　 試掘確認調査報告 ・ 吉井水上1遺跡 ・ 戸
口遺跡 』　柏崎市埋蔵文化財調査報告書第8　柏崎市教育委員会

（15）-26
新潟県教育委員会（戸根与八郎）編1987年3月『北陸自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書　宮ノ平遺跡ほか9遺跡』　新潟県埋蔵
文化財調査報告書第47集　 新潟県教育委員会

（15）-27 寺泊町教育委員会（駒見和夫ほか）編1987年3月『京田 ・ 太屋敷 ・ 日光畑遺跡発掘調査概報』　寺泊町教育委員会

（15）-28
新潟県教育委員会（坂井秀弥ほか） 1987年10月『国道116号埋蔵文化財調査報告書　三島郡出雲崎町番場遺跡』　新潟県埋蔵文
化財調査報告書第48集　新潟県教育委員会

（15）-29 品田高志「柏崎 ・ 刈羽の古代土器製塩」 『柏崎市立博物館館報』第3号  柏崎市立博物館　1988年1月

（15）-30
新潟大学考古学研究部「角田山東麓および佐潟周辺の遺跡調査報告3」 『FIELDNOTE』第5号　 新潟大学考古学研究部　1988年3
月

（15）-31 関雅之「付編　畠山佑二コレクション」 （豊栄市編1988年3月『豊栄市史　資料編1　考古編』　豊栄市）

（15）-32
新潟県教育委員会（高橋保ほか）編1988年3月『北陸自動車道糸魚川地区発掘調査報告書3　立ノ内遺跡』　新潟県埋蔵文化財調
査報告書第49集　新潟県教育委員会

（15）-33
新潟県教育委員会（鈴木俊成 ・ 遠藤孝司）編1988年3月『北陸自動車道糸魚川地区発掘調査報告書5　小出越遺跡』　新潟県埋蔵
文化財調査報告書第51集　新潟県教育委員会

（15）-34 高橋保「新潟県における古代の土器製塩」 『新潟考古学談話会会報』第2号　新潟考古学談話会　 1988年10月

（15）-35
新潟県教育委員会（坂井秀弥）編1989年3月『新新バイパス関係発掘調査報告書　山三賀2遺跡』　新潟県埋蔵文化財調査報告書
第53集　新潟県教育委員会 ・ 建設省北陸地方建設局新潟国道工事事務所

（15）-36
新潟県教育委員会（鈴木俊成 ・ 高橋昌也）編1989年3月『北陸自動車道糸魚川地区発掘調査報告書7　鰐口下遺跡　美山遺跡』　
新潟県埋蔵文化財調査報告書第54集　新潟県教育委員会

（15）-37
坂井秀弥「越後・佐渡における古代手工業生産の展開」 （北陸古代手工業生産史研究会編1989年10月『北陸の古代手工業生産』  
北陸古代手工業生産史研究会）

（15）-38 新潟市教育委員会（藤塚明 ・ 小池邦明）編1989年10月『埋蔵文化財発掘調査報告書　1988年度』　新潟市教育委員会

（15）-39 坂井秀弥「佐渡二見半島送り崎製塩遺跡の土器と炉状遺構」 『新潟考古学談話会会報』第5号　新潟考古学談話会　 1990年5月

（15）-40
新潟市史編さん原始 ・ 古代 ・ 中世史部会（藤塚明 ・ 本間信昭 ・ 坂井秀弥 ・ 甘粕健） 「大薮遺跡発掘調査中間報告」 『市史にい
がた』第７号　新潟市　 1991年２月

（15）-41
「1989年度の調査概要」 （新潟市教育委員会（藤塚明）編1991年3月『1989年度　埋蔵文化財発掘調査報告書』　新潟市教育委員
会）

（15）-42
「的場遺跡発掘調査概要」 （新潟市教育委員会（藤塚明）編1991年3月『1989年度　埋蔵文化財発掘調査報告書』　新潟市教育委
員会）

（15）-43 戸根与八郎「七ツ石遺跡」 （寺泊町編1991年3月『寺泊町史』資料編1　原始 ・ 古代 ・ 中世　寺泊町）

（15）-44 新津市教育委員会（渡邊朋和）編1991年3月『長沼遺跡発掘調査報告書』　新津市教育委員会 

（15）-45
新潟県教育委員会（北村亮 ・ 高橋保）編1992年3月『北陸自動車道関係発掘調査報告書　木崎山遺跡』　新潟県埋蔵文化財調査
報告書第28集　新潟県教育委員会

（15）-46
坂井秀弥「新潟平野における古代塩生産の変容一新潟市大薮遺跡をめぐって―」 『新潟考古学談話会会報』第10号　新潟考古学
談話会　1992年11月
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（15）-47 新潟市教育委員会（小池邦明 ・ 本間桂吾）編1993年3月『埋蔵文化財発掘調査報告書　平成3 ・ 4年度』　新潟市教育委員会 

（15）-48 新潟市教育委員会 （小池邦明 ・ 藤塚明）編1993年3月『新潟市的場遺跡』　新潟市教育委員会 

（15）-49 坂井秀弥 ・ 高橋保「新潟県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（15）-50 新潟市史編さん原始古代中世史部会（甘粕健ほか）編1994年3月『新潟市史資料編1　原始古代中世』　新潟市

（15）-51 黒埼町教育委員会（渡辺ますみ）編1994年3月『緒立C遺跡発掘調査報告書』　黒埼町教育委員会　

（15）-52 寺泊町教育委員会（駒見和夫）編1994年3月『金山 ・ 長峰 ・ 中道遺跡発掘調査報告書』　寺泊町教育委員会

（15）-53
和島村教育委員会（桑原陽一 ・ 田中靖）編1994年3月『八幡林遺跡　1994』　和島村埋蔵文化財調査報告書第3集　和島村教育委
員会

（15）-54
糸魚川市教育委員会（山岸洋一）編1996年3月『糸魚川市内遺跡発掘調査概報平成7年度　苦竹原C遺跡　道者ハバ遺跡』　糸魚
川市埋蔵文化財調査報告書28　 糸魚川市教育委員会　

（15）-55
中条町教育委員会（水澤幸一）編1996年3月『平成7年度町内遺跡確認調査報告書　下町 ・ 坊城遺跡 ・ 中倉遺跡ほか』　中条町埋
蔵文化財調査報告第9集　中条町教育委員会

（15）-56
中条町教育委員会（水澤幸一）編1997年3月 『新潟県北蒲原郡中条町　下町 ・ 坊城遺跡2』 　 中条町埋蔵文化財調査報告第12集　
中条町教育委員会

（15）-57 岡本郁栄「胎内市村松浜北部の砂丘から出土した製塩土器について」 『新潟考古』第18号　新潟県考古学会　1998年5月

（15）-58
戸根与八郎「久田製塩遺跡」 （出雲崎町史編さん委員会編1998年11月『出雲崎町史』資料編1 （原始 ・ 古代 ・ 中世 ・ 近世（1））　
出雲崎町）

（15）-59 高橋保「第4章第4節　生産と流通　第4項　製塩」 『新潟県の考古学』　高志書院　1999年3月

（15）-60
中条町教育委員会（水澤幸一）編1999年3月 『新潟県北蒲原郡中条町　中倉遺跡3次』 　 中条町埋蔵文化財調査報告第16集　中
条町教育委員会

（15）-61
中郷村教育委員会（親跡喬 ・ 野村忠司 ・ 高橋勉）編2000年3月『新潟県中頸城郡中郷村　籠峰遺跡発掘調査報告書2　遺物編』　
中郷村教育委員会

（15）-62 和島村教育委員会（田中靖）編2000年3月『下ノ西遺跡3』　和島村埋蔵文化財調査報告書第9集　和島村教育委員会

（15）-63
新潟県埋蔵文化財調査事業団（江口友子 ・ 小濱亨 ・ 河崎昭ー ・ 村上義則）編2000年9月『釈迦堂遺跡』　新潟県埋蔵文化財調査
報告書第100集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-64
新潟県埋蔵文化財調査事業団（春日真実 ・ 井上厳 ・ 古環境研究所）編2001年3月『国道116号埋蔵文化財発掘調査報告書　梯子
谷窯跡』　新潟県埋蔵文化財調査報告書第104集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-65
加藤学 ・ 尾崎高宏「阿賀野川河口採集の遺物ー採集地点をめぐる二、三の問題ー」 『新潟考古』第13号　新潟県考古学会　2002
年3月

（15）-66
新潟県埋蔵文化財調査事業団（佐藤敦史）編2002年6月『北陸新幹線関係発掘調査報告書1　寺地遺跡』　新潟県埋蔵文化財調査
報告書第113集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-67
栗林宣明「推定地2 （沢田遺跡）一次調査」 『財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成13年度』　財団法人新潟県埋蔵
文化財調査事業団　2002年7月

（15）-68
新潟県埋蔵文化財調査事業団（山本肇・高橋保）編2003年3月『一般国道8号糸魚川東バイパス関係発掘調査報告書　岩倉遺跡2』　
新潟県埋蔵文化財調査報告書第114集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-69
新潟大学考古学研究室「新潟大学考古学研究室2002年佐渡調査報告」 『佐渡 ・ 越後文化交流史研究』 3　新潟大学人文学部プ
ロジェクト　2003年3月

（15）-70
春日真実「越後出土の円筒形土製品 ・ 板状土製品について」 （秋山進午先生古希記念論集刊行会編2003年5月『蜃気楼　秋山進
午先生古希記念富山大学考古学研究室論集』　六一書房）
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（15）-71
新潟県埋蔵文化財調査事業団（加藤学）編2003年6月『北陸新幹線関係発掘調査報告書2　仲田遺跡』　新潟県埋蔵文化財調査報
告書第128集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-72 新潟市総務局国際文化部歴史文化課埋蔵文化財センター （諫山えりか）編2004年3月『新潟市山木戸遺跡』　新潟市教育委員会

（15）-73
新潟大学考古学研究室「新潟大学考古学研究室2003年粟島調査報告」 『佐渡 ・ 越後文化交流史研究』 4　新潟大学人文学部プ
ロジェクト　2004年3月

（15）-74
中条町教育委員会（水澤幸一）編2004年3月『新潟県北蒲原郡中条町　下中倉遺跡4次』 　中条町埋蔵文化財調査報告第28集　中
条町教育委員会

（15）-75
新潟県埋蔵文化財調査事業団（山崎忠良）編2005年3月『一般国道8号柏崎バイパス関係発掘調査報告書3　東原町遺跡 ・ 下沖北
遺跡2』　新潟県埋蔵文化財調査報告書第140集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-76
新潟県埋蔵文化財調査事業団（熊崎保 ・ 米光輝一 ・ 黒川岳人）編2005年3月『日本海沿岸東北自動車道関係発掘調査報告書9　
沢田遺跡 ・ 一杯田遺跡』　新潟県埋蔵文化財調査報告書第144集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-77 和島村教育委員会（田中靖）編2005年3月『八幡林遺跡4』　和島村埋蔵文化財調査報告書第16集　和島村教育委員会

（15）-78
山崎忠良「下沖北遺跡」 『財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成16年度』　財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団　
2006年2月

（15）-79
黒川岳人「沢田遺跡」 『財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成16年度』　財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団　
2006年2月

（15）-80
新潟県埋蔵文化財調査事業団（荒川隆史）編2006年3月『一般国道49号安田バイパス関係発掘報告書1　大坪遺跡』　新潟県埋蔵
文化財調査報告書第153集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-81
新潟県埋蔵文化財調査事業団（小林正之ほか）編2006年3月『日本海沿岸東北自動車道関係発掘調査報告書14　沢田遺跡2 ・ 桜
林遺跡』　新潟県埋蔵文化財調査報告書第161集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-82
水澤幸一「六斗蒔遺跡」 （胎内市教育委員会（水澤幸一）編2006年3月『新潟県胎内市　市内遺跡1』　胎内市埋蔵文化財調査報告
書第1集　胎内市教育委員会　

（15）-83
新潟県埋蔵文化財調査事業団（高橋保）編2006年6月『一般国道18号妙高野尻バイパス関係発掘調査報告書3　東浦遺跡』　新潟
県埋蔵文化財調査報告書第170集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-84
胎内市教育委員会（水澤幸一）編2007年2月『新潟県胎内市　築地館東遺跡 ・ 堂前遺跡』　胎内市埋蔵文化財調査報告書第5集　
胎内市教育委員会　

（15）-85 「出山遺跡」 『新新潟歴史双書2 　新潟市の遺跡』　 新潟市　2007年3月

（15）-86
尾崎高宏「新潟県」 （第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会編2007年9月『古墳時代の海人集団を再検討するー海の生産用具
から20年ー』資料集第1分冊　埋蔵文化財研究会 ・ 第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会）

（15）-87
矢部英生「山岸遺跡」 『財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成18年度』　財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団　
2007年11月

（15）-88
新潟県埋蔵文化財調査事業団（大島秀俊・北村淳）編2008年3月『日本海沿岸東北自動車道関係発掘調査報告書27　田屋遺跡1・
宮の越遺跡1』　新潟県埋蔵文化財調査報告書第181集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-89
新潟県埋蔵文化財調査事業団（渡邊裕之 ・ 入江清次ほか）編2008年3月『国道8号糸魚川東バイパス関係発掘調査報告書2　横マ
クリ遺跡』　新潟県埋蔵文化財調査報告書第188集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-90
新潟県埋蔵文化財調査事業団（高橋保）編2008年3月『一般国道116号出雲崎バイパス関係発掘調査報告書6　寺前遺跡』　新潟
県埋蔵文化財調査報告書第189集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団（全2冊　本文編、図版編）

（15）-91
新発田市教育委員会（渡邊美穂子 ・ 坂野井絵里）編2008年3月『王子山遺跡発掘調査報告書』　新発田市埋蔵文化財調査報告第
36　新発田市教育委員会

（15）-92
新潟県埋蔵文化財調査事業団（坂上有紀）編2008年10月『一般国道8号糸魚川東バイパス関係発掘調査報告書3　六反田南遺跡・
前波南遺跡』　新潟県埋蔵文化財調査報告書第202集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-93
實川順一「角地田遺跡」」 『財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成19年度』　財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団　
2008年10月

（15）-94
石川智紀「横マクリ遺跡」 『財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成19年度』　財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団　
2008年10月
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（15）-95
佐藤友子「田伏山崎遺跡」 『財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成19年度』　財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業
団　2008年10月

（15）-96
春日真美「山岸遺跡」 『財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成19年度』　財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団　
2008年10月

（15）-97
大島秀俊「宮の越遺跡2」 『財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成19年度』　財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団　
2008年10月

（15）-98
新潟県埋蔵文化財調査事業団（實川順一）編2009年3月『北陸新幹線関係発掘調査報告書9　角地田遺跡　平遺跡』　新潟県埋蔵
文化財調査報告書第191集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-99 胎内市教育委員会（水澤幸一）編2009年3月『天野遺跡3次 ・ 4次』　胎内市埋蔵文化財調査報告書第16集　胎内市教育委員会

（15）-100 新潟市埋蔵文化財センター （渡邊ますみ）編2009年3月『駒首潟遺跡 第3 ・ 4次調査』　新潟市教育委員会

（15）-101 上越市教育委員会（野村忠司）編2009年3月『新潟県上越市　子安遺跡』　 上越市教育委員会

（15）-102
尾崎高宏「新潟県における製塩関連遺跡」 『日本海域の土器製塩　その系譜と伝播を探る　発表要旨 ・ 資料集』平成21年度環日
本海文化交流史調査研究集会　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2009年10月

（15）-103
新潟県埋蔵文化財調査事業団（佐藤友子）編2009年12月『北陸新幹線関係発掘調査報告書13 ・ 一般国道8号糸魚川東バイパス
関係発掘調査報告書4　田伏山崎遺跡』　新潟県埋蔵文化財調査報告書第205集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化
財調査事業団

（15）-104
新潟県埋蔵文化財調査事業団（鈴木俊成） ・ 株式会社シン技術コンサル（北村淳）編2010年3月『日本海沿岸東北自動車道関係発
掘調査報告書29　谷地遺跡　八太郎遺跡　田屋道遺跡2　宮の越遺跡2』　新潟県埋蔵文化財調査報告書第193集　新潟県教育委
員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-105 尾崎高宏「新潟県における製塩関連遺跡」 『石川県埋蔵文化財情報』第23号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2010年3月

（15）-106
新潟県埋蔵文化財調査事業団（石川智紀）編2010年3月『一般国道8号糸魚川東バイパス関係発掘調査報告書5　前波南遺跡2 ・
伝極楽寺跡』　新潟県埋蔵文化財調査報告書第209集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-107
胎内市教育委員会（水澤幸一）編2010年3月『市内遺跡3　鳥坂城跡2次・3次　大坪遺跡3次　道西遺跡　西浦遺跡　韋駄天山遺跡』　
胎内市埋蔵文化財調査報告書第20集　胎内市教育委員会　

（15）-108
新潟県埋蔵文化財調査事業団（湯原勝美）編2010年12月『日本海沿岸東北自動車道関係発掘調査報告書33　西部遺跡2』　新潟
県埋蔵文化財調査報告書第206集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団（全2冊、本文編、図版編）

（15）-109
新潟県埋蔵文化財調査事業団（加藤学）編2011年3月『北陸新幹線関係発掘調査報告書19　須沢角地遺跡』　新潟県埋蔵文化財
調査報告書第225集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-110
新潟県埋蔵文化財調査事業団 ・ 株式会社古田組（相羽重徳）編2011年3月『北陸新幹線関係発掘調査報告書20　竹花遺跡2』　新
潟県埋蔵文化財調査報告書第226集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-111 上越市教育委員会（野村忠司）編2011年3月『下馬場中谷内遺跡』　上越市教育委員会 ・ 新潟県上越地域振興局

（15）-112
新潟市文化財センター （渡邊ますみ ・ 奈良貴史 ・ 澤田純明）編2012年3月『四十石遺跡　第2次調査』　新潟市埋蔵文化財発掘調
査報告書　新潟市教育委員会

（15）-113
新潟県埋蔵文化財調査事業団（春日真実）編2012年3月『一般国道8号糸魚川東バイパス関係発掘調査報告書8 ・ 北陸新幹線関
係発掘調査報告書22　山岸遺跡』　新潟県埋蔵文化財調査報告書第228集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調
査事業団（全2冊、本文編、図版編）

（15）-114
新潟県埋蔵文化財調査事業団（田海義正） ・ 株式会社古田組（相羽重徳）編2012年3月『一般国道8号柏崎バイパス関係発掘調査
報告書5　千古作遺跡2』　新潟県埋蔵文化財調査報告書第234集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-115
柏崎市遺跡考古館（品田高志）編2012年7月『新潟県柏崎市　音無瀬1』　柏崎市埋蔵文化財調査報告書第68集　柏崎市教育委員
会

（15）-116
春日真実「考古資料から考える大宝二年の越中国四郡分割」 『越後国確定1300年記念事業記録集　平成24年度』　新潟県教育委
員会　2013年

（15）-117 長岡市教育委員会（加藤由美子 ・ 松井智）編2013年3月『天王遺跡』　長岡市埋蔵文化財調査報告書　長岡市教育委員会
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（15）-118
新潟県埋蔵文化財調査事業団（石川智紀） ・ 株式会社イビソク（實川順一 ・ 長澤展生）編2014年3月『一般国道8号柏崎バイパス関
係発掘調査報告書7　剣野沢遺跡』　新潟県埋蔵文化財調査報告書第246集　新潟県教育委員会 ・ 財団法人新潟県埋蔵文化財調
査事業団

（15）-119
新発田市教育委員会（渡邊美穂子）編2014年3月『丸山A遺跡発掘調査報告書』　新発田市埋蔵文化財調査報告第50　新発田市教
育委員会　

（15）-120 上越市教育委員会（野村忠司 ・ 溝内淳介）編2014年3月『新潟県上越市　下山屋敷遺跡』　上越市教育委員会

（15）-121
新潟県埋蔵文化財調査事業団（高橋保雄）編2014年12月『北陸新幹線関係発掘調査報告書24　須沢角地遺跡2』　　新潟県埋蔵文
化財調査報告書第256集　新潟県教育委員会 ・ 公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-122
新潟県埋蔵文化財調査事業団（春日真実 ・ 坂上有紀 ・ 小野本敦 ・ 黒沼保子 ・ 小林昌二 ・ 相澤央）編2015年1月『一般国道8号柏
崎バイパス関係発掘調査報告書9　箕輪遺跡2』　新潟県埋蔵文化財調査報告書第254集　新潟県教育委員会 ・ 公益財団法人新
潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-123
新潟市文化財センター （相田泰臣 ・ 金田拓也 ・ 八藤後智人 ・ 奈良貴史）編2015年3月『大沢谷内遺跡4第19 ・ 20 ・ 21次調査』　
新潟市教育委員会 

（15）-124
新潟県埋蔵文化財調査事業団（加藤学） ・ 株式会社ノガミ（石垣義則）編2015年3月『一般国道17号六日町バイパス関係発掘調査
報告書3 ・ 一般国道253号八箇峠道路関係発掘調査報告書2　余川中道遺跡2 ・ 金屋遺跡3』　新潟県埋蔵文化財調査報告書第
253集　新潟県教育委員会 ・ 公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-125
新潟県埋蔵文化財調査事業団（坂上有紀）編2015年3月『一般国道8号糸魚川東バイパス関係発掘調査報告書10　横マクリ遺跡2』　
新潟県埋蔵文化財調査報告書第257集　新潟県教育委員会 ・ 公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-126 新潟市文化財センター （龍田優子）編2015年12月『下新田遺跡　第6 ・ 8 ・ 9次調査』　新潟市教育委員会

（15）-127
新潟県埋蔵文化財調査事業団（中川晃子 ・ 高橋保雄）編2016年3月『一般国道8号糸魚川バイパス関係発掘調査報告書11　六反
田南遺跡5』　新潟県埋蔵文化財調査報告書第261集　新潟県教育委員会 ・ 公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団

（15）-128
長岡市教育委員会（丸山一昭） ・ 株式会社大石組（松井奈緒子）編2016年3月『浦反甫東遺跡』　長岡市埋蔵文化財調査報告書　
長岡市教育委員会（全2冊、本文編、図版編）

（15）-129
新潟県埋蔵文化財調査事業団（飯坂盛泰 ・ 山崎忠良）編2017年3月『一般国道253号上越三和道路関係発掘調査報告書13　堂古
遺跡　下割遺跡6　二反割遺跡2』　新潟県埋蔵文化財調査報告書第269集　新潟県教育委員会 ・ 公益財団法人新潟県埋蔵文化
財調査事業団

（15）-130
新潟市文化財センター編2017年4月『砂丘と遺跡1 ー信濃川左岸の砂丘上の遺跡ー』新潟市文化財センター企画展1　展示解説パ
ンフレット　新潟市文化財センター

（15）-131 小林隆幸『古代の塩づくり』平成29年度新潟市文化財センター企画展関連講演会資料　新潟市歴史博物館　2017年4月

（15）-132
入江文敏「北陸の土器製塩ー若狭 ・ 越前 ・ 加賀 ・ 能登 ・ 越中 ・ 越後 ・ 佐渡ー」 （海洋考古学会編2017年9月『土器製塩の諸問題』
海洋考古学会第8回研究会資料集　海洋考古学会）

（15）-133 長岡市教育委員会（加藤由美子））編2019年3月『稲場遺跡』　長岡市埋蔵文化財調査報告書　長岡市教育委員会

（15）-134
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ー 古代製塩遺跡と古津波堆積層Ts1 ・ 2 ー」 『東北歴史博物館研究紀要』 21　東
北歴史博物館　2020年3月

（15）-135 新潟県教育庁文化行政課編2020年3月『新潟県埋蔵文化財包蔵地一覧表』　新潟県教育委員会　HP （ホームページ）

（15）-136
新潟県教育委員会（加藤学 ・ 高橋保雄 ・ 塩野寛人 ・ 工藤祐大）編2021年３月『県内遺跡発掘調査報告書9　令和元 ・ 2年度県内
遺跡試掘 ・ 確認調査報告書』　新潟県埋蔵文化財調査報告書第290集　新潟県教育委員会
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（15）　新潟県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

15001 大沢谷内遺跡
新潟県新潟市秋葉区横川
浜

製塩土器（平底） 古代 （15）-123

15002 長沼遺跡
新潟県新潟市秋葉区結字
長沼

製塩土器、支脚 7世紀末〜8世紀前半 （15）-44

15003 東港太郎代遺跡
新潟県新潟市北区太郎代
字浜山

製塩土器（平底）、支脚 古代（8〜9世紀） （15）-49、（15）-50、（15）-86

15004 サン化学前遺跡
新潟県新潟市北区太郎代
字居浦

製塩土器（平底） 古代（8〜9世紀） （15）-49、（15）-86

15005 神谷内遺跡
新潟県新潟市北区神谷内
字居山

製塩土器（平底） 平安時代（9世紀）
（15）-21、（15）-31、
（15）-47、（15）-49、
（15）-50、（15）-102

15006 向山遺跡
新潟県新潟市北区太夫浜
字向山

製塩土器（平底） 平安時代
（15）-50、（15）-102、
（15）-131

15007 横山遺跡
新潟県新潟市北区島見町
字横山

製塩土器（平底） 平安時代（9世紀） （15）-50、（15）-102

15008 出山遺跡
新潟県新潟市北区太郎代
出山

製塩土器（平底）、支脚 奈良時代

（15）-17、（15）-18、
（15）-31、（15）-50、
（15）-85、（15）-86、
（15）-131

15009 阿賀野川河口遺跡 新潟県新潟市北区松浜 製塩土器（平底） 古代（8〜9世紀） （15）-65、（15）-102

15010 小丸山遺跡
新潟県新潟市江南区直り
山字小丸山

製塩土器（平底） 平安時代（9世紀）
（15）-22、（15）-50、
（15）-102

15011 駒首潟遺跡
新潟県新潟市江南区亀田
早通字駒首潟

製塩土器（平底）
平安時代（9世紀後
半）

（15）-100

15012 大藪遺跡
新潟県新潟市西区赤塚字
大藪

製塩土器（平底）、製塩炉
平安時代（9〜10世
紀）

（15）-40、（15）-41、
（15）-46、（15）-50、
（15）-86、（15）-102

15013 北浦原遺跡
新潟県新潟市西区赤塚字
北浦原

製塩土器（平底） 平安時代（8〜9世紀）
（15）-30、（15）-49、
（15）-50、（15）-86、
（15）-102

15014 北浦原B遺跡
新潟県新潟市西区赤塚字
北浦原

製塩土器 不明 （15）-131

15015 前田遺跡
新潟県新潟市西区赤塚字
井戸尻

製塩土器（平底）、支脚 平安時代（9世紀） （15）-49、（15）-50

15016 前田遺跡
新潟県新潟市西区山崎字
屋敷添

製塩土器（平底）、支脚 古代 （15）-38、（15）-102

15017 六地山遺跡
新潟県新潟市西区曽和 ・
内野戸中才 ・ 内野潟端 ・
内野早角

製塩土器（平底） 古代
（15）-21、（15）-49、
（15）-50、（15）-86

15018 緒立遺跡
新潟県新潟市西区黒鳥 ・
緒立流通1丁目 ・ 緒立流通
2丁目

製塩土器 古代 （15）-11、（15）-49、（15）-51

15019 的場遺跡
新潟県新潟市西区小新字
的場

製塩土器（平底） 平安時代（9世紀）

（15）-23、（15）-42、
（15）-48、（15）-49、
（15）-50、（15）-86、
（15）-102

15020 四十石遺跡
新潟県新潟市西区東山字
四十石

製塩土器（平底） 古代（8〜9世紀） （15）-112

15021 釈迦堂遺跡
新潟県新潟市西区木場字
大南

支脚（筒形） 古代 （15）-63

15022 下稲場遺跡
新潟県新潟市西蒲区松野
尾字下稲場

製塩土器（平底）、支脚 平安時代（9世紀）
（15）-30 （15）-49、
（15）-102

15023 下新田遺跡
新潟県新潟市西蒲区道上
字下新田

支脚（円筒形 ・ 棒状） 古代（8〜9世紀） （15）-126

15024 山木戸遺跡
新潟県新潟市東区山木戸4
丁目

製塩土器（平底） 平安時代 （15）-50、（15）-72、（15）-86
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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

15025 七ツ石遺跡
新潟県長岡市寺泊郷本字
七ツ石

製塩土器（平底） 平安時代 （15）-43

15026 長峰遺跡 新潟県長岡市寺泊字長峰 製塩土器（平底）、支脚 平安時代（9世紀） （15）-52

15027 上太遺跡
新潟県長岡市寺泊郷本字
上太

製塩土器 古代 （15）-128

15028 京田遺跡
新潟県長岡市寺泊竹森字
京田

支脚（円筒形） 古代 （15）-27

15029 稲場遺跡 新潟県長岡市寺泊大地 製塩土器（平底） 古代 （15）-133

15030 天王遺跡 新潟県長岡市寺泊白岩 製塩土器、支脚 古代 （15）-117

15031 浦反甫東遺跡 新潟県長岡市島崎
製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（9〜10世
紀）

（15）-128

15032 八幡林遺跡 新潟県長岡市島崎 支脚（円筒形） 古代（8世紀後半） （15）-53、（15）-77

15033 下ノ西遺跡 新潟県長岡市小島谷 製塩土器（棒状脚） 平安時代 （15）-62

15034 五反田遺跡
新潟県柏崎市米山町字五
反田 ・ 浜田

製塩土器（平底） 平安時代
（15）-9、（15）-24、（15）-49、
（15）-102

15035 戸口遺跡 新潟県柏崎市吉井字戸口 製塩土器（平底） 平安時代（9世紀）
（15）-25、（15）-49、（15）
102

15036 京田遺跡
新潟県柏崎市横山字京田
中長者

製塩土器（平底） 平安時代（9世紀） （15）-29、（15） 102

15037 ダルマ岩遺跡 新潟県柏崎市青海川 製塩土器（平底） 平安時代
（15）-29、（15）-49、（15）
102

15038 下沖北遺跡 新潟県柏崎市下方字下沖
製塩土器（平底）、支脚（筒
形）

古代（8世紀後半〜9
世紀中）

（15）-75、（15）-78、
（15）-86、（15） 102

15039 千古作遺跡
新潟県柏崎市剣野町字千
古作

製塩土器（平底） 古代 （15）-114

15040 剣野沢遺跡 新潟県柏崎市剣野字鎌田
製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

古代 （15）-118

15041 音無瀬遺跡
新潟県柏崎市北条字音無
瀬

製塩土器（平底） 平安時代（9世紀） （15）-115

15042 箕輪遺跡
新潟県柏崎市枇杷島字箕
輪

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形 ・ 棒状）

古代 （15）-122

15043 馬見坂遺跡
新潟県新発田市佐々木字
中ノ割

支脚 古代 （15）-31

15044 王子山遺跡 新潟県新発田市小川 製塩土器（平底） 平安時代（9世紀） （15）-91

15045 丸山A遺跡
新潟県新発田市蔵光字丸
山

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

古代（8〜9世紀） （15）-119

15046 藤塚浜遺跡 新潟県新発田市藤塚浜 製塩土器 古代 （15）-49

15047 西部遺跡 新潟県村上市牛屋字西部 製塩土器（平底） 平安時代（10世紀） （15）-108

15048 田屋道遺跡
新潟県村上市九日市字堂
田

製塩土器 古代 （15）-88

15049 宮の越遺跡
新潟県村上市新飯田字宮
ノ越

製塩土器 平安時代（9世紀）
（15）-88、（15）-97、
（15）-104

15050 竹ノ下遺跡
新潟県村上市堀ノ内字竹ノ
下

製塩土器 古代 （15）-136

15051 前波南遺跡
新潟県糸魚川市大和川字
前波

製塩土器（平底） 平安時代 （15）-92

15052 六反田南遺跡
新潟県糸魚川市大和川字
六反田

製塩土器（棒状脚） 奈良時代 （15）-127
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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

15053 道者ハバ遺跡
新潟県糸魚川市上刈道者
ハバ 

製塩土器（平底）
平安時代（9〜10世
紀）

（15）-102

15054 立ノ内遺跡
新潟県糸魚川市道明字立
ノ内

製塩土器（平底）、製塩炉？
平安時代（9〜10世
紀）

（15）-32、（15）-75、
（15）-86、（15）-102

15055 角地田遺跡
新潟県糸魚川市小見字木
ノ下

製塩土器（平底） 古代
（15）-94、（15）-99、
（15）-103

15056 須沢角地遺跡 新潟県糸魚川市須沢大坪 製塩土器（平底）
古代（8世紀後半〜9
世紀前半）

（15）-109、（15）-121

15057 岩倉遺跡
新潟県糸魚川市田伏字岩
倉

製塩土器（平底） 平安時代 （15）-68

15058 横マクリ遺跡
新潟県糸魚川市田伏字横
マクリ

製塩土器 平安時代 （15）-94、（15）-125

15059 田伏山崎遺跡
新潟県糸魚川市田伏字山
崎

製塩土器 平安時代
（15）-95、（15）-102、
（15）-103

15060 山岸遺跡
新潟県糸魚川市田伏字山
キシ

製塩土器（平底、棒状脚）、
支脚（円筒形）

平安時代（9〜10世
紀）

（15）-87、（15）-96、
（15）-102、（15）-113

15061 伝極楽寺跡
新潟県糸魚川市田伏字高
畑

製塩土器 古代 （15）-106

15062 小出越遺跡
新潟県糸魚川市大和川字
小出越（通称草山）

製塩土器（平底） 平安時代（9世紀） （15）-33

15063 竹花遺跡 新潟県糸魚川市南寺町 製塩土器（平底） 古代 （15）-110

15064 美山遺跡
新潟県糸魚川市上刈字美
山

製塩土器（平底） 平安時代 （15）-36

15065 寺地遺跡
新潟県糸魚川市寺地字大
門

製塩土器（平底） 平安時代 （15）-66

15066 宮ノ本遺跡 新潟県妙高市高柳 製塩土器（平底 ・ 棒状脚） 古代（8〜10世紀） （15）-102

15066 栗原遺跡 新潟県妙高市栗原4丁目 製塩土器（平底） 古代（8〜9世紀）
（15）-10、（15）-14、
（15）-102

15067 東カナクソ谷遺跡
新潟県上越市下宇山字カ
ナクソ谷

製塩土器（平底）、支脚 平安時代（9世紀）
（15）-26、（15）-49、
（15）-102

15068 今池遺跡
新潟県上越市今池 ・ 市新
町

製塩土器（平底） 古代（8〜9世紀） （15）-13、（15）-102

15069 一之口遺跡
新潟県上越市中屋敷 ・ 寺
分 ・ 木田

製塩土器（棒状脚）
平安時代（9〜10世
紀）

（15）-16、（15）-102

15070 木崎山遺跡
新潟県上越市柿崎区柿崎
字上の山

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

古代（8〜9世紀後半） （15）-45

15071 堂古遺跡 新潟県上越市米岡字堂古 支脚（円筒形） 古代 （15）-129

15072 下馬場中谷内遺跡
新潟県上越市下馬場字中
谷内

製塩土器（平底）
平安時代（10〜11世
紀）

（15）-111

15073 子安遺跡 新潟県上越市子安 製塩土器（棒状脚）
平安時代（9世紀後
半）

（15）-101、（15）-102

15074 下山屋敷遺跡 新潟県上越市中田原
製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

古代（8〜9世紀） （15）-120

15075 籠峰遺跡
新潟県上越市中郷区稲荷
山字籠峰

製塩土器（棒状脚） 平安時代（9世紀）
（15）-61、（15）-83、
（15）-102

15076 大船津遺跡 新潟県上越市大潟区 製塩土器 古代 （15）-8、（15）-49

15077 小船津遺跡
新潟県上越市大潟区下小
船津浜古屋敷 

製塩土器 古代 （15）-8

15078 仲田遺跡
新潟県上越市板倉区熊川
字仲田

製塩土器（平底） 平安時代（9世紀） （15）-71

15079 大坪遺跡
新潟県阿賀野市寺社字大
坪

製塩土器（平底） 古代 （15）-80
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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

15080 藻浦遺跡 新潟県佐渡市藻浦字田先 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15081 弾崎遺跡 新潟県佐渡市鷲崎字弾崎 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15082 大津浜貝塚
新潟県佐渡市鷲崎字浜三
田

製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15083 菖蒲平浜遺跡
新潟県佐渡市鷲崎字大ノ
沢

製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15084 ニッ亀遺跡
新潟県佐渡市鷲崎字浜三
田

製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15085 願遺跡 新潟県佐渡市願字釜谷 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15086 大野遺跡
新潟県佐渡市願字大野川
内

製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15087 北鵜島遺跡
新潟県佐渡市北鵜島小字
家ノ本

製塩土器 古代（8〜10世紀） （15）-7、（15）-49、（15）-135

15088 榎田遺跡 新潟県佐渡市河崎字榎田 製塩土器 古代 （15）-69

15089 春日町遺跡 新潟県佐渡市春日字山方 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15090 和木遺跡 新潟県佐渡市和木字上段 製塩土器 古代 （15）-7、（15）-49

15091 岩屋山第2洞穴 新潟県佐渡市岩谷口 製塩土器 古代 （15）-49、（15）-86

15092 関公民館前遺跡 新潟県佐渡市関 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15093 釜の元遺跡 新潟県佐渡市関字釜の元 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-135

15094 小僧の川遺跡 新潟県佐渡市小田字宮下 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15095 小田南遺跡 新潟県佐渡市小田 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15096 小田浜田遺跡 新潟県佐渡市小田字浜田 製塩土器、支脚（円筒形）
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15097 アンジャの浜遺跡
新潟県佐渡市石名字アン
ジャの浜（通称向浜）

製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15098 北河内熊野社遺跡 新潟県佐渡市北川内 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15099 藻浦岬遺跡
新潟県佐渡市北片辺字廟
所

製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15100 馬場遺跡
新潟県佐渡市北片辺字岩
田

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

7世紀末〜8世紀前半 （15）-12、（15）-73

15101 南片辺中ノ川遺跡
新潟県佐渡市南片辺字鹿
ノ浦

製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15102 井戸島の根遺跡
新潟県佐渡市戸地（通称井
戸島の根）

製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15103 達者向遺跡 新潟県佐渡市達者字向 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15104 達者中村遺跡 新潟県佐渡市達者字中村 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15105 釜屋遺跡 新潟県佐渡市達者字釜屋 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15106 下相川吹上遺跡
新潟県佐渡市下相川字吹
上

製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15107 どろの潤遺跡
新潟県佐渡市相川鹿伏（通
称どろの潤）

製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135
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15108 かまんど遺跡
新潟県佐渡市相川大浦字
かまんど

製塩土器（平底） 7世紀末〜9世紀
（15）-7、（15）-49、
（15）-134、（15）-135

15109 大漁遺跡 新潟県佐渡市高瀬字浜端 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15110 助岩岩陰遺跡 新潟県佐渡市高瀬字浜端 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15111 塩ヶ崎遺跡 新潟県佐渡市高瀬字川端 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15112 鬼ヶ岩遺跡 新潟県佐渡市高瀬字浜端 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15113 目観音川瀬戸遺跡 新潟県佐渡市高瀬字浜端 製塩土器 弥生時代？ （15）-135

15114 目観音堂遺跡 新潟県佐渡市橘字浜戸 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15115 浜戸遺跡 新潟県佐渡市橘字浜戸 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15116 杉島岩陰遺跡 新潟県佐渡市橘字滝ノ上 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-6、（15）-7、（15）-49、
（15）-135

15117 紋兵衛遺跡
新潟県佐渡市橘字差輪浜
戸

製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-6、（15）-7、（15）-49、
（15）-135

15118 差輪遺跡
新潟県佐渡市橘字差輪浜
戸

製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15119 石ヶ原洞穴 新潟県佐渡市橘字石ヶ原 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15120 砂原Ａ遺跡 新潟県佐渡市稲鯨字砂原 製塩土器 古墳後期（7世紀） （15）-7

15121 砂原神明社遺跡 新潟県佐渡市稲鯨字砂原 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15122 砂原B遺跡 新潟県佐渡市稲鯨字砂原 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-49、（15）-135

15123 砂原C遺跡 新潟県佐渡市稲鯨字砂原 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-49、（15）-135

15124 新田A遺跡 新潟県佐渡市稲鯨字新田 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15125 宮の川遺跡 新潟県佐渡市二見字新地 製塩土器 古代 （15）-7、（15）-49、（15）-135

15126 二見元村西遺跡
新潟県佐渡市二見（字元
村）

製塩土器 古代 （15）-7、（15）-49、（15）-135

15127 月不見池遺跡 新潟県佐渡市二見 製塩土器 古代 （15）-7、（15）-49、（15）-135

15128 送り坂遺跡
新潟県佐渡市二見字送り
坂

製塩土器 古代 （15）-7、（15）-49、（15）-135

15129 弁天岩遺跡
新潟県佐渡市二見字送り
崎

製塩土器（平底） 奈良時代
（15）-6、（15）-7、（15）-49、
（15）-135

15130 送り崎遺跡
新潟県佐渡市二見字送り
崎

製塩土器（平底）
平安時代（9世紀後半
〜10世紀前半）

（15）-3、（15）-6、（15）-39、
（15）-86、（15）-102、
（15）-135

15131 片谷遺跡 新潟県佐渡市二見字片谷 製塩土器 古代 （15）-7、（15）-49、（15）-135

15132 二見崎遺跡
新潟県佐渡市二見（字片
谷）

製塩土器 古代 （15）-7、（15）-49、（15）-135

15133 台ヶ鼻東遺跡 新潟県佐渡市二見字片谷 製塩土器 古代 （15）-7、（15）-49、（15）-135

15134 台ヶ鼻遺跡
新潟県佐渡市二見字台ヶ
鼻

製塩土器 古代
（15）-6、（15）-7、（15）-49、
（15）-135

15135 塩ツ田遺跡
新潟県佐渡市米郷字塩ツ
田

製塩土器 古代 （15）-7、（15）-49、（15）-135
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15136 城ヶ鼻遺跡
新潟県佐渡市米郷字城ヶ
鼻

製塩土器 古代 （15）-7、（15）-49、（15）-135

15137 滝脇遺跡 新潟県佐渡市滝脇 製塩土器 古代 （15）-7、（15）-49、（15）-135

15138 背ノ沢古墳
新潟県佐渡市大小字大須
外畑

製塩土器（平底）
奈良時代（8世紀初
頭）

（15）-2、（15）-6、（15）-7、
（15）-49、（15）-102、
（15）-135

15139 大立遺跡
新潟県佐渡市大倉谷字大
立

製塩土器 古代か （15）-7、（15）-49、（15）-135

15140 亀脇遺跡 新潟県佐渡市羽茂亀脇 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15141 大鼻崎遺跡 新潟県佐渡市江積 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15142 深浦遺跡 新潟県佐渡市深浦 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15143 西平遺跡
新潟県佐渡市琴浦字海ノ
上

製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15144 新谷竹ノ腰遺跡
新潟県佐渡市宿根木字新
谷

製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15145 カイコ場遺跡 新潟県佐渡市宿根木 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15146 小谷洞穴遺跡
新潟県佐渡市宿根木字小
谷向

製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15147 がにが井戸遺跡
新潟県佐渡市宿根木字が
にが井戸 

製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-1、（15）-7

15148 荻ノ浦遺跡
新潟県佐渡市強清水字萩
の浦

製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15149 への割遺跡
新潟県佐渡市強清水字へ
の割

製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15150 柳沢遺跡 新潟県佐渡市柳沢 製塩土器（平底）、支脚 古代（9〜10世紀）
（15）-7、（15）-49、（15）-59、
（15）-135

15151 瀧屋製塩遺跡 新潟県佐渡市柳沢 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49、（15）-135

15152 青木遺跡 新潟県佐渡市松ヶ崎青木 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49

15153 出口遺跡 新潟県佐渡市松ヶ崎出口 製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49

15154 水ナシ遺跡
新潟県佐渡市松ヶ崎青木 ・
水ナシ 

製塩土器
古墳時代後期（7世
紀）〜古代

（15）-7、（15）-49

15155 余川中道遺跡
新潟県南魚沼市余川字江
端

支脚（円筒形） 7世紀 （15）-124

15156 沢田遺跡 新潟県胎内市赤川字沢田 製塩土器（平底）、支脚 平安時代（10世紀）
（15）-67、（15）-76、
（15）-79、（15）-81、
（15）-86、（15） 102

15157 村松浜遺跡 新潟県胎内市村松浜 製塩土器（平底）、支脚 平安時代（12世紀か） （15）-57、（15） 102

15158 下原遺跡 新潟県胎内市村松浜 製塩土器（平底） 古代 （15）-55

15159 天野遺跡 新潟県胎内市新和町 製塩土器（脚台） 古墳時代中期 （15）-99、（15） 102

15160 大坪遺跡 新潟県胎内市高畑 製塩土器（平底 ・ 棒状脚） 古代 （15）-107

15161 中倉遺跡 新潟県胎内市中倉
製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

古代 （15）-60

15162 下中倉遺跡 新潟県胎内市江上 製塩土器（棒状脚） 古代 （15）-74
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15163 下町 ・ 坊城遺跡 新潟県胎内市江上、館ノ越 製塩土器（平底） 古代 （15）-56

15164 六斗蒔遺跡
新潟県胎内市築地字六斗
蒔

製塩土器（平底）
平安時代（9世紀末
〜10世紀初）

（15）-82

15165 堂前遺跡 新潟県胎内市下高田 製塩土器（平底） 古代 （15）-84

15166 山三賀2遺跡
新潟県北蒲原郡聖籠町三
賀字白通

支脚（円筒形） 古代 （15）-35、（15）-49

15167 東港亀塚遺跡
新潟県北蒲原郡聖籠町東
港

製塩土器（平底）、支脚 奈良 （15）-50、（15）-86

15168 梯子谷窯跡
新潟県三島郡出雲崎町乙
茂字金谷川内

製塩土器（平底）、支脚 古代（8〜9世紀前半） （15）-64、（15）-102

15169 寺前遺跡
新潟県三島郡出雲崎町乙
茂字寺前

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（9〜10世紀
前半）

（15）-90、（15）-102

15170 久田遺跡
新潟県三島郡出雲崎町久
田字堂ヶ入ほか

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）

（15）-49、（15）-58

15171 番場遺跡
新潟県三島郡出雲崎町小
木

支脚（円筒形）
平安時代（9世紀後半
〜10世紀前半）

（15）-28、（15）-49

15172 刈羽大平遺跡
新潟県刈羽郡刈羽村刈羽
大平

製塩土器（平底）、支脚、製
塩炉

奈良時代
（15）-15、（15）-29、
（15）-86、（15）-102

15173 茂崎畠遺跡
新潟県岩船郡粟島村字野
の沢

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

古代（8〜9世紀）
（15）-4、（15）-6、（15）-20、
（15）-73
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岸本雅敏「東江上遺跡」 （富山県埋蔵文化財センター編1981年3月『北陸自動車道遺跡調査報告－上市町遺構編－』　上市町教
育委員会）

（16）-16
富山県教育委員会（上野章 ・ 池野正男ほか）編1982年3月『富山県小杉町 ・ 大門町　小杉流通業務団地内遺跡群　第3 ・ 4次緊急
発掘調査概要』　富山県教育委員会

（16）-17 富山県埋蔵文化財センター （岸本雅敏ほか）編1982年3月『入善町じょうべのま遺跡発掘調査概報（5）』　入善町教育委員会

（16）-18
岸本雅敏「東江上遺跡」 （富山県埋蔵文化財センター編1982年3月『北陸自動車道遺跡調査報告　上市町土器 ・ 石器編－』　上市
町教育委員会）

（16）-19
久々忠義「辻坂の上遺跡」 （富山県埋蔵文化財センター （酒井重洋ほか）編1982年3月『北陸自動車道調査報告－立山町土器 ・
石器編－』　富山県教育委員会）

（16）-20
岸本雅敏「富山県における土器製塩の成立と展開」 『北陸の考古学』石川考古学研究会々誌第26号　石川考古学研究会　1983年
3月

（16）-21
富山県教育委員会（上野章 ・ 橋本正春）編1983年3月『富山県小杉町 ・ 大門町小杉流通業務団地内遺跡群第5次緊急発掘調査概
要』　富山県教育委員会

（16）-22 富山県埋蔵文化財センター （松島吉信）編1983年3月『入善町じょうべのま遺跡予備調査概要（6）』　入善町教育委員会
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（16）-23
富山県教育委員会（上野章ほか）編1984年3月『富山県小杉町 ・ 大門町小杉流通業務団地内遺跡群第6次緊急発掘調査概要』　
富山県教育委員会

（16）-24
富山県教育委員会（関清 ・ 久々忠義）編1984年3月『都市計画街路七美 ・ 太閤山 ・ 高岡線内遺跡群発掘調査概要（2）　南太閤山
1遺跡　南太閤山2遺跡』　富山県教育委員会

（16）-25
松島吉信「製塩土器について」 （富山県教育委員会（橋本正春 ・ 松島吉信ほか）編1984年3月『北陸自動車道遺跡調査報告－朝
日町編－道下遺跡』　富山県教育委員会）

（16）-26
富山県埋蔵文化財センター （岸本雅敏 ・ 関清 ・ 山本正敏）編1985年3月『都市計画街路七美 ・ 太閤山 ・ 高岡線内遺跡群発掘調
査概要（3）　南太閤山1遺跡』　富山県教育委員会

（16）-27
小矢部市教育委員会（安念幹倫 ・ 高木場万里ほか）編1985年3月『富山県小矢部市　桜町遺跡産田地区発掘調査概報』　小矢部
市埋蔵文化財調査報告書第17冊　小矢部市教育委員会

（16）-28
富山県埋蔵文化財センター （山本正敏 ・ 橋本正春 ・ 松島吉信）編1985年3月『北陸自動車道遺跡調査報告　朝日町編2』　富山県
教育委員会

（16）-29
岸本雅敏「じょうべのま遺跡における土器製塩」 （富山県埋蔵文化財センター （岸本雅敏・山本正敏・松島吉信）編1985年3月『じょ
うべのま遺跡－C ・ Ｋ地区の調査』　入善町教育委員会）

（16）-30 岸本雅敏「大境遺跡の製塩土器」 『大境』 9号　富山考古学会　1985年10月

（16）-31
岸本雅敏編「富山県」 （埋蔵文化財研究会第19回研究集会世話人編1986年2月『海の生産用具ー弥生時代から平安時代までー　
資料集3』　埋蔵文化財研究会第19回研究集会世話人）

（16）-32
富山県埋蔵文化財センター （上野章 ・ 神保孝造 ・ 斉藤隆）編1986年3月『富山県小杉町 ・ 大門町小杉流通業務団地内遺跡群第8
次緊急発掘調査概要　小杉丸山遺跡』　富山県教育委員会

（16）-33
山本正敏 ・ 岡本淳一郎「5　平安時代　2　馬場山D遺跡」 （富山県教育委員会（関清 ・ 山本正敏ほか）編1987年3月『北陸自動車
道遺跡調査報告－朝日町編3－』　富山県教育委員会）

（16）-34
高岡市教育委員会（山口辰一）編1988年3月「越中国府関連遺跡調査概報2－昭和62年度勝興寺周辺地区の試掘調査－』高岡市
埋蔵文化財調査概報第4冊　高岡市教育委員会

（16）-35 岸本雅敏「西と東の塩生産」 『古代史復元ー古代の都市と村ー』第9巻　講談社　1989年10月

（16）-36
富山市教育委員会（古川知明 ・ 安達志津）編1990年3月『富山市任海砂田遺跡発掘調査概要』　富山市教育委員会 ・ 富山市建設
部道路課

（16）-37
富山県埋蔵文化財センター （関清 ・ 河西健二）編1990年3月『富山県総合運動公園内遺跡群発掘調査概要1　栗山楮原遺跡　南
中田A遺跡　任海鎌倉遺跡　南中田C遺跡』　富山県埋蔵文化財センター

（16）-38
山本正敏 ・ 稲垣尚美「2　布目沢北遺跡」 （富山県埋蔵文化財センター （西井龍儀ほか）編1991年3月『大門町企業団地内遺跡発
掘調査報告（1）　布目沢東遺跡　布目沢北遺跡』　大門町埋蔵文化財調査報告第7集　富山県埋蔵文化財センター ・ 大門町教育
委員会）

（16）-39
富山県埋蔵文化財センター （池野正男 ・ 酒井重洋） ・ 小杉町教育委員会（納谷守幸 ・ 原田義範）編1991年3月『上野南遺跡群発
掘調査報告』　小杉町教育委員会

（16）-40
小矢部市教育委員会（山森伸正 ・ 塚田一成）編1991年3月『富山県小矢部市　能越自動車道関係遺跡群試掘調査報告　五社遺跡　
石名田遺跡　地崎遺跡』　小矢部市埋蔵文化財調査報告書33　小矢部市教育委員会

（16）-41
高岡市教育委員会（山口辰一）編1991年3月『越中国府関連遺跡調査概報5－平成2年度伏木測候所地区の試掘調査－』　高岡市
教育委員会

（16）-42
富山県埋蔵文化財センター （山本正敏 ・ 押川恵子）編1992年3月『大門町企業団地内遺跡発掘調査報告2 ー布目沢北遺跡第3次
調査ー』　大門町埋蔵文化財調査報告第8集　富山県埋蔵文化財センター ・ 大門町教育委員会

（16）-43
富山県埋蔵文化財センター （狩野睦 ・ 酒井重洋 ・ 橋本正春）編1992年3月『北陸自動車道遺跡調査報告　朝日町編7　境Ａ遺跡
総括編』　富山県教育委員会

（16）-44 岸本雅敏「律令制下の塩生産」 『考古学研究』第39巻第2号（第154号）　考古学研究会　1992年9月

（16）-45
小矢部市教育委員会（塚田一成）編1993年3月『富山県小矢部市　小白山山麓遺跡 ・ 臼谷岡ノ城北遺跡』　小矢部市埋蔵文化財
調査報告書第38冊　小矢部市教育委員会

（16）-46
氷見市教育委員会（大野究） 1993年3月『氷見バイパス関連遺跡調査報告2－阿尾島尾A遺跡概報－』　氷見市埋蔵文化財調査報
告第15冊　氷見市教育委員会
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（16）-47 富山県埋蔵文化財センター （安念幹倫）編1993年3月『富山県大島町北高木遺跡A ・ B地区発掘調査報告』　大島町教育委員会　

（16）-48 岸本雅敏「富山県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（16）-49
富山県埋蔵文化財センター （酒井重洋 ・ 久々忠義 ・ 境洋子 ・ 越前慶祐）編1994年3月『富山県総合運動公園内遺跡発掘調査報
告（4）　吉倉B遺跡』　富山県埋蔵文化財センター

（16）-50
富山県埋蔵文化財センター （安念幹倫 ・ 高橋真実）編1995年3月『富山県大島町　北高木遺跡発掘調査報告』　大島町教育委員
会

（16）-51 福岡町教育委員会（斎藤隆 ・ 橋本正春）編1995年3月『富山県福岡町　石名田木舟遺跡発掘調査報告書』　福岡町教育委員会

（16）-52 富山県埋蔵文化財センター （久々忠義 ・ 境洋子）編1995年3月『富山県福光町　梅原落戸遺跡群2』　福光町教育委員会

（16）-53 富山県埋蔵文化財センター （久々忠義 ・ 境洋子）編1995年3月『富山県福光町　梅原胡摩堂遺跡群2』　福光町教育委員会

（16）-54 河西健二「宮崎遺跡」 『富山県埋蔵文化財センター年報　平成6年度』　富山県埋蔵文化財センター　1995年3月

（16）-55 富山県埋蔵文化財センター （境洋子）編1996年3月『富山県富山市　任海宮田遺跡発掘調査報告書』　富山県埋蔵文化財センター

（16）-56 富山市教育委員会（古川知明）編1996年3月『富山市上新保遺跡試掘調査報告』　富山市教育委員会

（16）-57 福岡町教育委員会（橋本正春）編1996年3月『富山県福岡町　石名田木舟遺跡第3次発掘調査報告書』　福岡町教育委員会

（16）-58
富山県埋蔵文化財センター （久々忠義） ・ 福光町教育委員会（佐藤聖子）編1996年3月『富山県福光町梅原落戸遺跡群3』　福光
町教育委員会

（16）-59
氷見市教育委員会（大野究）編1996年3月『氷見バイパス関連遺跡調査報告4－阿尾島田A遺跡一阿尾島尾山砦跡－』　氷見市埋
蔵文化財調査報告第22冊　氷見市教育委員会

（16）-60 富山県埋蔵文化財センター編1996年3月『富山県埋蔵文化財センター年報　平成7年度』　富山県埋蔵文化財センター

（16）-61 岸本雅敏「古代の塩の意義」 『考古学による日本歴史2 ー産業1狩猟 ・ 産業 ・ 農業ー』　雄山閣出版　1996年8月

（16）-62
小林高範「米田大覚遺跡 」 （富山県埋蔵文化財センター編1997年3月『富山県埋蔵文化財センター年報　平成8年度』　富山県埋
蔵文化財センター）

（16）-63 氷見市教育委員会（大野究）編1997年3月『朝日貝塚3』　氷見市埋蔵文化財調査報告第24冊　氷見市教育委員会

（16）-64 富山市教育委員会（堀沢祐一 ・ 近藤顕子）編1998年3月『富山市　任海宮田遺跡試掘調査概要』　富山市教育委員会

（16）-65
富山県文化振興財団（山本正敏 ・ 岡本淳一郎 ・ 中川道子 ・ 三島道子）編1998年3月『五社遺跡発掘調査報告』　富山県文化振興
財団埋蔵文化財発掘調査報告第9集　財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所（全2冊、第一分冊（本文・挿図・表）、
第二分冊（自然科学的分析 ・ 遺構全体図 ・ 写真図版））

（16）-66
福野町教育委員会編1998年3月『富山県福野町町内遺跡発掘調査概要　 県営担い手育成基盤整備作業に伴う森清遺跡ほかの
発掘調査 平成9年度 』　福野町教育委員会

（16）-67
富山県埋蔵文化財センター （橋本正春 ・ 斎藤隆）編1998年3月『浦田遺跡発掘調査報告書』　丹橋村埋蔵文化財調査報告書3　舟
橋村教育委員会

（16）-68 岸本雅敏「古代国家と塩流通」 『古代史の論点　都市と工業と流通』第3巻　小学館　1998年5月

（16）-69
富山市教育委員会（堀沢祐一）編1999年3月『富山市任海宮田遺跡発掘調査報告書』　富山市教育委員会 ・ 富山市埋蔵文化財調
査委員会

（16）-70
婦中町教育委員会（片岡英子 ・ 堀内大介）編1999年3月『富山県婦中町　県営公害防除特別土地改良事業に係わる埋蔵文化財包
蔵地試掘調査報告』　婦中町教育委員会
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（16）-71 富山県埋蔵文化財センター編1999年3月『富山県朝日町境関跡発掘調査報告』　朝日町教育委員会

（16）-72
富山県埋蔵文化財センター （宮田進一 ・ 島田修一） ・ 大島町教育委員会（田中明 ・ 大友喜代子）編2000年3月『富山県大島町　
八塚C遺跡』　大島町教育委員会

（16）-73 高岡市教育委員会（根津明義）編2000年3月『須田藤の木遺跡調査報告』　高岡市埋蔵文化財調査報告第4冊　高岡市教育委員会

（16）-74
高岡市教育委員会（荒井隆 ・ 岡田一広 ・ 山口辰一）編2000年3月『間尽遺跡調査報告』　高岡市埋蔵文化財調査報告第5冊　高岡
市教育委員会

（16）-75
富山県埋蔵文化財センター （高梨清志 ・ 越前慶祐）編2000年3月『富山県舟橋村　浦田遺跡発掘調査報告（3）』　舟橋村教育委員
会

（16）-76 立山町教育委員会（三鍋秀典 ・ 田中幸生）編2001年1月『利田横枕遺跡』　立山町文化財調査報告書第31冊　立山町教育委員会　

（16）-77 福光町教育委員会（深田亜紀 ・ 中井英策 ・ 越前慶祐）編2001年3月『富山県福光町　在房遺跡1』　福光町教育委員会

（16）-78
高橋真実「第2節　製塩土器について」 （富山県埋蔵文化財センター編2001年3月『富山県井口村蛇喰正覚寺遺跡』　井口村教育
委員会）

（16）-79
富山県埋蔵文化財センター （岡本淳一郎 ・ 境洋子）編2001年3月『富山県舟橋村　利田横枕遺跡発掘調査報告』　舟橋村埋蔵文
化財調査報告書6　舟橋村教育委員会

（16）-80
富山市教育委員会（安達志津 ・ 古川知明）編2002年3月『富山市水橋荒町 ・ 辻ヶ堂遺跡発掘調査報告書』　富山市埋蔵文化財調
査報告書115　富山市教育委員会

（16）-81
富山市教育委員会（古川知明 ・ 宮田明 ・ 小黒智久）編2002年3月『富山市岩瀬天神遺跡発掘調査報告書』　富山市埋蔵文化財調
査報告121　富山市教育委員会

（16）-82
富山県文化振興財団（池野正男 ・ 狩野睦 ・ 酒井重洋 ・ 島田美佐子 ・ 中川道子）編2002年3月『石名田木舟遺跡発掘調査報告』　
富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告第14集　財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所（全3冊、第一分冊
（古代以前編）、第二分冊（中世以降編）、第三分冊（自然科学的分析 ・ 写真図版））

（16）-83
富山県文化振興財団（酒井重洋 ・ 青山裕子 ・ 野口雅美）編2002年3月『清水島2遺跡　中名2遺跡　持田1遺跡発掘調査報告』　富
山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告第15集　財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所

（16）-84 高岡市教育委員会（根津明義）編2002年3月『中保Ｂ遺跡調査報告』　高岡市埋蔵文化財調査報告8　高岡市教育委員会　

（16）-85
入善町教育委員会（杉澤禎子）編2002年3月『富山県入善町　入善浄化センーター用地内じょうべのま東遺跡発掘調査報告』　入善
町教育委員会

（16）-86 大野究「九殿浜遺跡」 （氷見市史編さん委員会編2002年10月『氷見市史』 7　資料編五　考古　氷見市）

（16）-87 上野章「大境洞窟遺跡」 （氷見市史編さん委員会編2002年10月『氷見市史』 7　資料編五　考古　氷見市）

（16）-88 大野究「小杉谷内遺跡」 （氷見市史編さん委員会編2002年10月『氷見市史』 7　資料編五　考古　氷見市）

（16）-89 大野究「薮田遺跡」 （氷見市史編さん委員会編2002年10月『氷見市史』 7　資料編五　考古　氷見市）

（16）-90 「柳田遺跡」 （氷見市史編さん委員会編2002年10月『氷見市史』 7　資料編五　考古　氷見市）

（16）-91 「阿尾島尾A遺跡」 （氷見市史編さん委員会編2002年10月『氷見市史』 7　資料編五　考古　氷見市）

（16）-92 「朝日貝塚」 （氷見市史編さん委員会編2002年10月『氷見市史』 7　資料編五　考古　氷見市）

（16）-93
富山県埋蔵文化財センター （境洋子）編2002年11月『富山県舟橋村　古海老江遺跡発掘調査報告』　舟橋村埋蔵文化財調査報告
書8　舟橋村教育委員会

（16）-94 氷見市教育委員会（廣瀬直樹）編2003年2月『新保南遺跡』　氷見市埋蔵文化財調査報告第37冊　氷見市教育委員会
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（16）-95
富山県文化振興財団（青山晃ほか）編2003年3月『中名1 ・ 5遺跡発掘調査報告』　富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告
第18集　財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所

（16）-96
小矢部市教育委員会（久々忠義 ・ 塚田一成）編2003年3月『富山県小矢部市　桜町遺跡発掘調査報告書　弥生 ・ 古墳 ・ 古代 ・ 中
世編1』　小矢部市埋蔵文化財調査報告書第51冊　小矢部市教育委員会（全2冊、第1分冊（本文 ・ 図 ・ 表）、第2分冊（写真図版））

（16）-97
岡本淳一郎 ・ 中川道子「友杉遺跡」 『埋蔵文化財調査概要　平成15年度』　財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務
所　2004年3月

（16）-98 婦中町教育委員会（細辻嘉門 ・ 河竹明子）編2004年3月『富山県婦中町　砂子田1遺跡発掘調査報告』　婦中町教育委員会

（16）-99
小矢部市教育委員会（久々忠義 ・ 塚田一成 ・ 中井真夕）編2004年3月『富山県小矢部市　桜町遺跡発掘調査報告書　縄文遺構編
1・弥生・古墳・古代・中世編2』　小矢部市埋蔵文化財調査報告書第53冊　小矢部市教育委員会（全2冊、第1分冊（本文・図・表）、
第2分冊（写真図版））

（16）-100
高岡市教育委員会（根津明義ほか）編2004年3月『東木津遺跡調査概報3』　高岡市埋蔵文化財調査概報第58冊　高岡市教育委員
会

（16）-101
内田亜紀子 ・ 朝田要「総領浦之前遺跡」 『埋蔵文化財調査概要　平成15年度』　財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査
事務所　2004年3月

（16）-102 富山県文化振興財団編2004年3月『埋蔵文化財調査概要　平成15年度』　財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所　

（16）-103
富山県文化振興財団（野口雅美ほか）編2004年3月『能越自動車道関連埋蔵文化財調査報告　上久津呂中屋遺跡ほか』　富山県
文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告第23集　財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所

（16）-104
富山県文化振興財団（中村亮仁）編2005年3月『中名5 ・ 6遺跡、砂子田1遺跡発掘調査報告』　富山県文化振興財団埋蔵文化財発
掘調査報告第26集　財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所（全3冊、第一分冊（本文 ・ 挿図 ・ 表）、第二分冊（遺跡 ・
遺構 ・ 遺物図面）、第三分冊（自然科学分析 ・ 写真図版））

（16）-105
高岡市教育委員会（根津明義 ・ 武部喜充） ・ 山武考古学研究所（大橋忠昭）編2005年3月『岩坪岡田島遺跡調査概報』　高岡市埋
蔵文化財調査概報第63冊　高岡市教育委員会

（16）-106 「上久津呂中屋遺跡」 『埋蔵文化財年報16』　財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所　2005年3月

（16）-107 富山県埋蔵文化財センター編2005年7月『富山県埋蔵文化財センター年報　平成16年度』　富山県埋蔵文化財センター　

（16）-108 岸本雅敏「塩」 『列島の古代史　暮らしと生業　ひと ・ もの ・ こと2』　　岩波書店　2005年10月

（16）-109
富山市教育委員会（古川知明） ・ 株式会社パスコ（秀鳴龍男）編2005年10月『富山市　小西北遺跡発掘調査報告書』　富山市埋蔵
文化財調査報告1　富山市教育委員会

（16）-110
富山県文化振興財団（細辻真澄）編2006年1月『任海宮田遺跡発掘調査報告1』　富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告
第30集　財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所（全2冊、第一分冊（本文 ・ 挿図 ・ 表 ・ 図面）、第二分冊（自然科学
分析 ・ 写真図版））

（16）-111
富山市教育委員会（鹿島昌也 ・ 松田政基）編2006年3月『富山市米田大覚遺跡発掘調査報告書』　富山市埋蔵文化財調査報告9　
富山市教育委員会

（16）-112
氷見市教育委員会（河竹明子 ・ 大嵩崎泰明）編2006年3月『粟原Ａ遺跡』　氷見市埋蔵文化財調査報告第47冊　氷見市教育委員
会

（16）-113
株式会社アーキジオ（伊藤雅和）編2007年2月『富山県南砺市　院林遺跡1』　南砺市埋蔵文化財調査報告書21　南砺市教育委員
会

（16）-114
富山県文化振興財団（武田健次郎 ・ 細辻真澄）編2007年3月『任海宮田遺跡発掘調査報告2』　富山県文化振興財団埋蔵文化財
発掘調査報告第34集　財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所（全4冊、第一分冊（遺構 ・ 遺物の所見）、第二分冊
（遺構 ・ 遺物のまとめ）、第三分冊（遺構 ・ 遺物の図面）、第四分冊（自然科学分析 ・ 写真図版））

（16）-115
富山市教育委員会（小林高範ほか）編2007年3月『富山市金屋南遺跡発掘調査報告書4』　富山市埋蔵文化財発掘調査報告17　富
山市教育委員会

（16）-116 射水市教育委員会（田中明）編2007年3月『北高木遺跡発掘調査報告（2）』　射水市教育委員会
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（16）-117
富山県文化振興財団（越前慎子ほか）編2007年3月『岩坪岡田島遺跡　手洗野赤浦遺跡　近世北陸道遺跡発掘調査報告』　富山県
文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告第35集　財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所（全2冊、第一分冊・本文・
挿図 ・ 一覧表、第二分冊 ・ 自然科学分析 ・ 写真図版）

（16）-118
田中久美子「稲積天坂北遺跡」 『埋蔵文化財年報　平成18年度』　財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所　2007年
6月

（16）-119 高岡市教育委員会（山口辰一）編2008年2月『常国遺跡調査報告』　高岡市埋蔵文化財調査概報第18冊　高岡市教育委員会

（16）-120
富山県文化振興財団（青山晃）編2008年3月『任海宮田遺跡発掘調査報告3』　富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告第
39集　財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所（全4冊、第一分冊（遺構 ・ 遺物の所見）、第二分冊（自然科学分析 ・
遺構 ・ 遺物のまとめ ・ 考察）、第三分冊（遺構 ・ 遺物の図面）、第四分冊（写真図版））

（16）-121 黒部市教育委員会（八尾隆夫） ・ 株式会社イビソク（吉田朋史）編2008年3月『堀切遺跡A区発掘調査報告書』　黒部市教育委員会

（16）-122
中村亮仁 ・ 田中久美子「宇波西遺跡」 （富山県文化振興財団編2008年6月『埋蔵文化財年報　平成19年度』　財団法人富山県文
化振興財団埋蔵文化財調査事務所）

（16）-123
富山市教育委員会（古川知明 ・ 折原洋一） ・ 山武考古学研究所（藤田登）編2008年8月『富山市鵜坂1 遺跡発掘調査報告書』　富
山市埋蔵文化財調査報告29　富山市教育委員会

（16）-124
株式会社エイ ・ テック（岡田一広 ・ 有田由里）編2009年2月『富山県南砺市 寺家廃寺跡2　院林遺跡3』　南砺市埋蔵文化財調査報
告書25　南砺市教育委員会

（16）-125
富山県文化振興財団（金三津道子 ・ 朝田亜紀子）編2009年3月『竹ノ内2潰跡　柳田遺跡　下山新東遺跡　下山新遺跡発掘調査報
告』　富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告第42集　財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所

（16）-126
富山県文化振興財団（青山晃 ・ 細辻真澄 ・ 町田賢一）編2009年3月『北陸新幹線関係埋蔵文化財包蔵地調査報告（9）』　富山県
文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告第43集　富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所

（16）-127
氷見市教育委員会（廣瀬直樹 ・ 加藤裕介 ・ 藤井秀明 ・ 下濱聡）編2009年3月『稲積川口遺跡』　氷見市埋蔵文化財調査報告第52
冊　氷見市教育委員会

（16）-128
「高岡市下佐野遺跡調査」 （富山県埋蔵文化財センター編2009年6月『富山県埋蔵文化財センター年報　平成20年度（2008年度）』　
富山県埋蔵文化財センター）

（16）-129
富山市教育委員会（堀内大介） ・ 株式会社アーキジオ（森隆）編2009年9月『富山市　上新保遺跡発掘調査報告』　富山市埋蔵文化
財調査報告37　富山市教育委員会

（16）-130
大野究「富山県の土器製塩について」 『日本海域の土器製塩　その系譜と伝播を探る　発表要旨 ・ 資料集』平成21年度環日本海
文化交流史調査研究集会　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2009年10月

（16）-131
高岡市教育委員会（山口辰一）編2010年2月『市内遺跡調査概報19　平成20年度、瑞龍寺遺跡、鎮守堂址の調査他』　高岡市埋蔵
文化財調査概報第68冊　高岡市教育委員会

（16）-132
富山県文化振興財団（中川道子 ・ 町田尚美）編2010年3月『友杉遺跡発掘調査報告』　富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査
報告第44集　財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所（全2冊、第1分冊（本文 ・ 挿図 ・ 一覧表）、第2分冊（自然科学
分析 ・ 写真図版））

（16）-133
小矢部市教育委員会（中井真夕）編2010年3月『富山県小矢部市　石名田木舟遺跡発掘調査報告書』　小矢部市埋蔵文化財調査
報告書第66冊　小矢部市教育委員会

（16）-134
小矢部市教育委員会（中井真夕）編2010年3月『富山県小矢部市　石名田木舟遺跡発掘調査報告書　桜町遺跡発掘調査報告書』　
小矢部市埋蔵文化財調査報告書第67冊　小矢部市教育委員会

（16）-135
富山県文化振興財団（島田美佐子 ・ 新宅茜 ・ 朝田亜紀子）編2010年3月『惣領浦之前遺跡 ・ 惣領野際遺跡発掘調査報告』　富山
県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告第45集　財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所（全2冊、第一分冊、第
二分冊）

（16）-136 細辻嘉門「富山県」 『日本考古学年報61　2008年度』　日本考古学協会　2010年5月

（16）-137
富山市教育委員会埋蔵文化財センター （細辻嘉門 ・ 鹿島昌也 ・ 長谷部真吾）編2011年3月『富山市内遺跡発掘調査概要5　砂川
カタダ遺跡 ・ 今市遺跡』　富山市埋蔵文化財調査報告44　　富山市教育委員会

（16）-138
小矢部市教育委員会（中井真夕）編2011年3月『平成22年度小矢部市埋蔵文化財発掘調査概報』　小矢部市埋蔵文化財調査報告
書第71冊　小矢部市教育委員会

（16）-139
富山県文化振興財団（青山晃 ・ 島田亮仁 ・ 細辻真澄）編2012年2月『開馞大滝遺跡 ・ 五社遺跡ほか発掘調査報告』　富山県文化
振興財団埋蔵文化財発掘調査報告第49集　財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所
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（16）-140
日本海航測株式会社（久保浩一郎 ・ 竹中庸介）編2012年2月『富山市百塚住吉D遺跡発掘調査報告書2』　富山市埋蔵文化財調査
報告45　　富山県富山農林振興センター ・ 富山市教育委員会

（16）-141
富山市教育委員会埋蔵文化財センター （細辻嘉門）編2012年3月『富山市舘本郷2遺跡発掘調査報告書』　富山市埋蔵文化財調
査報告47　　富山市教育委員会

（16）-142
氷見市教育委員会（廣瀬直樹） ・ 株式会社エイ ・ テック（岡田一広 ・ 吉田有里）編2012年3月『鞍川E遺跡1』　氷見市埋蔵文化財調
査報告第60冊　氷見市教育委員会

（16）-143
近藤顕子「平安時代の開墾集落　朝菜町鳥ノ木遺跡」 『富山市の遺跡物語』　富山市埋蔵文化財センター所報№14　富山市教育
委員会　2013年3月

（16）-144
富山県文化振興財団（島田美佐子 ・ 越前慎子 ・ 青山晃）編2013年3月『下黒田遺跡 ・ 下佐野遺跡 ・ 諏訪遺跡ほか発掘調査報告　
第一分冊』　富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告第54集　公益財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所

（16）-145
富山県文化振興財団（島田美佐子 ・ 朝田亜紀子 ・ 町田賢一）編2013年3月『上久津呂中屋遺跡発掘調査報告』　富山県文化振興
財団埋蔵文化財発掘調査報告第55集　公益財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所（全4冊、第一分冊 ・ 縄文時代
編、第二分冊 ・ 弥生時代以降編、第三分冊 ・ 自然科学分析 ・ 総括編、第四分冊 ・ 写真図版編）

（16）-146
富山県文化振興財団（髙栁由紀子）編2013年3月『中谷内遺跡発掘調査報告　第一分冊』　富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘
調査報告第56集　公益財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所

（16）-147
富山市教育委員会埋蔵文化財センター （堀内大介） ・ 北陸航測株式会社（朝田要）編2013年7月『富山市豊田大塚 ・ 中吉原遺跡
発掘調査報告書』　富山市埋蔵文化財調査報告58　　富山市教育委員会

（16）-148
富山県文化振興財団（島田亮仁 ・ 町田賢一）編2013年12月『井口本江遺跡発掘調査報告』　富山県文化振興財団埋蔵文化財発
掘調査報告第57集　公益財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所

（16）-149
富山県文化振興財団（青山祐子）編2013年12月『仏田遺跡発掘調査報告』　富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告第58
集　公益財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所

（16）-150
富山市教育委員会埋蔵文化財センター （新川廣久）編2014年3月『富山市黒瀬大屋遺跡発掘調査報告書』　富山市埋蔵文化財調
査報告63　富山市教育委員会

（16）-151
有限会社毛野考古学研究所（常深尚）編2014年3月『富山市朝菜町鳥ノ木遺跡発掘調査報告書』　富山市埋蔵文化財調査報告65　　
富山市教育委員会

（16）-152
富山県文化振興財団（朝田亜紀子）編2014年3月『江口遺跡発掘調査報告』　富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告第61
集　公益財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所

（16）-153 魚津市教育委員会（的場茂晃）編2014年3月『仏田遺跡発掘調査報告』　魚津市教育委員会

（16）-154
高岡市教育委員会（杉山大晋 ・ 根津明義）編2014年3月『中木津遺跡 ・ 西木津遺跡調査報告』　高岡市埋蔵文化財調査報告第26
冊　高岡市教育委員会

（16）-155
高岡市教育委員会（田上和彦 ・ 杉山大晋）編2014年3月『市内遺跡調査概報23　平成24年度越中国府関連遺跡の調査他』　高岡
市埋蔵文化財調査報告第74冊　高岡市教育委員会

（16）-156
富山県文化振興財団（新宅茜 ・ 髙栁由紀子）編2014年3月『稲積天坂遺跡 ・ 稲積天坂北遺跡 ・ 稲積オオヤチ南遺跡 ・ 宇波西遺
跡発掘調査報告』　富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告第64集　公益財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査
事務所

（16）-157 株式会社エイ ・ テック（岡田一広）編2014年3月『竹内遺跡発掘調査報告』　舟橋村教育委員会

（16）-158
富山県文化振興財団（町田尚美）編2015年3月『出来田南遺跡発掘調査報告』　富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告第
66集　公益財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所

（16）-159
有限会社毛野考古学研究所富山支所（常深尚）編2015年7月『富山県小矢部市　桜町遺跡発掘調査報告書』　小矢部市埋蔵文化
財調査報告書第77冊　小矢部市教育委員会

（16）-160
富山市教育委員会埋蔵文化財センター （古川知明 ・ 野垣好史） ・ 有限会社毛野考古学研究所（常深尚）編2016年3月『富山城跡
発掘調査報告書』　富山市埋蔵文化財調査報告81　　富山市教育委員会

（16）-161
富山県文化振興財団（越前慎子 ・ 青山晃 ・ 島田亮仁 ・ 新宅茜）編2016年3月『中波後山遺跡 ・ 宇波ウワノ遺跡 ・ 惣領野際遺跡
発掘調査報告』　富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告第68集　公益財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事
務所

（16）-162
入江文敏「北陸の土器製塩ー若狭 ・ 越前 ・ 加賀 ・ 能登 ・ 越中 ・ 越後 ・ 佐渡ー」 （海洋考古学会編2017年9月『土器製塩の諸問題』
海洋考古学会第8回研究会資料集　海洋考古学会）

138



（16）-163
富山県文化振興財団（田中道子）編2018年3月『平榎亀田遺跡　浜黒崎野田 ・ 平榎遺跡　横越水窪遺跡　横越遺跡発掘調査報告』　
富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告第75集　公益財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所

（16）-164
株式会社アーキジオ（基峰修 ・ 村上佳）編2018年3月『富山市黒瀬大屋遺跡発掘調査報告書』　富山市埋蔵文化財調査報告94　富
山市教育委員会埋蔵文化財センター

（16）-165
富山市教育委員会埋蔵文化財センター （朝田要 ・ 橋日奈子）編2021年5月『富山市上野井田遺跡発掘調査報告書』　富山市埋蔵
文化財調査報告104　富山市教育委員会
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（16）　富山県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

16001 富山城跡 富山県富山市本丸 製塩土器（平底） 平安時代（9世紀） （16）-160

16002 任海砂田遺跡 富山県富山市任海字砂田 製塩土器（棒状尖底、平底）
平安時代（9〜10世
紀）

（16）-36

16003 任海宮田遺跡 富山県富山市任海字宮田 製塩土器（棒状尖底）
平安時代（9〜10世
紀）

（16）-55、（16）-64、
（16）-69、（16）-110、
（16）-114、（16）-120

16004 栗山楮原遺跡 
富山県富山市南中田 ・ 栗
山

製塩土器（棒状尖底）
平安時代（10世紀前
半）

（16）-37

16005 黒瀬大屋遺跡 
富山県富山市黒瀬字大屋
割

製塩土器（平底）、支脚 古代 （16）-150、（16）-164

16006 米田大覚遺跡 富山県富山市米田町1丁目 製塩土器（棒状尖底） 平安時代（9世紀） （16）-62、（16）-111

16007 友杉遺跡 
富山県富山市友杉字米是
田割

製塩土器（棒状尖底）
平安時代（9〜10世
紀）

（16）-97、（16）-132

16008 水橋荒町 ・ 辻ヶ堂遺跡 富山県富山市水橋荒町 製塩土器（平底） 平安時代（10世紀） （16）-80

16009 岩瀬天神遺跡 富山県富山市岩瀬古志町 製塩土器（平底） 古代 （16）-81

16010 吉倉B遺跡 富山県富山市吉倉 製塩土器（棒状尖底） 平安時代 （16）-49

16011 上新保遺跡 富山県富山市上新保 製塩土器（棒状尖底、平底） 平安時代 （16）-56、（16）-129

16012 小西北遺跡 富山県富山市小西 製塩土器（平底） 古代 （16）-109

16013 金屋南遺跡 富山県富山市金屋 製塩土器（平底）
平安時代（9〜10世
紀）

（16）-115

16014 百塚住吉D遺跡 富山県富山市寺島 製塩土器（棒状尖底） 飛鳥時代 （16）-140

16015 今市遺跡 富山県富山市寺島 製塩土器（棒状尖底） 古代 （16）-137

16016 朝菜町鳥ノ木遺跡 富山県富山市堀川町 製塩土器（平底）
平安時代（9〜10世
紀）

（16）-143、（16）-151

16017 豊田大塚 ・ 中吉原遺跡
富山県富山市豊田本町3丁
目

製塩土器 古墳時代？ （16）-147

16018 舘本郷2遺跡
富山県富山市八尾町高善
寺

製塩土器（棒状尖底） 古代 （16）-141

16019 鵜坂1遺跡 富山県富山市婦中町鵜坂 製塩土器（平底） 平安時代（9世紀） （16）-123

16020 砂子田1遺跡
富山県富山市婦中町砂子
田

製塩土器（棒状尖底） 古代（7〜8世紀） （16）-70、（16）-98

16021 中名1 ・ 5遺跡 富山県富山市婦中町中名 製塩土器（棒状尖底） 飛鳥時代 （16）-95

16022 中名2遺跡 富山県富山市婦中町中名 製塩土器（平底） 平安時代 （16）-83

16023 中名6遺跡 富山県富山市婦中町中名 製塩土器（棒状尖底） 古代 （16）-104

16024 浜黒崎野田 ・ 平榎遺跡 富山県富山市野田 製塩土器（平底） 古代 （16）-163

16025 上野井田遺跡 富山県富山市二股 製塩土器（平底か） 古代 （16）-165

16026 山岸遺跡 富山県高岡市太田字山岸 製塩土器（棒状尖底） 飛鳥時代 （16）-11、（16）-12、（16）-20
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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

16027 越中国府関連遺跡 
富山県高岡市伏木一宮 ・
伏木古府

製塩土器（平底） 古代（8〜10世紀） （16）-34、（16）-41

16028 中曽根遺跡 
富山県高岡市中曽根字吉
原田  

製塩土器（棒状尖底） 飛鳥時代 （16）-4

16029 諏訪遺跡 富山県高岡市佐野 製塩土器（棒状尖底） 古代 （16）-144

16030 東木津遺跡 富山県高岡市佐野 製塩土器（棒状尖底）、支脚 古代 （16）-100、（16）-131

16031 下佐野遺跡 富山県高岡市佐野 製塩土器（平底？） 古代 （16）-128、（16）-136

16032 中木津遺跡 富山県高岡市木津 製塩土器（棒状尖底、平底） 古代 （16）-154、（16）-155

16033 中保Ｂ遺跡 富山県高岡市中保 製塩土器（棒状尖底） 奈良時代 （16）-84

16034 岩坪岡田島遺跡 富山県高岡市国吉 製塩土器（棒状尖底、平底） 飛鳥時代、平安時代 （16）-105、（16）-117

16035 常国遺跡 富山県高岡市常国 製塩土器（棒状尖底、平底）
平安時代（9〜10世
紀）

（16）-119、（16）-130

16036 間尽遺跡 富山県高岡市手洗野 製塩土器（平底）
平安時代（9〜11世
紀）

（16）-74

16037 須田藤の木遺跡 富山県高岡市五十里 製塩土器 古代（8〜10世紀） （16）-73

16038 井口本江遺跡 富山県高岡市井口本江 製塩土器 古代 （16）-148

16039 出来田南遺跡 富山県高岡市出来田 製塩土器 古代 （16）-158

16040 江口遺跡 富山県魚津市仏田 製塩土器（棒状尖底） 古代（8〜9世紀） （16）-152

16041 仏田遺跡 富山県魚津市仏田 塩土器（棒状尖底、平底） 古代（8〜9世紀） （16）-149、（16）-153

16042 九殿遺跡 富山県氷見市姿字九殿 製塩土器（棒状尖底） 飛鳥時代
（16）-3、（16）-6、（16）-8、
（16）-9、（16）-13、（16）-86、
（16）-130

16043 大境遺跡 富山県氷見市大境 製塩土器（棒状尖底、平底）
飛鳥時代、古代（8
〜10世紀）

（16）-1、（16）-3、（16）-20、
（16）-30、（16）-87、
（16）-130

16044 小杉谷内遺跡 富山県氷見市小杉 製塩土器（脚台） 古墳時代中期 （16）-88、（16）-130

16045 薮田遺跡 富山県氷見市薮田 製塩土器（脚台、棒状尖底）
古墳時代中期、飛鳥
時代

（16）-10、（16）-59、
（16）-89、（16）-130

16046 柳田遺跡 富山県氷見市柳田 製塩土器（脚台） 古墳時代中期
（16）-90、（16）-130、
（16）-145

16047 惣領浦之前遺跡 富山県氷見市惣領 製塩土器（棒状尖底、平底） 奈良時代
（16）-20、（16）-101、
（16）-135

16048 阿尾島尾A遺跡 富山県氷見市阿尾字島尾 製塩土器（棒状尖底） 飛鳥時代
（16）-46、（16）-59、
（16）-91、（16）-107

16049 上久津呂中屋遺跡 富山県氷見市上久津呂 製塩土器（脚台、棒状尖底） 古墳時代、古代
（16）-102、（16）-103、
（16）-106、（16）-145

16050 中谷内遺跡 富山県氷見市中谷地 製塩土器（棒状尖底、平底） 古代 （16）-146

16051 粟原Ａ遺跡 富山県氷見市粟原 製塩土器（棒状尖底）
古代（8世紀後半〜9
世紀前半）

（16）-107、（16）-112

16052 稲積天坂北遺跡 富山県氷見市稲積 製塩土器（棒状尖底、平底） 古代 （16）-118、（16）-156

16053 稲積川口遺跡 富山県氷見市稲積 製塩土器（棒状尖底、平底） 飛鳥時代 （16）-127
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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

16054 宇波西遺跡 富山県氷見市宇波 製塩土器（棒状尖底） 飛鳥 ・ 奈良時代
（16）-122、（16）-130、
（16）-156

16055 鞍川E遺跡 富山県氷見市鞍川 製塩土器（平底） 古代 （16）-142

16056 新保南遺跡 富山県氷見市新保 製塩土器？ （棒状尖底） 古代 （16）-94

16057 朝日貝塚 富山県氷見市朝日丘 製塩土器（脚台、棒状尖底） 古墳時代、古代
（16）-63、（16）-92、
（16）-130

16058 中波後山遺跡 富山県氷見市中波 製塩土器（平底） 古代 （16）-161

16059 堀切遺跡 富山県黒部市堀切 製塩土器（棒状尖底） 平安時代（9ｃ前半か） （16）-121

16060 桜町遺跡 富山県小矢部市桜町 製塩土器（棒状尖底、平底）
飛鳥時代、奈良 ・ 平
安時代

（16）-27、（16）-96、
（16）-99、（16）-130、
（16）-134、（16）-159

16061 五社遺跡 富山県小矢部市五社 製塩土器（平底）
平安時代（10〜11世
紀）

（16）-40、（16）-65、
（16）-126、（16）-130、
（16）-139

16062 水牧遺跡 富山県小矢部市水牧 製塩土器（棒状尖底） 飛鳥時代 （16）-139

16063 小白山山麓遺跡
富山県小矢部市臼谷字脇
谷

製塩土器（平底） 奈良時代 （16）-45

16064 石名田木舟遺跡
富山県小矢部市石名田木
舟

製塩土器（棒状尖底、平底） 飛鳥 ・ 奈良時代
（16）-51、（16）-57、
（16）-82、（16）-133

16065 埴生条里遺跡
富山県小矢部市綾子 ・ 石
動町

製塩土器 古代 （16）-138

16066 森清遺跡 富山県南砺市森清 製塩土器 古代？ （16）-66

16067 梅原落戸遺跡 富山県南砺市梅原 製塩土器（棒状尖底、平底）
平安時代（9世紀、 13
世紀）

（16）-52、（16）-58、
（16）-130

16068 梅原胡摩堂遺跡 富山県南砺市宗守 製塩土器（棒状尖底） 平安時代（9世紀） （16）-53

16069 在房遺跡 富山県南砺市在房 製塩土器（棒状尖底） 飛鳥時代 （16）-77

16070 院林遺跡 富山県南砺市院林 製塩土器（棒状尖底） 奈良時代 （16）-113、（16）-124

16071 蛇喰正覚寺遺跡 富山県南砺市蛇喰 製塩土器（棒状尖底） 古代 （16）-78

16072 北高木遺跡 富山県射水市北高木 製塩土器（棒状尖底）
古代（8世紀後半〜9
世紀前半）

（16）-47、（16）-50、
（16）-116

16073 八塚C遺跡 富山県射水市八塚 製塩土器（平底？） 古代 （16）-72

16074 布目沢北遺跡 富山県射水市布目沢 製塩土器（棒状尖底、平底） 平安時代 （16）-38、（16）-42

16075 小杉流通団地№6遺跡 富山県射水市水戸田 製塩土器（棒状尖底） 飛鳥時代 （16）-16、（16）-20

16076 小杉流通団地№7遺跡 富山県射水市水戸田 製塩土器（棒状尖底） 飛鳥時代 （16）-16、（16）-20

16077
小杉丸山（小杉流通団地
№21）遺跡

富山県射水市青井谷字丸
山

製塩土器（棒状尖底）、支脚 飛鳥時代
（16）-20、（16）-21、
（16）-23、（16）-32

16078 上野南1遺跡 富山県射水市上野 製塩土器（棒状尖底） 飛鳥時代 （16）-39

16079 南太閤山1遺跡 富山県射水市南太閤山 製塩土器（棒状尖底、平底）
飛鳥時代、平安時代
（10世紀）

（16）-24、（16）-26

16080 古海老江遺跡
富山県中新川郡舟橋村古
海老江

製塩土器（棒状尖底） 飛鳥時代 （16）-93

16081 利田横枕遺跡
富山県中新川郡舟橋村東
芦原、立山町利田

製塩土器（棒状尖底） 飛鳥時代 （16）-20、（16）-76、（16）-79

142



番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

16082 浦田遺跡
富山県中新川郡舟橋村舟
橋字東中田

製塩土器（平底？） 古代 （16）-67、（16）-75

16083 竹内遺跡
富山県中新川郡舟橋村竹
内

製塩土器（平底） 古代 （16）-157

16084 東江上遺跡
富山県中新川郡上市町東
江上

製塩土器（棒状尖底）
飛鳥 ・ 奈良時代（7世
紀末〜8世紀初）

（16）-15、（16）-18、（16）-20

16085 辻坂の上遺跡
富山県中新川郡立山町辻
坂の上

製塩土器（棒状尖底） 飛鳥時代 （16）-19、（16）-20

16086 じょうべのま遺跡
富山県下新川郡入善町田
中

製塩土器（棒状尖底、平
底）、支脚

平安時代（9世紀後半
〜10世紀初）

（16）-7、（16）-17、（16）-20、
（16）-22、（16）-29

16087 じょうべのま東遺跡
富山県下新川郡入善町東
五十里

製塩土器（平底） 古代末 （16）-85

16088 道下遺跡
富山県下新川郡朝日町道
下

製塩土器（平底） 平安時代（10世紀） （16）-25

16089 馬場山Ｄ遺跡
富山県下新川郡朝日町宮
崎

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代（10世紀） （16）-28、（16）-33

16090 境Ａ遺跡 富山県下新川郡朝日町境 製塩土器（平底） 平安時代（10世紀） （16）-28、（16）-43、（16）-48

16091 境金剛遺跡
富山県下新川郡朝日町境
字金剛

製塩土器（平底）
平安時代（9〜10世
紀）

（16）-14

16092 宮崎遺跡
富山県下新川郡朝日町宮
崎

製塩土器 平安時代 （16）-54

16093 宮崎 ・ 境遺跡 富山県下新川郡朝日町境 製塩土器 古代？ （16）-60、（16）-130

16094 境関跡 富山県下新川郡朝日町境 製塩土器（平底）、支脚 平安時代 （16）-71、（16）-130

16095 境堂田遺跡
富山県下新川郡朝日町境
字堂田

製塩土器
平安時代（9〜10世
紀）

（16）-60

16096 竹ノ内2遺跡
富山県下新川郡朝日町長
野

製塩土器（平底？）
平安時代（9〜10世
紀）

（16）-125
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（17）-18 近藤義郎「能登式製塩土器の研究」 『日本塩業の研究』第5集　日本塩業研究会　1962年3月

（17）-19 橋本澄夫「能登半島の古代製塩村落」 『北陸と海運』　北陸総合学術調査報告第一冊　北陸中日新聞社　1963年12月

（17）-20 四柳嘉章『能登式製塩土器について　特に石川県穴水地方を中心に」 『若木考古』第87号　國學院大學考古学会　1968年1月

（17）-21 橋本澄夫「石川県七尾市小島遺跡の遺構と遺物」 『古代学研究』第53号　古代学研究会　1968年12月

（17）-22 橋本澄夫「土器製塩遺跡」 （七尾市史編纂専門委員会編1970年3月『七尾市史』資料編　第4巻（自然 ・ 考古編）　七尾市役所）
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（17）-23 橋本澄夫「師楽式類似土器漆喰生産用具説に対する疑問」 『石川考古学研究会会誌』第13号　石川考古学研究会　1970年4月

（17）-24 四柳嘉章「古代製塩技術変革に関する覚書」 『石川考古学研究会会誌』第14号　石川考古学研究会　1971年3月

（17）-25 橋本澄夫「能登半島における土器製塩」 『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

（17）-26 橋本澄夫「滝 ・ 柴垣土器製塩遺跡」 （羽咋市史編さん委員会編1973年9月『羽咋市史　原始 ・ 古代編』　羽咋市役所）

（17）-27 田鶴浜町史編さん委員会編1974年1月『田鶴浜町史』　田鶴浜町
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年3月

（17）-68 七尾市教育委員会（土肥富士夫）編1983年3月『万行赤岩山遺跡』　七尾市教育委員会

（17）-69 四柳喜章「能都の塩づくり」 （能都町史編集専門委員会編1983年3月『能都町史』第5巻（通史 ・ 人物誌編）　能都町）

（17）-70 四柳喜章「能都町の先史 ・ 古代」能都町史編集専門委員会編1983年3月『能都町史』第5巻（通史 ・ 人物誌編）　能都町）　
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（17）-71 四柳嘉章「いずがま古墳の調査」 （能都町史編集専門委員会編1983年3月『能都町史』第5巻（通史 ・ 人物誌編）　能都町）　

（17）-72 羽咋市教育委員会（荒木孝平）編1983年3月『寺家遺跡　住宅建設に伴う発掘調査報告書』　羽咋市教育委員会

（17）-73 石川県立埋蔵文化財センター （河村好光）編1984年3月『羽咋市柳田シャコデ遺跡』　石川県立埋蔵文化財センター

（17）-74 浅香年木「船と塩と客人と」 （能登島町史専門委員会編1985年3月『能登島町史　通史編』　能登島町役場）

（17）-75
加賀実 ・ 米沢義光「能登島町無関三崎端 ・ 穴水町曽福採集の製塩土器について」 『石川考古』第158号　石川考古学研究会　
1985年3月

（17）-76
石川県立埋蔵文化財センター編1985年3月『県内遺跡詳細分布調査報告書2 （昭和56年度〜昭和59年度）』　　石川県立埋蔵文化
財センター

（17）-77
石川県立埋蔵文化財センター （米沢義光）編1985年3月『昭和59年度　県営ほ場整備事業 ・ 県営公害防除特別土地改良事業関
係埋蔵文化財調査概要』　石川県立埋蔵文化財センター

（17）-78 加賀実 ・ 米沢義光『中島町地内採集の弥生土器 ・ 製塩土器について『石川考古』第159号　石川考古学研究会　1985年4月

（17）-79 橋本澄夫「古代能登塩に関する一試論」 （論集日本原史刊行会（代表大塚初重）編1985年5月『論集日本原史』　吉川弘文館）　

（17）-80
橋本澄夫編「石川県」 （埋蔵文化財研究会第19回研究集会世話人編1986年2月『海の生産用具ー弥生時代から平安時代までー　
資料集3』　埋蔵文化財研究会第19回研究集会世話人）

（17）-81
橋本澄夫「能登半島の土器製塩ー基礎的研究（1）　製塩土器出土地名表 ・ 関係文献一覧ー」 『石川考古学研究会会誌』第29号　
石川考古学研究会　1986年3月

（17）-82
七尾市教育委員会（土肥富士夫）編1986年3月『能登国分寺跡　第四次発掘調査報告書』　七尾市埋蔵文化財調査報告第6集　七
尾市教育委員会

（17）-83
善端直「製塩遺跡の現状について　中島町瀬嵐コババ遺跡の海岸線の平板測量調査から」 『石川考古学研究会誌』第29号　石川
考古学研究会　1986年3月

（17）-84 石川県立埋蔵文化財センター （小嶋芳孝）編1986年3月『寺家遺跡発掘調査報告1』　石川県立埋蔵文化財センター

（17）-85
橋本澄夫「土器製塩遺跡」 （能都町教育委員会（山田芳和）編1986年12月『石川県能都町　真脇遺跡』　能都町教育委員会 ・ 真脇
遺跡発掘調査団（全2冊、本編、写真図版編））

（17）-86
金沢市教育委員会（出越茂和）編1987年3月『金沢市千木ヤシキダ遺跡』　金沢市文化財紀要68　金沢市 ・ 金沢市教育委員会 ・
金沢市疋田第二土地整理組合　

（17）-87
加賀市教育委員会（小森秀三 ・ 萩中正和 ・ 中村準一）編1987年3月『三木だいもん遺跡』　加賀市埋蔵文化財報告書第17集　加賀
市教育委員会

（17）-88 四柳嘉章「大町 ・ 縄手遺跡」 『西川島』　穴水町教育委員会　1987年3月

（17）-89 浅野豊子「穴水町前波洲川出地内採集遺物の紹介」 『石川考古』第174号　石川考古学研究会　1987年3月

（17）-90 戸澗幹夫「棒状脚付深鉢形製塩土器の下限とその役割」 『石川県立歴史博物館紀要』第1号　石川県立歴史博物館　1988年3月

（17）-91
橋本澄夫「能登半島の土器製塩ー基礎的研究（2）器形別分布と能登式土器製塩の推移ー」 『石川考古学研究会会誌』第31号　石
川考古学研究会　1988年3月

（17）-92 石川県立埋蔵文化財センター （田嶋明人）編1988年3月『漆町遺跡2』　石川県立埋蔵文化財センター

（17）-93 石川県立埋蔵文化財センター （小嶋芳孝）編1988年3月『寺家遺跡発掘調査報告2』　石川県立埋蔵文化財センター

（17）-94
小嶋芳孝「平底製塩土器の研究」 （森浩一編1988年10月『考古学と技術』同志社大学考古学シリーズ4　同志社大学考古学シリー
ズ刊行会）　
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（17）-95 戸澗幹夫「志賀町北吉田ノノメ遺跡出土の製塩用器台形土器」 『石川考古』第186号　石川考古学研究会　1988年12月

（17）-96
七尾市教育委員会（土肥富士夫）編1989年3月『史跡能登国分寺跡　第5 ・ 6 ・ 7次発掘調査報告書』　七尾市埋蔵文化財調査報告
第10集　七尾市教育委員会

（17）-97
小嶋芳孝「北陸の製塩土器編年私案」 （北陸古代手工業生産史研究会編1989年10月『北陸の古代手工業生産』  北陸古代手工
業生産史研究会）

（17）-98
小嶋芳孝 ・ 宇野隆夫「北陸における塩生産」 （北陸古代手工業生産史研究会編1989年10月『北陸の古代手工業生産』  北陸古代
手工業生産史研究会）

（17）-99
久保智康ほか「製塩遺跡地名表」 （北陸古代手工業生産史研究会編1989年10月『北陸の古代手工業生産』  北陸古代手工業生
産史研究会）

（17）-100
宇野隆夫「北陸古代手工業生産の成立と変容ー日本手工業史における意義をめぐってー」 『日本史研究』 330　日本史研究会　
1990年2月

（17）-101
七尾市教育委員会（善端直）編1990年3月『史跡能登国分寺跡ー第八次発掘調査報告書ー』　七尾市埋蔵文化財調査報告第11集　
七尾市教育委員会

（17）-102
七尾市教育委員会（岡田雅人）編1990年3月『七尾市小池川原地区遺跡』　七尾市埋蔵文化財調査報告第12集　七尾市教育委員
会

（17）-103
宇野隆夫「能登滝 ・ 柴垣海岸Ｅ遺跡発掘調査から　古代と近世 ・ 近代塩田址の比較」 『石川考古学研究会々誌』第33号　石川考
古学研究会　1990年3月

（17）-104
赤住地区埋蔵文化財調査団（石橋克美 ・ 大畑喜代志 ・ 三浦純夫）編1990年3月『赤住遺跡群』　志賀町教育員会（全2冊、本文、図
版）

（17）-105 近藤義郎「石考研における製塩土器研究序史」 『石川考古』第200号　石川考古学研究会　1990年8月

（17）-106
金沢市教育委員会（出越茂和）編1991年3月『金沢市千木ヤシキダ遺跡2〜平成元 ・ 二年度発掘調査報告書〜』　金沢市文化財紀
要86　金沢市教育委員会 ・ 金沢市疋田第二土地区画整理組合

（17）-107 小松市教育委員会（望月精司）編1991年3月『戸津古窯跡群』　小松市教育委員会

（17）-108 石川県立埋蔵文化財センター編1991年3月『宮保C遺跡 ・ 宮保遺跡調査報告』　石川県立埋蔵文化財センター

（17）-109
石川県立埋蔵文化財センター （川畑誠）編1991年3月『宮丸遺跡 ・ 村井北遺跡 ・ 北出遺跡 ・ 村井キヒダ遺跡 ・ 米永古屋敷遺跡』　
石川県立埋蔵文化財センター

（17）-110 石川県立埋蔵文化財センター （平田天秋）編1991年3月『三浦遺跡』　石川県立埋蔵文化財センター

（17）-111 石川県立埋蔵文化財センター （福島正美 ・ 冨田和気夫）編1991年3月『滝 ・ 柴垣海岸G遺跡』　石川県立埋蔵文化財センター

（17）-112
石川県立埋蔵文化財センター （中屋克彦 ・ 西野秀和） 編1991年3月『松任市法仏遺跡 : 発掘調査報告 第5 ・ 6次』　石川県立埋
蔵文化財センター

（17）-113
宇野隆夫 ・ 前川要編1991年7月『能登滝 ・ 柴垣製塩遺跡群ー古代揚浜式塩田 ・ 鉄釜炉 ・ 土器製塩炉の調査ー』　富山大学考古
学研究報告第5冊　富山大学人文学部考古学研究室 ・ 石川考古学研究会

（17）-114 七尾市教育委員会編1991年7月『観音崎カントリークラブ事業計画地内埋蔵文化財分布調査報告書』　七尾市教育委員会　

（17）-115 石川県立埋蔵文化財センター （北野博司）編1992年3月『石川県松任市　相川遺跡群』　石川県立埋蔵文化財センター

（17）-116 松任市教育委員（前田清彦）編1992年3月『松任市北安田遺跡4』　松任市教育委員会

（17）-117 松任市教育委員会（前田清彦）編1992年3月『松任市幸明遺跡』　松任市教育委員会

（17）-118 野々市町教育委員会（田村昌宏）編1992年3月『粟田遺跡第二次発掘調査報告書』　野々市町教育委員会
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（17）-119 石川県立埋蔵文化財センター編1992年3月『石川県遺跡地図』　石川県教育委員会

（17）-120 石川県立埋蔵文化財センター （木立雅朗）編1992年3月『藤橋遺跡』　石川県立埋蔵文化財センター

（17）-121 中島町教育委員会（細口喜則）編1992年10月『オカ ・ ノギヤチ遺跡』　中島町教育委員会　

（17）-122
山本直人「能登半島における古代製塩の基礎的研究－現在海藻の分布を中心としてー」 『石川考古学研究会会誌』第36号　石川
考古学研究会　1993年3月（山本直人2007年11月『文理融合の考古学』　高志書院所収）　

（17）-123
石川県立埋蔵文化財センター （北野博司）編1993年3月『戸水C遺跡　平成2 ・ 3年度発掘調査報告書』　石川県立埋蔵文化財セン
ター

（17）-124 石川考古学研究会（近間強）編1993年3月『石川県内生産遺跡分布調査報告書（昭和63年度〜平成4年度）』　石川考古学研究会　

（17）-125 七尾市教育委員会（善端直）編1993年3月『大野木タキシロ遺跡』　七尾市埋蔵文化財調査報告第16集　七尾市教育委員会

（17）-126
石川県立埋蔵文化財センター （北野博司 ・ 小阪大）編1993年3月『石川県鹿島郡鹿島町　徳前Ｃ遺跡』　　石川県立埋蔵文化財セ
ンター　

（17）-127 橋本澄夫 ・ 戸澗幹夫「石川県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（17）-128
金沢市教育委員会（小西昌志）編1994年3月『金沢市藤江B遺跡（第2次）』　金沢市文化財紀要109　金沢市教育委員会 ・ 石川県西
部開発事務所

（17）-129 善端直「発掘調査の概要」 『史跡能登国分寺跡整備事業報告書』　七尾市教育委員会　1994年3月（全2冊、本編、別冊 ・ 資料編）

（17）-130 富来町教育委員会（的場勝俊）編1994年3月『山王丸山遺跡』　富来町教育委員会

（17）-131 松任市教育委員会（金山弘明）編1994年3月『松任市北安田北遺跡1』　松任市教育委員会

（17）-132 橋本澄夫「製塩炉と珪藻土利用」 『月刊考古学ジャーナル』 383号　ニュー ・ サイエンス社　1994年12月

（17）-133 戸澗幹夫「第二編　考古　第5章　土器製塩」 （中島町史編纂専門委員会編1995年3月『中島町史』資料編上巻　中島町）

（17）-134 中島町教育委員会（四柳嘉章）編1995年3月『ヤトン谷内遺跡』　中島町教育委員会

（17）-135
石川県埋蔵文化財保存協会（岡本恭一 ・ 久田正弘）編1995年3月『石川県鹿島郡嘉島町　曽祢C遺跡』　社団法人石川県埋蔵文化
財保存協会

（17）-136 小島芳孝「荒屋遺跡発掘報告」 『鶴来北部遺跡群調査報告1』　石川県立埋蔵文化財センター　1995年3月

（17）-137 冨田和気夫「知気寺八反田遺跡発掘報告」 『鶴来北部遺跡群調査報告1』　石川県立埋蔵文化財センター　1995年3月

（17）-138 石川県立埋蔵文化財センター （安英樹）編1995年3月『富来町貝田遺跡 ・ 貝田C遺跡』　石川県立埋蔵文化財センター

（17）-139 下村好美「穴水湾岸の能登式製塩土器について」 『石川考古学研究会会誌』第39号　石川考古学研究会　1996年3月　

（17）-140 松任市教育委員会（木田清 ・ 前田清彦 ・ 高橋由知 ・ 中村潤）編1996年3月『東大寺領横江庄遺跡2』　松任市教育委員会

（17）-141 「周辺の遺跡」 『此の木マエダ遺跡 ・ 大田谷内遺跡』　七尾市埋蔵文化財調査報告第22集　七尾市教育委員会　1996年3月

（17）-142 中島町教育委員会（山本純也）編1996年3月『外クロザカ遺跡 ・ 田岸遺跡』　中島町教育委員会　
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（17）-143
松任市教育委員会（前田清彦）編1996年3月『松任市三浦 ・ 幸明遺跡』　松任市教育委員会 ・ 松任市三浦幸明地区土地区画整理
組合　

（17）-144 宇野隆夫「越における律令的生産構造の展開」 『越と古代の北陸　古代王権と交流3』　名著出版　1996年7月

（17）-145 大安尚寿「珠洲市狼煙新町採集の製塩土器」 『石川考古』第235号　石川考古学会　1996年10月

（17）-146 「地名表」 『中島町中島フジノキ製塩遺跡』　石川県立埋蔵文化財センター　1997年3月

（17）-147 石川県立埋蔵文化財センター （安英樹）編1997年3月『中島町中島フジノキ製塩遺跡』　石川県立埋蔵文化財センター　

（17）-148 石川県立埋蔵文化財センター （中島俊一）編1997年3月『下笠師遺跡群』　石川県立埋蔵文化財センター　

（17）-149 石川県立埋蔵文化財センター （本田秀夫 ・ 土屋宜雄）編1997年3月『寺家遺跡』　石川県立埋蔵文化財センター　

（17）-150 穴水町教育委員会（四柳嘉章）編1997年3月『美麻奈比古神社前遺跡』　穴水町教育委員会

（17）-151 羽咋市教育委員会（坂元勇）編1997年3月『寺家遺跡第12次調査報告書』　羽咋市教育委員会

（17）-152 富来町教育委員会（松田睦夫）編1998年3月『石川県富来町貝田遺跡』　富来町教育委員会

（17）-153 石川県立埋蔵文化財センター （松山和彦 ・ 林大智）編1998年3月『美岬 ・ 千崎Ｂ遺跡』　石川県立埋蔵文化財センター　

（17）-154 中島町教育委員会（下村好美）編1998年3月『定林寺前遺跡』　中島町教育委員会

（17）-155 石川県立埋蔵文化財センタ（中島俊一）編1998年3月『矢駄アカメ ・ イケダ遺跡』　石川県立埋蔵文化財センター

（17）-156 安秀樹「古代の塩つくり実験in能登島」 『北陸の考古学3』石川考古学研究会々誌第42号　石川考古学研究会　1999年3月

（17）-157
石川県埋蔵文化財センター （安英樹）編1999年3月『北塚遺跡 ・ 北塚古墳群一第15 ・ 16次発堀調査報告書－』　財団法人石川県
埋蔵文化財センター　

（17）-158 金沢市埋蔵文化財センター （楠正勝）編1999年3月『磯部カンダ遺跡』　金沢市文化財紀要154　金沢市埋蔵文化財センター

（17）-159 能登島町教育委員会（関森香住）編1999年3月『佐波モリノマエ遺跡』　能登島町教育委員会

（17）-160 石川県埋蔵文化財センター （安英樹）編1999年3月『鹿島町　御祖遺跡群』　財団法人石川県埋蔵文化財センター　

（17）-161 輪島市教育委員会（砂上正夫）編1999年3月『光浦渡瀬遺跡』　輪島市教育委員会

（17）-162
石川県埋蔵文化財センター （栃木英道 ・ 大西顕）編2000年2月『金沢市　戸水Ｃ遺跡 ・ 戸水Ｃ古墳群（第9 ・ 10次）』　財団法人石
川県埋蔵文化財センター

（17）-163 石川県埋蔵文化財センター （立原秀明 ・ 藤井秀明）編2000年3月『野々市町末松遺跡群』　財団法人石川県埋蔵文化財センター

（17）-164
野々市町教育委員会（横山貴広）編2000年3月『上林新庄遺跡　上林古墳　上林テラダ遺跡　下新庄タナカダ遺跡』　野々市町教育
委員会 ・ 野々市町南部土地区画整理組合

（17）-165
石川県埋蔵文化財センター （林大智）編2000年3月『七尾市　三室福浦Ｂ遺跡　三室まどがけ遺跡』　財団法人石川県埋蔵文化財
センター

（17）-166
七尾市教育委員会（善端直）編2000年3月『能登国分寺跡発掘調査報告書（古府 ・ 国分寺遺跡）』　七尾市埋蔵文化財調査報告第
24集　七尾市教育委員会
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（17）-167 能登島町教育委員会（関森香住）編2000年3月『無関カキノウラ遺跡』　能登島町教育委員会

（17）-168
石川県埋蔵文化財センター （安英樹 ・ 鈴木三男 ・ 能城修一）編2000年3月『輪島市　時国古屋敷遺跡』　財団法人石川県埋蔵文
化財センター　

（17）-169 押水町教育委員会（岡野秀紀）編2000年3月『今浜Ａ遺跡』　押水町教育委員会 ・ 株式会社千里浜サンド

（17）-170 安英樹「輪島市時国古屋敷遺跡 ・ 補遺」 『石川県埋蔵文化財情報』第4号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2000年8月

（17）-171 能登島町教育委員会（関森香住）編2000年10月『八ヶ崎カミノマエ ・ カマヤノショド遺跡』　能登島町教育委員会

（17）-172
野々市町教育委員会（吉田淳 ・ 横山 貴広）編2001年3月『御経塚シンデン遺跡 ・ 御経塚シンデン古墳群』　野々市町教育委員会 ・
野々市町御経塚第二土地区画整理組合　

（17）-173 立原秀明「鵜島遺跡」 『石川県埋蔵文化財情報』第5号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2001年3月

（17）-174 石川県埋蔵文化財センター （垣内光次郎・川畑誠）編2001年3月『七尾市赤浦やまあと遺跡』　財団法人石川県埋蔵文化財センター　

（17）-175 中島町教育委員会（山本純也）編2001年3月『河崎エンザキ遺跡発掘調査報告書』　中島町教育委員会

（17）-176
石川県埋蔵文化財センター （滝川重徳 ・ 岩瀬由美 ・ 金山哲哉）編2001年3月『田鶴浜町　三引遺跡1 （上層編1）』　財団法人石川
県埋蔵文化財センター　

（17）-177 石川県埋蔵文化財センター （立原秀明）編2001年3月『田鶴浜町　三引Ｅ遺跡 ・ 三引Ｆ遺跡』　財団法人石川県埋蔵文化財センター

（17）-178 石川県埋蔵文化財センター （久田正弘）編2001年3月『志賀町　甘田タイ遺跡』　財団法人石川県埋蔵文化財センター

（17）-179 安中哲徳「鹿波しやく川遺跡」 『石川県埋蔵文化財情報』第5号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2001年3月

（17）-180 戸澗幹夫「祖浜遺跡」 （七尾市史編さん専門委員会編2002年2月『新修七尾市史』 1考古編　七尾市役所）

（17）-181 戸澗幹夫「新保B遺跡」 （七尾市史編さん専門委員会編2002年2月『新修七尾市史』 1考古編　七尾市役所）

（17）-182 戸澗幹夫「赤浦かくちだ遺跡」 （七尾市史編さん専門委員会編2002年2月『新修七尾市史』 1考古編　七尾市役所）

（17）-183 戸澗幹夫「赤浦やまあと遺跡」 （七尾市史編さん専門委員会編2002年2月『新修七尾市史』 1考古編　七尾市役所）

（17）-184 戸澗幹夫「小島遺跡」 （七尾市史編さん専門委員会編2002年2月『新修七尾市史』 1考古編　七尾市役所）

（17）-185 戸澗幹夫「大野木タキシロ遺跡」 （七尾市史編さん専門委員会編2002年2月『新修七尾市史』 1考古編　七尾市役所）

（17）-186 戸澗幹夫「庵A遺跡」 （七尾市史編さん専門委員会編2002年2月『新修七尾市史』 1考古編　七尾市役所）

（17）-187 戸澗幹夫「佐々波A遺跡」 （七尾市史編さん専門委員会編2002年2月『新修七尾市史』 1考古編　七尾市役所）

（17）-188 戸澗幹夫「佐々波C遺跡」 （七尾市史編さん専門委員会編2002年2月『新修七尾市史』 1考古編　七尾市役所）

（17）-189 戸澗幹夫「三室まどがけ遺跡」 （七尾市史編さん専門委員会編2002年2月『新修七尾市史』 1考古編　七尾市役所）

（17）-190 戸澗幹夫「鵜浦中田遺跡」 （七尾市史編さん専門委員会編2002年2月『新修七尾市史』 1考古編　七尾市役所）
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（17）-191 戸澗幹夫「滝ノ尻スワダン遺跡」 （七尾市史編さん専門委員会編2002年2月『新修七尾市史』 1考古編　七尾市役所）

（17）-192 戸澗幹夫「国分高井B遺跡」 （七尾市史編さん専門委員会編2002年2月『新修七尾市史』 1考古編　七尾市役所）

（17）-193 戸澗幹夫「白鳥南遺跡」 （七尾市史編さん専門委員会編2002年2月『新修七尾市史』 1考古編　七尾市役所）

（17）-194
石川県埋蔵文化財センター （西田昌広 ・ 大西顕）編2002年3月『松任市　橋爪ガンノアナ遺跡 ・ 橋爪Ｂ遺跡』　石川県教育委員会 ・
財団法人石川県埋蔵文化財センター　

（17）-195
七尾市教育委員会（北林雅康）編2002年3月『三室遺跡群発掘調査報告書　三室オオタン遺跡 ・ 三室トクサ遺跡 ・ 三室新崎遺跡』　
七尾市埋蔵文化財調査報告第26輯 　七尾市教育委員会

（17）-196
石川県埋蔵文化財センター （大西顕）編2002年3月『宇ノ気町指江遺跡 ・ 指江B遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵
文化財センター　

（17）-197 安英樹「実験　古代の塩づくり」 『石川県埋蔵文化財情報』第8号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2002年9月

（17）-198
石川県埋蔵文化財センター （岩瀬由美）編2002年10月『鹿島町　武部ショウブダ遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋
蔵文化財センター

（17）-199
石川県埋蔵文化財センター （安英樹）編2003年2月『久江 （くえ） ツカノコシ遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文化
財センター

（17）-200
石川県埋蔵文化財センター （大西顕）編2003年3月『松任市　橋爪新Ａ遺跡 ・ 橋爪新Ｂ遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川
県埋蔵文化財センター　

（17）-201
石川県埋蔵文化財センター （松山和彦）編2003年3月『珠洲市　宇治役場裏遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文
化財センター　

（17）-202 石川県埋蔵文化財センター （金山哲哉）編2003年3月『田鶴浜町三引遺跡2 （上層編2）』　財団法人石川県埋蔵文化財センター

（17）-203
石川県埋蔵文化財センター （青柳佳奈）編2003年3月『穴水町　鹿波しやく川遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文
化財センター　

（17）-204 大西顕「小島西遺跡」 『石川県埋蔵文化財情報』第10号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2003年8月

（17）-205
石川県埋蔵文化財センター （大西顕）編2004年3月『珠洲市　鵜島遺跡 ・ 鵜島ツキザキ遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石
川県埋蔵文化財センター

（17）-206
石川県埋蔵文化財センタ（谷内明央）編2004年3月『志賀町　館郷堂遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文化財セン
ター　

（17）-207
石川県埋蔵文化財センター （岩瀬由美）編2004年3月『珠洲市　柏原ミツハシ遺跡 ・ 柏原ジッチン遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財
団法人石川県埋蔵文化財センター

（17）-208
石川県埋蔵文化財センター （谷内明央）編2004年3月『田鶴浜町　吉田南側B遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文
化財センター

（17）-209 谷内明央「粟津カンジャバタケ遺跡」 『石川県埋蔵文化財情報』第12号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2004年8月

（17）-210 安英樹「赤浦大割遺跡」 『石川県埋蔵文化財情報』第12号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2004年8月

（17）-211 和田龍介「三室トリＡ遺跡、三室トリＣ遺跡」 『石川県埋蔵文化財情報』第12号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2004年8月

（17）-212
石川県埋蔵文化財センター （浜崎悟司）編2005年3月『金沢市　畝田西遺跡群2』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文化
財センター

（17）-213
石川県埋蔵文化財センター （柿田祐司）編2005年3月『野々市町　末松遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文化財
センター

（17）-214
石川県埋蔵文化財センター （谷内明央）編2005年3月『七尾市　塩津遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文化財セ
ンター
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（17）-215
石川県埋蔵文化財センター （白田義彦）編2005年3月『七尾市　三室オンド遺跡 ・ 三室堂ヶ谷内遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団
法人石川県埋蔵文化財センター　

（17）-216 安中哲徳「三室トリＣ遺跡」 『石川県埋蔵文化財情報』第13号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2005年3月

（17）-217
石川県埋蔵文化財センター （布尾和史）編2005年3月『羽咋市　四柳白山下遺跡1』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文
化財センター　

（17）-218
石川県埋蔵文化財センター （伊藤雅和）編2005年3月『能登町　真脇製塩遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文化
財センター　

（17）-219
金沢市埋蔵文化財センター （庄田知充 ・ 小西昌志）編2005年3月『出雲じいさまだ遺跡 1』　金沢市文化財紀要220　金沢市埋蔵文
化財センター

（17）-220 安中哲徳「大槻ブンゾ遺跡ほか」 『石川県埋蔵文化財情報』第16号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2005年9月

（17）-221
石川県埋蔵文化財センター （荒木麻理子）編2006年3月『金沢市　畝田西遺跡群5』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文
化財センター （全2冊、本文報告編、写真図版編）　

（17）-222
石川県埋蔵文化財センター （和田龍介）編2006年3月『金沢市　畝田東遺跡群3』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文化
財センター　

（17）-223 小松市教育委員会（望月精司）編2006年3月『額見町遺跡1 （A ・ D地区の調査）』　小松市教育委員会

（17）-224
石川県埋蔵文化財センター （安中哲徳）編2006年3月『珠洲市　粟津カンジャバタケ遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県
埋蔵文化財センター　

（17）-225
石川県埋蔵文化財センター （澤辺利明）編2006年3月『羽咋市　四柳白山下遺跡2』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文
化財センター　

（17）-226
石川県埋蔵文化財センタ（谷内明央）編2006年3月『志賀町　館開遺跡群』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文化財セン
ター　

（17）-227
石川県埋蔵文化財センタ（松山和彦）編2006年3月『宝達志水町 ・ 羽咋市　杉野屋専光寺遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石
川県埋蔵文化財センター

（17）-228 久田正弘「古府 ・ 国分遺跡」 『石川県埋蔵文化財情報』第16号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2006年9月

（17）-229 澤辺利明「花園上田遺跡」 『石川県埋蔵文化財情報』第16号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2006年9月

（17）-230 松本和彦「米浜遺跡」 『石川県埋蔵文化財情報』第16号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2006年9月

（17）-231
小松市教育委員会（宮田明 ・ 川畑謙二）編2007年3月『小松市内遺跡発掘調査報告書3　高堂遺跡　千代オオキダ遺跡　矢田野遺
跡　符津C遺跡　漆町遺跡　薬師遺跡』　小松市教育委員会

（17）-232 小松市教育委員会（望月精司）編2007年3月『額見町遺跡2 （B地区及びC地区一部区域の調査）』　小松市教育委員会　

（17）-233 土屋宣雄「大谷中学校東遺跡」 『石川県埋蔵文化財情報』第17号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2007年3月

（17）-234
石川県埋蔵文化財センター （安中哲徳）編2007年3月『七尾市　三室トリＡ遺跡 ・ 三室トリＣ遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人
石川県埋蔵文化財センター　

（17）-235
石川県埋蔵文化財センター （澤辺利明）編2007年3月『七尾市　花園上田遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文化
財センター　

（17）-236
石川県埋蔵文化財センター （伊藤雅文）編2007年3月『七尾市えの目ゲンヤマ横穴墓群』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県
埋蔵文化財センター　

（17）-237
石川県埋蔵文化財センター （柿田祐司）編2007年3月『中能登町　久江サザミヤシキ遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県
埋蔵文化財センター　

（17）-238
伊藤雅文ほか「石川県」 （第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会編2007年9月『古墳時代の海人集団を再検討するー海の生産
用具から20年ー』資料集第1分冊　埋蔵文化財研究会 ・ 第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会）
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（17）-239 白田義彦「粟津小学校遺跡」 『石川県埋蔵文化財情報』第18号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2007年10月

（17）-240
谷内尾晋司「平成18年度県内発掘調査をふりかえって」 『石川県埋蔵文化財情報』第18号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　
2007年10月

（17）-241 安中哲徳「大槻ブンゾ遺跡ほか」 『石川県埋蔵文化財情報』第18号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2007年10月

（17）-242
石川県埋蔵文化財センター （白田義彦）編2008年3月『珠洲市　粟津小学校遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文
化財センター　

（17）-243
石川県埋蔵文化財センター （大西顕）編2008年3月『七尾市　小島西遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文化財セ
ンター　

（17）-244
石川県埋蔵文化財センター （立原秀明）編2008年3月『志賀町　米浜遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文化財セ
ンター　

（17）-245 小松市教育委員会（望月精司）編2008年3月『額見町遺跡3 （C ・ F ・ G地区の一部区域の調査） 』　小松市教育委員会

（17）-246
石川県埋蔵文化財センタ（垣内恒次郎）編2009年3月『加賀市　三木A遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文化財セ
ンター

（17）-247 小松市教育委員会（望月精司）編2009年3月『額見町遺跡4 （F ・ G ・ H地区の一部区域の調査）』　小松市教育委員会　

（17）-248
石川県埋蔵文化財センター （安中哲徳）編2009年3月『野々市町　末松遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文化財
センター

（17）-249
石川県埋蔵文化財センター （安中哲徳 ・ 林大智 ・ 森由佳）編2009年3月『中能登町　大槻 ・ 春木遺跡群』　石川県教育委員会 ・
財団法人石川県埋蔵文化財センター

（17）-250
石川県埋蔵文化財センター （山川史子 ・ 浜崎悟司 ・ 中尾克彦）編2009年3月『津幡町　加茂遺跡1』　石川県教育委員会 ・ 財団法
人石川県埋蔵文化財センター　

（17）-251
加賀市教育委員会（田嶋正和ほか）編2009年6月『橋立神社南遺跡発掘調査報告書』　加賀市埋蔵文化財報告書第42集　加賀市
教育委員会　

（17）-252 空良寛「大泊Ａ遺跡」 『石川県埋蔵文化財情報』第22号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2009年9月

（17）-253
空良寛「能登半島の土器製塩遺跡」 『平成21年度環日本海文化交流史調査研究集会　日本海域の土器製塩　その系譜と伝播を
探る　発表要旨 ・ 資料集』　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2009年10月

（17）-254
戸澗幹夫「能登半島における土器製塩研究の現状と課題」 『平成21年度環日本海文化交流史調査研究集会　日本海域の土器製
塩　その系譜と伝播を探る　発表要旨 ・ 資料集』　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2009年10月

（17）-255 「大泊Ａ遺跡」 『いしかわの遺跡』№34　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2010年2月

（17）-256 入江文敏「中国の土器製塩（序説）－付載　朝鮮半島の塩ー」 『石川考古学研究会会誌』第53号　石川考古学研究会　2010年3月

（17）-257
戸澗幹夫「能登半島における土器製塩研究の現状と課題」 『石川県埋蔵文化財情報』第23号　財団法人石川県埋蔵文化財セン
ター　2010年3月

（17）-258 空良寛「能登地方の土器製塩遺跡」 『石川県埋蔵文化財情報』第23号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2010年3月

（17）-259
石川県埋蔵文化財センター （土屋宣雄 ・ 宮川勝次）編2010年3月『大谷中学校東遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋
蔵文化財センター

（17）-260
「能登島長崎の歴史と生活」 『能登島長崎地区里山保全計画策定のための調査報告書』　能登島自然の里ながさき北陸水生生物
研究センター　2010年3月

（17）-261 羽咋市教育委員会編2010年3月『石川県羽咋市寺家町 ・ 柳田町　寺家遺跡発掘調査報告書　総括編』 　羽咋市教育委員会

（17）-262 石川県埋蔵文化財センター編2010年3月『七尾市　国分遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文化財センター
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（17）-263 安中哲徳「石川県」 『日本考古学年報61　2008年度』　日本考古学協会　2010年5月

（17）-264 金山哲哉「大泊Ａ遺跡」 『石川県埋蔵文化財情報』第24号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2010年9月

（17）-265 戸澗幹夫「生産技術の発達とムラの暮らし」 （七尾市史編さん専門委員会編2011年3月『新修　七尾市史14　通史編1』　七尾市）

（17）-266
小松市教育委員会（下濱貴子）編2011年3月『小松市内遺跡発掘調査報告書7　白江遺跡　矢崎宮の下遺跡　薬師遺跡5次　薬師
遺跡6次　矢田新遺跡』　小松市教育委員会

（17）-267 志賀町教育委員会（松田睦夫）編2011年3月『福浦港イチマイダ ・ イチマイダB遺跡』　志賀町教育委員会　

（17）-268
石川県埋蔵文化財センター （澤辺利明）編2011年3月『宝達志水町　杉野屋遺跡』　石川県教育委員会 ・ 財団法人石川県埋蔵文
化財センター

（17）-269 「平成22年度上半期の遺物整理作業」 『石川県埋蔵文化財情報』第25号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2011年5月

（17）-270 木原伊織「大泊Ａ遺跡」 『石川県埋蔵文化財情報』第26号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2011年9月

（17）-271 「平成23年度上半期の遺物整理作業」 『石川県埋蔵文化財情報』第27号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2012年3月

（17）-272 七尾市教育委員会（山本純也）編2012年3月『花園上田遺跡』　七尾市埋蔵文化財調査報告第33輯　七尾市教育委員会　

（17）-273
七尾市教育委員会文化財課（北林雅康）編2012年3月『史跡能登国分寺跡発掘調査報告書』　七尾市埋蔵文化財調査報告第34輯　
七尾市教育委員会

（17）-274
石川県埋蔵文化財センター （澤辺利明）編2012年3月『須曽ウワダラ遺跡・水白モンショ遺跡・金丸宮地遺跡』　石川県教育委員会・
財団法人石川県埋蔵文化財センター　

（17）-275
石川県埋蔵文化財センター （土屋宣雄）編2012年3月『中能登町　高畠カタタ ・ スギモト遺跡』 　石川県教育委員会 ・ 財団法人石
川県埋蔵文化財センター　

（17）-276 久田正弘「花園 ・ 黒崎遺跡」 『石川県埋蔵文化財情報』第28号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2012年12月

（17）-277 澤辺利明「知気寺八反田遺跡」 『石川県埋蔵文化財情報』第28号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2012年12月

（17）-278 「平成23年度の発掘調査から」 『石川県埋蔵文化財情報』第28号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2012年12月

（17）-279 端猛「福井 ナカミチ遺跡」 『石川県埋蔵文化財情報』第28号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2012年12月

（17）-280 野々市町教育委員会（永野勝章）編2013年3月『三納卜ヘイダゴシ遺跡（第2次）』　野々市町教育委員会

（17）-281 「平成24年度の発掘調査から」 『石川県埋蔵文化財情報』第30号　公益財団法人石川県埋蔵文化財センター　2013年9月

（17）-282
「平成24年度下半期の出土品整理作業」 『石川県埋蔵文化財情報』第30号　公益財団法人石川県埋蔵文化財センター　2013年9
月

（17）-283
石川県埋蔵文化財センター （布尾和史 ・ 和田龍介）編2014年3月『七尾市　国分遺跡 ・ 国分B遺跡』　石川県教育委員会 ・ 公益財
団法人石川県埋蔵文化財センター

（17）-284 「平成25 年度上半期の遺物整理作業」 『石川県埋蔵文化財情報』第31号　公益財団法人石川県埋蔵文化財センター　2014年4月

（17）-285
七尾市教育委員会（北林雅康 ・ 谷口健太郎）編2015年3月『上町A遺跡 ・ 上町B遺跡発掘調査報告書』　七尾市埋蔵文化財調査報
告第39輯　七尾市教育委員会

（17）-286
石川県埋蔵文化財センター （和田龍介）編2015年3月『七尾市　古府 ・ 国分遺跡1』　石川県教育委員会 ・ 公益財団法人石川県埋
蔵文化財センター
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（17）-287
石川県埋蔵文化財センター （久田正弘 ・ 横山純子）編2016年3月『七尾市　花園 ・ 黒崎遺跡』　石川県教育委員会 ・ 公益財団法
人石川県埋蔵文化財センター

（17）-288
福島正美「平成27年度の発掘調査から」 『石川県埋蔵文化財情報』第36号　公益財団法人石川県埋蔵文化財センター　2016年10
月

（17）-289 久田正弘「中カワナミマエダ遺跡」 『石川県埋蔵文化財情報』第36号　公益財団法人石川県埋蔵文化財センター　2016年10月

（17）-290
石川県埋蔵文化財センター （川畑誠）編2017年2月『羽咋郡志賀町　福井ナカミチ遺跡』　石川県教育委員会 ・ 公益財団法人石川
県埋蔵文化財センター

（17）-291
入江文敏「北陸の土器製塩ー若狭 ・ 越前 ・ 加賀 ・ 能登 ・ 越中 ・ 越後 ・ 佐渡ー」 （海洋考古学会編2017年9月『土器製塩の諸問題』
海洋考古学会第8回研究会資料集　海洋考古学会）

（17）-292
七尾市教育委員会文化課（山本純也）編2018年3月『白浜ゴリゴ遺跡発掘調査報告書』　七尾市埋蔵文化財調査報告書第42輯　七
尾市教育委員会

（17）-293
石川県埋蔵文化財センター （白田義彦）編2018年3月『羽咋市　四柳白山下遺跡4』　石川県教育委員会 ・ 公益財団法人石川県埋
蔵文化財センター　

（17）-294
石川県埋蔵文化財センター （和田龍介）編2018年3月『津幡町　加茂遺跡 ・ 加茂窯跡群』　石川県教育委員会 ・ 公益財団法人石
川県埋蔵文化財センター　

（17）-295
石川県埋蔵文化財センター （川畑誠）編2019年2月『羽咋市　四柳白山下遺跡5』　石川県教育委員会 ・ 公益財団法人石川県埋蔵
文化財センター （全2冊、本文編、図版編）

（17）-296 小松市教育委員会（望月精司）編1998年2月『額見町遺跡（額見町遺跡A地区）』　小松市教育委員会

（17）-297 小松市教育委員会（望月精司）編2010年3月『額見町遺跡5　 （H地区及びF地区一部区域の調査） 』　小松市教育委員会

（17）-298
名田草介「能登式製塩土器における支脚と平底タイプについて －石川県内の事例をもとに－」 『金大考古』 44　金沢大学文学部
考古学研究室　2004年3月

（17）-299
石川県埋蔵文化財センター （川畑誠 ・ 和田龍介）編2021年３月『津幡町　加茂遺跡2』　石川県教育委員会 ・ 公益財団法人石川県
埋蔵文化財センター　

（17）-300
石川県埋蔵文化財センター （澤部利明 ・ 金山哲也 ・ 安中哲徳）編2021年3月『七尾市　大泊A遺跡』　石川県教育委員会 ・ 公益財
団法人石川県埋蔵文化財センター
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（17）　石川県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

17001 畝田西遺跡群 石川県金沢市畝田西3丁目
製塩土器（棒状脚）、支脚
（棒状）

古代 （17）-212、（17）-221

17002 畝田ナベタ遺跡
石川県金沢市畝田東 ・ 藤
江北

製塩土器（棒状脚） 古代 （17）-222

17003 戸水Ｃ遺跡
石川県金沢市御供田町 ・
戸水町

製塩土器（脚台 ・ 棒状脚）、
支脚（棒状）

古墳時代、古代
（17）-123、（17）-127、
（17）-162、（17）-238

17004 藤江Ｃ遺跡 石川県金沢市藤江北 製塩土器（脚台 ・ その他）
古墳時代前期、奈良
時代

（17）-127、（17）-238

17005 藤江Ｂ遺跡 石川県金沢市藤江北2丁目 製塩土器（脚台） 古墳時代前期 （17）-128、（17）-238

17006 北塚遺跡 石川県金沢市北塚町 製塩土器（脚台） 古墳時代前期 （17）-157、（17）-238

17007 千木ヤシキダ遺跡 石川県金沢市千木町 製塩土器（平底）、支脚 平安時代（10世紀） （17）-86、（17）-106

17008 犀川鉄橋遺跡 石川県金沢市大豆田町 製塩土器（平底？） 古代 （17）-127

17009 磯部カンダ遺跡 石川県金沢市磯部 製塩土器（平底） 平安時代（9世紀） （17）-158

17010 出雲じいさまだ遺跡 石川県金沢市桜田町 製塩土器（平底）
平安時代（9世紀後半
〜10世紀）

（17）-219

17011 白浜ゴリゴ遺跡 石川県七尾市白浜町
製塩土器（脚台、棒状尖底、
平底）

古墳時代前期、飛鳥
〜平安時代

（17）-288、（17）-292

17012 出村遺跡 石川県七尾市佐々並出村 製塩土器（平底） 奈良時代 （17）-81

17013 祖浜遺跡 石川県七尾市祖浜町 製塩土器（脚台） 古墳時代前期
（17）-22、（17）-29、
（17）-44、（17）-180

17014 新保遺跡 石川県七尾市新保町 製塩土器（脚台）、支脚 古墳時代前期、平安 （17）-22、（17）-44

17015 新保B遺跡
石川県七尾市新保町イチ
バンクリ

製塩土器（脚台、棒状尖底、
平底）

古墳〜平安時代 （17）-119、（17）-181

17016 新保C遺跡 石川県七尾市新保町 製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-81

17017 新保D遺跡 石川県七尾市新保町 製塩土器 時期不明 （17）-119

17018 石崎遺跡 石川県七尾市石崎町 製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-81

17019 赤浦遺跡 石川県七尾市赤浦町
製塩土器（棒状尖底）、支
脚、製塩炉

古墳時代末〜平安時
代

（17）-35、（17）-44

17020 赤浦隠田（カクチダ）遺跡
石川県七尾市赤浦町カクチ
ダ

製塩土器（棒状尖底）
古墳時代末〜奈良時
代

（17）-127、（17）-182

17021 赤浦大割遺跡
石川県七尾市赤浦町オオ
ワリ

製塩土器（棒状脚） 古墳時代末〜古代 （17）-127、（17）-210

17022 赤浦やまあと遺跡 石川県七尾市赤浦町
製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）、製塩炉、揚浜塩田基盤
層

古墳〜奈良 ・ 平安時
代

（17）-22、（17）-127、
（17）-174、（17）-183

17023 小島遺跡 石川県七尾市小島町 製塩土器（脚台）、支脚 古墳〜平安時代
（17）-21、（17）-22、
（17）-44、（17）-124、
（17）-184

17024 小島西遺跡 石川県七尾市小島町
製塩土器（脚台、棒状脚）、
支脚

古墳〜平安時代 （17）-204、（17）-243

17025 大野木タキシロ遺跡
石川県七尾市大野木町通
称タキシロ

製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）、支脚

古墳時代、飛鳥〜平
安時代（9世紀）

（17）-28、（17）-125、
（17）-127、（17）-185

17026 大野木クボタ遺跡
石川県七尾市大野木町ク
ボタ

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-127、（17）-141

157156



番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

17027 大野木製塩遺跡 石川県七尾市大野木町 製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-22、（17）-44

17028 江泊浜田遺跡
石川県七尾市江泊町ハマ
ダ

製塩土器（棒状脚、平底） 古墳〜奈良時代 （17）-127、（17）-141

17029 江泊谷内口遺跡
石川県七尾市江泊町ヤチ
グチ

製塩土器（脚台？、棒状脚） 古墳〜奈良時代 （17）-127、（17）-141

17030 江泊Ａ遺跡 石川県七尾市江泊町
製塩土器（脚台、棒状脚）、
支脚

古墳〜平安時代 （17）-22、（17）-44

17031 江泊B遺跡 石川県七尾市江泊町 製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-22

17032 白鳥Ａ遺跡 石川県七尾市白鳥町 製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-22、（17）-44、
（17）-141

17033 白鳥B遺跡 石川県七尾市白鳥町 製塩土器 古墳時代 （17）-22

17034 白鳥南遺跡 石川県七尾市白鳥町 製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳時代 （17）-193

17035 庵A遺跡 石川県七尾市庵町 製塩土器（脚台） 古墳時代前期
（17）-22、（17）-44、
（17）-119、（17）-186

17036 庵B遺跡 石川県七尾市庵町 製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代
（17）-22、（17）-44、
（17）-119、（17）-186

17037 庵C遺跡 石川県七尾市庵町 製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代
（17）-22、（17）-127、
（17）-186

17038 庵D遺跡 石川県七尾市庵町 製塩土器 古墳時代 （17）-119

17039 庵ヤスケダカ遺跡
石川県七尾市庵町ヤスケ
ダカ

製塩土器 時期不明 （17）-124

17040 佐々波A遺跡 石川県七尾市佐々波町 製塩土器（脚台、棒状脚）） 古墳〜飛鳥時代
（17）-22、（17）-44、
（17）-187

17041 佐々波B遺跡
石川県七尾市佐々波町ハ
マバタケ

製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-119

17042 佐々波C遺跡 石川県七尾市佐々波町 製塩土器（平底）、支脚 平安時代 （17）-119、（17）-188

17043 佐々波出村遺跡 石川県七尾市佐々波町 製塩土器（平底） 古代 （17）-127

17044 上佐々波浜畑遺跡 石川県七尾市佐々波町 製塩土器 時期不明 （17）-22

17045 三室海岸A遺跡 石川県七尾市三室町今田 製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-124

17046 三室海岸製塩Ｂ遺跡 石川県七尾市三室町今田 製塩土器 時期不明 （17）-124

17047 三室今田Ｂ遺跡 石川県七尾市三室町 製塩土器 時期不明 （17）-141

17048 三室福浦Ｂ遺跡 石川県七尾市三室町 製塩土器（棒状脚） 奈良時代 （17）-141

17049 三室福浦Ｂ遺跡 石川県七尾市三室町福浦 製塩土器（棒状脚） 飛鳥 ・ 奈良時代 （17）-165

17050 福浦向面遺跡 石川県七尾市三室町 製塩土器 時期不明 （17）-141

17051 三室新崎遺跡 石川県七尾市三室町新崎 製塩土器 古墳時代、古代 （17）-141

17052 三室オオタン遺跡 石川県七尾市三室町
製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）、支脚、製塩炉

古墳〜奈良 ・ 平安時
代

（17）-141、（17）-195、
（17）-238

17053 三室トクサ遺跡 石川県七尾市三室町トクサ 製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳時代〜古代 （17）-195

17054 上三室遺跡 石川県七尾市三室町 製塩土器（棒状脚） 古墳時代末 （17）-22

17055 三室オンド遺跡
石川県七尾市三室町上三
室

製塩土器（棒状脚） 奈良 ・ 平安時代 （17）-215
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17056 三室堂ヶ谷内遺跡
石川県七尾市三室町上三
室

製塩土器（棒状脚、平底） 奈良 ・ 平安時代 （17）-215

17057 三室まどかけ遺跡
石川県七尾市三室町上三
室

製塩土器（棒状脚）
飛鳥〜平安時代（9世
紀）

（17）-165、（17）-189

17058 三室トリＡ遺跡 石川県七尾市三室町
製塩土器（棒状脚）、支脚、
製塩炉

平安時代（10世紀） （17）-211、（17）-234

17059 三室トリＣ遺跡 石川県七尾市三室町 製塩土器（脚台、平底） 古墳時代前期、古代
（17）-216、（17）-234、
（17）-238

17060 東浜製塩遺跡 石川県七尾市東浜町 製塩土器、製塩炉？ 時期不明 （17）-124

17061 鵜浦中田遺跡
石川県七尾市鵜浦町中田
浦

製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳時代 （17）-141、（17）-190

17062 鵜浦製塩Ｂ遺跡 石川県七尾市鵜浦町川尻 製塩土器 時期不明 （17）-124

17063 鵜浦製塩Ａ遺跡 石川県七尾市鵜浦町川尻 製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （17）-124

17064 鵜浦くろさきＢ遺跡
石川県七尾市鵜浦町川尻
クロサキ

製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-141

17065 鵜浦馬捨場遺跡 石川県七尾市鵜浦町横田 製塩土器 時期不明 （17）-22、（17）-141

17066 鹿渡島バス停裏遺跡
石川県七尾市鵜浦町鹿渡
島

製塩土器（脚台） 古墳時代
（17）-22、（17）-114、
（17）-141

17067 鵜浦鹿渡島製塩Ａ遺跡
石川県七尾市鵜浦町鹿渡
島

製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-124、（17）-141

17068 鵜浦鹿渡島製塩B遺跡
石川県七尾市鵜浦町鹿渡
島

製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-124、（17）-141

17069
鵜浦鹿渡島ハクノマエ遺
跡

石川県七尾市鵜浦町鹿渡
島ハクノマエ

製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-124

17070 直津製塩遺跡 石川県七尾市直津町たづ 製塩土器（棒状脚）、製塩炉 古墳時代 （17）-124

17071 奥原折戸遺跡 石川県七尾市奥原町オット 製塩土器 時期不明 （17）-124

17072 奥原A遺跡
石川県七尾市奥原町タチノ
カクチ

製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳時代 （17）-22、（17）-81

17073 奥原B遺跡
石川県七尾市奥原町八ク
マノカミ

製塩土器 時期不明 （17）-22、（17）-81

17074 大田谷内遺跡 石川県七尾市大田町 製塩土器（棒状脚） 奈良 ・ 平安時代 （17）-141

17075
滝ノ尻スワ（フ）ンダン遺
跡

石川県七尾市大田町滝ノ
尻スワダン

製塩土器（平底）、支脚 奈良 ・ 平安時代 （17）-141、（17）-191

17076 此ノ木Ａ遺跡
石川県七尾市大田町此ノ
木

製塩土器 時期不明 （17）-141

17077 此ノ木Ｂ遺跡
石川県七尾市大田町此ノ
木

製塩土器 時期不明 （17）-141

17078 大泊Ａ遺跡 石川県七尾市大泊町
製塩土器（棒状脚、平底）、
支脚、製塩炉

古墳〜平安時代

（17）-252、（17）-255、
（17）-263、（17）-264、
（17）-270、（17）-271、
（17）-282、（17）-300

17079 藤橋遺跡 石川県七尾市藤橋町
製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）

古墳〜平安時代
（17）-120、（17）-127、
（17）-238

17080 能登国分寺
石川県七尾市国分町 ・ 古
府町

製塩土器（平底） 平安時代
（17）-82、（17）-96、
（17）-101、（17）-129、
（17）-166

17081 国分高井B遺跡 石川県七尾市国分町 製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代 （17）-192

17082 国分高井遺跡 石川県七尾市国分町高井 製塩土器 古墳〜飛鳥時代 （17）-53、（17）-127

17083 古府 ・ 国分遺跡
石川県七尾市古府町 ・ 国
分町

製塩土器（棒状尖底、平底）
飛鳥〜平安時代（10
世紀）

（17）-228、（17）-262、
（17）-269、（17）-273、
（17）-283、（17）-286
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17084 小池川原地区遺跡 石川県七尾市小池川原町 製塩土器（棒状脚） 奈良 ・ 平安時代 （17）-102

17085 赤岩山遺跡
石川県七尾市万行町赤岩
山

製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代 （17）-68、（17）-127

17086 花園上田遺跡 石川県七尾市黒崎町
製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）

古墳〜平安時代（9世
紀）

（17）-229、（17）-235、
（17）-272

17087 花園 ・ 黒崎遺跡 石川県七尾市黒崎町 製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代 （17）-276、（17）-287

17088 二穴小畑遺跡
石川県七尾市能登島二穴
町小畑

製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）

古墳〜平安時代（9世
紀）

（17）-59、（17）-127、
（17）-195

17089 二穴カマンニャ遺跡
石川県七尾市能登島二穴
町カマンニャ

製塩土器 古墳時代か （17）-124、（17）-195

17090 二穴宮田遺跡
石川県七尾市能登島二穴
町ミヤタ

製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （17）-124

17091 二穴掘田尻遺跡
石川県七尾市能登島二穴
町ホッタジリ

製塩土器 時期不明 （17）-195

17092 八ヶ崎ソウマン遺跡
石川県七尾市能登島八ヶ
崎町

製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代 （17）-59、（17）-127

17093 八ヶ崎カミノマエ遺跡
石川県七尾市能登島八ヶ
崎町

製塩土器（平底） 平安時代（10世紀） （17）-171

17094 八ヶ崎カマヤノショド遺跡
石川県七尾市能登島八ヶ
崎町

製塩土器（棒状脚） 平安時代 （17）-171

17095 えの目ミソド遺跡
石川県七尾市能登島（え
の）目町古屋敷

製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代
（17）-44、（17）-59、
（17）-127

17096 えの目マエサマ遺跡
石川県七尾市能登島（え
の）目町マエサマ

製塩土器 時期不明 （17）-119

17097
えの目ゲンヤマ横穴墓群
（3号）

石川県七尾市能登島（え
の）目町ゲンヤマ

製塩土器（平底） 平安時代（10世紀） （17）-236

17098 長崎さかい松遺跡
石川県七尾市能登島長崎
町

製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代 （17）-260

17099 長崎古屋敷遺跡
石川県七尾市能登島長崎
町古屋敷

製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代
（17）-59、（17）-119、
（17）-127

17100 長崎小浦遺跡
石川県七尾市能登島野崎
町小浦桑畑

製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代
（17）-59、（17）-119、
（17）-127

17101 野崎小学校遺跡
石川県七尾市能登島野崎
町野崎小学校

製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代 （17）-44、（17）-59

17102 野崎小谷内遺跡
石川県七尾市能登島野崎
町小谷内

製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代 （17）-119、（17）-127

17103 野崎前田遺跡
石川県七尾市能登島野崎
町マエダ

製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代
（17）-59、（17）-74、
（17）-127

17104 野崎近畑遺跡
石川県七尾市能登島野崎
町近畑

製塩土器（棒状脚） 古墳〜飛鳥時代 （17）-119、（17）-127

17105 野崎 ・ かきざき遺跡
石川県七尾市能登島野崎
町カキザキ

製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳時代 （17）-44、（17）-127

17106 野崎仁右エ門遺跡
石川県七尾市能登島野崎
町ジンウエモン

製塩土器（平底） 奈良 ・ 平安時代 （17）-124

17107 日出ヶ島荒神遺跡
石川県七尾市能登島日
出ヶ島町アラガミ

製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代
（17）-59、（17）-127、
（17）-195

17108 日出ヶ島遺跡
石川県七尾市能登島日
出ヶ島町小泉崎

製塩土器（脚台） 古墳時代前期 （17）-44

17109 曲小島遺跡 石川県七尾市能登島曲町 製塩土器 時期不明 （17）-119

17110 曲きのらA遺跡
石川県七尾市能登島曲町
キノラ

製塩土器 時期不明 （17）-81

17111 曲遺跡 石川県七尾市能登島曲町 製塩土器（棒状脚） 古墳〜飛鳥時代 （17）-59、（17）-127

17112 曲B遺跡
石川県七尾市能登島曲町
ハマ

製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代 （17）-127
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17113 曲大島遺跡
石川県七尾市能登島曲町
大島

製塩土器 奈良 ・ 平安時代？ （17）-119、（17）-12

17114 南ハマダ遺跡
石川県七尾市能登島南町
ハマダ

製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代 （17）-59、（17）-127

17115 向田遺跡
石川県七尾市能登島向田
町

製塩土器 時期不明 （17）-119

17116 無関三崎端遺跡
石川県七尾市能登島無関
町

製塩土器（平底）、支脚 古代 （17）-75、（17）-127

17117 無関かきのうちA遺跡
石川県七尾市能登島無関
町かきのうち

製塩土器（平底） 奈良時代 （17）-127

17118 無関かきのうちB遺跡
石川県七尾市能登島無関
町かきのうち

製塩土器 時期不明 （17）-42

17119 無関かきのうちC遺跡
石川県七尾市能登島無関
町かきのうち

製塩土器 時期不明 （17）-42

17120 無関かきのうち遺跡
石川県七尾市能登島無関
町かきのうち

製塩土器（平底）、支脚 古代 （17）-59

17121 無関カキノウラ遺跡
石川県七尾市能登島無関
町

製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）、支脚、製塩炉

古墳〜奈良 ・ 平安時
代

（17）-167、（17）-238

17122 半浦フルヤ遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町フルヤ

製塩土器（棒状脚） 古墳時代〜 （17）-127

17123 半浦A遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町

製塩土器（棒状脚、平底）
古墳〜奈良 ・ 平安時
代

（17）-59、（17）-127

17124 半浦B遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町

製塩土器（棒状脚、平底）
古墳〜奈良 ・ 平安時
代

（17）-59、（17）-127

17125 半浦C遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町

製塩土器（棒状脚、平底）
古墳〜奈良 ・ 平安時
代

（17）-59、（17）-76、
（17）-127

17126 半浦D遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町

製塩土器 時期不明 （17）-59、（17）-81

17127 半浦E遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町

製塩土器 時期不明 （17）-59、（17）-81

17128 半浦F遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町

製塩土器 時期不明 （17）-59、（17）-81

17129 半浦G遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町

製塩土器 時期不明 （17）-59、（17）-81

17130 半浦H遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町

製塩土器 時期不明 （17）-59、（17）-81

17131 半浦松ヶ崎遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町マツガサキ

製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-124、（17）-127

17132 半浦水倉遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町ミズクラ

製塩土器 時期不明 （17）-119

17133
半浦かんじうらＡ〜Ｂ遺
跡

石川県七尾市能登島半浦
町カンジウラ

製塩土器 時期不明 （17）-124

17134 半浦赤崎遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町アカサキ

製塩土器 時期不明 （17）-119

17135 半浦穴口遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町アナグチ

製塩土器 時期不明 （17）-119

17136 半浦アワラ遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町アワラ

製塩土器 時期不明 （17）-119

17137 半浦赤崎Ａ〜Ｅ遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町アカサキ

製塩土器（平底）、支脚、製
塩炉？

平安時代 （17）-124

17138 半浦トマリＡ〜Ｃ遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町トマリ

製塩土器（平底） 平安時代 （17）-124

17139 半浦神社前遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町

製塩土器 時期不明 （17）-124

17140 半浦前田遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町マエダ

製塩土器 時期不明 （17）-124

17141 半浦ウンカイ遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町ウンカイ

製塩土器 時期不明 （17）-124
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17142 半浦大木遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町オオキ

製塩土器 時期不明 （17）-124

17143 半浦大浦遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町オオウラ

製塩土器 時期不明 （17）-124

17144 半浦キリデン遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町キリデン

製塩土器 時期不明 （17）-119

17145 半浦セキ遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町セキ

製塩土器 時期不明 （17）-124

17146 半浦チャグリ遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町チャグリ

製塩土器 時期不明 （17）-119

17147 半浦フルヤ遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町フルヤ

製塩土器（棒状脚） 古墳時代末〜 （17）-119

17148 半浦ホウデン遺跡
石川県七尾市能登島半浦
町ホウデン

製塩土器 時期不明 （17）-119

17149 通遺跡 石川県七尾市能登島通町 製塩土器（棒状脚） 古墳時代〜 （17）-127

17150 通海岸遺跡 石川県七尾市能登島通町 製塩土器（棒状脚、平底）
古墳〜奈良 ・ 平安時
代

（17）-59

17151 通鼻海岸遺跡 石川県七尾市能登島通町 製塩土器（棒状脚、平底）
古墳〜奈良 ・ 平安時
代

（17）-127

17152 通じぞばなＡ〜Ｂ遺跡
石川県七尾市能登島通町
ジゾハナ

製塩土器、製塩炉？ 時期不明 （17）-124

17153 佐波喜蔵遺跡
石川県七尾市能登島佐波
町キゾウ

製塩土器 奈良 ・ 平安時代？ （17）-124

17154 佐波モリノマエ遺跡
石川県七尾市能登島佐波
町

製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳時代 （17）-159

17155 閏小浜遺跡
石川県七尾市能登島閨町
オバマ

製塩土器 時期不明 （17）-124

17156 閏水浦遺跡
石川県七尾市能登島閨町
ミズウラ ・ ヨーノキ ・ オオヤ
マ

製塩土器 時期不明 （17）-124

17157 閏ヨーノキ遺跡
石川県七尾市能登島閨町
ヨーノキ

製塩土器 時期不明 （17）-124

17158 閏大山遺跡
石川県七尾市能登島閨町
オオヤマ

製塩土器 時期不明 （17）-124

17159 閏扇鼻遺跡
石川県七尾市能登島閨町
オオギハナ

製塩土器 時期不明 （17）-124

17160 閏ヨシガモト遺跡
石川県七尾市能登島閨町
ヨシガモト

製塩土器 時期不明 （17）-124

17161 久木ヤクシ遺跡
石川県七尾市能登島久木
町ヤクシ シ

製塩土器 時期不明 （17）-124

17162 久木ハマ山遺跡
石川県七尾市能登島久木
町ハマヤマ

製塩土器、製塩炉？ 時期不明 （17）-124

17163 久木キッチャラＡ〜Ｂ遺跡
石川県七尾市能登島久木
町キッチャラ

製塩土器 時期不明 （17）-124

17164 田尻マツガマ遺跡
石川県七尾市能登島田尻
町マツガマ

製塩土器 時期不明 （17）-124

17165 田尻ボロボロ鼻遺跡
石川県七尾市能登島田尻
町ボロボロハナ

製塩土器、製塩炉？ 時期不明 （17）-124

17166 須曽ウワダラ遺跡
石川県七尾市能登島須曽
町ウワダラ

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜奈良時
代前半

（17）-119、（17）-127、
（17）-274

17167 須曽崎田出遺跡
石川県七尾市能登島須曽
町サキダテ

製塩土器 時期不明 （17）-119

17168 塩津遺跡 石川県七尾市中島町塩津
製塩土器（脚台、棒状脚）、
製塩炉？

平安時代 （17）-214

17169 深浦ジゲダ遺跡 石川県七尾市中島町深浦 製塩土器（棒状脚）、支脚 古墳〜平安時代 （17）-127、（17）-133

17170 深浦ミミウラ遺跡 石川県七尾市中島町深浦 製塩土器（棒状脚、平底） 古代 （17）-127、（17）-133
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17171 深浦ヤチノカワ遺跡
石川県七尾市中島町深浦
ヤチノカワ

製塩土器（棒状脚） 古墳〜飛鳥時代 （17）-133

17172 鰯浦A遺跡 石川県七尾市中島町鰯浦 製塩土器 古墳時代 （17）-146

17173 鰯浦Ｂ遺跡 石川県七尾市中島町鰯浦 製塩土器 古墳時代 （17）-146

17174 横見遺跡 石川県七尾市中島町横見 製塩土器 時期不明 （17）-99

17175 瀬嵐コババ遺跡
石川県七尾市中島町瀬嵐
コババ

製塩土器（棒状脚、平底）、
支脚

古墳時代末〜平安時
代（8〜10世紀）

（17）-38、（17）-44、
（17）-83、（17）-133

17176 木ノ浦製塩遺跡
石川県七尾市中島町木ノ
浦

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-127、（17）-146

17177 上町A遺跡 石川県七尾市中島町上町 製塩土器（棒状脚）、支脚 平安時代 （17）-285

17178 中島フジノキ遺跡
石川県七尾市中島町中島
フジノキ

製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）、製塩炉

古墳〜平安時代（9世
紀）

（17）-78、（17）-80、
（17）-127、（17）-133、
（17）-147

17179 笠師カキノウラ遺跡 石川県七尾市中島町笠師 製塩土器（脚台） 古墳時代前期 （17）-133

17180 笠師南側製塩遺跡
石川県七尾市中島町笠師
南側

製塩土器（棒状脚） 古墳〜飛鳥時代 （17）-119、（17）-127

17181
笠師南側トジャイ製塩遺
跡

石川県七尾市中島町笠師
南側トジャイ

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-127、（17）-148

17182 笠師B遺跡
石川県七尾市中島町笠師ト
ジャイ

製塩土器（棒状脚） 古墳〜飛鳥時代 （17）-127

17183 笠師F遺跡 石川県七尾市中島町笠師 製塩土器 時期不明 （17）-119

17184 下笠師スノブ遺跡
石川県七尾市中島町下笠
師

製塩土器 奈良時代〜 （17）-119

17185 下笠師Ｅ遺跡
石川県鹿島郡中島町下笠
師

製塩土器（棒状脚） 飛鳥時代 （17）-148

17186 山岸第31号古墳下層
石川県七尾市中島町中島
シモ

製塩土器（脚台） 古墳時代
（17）-34、（17）-36、
（17）-77、（17）-127

17187 中島ヤマンタン製塩遺跡 石川県七尾市中島町中島 製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-133

17188 定林寺前遺跡
石川県鹿島郡中島町中島
甲部

製塩土器（棒状脚） 古代 （17）-154

17189 長浦製塩Ａ遺跡 石川県七尾市中島町長浦 製塩土器（棒状脚） 古墳時代 （17）-124、（17）-127

17190 長浦製塩Ｂ遺跡 石川県七尾市中島町長浦 製塩土器（棒状脚） 奈良 ・ 平安時代？ （17）-124、（17）-127

17191 オカ遺跡
石川県七尾市中島町中島
小字岡

製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳時代 （17）-121

17192 河崎エンザキ遺跡
石川県七尾市中島町字河
崎

製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）、支脚、製塩炉

古墳〜奈良時代 （17）-175

17193 外製塩遺跡 石川県七尾市中島町外
製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）、支脚、製塩炉

古墳〜平安時代 （17）-127、（17）-133

17194 外クロザカ遺跡 石川県七尾市中島町外 製塩土器（棒状脚） 古墳時代末〜 （17）-142

17195 小牧 ・ 外遺跡
石川県七尾市中島町小牧 ・
外

製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）、支脚

古墳〜平安時代 （17）-54

17196 小牧タドラ遺跡 石川県七尾市中島町小牧 製塩土器 時期不明 （17）-146

17197 ヤトン谷内遺跡
石川七尾市中島町中島甲
部

製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）、製塩炉

古墳〜平安時代（10
世紀）

（17）-133、（17）-134

17198 金ヶ崎小学校遺跡 石川県七尾市大津町 製塩土器（棒状脚） 古墳〜飛鳥時代 （17）-32、（17）-127

17199 大津小学校遺跡 石川県七尾市大津町 製塩土器（棒状脚） 古墳〜飛鳥時代 （17）-27、（17）-127
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17200 三引北側遺跡 石川県七尾市三引町 製塩土器 時期不明 （17）-176

17201 三引遺跡 石川県七尾市三引町
製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）

古墳〜奈良時代 （17）-176、（17）-202

17202 三引Ｅ遺跡 石川県七尾市三引町 製塩土器（棒状脚？） 古代 （17）-177

17203 三引Ｆ遺跡 石川県七尾市三引町 製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜平安時代 （17）-177

17204 吉田南側B遺跡 石川県七尾市吉田町 製塩土器（棒状脚） 8世紀前半 （17）-208

17205 オオキダ遺跡
石川県小松市千代町オオ
キダ

製塩土器（棒状脚） 古墳時代 （17）-127

17206 漆町遺跡
石川県小松市金屋町 ・ 金
屋 ・ サンバンワリ地区

製塩土器（棒状尖底） 古墳時代末 （17）-92

17207 薬師遺跡 石川県小松市矢崎町 製塩土器（棒状脚） 飛鳥時代 （17）-231、（17）-266

17208 戸津62号窯 石川県小松市戸津町 製塩土器（平底） 奈良時代 （17）-107

17209 額見町遺跡 石川県小松市額見町
製塩土器（棒状脚、平底）、
支脚

古代（7〜8世紀）
（17）-223、（17）-232、
（17）-245、（17）-247、
（17）-296、（17）-297

17210 小鵜入遺跡
石川県輪島市鵜入町カメゾ
ウ

製塩土器（脚台）、支脚 古墳〜平安時代
（17）-30、（17）-44、
（17）-127

17211 へ倉島シラスナ遺跡
石川県輪島市海士町舳倉
島

製塩土器（棒状脚、平底） 奈良 ・ 平安時代 （17）-45、（17）-127

17212 西時国B遺跡
石川県輪島市町野町西時
国

製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-127

17213 下時国遺跡
石川県輪島市町野町西時
国

製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-37

17214 時国古屋敷遺跡
石川県輪島市町野町南時
国

製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）

古墳〜平安時代 （17）-168、（17）-170

17215 州衛1号窯
石川県輪島市三井町洲衛
ツルノコ

製塩土器（平底？） 平安時代 （17）-127

17216 中カワナミマエダ遺跡 石川県輪島市三井町中 製塩土器 平安時代 （17）-289

17217 光浦渡瀬遺跡 石川県輪島市光浦町
製塩土器（棒状尖底）、支
脚、製塩炉？

古代 （17）-161

17218 光浦ダルマ遺跡 石川県輪島市光浦町 製塩土器 古代 （17）-161

17219 馬緤泊遺跡 石川県珠洲市馬緤町 製塩土器 時期不明 （17）-124

17220 大谷中学校東遺跡 石川県珠洲市大谷町大谷
製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）、支脚、製塩炉、揚浜塩
田基盤層

古墳時代〜古代
（17）-124、（17）-233、
（17）-240、（17）-259

17221 横山オウマ遺跡
石川県珠洲市狼煙町横山
オウマ

支脚 平安時代 （17）-39、（17）-44

17222 横山遺跡 石川県珠洲市狼煙町横山 製塩土器（棒状尖底）、支脚
古墳時代後期、平安
時代

（17）-38、（17）-44

17223 川浦西遺跡 石川県珠洲市狼煙町川浦 製塩土器 時期不明 （17）-124

17224 川浦結城橋遺跡 石川県珠洲市狼煙町川浦 製塩土器 時期不明 （17）-124

17225 狼煙新町遺跡 石川県珠洲市狼煙新町 製塩土器（棒状脚） 古墳時代末〜 （17）-145

17226 赤島東遺跡 石川県珠洲市片岩町赤島 製塩土器 時期不明 （17）-124

17227 赤島西遺跡 石川県珠洲市片岩町赤島 製塩土器 時期不明 （17）-124
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17228 片岩白山神社前遺跡 石川県珠洲市片岩町片岩 製塩土器 時期不明 （17）-124

17229 片岩ソウゲン遺跡
石川県珠洲市片岩町片岩
ソウゲン

製塩土器（脚台、丸底？） 古墳〜平安時代 （17）-124

17230 鞍崎遺跡 石川県珠洲市長橋町鞍崎 製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-127

17231 長橋A遺跡 石川県珠洲市長橋町長橋 製塩土器 時期不明 （17）-124

17232 長橋B遺跡 石川県珠洲市長橋町長橋 製塩土器 時期不明 （17）-124

17233 高波小崎遺跡
石川県珠洲市三崎町高波 ・
小崎

製塩土器（棒状脚、平底）
古墳時代後期〜平安
時代

（17）-127

17234 高波小崎B遺跡
石川県珠洲市三崎町高波
コザキ

製塩土器（棒状脚） 古墳時代後期 （17）-124

17235 高波小崎C遺跡
石川県珠洲市三崎町高波
コザキ

製塩土器（棒状脚） 古墳時代後期 （17）-124

17236 高波遺跡
石川県珠洲市三崎町高波
小崎

製塩土器（棒状尖底、平底）
古墳時代末〜奈良 ・
平安時代

（17）-39、（17）-44

17237
寺家錦戸ムカイバタケ遺
跡

石川県珠洲市三崎町寺家
（むかい畠）

製塩土器（棒状脚）、製塩炉 古墳〜平安時代 （17）-281

17238 錦戸遺跡
石川県珠洲市三崎町粟津
ニシキド

製塩土器（棒状脚） 古墳時代末〜 （17）-127

17239 粟津 ・ 大宮寺遺跡
石川県珠洲市三崎町粟津
大宮寺

製塩土器（棒状尖底） 古墳時代末
（17）-39、（17）-44、
（17）-127

17240 粟津カンジャバタケ遺跡
石川県珠洲市三崎町粟津
カンバジャタケ

製塩土器（棒状脚、平底） 古墳時代後期〜古代
（17）-40、（17）-44、
（17）-127、（17）-209、
（17）-224

17241 粟津小学校（横）遺跡
石川県珠洲市三崎町粟津
小学校横

製塩土器（棒状尖底）
古墳時代末〜奈良時
代

（17）-39、（17）-44、
（17）-127、（17）-239、
（17）-242

17242 宇治役場裏遺跡 石川県珠洲市三崎町宇治
製塩土器（棒状脚、平底）、
製塩炉

古墳時代後期〜平安
時代（10世紀）

（17）-201

17243 森腰遺跡 石川県珠洲市三崎町森腰 製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-39、（17）-44、
（17）-127

17244 伏見遺跡 石川県珠洲市三崎町伏見 製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-39、（17）-44、
（17）-127

17245 伏見A遺跡 石川県珠洲市三崎町伏見 製塩土器（棒状脚） 古墳時代後期 （17）-124

17246 伏見B遺跡 石川県珠洲市三崎町伏見 製塩土器（棒状脚） 古墳時代後期 （17）-124

17247 小泊新八幡神社横遺跡
石川県珠洲市三崎町小泊
新

製塩土器（棒状脚） 古墳時代末 （17）-127

17248 小泊新遺跡
石川県珠洲市三崎町小泊
新

製塩土器（棒状脚） 古墳時代末 （17）-39、（17）-44

17249 蛸島鉢ヶ崎遺跡
石川県珠洲市蛸島町鉢ヶ
崎

製塩土器（棒状脚） 古墳時代末 （17）-127

17250 正院町遺跡
石川県珠洲市正院町興福
寺裏畑

製塩土器（棒状脚） 古墳時代末
（17）-39、（17）-44、
（17）-127

17251 正院川尻シオハマ遺跡
石川県珠洲市正院町川尻
シオハマ

製塩土器 時期不明 （17）-124

17252 折戸診療所前遺跡 石川県珠洲市折戸町折戸 製塩土器（棒状脚、平底）
古墳時代後期〜平安
時代（10世紀）

（17）-124

17253 高屋日吉神社遺跡 石川県珠洲市高屋町高屋 製塩土器 時期不明 （17）-124

17254
鵜島ツキザキ遺跡（C・D・
E区）

石川県珠洲市宝立町鵜島
製塩土器（棒状脚、平底）、
製塩炉

飛鳥〜平安時代（9世
紀）

（17）-205

17255 鵜島遺跡（A ・ B区） 石川県珠洲市宝立町鵜島
製塩土器（棒状脚、平底）、
製塩炉

飛鳥〜平安時代（9世
紀）

（17）-173、（17）-205、
（17）-238

17256 鵜島舟橋のうて遺跡
石川県珠洲市宝立町鵜島
舟橋のうて

製塩土器（棒状脚） 飛鳥時代 （17）-127、（17）-205
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17257 柏原ミツハシ遺跡 石川県珠洲市宝立町柏原 製塩土器（棒状脚）
飛鳥〜平安時代（9世
紀）

（17）-207

17258 耳聞山遺跡
石川県加賀市大聖寺耳聞
山町

製塩土器（平底） 平安時代 （17）-127

17259 三木だいもん遺跡
石川県加賀市三木町通称
だいもん

製塩土器（平底） 平安時代（12世紀） （17）-87、（17）-251

17260 三木A遺跡 石川県加賀市三木町地内
製塩土器（棒状脚、平底）、
支脚

平安時代（9〜12世
紀）

（17）-246、（17）-251

17261 三木ムカイヤマシタ遺跡 石川県加賀市三木町 製塩土器（棒状尖底） 平安時代 （17）-127

17262 美岬 ・ 千崎Ｂ遺跡 石川県加賀市美岬町浜山 製塩土器（平底） 古代（8〜9世紀） （17）-153

17263 橋立神社南遺跡 石川県加賀市橋立町 製塩土器（平底）、支脚 平安時代（12世紀） （17）-251

17264 寺家遺跡 石川県羽咋市寺家町
製塩土器（棒状脚、平底）、
支脚、製塩炉

飛鳥〜平安時代（10
世紀）

（17）-55、（17）-56、
（17）-58、（17）-84、
（17）-93、（17）-149、
（17）-151、（17）-261

17265
寺家砂田遺跡（寺家遺跡
砂田地区）

石川県羽咋市寺家町砂田 製塩土器（平底） 古代 （17）-55、（17）-72

17266 シャコデ遺跡 石川県羽咋市柳田町 製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-73、（17）-93

17267 柴垣Ａ遺跡 石川県羽咋市柴垣町 製塩土器（平底）、支脚 奈良〜平安時代 （17）-26、（17）-38、（17）-44

17268 滝 ・ 柴垣海岸A遺跡 石川県羽咋市柴垣町 製塩土器（平底）、支脚 平安時代 （17）-81

17269 滝 ・ 柴垣海岸B遺跡 石川県羽咋市柴垣町 製塩土器（平底） 平安時代 （17）-81

17170 滝 ・ 柴垣海岸C遺跡 石川県羽咋市滝町 製塩土器（平底） 平安時代 （17）-81

17171 滝 ・ 柴垣海岸D遺跡 石川県羽咋市滝町 製塩土器（平底） 平安時代 （17）-81

17172 滝 ・ 柴垣海岸E遺跡 石川県羽咋市滝町
製塩土器（平底）、支脚、製
塩炉、揚浜塩田基盤層

奈良〜平安時代（9世
紀）

（17）-26、（17）-102、
（17）-113

17173 滝 ・ 柴垣海岸F遺跡 石川県羽咋市滝町
製塩土器（平底）、支脚、製
塩炉、塩田

奈良 ・ 平安時代 （17）-113

17174 滝 ・ 柴垣海岸G遺跡 石川県羽咋市柴垣町 製塩土器（棒状脚、平底） 古代 （17）-111

17175 滝 ・ 柴垣海岸H遺跡 石川県羽咋市柴垣町 製塩土器（平底） 古代 （17）-127

17176 滝 ・ 柴垣海岸I遺跡 石川県羽咋市滝町 製塩土器（平底） 古代 （17）-127

17177 柴垣円山遺跡
石川県羽咋市柴垣町（円山
7号墳付近）

製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-81

17178 四柳白山下遺跡 石川県羽咋市四柳町 製塩土器（棒状脚、平底） 古代
（17）-217、（17）-225、
（17）-293、（17）-295

17179 指江B遺跡 石川県かほく市指江 製塩土器（棒状尖底）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-196

17280 宮保遺跡 石川県白山市宮保町 製塩土器（平底）、製塩炉？ 奈良 ・ 平安時代 （17）-99、（17）-108

17281 宮保C遺跡 石川県白山市宮保町 製塩土器（平底） 奈良時代 （17）-108

17282 宮永ツルマル遺跡 石川県白山市宮保町 製塩土器（丸底？） 奈良時代 （17）-127

17283 横江遺跡 石川県白山市横江町 製塩土器（平底） 平安時代 （17）-127、（17）-140

17284 東相川遺跡 石川県白山市相川町 製塩土器（棒状脚）
古墳時代後期、飛鳥
時代

（17）-115、（17）-238
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17285 東相川Ｂ ・ Ｃ遺跡 石川県白山市相川町 製塩土器（棒状脚） 飛鳥時代 （17）-115

17286 東相川Ｂ遺跡 石川県白山市相川町 製塩土器（棒状脚）
古墳時代後期〜奈良
時代

（17）-127

17287 北安田北遺跡 石川県白山市北安田町
製塩土器（棒状脚、平底）、
支脚

古墳時代後期〜平安
時代

（17）-116、（17）-127、
（17）-131、（17）-238

17288 法仏遺跡
石川県白山市法仏町 ・ 千
代野西 ・ 千代野東

製塩土器（平底） 奈良時代 （17）-112、（17）-127

17289 米永古屋敷遺跡
石川県白山市米永町古屋
敷

製塩土器（棒状脚）、支脚 7世紀末〜8世紀前半 （17）-109

17290 三浦遺跡
石川県白山市三浦町サル
ガク

製塩土器（平底） 平安時代 （17）-110、（17）-127

17291 荒屋遺跡 石川県白山市荒屋町 製塩土器（平底） 平安時代 （17）-127、（17）-136

17292 三浦 ・ 幸明遺跡
石川県白山市幸明町 ・ 三
浦町

製塩土器（棒状脚、平底？） 古代 （17）-117、（17）-143

17293 橋爪ガンノアナ遺跡 石川県白山市橋爪町 製塩土器（平底？） 平安時代 （17）-194

17294 橋爪Ｂ遺跡 石川県白山市橋爪町 製塩土器（平底？） 古代 （17）-194

17295 橋爪新Ａ遺跡 石川県白山市橋爪町 製塩土器（平底？） 平安時代 （17）-200

17296 橋爪新Ｂ遺跡 石川県白山市橋爪町 製塩土器（平底？） 平安時代 （17）-200

17297 知気寺八反田遺跡 石川県白山市知気寺町 製塩土器（平底） 平安時代（10世紀） （17）-137、（17）-277

17298 末松遺跡 石川県野々市市末松 製塩土器（棒状脚、平底？）
古墳時代後期〜奈良
時代

（17）-127、（17）-248

17299 末松ダイカン遺跡 石川県野々市市末松 製塩土器（棒状脚？） 古代 （17）-163

17300 末松Ａ遺跡 石川県野々市市末松
製塩土器（棒状尖底、平
底？）

飛鳥 ・ 奈良時代 （17）-213、（17）-238

17301 三納卜ヘイダゴシ遺跡 石川県野々市市三納 製塩土器（棒状脚） 飛鳥時代？ （17）-280

17302 御経塚シンデン遺跡 石川県野々市市御経塚 製塩土器（棒状脚）
古墳時代後期〜飛鳥
時代

（17）-172

17303 上林新庄遺跡
石川県野々市市上林 ・ 新
庄

製塩土器（棒状脚） 飛鳥時代〜平安時代 （17）-164

17304 粟田遺跡 石川県野々市市粟田5丁目 製塩土器（棒状尖底） 奈良時代 （17）-118

17305 加茂遺跡
石川県河北郡津幡町字加
茂 ・ 舟橋

製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）、支脚

古墳時代〜古代
（17）-127、（17）-250、
（17）-294、（17）-299

17306 福井ナカミチ遺跡 石川県羽咋郡志賀町福井
製塩土器（平底、棒状脚）、
支脚、製塩炉

奈良〜平安時代（10
世紀初）

（17）-278、（17）-279、
（17）-284、（17）-290

17307 中村畑遺跡
石川県羽咋郡志賀町中村
中村畑

製塩土器（丸底？） 古墳時代 （17）-60、（17）-127

17308 米浜遺跡 石川県羽咋郡志賀町米浜
製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）、支脚

古墳〜奈良時代
（17）-49、（17）-127、
（17）-230、（17）-244

17309 小浦遺跡 石川県羽咋郡志賀町小浦
製塩土器（脚台、丸底、平
底）

古墳〜平安時代（9世
紀）

（17）-10、（17）-33、
（17）-44、（17）-52

17310 赤住遺跡 石川県羽咋郡志賀町赤住
製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）

古墳〜平安時代 （17）-33、（17）-44

17311 中谷山遺跡
石川県羽咋郡志賀町赤住
ナカタニヤマ

製塩土器（棒状脚、平底） 古墳〜平安時代 （17）-119、（17）-127

17312 ムギタニ山遺跡
石川県羽咋郡志賀町赤住
ムギタニ

製塩土器（脚台） 古墳時代前期 （17）-104、（17）-238

17313 ミヤタA遺跡
石川県羽咋郡志賀町赤住
ミヤタ

製塩土器（平底） 奈良時代 （17）-104
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17314 ミヤタD遺跡
石川県羽咋郡志賀町赤住
ミヤタ

支脚 古代 （17）-104

17315 ミヤタB遺跡
石川県羽咋郡志賀町赤住
ミヤタ

製塩土器（平底） 古代 （17）-119、（17）-127

17316 オハイノ山A遺跡
石川県羽咋郡志賀町赤住
オハイノ

製塩土器（棒状脚、平底）、
支脚

古代 （17）-104

17317 オハイノ山B遺跡
石川県羽咋郡志賀町赤住
オハイノ

製塩土器（棒状脚、平底）、
支脚

古墳時代末〜奈良時
代

（17）-104、（17）-127

17318 ナカノA遺跡
石川県羽咋郡志賀町赤住
ナカノ

製塩土器（平底）、支脚 奈良時代 （17）-104、（17）-127

17319 ナカノB遺跡
石川県羽咋郡志賀町赤住
ナカノ

製塩土器（棒状脚、平底）、
支脚、製塩炉

奈良時代 （17）-104、（17）-127

17320 ナカノC遺跡
石川県羽咋郡志賀町赤住
ナカノ

製塩土器（平底） 奈良時代 （17）-104

17321 タツタ遺跡 石川県羽咋郡志賀町赤住 製塩土器 時期不明 （17）-119

17322 百浦大鳥河口遺跡 石川県羽咋郡志賀町百浦 製塩土器（平底） 古代 （17）-127

17323 百浦A遺跡 石川県羽咋郡志賀町百浦 製塩土器 時期不明 （17）-124

17324 百浦B遺跡 石川県羽咋郡志賀町百浦 製塩土器 時期不明 （17）-124

17325 百浦山ノ田遺跡 石川県羽咋郡志賀町百浦 製塩土器 時期不明 （17）-119

17326 百浦ばずれ遺跡 石川県羽咋郡志賀町百浦 製塩土器 時期不明 （17）-119

17317 上野製塩遺跡 石川県羽咋郡志賀町上野 製塩土器（平底） 奈良 ・ 平安時代 （17）-124

17328 町たいら遺跡
石川県羽咋郡志賀町町タイ
ラサンノヤシキ

製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-119、（17）-127

17329 大島ウラミチ遺跡
石川県羽咋郡志賀町大島
通称ウラミチ

製塩土器（棒状脚、平底） 飛鳥〜平安時代 （17）-50

17330 北吉田ノノメ遺跡
石川県羽咋郡志賀町北吉
田

製塩土器（平底）、支脚（円
筒形）

平安時代 （17）-95、（17）-127

17331 甘田タイ遺跡 石川県羽咋郡志賀町甘田 製塩土器（平底） 平安時代 （17）-178

17332 館郷堂遺跡 石川県羽咋郡志賀町舘 支脚（円筒形） 平安時代 （17）-206

17333 館開テラアト遺跡 石川県羽咋郡志賀町舘 製塩土器（平底） 古代 （17）-226

17334 矢駄アカメ遺跡 石川県羽咋郡志賀町矢駄 支脚（円筒形） 古代 （17）-155

17335 久喜遺跡
石川県羽咋郡志賀町西海
久喜ヒサキカイタク

支脚 奈良 ・ 平安時代 （17）-31、（17）-44

17336 巌門製塩遺跡
石川県羽咋郡志賀町福浦
港巌門

製塩土器 時期不明 （17）-81

17337 イチマイダ遺跡
石川県羽郡咋志賀町福浦
港イチマイダ

製塩土器（棒状脚、平底）、
支脚、

古墳時代末〜平安時
代（9世紀）

（17）-31、（17）-44、
（17）-127、（17）-267

17338
福浦港ヨシライチマイダ
遺跡

石川県羽咋郡志賀町福浦
港

製塩土器（脚台、丸底、平
底）

古墳〜平安時代 （17）-44

17339 イチマイダB遺跡
石川県羽咋郡志賀町福浦
港

製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （17）-267

17340 ヨシラ遺跡
石川県羽咋郡志賀町福浦
港ヨシラ

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-31、（17）-44

17341 福浦港ヨシラ遺跡
石川県羽咋郡志賀町福浦
港

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-127

17342 福浦港ヨシラ河口遺跡
石川県羽咋郡志賀町福浦
港

製塩土器（脚台、平底） 古墳〜平安時代
（17）-31、（17）-44、
（17）-81、（17）-127
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17343 ムカイババ遺跡 石川県羽咋郡志賀町笹波 製塩土器 時期不明 （17）-31

17344 鹿頭アサホシバ遺跡
石川県羽咋郡志賀町鹿頭
アサホシバ

製塩土器（平底）
奈良〜平安時代（9世
紀）

（17）-119、（17）-127

17345 千浦遺跡
石川県羽咋郡志賀町西海
千ノ浦ムカイヒャクガリ

製塩土器（平底）
奈良〜平安時代（9世
紀）

（17）-81、（17）-127

17346 千浦アマザキ遺跡
石川県羽咋郡志賀町西海
千ノ浦アマザキ

製塩土器（平底）
奈良〜平安時代（9世
紀）

（17）-81、（17）-127

17347 貝田遺跡
石川県羽咋郡志賀町富来
領家町

製塩土器（棒状脚？、平底） 古墳時代〜古代
（17）-127、（17）-138、
（17）-152

17348 貝田C遺跡 石川県羽咋郡志賀町貝田 製塩土器（平底） 奈良時代（8世紀初） （17）-138

17349 山王丸山遺跡 石川県羽咋郡志賀町八幡 製塩土器（平底） 古代 （17）-130

17350 田中遺跡 石川県羽咋郡志賀町田中 製塩土器（棒状脚、平底） 奈良時代 （17）-127

17351 干場山遺跡
石川県羽咋郡宝達清水町
北川尻

製塩土器（椀形） 奈良時代 （17）-127

17352 今浜Ａ遺跡
石川県羽咋郡宝達清水町
今浜

製塩土器（脚台？） 古墳時代前期 （17）-169

17353 上田出西山遺跡
石川県羽咋郡宝達清水町
字上田出入会西山

製塩土器（脚台）、支脚 古墳〜平安時代 （17）-51、（17）-81

17354 杉野屋遺跡
石川県羽咋郡宝達清水町
杉野屋

製塩土器（平底）、支脚 古代 （17）-268

17355 杉野屋専光寺遺跡
石川県羽咋郡宝達清水町
杉野屋、羽咋市中川町

製塩土器（平底） 古代 （17）-227

17356 徳前Ｃ遺跡
石川県鹿島郡中能登町徳
前ふ之部

製塩土器 古代？ （17）-126、（17）-127

17357 大槻ブンゾ遺跡
石川県鹿島郡中能登町大
槻

製塩土器（棒状脚） 古代
（17）-220、（17）-241、
（17）-249

17358 大槻ヤマゾー遺跡
石川県鹿島郡中能登町大
槻

製塩土器（棒状脚） 古代 （17）-249

17359 久江サザミヤシキ遺跡
石川県鹿島郡中能登町久
江

製塩土器（平底） 平安時代 （17）-127、（17）-237

17360 久江ツカノコシ遺跡
石川県鹿島郡中能登町久
江ツカノコシ

製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-127、（17）-199

17361 春木ハチノタ遺跡
石川県鹿島郡中能登町春
木地内

製塩土器（平底） 平安時代 （17）-249

17362 武部遺跡
石川県鹿島郡中能登町武
部

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-127

17363 武部ショウブダ゛遺跡
石川県鹿島郡中能登町武
部

製塩土器（棒状尖底、平底）
古墳時代末〜平安時
代

（17）-198

17364 高畠Ｃ遺跡
石川県鹿島郡中能登町高
畠

製塩土器（平底） 平安時代（10世紀） （17）-160

17365
高畠カタタ ・ スギモト遺
跡

石川県鹿島郡中能登町高
畠

製塩土器（棒状尖底）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-275

17366 曽祢Ｃ遺跡
石川県鹿島郡中能登町曽
祢

製塩土器（棒状脚、棒状尖
底）

古墳時代末〜
（17）-135、（17）-160、
（17）-238

17367 谷内ブンガチヤ遺跡
石川県鹿島郡中能登町金
丸谷内ブンガヤチ

製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜奈良時代 （17）-127

17368 白山橋遺跡
石川県鳳至郡穴水町西川
島白山橋

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-41、（17）-127

17369 縄手遺跡
石川県鳳至郡穴水町大町
字上出（通称縄手）

製塩土器（脚台、棒状脚）、
支脚（円筒形）

古墳時代〜古代 （17）-88、（17）-127

17370 竹太ヤナギツボ遺跡
石川県鳳珠郡穴水町竹太
ヤナギツボ ・ カワラダ

製塩土器（脚台、棒状脚）、
支脚？

古墳時代〜古代 （17）-47、（17）-127

17371 古君久塚遺跡
石川県鳳珠郡穴水町古君
久塚

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-48、（17）-127、
（17）-139
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17372
宇太川（宇加川）浜田遺
跡

石川県鳳至郡穴水町宇太
川

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-127

17373 前波慶光寺山遺跡
石川県鳳珠郡穴水町前波
慶光寺山

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-127

17374 前波かわら畠遺跡 石川県鳳珠郡穴水町前波 製塩土器（脚台？） 古墳時代 （17）-81

17375 前波丸（円）山遺跡
石川県鳳珠郡穴水町前波
円山

製塩土器（脚台、棒状脚）、
支脚？

古墳〜飛鳥時代 （17）-20、（17）-127

17376 前波瀬戸田遺跡
石川県鳳珠郡穴水町前波
瀬戸田

製塩土器（脚台、棒状脚）、
支脚？

古墳〜飛鳥時代 （17）-20、（17）-127

17377 前波駅前田遺跡
石川県鳳珠郡穴水町前波
駅前田

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-127

17378 前波上野畑遺跡
石川県鳳珠郡穴水町前波
上野畑

製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-20、（17）-127

17379 前波洲川出瀬戸遺跡 石川県鳳珠郡穴水町前波 製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代 （17）-81

17380 前波洲川出武連遺跡 石川県鳳珠郡穴水町前波 製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代 （17）-81

17381 前波州川出遺跡 石川県鳳珠郡穴水町前波 製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-89、（17）-127

17382 前波州川出B遺跡
石川県鳳珠郡穴水町前波
州川出

製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-127

17383 一本木遺跡 石川県鳳珠郡穴水町前波 製塩土器 時期不明 （17）-119

17384 沖波オバタケ遺跡 石川県鳳至郡穴水町沖波 製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代 （17）-20

17385 沖波西野遺跡 石川県鳳至郡穴水町沖波 製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代
（17）-20、（17）-127、
（17）-139

17386 沖波遺跡 石川県鳳珠郡穴水町沖波 製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-44

17387 水揚場遺跡
石川県鳳至郡穴水町甲水
揚場

製塩土器（平底）、支脚
奈良〜平安時代（9世
紀）

（17）-20、（17）-38、
（17）-44、（17）-81、
（17）-119、（17）-127

17388 甲小寺製塩遺跡
石川県鳳珠郡穴水町甲小
寺

製塩土器（脚台、棒状脚、丸
底）

古墳〜平安時代（9世
紀）

（17）-20、（17）-127

17389 甲かがもと遺跡 石川県鳳至郡穴水町甲 製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-20、（17）-127

17390 甲かねがやちA遺跡
石川県鳳珠郡穴水町甲カ
ネガヤチ

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-127

17391 甲かねがやちB遺跡
石川県鳳珠郡穴水町甲カ
ネガヤチ

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-127

17392 甲遺跡 石川県鳳至郡穴水町甲 製塩土器（棒状脚） 古墳時代末 （17）-44

17393 根木遺跡
石川県鳳珠郡穴水町根木
オワンタニ

製塩土器 時期不明 （17）-81

17394 曽良善塚A遺跡
石川県鳳珠郡穴水町曽良
善塚

製塩土器（平底） 奈良 ・ 平安時代 （17）-127

17395 曽良善塚B遺跡
石川県鳳珠郡穴水町曽良
善塚

製塩土器（平底） 奈良 ・ 平安時代 （17）-127

17396 曽良善塚C遺跡
石川県鳳珠郡穴水町曽良
善塚

製塩土器（平底） 奈良 ・ 平安時代 （17）-127

17397 曽良善塚D遺跡
石川県鳳珠郡穴水町曽良
善塚

製塩土器（平底） 奈良 ・ 平安時代 （17）-127

17398 曽良長岩A遺跡
石川県鳳珠郡穴水町曽良
長岩

製塩土器（平底） 奈良 ・ 平安時代 （17）-127

17399 曽良長岩B遺跡
石川県鳳珠郡穴水町曽良
長岩

製塩土器（平底） 奈良 ・ 平安時代 （17）-127
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17400 曽良長岩C遺跡
石川県鳳珠郡穴水町曽良
長岩

製塩土器（平底） 奈良 ・ 平安時代 （17）-127

17401 曽良長岩D遺跡
石川県鳳珠郡穴水町曽良
長岩

製塩土器（平底） 奈良 ・ 平安時代 （17）-127

17402 曽良長岩E遺跡
石川県鳳珠郡穴水町曽良
長岩

製塩土器（平底） 奈良 ・ 平安時代 （17）-127

17403 曽良出町遺跡 石川県鳳至郡穴水町曽良 製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-127

17404 曽良坂の尻遺跡 石川県鳳至郡穴水町曽良 製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-127

17405 曽良旧造船場遺跡 石川県鳳至郡穴水町曽良 製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-127

17406 曽良上出遺跡 石川県鳳至郡穴水町曽良 製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-127

17407 曽良出町遺跡
石川県鳳至郡穴水町曽良
出町

製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-81

17408 曽良潮崎遺跡
石川県鳳珠郡穴水町曽良
潮崎

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-127

17409 曽良たきやA遺跡
石川県鳳珠郡穴水町曽良
タキヤ

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-43、（17）-81、
（17）-127

17410 曽良たきやB遺跡
石川県鳳珠郡穴水町曽良
タキヤ

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-127

17411 曽良たきやC遺跡
石川県鳳珠郡穴水町曽良
タキヤ

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-127、（17）-139

17412 曽良たきやD遺跡
石川県鳳珠郡穴水町曽良
タキヤ

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-127

17413 曽良たきやE遺跡
石川県鳳珠郡穴水町曽良
タキヤ

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-127

17414 曽良高岩遺跡
石川県鳳珠郡穴水町曽良
高岩

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-44、（17）-127

17415 曽良高波遺跡
石川県鳳珠郡穴水町曽良
高波

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-81

17416 鹿波黒岩遺跡
石川県鳳珠郡穴水町鹿波
黒岩

製塩土器（脚台、平底） 古墳〜平安時代 （17）-44、（17）-127

17417 鹿波大石遺跡
石川県鳳珠郡穴水町鹿波
大石

製塩土器（脚台、平底）、支
脚

古墳〜平安時代 （17）-38、（17）-127

17418 鹿波田崎遺跡
石川県鳳珠郡穴水町鹿波
田崎

支脚 古代
（17）-20、（17）-38、
（17）-44、（17）-127

17419 鹿波しやく川遺跡 石川県鳳至郡穴水町鹿波 製塩土器（棒状脚）、支脚 古墳時代末〜古代
（17）-127、（17）-179、
（17）-203

17420 鹿波製塩B遺跡 石川県鳳珠郡穴水町鹿波
製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）

古墳〜平安時代 （17）-127、（17）-139

17421 鹿波製塩C遺跡 石川県鳳珠郡穴水町鹿波
製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）、支脚

古墳〜平安時代 （17）-127、（17）-139

17422 旭ヶ丘A遺跡
石川県鳳至郡穴水町旭が
丘

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-81、（17）-127

17423 内浦A遺跡
石川県鳳珠郡穴水町内浦
ハマナカ

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-127

17424 内浦B遺跡
石川県鳳珠郡穴水町内浦
新開

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-127

17425 内浦C遺跡
石川県鳳珠郡穴水町内浦
沖の崎

製塩土器（棒状脚、平底）、
支脚

古墳時代末〜平安時
代

（17）-127、（17）-139

17426 内浦D遺跡
石川県鳳珠郡穴水町内浦
沖の崎

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-127

17427 新崎製塩A遺跡 石川県鳳珠郡穴水町新崎
製塩土器（脚台、棒状脚、丸
底）

古墳〜飛鳥時代 （17）-124、（17）-127

17428 新崎製塩B遺跡 石川県鳳珠郡穴水町新崎 製塩土器 奈良 ・ 平安時代？ （17）-124
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17429 新崎製塩C遺跡 石川県鳳珠郡穴水町新崎 製塩土器、製塩炉？ 奈良 ・ 平安時代？ （17）-124

17430 岩車遺跡 石川県鳳珠郡穴水町岩車 製塩土器 古墳時代後期 （17）-124

17431 曽福遺跡 石川県鳳珠郡穴水町曽福
製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）、支脚

古墳〜平安時代
（17）-46、（17）-75、
（17）-127

17432
曽福オオタンボ遺跡（旧
曾福B遺跡）

石川県鳳珠郡穴水町曽福 製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代 （17）-139

17433 美麻奈比古神社前遺跡　
石川県鳳珠郡穴水町川島
シラヤマ町

製塩土器（棒状脚、平底、丸
底）

飛鳥〜平安時代 （17）-150

17434 日和山遺跡
石川県鳳珠郡能登町小木
日和山

製塩土器 時期不明 （17）-124

17435 下市之瀬遺跡
石川県鳳珠郡能登町市之
瀬

製塩土器 時期不明 （17）-124

17436 越坂勤労者プラザ遺跡 石川県鳳珠郡能登町越坂 製塩土器 時期不明 （17）-124

17437 城が崎遺跡
石川県鳳珠郡能登町越坂 ・
城が崎

製塩土器（棒状脚、平底）
古墳時代末〜奈良時
代

（17）-38、（17）-44

17438 越坂遺跡 石川県鳳珠郡能登町越坂
製塩土器（棒状脚、平底）、
支脚

古墳時代末〜平安時
代

（17）-38、（17）-57、
（17）-127

17439 越坂城ヶ崎A遺跡
石川県鳳珠郡能登町越坂
通称ビワクビ

製塩土器（棒状脚）、支脚 古墳時代末〜古代
（17）-38、（17）-57、
（17）-127

17440 越坂城ヶ崎B遺跡
石川県鳳珠郡能登町越坂
通称トクボ

製塩土器（棒状脚）、支脚 古墳時代末〜古代
（17）-38、（17）-57、
（17）-127

17441 越坂城ヶ崎C遺跡
石川県鳳珠郡能登町越坂
通称ソデバマ

製塩土器 古墳時代末〜古代 （17）-119

17442 越坂城ヶ崎D遺跡
石川県鳳珠郡能登町越坂
通称ソデバマ

製塩土器（棒状脚、平底）、
支脚

古墳時代末〜古代
（17）-38、（17）-57、
（17）-127

17443 立壁製塩遺跡 石川県鳳珠郡能登町立壁 製塩土器 古墳時代末〜古代 （17）-81

17444 大迎遺跡
石川県鳳珠郡能登町立壁 ・
大迎

製塩土器（棒状脚、平底）、
支脚

古墳時代末〜古代 （17）-38、（17）-44

17445 空林遺跡
石川県鳳珠郡能登町布浦
空林

製塩土器 古墳時代末〜古代 （17）-81

17446 鹿泊A遺跡
石川県鳳珠郡能登町布浦
鹿泊

製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （17）-119

17447 鹿泊B遺跡
石川県鳳珠郡能登町布浦
鹿泊

製塩土器 時期不明 （17）-124

17448 布浦遺跡 石川県鳳珠郡能登町布浦 製塩土器 古墳〜奈良時代 （17）-81

17449 比那遺跡
石川県鳳珠郡能登町布浦
比那

製塩土器 時期不明 （17）-81

17450 川尻A遺跡
石川県鳳珠郡能登町九里
川尻通称オムカイ

製塩土器（棒状脚、平底）、
支脚

古墳時代末〜古代 （17）-81、（17）-127

17451 川尻B遺跡
石川県鳳珠郡能登町九里
川尻通称コムカイ 

製塩土器 飛鳥 ・ 奈良時代 （17）-81

17452 川尻C遺跡
石川県鳳珠郡能登町九里
川尻通称シガウラ

製塩土器 飛鳥 ・ 奈良時代 （17）-81

17453 川尻D遺跡
石川県鳳珠郡能登町九里
川尻通称マルヤマ

製塩土器 飛鳥 ・ 奈良時代 （17）-81

17454 川尻E遺跡
石川県鳳珠郡能登町九里
川尻通称シモサバシ

製塩土器 平安時代 （17）-81

17455 川尻マルヤマ遺跡
石川県鳳珠郡能登町九里
川尻マルヤマ

製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （17）-119

17456 長尾遺跡
石川県鳳珠郡能登町内浦
長尾

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-44、（17）-127

17457 長尾A遺跡
石川県鳳珠郡能登町内浦
長尾

製塩土器
古墳時代末〜奈良時
代

（17）-81
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17458 長尾B遺跡
石川県鳳珠郡能登町内浦
長尾

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜奈良時
代

（17）-57、（17）-127

17459 松波海岸遺跡 石川県鳳珠郡能登町松波 製塩土器（棒状脚） 古墳〜奈良時代 （17）-127

17460 松波上出遺跡
石川県鳳珠郡能登町松波
ミヤヤシキ

製塩土器 古墳〜奈良時代 （17）-81

17461
松波（通称元小松屋敷
跡）遺跡

石川県鳳珠郡能登町松波 製塩土器（棒状脚） 飛鳥 ・ 奈良時代 （17）-57、（17）-127

17462 白丸遺跡 石川県鳳珠郡能登町白丸 製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜奈良時
代

（17）-57

17463 白丸下出遺跡 石川県鳳珠郡能登町白丸 製塩土器 時期不明 （17）-81

17464 新保土師A遺跡 石川県鳳珠郡能登町新保 製塩土器
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-57

17465 新保製塩B遺跡 石川県鳳珠郡能登町新保 製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-127

17466 新保C遺跡 石川県鳳珠郡能登町新保 製塩土器（棒状脚） 古墳〜奈良時代 （17）-57、（17）-127

17467 新保D遺跡 石川県鳳珠郡能登町新保 製塩土器（棒状脚） 古墳時代後期 （17）-124、（17）-127

17468 新保E遺跡 石川県鳳珠郡能登町新保 製塩土器（脚台） 古墳時代 （17）-124

17469 真脇遺跡 石川県鳳珠郡能登町真脇
製塩土器（脚台、棒状脚、平
底）、支脚、製塩炉

古墳〜平安時代（9
〜10世紀）

（17）-85、（17）-218

17470 真脇北遺跡 石川県鳳珠郡能登町真脇 製塩土器（棒状脚、平底） 古墳〜平安時代 （17）-127

17471 田の浦B遺跡
石川県鳳珠郡能登町宇出
津山分田ノ浦

製塩土器 古墳〜奈良時代 （17）-81

17472 田の浦C遺跡
石川県鳳珠郡能登町宇出
津山分田ノ浦

製塩土器 時期不明 （17）-81

17473 田の浦こやだ遺跡
石川県鳳珠郡能登町宇出
津田ノ浦 コヤダ

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-61、（17）-69、
（17）-127

17474 宇出津崎山B遺跡
石川県鳳珠郡能登町宇出
津崎山

製塩土器（棒状脚） 古墳〜奈良時代 （17）-127

17475 宇出津崎山遺跡
石川県鳳珠郡能登町宇出
津崎山

製塩土器（棒状脚） 古墳〜飛鳥時代 （17）-69

17476 宇出津付近
石川県鳳至郡能登町宇出
津

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-44

17477 小倉崎遺跡
石川県鳳珠郡能登町鵜川
オグラザキ

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-62、（17）-69、
（17）-127

17478 鵜川遺跡
石川県鳳珠郡能登町鵜川
城の上

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-44

17479 鵜川中央橋遺跡
石川県鳳珠郡能登町鵜川
中央橋

製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳〜飛鳥時代
（17）-63、（17）-69、
（17）-127

17480 小倉崎B遺跡
石川県鳳至郡能登町字七
見

製塩土器 時期不明 （17）-70

17481 七見いずがま古墳
石川県鳳至郡能登町字七
見

製塩土器（棒状脚）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（17）-64、（17）-71
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石部正志 ・ 白石太一郎ほか「福井県田烏湾における古代漁業遺跡調査報告書」 （森浩一編1971年11月『若狭 ・ 近江 ・ 讃岐 ・ 阿
波における古代生産遺跡の調査』　同志社大学文学部考古学調査報告第4冊　同志社大学文学部文化学科）

（18）-21
若狭考古学研究会（森川昌和 ・ 大森宏）編1971年12月『浜禰遺跡　若狭大島半島土器製塩遺跡調査概報』　　若狭考古学研究会
研究報告3　若狭考古学研究会

（18）-22 石部正志「福井県若狭湾における土器製塩」 『小浜市史紀要』第3輯　小浜市　1972年8月
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（18）-23 石部正志「若狭地方の土器製塩」 『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

（18）-24 若狭考古学研究会編1973年1月『阿納塩浜遺跡』　小浜市教育委員会

（18）-25 澄田正一「北潟湖岸の製塩」 （芦原町史編纂委員会編1973年10月『芦原町史』　芦原町　）

（18）-26 若狭考古学研究会編1974年5月『吉見古墳』　若狭考古学研究会研究報告4　関西電力株式会社

（18）-27
若狭考古学研究会編1974年4月『吉見浜遺跡ー若狭における土器製塩遺跡の研究ー』　若狭考古学研究会報告5　若狭考古学研
究会

（18）-28 大森宏ほか「金屋 ・ 遠敷 ・ 古津遺跡発掘調査略報告」 『小浜市史紀要』第4輯　小浜市　1977年1月

（18）-29 石部正志「製塩遺跡」 『考古資料の見方　遺跡編』地方史マニュアル　柏書房　　1977年3月

（18）-30 辻市郎1977年10月『若狭における製塩業』 （再販）付篇「若狭関係木簡 ・ 中世製塩史料」　若狭考古学研究会

（18）-31 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

（18）-32 森川昌和「藻取浜遺跡」 『重要遺跡緊急確認調査報告（1）』　福井県埋蔵文化財報告第2集　福井県教育委員会　1978年3月

（18）-33 森川昌和「川端遺跡」 『重要遺跡緊急確認調査報告（1）』　福井県埋蔵文化財報告第2集　福井県教育委員会　1978年3月

（18）-34 森川昌和「食見遺跡」 『重要遺跡緊急確認調査報告（1）』　福井県埋蔵文化財報告第2集　福井県教育委員会　1978年3月

（18）-35 森川昌和「小川遺跡」 『重要遺跡緊急確認調査報告（1）』　福井県埋蔵文化財報告第2集　福井県教育委員会　1978年3月

（18）-36 森川昌和「神子遺跡」 『重要遺跡緊急確認調査報告（1）』　福井県埋蔵文化財報告第2集　福井県教育委員会　1978年3月

（18）-37 森川昌和 ・ 大森宏「若狭の土器製塩」 『考古学雑誌』第64巻第2号　日本考古学会　1978年9月

（18）-38 小浜市教育委員会（大森宏 ・ 田辺常博 ・ 上野晃 ・ 入江文敏）編1979年2月『岡津製塩遺跡調査概報』　小浜市教育委員会

（18）-39 大森宏 ・ 森川昌和「塩焼く浜　岡津製塩遺跡の調査」 『月刊文化財』 185号（1979年2月号）　第一法規　1979年2月

（18）-40
青木豊昭「三里浜周辺地域の遺跡について」 『重要遺跡緊急確認調査報告2 （昭和53年度）』　福井県埋蔵文化財調査報告第3集　
福井県教育委員会 1979年3月

（18）-41
森川昌和「松原製塩遺跡の試掘調査」 『重要遺跡緊急確認調査報告2 （昭和53年度）』　福井県埋蔵文化財調査報告第3集　福井
県教育委員会　1979年3月

（18）-42 小浜市教育委員会（大森宏 ・ 森川昌和ほか）編1980年3月『岡津製塩遺跡ー第1次 ・ 第2次発掘調査報告ー』　小浜市教育委員会

（18）-43 山口充「ニュース」 『月刊考古学ジャーナル』 177号　ニューサイエンス社　1980年6月

（18）-44 古代を考える会編1981年1月『若狭製塩遺跡の検討』古代を考える24　古代を考える会

（18）-45
芦原町教育委員会（川崎進治郎 ・ 青木豊昭 ・ 東洋一 ・ 斉藤優）編1981年3月『井江葭（いえよし）古墳群  井江葭10号墳発掘調査
報告』  芦原町文化財調査報告第2冊　芦原町教育委員会

（18）-46 福井県教育委員会（仁科章）編1981年3月『川端遺跡発掘調査概要』　三国町教育委員会
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（18）-47 岩本正二「7〜9世紀の土器製塩」 『文化財論叢』奈良国立文化財研究所創立30周年記念論文集　同朋舎　1983年3月

（18）-48
入江文敏「土器製塩　古代 ・ 大和朝廷に貢じた塩の製法」 （印牧邦雄編1983年7月『福井県風土記　歴史と人物』　トラベル ・ メイ
ツ社）

（18）-49
福井県教育庁埋蔵文化財調査センター （仁科章 ・ 山口充）編1984年3月『和田遺跡調査概報（1）　昭和58年度』　福井県埋蔵文化
財調査報告第6集　福井県教育庁埋蔵文化財調査センター

（18）-50 若狭考古学研究会（上野晃 ・ 畠中清隆 ・ 入江文敏）編1985年3月『大島宮留遺跡ー調査概報ー』　大飯町教育委員会

（18）-51
大島浜禰 ・ 宮留遺跡発掘調査団（入江文敏 ・ 畠中清隆）編1985年3月『大島浜禰 ・ 宮留遺跡』　大飯町文化財調査報告第4集　大
飯町教育委員会

（18）-52 森川昌和「藻塩焼く浜」 （敦賀市史編さん委員会編1985年6月『敦賀市史』通史編上巻　敦賀市役所）

（18）-53 石部正志「原始 ・ 古代の土器製塩」 『講座 ・ 日本技術の社会史』第二巻塩業 ・ 漁業　日本評論社　1985年8月

（18）-54 森川昌和 ・ 大森宏「土器製塩」 （高浜町編1985年11月『高浜町誌』　高浜町）

（18）-55 白石太一郎「塩の生産」 （坂詰秀一 ・ 森郁夫編1986年3月『日本歴史考古学を学ぶ（下） ー生産の諸相ー』　有斐閣）

（18）-56
大島寺内川遺跡発掘調査団（入江文敏 ・ 畠中清隆）編1986年3月『大島寺内川遺跡』　大飯町文化財調査報告第6集　大飯町教育
委員会

（18）-57
森川昌和「若狭地方における製塩土器編年のまとめ」 （福井県編1986年3月『福井県史　資料編13　考古』　福井県（全2冊、本文編、
図版編））

（18）-58 「漁業活動を物語る遺跡 ・ 遺物」 （福井県編1986年3月『福井県史　資料編13　考古』　福井県（全2冊、本文編、図版編））

（18）-59 仁科章「川端遺跡」 （福井県編1986年3月『福井県史　資料編13　考古』　福井県（全2冊、本文編、図版編））

（18）-60 山口充「松原遺跡」 （福井県編1986年3月『福井県史　資料編13　考古』　福井県（全2冊、本文編、図版編））

（18）-61 森川昌和「堅海遺跡」 （福井県編1986年3月『福井県史　資料編13　考古』福井県（全2冊、本文編、図版編））

（18）-62 森川昌和「阿納塩浜遺跡」 （福井県編1986年3月『福井県史　資料編13　考古』　福井県（全2冊、本文編、図版編））

（18）-63 森川昌和「傾遺跡」 （福井県編1986年3月『福井県史　資料編13　考古』　福井県（全2冊、本文編、図版編））

（18）-64 森川昌和「船岡遺跡」 （福井県編1986年3月『福井県史　資料編13　考古』　福井県（全2冊、本文編、図版編））

（18）-65 森川昌和「浜禰遺跡」 （福井県編1986年3月『福井県史　資料編13　考古』　福井県（全2冊、本文編、図版編））

（18）-66 森川昌和「吉見浜遺跡」 （福井県編1986年3月『福井県史　資料編13　考古』　福井県（全2冊、本文編、図版編））

（18）-67 大森宏「岡津遺跡」 （福井県編1986年3月『福井県史　資料編13　考古』　福井県（全2冊、本文編、図版編））

（18）-68
若狭考古学研究会（上野晃 ・ 畠中清隆 ・ 入江文敏）編1986年8月『合本大島浜禰 ・ 宮留遺跡　大島宮留遺跡ー調査概報ー』　若
狭考古学研究会研究報告6　若狭考古学研究会（若狭考古学研究会編1985年3月『大島宮留遺跡ー調査概報ー』と内容は同じ）

（18）-69
入江文敏「古墳時代土器製塩の画期と首長墓の動向ー若狭地方を中心としてー」 『横田健一先生古希記念　文化史論叢』 （上）　
横田健一先生古希記念会　創元社　1987年3月

（18）-70
福井県教育庁埋蔵文化財調査センター （山口充）編1987年3月『六条 ・ 和田地区遺跡群』　福井県埋蔵文化財調査報告第11集　
福井県教育庁埋蔵文化財調査センター
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（18）-71 福井市教育委員会（石蔵博信ほか）編1987年3月「中山2号墳 ・ 三十八社3号墳」　福井市教育委員会

（18）-72 大飯町教育委員会（上野晃 ・ 芝田英昭 ・ 畑田喜夫）編1987年5月『岡安遺跡』　大飯町教育委員会

（18）-73 青木豊昭「古代の製塩遺跡」 （越廼村誌編集委員会編1988年3月『越廼村誌』本編　越廼村）

（18）-74 川村俊彦「衣掛山3号古墳出土の製塩土器について」 『紀要』第3号　敦賀市立歴史民俗資料館　1988年3月

（18）-75 敦賀市教育委員会（川村俊彦）編1988年3月『衣掛山古墳群』　敦賀市埋蔵文化財調査報告第1集 　敦賀市教育委員会

（18）-76 若狭考古学研究会（上野晃 ・ 芝田英昭）編1988年3月『長浜遺跡　製塩遺跡の調査』　大飯町教育委員会

（18）-77 大飯町教育委員会（上野晃 ・ 芝田英昭）編1988年3月『大島脇向 ・ 長浜 ・ 宮留遺跡』　大飯町教育委員会

（18）-78 三方町教育委員会（田辺常博ほか）編1988年3月『田名遺跡』　三方町文化財調査報告書第8集　三方町教育委員会

（18）-79
小嶋芳孝「平底製塩土器の検討」 （森浩一編1988年10月『同志社大学考古学シリーズ4　考古学と技術』　同志社大学考古学シリー
ズ刊行会）

（18）-80
福井県立若狭歴史民俗資料館（網谷克彦 ・ 仁科章 ・ 畠中清隆）編1988年10月『特別展　塩ー生産の歴史三千年ー』特別展図録　
福井県立若狭歴史民俗資料館

（18）-81 森川昌和「若狭土器製塩研究の歩み」 『研究雑誌』第21号　福井県立若狭高等学校　1989年3月

（18）-82 敦賀市教育委員会（川村俊彦）編1989年3月『松原遺跡』　敦賀市埋蔵文化財調査概報 1　敦賀市教育委員会

（18）-83 岸本雅敏「西と東の塩生産」 （金子裕之編1989年10月『古代の都と村』古代史復元9　講談社）

（18）-84
久保智康「若狭・越前における古代手工業生産の様相」 （北陸古代手工業生産史研究会編1989年10月『北陸の古代手工業生産』　
北陸古代手工業生産史研究会）

（18）-85 「製塩遺跡地名表」 （北陸古代手工業生産史研究会編1989年10月『北陸の古代手工業生産』　北陸古代手工業生産史研究会）

（18）-86
小嶋芳孝 ・ 宇野隆夫「北陸における塩生産」 （北陸古代手工業生産史研究会編1989年10月『北陸の古代手工業生産』　北陸古代
手工業生産史研究会）

（18）-87 山口充「和田坊町遺跡」 （福井市史編さん委員会編1990年3月『福井市史　資料編1　考古』　福井市）

（18）-88 敦賀市教育委員会（河村俊彦）編1990年3月『穴地蔵古墳群　松原遺跡』　敦賀市埋蔵文化財調査概報2　敦賀市教育委員会

（18）-89 田辺常博ほか「都に納められた塩」 （三方町史編集委員会編『三方町史』　三方町　1990年3月）

（18）-90 久保智康「マンダラ寺遺跡」 『平成元年度発掘調査報告会資料』　福井県教育庁埋蔵文化財調査センター　1990年6月

（18）-91
川村俊彦「白木遺跡出土の製塩土器」 （若狭湾エネルギー研究センター編1991年12月『白木の歴史展　1998』　若狭湾エネルギー
研究センター）

（18）-92
福井県教育庁埋蔵文化財調査センター編1991年3月『福井県教育庁埋蔵文化財調査センター年報5　平成元年度』　福井県教育庁
埋蔵文化財調査センター

（18）-93 小浜市教育委員会（大森宏 ・ 松川雅弘）編1991年3月『史跡岡津製塩遺跡環境整備報告』　小浜市教育委員会

（18）-94
福井県立若狭歴史民俗資料館編1991年『船岡遺跡　国道27号線改良工事に伴う発掘調査の概要』　福井県立若狭歴史民俗資料
館
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（18）-95
三方町教育委員会（田辺常博）編1991年3月『角谷遺跡 ・ 仏浦遺跡 ・ 江端遺跡 ・ 牛屋遺跡』　三方町文化財調査報告書第10集　
三方町教育委員会

（18）-96 畠中清隆「船岡遺跡」 『平成2年度発掘調査報告会資料』　福井県教育庁埋蔵文化財調査センター　1991年6月

（18）-97 森川昌和「土器製塩と窯業」 （小浜市史編纂委員会編1992年3月『小浜市史　通史編　上巻』　小浜市役所）

（18）-98 敦賀市教育委員会（川村俊彦）編1992年3月『西浦古墳群』　敦賀市埋蔵文化財調査概報4　敦賀市教育委員会

（18）-99 三方町教育委員会（田辺常博）編1992年3月『市港遺跡 ・ 北寺遺跡』　三方町文化財調査報告書第11集　三方町教育委員会

（18）-100
畠中清隆「船岡遺跡」 『福井県教育庁埋蔵文化財調査センター年報6　平成2年度』　福井県教育庁埋蔵文化財調査センター　1992
年3月

（18）-101
田辺常博 ・ 青池晴彦「市港遺跡」 『福井県教育庁埋蔵文化財調査センター年報6　平成2年度』　福井県教育庁埋蔵文化財調査セ
ンター　1992年3月

（18）-102 岸本雅敏「律令制下の塩生産」 『考古学研究』第39巻第2号（154号）　考古学研究会　1992年9月

（18）-103
入江文敏「土器製塩技術の系譜（予察）　古墳時代後半期のトライアングル」 『考古学論叢』関西大学考古学研究室開設四十周年
記念　関西大学　1993年3月

（18）-104 福井県教育委員会編1993年3月『福井県遺跡地図』　福井県教育委員会

（18）-105 「人びとのくらしと税　漁村のくらし」 （福井県編1993年3月『福井県史』通史編（原始古代）　福井県）

（18）-106 大森宏 ・ 森川昌和「福井県（若狭）」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（18）-107 久保智康 ・ 本多達也「福井県（越前）」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（18）-108 網谷克彦「松原遺跡の発掘調査」 『敦賀女子短期大学紀要　敦賀論叢』第10号　敦賀女子短期大学　1995年

（18）-109 宇野隆夫「越における律令的生産構造の展開」 （小林昌二編1996年7月『越と古代の北陸　古代王権と交流3』　名著出版）

（18）-110 舘野和己「若狭の調と贄」 （小林昌二編1996年7月『越と古代の北陸　古代王権と交流3』　名著出版）

（18）-111 岸本雅敏「古代の塩の意義」 『考古学による日本歴史2』産業1　狩猟 ・ 漁業 ・ 農業　雄山閣出版　1996年8月

（18）-112 久保智康「塩の生産」 （福井市編1997年3月『福井市史　通史編1 （古代 ・ 中世）』　福井市）

（18）-113
三方町教育委員会（赤澤徳明ほか）編1997年3月『保谷墳墓群 ・ 矢竹古墳群』　三方町文化財調査報告書第15集　三方町教育委
員会

（18）-114
田辺常博 ・ 青池晴彦「矢竹南古墳」 『福井県教育庁埋蔵文化財調査センター年報11　平成7年度』　福井県教育庁埋蔵文化財調
査センター　1997年3月

（18）-115 久保智康1998年『坂井郡金津町周辺の窯業分布調査報告書』　福井県立博物館調査研究報告書第6号　福井県立博物館

（18）-116 小浜市教育委員会（松川雅弘 ・ 下仲隆浩）編1998年『西繩手下遺跡発掘調査報告書』　小浜市教育委員会

（18）-117
美浜町教育委員会（松葉竜司 ・ 上田智也）編1998年8月『興道寺遺跡』　福井県美浜町教育委員会埋蔵文化財調査報告書　美浜
町教育委員会

（18）-118
美浜町教育委員会（松葉竜司）編1999年3月『平成10年度興道廃寺範囲確認試掘調査報告書』　福井県美浜町埋蔵文化財発掘調
査報告書　美浜町教育委員会
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（18）-119
斎藤秀一 ・ 奥谷博之「丹生郷遺跡（Ｄ地点）」 『福井県教育庁埋蔵文化財調査センター年報14　平成10年度』　福井県教育庁埋蔵
文化財調査センター　2000年3月

（18）-120
勝山市教育委員会（宝珍伸一郎 ・ 松村英之）編2000年3月『猪口南幅遺跡』　勝山市埋蔵文化財調査報告第13集　勝山市教育委
員会

（18）-121
松川雅弘 ・ 下仲隆浩 ・ 西島信彦「高塚遺跡」 『第15回発掘調査報告会資料　平成11年度に福井県で発掘調査された遺跡の報告』　
福井県教育庁埋蔵文化財調査センター　2000年

（18）-122
勝山市教育委員会（宝珍伸一郎 ・ 松村英之）編2001年3月『荒土町杉原遺跡』　勝山市埋蔵文化財調査報告第15集　勝山市教育
委員会

（18）-123
松川雅弘 ・ 下仲隆浩 ・ 西島信彦「高塚遺跡」 『福井県教育庁埋蔵文化財調査センター年報15　平成11年度』　福井県教育庁埋蔵
文化財調査センター　2001年3月

（18）-124 川嶋清人「船岡遺跡」 （嶺南地方の考古学を学ぶ会編2002年8月『嶺南地方の考古学』　嶺南地方の考古学を学ぶ会）

（18）-125 川嶋清人「寺内川遺跡」 （嶺南地方の考古学を学ぶ会編2002年8月『嶺南地方の考古学』　嶺南地方の考古学を学ぶ会）

（18）-126 網谷克彦「松原遺跡」 （嶺南地方の考古学を学ぶ会編2002年8月『嶺南地方の考古学』　嶺南地方の考古学を学ぶ会）

（18）-127 松葉竜司「興道寺廃寺遺跡」 （嶺南地方の考古学を学ぶ会編2002年8月『嶺南地方の考古学』　嶺南地方の考古学を学ぶ会）

（18）-128 田辺常博「田名遺跡村山地区」 （嶺南地方の考古学を学ぶ会編2002年8月『嶺南地方の考古学』　嶺南地方の考古学を学ぶ会）

（18）-129 福井県教育庁埋蔵文化財調査センター 『第18回福井県発掘調査報告会資料　平成14年度に発掘調査された遺跡』　2003年

（18）-130 小浜市教育委員会（西島伸彦）編2003年3月『高塚遺跡発掘調査報告書』　小浜市教育委員会

（18）-131
福井県教育庁埋蔵文化財調査センター （鯵本眞友美）編2003年3月『興道寺遺跡』　福井県文化財調査報告第70集　福井県教育
庁埋蔵文化財調査センター

（18）-132
鯵本眞友美「興道寺遺跡」『福井県教育庁埋蔵文化財調査センター年報17　平成13年度』　福井県教育庁埋蔵文化財調査センター　
2003年3月

（18）-133
松葉竜司「藤ノ木遺跡調査報告」 （美浜町教育委員会（松葉竜司）編2003年3月『美浜町内遺跡発掘調査報告書1』　美浜町埋蔵文
化財調査報告第5集　美浜町教育委員会）

（18）-134
松葉竜司「早瀬遺跡調査報告」 （美浜町教育委員会（松葉竜司）編2003年3月『美浜町内遺跡発掘調査報告書1』　美浜町埋蔵文
化財調査報告第5集　美浜町教育委員会）

（18）-135
松葉竜司「興道寺遺跡（中ノ丁1区）調査報告」 （美浜町教育委員会（松葉竜司）編2003年3月『美浜町内遺跡発掘調査報告書1』　
美浜町埋蔵文化財調査報告第5集　美浜町教育委員会）

（18）-136
松葉竜司「興道寺廃寺遺跡（渕ノ上1区）調査報告」 （美浜町教育委員会（松葉竜司）編2003年3月『美浜町内遺跡発掘調査報告書
1』　美浜町埋蔵文化財調査報告第5集　美浜町教育委員会）

（18）-137
三辻利一 ・ 網谷克彦 ・ 松葉竜司「製塩土器の産地推定の試み」 『日本文化財科学会第20回大会研究発表要旨集』　日本文化財
科学会　2003年5月

（18）-138
入江文敏「製塩遺跡おける祭祀の形態　浜禰遺跡をケースタディとして」 『考古学論叢』関西大学考古学研究室開設五拾周年記念　
関西大学　2003年10月

（18）-139
敦賀市教育委員会編2004年3月『市内遺跡発掘調査報告ー宮山古墳群 ・ 公文名遺跡 ・ 木崎山南遺跡 ・ 櫛川鉢谷遺跡等ー』　敦
賀市教育委員会

（18）-140
福井県教育庁埋蔵文化財調査センター （赤澤徳明）編2004年3月『滝見古墳群 ・ 大飯神社古墳群 ・ 山田古墳群 ・ 山田中世墓群』　
福井県埋蔵文化財調査報告第75集　福井県教育庁埋蔵文化財調査センター

（18）-141
松葉竜司「早瀬遺跡」 『福井県教育庁埋蔵文化財調査センター年報18　平成14年度』　福井県教育庁埋蔵文化財調査センター　
2004年3月

（18）-142
松葉竜司「興道寺廃寺渕ノ上1区」 『福井県教育庁埋蔵文化財調査センター年報18　平成14年度』　福井県教育庁埋蔵文化財調
査センター　2004年3月
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（18）-143 御嶽卓義「福井県」 『日本考古学年報55 （2002年度版）』　日本考古学協会　2004年5月

（18）-144
福井県教育庁埋蔵文化財調査センター （鯵本眞友美 ・ 坪田聡子）編2005年3月『山泉遺跡』　福井県文化財調査報告第85集　福
井県教育庁埋蔵文化財調査センター

（18）-145
福井県教育庁埋蔵文化財調査センター （赤澤徳明ほか）編2005年3月『大塩向山遺跡 ・ 山腰遺跡』　福井県文化財調査報告第87
集　福井県教育庁埋蔵文化財調査センター

（18）-146
清水孝之 ・ 白川綾「稲葉山城跡」 『第20回福井県発掘調査報告会資料　平成16年度に発掘調査された遺跡』　福井県教育庁埋蔵
文化財調査センター　2005年6月

（18）-147
松葉竜司「興道寺廃寺遺跡」 『第20回福井県発掘調査報告会資料　平成16年度に発掘調査された遺跡』　福井県教育庁埋蔵文化
財調査センター　2005年6月

（18）-148 南越前町教育委員会（仁科章）編2005年8月『マンダラ寺遺跡』　南越前町埋蔵文化財調査報告第1集　南越前町教育委員会

（18）-149
福井県美浜町教育委員会（松葉竜司）編2005年9月『浄土寺古墳群を考える〜敦賀半島周辺の石棚と海の民〜』　美浜町歴史シン
ポジュウム記録集2　美浜町教育委員会

（18）-150 舘野和己「若狭 ・ 越前の塩と贄」 （小林昌二 ・ 小嶋芳孝編2005年12月『日本海域歴史資料体系　第1巻　古代編1』　清文堂出版）

（18）-151
松葉竜司「興道寺遺跡が語る律令集落と製塩土器」 『歴史シンポジュウム　興道寺遺跡の謎に迫る　古代若狭のムラとシオ』当日
資料集　美浜町教育委員会　2006年2月

（18）-152 敦賀市教育委員会（中野拓郎）編2006年3月『「公文名與門下遺跡』　敦賀市教育委員会

（18）-153
美浜町教育委員会（松葉竜司）編2006年3月『浄土寺古墳群　敦賀半島周辺の石棚と海の民』埋蔵文化財周知パンフレット　美浜
町 ・ 美浜町教育委員会

（18）-154
松葉竜司「報告1　興道寺遺跡が語る律令集落と製塩土器」 （美浜町教育委員会（松葉竜司）編2006年10月『興道寺廃寺と興道寺
遺跡〜古代若狭のテラとムラそしてシオ〜』　美浜町歴史シンポジウム記録集3　美浜町教育委員会）

（18）-155
入江文敏「講演4　若狭地方の土器製塩と官衙遺跡」 （美浜町教育委員会（松葉竜司）編2006年10月『興道寺廃寺と興道寺遺跡〜
古代若狭のテラとムラそしてシオ〜』　美浜町歴史シンポジウム記録集3　美浜町教育委員会）

（18）-156
安倍義治「和田諏訪遺跡」 『第21回　福井県発掘調査報告会資料　平成17年度に発掘調査された遺跡』　福井県教育庁埋蔵文化
財調査センター　2006年10月

（18）-157
美浜町教育委員会（松葉竜司）編2006年10月『興道寺廃寺と興道寺遺跡〜古代若狭のテラとムラそしてシオ〜』　美浜町歴史シン
ポジウム記録集3　美浜町教育委員会

（18）-158
中野拓郎「公文名與門下遺跡」 『福井県教育庁埋蔵文化財センター年報21　平成17年度』　福井県教育庁埋蔵文化財センター　
2007年3月

（18）-159
阿納塩浜遺跡発掘調査会（西島伸彦）編2007年3月『阿納塩浜遺跡発掘調査報告書』　小浜市教育委員会 ・ 阿納塩浜遺跡発掘調
査会

（18）-160
阿納塩浜遺跡発掘調査会（西島伸彦） 『阿納塩浜遺跡」 『福井県教育庁埋蔵文化財センター年報21　平成17年度』　福井県教育
庁埋蔵文化財センター　2007年3月

（18）-161
美浜町教育委員会（松葉竜司）編2007年3月『美浜町内遺跡発掘調査報告書2　興道寺廃寺（第2〜第8次調査）　高善庵遺跡　浄土
寺古墳群　今市遺跡　毛ノ鼻遺跡』　美浜町埋蔵文化財調査報告第6集　美浜町教育委員会

（18）-162
森下智恵「福井県」 （第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会編2007年9月『古墳時代の海人集団を再検討するー海の生産用具
から20年ー』資料集第1分冊　埋蔵文化財研究会 ・ 第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会）

（18）-163
入江文敏「製塩遺跡おける工具 ・ 武器製作　製塩遺跡における鍛冶遺構をめぐって」 （菅谷文則編2008年3月『王権と武器と信仰』　
同成社）

（18）-164
福井県教育庁埋蔵文化財調査センター （赤澤徳明）編2008年3月『持明寺遺跡』　福井県埋蔵文化財調査報告第16集　福井県教
育庁埋蔵文化財調査センター

（18）-165
小浜市教育委員会「西繩手下遺跡」『福井県教育庁埋蔵文化財センター年報22　平成18年度』　福井県教育庁埋蔵文化財センター　
2008年3月

（18）-166 赤澤徳明編2008年4月『芝崎遺跡』　福井県埋蔵文化財調査報告第51集　福井県教育庁埋蔵文化財調査センター
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（18）-167
福井県教育庁埋蔵文化財調査センター （鈴木篤英）編2008年8月『厨海円寺遺跡　厨遺跡』　福井県埋蔵文化財調査報告第38集　
福井県教育庁埋蔵文化財調査センター

（18）-168
福井県教育庁埋蔵文化財調査センター （赤澤徳明）編2008年12月『今市岩畑遺跡（本文編）』　 福井県埋蔵文化財調査報告第34
集　福井県教育庁埋蔵文化財調査センター

（18）-169
杉山拓己「若狭湾沿岸の土器製塩」 『平成21年度環日本海文化交流史調査研究集会　日本海域の土器製塩　その系譜と伝播を
探る　発表要旨 ・ 資料集』　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2009年10月

（18）-170
福井県教育庁埋蔵文化財調査センター （清水孝之）編2009年3月『稲葉山城跡 ・ 黒駒遺跡』　福井県埋蔵文化財調査報告第108
集　福井県教育庁埋蔵文化財調査センター

（18）-171
小浜市教育委員会（鳥居直也 ・ 下仲隆浩 ・ 西島伸彦 ・ 杉山大晋）編2009年3月『西繩手下遺跡発掘調査報告書2』　小浜市教育
委員会 ・ 福井県教育庁埋蔵文化財調査センター

（18）-172
松葉隆司「第五章 第二節 若狭湾岸の古代土器製塩」 （美浜町誌編纂委員会編2009年3月『わかさ美浜町誌　美浜の文化』第6巻　
掘る ・ 使う（生活文化編1）　美浜町）

（18）-173
入江文敏「第四章 第二節 二　土器製塩」（美浜町誌編纂委員会編2009年3月『わかさ美浜町誌　美浜の文化』第6巻　掘る・使う（生
活文化編1）　美浜町）

（18）-174 杉山拓己「若狭湾沿岸の土器製塩」 『石川県埋蔵文化財情報』第23号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　2010年3月

（18）-175
安倍義治「諏訪遺跡」 『第25回　福井県発掘調査報告会資料　平成21年度に発掘調査された遺跡』福井県教育庁埋蔵文化財調査
センター　2010年7月

（18）-176
山﨑し央倫「船岡式製塩土器の機能に関する一考察」 『三重大史学』第11号　三重大学人文学部 ・ 考古学 ・ 日本史 ・ 東洋史研
究室　2011年3月

（18）-177 入江文敏「土器製塩の研究」 『若狭 ・ 越古墳時代の研究』　学生社　2011年3月

（18）-178
田辺常博「内陸地出土の製塩土器ー福井県嶺南地方を中心としてー」 『嶺南地方の考古学』第2号　田辺常博さん退職記念号　嶺
南地方の考古学を学ぶ会　2012年3月

（18）-179
美浜町教育委員会（松葉竜司）編2012年3月『美浜町内遺跡発掘調査報告書3　興道寺廃寺（第9〜13次調査）　下田遺跡　毛ノ鼻
遺跡　竜沢寺遺跡　』　美浜町埋蔵文化財調査報告第8集　美浜町教育委員会

（18）-180
福井県教育庁埋蔵文化財調査センター （田中祐二 ・ 坪田聡子 ・ 赤澤徳明）編2013年3月『曽根田遺跡』　福井県埋蔵文化財調査
報告第138集　福井県教育庁埋蔵文化財調査センター

（18）-181 入江文敏「手工業生産からみた若狭 ・ 越　土器製塩」 『季刊考古学別冊19　若狭と越の古墳時代』　雄山閣　2013年5月

（18）-182 西島伸彦「若狭における土器製塩遺跡と集落 ・ 古墳」 『季刊考古学別冊19　若狭と越の古墳時代』　雄山閣　2013年5月

（18）-183
松葉竜司「若狭湾沿岸地域における土器製塩と塩の流通」 （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）

（18）-184
堀大介「古代ケヒ神の基礎的研究」 『纒向学研究センター研究紀要　　纒向学研究第2号』　　桜井市纒向学研究センター　2014年
3月

（18）-185
白川綾「樋山遺跡」 『第29回　福井県発掘調査報告会資料　平成25年度に発掘調査された遺跡』　福井県教育庁埋蔵文化財調査
センター　2014年

（18）-186
福井県教育庁埋蔵文化財調査センター （清水孝之 ・ 田中祐二 ・ 赤澤徳明）編2014年3月『曽根田遺跡』　福井県埋蔵文化財調査
報告第150集　福井県教育庁埋蔵文化財調査センター

（18）-187
あわら市郷土歴史資料館編2014年9月『秋季企画展　樋山地区で発掘された製塩遺跡　北潟湖周縁の歴史と生業』　あわら市郷土
歴史資料館

（18）-188
大道和人 ・ 八瀬正雄 ・ 松本達也 ・ 松葉竜司 ・ 加藤晴彦「塩 ・ 鉄、丹後国「国産品」の生産と流通」 （与謝野町教育委員会編2015
年3月『丹後国遷政　丹後国1300年記念事業記録集』　与謝野町教育委員会）

（18）-189
白川綾「細呂木阪東山遺跡」 『第30回　福井県発掘調査報告会資料　平成26年度に発掘調査された遺跡』　福井県教育庁埋蔵文
化財調査センター　2015年7月

（18）-190 「ふくいの文化財　埋蔵文化財　遺跡地図　遺跡詳細」　福井県教育委員会　2015年　HP （ホームページ）
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（18）-191 美浜町文化財室「ふるさと昔よもやま話（43）　古代美浜の土器製塩」 『広報　みはま』№538　美浜町　2015年

（18）-192 仁科章「川端遺跡発掘調査報告」 （みくに龍翔館編2016年1月『みくに龍翔館研究紀要』第10号　みくに龍翔館）

（18）-193 白川綾「細呂木阪東山遺跡」 『年報30　平成26年度』　福井県教育庁埋蔵文化財調査センター　2016年3月

（18）-194
美浜町教育委員会（松葉竜司）編2016年3月『興道寺廃寺発掘調査報告書』　美浜町埋蔵文化財調査報告第9集　美浜町教育委員
会

（18）-195
入江文敏「北陸の土器製塩ー若狭 ・ 越前 ・ 加賀 ・ 能登 ・ 越中 ・ 越後 ・ 佐渡ー」 （海洋考古学会編2017年9月『土器製塩の諸問題』
海洋考古学会第8回研究会資料集　海洋考古学会）

（18）-196
福井県教育庁埋蔵文化財調査センター （白川綾）編2019年3月『樋山遺跡 ・ 細呂木阪東山遺跡』　福井県文化財調査報告第167
集　福井県教育庁埋蔵文化財調査センター

（18）-197 入江文敏「古墳時代の製塩土器と集落」 『馬の考古学』　雄山閣　2019年11月

（18）-198
美浜町教育委員会（松葉竜司）編2020年3月『美浜町内遺跡発掘調査報告書4　興道寺廃寺（第17〜19 次調査）　高善庵遺跡（第2 
・ 3次調査）　興道寺遺跡　藤ノ木遺跡　中長浜遺跡　丹生砦跡』　美浜町埋蔵文化財調査報告第10 集　美浜町教育委員会

（18）-199 美浜町教育委員会（松葉竜司）編2020年3月『史跡興道寺廃寺跡保存活用計画書』　美浜町教育委員会

（18）-200
松葉竜司「若狭湾沿岸における「傾式」土器の再検討（1） 「傾式」土器の年代観をめぐって」 （ 『いにしえの河をのぼる』制作委員会
編2020年5月『いにしえの河をのぼる　古川登さん退職記念献呈考古学文集』　　『いにしえの河をのぼる』制作委員会）

（18）-201 宮﨑認「福井県」 『日本考古学年報』 72 （2019年度版）　一般社団法人日本考古学協会　2020年11月

（18）-202 赤澤徳明「細呂木阪東山遺跡と樋山遺跡の性格について」 『木簡研究』第42号　木簡学会　2021年2月

（18）-203 美浜町教育委員会（松葉竜司）編2021年３月『史跡興道寺廃寺跡　整備基本構想』　　美浜町教育委員会
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（18）　福井県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

18001 赤坂遺跡 福井県福井市赤坂町 製塩土器 時期不明 （18）-107

18002 居倉小浜遺跡 福井県福井市居倉町 製塩土器、支脚 古代 （18）-107

18003 居倉宅地遺跡 福井県福井市居倉町 製塩土器、支脚 古代 （18）-107

18004 居倉下ノ宮遺跡 福井県福井市居倉町 製塩土器、支脚 古代 （18）-107

18005 蒲生遺跡 福井県福井市蒲生町 製塩土器、支脚 古代 （18）-73、（18）-107

18006 大味遺跡 福井県福井市大味町 製塩土器、支脚 古代 （18）-107

18007 和田坊町遺跡 福井県福井市和田中町
製塩土器（浜禰2B ？、船
岡）

古代（8〜9世紀）
（18）-49、（18）-58、
（18）-70、（18）-87、
（18）-162、（18）-183

18008 小丹生遺跡 福井県福井市小丹生町 製塩土器、支脚 古代 （18）-107

18009 大丹生遺跡 福井県福井市大丹生町 製塩土器 古代 （18）-107

18010 白浜遺跡 福井県福井市白浜町 支脚 古代 （18）-107

18011 松陰遺跡
福井県福井市松陰 ・ 糸崎
町

製塩土器（浜禰2B ？、平
底）

古墳時代後期〜古代
（8〜9世紀）

（18）-107、（18）-162

18012 浜住遺跡 福井県福井市浜住町
製塩土器（浜禰2B ？、平
底）

古墳時代後期〜奈良
時代

（18）-107、（18）-162

18013 免鳥遺跡 福井県福井市免鳥町 製塩土器 （18）-107、（18）-162

18014 西二ッ屋（大窪）遺跡 福井県福井市西二ッ屋町
製塩土器（浜禰2B ？、平
底？）

古墳時代後期〜古代
（18）-71、（18）-107、
（18）-162

18015 西畑Ａ遺跡 福井県福井市西畑町 製塩土器（浜禰2B ？） 古代
（18）-40、（18）-107、
（18）-162

18016 西畑Ｂ遺跡 福井県福井市西畑町 製塩土器（浜禰1 ？） 古墳時代 （18）-40、（18）-107

18017 川尻遺跡 福井県福井市川尻町 製塩土器 時期不明 （18）-107

18018 白方遺跡 福井県福井市白方町 製塩土器 時期不明 （18）-107

18019 少尉遺跡 福井県福井市少尉町 製塩土器 時期不明 （18）-107

18020 今市岩畑遺跡 福井県福井市今市町 製塩土器 古代 （18）-168

18021 朝宮遺跡 福井県福井市朝宮町 製塩土器、支脚 古代 （18）-112

18022 白木遺跡 福井県敦賀市白木 製塩土器 平安時代
（18）-52、（18）-91、
（18）-107

18023 浦底遺跡 福井県敦賀市浦底 製塩土器（浜禰2A） 古墳時代 （18）-52、（18）-162

18024 沓遺跡 福井県敦賀市沓 製塩土器、支脚 平安時代 （18）-52

18025 沓見遺跡 福井県敦賀市沓 製塩土器 平安時代 （18）-201
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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

18026 沓丸山古墳 福井県敦賀市沓 製塩土器（浜禰2B） 古墳時代 （18）-98、（18）-149

18027 縄間遺跡 福井県敦賀市縄間 製塩土器（浜禰2B） 古墳時代 （18）-107

18028 松原遺跡 福井県敦賀市櫛川 ・ 松原
製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B、船岡、傾）、支脚、製塩炉

古墳時代中期〜平安
時代

（18）-41、（18）-43、
（18）-52、（18）-60、
（18）-75、（18）-82、
（18）-88、（18）-108、
（18）-162

18029 櫛川鉢谷遺跡 福井県敦賀市櫛川鉢谷 製塩土器（丸底）、支脚 古代（8〜9世紀） （18）-139、（18）-183

18030 衣掛山第3 ・ 15号古墳 福井県敦賀市堂 製塩土器（浜禰2B）
6世紀後半〜7世紀初
頭

（18）-74、（18）-75、
（18）-129、（18）-149、
（18）-162

18031 鞠山遺跡 福井県敦賀市鞠山
製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B）

古墳時代 （18）-107、（18）-162

18032 田結（田結ヶ浦）遺跡 福井県敦賀市鞠山 製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-52

18033 赤崎遺跡 福井県敦賀市赤崎 製塩土器 時期不明 （18）-107

18034 阿曽遺跡 福井県敦賀市阿曽 製塩土器 時期不明 （18）-107

18035 横浜杉津遺跡 福井県敦賀市杉津 ・ 横浜 製塩土器（浜禰2A、平底）
古墳時代中期、奈良
時代

（18）-107、（18）-162

18036 元比田遺跡 福井県敦賀市元比田 製塩土器
古代（7世紀末〜8世
紀）

（18）-107

18037 山泉遺跡 福井県敦賀市山泉 製塩土器（浜禰2B） 飛鳥 ・ 奈良時代 （18）-145、（18）-151

18038 公文名遺跡 福井県敦賀市公文名 製塩土器（丸底） 奈良時代
（18）-139、（18）-151、
（18）-162、（18）-183

18039 公文名與門下遺跡 福井県敦賀市公文名 製塩土器（丸底） 奈良時代
（18）-152、（18）-158、
（18）-183

18040 岡津製塩遺跡 福井県小浜市岡津
製塩土器（浜禰2B、船岡）、
製塩炉

古墳時代後期〜奈良
時代

（18）-37、（18）-38、
（18）-39、（18）-42、
（18）-47、（18）-67、
（18）-93、（18）-106、
（18）-162

18041 岡津塩入遺跡 福井県小浜市岡津
製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B、船岡）

古墳時代中期〜奈良
時代

（18）-106、（18）-162

18042 稲葉山城跡E地区 福井県小浜市加斗 製塩土器（丸底） 飛鳥時代
（18）-146、（18）-162、
（18）-170、（18）-183

18043 玉前遺跡 福井県小浜市小浜玉前 製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-106

18044 下り戸遺跡 福井県小浜市堅海
製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B、船岡）

古墳時代中期〜奈良
時代

（18）-106

18045 壱林遺跡 福井県小浜市堅海 製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-104

18046 丁田（堅海丁田）遺跡 福井県小浜市堅海 製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-106

18047 堅海遺跡 福井県小浜市堅海
製塩土器（浜禰1、浜禰2A、
浜禰2B、船岡）

古墳時代前期〜奈良
時代

（18）-61、（18）-97、
（18）-162

18048 定元遺跡 福井県小浜市堅海 製塩土器（浜禰1） 古墳時代 （18）-106

18049 若狭遺跡 福井県小浜市若狭 製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-106

18050 古津遺跡 福井県小浜市阿納尻古津
製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B、船岡）

古墳時代中期〜奈良
時代

（18）-28、（18）-106、
（18）-162

18051 阿納尻遺跡 福井県小浜市阿納尻
製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B、船岡）

古墳時代中期〜奈良
時代

（18）-106、（18）-162
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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

18052 加尾遺跡 福井県小浜市加尾
製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B、船岡）

古墳時代中期〜奈良
時代

（18）-106、（18）-162

18053 西小川遺跡
福井県小浜市西小川（内外
海）

製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-106

18054 阿納塩浜遺跡 福井県小浜市阿納
製塩土器（浜禰1、浜禰2A、
浜禰2B、船岡、傾、塩浜）、支
脚、製塩炉

古墳時代前期〜平安
時代

（18）-10、（18）-14、
（18）-24、（18）-31、
（18）-62、（18）-97、
（18）-106、（18）-159、
（18）-160、（18）-162

18055 犬熊遺跡 福井県小浜市犬熊 製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-106

18056 志積遺跡 福井県小浜市志積 製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-106

18057 矢代遺跡 福井県小浜市矢代
製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B、船岡）

古墳時代中期〜奈良
時代

（18）-106、（18）-162

18058 湯の脇遺跡 福井県小浜市田烏湯の脇 製塩土器（塩浜）、支脚 平安時代
（18）-20、（18）-31、
（18）-106

18059 釣姫遺跡 福井県小浜市田烏釣姫
製塩土器（船岡、傾、吉見
浜、塩浜）、支脚

奈良 ・ 平安時代
（18）-20、（18）-31、
（18）-106

18060 谷及遺跡 福井県小浜市田烏谷及
製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B、船岡、塩浜）、支脚

古墳時代中期〜平安
時代

（18）-20、（18）-31、
（18）-104、（18）-162

18061 須ノ浦遺跡 福井県小浜市田烏須ノ浦
製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B、塩浜）

古墳時代中期〜平安
時代

（18）-20、（18）-106、
（18）-162

18062 傾遺跡 福井県小浜市田烏字傾
製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B、船岡、傾、吉見浜）、支脚

古墳時代中期〜平安
時代

（18）-12、（18）-20、
（18）-31、（18）-63、
（18）-106、（18）-162

18063 大浜遺跡 福井県小浜市田烏大浜 製塩土器（船岡、塩浜） 奈良 ・ 平安時代 （18）-106

18064 大谷（八幡前）遺跡 福井県小浜市大谷矢袋 製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-106

18065 高塚遺跡 福井県小浜市高塚
製塩土器（船岡、丸底）、支
脚

奈良時代
（18）-121、（18）-123、
（18）-130、（18）-151、
（18）-162

18066 西繩手下遺跡 福井県小浜市太興寺 製塩土器（船岡） 奈良時代
（18）-116、（18）-165、
（18）-171、（18）-183

18067 猪口南幅遺跡 福井県勝山市猪野口 製塩土器（平底）
平安時代（9〜10世
紀）

（18）-120、（18）-162、
（18）-183

18068 北市遺跡 福井県勝山市猪野口 製塩土器（平底） 平安時代（9世紀） （18）-120、（18）-162

18069 荒土町杉原遺跡 福井県勝山市荒土町松田 製塩土器（丸底） 平安時代（9世紀）
（18）-122、（18）-162、
（18）-183

18070 持明寺遺跡 福井県鯖江市持明寺町 製塩土器（丸底）、支脚 古代（8〜9世紀） （18）-92、（18）-164

18071 城狢野尾遺跡 福井県あわら市城 製塩土器（平底）、支脚 古代 （18）-107

18072 城堂ノ越遺跡 福井県あわら市城 製塩土器（平底） 古代 （18）-107

18073 波松下城谷遺跡 福井県あわら市波松 製塩土器（平底） 古代 （18）-107

18074 波松苗代遺跡 福井県あわら市波松 製塩土器（平底） 古代 （18）-85、（18）-104

18075 波松四番宅地遺跡 福井県あわら市波松 製塩土器 古代 （18）-107

18076 小牧大兼遺跡 福井県あわら市小牧 製塩土器（平底） 古代 （18）-104、（18）-107

18077 小牧遺跡 福井県あわら市小牧 製塩土器 古代 （18）-104
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18078 小牧小谷遺跡 福井県あわら市小牧 製塩土器（平底）、支脚 古代 （18）-107

18079 小牧小谷北遺跡 福井県あわら市小牧 製塩土器 古代 （18）-104

18080 小牧谷遺跡 福井県あわら市北潟西 製塩土器、支脚 古代 （18）-25、（18）-85

18081 北潟彦良遺跡 福井県あわら市北潟西 製塩土器（平底） 古代 （18）-107

18082 北潟高江瀬遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器（平底） 平安時代 （18）-104

18083 西長割遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器（平底）、支脚 平安時代
（18）-25、（18）-45、
（18）-107、（18）-187

18084 西谷畑遺跡 福井県あわら市北潟東 製塩土器 時期不明 （18）-85

18085 下中小瀬遺跡 福井県あわら市北潟東 製塩土器 時期不明 （18）-85

18086 下中木下遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器 時期不明 （18）-85

18087 善広遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器 時期不明 （18）-85

18088 北潟善広遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器 時期不明 （18）-107

18089 北潟愛の神遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器、支脚 平安時代 （18）-104、（18）-107

18090 北潟東遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器（平底） 平安時代 （18）-104、（18）-107

18091 北潟善慶遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器 古代 （18）-104

18092 北潟石ヶ山遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器（平底） 平安時代 （18）-104、（18）-107

18093 北潟太筋割遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器（平底） 古代 （18）-104、（18）-107

18094 北潟野手遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器 古代 （18）-104、（18）-107

18095 北潟巳野田Ａ遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器 古代 （18）-104、（18）-107

18096 北潟巳野田Ｂ遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器 古代 （18）-104、（18）-107

18097 北潟海田ノ脇遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器（平底） 平安時代 （18）-104、（18）-107

18098 北潟田浦遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器（平底） 古代 （18）-104、（18）-107

18099 北潟畦茂瀬遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器（平底） 平安時代 （18）-104、（18）-107

18100 北潟小音部遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器（平底） 古代 （18）-104、（18）-107

18101 北潟南苗代遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器（平底） 平安時代 （18）-104、（18）-107

18102 北潟西油木田遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器（平底？） 平安時代 （18）-104、（18）-107

18103 北潟高江瀬遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器（平底） 古代 （18）-107

18104 北潟西北部田遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器（平底） 古代
（18）-104、（18）-107、
（18）-183
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18105 粕田遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器、支脚 平安時代 （18）-25、（18）-107

18106 北潟河瀬遺跡 福井県あわら市北潟 製塩土器（平底）、支脚 平安時代
（18）-25、（18）-104、
（18）-107

18107 赤尾上藤太郎遺跡 福井県あわら市赤尾 製塩土器 平安時代 （18）-104、（18）-107

18108 赤尾遺跡 福井県あわら市赤尾 製塩土器（平底）、支脚 古代 （18）-107

18109 赤尾谷遺跡 福井県あわら市赤尾 製塩土器 古代 （18）-85

18110 赤尾村下遺跡 福井県あわら市赤尾 製塩土器 古代 （18）-104

18111 汐崎遺跡 福井県あわら市浜坂 製塩土器 古代 （18）-85

18112 浜坂遺跡 福井県あわら市浜坂 製塩土器（平底） 平安時代 （18）-104、（18）-107

18113 田中中北方遺跡 福井県あわら市浜坂 製塩土器（平底） 古代 （18）-107

18114 横垣惣太郎山遺跡 福井県あわら市横垣 製塩土器（浜禰2B、平底） 古墳時代末〜古代
（18）-104、（18）-107、
（18）-162

18115 樋山遺跡 福井県あわら市樋山
製塩土器（平底）、支脚、製
塩炉

古代
（18）-185、（18）-187、
（18）-196

18116 蓮ヶ浦柴田遺跡 福井県あわら市蓮ヶ浦 製塩土器 時期不明 （18）-107

18117 西浦遺跡 福井県あわら市蓮ヶ浦 製塩土器 時期不明 （18）-107、（18）-115

18118 二ヶ谷遺跡 福井県あわら市細呂木 製塩土器 時期不明 （18）-107

18119 鴨谷遺跡 福井県あわら市細呂木 製塩土器（平底） 古代 （18）-85

18120 細呂木江尻下嶋遺跡 福井県あわら市細呂木 製塩土器（平底） 古代 （18）-107

18121 細呂木八木山遺跡 福井県あわら市細呂木 製塩土器（平底） 古代 （18）-107

18122 細呂木阪東山遺跡
福井県あわら市細呂木阪
東山

製塩土器（平底）、支脚、製
塩炉

奈良時代
（18）-189、（18）-193、
（18）-196、（18）-202

18123 吉崎遺跡 福井県あわら市吉崎 製塩土器 時期不明 （18）-107

18124 宮王遺跡 福井県あわら市宮王 製塩土器 古代 （18）-85

18125 一ツ橋遺跡 福井県あわら市山十楽 製塩土器 古代 （18）-85

18126 清王戸ノ瀬遺跡 福井県あわら市清王 製塩土器 古代 （18）-107

18127 山腰遺跡 福井県越前市今宿町 製塩土器（吉見浜、塩浜） 平安時代
（18）-144、（18）-162、
（18）-183

18128 黒目遺跡 福井県坂井市三国町黒目 製塩土器（浜禰2A ？） 古墳時代中期 （18）-190

18129 三里浜黒目南遺跡 福井県坂井市三国町黒目 製塩土器（浜禰2A ？） 古墳時代中期 （18）-107、（18）-162

18130 下野遺跡 福井県坂井市三国町下野 製塩土器 時期不明 （18）-107

18131 山岸灌頂寺遺跡 福井県坂井市三国町山岸 製塩土器、支脚 古代（8〜9世紀） （18）-107、（18）-183
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18132
新保Ａ（三里浜南新保）
遺跡

福井県坂井市三国町新保 製塩土器（浜禰2A） 古墳時代中期
（18）-40、（18）-107、
（18）-162

18133 山王遺跡 福井県坂井市三国町山王 製塩土器、支脚 古代（8〜9世紀） （18）-107、（18）-190

18134 平木遺跡 福井県坂井市三国町平木 製塩土器 時期不明 （18）-107

18135 米ヶ脇遺跡
福井県坂井市三国町米ヶ
脇

支脚 古代
（18）-27、（18）-31、
（18）-107

18136 藻取浜遺跡
福井県坂井市三国町陣ヶ
岡

製塩土器、支脚 平安時代 （18）-32、（18）-107

18137 安島田ノ尻遺跡 福井県坂井市三国町安島 製塩土器（平底）、支脚 古代 （18）-104、（18）-107

18138 安島浜田遺跡 福井県坂井市三国町安島 製塩土器 時期不明 （18）-104

18139 安島根ノ上遺跡
福井県坂井市三国町安島 ・
崎

製塩土器 時期不明 （18）-104

18140 安島遺跡 福井県坂井市三国町安島 製塩土器 時期不明 （18）-107

18141 崎開田海端遺跡 福井県坂井市三国町崎 製塩土器 時期不明 （18）-104

18142 崎島湯遺跡 福井県坂井市三国町崎 製塩土器 時期不明 （18）-107

18143 崎山畑遺跡 福井県坂井市三国町崎 製塩土器 時期不明 （18）-107

18144 崎浦遺跡 福井県坂井市三国町崎浦 製塩土器 時期不明 （18）-85

18145 梶大畑遺跡 福井県坂井市三国町梶 製塩土器 時期不明 （18）-107

18146 川端遺跡 福井県坂井市三国町梶
製塩土器（浜禰2B、平底）、
支脚

古墳時代末〜平安時
代（10世紀）

（18）-33、（18）-46、
（18）-59、（18）-183、
（18）-187、（18）-192

18147 浜地ショージ遺跡 福井県坂井市三国町浜地 製塩土器 時期不明 （18）-107

18148 浜地河和田遺跡 福井県坂井市三国町浜地 製塩土器 時期不明 （18）-107

18149 浜地遺跡 福井県坂井市三国町浜地 製塩土器（平底） 平安時代 （18）-27、（18）-107

18150 浜地南遺跡 福井県坂井市三国町浜地 製塩土器、支脚 平安時代 （18）-107

18151 マンダラ寺遺跡
福井県南条郡南越前町河
野

製塩土器（丸底）、支脚 古代（8〜10世紀）
（18）-90、（18）-148、
（18）-162

18152 厨海円寺遺跡 福井県丹生郡越前町厨
製塩土器（丸底）、支脚、製
塩炉

平安時代（9〜12世
紀）

（18）-107、（18）-167、
（18）-183、（18）-187

18153 木野遺跡 福井県三方郡美浜町木野 製塩土器 古墳時代 （18）-190、（18）-198

18154 茶屋ノ上遺跡 福井県三方郡美浜町栄 製塩土器 古墳時代 （18）-198

18155 秋名古遺跡 福井県三方郡美浜町麻生 製塩土器 古墳時代 （18）-198

18156 久々子遺跡
福井県三方郡美浜町久々
子

製塩土器（浜禰2B、船岡）
古墳時代後期〜奈良
時代

（18）-106、（18）-172

18157 口瀬湖遺跡
福井県三方郡美浜町久々
子

製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-190
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18158 松原遺跡 福井県三方郡美浜町松原
製塩土器（浜禰2B、船岡）、
製塩炉

古墳時代末〜奈良時
代

（18）-80、（18）-106、
（18）-108、（18）-126、
（18）-162、（18）-172、
（18）-173、（18）-199

18159 下田遺跡
福井県三方郡美浜町佐田
下田

製塩土器（浜禰2B）
古墳時代末〜奈良時
代

（18）-106、（18）-153、
（18）-172、（18）-179

18160 毛ノ鼻遺跡
福井県三方郡美浜町佐田 ・
毛の鼻

製塩土器 古墳時代 （18）-190

18161 坊ノ庄遺跡
福井県三方郡美浜町佐田 ・
坊ノ庄

製塩土器 古墳時代 （18）-190

18162 秋名古遺跡
福井県三方郡美浜町麻生 ・
秋名古

製塩土器 古墳時代 （18）-190

18163 上野遺跡 福井県三方郡美浜町佐野 製塩土器 古墳時代 （18）-190

18164 菅浜遺跡 福井県三方郡美浜町菅浜
製塩土器（船岡、浅椀形）、
支脚

奈良時代、平安時代
（12世紀）

（18）-106、（18）-172、
（18）-191

18165 片山遺跡 福井県三方郡美浜町菅浜 製塩土器 奈良時代 （18）-190

18166 浜ノ上遺跡 福井県三方郡美浜町北田 製塩土器 古墳時代 （18）-104

18167 馬背川遺跡 福井県三方郡美浜町竹波 製塩土器 奈良時代 （18）-106

18168 竹波遺跡 福井県三方郡美浜町竹波 製塩土器 奈良時代 （18）-106

18169 馬飼端遺跡 福井県三方郡美浜町竹波 製塩土器 古墳〜奈良時代 （18）-190

18170 東奥浦遺跡 福井県三方郡美浜町丹生
製塩土器（丸底、ボウル形、
甕形、浅椀形）、支脚

6〜12世紀
（18）-153、（18）-172、
（18）-191

18171 奥浦西遺跡 福井県三方郡美浜町丹生 製塩土器 古代 （18）-190

18172 オクノウラ遺跡 福井県三方郡美浜町丹生 製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-106

18173 浄土寺遺跡 福井県三方郡美浜町丹生 製塩土器（丸底）、支脚
飛鳥〜奈良時代、平
安時代（12世紀）

（18）-106、（18）-172

18174 浄土寺2号古墳 福井県三方郡美浜町丹生 製塩土器（浜禰2B） 飛鳥時代
（18）-153、（18）-161、
（18）-162、（18）-183

18175 中長浜遺跡 福井県三方郡美浜町丹生
製塩土器（浜禰2B、丸底、船
岡）、支脚

7世紀〜9世紀 （18）-172、（18）-198

18176 丹生遺跡 福井県三方郡美浜町丹生
製塩土器（浜禰2B、船岡、
傾）、支脚

古墳時代後期〜平安
時代

（18）-106、（18）-162

18177 佐柿流田遺跡 福井県三方郡美浜町佐柿 製塩土器 平安時代 （18）-198

18178 藤ノ木遺跡 福井県三方郡美浜町郷市
製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B）

古墳時代中 ・ 後期
（18）-131、（18）-133、
（18）-162、（18）-198

18179 早瀬遺跡 福井県三方郡美浜町早瀬
製塩土器（浜禰2B、船岡）、
支脚、製塩炉

古墳時代後期〜平安
時代（9世紀）

（18）-134、（18）-141、
（18）-143、（18）-162、
（18）-172、（18）-173

18180 観音畑（興道寺）遺跡
福井県三方郡美浜町興道
寺 ・ 観音

製塩土器（浜禰2A） 古墳時代中期 （18）-106、（18）-198

18181 興道寺遺跡
福井県三方郡美浜町興道
寺

製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B、丸底、船岡）

古墳時代中期〜奈良
時代

（18）-117、（18）-131、
（18）-132、（18）-135、
（18）-151、（18）-157、
（18）-162、（18）-183、
（18）-198
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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

18182 興道寺廃寺
福井県三方郡美浜町興道
寺

製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B、丸底）、支脚

古墳時代中期〜奈良
時代、平安時代（11
〜12世紀）

（18）-118、（18）-127、
（18）-136、（18）-142、
（18）-147、（18）-155、
（18）-157、（18）-161、
（18）-162、（18）-179、
（18）-183、（18）-194、
（18）-198、（18）-199、
（18）-203

18183 上野遺跡 福井県三方郡美浜町佐野 製塩土器 古墳時代〜古代 （18）-199

18184 田ノ口遺跡 福井県三方郡美浜町上野 製塩土器 平安時代 （18）-198

18185 日引遺跡 福井県大飯郡高浜町日引 製塩土器（船岡） 奈良時代
（18）-54、（18）-105、
（18）-106

18186 神野浦遺跡
福井県大飯郡高浜町神野
浦

製塩土器（船岡、塩浜）、支
脚

奈良 ・ 平安時代 （18）-54、（18）-106

18187 音海遺跡 福井県大飯郡高浜町音海 製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-106

18188 小黒坂遺跡
福井県大飯郡高浜町小黒
坂

製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-106

18189 立石才の鼻遺跡 福井県大飯郡高浜町立石
製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B、船岡）

古墳時代中期〜奈良
時代

（18）-54

18190 立石遺跡 福井県大飯郡高浜町立石 製塩土器 古墳時代〜奈良時代 （18）-106、（18）-162

18191 立石西須賀遺跡 福井県大飯郡高浜町立石
製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B）

古墳時代 （18）-104

18192 若宮西須賀遺跡 福井県大飯郡高浜町若宮 製塩土器 古墳時代
（18）-54、（18）-106、
（18）-162

18193 若宮西若宮遺跡 福井県大飯郡高浜町若宮
製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B）

古墳時代中 ・ 後期
（18）-54、（18）-106、
（18）-190

18194 薗部中須圭遺跡 福井県大飯郡高浜町薗部 製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-54、（18）-106

18195 薗部堀切遺跡 福井県大飯郡高浜町薗部 製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-54、（18）-106

18196 岩神（西諏訪）遺跡 福井県大飯郡高浜町岩神 製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-54、（18）-106

18197 岩神南遺跡 福井県大飯郡高浜町岩神 製塩土器 不明 （18）-104

18198 堂脇遺跡 福井県大飯郡高浜町岩神 製塩土器（浜禰2B、船岡）
古墳時代後期〜奈良
時代

（18）-106、（18）-162

18199 和田諏訪遺跡 福井県大飯郡高浜町和田 製塩土器（丸底） 平安時代
（18）-156、（18）-175、
（18）-183

18200 和田1区遺跡 福井県大飯郡高浜町和田 製塩土器（浜禰2B、船岡）
古墳時代後期〜奈良
時代

（18）-54、（18）-162、
（18）-190

18201 和田堂筋遺跡 福井県大飯郡高浜町和田 製塩土器（浜禰2B、船岡）
古墳時代後期〜奈良
時代

（18）-54

18202 中寄遺跡
福井県大飯郡高浜町中津
海

製塩土器 古墳時代 （18）-104

18203 中津海堀遺跡
福井県大飯郡高浜町中津
海

製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B）

古墳時代中 ・ 後期 （18）-54

18204 中津海遺跡
福井県大飯郡高浜町中津
海

製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B）

古墳時代中 ・ 後期 （18）-106、（18）-162

18205 船岡遺跡
福井県大飯郡おおい町船
岡

製塩土器（船岡）、製塩炉 奈良時代

（18）-6、（18）-8、（18）-17、
（18）-31、（18）-64、
（18）-94、（18）-96、
（18）-100、（18）-106、
（18）-124、（18）-176
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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

18206 葉夫遺跡
福井県大飯郡おおい町大
島

製塩土器（浜禰2B） 古墳時代後期 （18）-106、（18）-162

18207 浅尻遺跡
福井県大飯郡おおい町大
島

製塩土器（浜禰2B） 古墳時代後期 （18）-106、（18）-162

18208 河村遺跡
福井県大飯郡おおい町大
島

製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-106

18209 日角浜遺跡
福井県大飯郡おおい町大
島

製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-9、（18）-31、（18）-106

18210 寺内川遺跡
福井県大飯郡おおい町大
島日角浜

製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-56、（18）-125

18211 島山神社遺跡
福井県大飯郡おおい町大
島日角浜

製塩土器 奈良 ・ 平安時代 （18）-104

18212 河村遺跡
福井県大飯郡おおい町大
島河村

製塩土器 古墳時代 （18）-104

18213 青法遺跡
福井県大飯郡おおい町大
島青法

製塩土器 古墳時代〜 （18）-104

18214 脇今安遺跡
福井県大飯郡おおい町大
島

製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-106

18215 長浜遺跡
福井県大飯郡おおい町大
島

製塩土器（浜禰2B、船岡、吉
見浜）、製塩炉

古墳時代後期〜平安
時代

（18）-15、（18）-31、
（18）-76、（18）-106、
（18）-162

18216 宮留遺跡
福井県大飯郡おおい町大
島字宮留

製塩土器（浜禰2B、船岡、吉
見浜、塩浜）、製塩炉

古墳時代後期〜平安
時代

（18）-50、（18）-51、
（18）-68、（18）-77、
（18）-106、（18）-162

18217 塩浜遺跡
福井県大飯郡おおい町大
島 ・ 塩浜

支脚 平安時代 （18）-10、（18）-31

18218 浜禰遺跡
福井県大飯郡おおい町大
島

製塩土器（浜禰1、浜禰2A、
浜禰2B、船岡）、製塩炉

古墳時代前期〜奈良
時代

（18）-1、（18）-2、（18）-3、
（18）-4、（18）-5、（18）-11、
（18）-17、（18）-21、
（18）-31、（18）-51、
（18）-65、（18）-106、
（18）-138、（18）-162

18219 吉見浜遺跡
福井県大飯郡おおい町大
島

製塩土器（浜禰2B、船岡、
傾、吉見浜）、支脚

古墳時代後期〜平安
時代

（18）-26、（18）-27、
（18）-31、（18）-66、
（18）-162

18220 岡安遺跡
福井県大飯郡おおい町岡
安字千原

製塩土器（浜禰2B） 飛鳥時代〜 （18）-72、（18）-106

18221 大飯神社2号古墳
福井県大飯郡おおい町山
田

製塩土器（丸底） 飛鳥時代
（18）-140、（18）-162、
（18）-183

18222 芝崎遺跡
福井県大飯郡おおい町芝
崎

製塩土器（浜禰2A、船岡）、
支脚

古墳時代中期〜平安
時代

（18）-166

18223 食見遺跡
福井県三方上中郡若狭町
世久見

製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B、傾）

古墳時代中期〜平安
時代

（18）-34、（18）-89、
（18）-106、（18）-162

18224 世久見遺跡
福井県三方上中郡若狭町
世久見

製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-106

18225 遊子遺跡
福井県三方上中郡若狭町
遊子字南田

製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-106

18226 小川遺跡
福井県三方上中郡若狭町
小川

製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B、傾）

古墳時代中期〜平安
時代

（18）-35、（18）-89、
（18）-106、（18）-162

18227 神子遺跡
福井県三方上中郡若狭町
神子字小川路

製塩土器（船岡、傾、塩浜） 奈良 ・ 平安時代 （18）-36、（18）-106

18228 ミヤマダニ遺跡
福井県三方上中郡若狭町
常神字ミヤマダニ

製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-106

18229 ニシンジャラ遺跡
福井県三方上中郡若狭町
常神字ニシンジャラ

製塩土器（船岡） 奈良時代 （18）-106

18230 島津遺跡
福井県三方上中郡若狭町
常神字島津

製塩土器（船岡？） 奈良時代 （18）-89
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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

18231 田名遺跡
福井県三方上中郡若狭町
田名

製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B、丸底）、支脚

古墳時代中期〜平安
時代（9世紀）

（18）-58、（18）-78、
（18）-89、（18）-106、
（18）-128、（18）-151、
（18）-162、（18）-183

18232 市港遺跡
福井県三方上中郡若狭町
三方

製塩土器（浜禰2A、浜禰
2B、船岡、丸底、傾）、支脚

古墳時代中期〜平安
時代（9世紀）

（18）-89、（18）-99、
（18）-101、（18）-106、
（18）-151、（18）-162、
（18）-183

18233 角谷遺跡
福井県三方上中郡若狭町
向笠

製塩土器（浜禰2B、船岡、
ボウル形、傾、吉見浜）

古墳時代後期〜平安
時代（10世紀）

（18）-95、（18）-106、
（18）-151、（18）-162、
（18）-183

18234 曽根田遺跡
福井県三方上中郡若狭町
上黒田

製塩土器（丸底ボウル形） 古代
（18）-162、（18）-180、
（18）-183、（18）-186

18235 矢竹南古墳
福井県三方上中郡若狭町
能登野

製塩土器（丸底ボウル形） 平安時代（10世紀か）
（18）-113、（18）-114、
（18）-162、（18）-183
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（19）-9
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山梨文化財研究所（平野修 ・ 中山千恵ほか）編2010年3月『山梨県笛吹市　西町田遺跡（第2次 ・ 第3次』　笛吹市文化財調査報告
書第23集　笛吹市教育委員会 ・ 財団法人山梨文化財研究所 ・ 株式会社くろがねや

（19）-13
平野修「考古学からみた古代内陸地域における塩の流通ー 8世紀代から9世紀代における甲斐国の事例を中心にー」 『帝京大学
山梨文化財研究所研究報告』第14集　帝京大学山梨文化財研究所　2010年5月
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調査報告書第27集　南アルプス市教育委員会 ・ 学校法人きのくに子どもの村学園
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月
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学山梨文化財研究所　2011年5月

（19）-18
山梨文化財研究所（櫛原功一）編2012年3月『三ケ所遺跡（第3次調査地点）』　山梨市文化財調査報告書第15集　山梨市 ・ 山梨市
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県教育委員会）
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（19）-22
平野修 ・ 閏間俊明「山梨県韮崎市域の新発見古代製塩土器 」 『山梨県考古学協会35周年記念論文集　山梨考古学論集7』　山
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河西学「宮ノ前遺跡出土製塩土器の胎土分析」 『山梨県考古学協会35周年記念論文集　山梨考古学論集7』　山梨県考古学協会　
2014年5月

（19）-24 杉本悠樹「富士河口湖　古の小径」 『広報　富士河口湖』平成26年6月（127号）　富士河口湖町　2014年6月

（19）-25 平野修「製塩土器　ひとかけらの小さな発見が大きな発見へ！」 『山梨考古』第134号　山梨県考古学協会　2014年11月

（19）-26
富士河口湖町教育委員会（杉本悠樹）編2015年3月『鯉ノ水遺跡』　富士河口湖町埋蔵文化財調査報告書第1集　富士河口湖町教
育委員会 ・ 山梨県土木整備部

（19）-27
平野修 ・ 御山亮済「山梨県富士河口湖町滝沢遺跡の古代製塩土器 」 『研究紀要 』第31号　山梨県立考古博物館 ・ 山梨県埋蔵
文化財センター　2015年3月

（19）-28
山梨県埋蔵文化財センター （御山亮済）編2015年3月『滝沢遺跡（第3 ・ 4次）』　山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第304集　
山梨県教育委員会 ・ 山梨県土木整備部

（19）-29
山梨県考古学協会編2015年11月『塩の考古学2一古代地域社会における内陸出土の製塩土器を考える一』山梨県考古学協会
2015年度研究集会資料集　山梨県考古学協会 ・ 帝京大学文化財研究所

（19）-30
平野修「古代甲斐国出土の製塩土器をめぐる諸問題」 （山梨県考古学協会編2015年11月『塩の考古学2一古代地域社会における
内陸出土の製塩土器を考える一』山梨県考古学協会2015年度研究集会資料集　山梨県考古学協会 ・ 帝京大学文化財研究所）

（19）-31
河西学「岩石的手法による胎土分析からみた山梨県産古代製塩土器の産地推定（予察）」 （山梨県考古学協会編2015年11月『塩
の考古学2一古代地域社会における内陸出土の製塩土器を考える一』山梨県考古学協会2015年度研究集会資料集　山梨県考古
学協会 ・ 帝京大学文化財研究所）

（19）-32
山梨文化財研究所（櫛原功一）編2016年12月『五反田遺跡』　甲州市文化財調査報告書第17集　甲州市教育委員会 ・ 公益財団法
人山梨文化財研究所 ・ 株式会社ナフコ

（19）-33
河西学「古代製塩土器の胎土分析による産地推定ー神奈川県小田原市内遺跡、山梨県南アルプス市内遺跡の事例からー」 『帝
京大学山梨文化財研究所研究報告 』第16集　帝京大学山梨文化財研究所　2017年3月

（19）-34
平野修「内陸地域における古代の堅塩生産と流通ー山梨県南アルプス市鋳物師屋遺跡群出土資料を中心とした考古学的検討か
ら一」 『帝京大学山梨文化財研究所研究報告 』第16集　帝京大学山梨文化財研究所　2017年3月

（19）-35
山梨県埋蔵文化財センター （笠原みゆき）編2019年3月『中島遺跡 ・ 下河原遺跡』　山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第323
集　山梨県教育委員会 ・ 山梨県県土整備部

（19）-36
櫛原功一「御座田窯跡群と巨麻郡の開発　須恵器、炭窯、製塩土器」 『山梨県考古学協会誌』 第27号　山梨県考古学協会　2020
年6月

（19）-37
平野修「古代の塩生産と流通からみた移配エミシの役割　甲斐と駿河における予察」 『山梨県考古学協会誌』 第27号　山梨県考
古学協会　2020年6月
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（19）　山梨県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

19001 江曽原遺跡 山梨県山梨市江曽原 製塩土器（鉢形） 古代 （19）-20、（19）-21

19002 中島遺跡 山梨県山梨市東地内 製塩土器（鉢形） 平安時代 （19）-35

19003 三ケ所遺跡 山梨県山梨市三ケ所 製塩土器（鉢形） 平安時代（9世紀） （19）-18

19004 宮ノ前第5遺跡
山梨県韮崎市藤井町駒井
字宮ノ前

製塩土器（鉢形） 古代（8〜9世紀） （19）-3、（19）-22、（19）-29、

19005 宮ノ前遺跡
山梨県韮崎市藤井町駒井
字宮ノ前

製塩土器（鉢形） 古代
（19）-2、（19）-22、（19）-23、
（19）-29

19006 石之坪遺跡
山梨県韮崎市円野町上円
井字石之坪

製塩土器（鉢形） 平安時代（9世紀） （19）-4、（19）-22

19007 中道遺跡
山梨県韮崎市中田町小田
川字中道

製塩土器（鉢形） 古代 （19）-1、（19）-22、（19）-29

19008 向第1遺跡
山梨県南アルプス市十日
市場

製塩土器（鉢形）
奈良時代（8世紀前
半）

（19）- ６、（19）-14

19009 東出口遺跡
山梨県南アルプス市下宮
地字滝沢通

製塩土器（鉢形） 古代（8〜9世紀） （19）-10

19010 野牛島 ・ 西ノ久保遺跡
山梨県南アルプス市野牛
島

製塩土器（鉢形平底ナデ ・
布目）

古代（8〜9世紀） （19）-11

19011 坂ノ上姥神遺跡 山梨県南アルプス市徳永 製塩土器（鉢形） 古代 （19）-15

19012 〆木遺跡
山梨県南アルプス市下市
之瀬

製塩土器（鉢形平底ナデ） 古代 （19）-29

19013 鋳物師屋遺跡
山梨県南アルプス市下市
之瀬

製塩土器（鉢形ナデ・布目） 古代 （19）-29、（19）-33、（19）-34

19014 立石下遺跡
山梨県南アルプス市野牛
島立石下

製塩土器（鉢形） 平安時代（9世紀） （19）-5、（19）-29

19015
原町農業高校前（下原）
遺跡

山梨県北杜市長坂町渋沢 製塩土器（鉢形） 平安時代（9世紀） （19）-7、（19）-29

19016 西町田遺跡 山梨県笛吹市東原西田町 製塩土器（鉢形） 平安時代（9世紀） （19）-12

19017 五反田遺跡 山梨県甲州市塩山熊野 製塩土器（鉢形） 古代 （19）-30、（19）-32

19018 西川遺跡
山梨県南都留郡富士河口
湖町河口西側

製塩土器（鉢形） 古代（8〜9世紀） （19）-16、（19）-19

19019 鯉ノ水遺跡
山梨県南都留郡富士河口
湖町河口

製塩土器（鉢形） 古代 （19）-24、（19）-26

19020 滝沢遺跡
山梨県南都留郡富士河口
湖町河口

製塩土器（鉢形） 平安時代（9世紀）
（19）-24、（19）-27、
（19）-28、（19）-29
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日本塩業史研究文献目録 （考古編）

（20）　長野県

（20）-1
長野県埋蔵文化財センター （中島英子）編2000年3月『上信越自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書16 ー信濃町内その2 ー縄文
時代〜近世』　長野県埋蔵文化財センター発掘調査報告書49　長野県教育委員会 ・ 財団法人長野県文化振興財団長野県埋蔵文
化財センター ・ 日本道路公団（全2冊、本文編、図版編）

（20）-2 飯田市教育委員会（吉川金利）編2004年3月『権現堂前遺跡』　飯田市教育委員会

（20）-3
鈴木敏則「製塩土器 ・ 製塩土器出土遺跡一覧＜神奈川 ・ 長野 ・ 和歌山県＞」 （考古学フォーラム編集部（代表早野浩二）編2010
年1月『東海土器製塩研究』　考古学フォーラム）

（20）-4
長野市埋蔵文化財センター （飯島哲也 ・ 田中暁穂）編2018年3月『長野遺跡群　県町遺跡（2）』　長野市の埋蔵文化財第151集　長
野市教育委員会
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（20）　長野県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

20001 県町遺跡 長野県長野市南長野 製塩土器（平底） 奈良時代 （20）-4

20002 権現堂前遺跡 長野県飯田市羽場権現 製塩土器（知多 ・ 渥美式） 古代 （20）-2、（20）-3

20003 東裏遺跡
長野県上水内郡信濃町柏
原字東裏

製塩土器（平底） 平安時代（10世紀） （20）-1
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日本塩業史研究文献目録 （考古編）

（21）　岐阜県
（21）-1

岐阜県育委員会編1973年12月『牧野小山遺跡　県道七宗可児線道路改良工事埋蔵文化財調査報告書』　岐阜県育委員会 ・ 美濃
加茂市教育委員会

（21）-2 川合遺跡発掘調査団（大江マサルほか）編1978年3月『川合遺跡発掘調査報告書』　岐阜県教育委員会 ・ 可児町教育委員会

（21）-3 美濃加茂市教育委員会（渡辺博人）編1979年3月『今遺跡』　岐阜県教育委員会 ・ 美濃加茂市教育委員会

（21）-4
三井遺跡 ・ 六軒遺跡発掘調査団（小島進 ・ 大江マサルほか）編1981年3月『三井遺跡 ・ 六軒遺跡』　岐阜県教育委員会 ・ 建設省
岐阜国道工事事務所

（21）-5 「古代の集落跡　三井遺跡」 （各務原市教育委員会編1983年3月『各務原市史』考古 ・ 民俗編　考古（本文）　各務原市）

（21）-6 関市教育委員会（吉田英敏ほか）編1984年3月『重竹遺跡ーその3－』　関市文化財調査報告第8号　関市教育委員会

（21）-7
富加町教育委員会（大江マサルほか）編1987年3月『半布里遺跡（滝田 ・ 羽生地区）』　富加町文化財調査報告書第3号　富加町教
育委員会

（21）-8
富加町教育委員会（大江マサル）編1989年3月『半布里遺跡発掘調査報告書』　富加町文化財調査報告書第4号　富加町教育委員
会

（21）-9 岐阜市教育委員会（堀正人）編1990年3月『城之内遺跡』　岐阜市文化財報告1990-1　岐阜市教育委員会

（21）-10
関市教育委員会（篠原英政）編1990年3月『国史跡指定弥勒寺跡　範囲確認調査発掘調査報告書3』　関市文化財調査報告書第18
号　関市教育委員会

（21）-11
岐阜県文化財保護センター （各務光洋）編1992年3月『城之内遺跡2』　岐阜県文化財保護センター調査報告書第3集　岐阜県育委
員会 ・ 財団法人岐阜県文化財保護センター

（21）-12
鈴木元「一本松遺跡（第2次調査）」 （大垣市教育委員会（鈴木元）編1994年3月『大垣市埋蔵文化財調査概要　平成4年度』　大垣
市文化財調査報告書第23集　大垣市教育委員会）

（21）-13
各務原市埋蔵文化財調査センター （西村勝広）編1994年3月『前洞遺跡Ａ地区発掘調査報告書』　各務原市文化財調査報告書第
14号　各務原市教育委員会

（21）-14 可児市教育委員会（吉田英敏）編1994年3月『川合遺跡群』　可児市教育委員会（全2冊、本文編、別冊）

（21）-15
岐阜県文化財保護センター （佐野康雄）編1994年3月『尾崎遺跡』　岐阜県文化財保護センター調査報告書第10集　財団法人岐阜
県文化財保護センター ・ 建設省中部地方建設局岐阜国道工事事務所

（21）-16 齋藤基生「牧野小山遺跡出土の土錘と製塩土器」 『美濃加茂市文化財調査集録』第1集　美濃加茂市教育委員会　1994年3月

（21）-17 岐阜市教育委員会（内堀信雄）編1995年3月『御望遺跡』　岐阜市文化財報告1994　岐阜市教育委員会

（21）-18
中井正幸「曽根城跡（第2次調査）」 （大垣市教育委員会（鈴木元）編1995年3月『大垣市埋蔵文化財調査概要　平成5年度』　大垣
市文化財調査報告書第25集　大垣市教育委員会）

（21）-19
岐阜市遺跡調査会編1996年3月『堀田 ・ 城之内』　岐阜市遺跡調査会報告書第3集　岐阜市遺跡調査会 ・ 岐阜市堀田土地区画整
理組合

（21）-20 岐阜市教育委員会（内堀信雄）編1996年3月『岐阜市遺跡詳細分布調査報告書』　岐阜市文化財報告1996-1　岐阜市教育委員会

（21）-21
内堀信雄「芥見長山遺跡」 （岐阜市教育委員会（内堀信雄）編1996年3月『平成5〜7年度　岐阜市埋蔵文化財調査報告書』　岐阜
市文化財報告1996-3　岐阜市教育委員会）

（21）-22
森泰通「東海地方における消費地出土の製塩土器一特に固形塩の問題をめぐって－」 （塩の会シンポジュウム実行委員会編1997
年10月『シンポジュウム製塩土器の諸問題ー古代における塩の生産と流通ー』  塩の会シンポジュウム実行委員会）

（21）-23
岐阜県文化財保護センター （佐野康雄）編1998年3月『牧野小山遺跡Ｃ地点発掘調査報告書』　岐阜県文化財保護センター調査報
告書第39集　岐阜県 ・ 財団法人岐阜県文化財保護センター

（21）-24
井川祥子「鷺山蝉遺跡②」 （岐阜市教育委員会（井川祥子 ・ 山田宜久）編1999年3月『平成9 ・ 10年度　岐阜市内遺跡発掘調査報
告書』　岐阜市文化財報告1999-1　岐阜市教育委員会）

（21）-25
関市教育委員会（篠原英政 ・ 田中弘志）編1999年3月『美濃国武儀郡衙　弥勒寺東遺跡ー第1〜5次発掘調査概要ー』　関市文化
財調査報告第21号　関市教育委員会

（21）-26 国府町教育委員会編1999年『半田塚田遺跡概報』　国府町教育委員会

198



（21）-27
岐阜県文化財保護センター （堀正人ほか）編2000年3月『榿ノ木洞遺跡』　岐阜県文化財保護センター調査報告書第59集　財団法
人岐阜県文化財保護センター

（21）-28
国府町教育委員会編2000年『岐阜県吉城郡2000　藤ノ木遺跡　石丸遺跡　直道遺跡』　国府町教育委員会発掘調査報告書　国府
町教育委員会

（21）-29
岐阜県文化財保護センター （小淵忠司）編2001年12月『佐口遺跡』　岐阜県文化財保護センター調査報告書第69集　財団法人岐
阜県文化財保護センター

（21）-30
岐阜県文化財保護センター （堀正人 ・ 小塩康真）編2001年12月『針田遺跡 ・ 東坪之内遺跡 ・ 田中浦遺跡』　岐阜県文化財保護
センター調査報告書第70集　財団法人岐阜県文化財保護センター

（21）-31 『鷺山遺跡群発掘調査現地公開資料』　財団法人岐阜市教育文化振興事業団埋蔵文化財調査事務所　2002年1月15日

（21）-32
岐阜県文化財保護センター （堀田一浩）編2002年3月『野笹遺跡2　赤池4号古墳』　岐阜県文化財保護センター調査報告書第71集　
財団法人岐阜県文化財保護センター

（21）-33
岐阜市教育文化振興事業団（高木晃）編2002年10月『鷺山仙道遺跡』　岐阜市教育文化振興事業団報告書第10集　財団法人岐阜
市教育文化振興事業団、岐阜市鷺山 ・ 下土居土地区画整理組合

（21）-34 「平成14年度の埋蔵文化財調査事業」 『岐阜市の埋蔵文化財』岐阜市埋蔵文化財ニュース12　岐阜市教育委員会　2003年

（21）-35
森泰通「美濃の集落出土の製塩土器　古代における固形塩の生産と流通」 『かかみ野古代史紀行』平成14年度歴史講座講義録　
各務原市埋蔵文化財調査センター　2004年3月

（21）-36
中井正幸「興福地遺跡（旧黒平遺跡）発掘調査」 『大垣市埋蔵文化財調査概要　平成15年度』　大垣市文化財調査報告書第42集　
大垣市教育委員会　2004年12月

（21）-37
岐阜県教育文化財団（長谷川幸志 ・ 伊藤利巳ほか）編2005年1月『重竹遺跡 ・ 上西田遺跡 ・ 洞雲戸遺跡』　岐阜県教育文化財団
岐阜県文化財保護センター調査報告書第91集　財団法人岐阜県教育文化財団（全2冊、第1分冊、第2分冊（附編 ・ 洞雲戸遺跡））

（21）-38
大垣市教育委員会（高田康成）編2005年3月『美濃国分寺跡　国分寺遺跡（伽藍南面隣接地の調査）』　大垣市文化財調査報告書
第15集　大垣市教育委員会

（21）-39 吉田正人「塩づくりの土器」 （可児市編2005年3月『可児市史』第1巻　通史編　考古 ・ 文化財　可児市）

（21）-40
岐阜県教育文化財団（小野木学）編2005年3月『柿田遺跡』　岐阜県教育文化財団岐阜県文化財保護センター調査報告書第92集　
財団法人岐阜県教育文化財団（全8冊、第1分冊本文編1、第2分冊本文編2 ・ 索引、第3分冊遺構図版編、第4分冊遺物図版編、第5
分冊一覧表 ・ 観察表編、第6分冊遺構写真図版編、第7分冊遺物写真図版編、第8分冊附図編）

（21）-41
岐阜県教育文化財団（小淵忠司）編2005年3月『太江遺跡2』　岐阜県教育文化財団文化財保護センター調査報告書第94集　財団
法人岐阜県教育文化財団

（21）-42 岐阜県教育文化財団文化財保護センター編2005年6月『年報5　平成16年度』　財団法人岐阜県教育文化財団

（21）-43
岐阜市教育文化振興事業団（井川祥子 ・ 内堀信雄）編2005年10月『芥見町屋遺跡』　財団法人岐阜市教育文化振興事業団報告
書第14集　岐阜市教育委員会 ・ 財団法人岐阜市教育文化振興事業団 ・ 岐阜市上下水道事業部

（21）-44
吉田正人「川合東野遺跡」 『可児市市内遺跡発掘調査報告書（平成12〜16年度）　土田袖裏遺跡（2次）ほか』　可児市埋文調査報
告36　可児市教育委員会　2006年3月

（21）-45
富加町教育委員会（島田崇正）編2006年3月『富加町内遺跡発掘調査報告書　富加町詳細分布調査報告書（平成14〜17年度）』　
富加町文化財調査報告書第25号　富加町教育委員会

（21）-46
岐阜県教育文化財団（澤村雄一郎）編2006年3月『西ヶ洞廃寺跡 ・ 中野山越遺跡 ・ 中野大洞平遺跡 ・ 大洞平5号古墳』　岐阜県教
育文化財団文化財保護センター調査報告書第98集　財団法人岐阜県教育文化財団

（21）-47 国府町史刊行委員会編2007年2月『国府町史』考古 ・ 指定文化財編　国府町史刊行委員会

（21）-48
森泰通「古代美濃における塩の生産と流通」 『第4回木曽川学シンポジュウム　木曽川流域の歴史と文化　人と物の交流』 （木曽
川学研究第4号）　木曽川学研究協議会（各務原市文化創造部）　2007年3月

（21）-49
岐阜市教育文化振興事業団（朝田公年）編2007年3月『鷺山蝉 ・ 鷺山仙道遺跡』　財団法人岐阜市教育文化振興事業団報告書第
15集　財団法人岐阜市教育文化振興事業団 ・ 岐阜市鷺山第二土地区画整理組合

（21）-50
各務原市埋蔵文化財調査センター （西村勝広）編2007年3月『広畑野口遺跡Ａ地区発掘調査報告書』　各務原市文化財調査報告
書第45号　各務原市教育委員会

（21）-51 関市教育委員会（田中弘志）編2007年3月『弥勒寺遺跡群　弥勒寺西遺跡 』　関市文化財調査報告第23号　関市教育委員会

（21）-52
小野木学「岐阜県」 （第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会編2007年9月『古墳時代の海人集団を再検討するー海の生産用具
から20年ー』資料集第1分冊　埋蔵文化財研究会 ・ 第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会）

（21）-53
各務原市埋蔵文化財調査センター （西村勝広）編2008年2月『熊田山北古墳群発掘調査報告書』　各務原市文化財調査報告書第
48号　各務原市教育委員会
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（21）-54 可児市教育委員会（吉田正人 ・ 長瀬治義）編2008年3月『川合東野遺跡』　可児市埋文調査報告40　可児市教育委員会

（21）-55
関市教育委員会（田中旨穂 ・ 髙井和道ほか）編2008年3月『関市埋蔵文化財発掘調査報告書　平成16 ・ 17年度』　関市文化財調
査報告第25号　関市教育委員会

（21）-56
岐阜市教育文化振興事業団（森島一貴 ・ 恩田裕之）編2008年12月『鷺山市場遺跡』　岐阜市教育文化振興事業団報告書第17集　
財団法人岐阜市教育文化振興事業団、岐阜市鷺山 ・ 下土居土地区画整理組合

（21）-57
森泰通「古代美濃における堅塩の生産 ・ 流通 ・ 消費」 『木曽川流域の自然と歴史ー木曽川学論集ー』　木曽川学研究協議会（各
務原市文化創造部）　2009年3月

（21）-58
岐阜県教育文化財団文化財保護センター （小野木学 ・ 長谷川幸志）編2009年3月『野内遺跡B 地区』　岐阜県教育文化財団文化
財保護センター調査報告書第111集　財団法人岐阜県教育文化財団文化財保護センター （全2冊、第1分冊、第2分冊）

（21）-59
伊藤聡「製塩土器 ・ 製塩土器出土遺跡一覧＜岐阜県＞」 （考古学フォーラム編集部（代表早野浩二）編2010年1月『東海土器製塩
研究』　考古学フォーラム）

（21）-60 岐阜市教育文化振興事業団埋蔵文化財調査事務所編2010年1月『鷺山の遺跡』　鷺山まちづくり協議会

（21）-61
岐阜県文化財保護センター （近藤正枝）編2010年3月『広畑野口遺跡』　岐阜県文化財保護センター調査報告書第113集　岐阜県
文化財保護センター

（21）-62
岐阜市教育文化振興事業団（梅村大輔 ・ 業天唯正 ・ 高木　晃）編2011年3月『鷺山遺跡群第1分冊　下土居若宮遺跡 ・ 下土居北
門遺跡』　財団法人岐阜市教育文化振興事業団報告書第19集　財団法人岐阜市教育文化振興事業団、岐阜市鷺山 ・ 下土居土地
区画整理組合

（21）-63
岐阜市教育文化振興事業団（高木晃 ・ 業天唯正 ・ 梅村大輔）編2011年3月『鷺山遺跡群第2分冊　正明寺城之前遺跡』　財団法人
岐阜市教育文化振興事業団報告書第19集　財団法人岐阜市教育文化振興事業団、岐阜市鷺山 ・ 下土居土地区画整理組合

（21）-64
関市教育委員会（伊藤聡 ・ 林和範 ・ 森先一貴）編2011年3月『関市埋蔵文化財発掘調査報告書　平成19 ・ 20年度』　関市文化財
調査報告第29号　関市教育委員会

（21）-65
関市教育委員会（伊藤聡 ・ 林和範 ・ 李浩基）編2011年3月『関市市内遺跡発掘調査報告書　平成20年度』　関市文化財調査報告
第28号　関市教育委員会

（21）-66
岐阜県文化財保護センター （三輪晃三）編2012年3月『芥見町屋遺跡』　岐阜県文化財保護センター調査報告書第124集　岐阜県
文化財保護センター

（21）-67
岐阜市教育文化振興事業団（梅村大輔 ・ 高木晃 ・ 業天唯正）編2012年3月『鷺山遺跡群第3分冊　鷺山仙道遺跡』　公益財団法人
岐阜市教育文化振興事業団報告書第19集　公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団、岐阜市鷺山 ・ 下土居土地区画整理組合

（21）-68
岐阜市教育文化振興事業団（梅村大輔 ・ 高木晃 ・ 業天唯正）編2012年3月『鷺山遺跡群第4分冊　鷺山市場遺跡』　公益財団法人
岐阜市教育文化振興事業団報告書第19集　公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団、岐阜市鷺山 ・ 下土居土地区画整理組合

（21）-69
岐阜市教育文化振興事業団（高木晃 ・ 業天唯正）編2012年3月『鷺山遺跡群第5分冊　分析 ・ 総括』　公益財団法人岐阜市教育文
化振興事業団報告書第19集　公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団、岐阜市鷺山 ・ 下土居土地区画整理組合

（21）-70
岐阜県文化財保護センター （野々田光則 ・ 小淵忠司）編2012年3月『野内遺跡Ｃ地区』　岐阜県文化財保護センター調査報告書第
122集　岐阜県文化財保護センター （全2冊、第1分冊、第2分冊）

（21）-71
美濃市教育委員会（清山健）編2014年10月『観音堂遺跡他』　美濃市文化財調査報告書第36号　美濃市教育委員会 ・ 美濃市美濃
インター前土地区画整理組合

（21）-72
岐阜県文化財保護センター （近藤正枝）編2015年3月『興福地遺跡』　岐阜県文化財保護センター調査報告書第132集　岐阜県文
化財保護センター

（21）-73
岐阜県文化財保護センター （三島誠）編2015年3月『随縁寺裏B地点遺跡』　岐阜県文化財保護センター調査報告書第134集　岐阜
県文化財保護センター

（21）-74
大熊茂弘「鵜沼古市場遺跡」 『岐阜県新発見考古速報 2015－平成27 年度岐阜県発掘調査報告会 発表資料－』　岐阜県文化財
保護センター　2015年10月

（21）-75 関市教育委員会（伊藤聡）編2016年3月『末洞遺跡』　関市文化財調査報告第36号　関市教育委員会

（21）-76
岐阜県文化財保護センター （長谷川幸志）編2018年1月『六里遺跡 ・ 稲荷遺跡』　岐阜県文化財保護センター調査報告書第139集　
岐阜県文化財保護センター （全2冊、第1分冊、第2分冊）

（21）-77 砂田晋次「岐阜県」 『日本考古学年報70 （2017年度版）』　日本考古学協会　2019年5月

（21）-78
岐阜県文化財保護センター （小林新平）編2019年10月『六里遺跡2』　岐阜県文化財保護センター調査報告書第145集　岐阜県文
化財保護センター

（21）-79
関市協働推進部文化課文化財保護センター （伊藤聡）編2020年3月 『関市市内遺跡発掘調査報告書　平成29年度』　関市文化財
調査報告第44号　関市協働推進部文化課文化財保護センター

（21）-80
岐阜県文化財保護センター （中野真吾）編2021年3月『高屋遺跡』　岐阜県文化財保護センター調査報告書第149集　岐阜県文化
財保護センター
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（21）　岐阜県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

21001 御望遺跡 岐阜県岐阜市御望5丁目 製塩土器（美濃式） 奈良時代 （21）-17

21002 城之内遺跡 岐阜県岐阜市長良城之内 製塩土器（美濃式、知多式） 7〜8世紀
（21）-9、（21）-11、（21）-19、
（21）-60

21003 芥見長山遺跡 岐阜県岐阜市芥見3丁目 製塩土器（美濃式）
奈良時代（8世紀前
半）

（21）-21

21004 芥見町屋遺跡
岐阜県岐阜市芥見町屋1丁
目

製塩土器（美濃式、知多式） 奈良時代
（21）-20、（21）-43、
（21）-59、（21）-66

21005 鷺山仙道遺跡 岐阜県岐阜市鷺山字西蝉 製塩土器（美濃式）
7世紀後半〜9世紀前
半

（21）-33、（21）-49、（21）-67

21006 鷺山市場遺跡 岐阜県岐阜市鷺山字市場 製塩土器（美濃式） 7〜9世紀 （21）-56、（21）-68

21007 鷺山蝉遺跡
岐阜県岐阜市長良福光字
八幡

製塩土器（美濃式） 古代（8〜9世紀初） （21）-24、（21）-49

21008 正明寺城之前遺跡
岐阜県岐阜市下土居字正
明寺

焼塩土器（美濃式） 8〜9世紀前半
（21）-31、（21）-34、
（21）-60、（21）-63、（21）-69

21009 下土居若宮遺跡 岐阜県岐阜市下土居若宮 製塩土器（美濃式） 古代 （21）-62

21010 下土居北門遺跡 岐阜県岐阜市下土居北門 製塩土器（美濃式） 古代 （21）-62

21011 美濃国分寺跡 岐阜県大垣市青野町 製塩土器（美濃式、知多式） 奈良 ・ 平安時代 （21）-38、（21）-59

21012 興福地遺跡 岐阜県大垣市興福地町 製塩土器（美濃式、志摩式） 8〜9世紀 （21）-36、（21）-72

21013 一本松遺跡
岐阜県大垣市赤坂町字一
本松

製塩土器（知多式） 7〜8世紀 （21）-12

21014 曽根城跡 岐阜県大垣市曽根町1丁目 製塩土器（美濃式） 奈良時代 （21）-18

21015 野内遺跡 岐阜県高山市上切町野内 製塩土器（能登式棒状脚） 平安時代（10世紀） （21）-58、（21）-70

21016 随縁寺裏B地点遺跡 岐阜県高山市上切町 製塩土器（能登式棒状脚） 7〜8世紀 （21）-73

21017 直道遺跡
岐阜県高山市国府町三日
町

製塩土器（能登式棒状脚） 古代 （21）-28

21018 藤ノ木遺跡
岐阜県高山市国府町木曽
垣内

製塩土器（能登式棒状脚） 古墳時代 （21）-28、（21）-47

21019 半田塚田C遺跡 岐阜県高山市国府町半田 製塩土器（能登式棒状脚） 古代 （21）-26、（21）-47

21020 弥勒寺遺跡 岐阜県関市池尻弥勒寺 製塩土器（美濃式） 古代 （21）-10

21021 弥勒寺東遺跡 岐阜県関市池尻弥勒寺東 製塩土器（美濃式、知多式） 7〜8世紀 （21）-25、（21）-59

21022 弥勒寺西遺跡 岐阜県関市池尻字東屋敷 製塩土器（知多式4類） 古代 （21）-51、（21）-59

21023 竹ノ腰遺跡 岐阜県関市千疋 製塩土器（美濃式） 古代 （21）-55、（21）-59

21024 重竹遺跡 岐阜県関市下有知重竹 製塩土器（美濃式）
7世紀後半〜9世紀前
半

（21）-6、（21）-37、（21）-39、
（21）-48、（21）-59、（21）-64

21025 榿ノ木洞遺跡 岐阜県関市下有知 製塩土器（知多式4類） 8世紀前半 （21）-27、（21）-59

21026 末洞遺跡 岐阜県関市下有知 製塩土器（美濃式） 奈良時代 （21）-59、（21）-75
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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

21027 唐鋤遺跡 岐阜県関市東田原字石原 製塩土器（美濃式） 奈良時代 （21）-65

21028 大屋敷遺跡 岐阜県関市志津野字仲畑 製塩土器（美濃式） 古代 （21）-65

21029 大杉西遺跡 岐阜県関市大杉字坂利 製塩土器（知多式4類） 奈良時代 （21）-77、（21）-79

21030 観音堂遺跡 岐阜県美濃市松森
製塩土器（美濃式、知多式、
志摩式）

奈良時代 （21）-59、（21）-71

21031 高屋遺跡 岐阜県瑞浪市土岐町 製塩土器（知多式4類）
飛鳥時代（7世紀後
半）

（21）-80

21032 上畑A地点遺跡 岐阜県美濃加茂市御門町 製塩土器（知多式） 古代 （21）-59

21033 尾崎遺跡
岐阜県美濃加茂市蜂屋町
上蜂屋

製塩土器（知多式） 奈良時代 （21）-15、（21）-59

21034 今遺跡
岐阜県美濃加茂市米田町
今字中屋敷

製塩土器（美濃式） 9世紀 （21）-3

21035 為岡遺跡
岐阜県美濃加茂市下米田
町為岡字追上

製塩土器（美濃式） 古代 （21）-59

21036 針田遺跡
岐阜県美濃加茂市下米田
町西脇字針田

製塩土器（美濃式、知多式）
7世紀後半〜9世紀前
半

（21）-30、（21）-59

21037 牧野小山遺跡
岐阜県美濃加茂市下米田
町牧野小山

製塩土器（美濃式、知多式） 奈良時代 （21）-16、（21）-23、（21）-59

21038 佐口遺跡
岐阜県美濃加茂市山之上
町

製塩土器（美濃式） 7〜8世紀 （21）-29

21039 野笹遺跡 岐阜県美濃加茂市野笹町 製塩土器（美濃式） 古代 （21）-32、（21）-59

21040 前洞遺跡
岐阜県各務原市那加前洞
新町

製塩土器（美濃式） 奈良時代 （21）-13

21041 三井遺跡
岐阜県各務原市三井町寺
浦

製塩土器（知多式4類） 奈良時代 （21）-4、（21）-5、（21）-59

21042 山田寺跡
岐阜県各務原市蘇原寺島
町

製塩土器（美濃式） 古代 （21）-6

21043 野口廃寺
岐阜県各務原市蘇原新栄
町2丁目

製塩土器（美濃式） 古代 （21）-6

21044 広畑野口遺跡
岐阜県各務原市蘇原青雲
町3丁目

製塩土器（美濃式、知多式4
類）

奈良時代 （21）-50、（21）-59、（21）-61

21045 熊田山北1号古墳
岐阜県各務原市蘇原東島
町2丁目

製塩土器 古代か （21）-53、（21）-59

21046 鵜沼古市場遺跡 岐阜県各務原市鵜沼南町 製塩土器（知多式） 奈良 ・ 平安時代 （21）-74

21047 宮之脇遺跡
岐阜県可児市川合字宮之
脇

製塩土器（美濃式、知多式） 7〜8世紀 （21）-14、（21）-52、（21）-59

21048 川合遺跡 岐阜県可児市川合字東畑 製塩土器（知多式4類） 7〜8世紀 （21）-2、（21）-59

21049 川合東野遺跡 岐阜県可児市川合字東野 製塩土器（美濃式） 7〜8世紀 （21）-44、（21）-54

21050 柿田遺跡 岐阜県可児市柿田 製塩土器（知多式） 古代 （21）-40、（21）-59

21051 西ヶ洞廃寺跡
岐阜県飛騨市古川町寺地
西ヶ洞

製塩土器（能登式？） 9〜10世紀前半 （21）-42、（21）-46

21052 太江遺跡 岐阜県飛騨市古川町太江 製塩土器（能登式棒状脚）
8世紀後半〜9世紀初
頭

（21）-41、（21）-59

21053 稲荷遺跡
岐阜県県揖斐郡大野町六
里 ・ 小衣悲

製塩土器（美濃式？） 奈良時代 （21）-76

21054 六里遺跡
岐阜県県揖斐郡大野町六
里 ・ 小衣悲

製塩土器（知多式） 7世紀 （21）-78

21054 半布里遺跡
岐阜県加茂郡富加町滝田 ・
羽生

製塩土器（美濃式） 飛鳥 ・ 奈良時代 （21）-7、（21）-8、（21）-45
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（22）　静岡県

（22）-1 佐藤秀作「鮑田遺跡」 『鐙』第2号　清水郷土史研究会鐙の会　1978年

（22）-2
袋井市教育委員会（吉岡伸夫）編1985年3月『坂尻遺跡ー奈良時代編ー』　静岡県教育委員会 ・ 袋井市教育委員会 ・ 建設省中部
地方建設局

（22）-3 浜松市博物館（大野勝美 ・ 太田好治）編1997年3月『伊場遺跡　遺物編7』　伊場遺跡発掘調査報告書第9冊　浜松市教育委員会

（22）-4
浜松市博物館（佐野一夫 ・ 斉藤香織）編1997年3月『下滝遺跡群』　財団法人浜松市文化協会（全4冊、本文編、写真図版編、実測
図版編、付図編）

（22）-5
浜松市博物館（鈴木敏則）編1998年3月『静岡県浜松市　梶子北遺跡（遺物編） （梶子北遺跡第1次調査）』　財団法人浜松市文化
協会（全5冊、遺構編（本文）、遺構編（写真図版）、遺物編（本文）、遺物（図版）、木器編）

（22）-6
浜松市博物館（鈴木敏則）編1998年3月『山ノ花遺跡　遺物図版編』　財団法人浜松市文化協会（全3冊、遺構編（図版）、遺物図版
編、木器編（図版））

（22）-7
静岡県埋蔵文化財調査研究所（柴田睦）編2000年3月『桓武西宮 ・ 西浦遺跡』　静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第120集　
財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所（全2冊、本文編、別冊図版）

（22）-8
蔵本俊明「原始 ・ 古代製塩の季節性に関する研究ーハマグリの貝殻成長線分析に基づいてー （1）」 『研究紀要』第8号　財団法
人静岡県埋蔵文化財調査研究所　2001年10月

（22）-9
蔵本俊明「原始 ・ 古代製塩の季節性に関する研究ーハマグリの貝殻成長線分析に基づいてー （2）」 『財団法人静岡県埋蔵文化
財調査研究所設立20周年記念論文集』　財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所　2004年3月

（22）-10
浜松市博物館（鈴木敏則 ・ 大島秀俊 ・ 向坂鋼二）編2005年3月『中村遺跡（南伊場地区）　本文編、本文編図版』　財団法人浜松市
文化協会（全5冊、本文編、本文編図版、井戸 ・ 木製品編、遺構実測図編、遺構写真図版編）

（22）-11
静岡県埋蔵文化財調査研究所（蔵本俊明ほか）編2005年3月『前岡遺跡 ・ 今城　井伊谷川流域の遺跡1』　静岡県埋蔵文化財調査
研究所調査報告第158集　財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所

（22）-12 浜松市教育委員会（佐藤由紀男）編2005年9月『森西遺跡』　財団法人浜松市文化振興財団

（22）-13
大林元「古墳時代西日本を中心とする製塩土器の用途について　東海地方内陸部出土製塩土器考察の準備作業として」 『静岡県
埋蔵文化財調査研究所研究紀要』第12号　財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所　2006年2月

（22）-14
浜松市教育委員会（鈴木敏則）編2006年3月『静岡県浜松市　梶子北遺跡（三永地区） ー古墳 ・ 奈良時代編ー （三永遺跡第1次
調査）』　財団法人浜松市文化振興財団

（22）-15 掛川市教育委員会（村松弘規）編2007年3月『八坂別所遺跡2 ・ 3　牛岡遺跡　栗下遺跡2』　掛川市教育委員会

（22）-16
浜松市教育委員会（川江英孝 ・ 鈴木敏則）編2007年3月『伊場遺跡　補遺編（遺構2 ・ 第8次〜13次調査、自然遺物）』　伊場遺跡発
掘調査報告書第11冊　浜松市教育委員会

（22）-17
静岡県埋蔵文化財調査研究所（丸杉俊一郎）編2007年3月『井通遺跡　井伊谷川流域の遺跡2』　静岡県埋蔵文化財調査研究所調
査報告第174集　財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所（全4冊、本文編1、本文編2、図版編、文字資料編）

（22）-18 大林元「三河における製塩土器を伴う墳墓の全国的評価」 『三河考古』第19号　三河考古学談話会　2007年5月

（22）-19
田村隆太郎 ・ 麹池吉彦「静岡県」 （第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会編2007年9月『古墳時代の海人集団を再検討するー
海の生産用具から20年ー』資料集第1分冊　埋蔵文化財研究会 ・ 第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会）

（22）-20 鈴木敏則「伊場遺跡の貝塚と出土した考古遺物」 『浜松市博物館報』第20号　浜松市博物館　2007年9月

（22）-21
「井通遺跡」 『静岡県埋蔵文化財調査研究所年報23 （平成18年度事業概要）』　財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所　2007年
9月

（22）-22
浜松市生活文化部生涯学習課（鈴木敏則） ・ 奈良文化財研究所（渡辺晃宏 ・ 山本崇）編2008年3月『伊場遺跡総括編（文字資料 ・
時代別総括）』　伊場遺跡発掘調査報告書第12冊　浜松市教育委員会

203202



（22）-23
静岡県埋蔵文化財調査研究所（丸杉俊一郎ほか）編2008年3月『矢畑遺跡　井伊谷川流域の遺跡4』　静岡県埋蔵文化財調査研究
所調査報告第182集　財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所

（22）-24 浜松市教育委員（川江秀孝ほか）編2008年3月『東前遺跡2』　財団法人浜松市文化振興財団

（22）-25
牧之原市教育委員会（溝口彰啓ほか）編2008年3月『天の川遺跡発掘調査報告書』　牧之原市文化財調査報告第1集　牧之原市教
育委員会

（22）-26 浜松市教育委員会（鈴木一有）編2008年9月『西畑屋遺跡2次』　財団法人浜松市文化振興財団

（22）-27 大林元「静岡県西部出土の古代製塩土器について」 『静岡県考古学研究』第40号　静岡県考古学会　2008年12月

（22）-28 浜松市文化振興財団（鈴木敏則）編2009年3月『舞阪町天白遺跡』　財団法人浜松市文化振興財団

（22）-29 浜松市教育委員会（大野勝美）編2009年12月『笠井遺跡第2次』　財団法人浜松市文化振興財団

（22）-30 浜松市教育委員会（鈴木一有）編2009年12月『鳥居松遺跡5次　伊場大溝編』　財団法人浜松市文化振興財団

（22）-31
鈴木敏則「静岡県内出土の製塩土器」 （考古学フォーラム編集部（代表早野浩二）編2010年1月『東海土器製塩研究』　考古学
フォーラム）

（22）-32
鈴木敏則「製塩遺跡 ・ 製塩土器出土遺跡一覧（静岡県）」 （考古学フォーラム編集部（代表早野浩二）編2010年1月『東海土器製塩
研究』　考古学フォーラム）

（22）-33 田村隆太郎「静岡県」 『日本考古学年報61　2008年度』　日本考古学協会　2010年5月

（22）-34
大林元「静岡県西部出土の古代製塩土器について（補遺）」 『研究紀要』第16号　財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所　2010
年8月

（22）-35
静岡県埋蔵文化財調査研究所（武田寛生）編2010年12月『中屋遺跡』　静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第234集　財団法
人静岡県埋蔵文化財調査研究所 ・ 中日本高速道路株式会社東京支社（全2冊、第1分冊、第2分冊）

（22）-36 浜松市文化振興財団（首藤久士）編2012年3月『宮竹野際遺跡6次』　浜松市文化振興財団

（22）-37
鈴木一有「宮竹野際遺跡と長上郡衙」 （財団法人浜松市文化振興財団（首藤久士）編2012年3月『宮竹野際遺跡6次』　財団法人浜
松市文化振興財団）

（22）-38
静岡県埋蔵文化財センター （大谷宏治 ・ 大竹弘高）編2012年12月『北垣遺跡　第二東名№113地点2期』　静岡県埋蔵文化財セン
ター調査報告第22集　静岡県埋蔵文化財センター ・ 中日本高速道路株式会社東京支社

（22）-39
静岡市教育委員会（小牧直久） ・ 株式会社フジヤマ静岡支店（辰巳均）編2015年3月『小里前遺跡 ・ 庵原館跡』　静岡市埋蔵文化
財調査報告　静岡市教育委員会

（22）-40 株式会社パスコ静岡支店（野尻義敬 ・ 金井美幸）編2017年3月『町屋遺跡』　静岡市埋蔵文化財調査報告　静岡市教育委員会

（22）-41
平野修「町屋遺跡出土の甲斐型土器と製塩土器について」 （株式会社パスコ静岡支店（野尻義敬 ・ 金井美幸）編2017年3月『町屋
遺跡』　静岡市埋蔵文化財調査報告　静岡市教育委員会）

（22）-42
株式会社パスコ静岡支店（松村由記 ・ 金井美幸）編2018年3月『町屋遺跡（第2次）』　静岡市埋蔵文化財調査報告　静岡市教育委
員会

（22）-43 静岡市教育委員会編2018年３月『小里前遺跡 ・ 庵原館跡　第3次』　静岡市埋蔵文化財調査報告　静岡市教育委員会

（22）-44
大成エンジニアリング株式会社埋蔵文化財部門（市川康弘）編2018年３月『小里前遺跡 ・ 庵原館跡　第4次』　静岡市埋蔵文化財調
査報告　静岡市教育委員会

（22）-45
黒住耐二（千葉県立中央博物館） 「梶子遺跡の貝塚堆積層から得られた貝類遺体」 （丸山真史（東海大学）編2019年3月『梶子遺
跡　第19次 ・ 20次　古環境調査編』　浜松市教育委員会（全3冊、本文編（第1分冊）、写真図版編（第2分冊）、古環境調査編（第3分
冊））

（22）-46
平野修「古代の塩生産と流通からみた移配エミシの役割　甲斐と駿河における予察」 『山梨県考古学協会誌』 第27号　山梨県考
古学協会　2020年6月
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22001 鮑田遺跡
静岡県静岡市清水区今泉
鮑田

製塩土器（渥美式） 古代 （22）-1、（22）-31、（22）-32

22002 小里前遺跡
静岡県静岡市清水区庵原
町

製塩土器（鉢形平底布目 ・
ナデ）

8〜9世紀前半
（22）-39、（22）-43、
（22）-44、（22）-46

22003 町屋遺跡
静岡県静岡市清水区庵原
町

製塩土器（鉢形布目・ナデ）
9世紀前半〜10世紀
中

（22）-40、（22）-41、
（22）-42、（22）-46

22004 伊場遺跡
静岡県浜松市中区東伊場2
丁目

製塩土器（渥美式、鉢形布
目）

奈良時代
（22）-3、（22）-16、（22）-22、
（22）-32

22005 鳥居松遺跡 静岡県浜松市中区森田町 製塩土器（渥美式）
奈良時代（8世紀前
半 ・ 中）

（22）-30

22006 中村遺跡
静岡県浜松市中区東伊場1
丁目

製塩土器（渥美式） 奈良時代 （22）-10、（22）-20

22007 梶子北遺跡
静岡県浜松市中区南伊場
町

製塩土器（渥美式） 奈良時代
（22）-5、（22）-14、（22）-20、
（22）-45

22008 三永遺跡
静岡県浜松市中区西伊場
町

製塩土器（渥美式） 奈良時代 （22）-20、（22）-32

22009 笠井遺跡 静岡県浜松市東区笠井町 製塩土器（渥美式） 奈良時代 （22）-29、（22）-33

22010 森西遺跡
静岡県浜松市東区天竜川
町

製塩土器（渥美式） 奈良時代 （22）-12、（22）-32

22011 桓武山ノ花遺跡 静岡県浜松市東区桓武町 製塩土器（渥美式） 奈良時代 （22）-6、（22）-20

22012 桓武西浦遺跡 静岡県浜松市東区桓武町 製塩土器（渥美式） 奈良時代 （22）-7、（22）-20

22013 下滝遺跡 静岡県浜松市東区半田山 製塩土器（渥美式） 奈良時代 （22）-4、（22）-20

22014 東畑屋遺跡
静岡県浜松市東区有玉南
町

製塩土器（渥美式） 奈良時代 （22）-20

22015 西畑屋遺跡
静岡県浜松市東区有玉南
町

製塩土器（渥美式？） 7〜8世紀 （22）-26

22016 宮竹野際遺跡 静岡県浜松市東区宮竹町 製塩土器（渥美式） 8〜9世紀 （22）-36

22017 東前遺跡
静岡県浜松市西区志都呂
町

製塩土器（渥美式） 奈良時代 （22）-20、（22）-24、（22）-32

22018 舞阪町天白遺跡
静岡県浜松市西区舞阪町
舞阪

製塩土器（渥美式） 7〜8世紀 （22）-28

22019 中屋遺跡 静岡県浜松市北区根堅 製塩土器（渥美式） 7〜8世紀 （22）-35

22020 井通遺跡
静岡県浜松市北区細江町
広岡字井通

製塩土器（渥美式） 7〜9世紀
（22）-17、（22）-19、
（22）-21、（22）-32

22021 葭本遺跡 静岡県浜松市北区細江町 製塩土器（渥美式） 古代 （22）-37

22022 矢畑遺跡
静岡県浜松市北区引佐町
井伊谷字矢畑

製塩土器（渥美式） 古代 （22）-11、（22）-23、（22）-32

22023 八畑遺跡 静岡県浜松市 製塩土器（渥美式） 奈良時代 （22）-20

22024 八坂別所遺跡 静岡県掛川市八坂別所 製塩土器（渥美式） 奈良時代 （22）-15、（22）-20、（22）-32

22025 坂尻遺跡 静岡県袋井市国本 製塩土器（渥美式？） 奈良時代 （22）-2

22026 天の川遺跡 静岡県牧之原市大沢 製塩土器（渥美式） 古代 （22）-25、（22）-32

22027 北垣遺跡
静岡県周智郡森町円田字
北垣

製塩土器（渥美式） 古代 （22）-38
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日本塩業史研究文献目録 （考古編）

（23）　愛知県

（23）-1 大場磐雄「愛知県知多郡豊浜町発見の遺跡遺物」 『考古学雑誌』第22巻第5号　日本考古学会　1932年5月

（23）-2 吉田富夫「尾張国知多郡師崎町汁谷の弥生式遺跡」 『古代文化』第12第2号　日本古代文化学会　1941年2月

（23）-3 杉崎章「知多半島における古代漁村集落の土器」 『古代学研究』第15 ・ 16合併号　古代学研究会　1956年11月

（23）-4 横山将三郎「一宮村炭焼平古墳発掘調査報告」 『愛知大学綜合郷土研究所紀要』第4輯　愛知大学綜合郷土研究所　1958年3月

（23）-5 碧南市史編纂委員会編1958年『碧南市史』第1巻　碧南市

（23）-6 芳賀陽「青山貝塚一渥美半島における古代漁村の土器ー」 『古代学研究』第20号　古代学研究会　1959年4月

（23）-7
清田治 ・ 芳賀陽 ・ 杉崎章「知多 ・ 渥美両半島における古代海浜集落一愛知県渥美町大森遺跡予報ー」 『考古学研究』第7巻第3
号（27号）　1960年

（23）-8
杉崎章「東海地方における古代海浜集落とその墳墓」 『日本考古学協会第27回総会研究発表要旨』　日本考古学協会　國學院大
學　1961年4月

（23）-9 杉崎章「東海地方における古代海浜集落の文化」 『歴史研究』 10号　新人物往来社　1962年

（23）-10 山田和麻呂 ・ 野々村邦雄 ・ 山田和順 ・ 吉岡郁夫「愛知県篠島の遺跡」 『人類学雑誌』第70巻第2号　日本人類学会　1962年3月

（23）-11 近藤義郎「知多 ・ 渥美地方における製塩土器の研究」 『日本塩業の研究』第8集　日本塩業研究会　1965年3月

（23）-12
宮川芳照 ・ 磯部幸男 ・ 杉崎章「尾張国日間賀島北地古墳群の調査概報」 『古代学研究』第42 ・ 43合併号　古代学研究会　1966
年3月

（23）-13
斎藤嘉彦 ・ 杉浦茂治「八幡社貝塚」 （杉浦茂治 ・ 斎藤嘉彦 ・ 直良信夫 ・ 久永春男1966年11月『高浜町の先史 ・ 古代遺跡』　高
浜町誌編纂委員会）

（23）-14
斎藤嘉彦 ・ 杉浦茂治「正林寺貝塚」 （杉浦茂治 ・ 斎藤嘉彦 ・ 直良信夫 ・ 久永春男1966年11月『高浜町の先史 ・ 古代遺跡』　高
浜町誌編纂委員会）

（23）-15
斎藤嘉彦・杉浦茂治「高浜町内におけるその他の遺跡」 （杉浦茂治・斎藤嘉彦・直良信夫・久永春男1966年11月『高浜町の先史・
古代遺跡』　高浜町誌編纂委員会）

（23）-16
久永春男 ・ 斎藤嘉彦「王江遺跡」 （杉浦茂治 ・ 斎藤嘉彦 ・ 直良信夫 ・ 久永春男1966年11月『高浜町の先史 ・ 古代遺跡』　高浜
町誌編纂委員会）

（23）-17 澄田正一 ・ 大参義一ほか「萩原中学校河田遺跡」 『新編一宮市史』資料編二　一宮市　1967年3月

（23）-18 杉崎章 ・ 立松宏 ・ 島五郎ほか「半田市西の宮貝塚」 『半田市誌』資料編第1　半田市　1968年3月

（23）-19 刈谷市教育委員会（加藤岩蔵ほか）編1968年3月『愛知県刈谷市　中条貝塚』　刈谷市教育委員会

（23）-20 津島市史編纂委員会（吉田富夫）編1968年10月『津島市　埋田遺跡発掘調査報告』　津島市史編纂委員会

（23）-21 伊藤晃雄「埋田遺跡」 （津島市史編さん委員会編1970年3月『津島市史』資料編（一）　津島市教育委員会）

（23）-22 伊藤晃雄「寺野遺跡」 （津島市史編さん委員会編1970年3月『津島市史』資料編（一）　津島市教育委員会）
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（23）-23 「佐久島の古墳（製塩土器）」 （一色町町誌編さん委員会編1970年4月『一色町誌』　一色町役場）

（23）-24 杉崎章「愛知県渥美町青山貝塚」 『日本考古学年報』 19　日本考古学協会　1971年3月

（23）-25
杉崎章「付載第2　上ゲ遺跡」 （常滑市教育委員会編1971年4月『常滑市毘沙クゼ古窯址群　南釜谷古窯址　上ゲ遺跡』　常滑市文
化財調査報告第2集　常滑市教育委員会）

（23）-26 東海市教育委員会（杉崎章）編1971年6月『愛知県東海市柳が坪遺跡　高御前遺跡　松崎貝塚』　東海市教育委員会

（23）-27 吉田富夫1972年3月『東海市名和町堂ノ前貝塚発掘調査報告』　東海市教育委員会

（23）-28 山下勝年「小枡遺跡」 『郷土文化会誌みなみ』第13号　南知多町郷土研究会　1972年

（23）-29 刈谷市教育委員会（加藤岩蔵 ・ 斉藤嘉彦）編1972年3月『本刈谷貝塚』　刈谷市教育委員会

（23）-30 加藤岩蔵編1972年7月『惣作遺跡』　大府市教育委員会

（23）-31 杉崎章「知多 ・ 渥美半島の土器製塩」 『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

（23）-32
美浜町教育委員会（杉崎章 ・ 磯部幸男 ・ 宮川芳照 ・ 山下勝年）編1972年12月『愛知県知多郡美浜町　奥田製塩遺跡』　美浜町文
化財調査報告第1集　美浜町教育委員会

（23）-33 池田陸介「東海市名和の遺跡」 『古代人』第26号　名古屋考古学会　1973年

（23）-34
池田陸介「東海市名和町の遺跡　一部隣接地名古屋市緑区大高町の遺跡も含めて」 『文化財調査委員報告書』　東海市教育委員
会　1973年

（23）-35
杉浦敦太郎「自然環境 ・ 原始古代一製塩土器」 （西尾市史編纂委員会編1973年11月『西尾市史』 1 （自然環境 ・ 原始古代）　西
尾市）

（23）-36 加賀宣勝1974年『星崎の塩　続2』　加賀宣勝

（23）-37 三渡俊一郎 ・ 荒川泰 ・ 伊藤鈔吾1974年9月『星崎の塩浜』増補改訂　星崎塩浜資料保存会

（23）-38 猿投遺跡調査会（大橋勤）編1974年12月『愛知県豊田市　伊保遺跡』　猿投遺跡調査会

（23）-39 三渡俊一郎 ・ 池田陸介 ・ 吉村睦志1975年1月『名和 ・ 大高の歴史』　東海市教育委員会

（23）-40 岡崎市教育委員会（斎藤嘉彦）編1975年3月『坂戸遺跡』　岡崎市教育委員会

（23）-41 東海市教育委員会（杉崎章 ・ 磯部幸男 ・ 宮川芳照 ・ 山下勝年ほか）編1977年3月『松崎貝塚発掘調査報告』　東海市教育委員会

（23）-42
南知多町教育委員会（磯部幸男 ・ 山下勝年 ・ 宮川芳照 ・ 杉崎章）編1977年3月『日間賀島の古墳』　南知多町文化財調査報告第
2集　南知多町教育委員会

（23）-43 日本塩業大系編集委員会（近藤義郎）編1978年3月『日本塩業大系　史料編　考古』　日本専売公社

（23）-44
早川信三 ・ 池田陸介 ・ 長谷川昭二「東海市名和町一番畑遺跡」 『文化財調査委員報告書』第5集　東海市教育委員会　1978年3
月

（23）-45
小山塚古墳調査団（芳賀陽 ・ 小畑頼考）編1978年5月『小山塚遺跡　附載1竜源院遺跡　附載2大岩古窯址群における表採遺物』　
小山塚古墳調査団

（23）-46
知多市教育委員会（杉崎章 ・ 磯部幸男 ・ 宮川芳照ほか）編1979年3月『法海寺遺跡』　知多市文化財報告第15集　知多市教育委
員会
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（23）-47
南知多町教育委員会（杉崎章 ・ 磯部幸男 ・ 宮川芳照ほか）編1979年3月『日間賀島の古墳』　南知多町文化財調査報告第3集　南
知多町教育委員会

（23）-48 西の浜久衛森遺跡調査団（小野田勝一ほか）編1979年11月『西の浜久衛森遺跡調査概報』　西の浜久衛森遺跡調査団

（23）-49 森田勝三「付載　八幡上遺跡」 『愛知県渥美半島　西の浜久衛森遺跡』　西の浜久衛森遺跡調査団　1980年9月

（23）-50
西の浜久衛森遺跡調査団（小野田勝一 ・ 藤城願 ・ 安井俊則ほか）編1980年9月『愛知県渥美半島　西の浜久衛森遺跡』　西の浜
久衛森遺跡調査団

（23）-51 宮川芳照「原始 ・ 古代　製塩遺跡」 （知多市誌編さん委員会編1981年3月『知多市誌』本文編　知多市）

（23）-52 知多市教育委員会（杉崎章）編1982年3月『細見遺跡』　知多市文化財報告第18集　知多市教育委員会

（23）-53 刈谷市教育委員会（森達也 ・ 矢田直幸）編1982年3月『八ツ崎貝塚』　刈谷市教育委員会

（23）-54 名古屋市博物館編1982年4月『吉田富夫コレクション  第6回収蔵品展図録』　名古屋市博物館

（23）-55 奥川弘成 ・ 杉崎章「製塩遺跡」 （知多市誌編さん委員会編1983年3月『知多市誌』資料編二　知多市）

（23）-56 磯部幸男 ・ 山下勝年「古代製塩遺跡」 （武豊町誌編さん委員会編1983年3月『武豊町誌』資料編2　武豊町）

（23）-57
田中信夫 ・ 福岡晃彦 ・ 宮越健司「阿弥陀寺南遺跡」 『環状2号線関係埋蔵文化財発掘調査年報2』　財団法人愛知県教育サービ
スセンター埋蔵文化財調査部　1984年3月

（23）-58 稲沢市教育委員会（日野幸治）編1984年3月『尾張国府跡発掘調査報告書（6）』　稲沢市文化財調査報告20　稲沢市教育委員会

（23）-59
愛知県教育サービスセンター埋蔵文化財調査部（赤塚次郎）編1984年3月『勝川』　愛知県教育サービスセンター埋蔵文化財調査
報告書第1集　財団法人愛知県教育サービスセンター

（23）-60
東海市教育委員会（杉崎章 ・ 立松彰）編1984年7月『愛知県東海市松崎貝塚第2次発掘調査報告書　付載塚森遺跡』　東海市教育
委員会

（23）-61
知多市教育委員会（杉崎章 ・ 中野晴久ほか）編1984年8月『知多市八幡細見遺跡一第2次調査ー』　知多市文化財資料第20集　知
多市教育委員会

（23）-62 山下勝年「市場遺跡」 『山崎古墳』　武豊町文化財調査報告書第3集　武豊町教育委員会　1984年10月

（23）-63 磯部幸男「小迎遺跡」 『山崎古墳』　武豊町文化財調査報告書第3集　武豊町教育委員会　1984年10月

（23）-64 立松彰「知多地方における製塩土器の編年」 『知多古文化研究』第1号　知多古文化研究会　1984年12月

（23）-65 杉崎彰ほか「古代土器製塩」 （武豊町誌編さん委員会編1984年12月『武豊町誌』本文編　武豊町）

（23）-66 美浜町誌編さん委員会（磯部幸男 ・ 杉崎章ほか）編1985年3月『美浜町誌』資料編2　美浜町役場

（23）-67
名古屋市見晴台考古資料館（平出紀男 ・ 水野裕之ほか）編1985年7月『天白 ・ 元屋敷遺跡発掘調査報告書』　名古屋市文化財調
査報告16　名古屋市教育委員会

（23）-68 池田陸介「名和の製塩遺跡と松崎貝塚」 『名和の歴史』　池田陸介　1985年7月

（23）-69
赤塚次郎「愛知県」 （埋蔵文化財研究会第19回研究集会世話人編1986年2月『海の生産用具ー弥生時代から平安時代までー　資
料集3』　埋蔵文化財研究会第19回研究集会世話人）

（23）-70 名古屋市見晴台考古資料館（竹内宇哲）編1986年3月『正木町遺跡発掘調査概要報告書』　名古屋市教育委員会
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（23）-71 加藤岩蔵「惣作遺跡」 （大府市誌編さん刊行委員会編1986年3月『大府市誌』　大府市）

（23）-72 東海市教育委員会（立松彰）編1986年3月『尾張長光寺製塩遺跡』　東海市教育委員会

（23）-73
豊橋市教育委員会（贄元洋・鈴木敏則・小林久彦）編1986年3月『石巻神郷地区ほ場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』　
豊橋市埋蔵文化財発掘調査報告書第6集　豊橋市教育委員会

（23）-74 杉崎章「東海地方の古代海浜集落」 『知多古文化研究』 2　知多古文化研究会　1986年4月

（23）-75 立松彰「南知多町の神護寺遺跡と長谷遺跡出土遺物」 『知多古文化研究』 2　知多古文化研究会　1986年4月

（23）-76
知多市教育委員会（杉崎章 ・ 坂野俊哉ほか）編1986年8月『知多市八幡細見遺跡一第3次調査ー』　知多市文化財資料第22集　知
多市教育委員会

（23）-77 名古屋市見晴台考古資料館編1987年3月『伊勢山中学校遺跡第3次発掘調査概要報告書』　名古屋市教育委員会

（23）-78 東海市教育委員会（立松彰）編1987年3月『菩薩遺跡』　東海市教育委員会

（23）-79 蒲郡市教育委員会（小笠原久和）編1987年3月『月田遺跡発掘調査報告書』　蒲郡市教育委員会

（23）-80 小林久彦「青山貝塚出土の土器について」 『ホリデー考古』第7号　ホリデー考古刊行会　1987年

（23）-81 立松彰「知多 ・ 渥美式製塩土器の分布」 『知多古文化研究』 3　知多古文化研究会　1987年4月

（23）-82 渡辺誠「粗塩 ・ 堅塩 ・ 焼塩のこと」 『月刊考古学ジャーナル』第284号　ニュー ・ サイエンス社　1987年12月

（23）-83
高蔵遺跡夜寒地区調査会（重松和男 ・ 大江達子 ・ 近藤恵）編1987年12月『高蔵遺跡発掘調査報告書』　名古屋市文化財調査報
告20　名古屋市教育委員会

（23）-84 立松彰「知多の製塩ー古代の土器製塩をめぐってー」 『ＮＦＵ　日本福祉大学評論誌』 41号　日本福祉大学　1988年3月

（23）-85
愛知県埋蔵文化財センター （松原隆治）編1988年3月『勝川遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第3集　財団法人愛知県埋
蔵文化財センター

（23）-86 東海市教育委員会（立松彰）編1988年3月『トゝメキ遺跡』　東海市教育委員会

（23）-87 愛知県教育委員会編1988年3月『愛知県遺跡分布地図2　知多 ・ 西三河』　愛知県教育委員会

（23）-88
渥美町教育委員会（久永春男 ・ 芳賀陽 ・ 小野田勝一ほか）編1988年3月『藤原古墳群』　渥美町埋蔵文化財調査報告書5　渥美町
教育委員会

（23）-89
幸田町教育委員会（小笠原久和 ・ 栗田真澄）編1988年3月『東光寺遺跡発掘調査概要報告書　第4 ・ 5 ・ 6次調査』　幸田町教育委
員会

（23）-90
岡本茂史「付載　西中神明社南遺跡の調査」 （知立市教育委員会（岡本茂史）編1988年3月『知立市西中遺跡群発掘調査報告書3 
（荒新切遺跡1）』　知立市教育委員会）

（23）-91 ドウツン松遺跡調査会 （小野田勝一）編1988年7月『ドウツン松遺跡 』　ドウツン松遺跡調査会

（23）-92 小野田勝一「各地の製塩と西の浜の製塩」 『ドウツン松遺跡 』　ドウツン松遺跡調査会　1988年7月

（23）-93 小野田勝一「参考資料　八幡上遺跡出土製塩土器」 『ドウツン松遺跡 』　ドウツン松遺跡調査会　1988年7月

（23）-94 小野田勝一「西の浜の製塩遺跡の分布」 『ドウツン松遺跡 』　ドウツン松遺跡調査会　1988年7月
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（23）-95 福岡猛志「生道塩について」 （半田市誌編さん委員会編1988年11月『新修　半田市誌　本文編上巻』　半田市）

（23）-96 加藤岩蔵「塩業の展開」 （刈谷市史編さん委員会編1989年3月『刈谷市史　第1巻　本文（原始 ・ 古代 ・ 中世）』　刈谷市）

（23）-97 南知多町教育委員会（山下勝年）編1989年3月『神明社貝塚』　南知多町文化財調査報告書第8集　南知多町教育委員会

（23）-98 磯部幸男「篠島の原始 ・ 古代遺跡」 『神明社貝塚』　南知多町文化財調査報告書第8集　南知多町教育委員会　1989年3月

（23）-99
愛知県埋蔵文化財センター （酒井俊彦）編1989年3月『諏訪遺跡 ・ 杉山端城跡』　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第7集　
財団法人愛知県埋蔵文化財センター

（23）-100
愛知県埋蔵文化財センター （池本正明）編1989年3月『加美遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第8集　財団法人愛知県埋
蔵文化財センター

（23）-101 加藤岩蔵「古代の製塩遺跡」 （刈谷市史編さん編集委員会編1989年3月『刈谷市史』第5巻　資料（自然 ・ 考古）　刈谷市）

（23）-102 刈谷市教育委員会（矢田直幸 ・ 伊藤利和ほか）編1989年3月『上カス貝塚』　刈谷市教育委員会

（23）-103 高浜市教育委員会（上田敏正）編1989年3月『高浜市研屋遺跡発掘調査報告書』　高浜市教育委員会

（23）-104 知立市教育委員会（岡本茂史）編1989年3月『西中遺跡群4 ー荒新切遺跡2 ・ 西中神明社南遺跡－』　知立市教育委員会

（23）-105 立松彰「知多の土器製塩と『生道塩』」 『知多古文化研究』 5　知多古文化研究会　1989年4月

（23）-106 森勇一「松崎遺跡の古代製塩について」 『埋蔵文化財愛知』№17　財団法人愛知県埋蔵文化財センター　1989年7月

（23）-107
岩瀬彰利「玉川変電所遺跡出土の遺物についてー絹村良氏採集資料によるー」 『三河考古』第2号　三河考古刊行会　1989年10
月

（23）-108 小野田勝一編1989年11月『山崎遺跡調査概報』　山崎遺跡発掘調査会

（23）-109 尾西市教育委員会（伊藤和彦）編1990年3月『大平遺跡発掘調査報告書』　尾西市教育委員会

（23）-110 稲沢市教育委員会（北條献示）編1990年3月『東畑廃寺跡発掘調査報告書（2）』　稲沢市文化財調査報告35　稲沢市教育委員会

（23）-111 愛知県教育委員会編1990年3月『愛知県遺跡分布地図3　東三河地区』　愛知県教育委員会

（23）-112 西尾市教育委員会（松井直樹）編1990年3月『愛知県西尾市　志貴野遺跡』　西尾市教育委員会

（23）-113
愛知県埋蔵文化財センター （池本正明 ・ 酒井俊彦）編1990年3月『志貴野遺跡　小島遣跡跡』　愛知県埋蔵文化財センター調査報
告書第13集　財団法人愛知県埋蔵文化財センター

（23）-114
遠藤才文「尾張古代製塩をめぐる2、 3の問題一研屋遺跡の歴史的評価に関説してー」 『マージナル』 10　愛知考古学談話会　
1990年4月

（23）-115 森勇一「珪藻分析によって得られた古代製塩についての一考察」 『考古学雑誌』第76巻第3号　日本考古学会　1991年3月

（23）-116
愛知県埋蔵文化財センター （宮腰健司ほか）編1991年3月『大渕遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第18集　財団法人愛知
県埋蔵文化財センター

（23）-117 稲沢市教育委員会（北條献示）編1991年3月『東畑廃寺跡発掘調査報告書（3）』　稲沢市文化財調査報告36　稲沢市教育委員会

（23）-118 加藤岩蔵「惣作遺跡」 『大府市誌　資料編　考古』　大府市　1991年3月
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（23）-119 知多市教育委員会（青木修 ・ 杉崎章 ・ 渡辺誠）編1991年3月『二股貝塚』　知多市文化財資料第30集　知多市教育委員会

（23）-120
愛知県埋蔵文化財センター （福岡晃彦）編1991年3月『松崎遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第20集　財団法人愛知
県埋蔵文化財センター

（23）-121
渡辺誠「松崎遺跡におけるブロック ・ サンプリングの調査報告」 『松崎遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第20集　財
団法人愛知県埋蔵文化財センター　1991年3月

（23）-122 東海市教育委員会（立松彰）編1991年3月『大木之本遺跡発掘調査報告書　付載留木第8号窯発掘調査報告』　東海市教育委員会

（23）-123 小畑頼孝「愛知県田原町大字吉胡字矢崎（吉胡貝塚）出土の製塩土器」 『ホリデー考古』第9号　ホリデー考古刊行会　1991年

（23）-124 山崎遺跡発掘調査会（小野田勝一）編1991年3月『山崎遺跡』　田原町教育委員会

（23）-125 小野田勝一「第二章　古代製塩と渥美」 （渥美町史編さん委員会編1991年3月『渥美町史』考古 ・ 民俗編　渥美町）

（23）-126
小野田勝一「第3節　調査された製塩遺跡　八幡上遺跡（第1次と第2次調査）」 （渥美町史編さん委員会編1991年3月『渥美町史』考
古 ・ 民俗編　渥美町）

（23）-127 豊田市教育委員会（杉浦裕幸）編1991年3月『梅坪遺跡　第4次調査概要報告書』　豊田市文化財叢書第21　豊田市教育委員会

（23）-128
愛知県埋蔵文化財センター （酒井俊彦）編1991年3月『清水遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第25集　財団法人愛知
県埋蔵文化財センター

（23）-129
名古屋市見晴台考古資料館（水野裕之 ・ 伊藤正人 ・ 野口泰子）編1991年3月『緑区大高町　菩薩遺跡　 第2次調査の概要』　名古
屋市教育委員会

（23）-130 西尾市教育委員会（松井直樹）編1991年3月『八ツ面山北部遺跡1－八ツ面町地区』　西尾市教育委員会

（23）-131 名古屋市教育委員会（水野裕之）編1991年8月『竪三蔵通遺跡　第11次調査の概要』　名古屋市教育委員会

（23）-132 服部救「塩田遺跡と唐崎遺跡について」 『常滑市民俗資料館友の会だより』第10号　常滑市民俗資料館友の会　1991年9月

（23）-133
広瀬和雄「大阪湾岸と三河湾岸の土器製塩一首長ネットワーク論の提唱一」 『弥生文化博物館研究報告』第1集　大阪府立弥生博
物館　1992年3月

（23）-134
愛知県埋蔵文化財センター （服部信博）編1992年3月『山中遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第40集　財団法人愛知県埋
蔵文化財センター

（23）-135 知立市教育委員（岡本茂史）編1992年3月『西中神明社南遺跡発掘調査報告書』　知立市教育委員会

（23）-136
金森昭憲「愛知県西尾市　清水遺跡ー発掘資料報告ー」 『南山大学人類学博物館紀要』第13号（平成3 ・ 1991年度）　南山大学人
類学博物館　1992年3月

（23）-137 西尾市教育委員会（松井直樹）編1992年3月『愛知県西尾市八ツ面山北部遺跡2　中原町地区』　西尾市教育委員会

（23）-138
名古屋市見晴台考古資料館（木村光一）編1993年3月『名古屋市緑区大高町　菩薩遺跡　第3次発掘調査の概要』　名古屋市教育
委員会

（23）-139 刈谷市教育委員会（杉浦知）編1993年3月『尾張三河地方の考古資料図録』　谷沢靖氏寄贈資料1　刈谷市教育委員会

（23）-140
杉浦知「王江遺跡」 （刈谷市教育委員会（杉浦知）編1993年3月『尾張三河地方の考古資料図録』　谷沢靖氏寄贈資料1　刈谷市教
育委員会）

（23）-141
山崎遺跡調査会（小野田勝一 ・ 森田勝三）編1993年3月『愛知県渥美郡田原町　山崎遺跡』　田原町埋蔵文化財調査報告書第6集　
田原町教育委員会

（23）-142
小野田勝一「八幡上遺跡」 『愛知県埋蔵文化財情報』 8 （平成3年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法人愛知県埋蔵文化財センター　
1993年3月
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（23）-143
岩瀬彰利「波入江遺跡」 『愛知県埋蔵文化財情報』 8 （平成3年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法人愛知県埋蔵文化財センター　
1993年3月

（23）-144 西尾市教育委員会（鈴木とよ江）編1993年3月『八ツ面山北部遺跡3　蔵屋敷地区』　西尾市教育委員会

（23）-145 立松彰「三河湾の島々の製塩土器」 『知多古文化研究』 7　知多古文化研究会　1993年4月

（23）-146 名古屋大学考古学研究室（渡辺誠）編1993年8月『法海寺遺跡2』　知多市文化財資料第31集　知多市教育委員会

（23）-147
森田勝三「渥美半島先端部の脚台付製塩土器」 （渥美町郷土資料館編1993年10月『特別展　古代の塩づくり』展覧会カタログ 　渥
美町郷土資料館）

（23）-148 小野田勝一「渥美の製塩」 （渥美町郷土資料館編1993年10月『特別展　古代の塩づくり』展覧会カタログ 　渥美町郷土資料館）

（23）-149 立松彰「古代の塩づくり」 （渥美町郷土資料館編1993年10月『特別展　古代の塩づくり』展覧会カタログ 　渥美町郷土資料館）

（23）-150 立松彰「愛知県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（23）-151
木村光一「菩薩遺跡（第3次調査） 『愛知県埋蔵文化財情報』 9 （平成4年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法人愛知県埋蔵文化財
センター　1994年3月

（23）-152
安井俊則「伊川津貝塚」 『愛知県埋蔵文化財情報』 9 （平成4年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法人愛知県埋蔵文化財センター　
1994年3月

（23）-153 尾張旭市教育委員会（七原惠史 ・ 木村哲雄）編1994年3月『尾張旭市　渋川城館跡 ・ 渋川遺跡』　尾張旭市教育委員会

（23）-154
愛知県埋蔵文化財センター （赤塚次郎）編1994年3月『松河戸遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第48集　財団法人愛知県
埋蔵文化財センター

（23）-155 岡崎市教育委員会（荒井信貴 ・ 伊藤久美子）編1994年3月『ハサマ遺跡発掘調査報告書』　岡崎市教育委員会

（23）-156 名古屋市立博物館（梶山勝）編1994年3月『発掘された東海の古代　律令制下の国々』 1994特別展図録　名古屋市博物館

（23）-157 高浜市教育委員会（斎藤嘉彦 ・ 杉浦敏也）編1994年3月『八幡社貝塚範囲確認調査報告書』　高浜市教育委員会

（23）-158
杉浦茂治 ・ 斉藤嘉彦「附載　八幡社貝塚　昭和39年発掘分」 『八幡社貝塚範囲確認調査報告書』　高浜市教育委員会　1994年3
月

（23）-159 知立市教育委員会（岡本茂史）編1994年3月『腰前遺跡発掘調査概報』　知立市教育委員会

（23）-160
名古屋市教育委員（服部哲也）編1994年8月『尾張元興寺跡発掘調査報告書』　名古屋市文化財調査報告28　名古屋市教育委員
会

（23）-161 森泰通「上小田遺跡出土の古瓦をめぐって」 『三河考古』第7号　三河考古刊行会　1994年10月

（23）-162 豊橋市教育委員会（小林久彦）編1994年10月『橋良遺跡』　豊橋市埋蔵文化財調査報告書第18集　豊橋市教育委員会

（23）-163
森泰通「先生のくれたメモ　大窪遺跡の遠賀川式土器と製塩土器」 『磯谷清市氏寄贈考古資料図録』　豊田市文化叢書24　豊田市
教育委員会　1994年11月

（23）-164 豊田市郷土資料館（吉村睦志）編1994年11月『磯谷清市氏寄贈考古資料図録』　豊田市文化叢書24　豊田市教育委員会

（23）-165 豊橋市教育委員会（岩瀬彰利）編1994年12月『波入江遺跡』　豊橋市埋蔵文化財調査報告書第22集　豊橋市教育委員会

（23）-166
内藤高玲「小針遺跡」 『愛知県埋蔵文化財情報』 10 （平成5年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法人愛知県埋蔵文化財センター　
1995年3月
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（23）-167
山本ひろみ「腰前遺跡」 『愛知県埋蔵文化財情報』 10 （平成5年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法人愛知県埋蔵文化財センター　
1995年3月

（23）-168 刈谷市教育委員会（矢田直幸）編1995年3月『芋川遺跡』　刈谷市教育委員会

（23）-169
愛知県埋蔵文化財センター （都築暢也）編1995年3月『島田陣屋遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第58集　財団法人
愛知県埋蔵文化財センター

（23）-170
伊川津遺跡調査会（小野田勝 ・ 芳賀陽 ・ 安井俊則）編1995年3月『伊川津遺跡　1992年度調査』　渥美町埋蔵文化財調査報告書
第7集　渥美町教育委員会

（23）-171
豊田市郷土資料館（杉浦裕幸）編1995年3月『梅坪遺跡2　第5 ・ 6次調査発掘報告書』　豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書第3集　
豊田市教育委員会

（23）-172
西尾市教育委員会（鈴木とよ江）編1995年3月『愛知県西尾市　貝ス貝塚 ・ 新御堂遺跡』　西尾市埋蔵文化財発掘調査報告書第3
集　西尾市教育委員会

（23）-173
名古屋市見晴台考古資料館（水野裕之ほか）編1995年3月『名古屋市守山区中志段味　天白 ・ 元屋敷遺跡発掘調査報告書』　名
古屋市教育委員会

（23）-174
磯部利彦「土器製塩における採鹹の季節性〜伊勢湾 ・ 三河湾を中心にして〜」 『知多古文化研究』 9　知多古文化研究会　1995
年4月

（23）-175 森崇史「汁谷遺跡採集遺物報告」 『知多古文化研究』 9　知多古文化研究会　1995年4月

（23）-176 宮腰健司「幡豆町出土の製塩土器」 『考古学フォーラム』 6　愛知考古学談話会　1995年5月

（23）-177
豊橋市教育委員会（岩原剛）編1996年1月『王郷遺跡』　豊橋市埋蔵文化財調査報告書第28集　豊橋市教育委員会 ・ 豊橋市遺跡
調査会

（23）-178
稲沢市内遺跡発掘調査団（北條献示 ・ 日野幸治）編1996年3月『北市場町地内埋蔵文化財発掘調査報告書』　稲沢市内遺跡発掘
調査団 ・ 稲沢北市場土地区画整理組合

（23）-179 名古屋大学考古学研究室（渡辺誠 ・ 桐山秀穂ほか）編1996年3月『下内橋遺跡』　知多市文化財資料第33集　知多市教育委員会

（23）-180
南知多町教育委員会（森崇史）編1996年3月『口田面遺跡 ・ 南風ヶ崎遺跡』　南知多町文化財調査報告書第10集　南知多町教育
委員会

（23）-181 知立市教育委員会（大野真規）編1996年3月『小針遺跡発掘調査報告書』　知立市教育委員会

（23）-182
内藤高玲「小針遺跡」 『愛知県埋蔵文化財情報』 11 （平成6年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法人愛知県埋蔵文化財センター　
1996年3月

（23）-183
山本ひろみ「腰前遺跡」 『愛知県埋蔵文化財情報』 11 （平成6年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法人愛知県埋蔵文化財センター　
1996年3月

（23）-184
豊田市教育委員会（杉浦裕幸）編1996年3月『梅坪遺跡3　第7次調査発掘報告書』　豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書第5集　豊
田市教育委員会

（23）-185 豊田市郷土資料館（森泰通）編1996年3月『神明遺跡』　豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書第6集　豊田市教育委員会

（23）-186
森泰通「豊田市域出土の製塩土器について」 『神明遺跡』　豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書第6集　豊田市教育委員会　1996
年3月

（23）-187
西尾市教育委員会（松村直樹 ・ 鈴木とよ江）編1996年3月『住崎遺跡』　西尾市埋蔵文化財発掘調査報告書第4集　西尾市教育委
員会

（23）-188 立松彰「前方後円墳時代における尾張 ・ 三河の土器製塩」 『知多古文化研究』 10　知多古文化研究会　1996年5月

（23）-189 杉浦知「西三河の古代製塩土器について」 『知多古文化研究』 10　知多古文化研究会　1996年5月

（23）-190 磯部利彦「採鹹実験からの一考察」 『知多古文化研究』 10　知多古文化研究会　1996年5月
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（23）-191 立松彰「資料紹介　愛知県常滑市 ・ 狐塚遺跡の土棒」 『知多古文化研究』 10　知多古文化研究会　1996年5月

（23）-192 大矢頭「豊田市高橋遺跡の方形周溝墓」 『三河考古』第9号　三河考古刊行会　1996年5月

（23）-193
愛知県埋蔵文化財センター （秋田幸純）編1996年8月『烏帽子遺跡』』　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第63集　財団法人
愛知県埋蔵文化財センター

（23）-194
愛知県埋蔵文化財センター （蟹江吉弘）編1996年8月『清洲城下町遺跡6』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第65集　財団法人
愛知県埋蔵文化財センター

（23）-195
愛知県埋蔵文化財センター （永井宏幸）編1996年8月『大毛沖遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第66集　財団法人愛知県
埋蔵文化財センター

（23）-196
愛知県埋蔵文化財センター （池本正明）編1996年8月『儀長正楽寺遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第68集　財団法人愛
知県埋蔵文化財センター

（23）-197
愛知県埋蔵文化財センター （宮腰健司）編1996年8月『鳥羽城跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第69集　財団法人愛知県埋
蔵文化財センター

（23）-198
安城市教育委員会（岡安雅彦 ・ 伊藤基之ほか）編1996年9月『御用地遺跡』　安城市埋蔵文化財発掘調査報告書第1集　安城市教
育委員会

（23）-199 赤塚次郎「断夫山古墳と伊勢の海」 『伊勢湾と古代の東海』　古代王権と交流4　名著出版　1996年11月

（23）-200
豊橋市教育委員会（贄元洋）編1996年11月『市道遺跡（1）』　豊橋市埋蔵文化財発掘調査報告書第20集　豊橋市教育委員会 ・ 牟
呂地区遺跡調査会

（23）-201
豊橋市教育委員会（小林久彦）編1997年2月『公文遺跡 牟呂城3』　豊橋市埋蔵文化財発掘調査報告書第33集　豊橋市教育委員
会 ・ 牟呂地区遺跡調査会

（23）-202 東海市教育委員会（立松彰）編1997年3月『愛知県東海市　東畑遺跡等試掘調査報告』　東海市教育委員会

（23）-203 磯部幸男 ・ 山下勝年ほか「四 古代製塩遺跡」 （南知多町誌編さん委員会編1997年3月『南知多町誌　資料編6』　南知多町）

（23）-204 山下勝利ほか「古墳時代の遺跡 ・ 遺物　長谷遺跡」 （南知多町誌編さん委員会編1997年3月『南知多町誌　資料編6』　南知多町）

（23）-205 山下勝年ほか「考古資料」 （南知多町町編さん委員会編1997年3月『南知多町誌　資料編6』　南知多町）

（23）-206
内藤高玲「小針遺跡」 『愛知県埋蔵文化財情報』 12 （平成7年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法人愛知県埋蔵文化財センター　
1997年3月

（23）-207 杉浦知「製塩土器」 『刈谷の考古資料図録一谷沢靖氏寄贈資料2一』　刈谷市教育委員会　1997年3月

（23）-208 刈谷市教育委員会（矢田直幸）編1997年3月『中条貝塚範囲確認調査報告書』　刈谷市教育委員会

（23）-209 豊田市教育委員会（杉浦裕幸）編1997年3月『梅坪遺跡4』　豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書第7集　豊田市教育委員会

（23）-210
豊橋市教育委員会（岩原剛）編1997年3月『大西遺跡』　豊橋市埋蔵文化財調査報告書第34集　豊橋市教育委員会 ・ 牟呂地区遺
跡調査会

（23）-211
西尾市教育委員会（松井直樹 ・ 鈴木とよ江）編1997年3月『若宮西遺跡』　西尾市埋蔵文化財発掘調査報告書第5集　西尾市教育
委員会

（23）-212
安城市教育委員会（川崎みどり）編1997年7月『小薮遺跡 ・ 東端貝塚 ・ 寺下貝塚発掘調査報告書』　安城市埋蔵文化財発掘調査
報告書第2集　安城市教育委員会

（23）-213
愛知県埋蔵文化財センター （赤塚次郎 ・ 石黒立人 ・ 藤根久）編1997年8月『西上免遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第
73集　財団法人愛知県埋蔵文化財センター

（23）-214
森泰通「東海地方における消費地出土の製塩土器一特に固形塩の問題をめぐって－」 （塩の会シンポジュウム実行委員会編1997
年10月『シンポジュウム製塩土器の諸問題ー古代における塩の生産と流通ー』　塩の会シンポジュウム実行委員会）
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（23）-215 豊橋市教育委員会（小林久彦）編1997年12月『作神遺跡』　豊橋市埋蔵文化財発掘調査報告書第41集　豊橋市教育委員会

（23）-216 加藤安信「伊勢湾地域の叩き甕」 『楢崎彰一先生古希記念論文集』　楢崎彰一先生古希記念論文集刊行会　1998年3月

（23）-217 名古屋市見晴台考古資料館（服部哲也）編1998年3月『伊勢山中学校遺跡　第7次発掘調査の概要』　名古屋市教育委員会

（23）-218 名古屋市博物館（梶山勝）編1998年3月『あゆち潟の古代』 1998企画展展示図録　名古屋市博物館

（23）-219
立松彰「下浜田遺跡」 『愛知県埋蔵文化財情報』 13 （平成8年度）　　愛知県教育委員会 ・ 財団法人愛知県埋蔵文化財センター　
1998年3月

（23）-220
立松彰「郷中遺跡」 『愛知県埋蔵文化財情報』 13 （平成8年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法人愛知県埋蔵文化財センター　
1998年3月

（23）-221
鵜飼竪証「中条遺跡」 『愛知県埋蔵文化財情報』 13 （平成8年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法人愛知県埋蔵文化財センター　
1998年3月

（23）-222 東海市教育委員会（立松彰）編1998年3月『知多弥勒寺遺跡発掘調査報告』　東海市教育委員会

（23）-223 東海市教育委員会（立松彰 ・ 永井伸明）編1998年3月『大木之本遺跡第2地点発掘調査報告』　東海市教育委員会

（23）-224
磯部幸男「付載　石畑遺跡出土の土器」 『海道田遺跡緊急調査報告書』　美浜町文化財報告第5集　美浜町教育委員会　1998年3
月

（23）-225 田原町教育委員会（小野田勝 ・ 安井俊則）編1998年3月『吉胡遺跡』　田原町埋蔵文化財調査報告書第9集　田原町教育委員会

（23）-226 知立市教育委員会（大野真規ほか）編1998年3月『小針遺跡3』　知立市教育委員会

（23）-227 豊田市教育委員会（杉浦裕幸）編1998年3月『梅坪遺跡5』　豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書第9集　豊田市教育委員会

（23）-228
豊橋市教育委員会（岩瀬彰利）編1998年3月『さんまい貝塚　市場地区』　豊橋市埋蔵文化財調査報告書第46集　豊橋市教育委員
会 ・ 牟呂地区遺跡調査会

（23）-229
牟呂地区遺跡調査会（住吉政浩 ・ 森田勝三 ・ 樋泉岳二）編1998年3月『水神遺跡』　豊橋市埋蔵文化財調査報告書第49集　豊橋
市教育委員会 ・ 牟呂地区遺跡調査会

（23）-230
南山大学大学院考古学研究室（伊藤秋男）編1998年3月『愛知県西春日井郡西春町　弥勒寺御申塚遺跡発掘調査報告書』　西春
町弥勒寺御申塚遺跡発掘調査会

（23）-231
伊藤利和「芋川遺跡出土の製塩土器について」 （久永春男先生頌寿記念論集刊行会編1998年5月『『野帳の会』考古論集　久永春
男先生頌寿記念』　久永春男先生頌寿記念論集刊行会）

（23）-232
名古屋市見晴台考古資料館編1998年6月『名古屋市見晴台考古資料館年報15　1997 （平成9）年度事業報告』　名古屋市見晴台
考古資料館

（23）-233 福岡猛志「生道塩を追って」 （東浦町誌編さん委員会編1998年6月『新編東浦町誌　本文編』　東浦町）

（23）-234
中村知幸「天白遺跡」 『愛知県埋蔵文化財情報』 14 （平成9年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法人愛知県埋蔵文化財センター　
1999年3月

（23）-235
服部哲也「伊勢山中学校遺跡（第7次）」 『愛知県埋蔵文化財情報』 14 （平成9年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法人愛知県埋蔵
文化財センター　1999年3月

（23）-236
永井伸明「大木之本遺跡（第2地点）」 『愛知県埋蔵文化財情報』 14 （平成9年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法人愛知県埋蔵文
化財センター　1999年3月

（23）-237
永井伸明「上浜田遺跡」 『愛知県埋蔵文化財情報』 14 （平成9年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法人愛知県埋蔵文化財センター　
1999年3月

（23）-238
森崇史「新井浜貝塚」 『愛知県埋蔵文化財情報』 14 （平成9年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法人愛知県埋蔵文化財センター　
1999年3月
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（23）-239
鵜飼竪証「中条遺跡」 『愛知県埋蔵文化財情報』 14 （平成9年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法人愛知県埋蔵文化財センター　
1999年3月

（23）-240
豊田市教育委員会（杉浦裕幸 ・ 伊藤達也）編1999年3月『梅坪遺跡6　第1 ・ 2 ・ 3次調査発掘報告書』　豊田市埋蔵文化財発掘調
査報告書第11集　豊田市教育委員会

（23）-241 愛知県教育委員会（長島広 ・ 柴田直光）編1999年3月『愛知県知多半島遺跡詳細分布調査報告書』　愛知県教育委員会

（23）-242 東海市教育委員会（立松彰 ・ 永井伸明）編1999年3月『愛知県東海市　上浜田遺跡確認調査報告』　東海市教育委員会

（23）-243
東浦町教育委員会（中村知幸 ・ 戸田未起）編1999年3月『天白遺跡発掘調査概要報告書』　東浦町教育委員会 ・ 天白遺跡発掘調
査委員会

（23）-244 岡崎市教育委員会（斎藤嘉彦）編1999年3月『愛知県岡崎市　小針遺跡』　岡崎市埋蔵文化財発掘調査報告書　岡崎市教育委員会

（23）-245
豊田市郷土資料館 ・ 千石遺跡調査会（山本ひろみほか）編1999年3月『千石遺跡』　豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書第14集　
豊田市教育委員会

（23）-246
豊橋市教育委員会（小林久彦）編1999年3月『吉田城址（3）』　豊橋市埋蔵文化財調査報告書第50集　豊橋市教育委員会 ・ 豊橋市
遺跡調査会

（23）-247
愛知県埋蔵文化財センター （石黒立人）編1999年8月『門間沼遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第80集　財団法人愛知県
教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター

（23）-248
愛知県埋蔵文化財センター （北村和弘ほか）編1999年8月『大脇城遺跡』愛知県埋蔵文化財センター報告書第86集　財団法人愛
知県教育サービスセンター　愛知県埋蔵文化財センター

（23）-249
愛知県埋蔵文化財センター （田中伸明）編1999年8月『三ツ井遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第87集　財団法人愛知県
教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター

（23）-250
松村冬樹「川をさかのぼった塩の道」 （名古屋市博物館（松村冬樹）編2000年1月『川と遺跡』名古屋市博物館企画展図録　名古屋
市博物館）

（23）-251
豊田市教育委員会（杉浦裕幸）編2000年2月『集落遺跡の語る古代矢作川流域』特別展豊田市とその周辺における律令国家の地
方支配を探る　豊田市教育委員会

（23）-252 小林久彦「塩つくり」 （豊橋市美術館編2000年2月『海道をゆく　渥美半島の考古学』開館20周年記念特別展　豊橋市美術館）

（23）-253 伊藤利和「衣浦湾東岸地域の古代製塩土器」 『かりや　郷土研究誌』第21号　刈谷市郷土文化研究会　2000年3月

（23）-254
安城市教育委員会（川崎みどり ・ 神谷真佐子）編2000年3月『中狭間遺跡』　安城市埋蔵文化財発掘調査報告書第6集　安城市教
育委員会

（23）-255
安城市教育委員会（岡安雅彦）編2000年3月『安祥城址　寒池遺跡　郷浦遺跡』　安城市埋蔵文化財発掘調査報告書第7集　安城
市教育委員会

（23）-256
鵜飼竪証「中条遺跡」 『愛知県埋蔵文化財情報』 15 （平成10年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法人愛知県埋蔵文化財センター　
2000年3月

（23）-257 立松彰「知多半島と三河湾一帯の土器製塩遺跡」 『伊勢灣考古』 14　知多古文化研究会　2000年5月

（23）-258
早野浩二「伊勢湾岸と三河湾沿岸における土器製塩の展開ー松崎遺跡と清水遺跡を中心としてー」 『三河考古』第18号　三河考
古談話会　2005年5月

（23）-259
藤根久 ・ 服部哲也「密閉して出土した須恵器蓋杯内の内容物ー塩利用の証拠ー」 『日本文化財科学会第17回大会研究発表要旨
集』　日本文化財科学会　2000年7月

（23）-260 福岡晃彦「古代の塩生産」 『遺跡からのメセージ　発掘調査が語る愛知の歴史』　中日新聞社　2000年8月

（23）-261
豊田市郷土資料館（安田幸一 ・ 大崎園生ほか）編2000年10月『岩長遺跡　弥生時代後期の集落 ・ 古墳後期の集落と群集墳』　豊
田市埋蔵文化財発掘調査報告書第15集　豊田市教育委員会

（23）-262 木川正夫「烏帽子遺跡」 『愛知県埋蔵文化財センター年報　平成12年度』　財団法人愛知県埋蔵文化財センター　2001年3月
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（23）-263 岡崎市教育委員会（齋藤嘉彦）編2001年3月『愛知県岡崎市　国指定史跡　真宮遺跡』　岡崎市教育委員会

（23）-264 森田勝三「渥美半島の脚台付製塩土器」 『石巻文化財』第10号　豊橋市石巻地区文化財保存会　2001年

（23）-265
豊田市教育委員会（森泰通）編2001年3月『神明遺跡2』　豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書第17集　豊田市教育委員会（全2冊、
本文編、写真図版編）

（23）-266
豊田市教育委員会（天野博之）編2001年3月『新金山遺跡』　豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書第19集　豊田市教育委員会（全2
冊、本文編、写真図版編）

（23）-267
東浦町郷土資料館（うのはな館）編2001年4月『「生道塩」の時代　古代知多の塩づくり』春の企画展パンフレット　東浦町郷土資料
館（うのはな館）

（23）-268 立松彰「知多式製塩土器の派生」 『伊勢灣考古　磯部幸男先生追悼論文集』第15号　知多古文化研究会　2001年5月

（23）-269 磯部利彦「奥田製塩遺跡」 『伊勢灣考古　磯部幸男先生追悼論文集』第15号　知多古文化研究会　2001年5月

（23）-270
愛知県埋蔵文化財センター （永井宏幸）編2001年8月『志賀公園遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第90集　財団法人愛知
県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター

（23）-271
森田勝三 ・ 小畑頼孝「見丁塚遺跡F地点」 （豊橋市教育委員会（芳賀陽ほか）編2001年12月『東脇遺跡群』　豊橋市埋蔵文化財調
査報告書第59集　豊橋市教育委員会）

（23）-272
「付載　高井遺跡の採集遺物」 （豊橋市教育委員会（芳賀陽）編2001年12月『中野遺跡 ・ 東郷内1号窯 ・ 西上遺跡 ・ 伊奈遺跡 ・
野添遺跡』　豊橋市埋蔵文化財発掘調査報告書第60集　豊橋市教育委員会）

（23）-273
名古屋市見晴台考古資料館（伊藤正人ほか）編2002年3月『埋蔵文化財調査報告41　正木町遺跡（第14、 15次）、伊勢山中学校遺
跡（第9次）、　竪三蔵通遺跡（第16次）、千音寺遺跡（第4次）』　名古屋市文化財調査報告54　名古屋市教育委員会

（23）-274
愛知県埋蔵文化財センター （樋上昇）編2002年3月『八王子遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第92集　財団法人愛知県教
育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター （全4冊、報告編、考察編、図版編、写真図版編）

（23）-275 知多市教育委員会（伊藤久仁洋）編2002年3月『細見遺跡一第4次発掘調査－』　知多市文化財資料第35集　知多市教育委員会

（23）-276
立松彰「杉崎章先生採集の製塩土器」 （知多市教育委員会（伊藤久仁洋）編2002年3月『細見遺跡一第4次発掘調査－』　知多市
文化財資料第35集　知多市教育委員会）

（23）-277 東浦町教育委員会（楠美代子）編2002年3月『天白遺跡発掘調査報告書』　東浦町郷土資料館調査報告第3集　東浦町教育委員会

（23）-278 宮腰健司「東端城跡」 『年報　平成13年度』　財団法愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター　2002年3月

（23）-279
林弘之「白鳥遺跡」 『愛知県埋蔵文化財情報』 17 （平成12年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法愛知県教育サービスセンター愛知
県埋蔵文化財センター　2002年3月

（23）-280
豊田市郷土資料館（成瀬憲作 ・ 山本ひろみ）編2002年3月『花本遺跡　万加田遺跡』　豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書第20集　
豊田市教育委員会

（23）-281
株式会社イビソク（瀬戸かな子）編2002年3月『本郷遺跡（2）』　豊橋市埋蔵文化財調査報告書第66集　豊橋市教育委員会 ・ 株式会
社イビソク

（23）-282
愛知県埋蔵文化財センター （酒井俊彦 ・ 鈴木正貴ほか）編2002年8月『郷上遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第98
集　財団法人愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター

（23）-283
愛知県埋蔵文化財センター （鈴木正貴 ・ 川添和暁ほか）編2002年8月『矢迫遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第102
集　財団法人愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター　2002

（23）-284
愛知県埋蔵文化財センター （木川正夫）編2002年8月『川田遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第103集　財団法人愛知県
教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター

（23）-285
愛知県埋蔵文化財センター （小嶋廣也）編2002年8月『今町遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第105 集　財団法人愛
知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター

（23）-286 小牧市教育委員会（楠部博世）編2003年2月『内方前遺跡発掘調査報告2』　小牧市教育委員会
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（23）-287
愛知県埋蔵文化財センター （宮腰健司）編2003年3月『東端城跡　御船城跡　矢並下本城跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書
第113集　財団法人愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター

（23）-288
安城市教育委員会（川崎みどり ・ 神谷真佐子ほか）編2003年3月『宮下遺跡』　安城市埋蔵文化財発掘調査報告書第11集　安城市
教育委員会

（23）-289
永井宏幸「内傾口縁土器と厚口鉢」 『まいぶん　愛知』№72　財団法人愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター　
2003年3月

（23）-290 知多市教育委員会（伊藤久仁洋）編2003年3月『堀切古墓』　知多市文化財資料第36集　知多市教育委員会

（23）-291
立松彰・永井伸明「東畑・畑間遺跡」 『愛知県埋蔵文化財情報』 18 （平成13年度）　愛知県教育委員会・財団法愛知県教育サー
ビスセンター愛知県埋蔵文化財センター　2003年3月

（23）-292
岩瀬彰利「本郷遺跡」 『愛知県埋蔵文化財情報』 18 （平成13年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法愛知県教育サービスセンター愛
知県埋蔵文化財センター　2003年3月

（23）-293
小幡早苗「楮山遺跡」 『愛知県埋蔵文化財情報』 18 （平成13年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法愛知県教育サービスセンター愛
知県埋蔵文化財センター　2003年3月

（23）-294
豊橋市教育委員会（贄元洋 ・ 岩原剛）編2003年3月『白山1 ・ 2遺跡 ・ 西南代遺跡 ・ 城戸中遺跡 ・ 大蚊里貝塚』　豊橋市埋蔵文化
財調査報告書第72集　豊橋市教育委員会

（23）-295 加藤安信「清水遺跡」 （愛知県史編さん委員会編2003年3月『愛知県史　資料編2　考古2　弥生』　愛知県）

（23）-296 加藤安信「住崎遺跡」 （愛知県史編さん委員会編2003年3月『愛知県史　資料編2　考古2　弥生』　愛知県）

（23）-297
稲沢市内遺跡発掘調査委員会（北條献示）編2003年3月『愛知県稲沢市　下津公民館用地埋蔵文化財発掘調査報告書』　稲沢市
教育委員会 ・ 稲沢市内遺跡発掘調査委員会

（23）-298 福岡猛志・楠美代子「伊久智貝塚」 （東浦町誌編さん委員会編2003年4月『新編東浦町誌』資料編3 （原始・古代・中世）　東浦町）

（23）-299 福岡猛志 ・ 楠美代子「狭間貝塚」 （東浦町誌編さん委員会編2003年4月『新編東浦町誌』資料編3 （原始 ・ 古代 ・ 中世）　東浦町）

（23）-300 福岡猛志 ・ 楠美代子「門田遺跡」 （東浦町誌編さん委員会編2003年4月『新編東浦町誌』資料編3 （原始 ・ 古代 ・ 中世）　東浦町）

（23）-301 福岡猛志 ・ 楠美代子「天白遺跡」 （東浦町誌編さん委員会編2003年4月『新編東浦町誌』資料編3 （原始 ・ 古代 ・ 中世）　東浦町）

（23）-302 福岡猛志 ・ 楠美代子「塩田遺跡」 （東浦町誌編さん委員会編2003年4月『新編東浦町誌』資料編3 （原始 ・ 古代 ・ 中世）　東浦町）

（23）-303 福岡猛志 ・ 楠美代子「岡田遺跡」 （東浦町誌編さん委員会編2003年4月『新編東浦町誌』資料編3 （原始 ・ 古代 ・ 中世）　東浦町）

（23）-304 福岡猛志 ・ 楠美代子「森岡貝塚」 （東浦町誌編さん委員会編2003年4月『新編東浦町誌』資料編3 （原始 ・ 古代 ・ 中世）　東浦町）

（23）-305
愛知県埋蔵文化財センター （佐藤公保 ・ 樋上昇）編2003年8月『本川遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第100集　財
団法人愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター

（23）-306
愛知県埋蔵文化財センター （小島廣也）編2003年8月『木戸城遺跡　古新田遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第111集　財
団法人愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター

（23）-307
愛知県埋蔵文化財センター （宇佐美守）編2003年8月『凧山屋敷遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第116集　財団法人愛
知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター

（23）-308
名古屋市博物館（梶山勝）編2003年10月『台所の考古学　食をめぐる知恵の歴史』名古屋市博物館特別展展示図録　名古屋市博
物館

（23）-309
愛知県埋蔵文化財センター （石黒立人ほか）編2003年10月『烏帽子遺跡2』　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第117集　財
団法人愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター

（23）-310
豊橋市教育委員会（芳賀陽 ・ 小畑頼孝ほか）編2003年10月『城戸中遺跡』　豊橋市埋蔵文化財調査報告書第75集　豊橋市教育委
員会
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（23）-311 豊田市教育委員会（山本ひろみ）編2004年2月『古城遺跡』　豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書第23集　豊田市教育委員会

（23）-312
朝日航洋株式会社（水野聡哉）編2004年3月『金山北遺跡第一次発掘調査報告書』　名古屋市住宅都市局 ・ 財団法人名古屋都市
整備公社

（23）-313
森泰通「美濃の集落出土の製塩土器　古代における固形塩の生産と流通」 『かかみ野古代史紀行』平成14年度歴史講座講義録　
各務原市埋蔵文化財調査センター　2004年3月

（23）-314 東海市教育委員会（立松彰 ・ 永井伸明）編2004年3月『畑間遺跡発掘調査報告』　東海市教育委員会

（23）-315
立松彰 ・ 永井伸明「東畑 ・ 畑間遺跡」 『愛知県埋蔵文化財情報』 19 （平成14年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法人愛知県埋蔵
文化財センター　2004年3月

（23）-316 安城市教育委員会（川崎みどり）編2004年3月『寺領廃寺』　安城市埋蔵文化財発掘調査報告書第12集　安城市教育委員会

（23）-317
安城市教育委員会（神谷真佐子）編2004年3月『鹿乗川流域遺跡群2　安城市古井町竹ヶ花 ・ 野辺地区』　安城市埋蔵文化財発掘
調査報告書第13集　安城市教育委員会

（23）-318 高浜市教育委員会（斎藤嘉彦）編2004年3月『八幡社貝塚範囲確認調査報告書』　高浜市教育委員会

（23）-319
豊橋市教育委員会（岩瀬彰利）編2004年3月『市内遺跡詳細分布調査報告書』　豊橋市埋蔵文化財調査報告書第78集　豊橋市教
育委員会

（23）-320
西尾市教育委員会（松井直樹）編2004年3月『宝冠塚古墳 ・ 出口貝塚 ・ 付載三ノ山古墳』　西尾市埋蔵文化財発掘調査報告書第
13集　西尾市教育委員会

（23）-321 神取龍生「特論1　製塩土器」 （安城市史編集委員会編2004年5月『新編安城市史10　資料編　考古』　安城市）

（23）-322
永井宏幸「内傾口縁土器から厚口鉢へ　伊勢湾沿岸域から持ち運ばれた容器」 『考古学フォーラム』 16　考古学フォーラム　2004
年8月

（23）-323
愛知県埋蔵文化財センター （池本正明）編2004年8月『金萩遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第119集　財団法人愛知県
教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター

（23）-324
愛知県埋蔵文化財センター （宮腰健司）編2004年8月『上中 ・ 西屋敷遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第120集　財団法
人愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター

（23）-325
愛知県埋蔵文化財センター （石黒立人）編2004年8月『滋賀公園遺跡2』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第121集　財団法人愛
知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター

（23）-326
安城市教育委員会（川崎みどり）編2004年10月『姫下遺跡　大畑遺跡　長光遺跡』　安城市埋蔵文化財発掘調査報告書第14集　安
城市教育委員会

（23）-327 川西宏幸2004年11月『同型鏡とワカタケルー古墳時代国家論の再構築－』　同成社

（23）-328
早野浩二「臨海の古墳時代集落ー松崎遺跡の歴史的素描ー」 『研究紀要』第6号　財団法人愛知県教育サービスセンター愛知県
埋蔵文化財センター　2005年3月

（23）-329
愛知県埋蔵文化財センター （鈴木正貴）編2005年3月『名古屋城三の丸遺跡7 ー旧国立名古屋病院地点の調査ー』　愛知県埋蔵
文化財センター報告書第127集　財団法人愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター

（23）-330
水野聡哉「金山北遺跡（第1次）」 『愛知県埋蔵文化財情報』 20 （平成15年度）　愛知県教育委員会 ・ 財団法人愛知県埋蔵文化
財センター　2005年3月

（23）-331 東海市教育委員会（立松彰 ・ 永井伸明ほか）編2005年3月『愛知県東海市　松崎遺跡確認調査報告』　東海市教育委員会

（23）-332
安城市教育委員会（神谷真佐子）編2005年3月『鹿乗川流域遺跡群3　安城市古井町上橋下 ・ 下橋下地区』　安城市埋蔵文化財発
掘調査報告書第15集　安城市教育委員会

（23）-333
丸山竜平「東海市松崎貝塚遺跡の土器製塩活動について」 『名古屋女子大学紀要』第51号（人文 ・ 社会編）　名古屋女子大学　
2005年3月

（23）-334 丸山竜平「東海市松崎貝塚遺跡出土の製塩土器研究」 『歴史と風俗』第15号　日本風俗史学会中部支部　2005年
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（23）-335 森泰通「製塩土器」 『愛知県史　資料編3　考古3　古墳』　愛知県　2005年3月

（23）-336 「遺跡一覧表」 『愛知県史　資料編3　考古3　古墳』　愛知県　2005年3月

（23）-337 早野浩ニ「法海寺遺跡」 『愛知県史　資料編3　考古3　古墳』　愛知県　2005年3月

（23）-338 早野浩ニ「塚森遺跡」 『愛知県史　資料編3　考古3　古墳』　愛知県　2005年3月

（23）-339 早野浩ニ「松崎遺跡」 『愛知県史　資料編3　考古3　古墳』　愛知県　2005年3月

（23）-340 早野浩ニ「上浜田遺跡」 『愛知県史　資料編3　考古3　古墳』　愛知県　2005年3月

（23）-341 早野浩二「北地古墳群」 『愛知県史　資料編3　考古3　古墳』　愛知県　2005年3月

（23）-342 早野浩二「神明社貝塚」 『愛知県史　資料編3　考古3　古墳』　愛知県　2005年3月

（23）-343 川崎みどり「小針遺跡」 『愛知県史　資料編3　考古3　古墳』　愛知県　2005年3月

（23）-344 森泰通「寺屋敷東貝塚」 『愛知県史　資料編3　考古3　古墳』　愛知県　2005年3月

（23）-345 森泰通「王江遺跡」 『愛知県史　資料編3　考古3　古墳』　愛知県　2005年3月

（23）-346 贄元洋「山崎遺跡」 『愛知県史　資料編3　考古3　古墳』　愛知県　2005年3月

（23）-347 贄元洋「青山遺跡」 『愛知県史　資料編3　考古3　古墳』　愛知県　2005年3月

（23）-348 森泰通「西中神明社南遺跡」 『愛知県史　資料編3　考古3　古墳』　愛知県　2005年3月

（23）-349 神取龍生「製塩土器」 『第1回三河考古学談話会研究集会　考古遺物から見た古代三河』　三河考古談話会　2005年

（23）-350 森泰通「愛知県における脚台式製塩土器の研究」 『考古学フォーラム』 17　考古学フォーラム　2005年5月

（23）-351
早野浩二「伊勢湾沿岸と三河湾沿岸における土器製塩の展開　松崎遺跡と清水遺跡を中心として」 『三河考古』第18号　三河考古
刊行会　2005年5月

（23）-352
愛知県埋蔵文化財センター （川添和暁ほか）編2005年8月『上品野遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第132集　財団法人
愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター

（23）-353
愛知県埋蔵文化財センター （松田剛）編2005年8月『小針遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第136集　財団法人愛知県教
育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター

（23）-354
愛知県埋蔵文化財センター （永井邦仁 ・ 川合啓介）編2005年8月『水入遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第108集　
財団法人愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター （全3冊、第1分冊（旧石器時代〜平安時代編）、第2分冊（中近
世 ・ 科学分析 ・ 考察編）、第3分冊（写真図版 ・ 遺構基本図編））

（23）-355 朝日航洋株式会社（安田幸市）編2006年3月『竪三蔵通遺跡』　豊田通商株式会社

（23）-356 一宮市教育委員会（土本典生）編2006年3月『伝法寺廃寺発掘調査報告書』　一宮市埋蔵文化財調査報告5　一宮市教育委員会

（23）-357
愛知県埋蔵文化財センター （早野浩二 ・ 宮腰健司）編2006年3月『島崎遺跡　伝法寺本郷遺跡　中之郷北遺跡』　愛知県埋蔵文化
財センター報告書第139集　財団法人愛知県教育 ・ スポーツ振興財団　愛知県埋蔵文化財センター

（23）-358
東海市教育委員会（立松彰 ・ 永井伸明 ・ 鬼頭剛）編2006年3月『松崎遺跡周辺古地形復元ボーリング調査報告』　東海市教育委
員会
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（23）-359
安城市教育委員会（神谷真佐子）編2006年3月『鹿乗川流域遺跡群4　安城市古井町下橋下地区』　安城市埋蔵文化財発掘調査報
告書第17集　安城市教育委員会

（23）-360
豊田市郷土資料館（長田友也）編2006年3月『寺部城跡 ・ 寺部城跡関連遺跡 ・ 勧学院文護寺跡』　豊田市埋蔵文化財発掘調査報
告書第27集　豊田市教育委員会

（23）-361 豊橋市教育委員会（小林久彦）編2006年3月『西側遺跡2』　豊橋市埋蔵文化財調査報告書第84集　豊橋市教育委員会

（23）-362
豊橋市教育委員会（小林久彦）編2006年3月『吉田城址（6）』　豊橋市埋蔵文化財調査報告書第85集　豊橋市教育委員会 ・ 豊橋市
遺跡調査会

（23）-363
山田隆一「西三河の土器製塩と交流拠点」 『2004年度　共同研究成果報告書　財団法人大阪府文化財センター ・ 日本民家集落
博物館 ・ 大阪府立弥生文化博物館 ・ 大阪府立近つ飛鳥博物館』　財団法人大阪府文化財センター　2006年3月

（23）-364 パスコ（岡本敦子）編2006年5月『尾張元興寺跡発掘調査報告書 平成17年度』　株式会社山忠

（23）-365 立松彰「伊勢湾における弥生時代の製塩土器」 『伊勢灣考古』 20　知多古文化研究会　2006年5月

（23）-366 磯部利彦「土器製塩の塩作り体験学習の例と課題」 『伊勢灣考古』 20　知多古文化研究会　2006年5月

（23）-367 森崇史「古墳時代後期における三河湾三島について」 『伊勢灣考古』 20　知多古文化研究会　2006年5月

（23）-368
立松彰「知多の製塩遺跡」 （春日井市教育委員会文化財課編2006年10月『海人たちの世界　東海の海の役割　第14回春日井シン
ポジュウム資料集』　　春日井シンポジウム実行委員会）

（23）-369
森崇史「三河湾三島（佐久島 ・ 日間賀島 ・ 篠島）の古墳」 （春日井市教育委員会文化財課編2006年10月『海人たちの世界　東海
の海の役割　第14回春日井シンポジュウム資料集』春日井シンポジュウム実行委員会）

（23）-370
永井宏幸「条痕紋土器様式の研究」 『研究紀要』第8号　財団法人愛知県教育スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター　2007
年3月

（23）-371
永井伸明 ・ 宮澤浩司「伊勢湾を望む海辺の遺跡ー愛知県東海市東畑遺跡等発掘調査概報ー」 （東海市文化財調査委員会編
2007年3月『研究報告　とうかい』創刊号　東海市教育委員会）

（23）-372 幡豆町教育委員会（伴野義広 ・ 原田幹）編2007年3月『愛知県幡豆郡幡豆町　江尻遺跡』　幡豆町教育委員会

（23）-373 豊橋市教育委員会美術博物館（岩瀬彰利）編2007年3月『西側遺跡3』　豊橋市埋蔵文化財調査報告書第89集　豊橋市教育委員会

（23）-374 大林元「三河における製塩土器を伴う墳墓の全国的評価」 『三河考古』第19号　三河考古学談話会　2007年5月

（23）-375
早野浩二 ・ 森泰通「愛知県」 （第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会編2007年9月『古墳時代の海人集団を再検討するー海の
生産用具から20年ー』資料集第1分冊　埋蔵文化財研究会 ・ 第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会）

（23）-376
早野浩二「伊勢湾と三河湾沿岸における臨海の集落と古墳」 （第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会編2007年9月『古墳時代の
海人集団を再検討するー海の生産用具から20年ー』発表要旨集　埋蔵文化財研究会 ・ 第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会）

（23）-377 立松彰「知多の製塩遺跡」 （森浩一編2008年3月『海人たちの世界　東海の海の役割』　中日出版社）

（23）-378
永井宏幸「弥生時代の土器製塩を考える」 『南山大学人類学博物館オープンリサーチセンター 2007年度年次報告書　付編　研究
会 ・ シンポジュウム資料』　南山大学人類学博物館　2008年3月

（23）-379
広瀬和雄「古墳時代の生業論をめぐって」 『＜歴博フーラム＞生業から見る日本史　新しい歴史学の射程』　吉川弘文館　2008年3
月

（23）-380
名古屋市見晴台考古資料館（市澤泰峰）編2008年3月『埋蔵文化財調査報告書58　白鳥1号墳　白鳥8号墳　正木町遺跡（第21次）　
玉ノ井遺跡（第5次）』　名古屋市文化財調査報告74　名古屋市教育委員会

（23）-381
愛知県埋蔵文化財センター （酒井俊彦）編2008年3月『惣作 ・ 鍾場遺跡2』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第150集　財団法人
愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター

（23）-382 知多市教育委員会（門井達 ・ 山下勝年ほか）編2008年3月『大草城跡』　知多市文化財資料40　知多市教育委員会
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（23）-383
安城市埋蔵文化財研究会（川崎みどり）編2008年3月『野辺遺跡』　安城市埋蔵文化財発掘調査報告書第20集　安城市教育委員会
8

（23）-384
安城市教育委員会（神谷真佐子）編2008年3月『鹿乗川流域遺跡群5　安城市古井町彼岸田 ・ 桜井町入越上 ・ 太田地区』　安城市
埋蔵文化財発掘調査報告書第21集　安城市教育委員会

（23）-385 岡崎市教育委員会（斎藤嘉彦）編2008年3月『愛知県岡崎市　前田遺跡』　岡崎市教育委員会

（23）-386
吉良町教育委員会（三田敦司）編2008年3月『寄名山遺跡発掘調査報告書』　吉良町埋蔵文化財発掘調査報告書第4集　吉良町教
育委員会

（23）-387 幡豆町史編さん委員会（安藤安信 ・ 大橋正明ほか）編2008年3月『幡豆町史　資料編1　原始 ・ 古代 ・ 中世』　幡豆町

（23）-388
愛知県埋蔵文化財センター （宮越健司 ・ 鈴木正貴）編2009年3月『惣作遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第158集　財団
法人愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター

（23）-389
愛知県埋蔵文化財センター （鈴木正貴 ・ 加藤博紀 ・ 鬼頭剛 ・ 藤根久 ・ 中村賢太郎）編2009年3月『下津新町遺跡』　愛知県埋蔵
文化財センター報告書第159集　財団法人愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター

（23）-390
安城市教育委員会（岡安雅彦）編2009年3月『鹿乗川流域遺跡群6　安城市古井町彼岸田 ・ 桜井町古井堤 ・ 小社地区』　安城市埋
蔵文化財発掘調査報告書第23集　安城市教育委員会

（23）-391
豊田市郷土資料館 ・ ナカシャクリエイティブ株式会社（大杉規之）編2009年3月『郷上遺跡』　豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書第
35集　豊田市教育委員会

（23）-392
豊橋市教育委員会教育部美術博物館（苅谷史穂 ・ 岩原剛 ・ 贄元洋）編2009年3月『若宮遺跡（2） ・ 内田古窯』　豊橋市埋蔵文化
財調査報告書第103集　豊橋市教育委員会

（23）-393 永井宏幸「製塩」 『弥生時代の考古学6　弥生社会のハードウエア』　同成社　2009年4月

（23）-394 立松彰「土器製塩再論」 （石黒立人編2009年5月『中部の弥生時代研究』　中部の弥生時代研究刊行委員会）

（23）-395 贄元洋「豊橋市大西貝塚出土の縄文晩期の製塩土器に関する検討」 『三河考古』 20　三河考古刊行会　2009年5月

（23）-396 「愛知県」 『日本考古学年報60 （2007年版）』　日本考古学協会　2009年5月

（23）-397
立松彰「近藤義郎先生の証明した知多 ・ 渥美地方の土器製塩」 （一山典還暦記念論集刊行会編2009年6月『一山典還暦記念論
集　考古学と地域文化』　一山典還暦記念論集刊行会）

（23）-398 国際航業株式会社（桐山秀穂 ・ 坂野俊哉）編2009年8月『愛知県東海市　畑間 ・ 東畑遺跡発掘調査報告』　東海市教育委員会

（23）-399 豊田市郷土資料館編2009年10月『塩の歴史と民俗〜三河の塩生産と交易〜』豊田市郷土資料館特別展　　豊田市郷土資料館

（23）-400
贄元洋「愛知県における縄文・弥生時代の製塩土器に関する問題点」 （考古学フォーラム編集部（代表早野浩二）編2010年1月『東
海土器製塩研究』　考古学フォーラム）

（23）-401
早野浩二「製塩遺跡の空間構成についての基礎的研究」 （考古学フォーラム編集部（代表早野浩二）編2010年1月『東海土器製塩
研究』　考古学フォーラム）

（23）-402
森泰通「東海地方における古代土器製塩覚え書き2009 ー内陸部から出土する製塩土器の意味を考えるためにー」 （考古学フォー
ラム編集部（代表早野浩二）編2010年1月『東海土器製塩研究』　考古学フォーラム）

（23）-403
立松彰「伊勢湾と三河湾の製塩土器」（考古学フォーラム編集部（代表早野浩二）編2010年1月『東海土器製塩研究』　考古学フォー
ラム）

（23）-404
立松彰 ・ 早野浩二「製塩土器 ・ 製塩土器出土遺跡一覧＜愛知県＞」 （考古学フォーラム編集部（代表早野浩二）編2010年1月『東
海土器製塩研究』　考古学フォーラム）

（23）-405
永井宏幸「碧海台地東縁の古代集落」 『研究紀要』第11号　財団法人愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター　
2010年3月

（23）-406 「遺跡一覧表」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月
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（23）-407 立松彰「塩生産」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-408 服部哲也「正木町遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-409 服部哲也「伊勢山中学校遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-410 服部哲也「金山北遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-411 服部哲也「天白元屋敷遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-412 永井宏幸「川田遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-413 永井宏幸「大渕遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-414 永井宏幸「門間沼遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-415 永井宏幸「西上免遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-416 永井宏幸「三ッ井遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-417 永井宏幸「八王子遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-418 永井宏幸「大毛沖遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-419 北條献示「地蔵越遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-420 北條献示「下津新町遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-421 立松彰「惣作遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-422 城ヶ谷和広「渋川城跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-423 城ヶ谷和広「中之郷遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-424 城ヶ谷和広「内方前遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-425 城ヶ谷和広「凧山屋敷遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-426 城ヶ谷和広「上品野遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-427 立松彰「細見遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-428 立松彰「菩薩遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-429 立松彰「長光寺遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-430 立松彰「松崎遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月
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（23）-431 立松彰「大木之本遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-432 立松彰「ウスガイト遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-433 立松彰「神戸遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-434 立松彰「奥田石畑製塩遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-435 立松彰「天白遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-436 岡安雅彦「大畑遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-437 岡安雅彦「御用地遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-438 岡安雅彦「加美遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-439 岡安雅彦「惣作遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-440 杉浦裕幸「小針遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-441 杉浦裕幸「前田遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-442 杉浦裕幸「ハサマ遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-443 杉浦裕幸「楮山遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-444 前田清彦「月田遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-445 杉浦裕幸「芋川遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-446 杉浦裕幸「中条遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-447 贄元洋「山崎遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-448 贄元洋「伊川津遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-449 贄元洋「八幡上遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-450 贄元洋「西の浜久衛森A ・ B ・ Ｃ遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-451 贄元洋「ドウツン松遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-452 森泰通「研屋遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-453 森泰通「西中神明社南遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-454 森泰通「小針遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月
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（23）-455 森泰通「神明遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-456 杉浦裕幸「水入遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-457 杉浦裕幸「千石遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-458 杉浦裕幸「梅坪遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-459 森泰通「江古山遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-460 杉浦裕幸「今町遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-461 杉浦裕幸「新金山遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-462 杉浦裕幸「本川遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-463 贄元洋「大西遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-464 贄元洋「市道遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-465 贄元洋「飽海遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-466 贄元洋「西側遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-467 贄元洋「本郷遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-468 杉浦裕幸「寄名山遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-469 森泰通「州崎御堂前遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-470 杉浦裕幸「江尻遺跡」 『愛知県史　資料編4　考古4　飛鳥〜平安』　愛知県　2010年3月

（23）-471
豊田市郷土資料館 ・ イビソク（持田透）編2010年3月『今町宮之後遺跡』　豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書第40集　豊田市教育
委員会

（23）-472
豊田市郷土資料館（飯塚邦夫）編2010年3月『堂外戸遺跡』　豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書第44集　豊田市教育委員会（全3
冊、第1分冊（本文1）、第2分冊（本文2）、第3分冊（写真図版））

（23）-473 磯部利彦「古墳時代 ・ 律令期における伊勢湾 ・ 三河湾周辺の製塩土器」 『伊勢灣考古』 21　知多古文化研究会　2010年5月

（23）-474 立松彰「知多式製塩土器 ・ 筒形脚の展開」 『伊勢灣考古』 21　知多古文化研究会　2010年5月

（23）-475 芳賀陽「欠山遺跡から青山遺跡へ」 『渥美半島の考古学　小野田勝一先生追悼論文集』　田原市教育委員会　2010年10月

（23）-476
立松彰「渥美半島伊川津砂嘴の遺跡　貝の浜貝塚の遺物」 『渥美半島の考古学　小野田勝一先生追悼論文集』　田原市教育委員
会　2010年10月

（23）-477
立松彰「渥美半島伊川津砂嘴の遺跡　附載　田原市八幡上遺跡出土の製塩土器」 『渥美半島の考古学　小野田勝一先生追悼論
文集』　田原市教育委員会　2010年10月

（23）-478
愛知県埋蔵文化財センター （石黒立人）編2011年3月『御山寺遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第167集　公益財団法人
愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター
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（23）-479
安城市教育委員会（岡安雅彦）編2011年3月『鹿乗川流域遺跡群7　安城市桜井町宮下 ・ 中狭間地区』　安城市埋蔵文化財発掘調
査報告書第26集　安城市教育委員会

（23）-480 田原市教育委員会（小栗康寛）編2011年3月『長代遺跡』 　田原市埋蔵文化財調査報告書第4集　田原市教育委員会

（23）-481
愛知県埋蔵文化財センター （鈴木正貴）編2011年3月『西浦遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第165集　公益財団法人愛
知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター

（23）-482
「古代の塩作り　洲崎御堂前遺跡の製塩土器」 （幡豆町史編さん委員会編編2011年3月『幡豆町史』本文編1 （原始 ・ 古代 ・ 中世）　
幡豆町）

（23）-483
ナカシャクリエイテブ株式会社（目紫喜勝重）編2011年7月『愛知県名古屋市中区　正木町遺跡　正木二丁目3番地内埋蔵文化財調
査報告書』　ナカシャクリエイテブ株式会社

（23）-484 藤尾慎一郎「弥生時代前半の塩作り」 『講座日本の考古学6　弥生時代（下）』　青木書店　2011年9月

（23）-485
樋上昇「東海地方の古代生業」 『一般社団法人日本考古学協会2011栃木大会研究発表資料集』　日本考古学協会栃木大会実行
委員会　2011年10月

（23）-486 早野浩二「松崎遺跡と知多半島の土器製塩」 『東海の古代3　尾張 ・ 三河の古墳と古代社会』　同成社　2012年3月

（23）-487
愛知県埋蔵文化財センター （石黒立人）編2012年3月『長野北浦遺跡 ・ 塔の越遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第171集　
公益財団法人愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター

（23）-488
愛知県埋蔵文化財センター （蔭山誠一）編2012年3月『日置本郷B遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第177集　公益財団法
人愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター

（23）-489 安西工業株式会社名古屋支店（有馬啓介）編2012年3月『畑間 ・ 東畑 ・ 郷中遺跡発掘調査報告』　東海市教育委員会

（23）-490
愛知県埋蔵文化財センター （宮越健司）編2012年3月『姫下遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第168集　公益財団法人愛
知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター

（23）-491
豊田市教育委員会（森泰通 ・ 飯塚邦男）編2012年3月『神明遺跡3』　豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書第50集　豊田市教育委員
会

（23）-492 豊橋市教育委員会（芳賀陽）編2012年3月『吉田城址（13）』　豊橋市埋蔵文化財調査報告書第122集　豊橋市教育委員会

（23）-493
安城市教育委員会（岡安雅彦ほか） ・ 国際文化財株式会社（稲垣正宏ほか）編2012年3月『惣作遺跡』　安城市埋蔵文化財発掘調
査報告書第28集　安城市教育委員会

（23）-494
株式会社島田組中部営業所（筧和也）編2012年3月『愛知県東海市　平成22年度畑間 ・ 東畑 ・ 郷中遺跡発掘調査報告』　東海市
教育委員会

（23）-495
名古屋市見晴台考古資料館（中澤泰峰 ・ 深谷淳）編2012年3月『海東遺跡』　名古屋市文化財調査報告84　埋蔵文化財調査報告
書67　名古屋市教育委員会

（23）-496 株式会社二友組（鷺坂有吾）編2012年8月『天白元屋敷遺跡』　株式会社二友組 ・ 名古屋市中志段味特定土地区画整理組合

（23）-497
伊藤利和「衣ヶ浦東岸地域の製塩土器」 『平成24年度西三河地方史連絡協議会研究大会資料』　西三河地方史連絡協議会　2012
年11月

（23）-498
名古屋市見晴台考古資料館（服部哲也ほか）編2013年3月『埋蔵文化財調査報告書68　伊勢山中学校遺跡第6 ・ 7次』　名古屋市
文化財調査報告85　名古屋市教育委員会

（23）-499
愛知県埋蔵文化財センター （鈴木正貴）編2013年3月『清洲城下町遺跡11』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第183集　公益財
団法人愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター

（23）-500 国際文化財株式会社西日本支店（坂野俊哉）編2013年3月『畑間 ・ 東畑 ・ 龍雲院遺跡発掘調査報告』　東海市教育委員会

（23）-501
安城市教育委員会（川崎みどり ・ 神谷真佐子ほか）編2013年3月『宮下遺跡2』　安城市埋蔵文化財発掘調査報告書第31集　安城
市教育委員会

（23）-502
愛知県埋蔵文化財センター （酒井俊彦）編2013年3月『西牧野遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第174集　公益財団
法人愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター
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（23）-503
豊田市郷土資料館（森泰通 ・ 飯塚邦男）編2013年3月『江古山遺跡』　豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書第55集　豊田市教育委
員会

（23）-504
愛知県埋蔵文化財センター （早野浩二）編2013年3月『東中田Ａ古窯』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第178集　公益財団法
人愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター

（23）-505 竹内宇哲 ・ 村木誠「正木町遺跡」 （新修名古屋市史資料編集委員会編2013年3月『新修名古屋市史　資料編　考古2』　名古屋市）

（23）-506 深谷淳「伊勢山中学校遺跡」 （新修名古屋市史資料編集委員会編2013年3月『新修名古屋市史　資料編　考古2』　名古屋市）

（23）-507 深谷淳「金山北遺跡」 （新修名古屋市史資料編集委員会編2013年3月『新修名古屋市史　資料編　考古2』　名古屋市）

（23）-508 川合剛「南野町遺跡」 （新修名古屋市史資料編集委員会編2013年3月『新修名古屋市史　資料編　考古2』　名古屋市）

（23）-509 深谷淳「海東遺跡」 （新修名古屋市史資料編集委員会編2013年3月『新修名古屋市史　資料編　考古2』　名古屋市）

（23）-510
早野浩二「知多式以前　松崎遺跡 ・ 上浜田遺跡の脚台式製塩土器」 『研究紀要』第14号　公益財団法人愛知県教育 ・ スポーツ振
興財団愛知県埋蔵文化財センター　2013年5月

（23）-511
愛知県埋蔵文化財センター （川添和暁）編2014年3月『松崎遺跡2　上浜田遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第182集　
公益財団法人 愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター

（23）-512
東海市教育委員会（永井伸明） ・ 国際文化財株式会社西日本支店（坂野俊哉）編2014年3月『畑間 ・ 東畑 ・ 郷中遺跡発掘調査報
告－平成11〜19 （1999〜2007）年度調査―』　東海市教育委員会（全2冊、本文編、図版編）

（23）-513 東浦町教育委員会（楠美代子）編2014年3月『村木砦跡　取手貝塚』　東浦町郷土資料館報告14　東浦町教育委員会

（23）-514
愛知県埋蔵文化財センター （池本正明 ・ 鬼頭 剛 ・ 本田英貴） 2014年3月『東屋敷遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第
185集　公益財団法人愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター

（23）-515 豊橋市教育委員会（村上昇）編2014年3月『西砂原遺跡』　豊橋市埋蔵文化財発掘調査報告書第128集　豊橋市教育委員会

（23）-516
名古屋市見晴台考古資料館（木村有作）編2014年3月『桜本町遺跡 （第4次） ・ 味鋺B遺跡 （第2次） ・ 東二葉町遺跡 （第4次）』　埋
蔵文化財調査報告書71　名古屋市文化財調査報告88　名古屋市教育委員会

（23）-517 名古屋市教育委員会（伊藤厚史）編2014年3月『若葉通遺跡第3次発掘調査報告書』　名古屋市教育委員会

（23）-518
株式会社二友組（鷺坂有吾）編2014年3月『寺部遺跡 4 （12A ・ 12B ・ 12C区） 』　豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書第61集　豊田
市教育委員会

（23）-519 川添和暁「知多式製塩土器について」 『日本考古学協会第80回総会研究発表要旨』　日本考古学協会　2014年5月

（23）-520 立松彰「愛知県美浜町奥田製塩遺跡出土の製塩土器」 『伊勢灣考古』 24　知多古文化研究会　2015年3月

（23）-521 知多市歴史民俗博物館編2015年3月『古代の塩作り展』資料　知多市歴史民俗博物館

（23）-522
株式会社アコード名古屋営業所（中村毅）編2015年3月『平成25 年度畑間 ・ 東畑 ・ 郷中遺跡発掘調査報告書』　東海市教育委員
会

（23）-523 森田亮子「炭焼平28号墳出土の製塩土器」 『愛知県史研究』第19号　愛知県　2015年3月

（23）-524
安城市教育委員会（西島庸介・植田美郷・石原奈緒子・川崎みどり・岩月あすか）編2015年3月『平成24年度　市内遺跡調査報告』　
安城市埋蔵文化財発掘調査報告書第36集　安城市教育委員会

（23）-525
愛知県埋蔵文化財センター （池本正明）編2015年3月『車塚遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第190集　公益財団法
人愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター

（23）-526
愛知県埋蔵文化財センター （樋上昇）編2015年3月『石岸遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第195集　公益財団法人
愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター
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（23）-527
愛知県埋蔵文化財センター （永井邦仁）編2015年3月『薬師ヶ根遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第197集　公益財団法
人愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター

（23）-528
愛知県埋蔵文化財センター （蔭山誠一）編2015年3月『下新田遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第198集　公益財団法人
愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター

（23）-529
愛知県埋蔵文化財センター （松田訓 ・ 宮腰健司）編2015年3月『八畝畑遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第200集　
公益財団法人愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター

（23）-530 「蒲郡市博物館展示製塩土器」 （昭和59年月田遺跡発掘資料）　蒲郡市博物館　2015年

（23）-531
田原市教育委員会 ・ 株式会社二友組（鷺坂有吾）編2015年3月『伊川津貝塚 ・ 平野貝塚調査概要報告書 』　田原市埋蔵文化財調
査報告書第8集　田原市教育委員会

（23）-532 近藤真規「小針遺跡」 （知立市史編さん委員会編2015年3月『新編知立市史　3－「1」　資料編　原始 ・ 古代 ・ 中世』　知立市）

（23）-533 森泰通「製塩土器」 『新修　豊田市史19　資料編考古2　弥生 ・ 古墳』　豊田市　2015年3月

（23）-534
豊田市教育委員会（長田友也）編2015年3月『高橋遺跡中央区 ・ 南西区　第5 ・ 11 ・ 12 ・ 13 ・ 18 ・ 20 ・ 21 ・ 23 ・ 24 ・ 26 ・ 28 ・ 29
次調査』　豊田市埋蔵文化財調査報告書第66集　豊田市教育委員会（全3冊、第1分冊（本文1）、第2分冊（本文2）、第3分冊（写真図
版））

（23）-535
川添和暁「知多式製塩土器について（2）」 『第10 回　九州古代種子研究会 熊本大会　発表要旨集』　九州古代種子研究会　2015
年3月

（23）-536 森泰通「堂外戸遺跡」 （新修豊田市史編さん専門委員会編2015年3月『新修豊田市史　19　資料編　考古2 （弥生・古墳）』　豊田市）

（23）-537 森泰通「江古山遺跡」 （新修豊田市史編さん専門委員会編2015年3月『新修豊田市史　19　資料編　考古2 （弥生・古墳）』　豊田市）

（23）-538
川﨑みどり「神明遺跡」 （新修豊田市史編さん専門委員会編2015年3月『新修豊田市史　19　資料編　考古2 （弥生 ・ 古墳）』　豊田
市）

（23）-539 加藤安信「水入遺跡」 （新修豊田市史編さん専門委員会編2015年3月『新修豊田市史　19　資料編　考古2 （弥生・古墳）』　豊田市）

（23）-540
早野浩二「渥美式製塩土器の再検討―特に渥美式A類の編年的位置と系譜について―」 『三河考古』第25号　三河考古刊行会　
2015年5月

（23）-541
森泰通「古代東海地方における堅塩づくりの製塩土器」 『塩の考古学2　古代地域社会における内陸部出土の製塩土器を考える』
資料集　山梨県考古学協会 ・ 帝京大学文化財研究所　2015年11月

（23）-542
豊橋市教育委員会教育部美術博物館（久保友香里）編2015年12月『西側遺跡10』　豊橋市埋蔵文化財調査報告書第137集　豊橋
市教育委員会

（23）-543
愛知県埋蔵文化財センター （蔭山誠一）編2016年3月『伝法寺野田遺跡2』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第203集　公益財団
法人愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター

（23）-544
愛知県埋蔵文化財センター （松田 訓）編2016年3月『野添遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第205集　公益財団法人愛知
県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター

（23）-545
国際文化財株式会社中部支店（坂野俊哉ほか）編2016年3月『愛知県東海市　平成26年度畑間 ・ 東畑遺跡発掘調査報告』　東海
市教育委員会

（23）-546 刈谷市教育委員会（鵜飼堅証）編2016年3月『中条遺跡発掘調査報告書1 （平成9年度調査）』　刈谷市教育委員会

（23）-547
株式会社二友組（鷺坂有吾）編2016年10月『愛知県名古屋市　天白元屋敷遺跡　 平成26年度 ・ 第7次発掘調査報告書 』　株式会
社二友組 ・ 名古屋市中志段味特定土地区画整理組合

（23）-548
早野浩二「知多 ・ 渥美 ・ 三河湾の土器製塩とその特質」 『学術研究集会　海の古墳を考える6　三河と伊勢の海ー古墳時代の海
道を往還するー』　学術研究集会「海の古墳を考える6」実行委員会 ・ 海の古墳を考える会　2017年3月

（23）-549
岩原剛ほか「武豊町山崎古墳の研究」 『学術研究集会　海の古墳を考える　6　三河と伊勢の海ー古墳時代の海道を往還するー』　
学術研究集会「海の古墳を考える6」実行委員会 ・ 海の古墳を考える会　2017年3月

（23）-550
清水俊輝「渥美半島先端の製塩遺跡について」 『学術研究集会　海の古墳を考える　6　三河と伊勢の海ー古墳時代の海道を往還
するー』　学術研究集会「海の古墳を考える6」実行委員会 ・ 海の古墳を考える会　2017年3月
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（23）-551 株式会社島田組中部営業所（丹生泰雪）編2017年3月『愛知県東海市　平成27年度畑間遺跡発掘調査報告』　東海市教育委員会

（23）-552
愛知県埋蔵文化財センター （蔭山誠一 ・ 鬼頭剛）編2017年3月『権六遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第207集　公
益財団法人愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センタ

（23）-553
刈谷市埋蔵文化財発掘調査会（鵜飼堅証 ・ 佐野有乃ほか）編2017年3月『中条遺跡発掘調査報告書2 （平成10年度調査）』　刈谷
市

（23）-554
田原市教育委員会（清水俊輝 ・ 高木裕志）編2017年3月『八幡上貝塚発掘調査報告書』　田原市埋蔵文化財調査報告書第12集　
田原市教育委員会

（23）-555 鈴木正貴「郷上遺跡」 （新修豊田市史編さん専門委員会編2017年3月『新修豊田市史　20　資料編　考古3 （古代・近世）』　豊田市）

（23）-556 永井邦仁「水入遺跡」 （新修豊田市史編さん専門委員会編2017年3月『新修豊田市史　20　資料編　考古3 （古代・近世）』　豊田市）

（23）-557 永井邦仁「高橋遺跡」 （新修豊田市史編さん専門委員会編2017年3月『新修豊田市史　20　資料編　考古3 （古代・近世）』　豊田市）

（23）-558 永井邦仁「梅坪遺跡」 （新修豊田市史編さん専門委員会編2017年3月『新修豊田市史　20　資料編　考古3 （古代・近世）』　豊田市）

（23）-559 永井邦仁「花本遺跡」 （新修豊田市史編さん専門委員会編2017年3月『新修豊田市史　20　資料編　考古3 （古代・近世）』　豊田市）

（23）-560
永井邦仁「堂外戸遺跡」 （新修豊田市史編さん専門委員会編2017年3月『新修豊田市史　20　資料編　考古3 （古代 ・ 近世）』　豊
田市）

（23）-561 加藤安信「古城遺跡」 （新修豊田市史編さん専門委員会編2017年3月『新修豊田市史　20　資料編　考古3 （古代・近世）』　豊田市）

（23）-562
川添和暁 ・ 佐々木由香ほか「東海市松崎遺跡出土製塩土器の圧痕分析」 『愛知県埋蔵文化財センター研究紀要』第18号　愛知
県埋蔵文化財センター　2017年5月

（23）-563 株式会社イビソク（岡田有司）編2017年12月『伊勢山中学校遺跡発掘調査報告書（第11次） 』　株式会社イビソク

（23）-564
豊橋市教育委員会教育部美術博物館文化財センター （補永享代 ・ 岩原剛）編2018年1月『西側遺跡 （11） ・ 眼鏡下池北遺跡 （8） 
』　豊橋市埋蔵文化財調査報告書第146集　豊橋市教育委員会

（23）-565 株式会社アコード名古屋営業所（中村毅）編2018年3月『愛知県東海市　平成28年度畑間遺跡発掘調査報告』　東海市教育委員会

（23）-566
愛知県埋蔵文化財センター （宮腰健司 ・ 松田訓 ・ 樋上昇 ・ 永井邦仁）編2018年3月『宮下遺跡 ・ 下懸遺跡2 ・ 五反田遺跡 ・ 惣作
遺跡3』　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第210集　公益財団法人愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財セン
ター

（23）-567
田原市教育委員会（清水俊輝 ・ 山本かな子）編2018年3月『渥美半島の製塩遺跡群ー七本松遺跡 ・ 一膳松遺跡の発掘調査及び
製塩関係遺跡の調査報告書』　田原市埋蔵文化財調査報告書第13集 　田原市教育委員会

（23）-568
山本かな子「過去の調査と製塩土器出土遺跡」 （田原市教育委員会（清水俊輝 ・ 山本かな子）編2018年3月『渥美半島の製塩遺
跡群ー七本松遺跡 ・ 一膳松遺跡の発掘調査及び製塩関係遺跡の調査報告書』 田原市埋蔵文化財調査報告書第13集 　田原市
教育委員会）

（23）-569
豊田市郷土資料館（長田友也 ・ 神谷真佐子）編2018年3月『京町遺跡 （京町藤塚古墳） ・ 郷上遺跡 （豊田市1次 ・ 3次調査）』　豊
田市埋蔵文化財発掘調査報告書第74集　豊田市教育委員会

（23）-570 刈谷市教育委員会（鵜飼堅証）編2018年３月『中条遺跡発掘調査報告書3 （平成11年度調査）』　刈谷市

（23）-571
川添和暁「東海地方の貝塚と縄文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

（23）-572
国際文化財株式会社中部支店（安津由香里 ・ 西野順二 ・ 伊藤敬太郎）編2019年3月『愛知県東海市　平成29年度　畑間 ・ 東畑遺
跡発掘調査報告書』　東海市教育委員会

（23）-573
愛知県埋蔵文化財センター （武部真木）編2019年3月『岡山南遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第212集　公益財団法人
愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター
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（23）-574 刈谷市教育委員会（河野あすか）編2019年３月『中条遺跡発掘調査報告書4 （平成12年度調査）』　刈谷市

（23）-575 神取龍生「愛知県」 『日本考古学年報70 （2017年度版）』　日本考古学協会　2019年5月

（23）-576 伊藤利和2019年9月『仮称「旭酒造跡地遺跡」報告、採集品』　伊藤利和

（23）-577
川添和暁「東海地方―松崎遺跡（古墳 ・ 古代） ー」 『日本列島における製塩技術史の解明1－縄文から古代まで拡張して見えるも
の―』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

（23）-578
愛知県埋蔵文化財センター （永井宏幸）編2020年3月『北丹波 ・ 東流遺跡』　愛知県埋蔵文化財センター報告書第209集　公益財
団法人愛知県教育 ・ スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター

（23）-579 ナカシャクリエイテブ株式会社（後藤太一）編2020年3月『桟敷貝塚』　大府市教育委員会

（23）-580 伊藤利和2020年7月『調査経緯、南霞ヶ浦遺跡　調査を通して』　伊藤利和

（23）-581 森泰通「内陸部への塩の流通」 （新修豊田市史編さん専門委員会編2020年3月『新修豊田市史　1　通史編　原始』　豊田市）

（23）-582
森泰通「コラム　内陸部における製塩土器の発見事始め」 （新修豊田市史編さん専門委員会編2020年3月『新修豊田市史　1　通史
編　原始』　豊田市）

（23）-583
安西工業株式会社名古屋支店（久富正登）編2020年3月『愛知県東海市　平成30年度　畑間 ・ 東畑遺跡発掘調査報告』　東海市教
育委員会

（23）-584 大府市教育委員会（加藤岩蔵 ・ 福岡猛志）編1984年３月 『子安神社遺跡発掘調査報告書』　大府市教育委員会

（23）-585 大府市教育委員会（古田功治）編2010年３月『羽根山古窯跡群』　大府市文化財調査報告書第6集　大府市教育委員会
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（23）　愛知県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

23001 熱田神宮東門南遺跡
愛知県名古屋市熱田区新
宮坂町

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-404

23002 高蔵遺跡
愛知県名古屋市熱田区夜
寒町

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-83、（23）-404

23003 志賀公園遺跡
愛知県名古屋市北区中丸
町2丁目

製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-270、（23）-325、
（23）-404

23004 味鋺B遺跡
愛知県名古屋市北区楠味
鋺5丁目

製塩土器（知多式4類） 6世紀後半〜 （23）-516

23005 若葉通遺跡
愛知県名古屋市北区若葉
通4丁目

製塩土器（知多式4類） 6世紀後半〜 （23）-517

23006 竪三蔵通遺跡
愛知県名古屋市中区栄1丁
目

製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-131、（23）-273、
（23）-355、（23）-404

23007 正木町遺跡
愛知県名古屋市中区正木
1 ・ 2丁目

製塩土器（知多式4類、志摩
式）

奈良時代

（23）-70、（23）-273、
（23）-380、（23）-396、
（23）-404、（23）-408、
（23）-483、（23）-505

23008 伊勢山中学校遺跡
愛知県名古屋市中区正木
2 ・ 3丁目

製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代

（23）-77、（23）-217、
（23）-235、（23）-259、
（23）-273、（23）-404、
（23）-409、（23）-498、
（23）-506、（23）-563

23009 尾張元興寺跡
愛知県名古屋市中区正木4
丁目

製塩土器（知多式1類） 古墳時代中期
（23）-160、（23）-218、
（23）-364、（23）-404

23010 名古屋城三の丸遺跡
愛知県名古屋市中区三の
丸4丁目

製塩土器（知多式4類） 奈良時代 （23）-329、（23）-404

23011 金山北遺跡
愛知県名古屋市中区金山
一丁日

製塩土器（知多式4類） 奈良時代
（23）-312、（23）-330、
（23）-404、（23）-410、
（23）-507

23012 南野町遺跡
愛知県名古屋市南区南野1
丁日

製塩土器（知多式4類）、製
塩炉、石製支持棒

古代、中世 ・ 近世
（23）-36、（23）-37、
（23）-404、（23）-508

23013 雷貝塚
愛知県名古屋市緑区鳴海
町白山 ・ 矢切

製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代 （23）-218、（23）-404

23014 天白元屋敷遺跡
愛知県名古屋市守山区中
志段味字天白

製塩土器（知多式3 ・ 4類）
古墳時代末〜古代（9
世紀）

（23）-67、（23）-173、
（23）-404、（23）-411、
（23）-496、（23）-547

23015 海東遺跡
愛知県名古屋市守山区上
志段味字海東 ・ 細川厚

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-495、（23）-509

23016 見丁塚遺跡 愛知県豊橋市東脇1丁目 製塩土器（渥美式D類） 飛鳥時代 （23）-271、（23）-404

23017 水神遺跡
愛知県豊橋市牟呂町字水
神

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-229

23018 さんまい貝塚
愛知県豊橋市牟呂町字市
場

製塩土器（渥美式D類） 平安時代 （23）-228、（23）-404

23019 若宮遺跡
愛知県豊橋市牟呂町字若
宮 ・ 坂津

製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-392、（23）-404

23020 大西遺跡 愛知県豊橋市牟呂大西町 製塩土器（渥美式D類） 奈良時代
（23）-210、（23）-404、
（23）-463

23021 市道遺跡 愛知県豊橋市牟呂大西町 製塩土器（渥美式D類） 8〜9世紀
（23）-200、（23）-404、
（23）-464

23022 公文遺跡
愛知県豊橋市牟呂公文町 ・
牟呂大西町

製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-201、（23）-404

23023 作神遺跡 愛知県豊橋市牟呂中村町 製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-215、（23）-404

23024 橋良遺跡 愛知県豊橋市柱三番町 製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-162、（23）-404
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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

23025 王郷遺跡
愛知県豊橋市王ヶ崎町字
王郷

製塩土器（渥美式D類） 奈良時代 （23）-177、（23）-404

23026
城戸中遺跡（旧竜源院遺
跡）

愛知県豊橋市船渡町字城
戸中

製塩土器（渥美式C ・ D類） 古墳時代末〜古代
（23）-45、（23）-111、
（23）-310、（23）-404

23027 地下遺跡
愛知県豊橋市大崎町字地
下 ・ 浪入

製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-319、（23）-404

23028 谷洞遺跡
愛知県豊橋市大崎町字谷
洞

製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-319、（23）-404

23029 波入江遺跡
愛知県豊橋市老津町字波
入江

製塩土器（渥美式D類） 古代
（23）-143、（23）-165、
（23）-404

23030 吉田城址 愛知県豊橋市今橋町 製塩土器（渥美式D類） 古代
（23）-246、（23）-362、
（23）-404、（23）-492

23031 飽海遺跡 愛知県豊橋市今橋町 製塩土器（渥美式D類） 奈良時代
（23）-319、（23）-404、
（23）-465

23032 東側遺跡 愛知県豊橋市牛川町東側 製塩土器（渥美式D類） 奈良時代 （23）-403

23033 西側遺跡 愛知県豊橋市牛川町西側 製塩土器（渥美式D類） 奈良時代
（23）-361、（23）-373、
（23）-404、（23）-466、
（23）-542、（23）-564

23034 白山1 ・ 2遺跡
愛知県豊橋市石巻町字青
木

製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-294、（23）-404

23035 一ノ木遺跡
愛知県豊橋市石巻町字一
ノ木

製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-73、（23）-404

23036 西浦遺跡 愛知県豊橋市石巻町 製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-481

23037 玉川変電所遺跡
愛知県豊橋市石巻本町東
野

製塩土器（渥美式D類） 古代
（23）-107、（23）-111、
（23）-404

23038 東屋敷遺跡
愛知県豊橋市石巻本町字
東屋敷

製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-514

23039 野添遺跡
愛知県豊橋市石巻本町西
下地

製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-544

23040 西砂原遺跡
愛知県豊橋市石巻本町字
大清水

製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-272、（23）-515

23041 嵩山蛇穴遺跡
愛知県豊橋市嵩山町字浅
間下

製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-404

23042 本郷遺跡
愛知県豊橋市大岩町字本
郷

製塩土器
平安時代（9世紀末
〜10世紀前半）

（23）-281、（23）-292、
（23）-404、（23）-467

23043 東中田Ａ古窯
愛知県豊橋市東細谷町東
中田

製塩土器 古代 （23）-504

23044 小針遺跡
愛知県岡崎市小針町一シ
キ

製塩土器（知多式1・3・4類） 古墳時代中期〜古代

（23）-166、（23）-182、
（23）-206、（23）-244、
（23）-343、（23）-353、
（23）-404、（23）-440、
（23）-454

23045 正万遺跡
愛知県岡崎市宇頭町字正
万

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-214、（23）-404

23046 楮山遺跡
愛知県岡崎市宇頭町字楮
山

製塩土器（知多式1 ・ 4類） 古墳時代中期、古代
（23）-293、（23）-404、
（23）-443

23047 坂戸遺跡
愛知県岡崎市島坂町字西
三本木

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-40、（23）-404

23048 前田遺跡
愛知県岡崎市東蔵前町字
前田

製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代
（23）-385、（23）-404、
（23）-441

23049 ハサマ遺跡
愛知県岡崎市丸山町字ハ
サマ

製塩土器（知多式4類） 奈良時代
（23）-155、（23）-404、
（23）-442

23050 真宮遺跡
愛知県岡崎市真宮町 ・ 六
名1丁目

製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代 （23）-263、（23）-404

23051 八畝畑遺跡
愛知県岡崎市正名町吹野 ・
八畝畑

製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代 （23）-529
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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

23052 西牧野遺跡
愛知県岡崎市樫山町 ・ 牧
平町

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-502

23053 車塚遺跡
愛知県岡崎市岩津町字車
塚

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-525

23054 門間沼遺跡
愛知県一宮市木曽川町門
間字沼

製塩土器（知多式1・3・4類） 古墳時代中期〜古代
（23）-247、（23）-375、
（23）-404、（23）-414

23055 東向野遺跡
愛知県一宮市開明字東向
野

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-404

23056 西上免遺跡 愛知県一宮市開明 ・ 馬寄
製塩土器（知多式4類、美濃
式、志摩式）

8世紀後半〜9世紀前
半

（23）-213、（23）-404、
（23）-415

23057 三ツ井遺跡
愛知県一宮市丹陽町三ッ
井字東寺田

製塩土器（知多式4類） 奈良時代
（23）-249、（23）-404、
（23）-416

23058 伝法寺廃寺
愛知県一宮市丹陽町伝法
寺字塔塚

製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代 （23）-356、（23）-404

23059 伝法寺野田遺跡
愛知県一宮市丹陽町伝法
寺

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-543

23060 八王子遺跡
愛知県一宮市大和町苅安
賀字八王子

製塩土器（美濃式、知多式4
類）

7世紀末〜8世紀前半
（23）-274、（23）-404、
（23）-417、（23）-485

23061 山中遺跡
愛知県一宮市萩原町富田
方字山中

製塩土器（知多式4 ・ 5類） 古代 （23）-134、（23）-404

23062 萩原中学校河田遺跡
愛知県一宮市萩原町串作
字河室浦

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-17、（23）-404

23063 大毛沖遺跡 愛知県一宮市大毛 製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-195、（23）-404、
（23）-418

23064 大平遺跡 愛知県一宮市三条字墓北 製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-109、（23）-150、
（23）-404

23065 凧山屋敷遺跡 愛知県瀬戸市凧山町 製塩土器（知多式4類） 奈良時代
（23）-307、（23）-404、
（23）-425

23066 上品野遺跡 愛知県瀬戸市上品野町 製塩土器（知多式4類） 奈良時代後半 （23）-352、（23）-426

23067 惣作 ・ 鍾場遺跡
愛知県瀬戸市惣作町鍾場
町

製塩土器（知多式4類） 奈良時代〜 （23）-381、（23）-404

23068 港本町遺跡 愛知県半田市港本町3丁目 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-32、（23）-404

23069 浜側遺跡
愛知県半田市乙川浜側町2
丁目

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-87、（23）-404

23070 西の宮貝塚
愛知県半田市乙川西ノ宮
町2丁目

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-18、（23）-404

23071 勝川遺跡
愛知県春日井市勝川町5丁
目

製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-59、（23）-85、
（23）-404

23072 松河戸遺跡 愛知県春日井市松河戸町 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-154、（23）-404

23073 国分寺北遺跡 愛知県豊川市八幡町本郷 製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-404

23074 白鳥遺跡
愛知県豊川市八幡町西赤
土

製塩土器（渥美式D類、知多
式5類）

古代 （23）-279、（23）-404

23075 炭焼平28号墳 愛知県豊川市東上町 製塩土器（渥美式D類） 飛鳥時代 （23）-4、（23）-523

23076 埋田遺跡 愛知県津島市埋田町3丁目 製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-20、（23）-21、
（23）-404

23077 寺野遺跡 愛知県津島市寺野町廻場 製塩土器（知多式） 時期不明
（23）-22、（23）-336、
（23）-404

23078 乙立貝塚 愛知県碧南市浅間町1丁目 製塩土器（知多式1 ・ 4類）
古墳時代中 ・ 後期
〜古代

（23）-5、（23）-189、
（23）-404

23079 中松貝塚 愛知県碧南市中松町3丁目 製塩土器（知多式1 ・ 4類）
古墳時代中 ・ 後期
〜古代

（23）-253、（23）-404、
（23）-406

233232
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23080 海月北遺跡 愛知県碧南市 製塩土器（知多式1類） 古墳時代 （23）-580

23081 出口貝塚 愛知県碧南市西浜町1丁目 製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-253、（23）-404、
（23）-406

23082 谷畑貝塚 愛知県碧南市西浜町4丁目 製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-5、（23）-87、
（23）-189、（23）-404

23083 玉津浦貝塚 愛知県碧南市宮町5丁目
製塩土器（清水式、知多式4
類）

古墳時代初頭・前期、
古代

（23）-404

23084 坊領貝塚 愛知県碧南市坂口町4丁目 製塩土器 時期不明
（23）-87、（23）-189、
（23）-404

23085 照光堂坂下遺跡 愛知県碧南市天神町5丁目
製塩土器（松崎類、知多式
1 ・ 3 ・ 4類）

古墳時代前 ・ 中期
〜古代

（23）-253、（23）-404

23086 東浦神明社遺跡 愛知県碧南市東浦町3丁目 製塩土器（知多式1 ・ 4類） 古墳時中期〜古代 （23）-580

23087
南霞浦（旭酒造跡地）遺
跡

愛知県碧南市東浦町５丁
目

製塩土器（松崎類、 1・2・3・
4 ・ 5類）、石敷炉

古墳時代前 ・ 中期
〜古代

（23）-576、（23）-580

23088 那智貝塚 愛知県碧南市 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-580

23089 半崎貝塚 愛知県刈谷市泉田町半崎 製塩土器（知多式1 ・ 4類） 古墳時代中期、古代 （23）-207、（23）-404

23090 八王子神社貝塚 愛知県刈谷市泉田町中西 製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代 （23）-101、（23）-404

23091 宮東（第1号）貝塚
愛知県刈谷市泉田町宮東 ・
大久屋

製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代 （23）-101、（23）-404

23092 芋川遺跡
愛知県刈谷市一ツ木町芋
川

製塩土器（知多式3 ・ 4類）
古墳時代末〜奈良時
代

（23）-168、（23）-231、
（23）-253、（23）-404、
（23）-445

23093 膳棚遺跡
愛知県刈谷市一ツ木町膳
棚

製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代
（23）-189、（23）-207、
（23）-404

23094 上カス貝塚
愛知県刈谷市一ツ木町7丁
目

製塩土器（知多式4類） 奈良時代 （23）-102、（23）-404

23095 八ッ崎東貝塚
愛知県刈谷市小山町4 ・ 5
丁目

製塩土器（知多式4 ・ 5類） 古代 （23）-101、（23）-404

23096 八ッ崎貝塚 愛知県刈谷市小山町5丁目 製塩土器（知多式4 ・ 5類） 古代 （23）-53、（23）-207

23097 天子神社貝塚 愛知県刈谷市小山町6丁目
製塩土器（知多式1 ・ 3 ・ 4 ・
5類）

古墳時代中期〜古代
（23）-101、（23）-189、
（23）-207、（23）-404

23098 寺屋敷東貝塚 愛知県刈谷市小山町6丁目 製塩土器（知多式1 ・ 3類） 古墳時代中 ・ 後期
（23）-96、（23）-101、
（23）-207、（23）-344、
（23）-404

23099 寺屋敷西貝塚 愛知県刈谷市小山町6丁目 製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代 （23）-207、（23）-404

23100 西屋敷遺跡 愛知県刈谷市小山町8丁目 製塩土器（知多式3〜5類） 古墳時代末〜古代 （23）-101、（23）-404

23101 中手山貝塚 愛知県刈谷市中手町5丁目 製塩土器（知多式1・4・5類） 古墳時代中期〜古代
（23）-101、（23）-207、
（23）-404

23102 本刈谷（神社）貝塚 愛知県刈谷市天王町4丁目 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-29、（23）-404

23103 中条貝塚
愛知県刈谷市重原本町5丁
目

製塩土器（脚台 ・ 清水式、
知多式1〜5類、渥美式C）

古墳時代初頭〜古代

（23）-19、（23）-207、
（23）-208、（23）-221、
（23）-239、（23）-256、
（23）-335、（23）-404、
（23）-446、（23）-546、
（23）-553、（23）-570、
（23）-574

23104 大湫遺跡
愛知県刈谷市半城土町大
湫

製塩土器（知多式4 ・ 5類） 古代 （23）-207、（23）-404

23105 小垣江貝塚 愛知県刈谷市小垣江町 製塩土器（知多式3〜5類） 古墳時代末〜古代
（23）-101、（23）-207、
（23）-404

23106 秋葉神社貝塚 愛知県刈谷市小垣江町中 製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代 （23）-207、（23）-404

234
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23107 堂前遺跡 愛知県刈谷市荒井町 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-207、（23）-404

23108 郷上遺跡 愛知県豊田市鵞鴨町郷上 製塩土器（知多式3〜5類） 古墳時代末〜古代
（23）-186、（23）-282、
（23）-391、（23）-404、
（23）-555

23109 神明遺跡
愛知県豊田市鵞鴨町神明
地内

製塩土器（知多式4類） 奈良時代

（23）-185、（23）-186、
（23）-265、（23）-404、
（23）-455、（23）-491、
（23）-538

23110 矢迫遺跡
愛知県豊田市鵞鴨町字矢
迫

製塩土器（知多式4類） 奈良時代 （23）-283、（23）-404

23111 水入遺跡
愛知県豊田市渡刈町字大
屋敷 ・ 下糟目

製塩土器（知多式1〜4類） 古墳時代中期〜古代
（23）-354、（23）-404、
（23）-456、（23）-539、
（23）-556

23112 大窪遺跡 愛知県豊田市志賀町大窪 製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-163、（23）-186、
（23）-404

23113 千石遺跡
愛知県豊田市千石町3 ・ 4
丁目

製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-186、（23）-245、
（23）-404、（23）-457

23114 高橋遺跡
愛知県豊田市高上、高橋
町、上野町

製塩土器（知多式1 ・ 4類） 古墳時代中期、古代
（23）-186、（23）-192、
（23）-374、（23）-404、
（23）-534、（23）-557

23115 寺部城跡 愛知県豊田市寺部町1丁目 製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-186、（23）-360、
（23）-404、（23）-518

23116 梅坪遺跡
愛知県豊田市東梅坪町3丁
目

製塩土器（知多式1・3・4類）
古墳時代中 ・ 後期
〜古代（9世紀）

（23）-127、（23）-171、
（23）-184、（23）-209、
（23）-227、（23）-240、
（23）-404、（23）-458、
（23）-558

23117 太戸遺跡
愛知県豊田市平戸橋町太
戸

製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-161、（23）-186、
（23）-404

23118 伊保遺跡 愛知県豊田市伊保町 製塩土器（知多式1類） 古墳時代中 ・ 後期
（23）-36、（23）-38、
（23）-404

23119 江古山遺跡
愛知県豊田市東保見町江
古山

製塩土器（知多式4類） 奈良時代
（23）-186、（23）-404、
（23）-459、（23）-503、
（23）-537

23120 今町遺跡
愛知県豊田市今町7 ・ 8丁
目

製塩土器（知多式4類） 奈良時代
（23）-285、（23）-404、
（23）-460

23121 今町宮之後遺跡 愛知県豊田市今町4丁目 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-471

23122 新金山遺跡
愛知県豊田市亀首町新金
山

製塩土器（知多式4類） 奈良時代
（23）-266、（23）-404、
（23）-461

23123 花本遺跡
愛知県豊田市花本町井前 ・
横枕

製塩土器（知多式4類） 奈良時代
（23）-280、（23）-404、
（23）-559

23124 万加田遺跡
愛知県豊田市荒井町万加
田

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-280、（23）-404

23125 堂外戸遺跡
愛知県豊田市市木町堂外
戸

製塩土器（知多式1 ・ 4類） 古墳時代中期、古代
（23）-404、（23）-472、
（23）-536、（23）-560

23126 岩長遺跡 愛知県豊田市百々町8丁目 製塩土器（知多式4類） 飛鳥時代 （23）-261、（23）-404

23127 古城遺跡 愛知県豊田市御立町2丁目 製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代
（23）-311、（23）-404、
（23）-561

23128 本川遺跡
愛知県豊田市永覚町大正 ・
本川

製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-305、（23）-404、
（23）-462

23129 新切遺跡 愛知県豊田市平和町 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-186

23130 新切東遺跡 愛知県豊田市平和町 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-164

23131 京町遺跡 愛知県豊田市京町5丁目 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-569

23132 大砂遺跡 愛知県豊田市下切町大砂 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-581

23133 大貝津遺跡
愛知県豊田市足助町大字
小町字大貝津

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-581

235234
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23134 大畑遺跡 愛知県安城市藤井町大畑 製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-321、（23）-326、
（23）-404、（23）-436

23135 寺領廃寺 愛知県安城市寺領町久後 製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代 （23）-316、（23）-404

23136 宮下遺跡 愛知県安城市桜井町宮下 製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代
（23）-288、（23）-404、
（23）-501

23137 寒池遺跡 愛知県安城市桜井町寒池 製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-255、（23）-321、
（23）-404

23138 中狭間遺跡
愛知県安城市桜井町中狭
間

製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-254、（23）-321、
（23）-404

23139 御用地遺跡
愛知県安城市柿碕町御用
地 ・ 稲荷

製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代
（23）-198、（23）-321、
（23）-404、（23）-437

23140 南松原貝塚 愛知県安城市榎前町松原 製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-212、（23）-321、
（23）-404

23141 岩根前遺跡 愛知県安城市小川町 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-524

23142 加美遺跡 愛知県安城市小川町加美 製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代
（23）-100、（23）-214、
（23）-321、（23）-404、
（23）-438

23143 姫下遺跡 愛知県安城市小川町姫下
製塩土器（脚台 ・ 清水式、
知多式4類）

古墳時代初頭、古代 （23）-404、（23）-490

23144 下懸遺跡 愛知県安城市小川町向田 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-566

23145 本郷遺跡
愛知県安城市城ヶ入町本
郷

製塩土器（知多式1 ・ 5類） 古墳時代中期、古代 （23）-404

23146
城ヶ入町 ・ 町内地点遺
跡

愛知県安城市城ヶ入町 製塩土器（知多式1 ・ 4類） 古墳時代中期、古代 （23）-321、（23）-404

23147 鹿乗川流域遺跡群
愛知県安城市古井町 ・ 桜
井町

製塩土器（知多式1・3・4類） 古墳時代中期〜古代

（23）-317、（23）-321、
（23）-332、（23）-359、
（23）-384、（23）-390、
（23）-404、（23）-479

23148 野辺遺跡 愛知県安城市古井町野辺 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-383、（23）-404

23149 三ッ塚遺跡
愛知県安城市古井町三ッ
塚

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-321、（23）-404

23150 井ノ池遺跡
愛知県安城市古井町井ノ
池

製塩土器（知多式1 ・ 4類） 古墳時代中期、古代 （23）-321、（23）-404

23151 神ノ木遺跡
愛知県安城市古井町神ノ
木

製塩土器（知多式1類） 古墳時代中期 （23）-321、（23）-404

23152 小山貝塚 愛知県安城市東端町小山 製塩土器（知多式1 ・ 4類） 古墳時代中期、古代
（23）-212、（23）-321、
（23）-404

23153 東端貝塚 愛知県安城市東端町八剣 製塩土器（知多式1・3・4類） 古墳時代中期〜古代
（23）-212、（23）-321、
（23）-404、（23）-524

23154 八剣貝塚 愛知県安城市東端町八剣 製塩土器（知多式1 ・ 4類） 古墳時代中期、古代 （23）-321、（23）-404

23155 東端城跡
愛知県安城市東端町中縄
手

製塩土器（知多式1 ・ 4類） 古墳時代中期、古代
（23）-278、（23）-287、
（23）-321、（23）-404

23156 惣作遺跡 愛知県安城市木戸町惣作 製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-388、（23）-404、
（23）-439、（23）-493

23157 寄名山遺跡
愛知県西尾市吉良町瀬戸
字後本松

製塩土器（篠島式11類）
平安時代（9世紀前半
〜10世紀前半）

（23）-386、（23）-404、
（23）-468

23158 岡山南遺跡 愛知県西尾市吉良町 製塩土器（知多式4類） 7〜8世紀 （23）-573

23159 清水遺跡 愛知県西尾市中畑町清水
製塩土器（清水式、知多式
０ ・ 1 ・ 4 ・ 5類）

古墳時代初頭〜平安
時代

（23）-35、（23）-128、
（23）-136、（23）-295、
（23）-351、（23）-404

23160 八王子貝塚 愛知県西尾市上町八王子 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-35、（23）-404
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23161 貝ス貝塚
愛知県西尾市南中根町貝
ス

製塩土器（知多式1・2・3類） 古墳時代中期〜末
（23）-172、（23）-375、
（23）-404

23162 志貴野遺跡
愛知県西尾市志貴野町堤
崎 ・ 向山

製塩土器（渥美式C類、知
多式4類）

古墳時代後期〜古代
（23）-112、（23）-113、
（23）-404

23163 古新田遺跡
愛知県西尾市志貴野町宮
前

製塩土器（知多式3類） 古墳時代末 （23）-306、（23）-404

23164 八ッ面山北部遺跡
愛知県西尾市八ツ面町蔵
屋敷 ・ 後土、中原町道東 ・
前畑

製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-130、（23）-137、
（23）-144、（23）-404

23165 枯木宮（若宮西）貝塚
愛知県西尾市巨海町若宮
西

製塩土器（知多式1・2・3類、
渥美式C類）

古墳時代中期〜古代
（23）-35、（23）-211、
（23）-404

23166 出口貝塚 愛知県西尾市刈宿町出口 製塩土器（知多式4類） 飛鳥時代 （23）-320、（23）-404

23167 住崎遺跡
愛知県西尾市住崎町雁渕 ・
掛下 ・ 郷中

製塩土器（清水式、知多式4
類）

古墳時代初頭、古代
（23）-187、（23）-296、
（23）-404

23168 東海道遺跡
愛知県西尾市一色町佐久
島字東海道

製塩土器（篠島式5 ・ 9類） 古墳時代後期
（23）-145、（23）-375、
（23）-404

23169 御堂前遺跡
愛知県西尾市東幡豆町字
御堂前

製塩土器（篠島式5・7・9類） 古墳時代後期〜古代
（23）-176、（23）-375、
（23）-404、（23）-469、
（23）-482

23170 江尻遺跡
愛知県西尾市西幡豆町字
江尻

製塩土器（篠島式9類） 古墳時代末
（23）-372、（23）-404、
（23）-470

23171 王塚古墳 ・ 西方地点
愛知県西尾市鳥羽町字入
通

製塩土器 時期不明 （23）-189、（23）-404

23172 鳥羽城跡
愛知県西尾市鳥羽町字入
通

製塩土器（渥美式D類） 古代
（23）-197、（23）-387、
（23）-404

23173 月田遺跡 愛知県蒲郡市竹谷町月田 製塩土器（渥美式C ・ D類） 古墳時代後期〜古代
（23）-79、（23）-156、
（23）-404、（23）-444、
（23）-530

23174 上野遺跡
愛知県犬山市上野字八幡
東

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-150、（23）-404

23175 上ヶ遺跡 愛知県常滑市住吉町2丁目
製塩土器（知多式3 ・ 4類）、
製塩炉？

古墳時代末〜古代 （23）-3、（23）-25、（23）-404

23176 塩田遺跡 愛知県常滑市塩田町1丁目 製塩土器（知多式1・3・4類） 古墳時代中期〜古代
（23）-188、（23）-268、
（23）-404

23177 唐崎海岸遺跡 愛知県常滑市唐崎町 製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代 （23）-132、（23）-404

23178 狐塚遺跡 愛知県常滑市晩台町 製塩土器（知多式1 ・ 4類） 古墳時代中期、古代 （23）-191、（23）-404

23179 内方前遺跡 愛知県小牧市北外山 製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-286、（23）-404、
（23）-424

23180 南外山東浦遺跡 愛知県小牧市北外山 製塩土器 古代？ （23）-404

23181 東畑廃寺跡 愛知県稲沢市稲島町石畑 製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-110、（23）-117、
（23）-404

23182 尾張国府跡 愛知県稲沢市国府宮1丁目 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-58、（23）-404

23183 儀長正楽寺遺跡 愛知県稲沢市儀長 製塩土器（知多式1 ・ 4類） 古墳時代中期〜古代 （23）-196、（23）-404

23184 地蔵越遺跡
愛知県稲沢市北市場町地
蔵越 ・ 立部

製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-178、（23）-404、
（23）-419

23185 北市場屋敷遺跡 愛知県稲沢市北市場町 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-178、（23）-404

23186 下津新町遺跡　 愛知県稲沢市下津新町 製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-389、（23）-404、
（23）-420

23187 下津城跡下層遺跡　 愛知県稲沢市下津高戸町 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-297、（23）-404

23188 北丹波 ・ 東流遺跡
愛知県稲沢市下津丹下田
町 ・ 下津森町

製塩土器（知多式4類） 8世紀前半 （23）-578
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23189 上中 ・ 西屋敷遺跡
愛知県稲沢市北島町上中 ・
西屋敷

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-324、（23）-404

23190 塔の越遺跡
愛知県稲沢市長野 ・ 塔の
越 ・ 治郎丸

製塩土器（知多式4類、美濃
式？）

古代 （23）-404、（23）-487

23191 諏訪遺跡
愛知県新城市豊栄字鳥居
前 ・ 石原

製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-99、（23）-404

23192 島田陣屋遺跡 愛知県新城市野田字西郷 製塩土器（渥美式D類） 奈良時代 （23）-169、（23）-404

23193 石岸遺跡 愛知県新城市須永字石岸 製塩土器（知多式4類） 奈良時代 （23）-526

23194 菩薩遺跡
愛知県名古屋市緑区大高
町字中ノ島、東海市名和町
菩薩

製塩土器（縄文系譜？、知
多式4類）

縄文時代晩期？、古
代

（23）-78、（23）-129、
（23）-138、（23）-151、
（23）-404、（23）-428

23195 一番畑遺跡
愛知県東海市名和町一番
畑

製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-44、（23）-68、
（23）-404

23196 向イ貝塚 愛知県東海市名和町向イ 製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-33、（23）-39、
（23）-404

23197 トゝメキ遺跡
愛知県東海市名和町トゝメ
キ ・ 八幡前

製塩土器（縄文系譜、塚森
類）

弥生時代前期、古墳
時代前期

（23）-86、（23）-375、
（23）-404

23198 北本郷製塩遺跡
愛知県東海市名和町北本
郷

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-404

23199 北本郷2号遺跡
愛知県東海市名和町北本
郷

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-404

23200 北本郷薬師寺貝塚
愛知県東海市名和町北本
郷

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-404

23201 榎戸遺跡 愛知県東海市名和町榎戸 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-404

23202 長光寺遺跡 愛知県東海市名和町榎戸 
製塩土器（塚森類、知多式
1 ・ 3 ・ 4 ・ 5類）

古墳時代前期〜平安
時代

（23）-33、（23）-72、
（23）-404、（23）-429

23203 塚森遺跡 愛知県東海市名和町塚森
製塩土器（塚森類、知多式
3 ・ 4類）

古墳時代前期〜古代 （23）-60、（23）-338

23204 堂ノ前貝塚
愛知県東海市名和町堂ノ
前

製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代〜古代 （23）-27、（23）-404

23205 妙法寺遺跡 愛知県東海市名和町北脇
製塩土器（塚森類、知多式4
類）

古墳時代前期〜古代
（23）-33、（23）-39、
（23）-350、（23）-404

23206 松崎貝塚 愛知県東海市大田町松崎
製塩土器（松崎類、知多式
０〜5類）、製塩炉

古墳時代前期〜平安
時代

（23）-3、（23）-11、（23）-26、
（23）-41、（23）-43、
（23）-60、（23）-106、
（23）-120、（23）-121、
（23）-260、（23）-308、
（23）-328、（23）-331、
（23）-333、（23）-334、
（23）-339、（23）-351、
（23）-358、（23）-430、
（23）-510、（23）-511、
（23）-562、（23）-577

23207 上浜田遺跡
愛知県東海市大田町上浜
田

製塩土器（松崎類、知多式
０〜5類）

古墳時代前期〜平安
時代

（23）-237、（23）-242、
（23）-340、（23）-375、
（23）-404、（23）-510、
（23）-511

23208 下浜田遺跡
愛知県東海市大田町下浜
田

製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代
（23）-3、（23）-11、（23）-43、
（23）-219、（23）-404

23209 弥勒寺遺跡 愛知県東海市大田町寺下 製塩土器（知多式3 ・ 4類） 7〜9世紀 （23）-222、（23）-404

23210 後田遺跡 愛知県東海市大田町後田 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-404

23211 龍雲院遺跡 愛知県東海市大田町蟹田 製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-64、（23）-404、
（23）-500
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23212 畑間遺跡 愛知県東海市大田町前田
製塩土器（縄文系譜、知多
式1〜5類）

弥生時代前期後半、
古墳〜平安時代

（23）-291、（23）-314、
（23）-315、（23）-398、
（23）-404、（23）-489、
（23）-512、（23）-522、
（23）-545、（23）-551、
（23）-565、（23）-572、
（23）-583

23213 郷中遺跡 愛知県東海市大田町郷中 製塩土器（知多式1〜4類） 古墳時代中期〜古代
（23）-220、（23）-404、
（23）-489、（23）-494、
（23）-522

23214 東畑遺跡 愛知県東海市大田町東畑
製塩土器（縄文系譜、知多
式1 ・ 3 ・ 4 ・ 5類）

弥生時代前期、古墳
時代中期〜古代

（23）-202、（23）-371、
（23）-398、（23）-404、
（23）-489、（23）-522

23215 御亭遺跡
愛知県東海市高横須賀町
御亭

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-3、（23）-404

23216 烏帽子遺跡
愛知県東海市高横須賀町
烏帽子

製塩土器（縄文系譜？、知
多式1〜4類）

弥生時代？、古墳時
代中期〜古代

（23）-193、（23）-262、
（23）-309、（23）-404

23217 柳ヶ坪遺跡
愛知県東海市高横須賀町
柳ヶ坪

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-404

23218 宮西遺跡
愛知県東海市横須賀町四
ノ割

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-3、（23）-404

23219 三ノ割遺跡
愛知県東海市横須賀町三
ノ割

製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代 （23）-404

23220 大門遺跡
愛知県東海市横須賀町大
門

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-3、（23）-404

23221 玉林寺遺跡
愛知県東海市横須賀町ニノ
割

製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代 （23）-404

23222 漁脇遺跡 愛知県東海市養父町漁脇 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-3、（23）-404

23223 浜脇遺跡 愛知県東海市養父町浜脇 製塩土器（知多式4類） 奈良時代 （23）-404

23224 釈迦御堂遺跡
愛知県東海市養父町釈迦
御堂

製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代 （23）-3、（23）-404

23225 島ノ内遺跡
愛知県東海市養父町島ノ
内

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-404

23226 妙乗院遺跡 愛知県東海市養父町里中 製塩土器（知多式1・3・4類） 古墳時代中期〜古代 （23）-404

23227 大木之本遺跡
愛知県東海市養父町大木
之本

製塩土器（知多式3・4・5類） 7世紀〜10世紀前半
（23）-122、（23）-223、
（23）-236、（23）-404、
（23）-431

23228 西川向遺跡
愛知県東海市養父町西川
向

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-404

23229 惣作遺跡 愛知県大府市横根町惣作
製塩土器（知多式1〜5類、
篠島式7類）、支脚

古墳時代中期〜平安
時代

（23）-30、（23）-43、
（23）-71、（23）-96、
（23）-118、（23）-404、
（23）-421

23230 羽根山古窯跡群
愛知県大府市横根町羽根
山

製塩土器（知多式3類） 7世紀 （23）-585

23231 桟敷貝塚 愛知県大府市朝日町5丁目 製塩土器（知多式3類） 7世紀 （23）-579

23232 子安神社遺跡 愛知県大府市共和町子安 製塩土器（知多式1類） 古墳時代中期 （23）-584

23233 荒井遺跡 愛知県知多市八幡字荒井 製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代
（23）-3、（23）-51、（23）-55、
（23）-404

23234 西平井遺跡
愛知県知多市八幡字西平
井

製塩土器 時期不明 （23）-32

23235 法海寺遺跡 愛知県知多市八幡字平井 製塩土器（知多式3類） 古墳時代末
（23）-46、（23）-146、
（23）-337、（23）-404

23236 汐海道遺跡
愛知県知多市八幡字汐海
道

製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代 （23）-55、（23）-404
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23237 細見遺跡 愛知県知多市八幡字細見
製塩土器（松崎類、知多式1
〜5類、篠島式）

古墳時代前期〜古代

（23）-52、（23）-55、
（23）-61、（23）-76、
（23）-275、（23）-404、
（23）-427

23238 堀切古墓 愛知県知多市八幡字堀切 製塩土器（知多式4類） 奈良時代 （23）-290、（23）-404

23239 堀切遺跡 愛知県知多市八幡字堀切 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-404

23240 下内橋遺跡
愛知県知多市八幡字下内
橋

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-179、（23）-404

23241 二股貝塚 愛知県知多市新知字二股 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-119

23242 西屋敷貝塚
愛知県知多市新知字西屋
敷

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-404

23243 大草北貝塚 愛知県知多市大草字東畑 製塩土器（知多式4 ・ 5?類） 古代 （23）-404

23244 大草城跡
愛知県知多市大草字東屋
敷 ・ 南田面

製塩土器（知多式1 ・ 4類） 古墳時代中期、古代 （23）-382、（23）-404

23245 日長崎海底遺跡
愛知県知多市新舞子字郷
戸

製塩土器（知多式1 ・ 3 ・ 4 ・
5類）、支脚

古墳時代中期〜古代
（23）-74、（23）-404、
（23）-521

23246 浜田遺跡 愛知県知多市金沢字浜田
製塩土器（知多式4類）、支
脚

古代
（23）-3、（23）-51、（23）-55、
（23）-404

23247 金沢遺跡 愛知県知多市金沢 製塩土器 時期不明 （23）-521

23248 森西遺跡
愛知県知多市南粕谷本町1
丁目

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-54、（23）-404

23249 新海遺跡
愛知県知多市南粕谷新海
2 ・ 3丁目

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-404

23250 日長 ・ 生出遺跡 愛知県知多市日長字生出 製塩土器（知多式4 ・ 5類） 古代 （23）-404

23251 生出遺跡 愛知県知多市日長字生出 製塩土器 時期不明 （23）-521

23252 西中神明社南遺跡
愛知県知立市西中町址落 ・
西街道

製塩土器（知多式1〜4類） 古墳時代中期〜古代

（23）-90、（23）-104、
（23）-135、（23）-348、
（23）-375、（23）-404、
（23）-453

23253 小針遺跡
愛知県知立市上重原町小
針

製塩土器（知多式4類） 奈良時代
（23）-181、（23）-226、
（23）-404、（23）-454、
（23）-532

23254 腰前遺跡
愛知県知立市上重原町腰
前

製塩土器 古代
（23）-159、（23）-167、
（23）-183

23255 渋川遺跡 愛知県尾張旭市印場元町 製塩土器（知多式4類） 奈良時代
（23）-153、（23）-307、
（23）-404

23256 渋川城跡
愛知県尾張旭市印場元町3
丁目

製塩土器 8世紀後半 （23）-422

23257 八幡社貝塚
愛知県高浜市八幡町4丁目
八幡神社境内

製塩土器（知多式3 ・ 4類）
古墳時代末〜平安時
代

（23）-13、（23）-157、
（23）-158、（23）-318、
（23）-404

23258 正林寺貝塚 愛知県高浜市呉竹町2丁目 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-14、（23）-404

23259 芳川遺跡 愛知県高浜市芳川町3丁目 製塩土器 時期不明 （23）-189、（23）-404

23230 北浦恩任寺下遺跡 愛知県高浜市春日町7丁目 製塩土器（知多式1 ・ 3類） 古墳時代中 ・ 後期 （23）-15、（23）-404

23231 王江遺跡 愛知県高浜市田戸町2丁目
製塩土器（清水式、知多式4
類）

古墳時代初頭、古代
（23）-16、（23）-140、
（23）-207、（23）-345、
（23）-404

23232 研屋遺跡 愛知県高浜市田戸町7丁目 製塩土器（知多式2〜5類） 古墳時代後期〜古代
（23）-15、（23）-103、
（23）-114、（23）-404、
（23）-452

23233 田戸遺跡 愛知県高浜市田戸町5丁目 製塩土器 時期不明 （23）-336、（23）-404
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23234 西海道遺跡 愛知県高浜市青木町2丁目 製塩土器 時期不明 （23）-336

23235 御山寺遺跡
愛知県岩倉市中野町 ・ 鈴
井町

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-478

23236 下新田遺跡
愛知県岩倉市鈴井町字下
新田

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-528

23237 薬師ヶ根遺跡
愛知県豊明市沓掛町薬
師ヶ根

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-527

23238 大脇城遺跡
愛知県豊明市栄町梶田 ・
元屋敷

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-248

23239 金萩遺跡 愛知県日進市北新町金萩 製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-323

23270 砂畑遺跡
愛知県田原市江比間町西
砂畑

製塩土器 時期不明 （23）-404、（23）-568

23271 大本貝塚
愛知県田原市（福江湾東
岸）

製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-568

23272 西砂畑遺跡
愛知県田原市（福江湾東
岸）

製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-568

23273 砂地遺跡
愛知県田原市（福江湾東
岸）

製塩土器（渥美式C ・ D類） 古墳時代末〜古代 （23）-568

23274 村松遺跡
愛知県田原市（福江湾東
岸）

製塩土器（渥美式C類） 古墳時代後期 （23）-568

23275 小山A遺跡
愛知県田原市（渥美湾南
岸）

製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-568

23276 青山貝塚
愛知県田原市伊川津町横
浜

製塩土器（知多式1類、渥美
式A ・ B ・ C ・ D類）

古墳時代中期〜古代

（23）-6、（23）-11、（23）-24、
（23）-43、（23）-80、
（23）-81、（23）-88、
（23）-264、（23）-347、
（23）-350、（23）-404、
（23）-475、（23）-568

23277 貝の浜貝塚
愛知県田原市伊川津町貝
ノ浜

製塩土器（知多式1類、渥美
式A ・ B ・ C ・ D類）

古墳時代中期〜古代
（23）-1、（23）-6、（23）-264、
（23）-350、（23）-403、
（23）-476、（23）-568

23278 畠貝塚
愛知県田原市福江町中紺
屋瀬古 ・ 下地

製塩土器（渥美式A類） 古墳時代中期
（23）-125、（23）-147、
（23）-264、（23）-404、
（23）-568

23279 中山大森遺跡 愛知県田原市西の浜 製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-568

23280 八幡上貝塚
愛知県田原市小中山町八
幡上

製塩土器（知多式5類、渥美
式A ・ C ・ D類、篠島式3類）

古墳時代中期〜古代

（23）-49、（23）-93、
（23）-126、（23）-142、
（23）-264、（23）-404、
（23）-449、（23）-477、
（23）-554、（23）-568

23281 田戸貝塚
愛知県田原市小中山町八
幡上

製塩土器（渥美式D類、知多
式3類）

古墳時代末〜古代 （23）-404

23282 一分遺跡
愛知県田原市小中山町一
分

製塩土器 時期不明 （23）-404、（23）-568

23283 小森遺跡
愛知県田原市小中山町水
門上 ・ 小森上

製塩土器 時期不明 （23）-404、（23）-568

23284 植松遺跡
愛知県田原市小中山町小
森植松

製塩土器（渥美式A ・ C ・ D
類）

古墳時代中期〜古代 （23）-404、（23）-568

23285 寺山遺跡 愛知県田原市中山町西丸 製塩土器 時期不明 （23）-404、（23）-568

23286 東丸田遺跡 愛知県田原市中山町東丸 製塩土器 時期不明 （23）-404、（23）-568

23287 清水遺跡 愛知県田原市中山町清水 製塩土器 時期不明 （23）-404、（23）-568

23288 西の浜久衛森遺跡
愛知県田原市小中山町久
エ森

製塩土器（渥美式C ・ D類） 古墳時代後期〜古代
（23）-48、（23）-50、
（23）-125、（23）-404、
（23）-450、（23）-568
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23289 夷森遺跡
愛知県田原市小中山町小
森植松

製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-404、（23）-568

23290 一膳松遺跡
愛知県田原市小中山町一
膳松

製塩土器（渥美式D類） 古代
（23）-94、（23）-125、
（23）-404、（23）-568

23291 藤原貝塚
愛知県田原市小中山町藤
原

製塩土器（渥美式C ・ D類） 古墳時代後期〜古代
（23）-88、（23）-94、
（23）-125、（23）-404

23292 西の浜大森遺跡
愛知県田原市小中山町藤
原

製塩土器（渥美式C ・ D類） 古墳時代後期〜古代 （23）-404、（23）-568

23293 藤原第2号古墳
愛知県田原市小中山町藤
原

製塩土器（渥美式C類） 古墳時代後期
（23）-88、（23）-404、
（23）-523

23294 藤原古墳群（第1号古墳）
愛知県田原市小中山町藤
原

製塩土器（渥美式C類） 古墳時代後期 （23）-568

23295 大森遺跡
愛知県田原市小中山町藤
原

製塩土器（渥美式C ・ D類） 古墳時代後期〜古代
（23）-6、（23）-7、（23）-11、
（23）-43

23296 清水南松遺跡
愛知県田原市中山町日ノ
出

製塩土器 時期不明
（23）-94、（23）-125、
（23）-404、（23）-568

23297 シーサイド遺跡 愛知県田原市中山町岬 製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-404

23298 七本松遺跡 愛知県田原市中山町岬
製塩土器（知多式2類、渥美
式C ・ D類）

古墳時代後期〜古代
（23）-94、（23）-125、
（23）-404、（23）-550、
（23）-567

23299 ドウツン松遺跡 愛知県田原市中山町岬
製塩土器（知多式1類、渥美
式A ・ C ・ D類）

古墳時代中期〜古代
（23）-91、（23）-126、
（23）-404、（23）-451、
（23）-568

23300 大松上遺跡
愛知県田原市中山町大松
上

製塩土器（知多式1類、渥美
式D類）

古墳時代中期〜古代
（23）-91、（23）-92、
（23）-125、（23）-404

23301 国民休暇村遺跡
愛知県田原市中山町大松
上

製塩土器（渥美式C ・ D類） 古墳時代後期〜古代
（23）-91、（23）-125、
（23）-404、（23）-568

23302 古婦下遺跡
愛知県田原市伊良湖町古
婦下

製塩土器 時期不明 （23）-404、（23）-568

23303 鬼塚遺跡 愛知県田原市浦町鬼塚 製塩土器 時期不明
（23）-404、（23）-406、
（23）-568

23304 佐藤遺跡
愛知県田原市大久保町佐
藤

製塩土器 時期不明 （23）-404、（23）-568

23305 加治遺跡 愛知県田原市加治町平戸 製塩土器 時期不明 （23）-404、（23）-568

23306 保美貝塚 愛知県田原市保美町 製塩土器（渥美式C ・ D類） 古墳時代後期〜古代 （23）-43、（23）-568

23307 下地貝塚
愛知県田原市保美町仲新
古

製塩土器（渥美式C類） 古墳時代後期 （23）-568

23308 折立貝塚 愛知県田原市折立町 製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-568

23309 吉胡遺跡（貝塚） 愛知県田原市吉胡町矢崎 製塩土器（渥美式D類） 古代
（23）-123、（23）-225、
（23）-336、（23）-404、
（23）-568

23310 山崎遺跡
愛知県田原市野田町西山
崎 ・ 芦ヶ池

製塩土器（渥美式C ・ D類） 古墳時代末〜古代

（23）-108、（23）-124、
（23）-141、（23）-346、
（23）-404、（23）-447、
（23）-568

23311 長代遺跡 愛知県田原市野田町長代 製塩土器（渥美式D類） 古代
（23）-404、（23）-480、
（23）-568

23312 柳原遺跡
愛知県田原市野田 ・ 芦村
地区

製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-568

23313 雁合遺跡
愛知県田原市大久保町雁
合

製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-404、（23）-568

23314 伊川津貝塚
愛知県田原市伊川津町郷
中

製塩土器（知多式1類、渥美
式A ・ C ・ D類）

古墳時代中期〜古代

（23）-152、（23）-170、
（23）-276、（23）-404、
（23）-448、（23）-531、
（23）-568

23315 伊川津下地遺跡
愛知県田原市伊川津町（福
江湾東岸）

製塩土器 時期不明 （23）-568
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23316 日置本郷B遺跡 愛知県愛西市日置町本郷 製塩土器（知多式4類） 古代

23317 川田遺跡 愛知県愛西市見越町川田 製塩土器（美濃式） 古代
（23）-284、（23）-313、
（23）-404、（23）-412

23318 清洲城下町遺跡 愛知県清須市清洲 製塩土器（知多式4類） 奈良時代 （23）-194、（23）-499

23319 中之郷北遺跡 愛知県北名古屋市中之郷 製塩土器（知多式4類）
奈良時代（8世紀後
半）

（23）-357、（23）-404、
（23）-423

23320 弥勒寺御申塚遺跡
愛知県北名古屋市弥勒寺
西2丁目

製塩土器？ 古墳時代中期 （23）-230

23321 大渕遺跡 愛知県あま市甚目寺大渕 製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代
（23）-57、（23）-69、
（23）-116、（23）-404、
（23）-413

23322 伊久智（生路）貝塚
愛知県知多郡東浦町生路
字森腰

製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代
（23）-96、（23）-139、
（23）-298、（23）-404

23323 狭間貝塚
愛知県知多郡東浦町生路
字狭間

製塩土器（知多式1 ・ 4類） 古墳時代中期、古代
（23）-96、（23）-139、
（23）-299、（23）-404

23324 門田遺跡
愛知県知多郡東浦町生路
字門田

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-300、（23）-404

23325 石浜貝塚
愛知県知多郡東浦町石浜
字下庚申坊

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-404

23326 入海貝塚
愛知県知多郡東浦町緒川
字屋敷壱区

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-404

23327 天白遺跡
愛知県知多郡東浦町緒川
字天白

製塩土器（知多式1〜4類）、
支脚

古墳時代中期〜古代

（23）-234、（23）-243、
（23）-277、（23）-301、
（23）-375、（23）-404、
（23）-435、（23）-575

23328 塩田遺跡
愛知県知多郡東浦町緒川
字塩田

製塩土器（知多式4類）、棒
状土製品

古代
（23）-30、（23）-302、
（23）-404

23329 宮西貝塚
愛知県知多郡東浦町緒川
字屋敷壱区

製塩土器（知多式1 ・ 4類） 古墳時代中期、古代 （23）-404

23330 岡田遺跡
愛知県知多郡東浦町森岡
字岡田

製塩土器（知多式3 ・ 4類）、
棒状土製品

古墳時代末〜古代 （23）-303、（23）-404

23331 取手遺跡
愛知県知多郡東浦町森岡
字取手

製塩土器（知多式4類） 古代
（23）-30、（23）-404、
（23）-513

23332 森岡貝塚
愛知県知多郡東浦町森岡
字取手

製塩土器（知多式1・3・4類） 古墳時代中期〜古代 （23）-304、（23）-404

23333 寺前遺跡
愛知県知多郡南知多町内
海字寺前

製塩土器 時期不明 （23）-32、（23）-404

23334 中前田遺跡
愛知県知多郡南知多町内
海字中前田

製塩土器 時期不明 （23）-404

23335 小枡遺跡
愛知県知多都南知多町内
海字小枡

製塩土器（知多式０ ・ 1 ・ 4
類、篠島式6類）

古墳時代中期〜古代
（23）-28、（23）-32、
（23）-64、（23）-203、
（23）-404

23336 欠ケ前遺跡
愛知県知多郡南知多町山
海字欠前

製塩土器 時期不明 （23）-32、（23）-404

23337 清水遺跡
愛知県知多郡南知多町山
海字清水

製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代
（23）-32、（23）-64、
（23）-203、（23）-404

23338 天神西（天神東）遺跡
愛知県知多郡南知多町山
海字天神西

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-32、（23）-404

23339 中州遺跡
愛知県知多郡南知多町豊
浜字中洲

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-1、（23）-87、（23）-404

23340 峠遺跡
愛知県知多郡南知多町豊
浜字峠

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-1、（23）-87、（23）-404

23341 草花遺跡
愛知県知多郡南知多町豊
浜小佐郷字ソカ

製塩土器（知多式1・3・4類） 古墳時代中期〜古代 （23）-1、（23）-404

23342 火穴遺跡
愛知県知多郡南知多町豊
浜小佐郷火穴

製塩土器（知多式1・3・4類） 古墳時代中期〜古代 （23）-1、（23）-404

243242



番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

23343 汁谷遺跡
愛知県知多郡南知多町師
崎字汁谷

製塩土器（知多式4 ・ 5類） 古代
（23）-175、（23）-203、
（23）-404

23344 狭間（谷）遺跡
愛知県知多郡南知多町師
崎字口狭間

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-2、（23）-404

23345 口田面遺跡
愛知県知多郡南知多町師
崎字口田面

製塩土器（知多式4類） 奈良時代 （23）-180、（23）-404

23346 板取遺跡
愛知県知多郡南知多町師
崎字板取

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-3、（23）-87、（23）-404

23347 鳥東遺跡
愛知県知多郡南知多町師
崎鳥東

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-1、（23）-87、（23）-404

23348 神護寺遺跡
愛知県知多郡南知多町師
崎宇鳥西

製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代 （23）-75、（23）-404

23349 長谷遺跡
愛知県知多郡南知多町片
名長谷

製塩土器（知多式1 ・ 3 ・ 4 ・
5類）

古墳時代中期〜古代
（23）-3、（23）-75、
（23）-204、（23）-268、
（23）-404

23350 田中島遺跡
愛知県知多郡南知多町片
名字向畑

製塩土器 時期不明 （23）-404

23351 山田平遺跡
愛知県知多郡南知多町片
名字山田平

製塩土器 時期不明 （23）-404

23352 郷中遺跡
愛知県知多郡南知多町片
名字郷中

製塩土器 時期不明 （23）-404

23353 北側遺跡
愛知県知多郡南知多町大
井字北側

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-3、（23）-87、（23）-404

23354 山田遺跡
愛知県知多郡南知多町大
井宇山田

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-1、（23）-404

23355 間哉遺跡
愛知県知多郡南知多町大
井字間哉

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-3、（23）-87、（23）-404

23356 宮前遺跡
愛知県知多郡南知多町大
井字北側

製塩土器 時期不明 （23）-404

23357 森浦遺跡
愛知県知多郡南知多町大
井字北側

製塩土器 時期不明 （23）-404

23358 小海田遺跡
愛知県知多郡南知多町大
井字小海田

製塩土器（知多式1・3・4類） 古墳時代中期〜古代
（23）-3、（23）-11、（23）-43、
（23）-203、（23）-268、
（23）-404

23359 新井浜遺跡
愛知県知多郡南知多町日
間賀島字新井浜

製塩土器（知多式1類、篠島
式3 ・ 6 ・ 7類）

古墳時代中期〜古代
（23）-87、（23）-203、
（23）-238、（23）-268、
（23）-404

23360 籔ノ鼻遺跡
愛知県知多郡南知多町日
間賀島字薮ノ鼻

製塩土器 時期不明 （23）-404

23361 北地遺跡
愛知県知多郡南知多町日
間賀島字北地

製塩土器 時期不明 （23）-404

23362 北地第5号墳
愛知県知多郡南知多町日
間島字北地

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-42、（23）-404

23363 北地6号墳
愛知県知多郡南知多町日
間賀島字北地

製塩土器（知多式4類） 奈良時代
（23）-12、（23）-43、
（23）-205、（23）-369、
（23）-404、（23）-523

23364 北地11号墳
愛知県知多郡南知多町日
間賀島字北地

製塩土器 時期不明 （23）-404

23365 北地14号墳
愛知県知多郡南知多町日
間島字北地

製塩土器（知多式1 ・ 3 ・ 4 ・
5類、篠島式4 ・ 6類）

古墳時代中期〜古代
（23）-205、（23）-341、
（23）-369、（23）-375、
（23）-404

23366 日間賀神社前
愛知県知多郡南知多町日
間賀島字北地

製塩土器 時期不明 （23）-404

23367 神戸（神明社）遺跡
愛知県知多郡南知多町篠
島字神戸

製塩土器（知多式1類、篠島
式1〜7 ・ 9〜12類）

古墳時代中期〜古代

（23）-10、（23）-98、
（23）-204、（23）-342、
（23）-375、（23）-404、
（23）-433

23368 鯨浜遺跡
愛知県知多郡南知多町篠
島字鯨浜

製塩土器（知多式1類） 古墳時代中期 （23）-98、（23）-404
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23369 奥田（石畑）製塩遺跡
愛知県知多郡美浜町奥田
字石畑 ・ 儀路

製塩土器（知多式1・4・5類）
古墳時代中期〜古代
（10世紀）

（23）-32、（23）-66、
（23）-105、（23）-269、
（23）-276、（23）-404、
（23）-434、（23）-520

23370 奥田砂原製塩遺跡
愛知県知多郡美浜町奥田
字砂原

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-404

23371 石畑遺跡
愛知県知多郡美浜町奥田
字石畑

製塩土器（知多式1 ・ 4類） 古墳時代中期〜古代 （23）-224、（23）-404

23372 下高田（高田）遺跡
愛知県知多郡美浜町野間
字下高田

製塩土器 時期不明 （23）-404

23373 権六遺跡
愛知県知多郡美浜町野間
字権六

製塩土器（知多式4類？） 古代 （23）-552

23374 矢梨製塩遺跡
愛知県知多郡美浜町河和
字矢梨

製塩土器（知多式3・4・5類） 古墳時代末〜古代 （23）-32、（23）-404

23375 河和北屋敷遺跡
愛知県知多郡美浜町河和
字北屋敷

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-32、（23）-404

23376 （布土の遺跡） 愛知県知多郡美浜町 製塩土器（知多式3・4・5類） 古墳時代末〜古代 （23）-404

23377 中州古墳群
愛知県知多郡武豊町豊浜
字西之浦 ・ 塩屋浦

製塩土器（知多式1類） 古墳時代中期 （23）-404

23378 市場遺跡
愛知県知多郡武豊町富貴
字市場

製塩土器（知多式1 ・ 4類） 古墳時代中期〜古代
（23）-41、（23）-56、
（23）-62、（23）-404

23379 ウスガイト遺跡
愛知県知多郡武豊町冨貴
字薄里 ・ 十了

製塩土器（知多式3 ・ 4類） 古墳時代末〜古代
（23）-404、（23）-432、
（23）-549

23380 砂畑遺跡
愛知県知多都武豊町東大
高字砂畑

製塩土器（知多式4類） 古代 （23）-87、（23）-404

23381 浦之島遺跡
愛知県知多郡武豊町東大
高字浦之島

製塩土器（知多式3・4・5類） 古墳時代末〜古代
（23）-56、（23）-404、
（23）-548

23382 小迎遺跡
愛知県知多郡武豊町字小
迎

製塩土器（知多式1・3・4類） 古墳時代中期〜古代
（23）-56、（23）-63、
（23）-268、（23）-404

23383 東光寺遺跡
愛知県額田郡幸田町深溝
字上天白

製塩土器（渥美式D類） 古代 （23）-89、（23）-404
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