
日本塩業史研究文献目録 （考古編）

（40）　福岡県

（40）-1 中山平次郞「祝部式の圧痕を示せる弥生式土器」 『考古学』第5巻第7号　東京考古学会　1934年7月

（40）-2
福岡市教育委員会（柳田純孝 ・ 塩屋勝利ほか）編1971年3月『和白遺跡群発掘調査報告書』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第18
集　福岡市教育委員会

（40）-3 福岡県教育委員会（松岡史ほか）編1973年3月『福間バイパス関係埋蔵文化財調査報告』　福岡県教育委員会 ・ 九州地方建設局

（40）-4 橋口達也「福岡市今山下遺跡の製塩土器ー故中山平次郎博士資料ー」 『九州考古学』第49 ・ 50号　九州考古学会　1974年3月

（40）-5 浜田昌治「塩の初源期雑考」 『福岡考古懇話会々報』第1号　福岡考古懇話会　1975年

（40）-6
浜田昌治「カリウムとナトリウムとの拮抗関係ー縄文農耕への提言ー」 『福岡考古懇話会々報』第3号　福岡考古懇話会　1975年12
月

（40）-7 久留米市教育委員会（古賀寿ほか）編1976年3月『筑後国府跡（1）』　久留米市文化財調査報告第12集　久留米市教育委員会

（40）-8 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

（40）-9 浜田昌治「福岡地方の古代製塩」 『福岡考古懇話会々報』第9号　福岡考古懇話会　1978年11月

（40）-10 佐田茂「5号遺跡」 （第三次沖ノ島学術調査隊（代表岡﨑敬）編1979年3月『宗像 ・ 沖ノ島』　宗像大社復興期成会）

（40）-11 小田富士雄「1号遺跡」 （第三次沖ノ島学術調査隊（代表岡﨑敬）編1979年3月『宗像 ・ 沖ノ島』　宗像大社復興期成会）

（40）-12 浜田昌治「今山遺跡第5、 6地点発掘調査を終えて」 『福岡考古懇話会々報』第10号　　福岡考古懇話会　1979年6月

（40）-13
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（山口信義）編1980年3月『勝円Ｂ遺跡』　北九州市文化財調査報告書第38集　北九
州市教育委員会 ・ 財団法人北九州市教育文化事業団

（40）-14 福岡市教育委員会（柳沢一男）編1980年3月『多々良込田遺跡』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第53集　福岡市教育委員会

（40）-15 福岡県教育委員会（馬田弘稔）編1980年3月『二丈 ・ 浜玉道路関係埋蔵文化財調査報告書』　福岡県教育委員会

（40）-16 九州歴史資料館（石松好雄ほか）編1980年3月『大宰府史跡　昭和54年度発掘調査概報』　九州歴史資料館

（40）-17 福岡県教育委員会（横田義章）編1980年3月『特別史跡　大野城跡4』　福岡県教育委員会

（40）-18 福岡県教育委員会（橋口達也）編1980年3月『干潟遺跡1』　福岡県文化財調査報告第59集　福岡県教育委員会

（40）-19 福岡市教育委員会（折尾学）編1981年3月『今山 ・ 今宿遺跡』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第75集　福岡市教育委員会

（40）-20 折居正勝「福岡周辺の古代製塩」 『福岡地方史研究会会報』第20号　福岡地方史研究会　1981年4月

（40）-21
九州大学 ・ 福岡市教育委員会（橫山浩一山崎純男ほか）編1982年3月『海の中道遺跡』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第87集　
福岡市教育委員会

（40）-22 福岡県教育委員会（井上裕弘）編1982年3月『上椎遺跡』　嘉穂町文化財調査報告書第3集　嘉穂町教育委員会
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（40）-23 九州歴史資料館（石松好雄ほか）編1982年3月『大宰府史跡　昭和56年度発掘調査概報』　九州歴史資料館

（40）-24
太宰府町教育委員会（山本信夫）編1982年3月『大宰府条坊跡　観世音寺土地区画整理に伴う発掘調査（1）』　太宰府町の文化財
第5集　太宰府町教育委員会

（40）-25 小田富士雄編1982年9月『宝満山の地宝』宝満山の遺跡と遺物　財団法人太宰府顕彰会

（40）-26
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（宇野慎敏）編1983年3月『長行遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第20集　財
団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-27
福岡市教育委員会（柳沢一男）編1983年3月『板付周辺遺跡調査報告書（9） 1982年度調査概要』　福岡市埋蔵文化財調査報告書
第98集　福岡市教育委員会

（40）-28 大野城市教育委員会（舟山良一）編1983年3月『仲島遺跡3』　大野城市埋蔵文化財調査報告書第10集　大野城市教育委員会

（40）-29 太宰府市教育委員会（山本信夫）編1983年3月『大宰府条坊跡2』　太宰府市の文化財第7集　太宰府市教育委員会

（40）-30 小田富士雄編1983年8月『大宰府 ・ 宝満山の初期祭祀』 （『宝満山の地宝』拾遺）    太宰府天満宮文化研究所

（40）-31 森田勉「焼塩壺考」 『大宰府古文化論叢』下巻　九州歴史資料館開館十周年記念　吉川弘文館　1983年12月

（40）-32
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（山口信義）編1984年1月『長野Ａ ・ Ｅ遺跡調査概報』　北九州市埋蔵文化財調査報
告書第24集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-33
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（前田義人 ・ 川上秀秋）編1984年3月『葛原（Ａ） （Ｂ）遺跡』　北九州市埋蔵文化財調
査報告書第27集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-34
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査（栗山伸司）編1984年3月『徳力遺跡第二地点』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第30
集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査

（40）-35
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（前田義人 ・ 川上秀秋）編1984年3月『本城南遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告
書第33集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-36 横山浩一「玄海灘式製塩土器の研究（上）」 『九州文化史研究所紀要』第29号　九州大学九州文化史研究施設　1984年3月

（40）-37
山崎純男「福岡市海の中道遺跡出土自然遺物の検討」 『九州文化史研究所紀要』第29号　九州大学九州文化史研究施設　1984
年3月

（40）-38
下条信行「弥生 ・ 古墳時代の九州型石錘について」 『九州文化史研究所紀要』第29号　九州大学九州文化史研究施設　1984年3
月

（40）-39 福岡県教育委員会（井上裕弘）編1984年3月『穴江 ・ 塚田遺跡』　嘉穂町文化財調査報告書第4集　嘉穂町教育委員会

（40）-40 九州歴史資料館（石松好雄ほか）編1984年3月『大宰府史跡　昭和58年度発掘調査概報』　九州歴史資料館

（40）-41 太宰府市教育委員会（山本信夫）編1984年3月『大宰府条坊跡3』　太宰府市の文化財第8集　太宰府市教育委員会

（40）-42 小西信二編1984年3月『宝満山及び竈門神社周辺の遺跡分布調査報告書』　財団法人太宰府顕彰会

（40）-43
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（山手誠治 ・ 宇野慎敏）編1985年3月『北九州市小倉南区大字曽根字勝円　勝円遺
跡（Ｃ地点）』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第41集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-44 福岡県教育委員会（井上裕弘）編1985年3月『合田遺跡』　赤村文化財調査報告書第1集　赤村教育委員会

（40）-45 横山浩一「玄海灘式製塩土器の研究（中）」 『九州文化史研究所紀要』第30号　九州大学九州文化史研究施設　1985年3月

（40）-46 福岡市教育委員会（井澤洋一）編1985年3月『有田 ・ 小田部第6集』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第113集　福岡市教育委員会
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（40）-47
福岡市教育委員会（柳沢一男 ・ 杉山富雄）編1985年3月『博多3　第17 ・ 20 ・ 21 ・ 22次調査の概要』　福岡市埋蔵文化財調査報告
書第118集　福岡市教育委員会

（40）-48 福岡市教育委員会（山崎純男）編1985年3月『多々良込田遺跡3』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第121集　福岡市教育委員会

（40）-49 九州歴史資料館（石松好雄ほか編） 1985年3月『大宰府史跡　昭和59年度発掘調査概報』　九州歴史資料館

（40）-50 浜田昌治「筑前観世音寺塩釜考」 『福岡考古』第12号　福岡考古懇話会　1985年4月

（40）-51
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（前田義人 ・ 佐藤浩司ほか）編1985年5月『下吉田遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査
報告書第39集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-52
赤司善彦ほか「福岡県」 （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　
発表要旨 ・ 資料集1』　埋蔵文化財研究会第19回研究集会世話人）

（40）-53
山崎純男「博多湾沿岸の漁具と土器製塩についてー海の中道遺跡を中心としてー」 （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　発表要旨 ・ 資料集1』　埋蔵文化財研究会第19回研究集会世話人）

（40）-54
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（木太久守）編1986年3月『長野Ａ遺跡1 （1 ・ 4 ・ 8区の調査）』　北九州市埋蔵文化財
調査報告書第47集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-55
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（谷口俊治）編1986年3月『北方遺跡1』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第48集　財
団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-56
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（宇野愼敏）編1986年3月『潤崎遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第49集　財
団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-57
福岡市教育委員会（折尾学 ・ 森本朝子ほか）編1986年3月『福岡市高速鉄道関係埋蔵文化財調査報告5　博多一高速鉄道関係調
査（2） ー』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第126集　福岡市教育委員会

（40）-58 九州歴史資料館（石松好雄ほか）編1986年3月『大宰府史跡　昭和60年度発掘調査概報』　九州歴史資料館

（40）-59
筑紫野市教育委員会（奥村俊久）編1986年3月『御笠地区遺跡』　筑紫野市文化財調査報告書第15集　筑紫野市教育委員会（全3
冊、本文編、図版編、付図）

（40）-60
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（山口信義 ・ 佐藤浩司）編1987年3月『長野Ａ遺跡2 （2 ・ 5 ・ 6区の調査）』　北九州市
埋蔵文化財調査報告書第54集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-61
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（梅﨑恵司）編1987年3月『小糸遺跡（第1地点の調査）』　北九州市埋蔵文化財調査
報告書第58集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-62
福岡県教育委員会（石松好雄 ・ 横田賢次郎）編1987年3月『豊前国府　昭和61年発掘調査概報』　豊津町文化財調査報告書第5集　
豊津町教育委員会

（40）-63 福岡県教育委員会（浜田信也）編1987年3月『箱崎遺跡』　福岡県文化財調査報告書第79集　福岡県教育委員会

（40）-64
福岡市教育委員会（加藤良彦 ・ 常松幹雄 ・ 永淵昭子）編1987年3月『博多10　博多遺跡群第31次調査報告』　福岡市埋蔵文化財
調査報告書第150集　福岡市教育委員会

（40）-65 福岡市教育委員会（山口謙治）編1987年3月『井相田Ｃ遺跡1』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第152集　福岡市教育委員会

（40）-66
福岡市教育委員会（池崎譲二 ・ 森本朝子）編1987年3月『高速鉄道関係埋蔵文化財調査報告6　博多－高速鉄道関係調査（3）－』　
福岡市埋蔵文化財調査報告書第156集　福岡市教育委員会

（40）-67
福岡市教育委員会（田中壽夫）編1987年3月『福岡市公民館建設関係埋蔵文化財調査報告（博多区那珂遺跡群第7次　西区拾六
町ツイジ遺跡第2次　西区拾六町コノリ遺跡第2次）』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第162集　福岡市教育委員会

（40）-68 福岡市教育委員会（二宮忠司）編1987年3月『浦江遺跡』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第165集　福岡市教育委員会

（40）-69 九州歴史資料館（石松好雄ほか）編1987年3月『大宰府史跡　昭和61年度発掘調査概報』　九州歴史資料館

（40）-70
福岡県教育委員会（小田利和）編1987年3月『小隈出口遺跡 ・ 小隈松山遺跡』　甘木市文化財調査報告第18集　甘木市教育委員
会
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（40）-71
福岡県教育委員会（伊崎俊秋）編1987年3月『九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告9　甘木市所在　塔ノ上遺跡の調査』　
福岡県教育委員会

（40）-72 苅田町教育委員会（木下修）編1987年3月『黒添 ・ 法正寺地区遺跡群』　苅田町文化財調査報告書第6集　苅田町教育委員会

（40）-73
福岡県教育委員会（髙橋章 ・ 小田利和）編1987年7月『九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告11　小郡前伏遺跡』　福岡県
教育委員会

（40）-74
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（宇野愼敏）編1988年3月『徳力土地区画整理事業関係調査報告1 （徳力遺跡第9 ・
10地点）』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第66集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-75
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（佐藤浩司）編1988年3月『寺田遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第70集　財
団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-76
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（前田義人）編1988年3月『砥石坂遺跡　上清水遺跡（第2地点）　新池坂本遺跡（第3
地点）』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第71集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-77
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（木太久守）編1988年3月『西池ノ内遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第72集　
財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-78
福岡市教育委員会（加藤良彦）編1988年3月『博多12－博多遺跡群第35次調査－』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第177集　福岡
市教育委員会

（40）-79 福岡市教育委員会（瀧本正志）編1988年3月『井相田Ｃ遺跡2』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第179集　福岡市教育委員会

（40）-80 福岡市教育委員会（横山邦継）編1988年3月『羽根戸遺跡』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第180集　福岡市教育委員会

（40）-81
福岡市教育委員会（池崎譲二）編1988年3月『都市計画道路博多駅築港線関係埋蔵文化財調査報告1　博多』　福岡市埋蔵文化財
調査報告書第183集　福岡市教育委員会

（40）-82
福岡市教育委員会（力武卓治 ・ 大庭康時）編1988年3月『都市計画道路博多駅築港線関係埋蔵文化財調査報告2　博多』　福岡市
埋蔵文化財調査報告書第184集　福岡市教育委員会

（40）-83
福岡市教育委員会（山崎純男）編1988年3月『柏原遺跡群6　古墳 ・ 古代遺跡M遺跡の調査』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第
191集　福岡市教育委員会

（40）-84
嘉穂町教育委員会（福島日出海）編1988年3月『嘉穂地区遺跡群5　原田、馬見本村、 イカマチク遺跡の発掘調査』　嘉穂町文化財
調査報告書第8集　嘉穂町教育委員会

（40）-85
嘉穂町教育委員会（福島日出海）編1988年3月『嘉穂地区遺跡群6 原田東.平塚遺跡の発掘調査』　嘉穂町文化財調査報告書第9
集　嘉穂町教育委員会

（40）-86 折居正勝「福岡市地域の古代製塩」 『福岡考古』第14号　福岡考古懇話会　1989年2月

（40）-87
宇野慎敏「仮称勝円式土器小考」 『横山浩一先生退官記念論文集1　生産と流通の考古学』　横山浩一先生退官記念事業会　
1989年3月

（40）-88
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査（宇野慎敏）編1989年3月『上徳力遺跡2』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第77集　財
団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-89
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（山口信義）編1989年3月『高津尾遺跡1 （2区の調査）』　北九州市埋蔵文化財調査
報告書第80集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-90
福岡市教育委員会（大庭康時）編1989年3月『都市計画道路博多駅築港線関係埋蔵文化財調査報告3　博多』　福岡市埋蔵文化財
調査報告書第204集　福岡市教育委員会

（40）-91
福岡市教育委員会（松村道博）編1989年3月『都市計画道路博多駅築港線関係埋蔵文化財調査報告4　博多』　福岡市埋蔵文化財
調査報告書第205集　福岡市教育委員会

（40）-92
福岡市教育委員会（山崎龍雄 ・ 米倉秀紀）編1989年3月『有田 ・ 小田部　第10集』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第212集　福岡
市教育委員会

（40）-93 宗像市教育委員会（伊崎俊秋）編1989年3月『稲元日焼原遺跡』　宗像市文化財調査報告書第22集　宗像市教育委員会

（40）-94 若宮町教育委員会（小方良臣ほか）編1989年3月『下遺跡群』　若宮町文化財調査報告書第7集　若宮町教育委員会
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（40）-95
福岡県教育委員会（児玉真一）編1989年3月『乙隈天道町遺跡』　福岡県文化財調査報告書第86集　福岡県教育委員会（全2冊　上
巻、下巻）

（40）-96
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（梅﨑惠司）編1990年3月『石田遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第88集　財
団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-97
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（木太久守）編1990年3月『上淸水遺跡1区（奈良時代以降編）』　北九州市埋蔵文化
財調査報告書第90集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-98
福岡市教育委員会（松村道博）編1990年3月『都市計画道路博多駅築港線関係埋蔵文化財調査報告5　博多』　福岡市埋蔵文化財
調査報告書第221集　福岡市教育委員会

（40）-99
福岡市教育委員会（大庭康時）編1990年3月『博多14　博多遺跡群第39次発掘調査概報』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第229集　
福岡市教育委員会

（40）-100 福岡市教育委員会（山崎龍雄）編1990年3月『有田 ・ 小田部第11集』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第234集　福岡市教育委員会

（40）-101 志摩町教育委員会（小池哲史）編1990年3月『吹切遺跡』　志摩町文化財調査報告書第12集　　志摩町教育委員会

（40）-102 九州歴史資料館（石松好雄ほか）編1990年3月『大宰府史跡　平成元年度発掘調査概報』　九州歴史資料館

（40）-103
筑紫野市教育委員会（奥村俊久）編1990年3月『山家地区圃場整備事業関係埋蔵文化財調査報告書』　筑紫野市文化財調査報告
書第23集　筑紫野市教育委員会

（40）-104
福岡県教育委員会（伊崎俊秋）編1990年3月『九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告ー 17 ー甘木市所在宮原遺跡の調査2
（Ａ1地区）』　福岡県教育委員会

（40）-105 小西信二「堅塩　土器による煎熬及び焼塩造り」 『都府楼』第11号　財団法人古都大宰府を守る会　1991年2月

（40）-106
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（佐藤浩司）編1991年3月『上淸水遺跡2区』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第100
集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-107
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（宇野慎敏）編1991年3月『徳力遺跡第6地点』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第
111集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-108
福岡県教育委員会（緖方泉）編1991年3月『椎田バイパス関係埋蔵文化財調査報告ー 3 ー　　砦見遺跡　カワラケ田遺跡　下原遺
跡』　福岡県教育委員会

（40）-109
福岡県教育委員会（木下修 ・ 水ノ江和同）編1991年3月『椎田バイパス関係埋蔵文化財調査報告ー 4 ー　中巻　安武 ・ 深田遺跡　
安武 ・ 土井の内遺跡』　福岡県教育委員会

（40）-110 福岡市教育委員会（松村道博）編1991年3月『徳永遺跡』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第242集　福岡市教育委員会

（40）-111
福岡市教育委員会（宮井善朗）編1991年3月『藤崎遺跡6－藤崎遺跡第15 ・ 16 ・ 17 ・ 18次調査地点－』　福岡市埋蔵文化財調査
報告書第259集　福岡市教育委員会

（40）-112 九州歴史資料館（栗原和彦ほか）編1991年3月『大宰府史跡　平成2年度発掘調査概報』　九州歴史資料館

（40）-113 太宰府市教育委員会（狭川真一）編1991年3月『筑前国分尼寺跡2』　太宰府市の文化財第16集　太宰府市教育委員会

（40）-114
「付 ・ 上西郷クニサキ遺跡の調査」 （福間町教育委員会（小池史哲）編1991年3月『津丸高平遺跡　福岡県宗像郡福間町大字津丸
所在遺跡の調査』　福間町文化財調査報告書第3集　福間町教育委員会）

（40）-115 遠賀町教育委員会（武田光正）編1991年3月『尾崎 ・ 天神遺跡1』　遠賀町文化財調査報告書第2集　遠賀町教育委員会

（40）-116 山崎純男「九州の弥生時代貝塚」 『月刊考古学ジャーナル』№336　ニュー ・ サイエンス社　1991年8月

（40）-117
夜須町教育委員会（石井扶美子）編1991年9月『夜須地区遺跡群12 （柳追遺跡） 　付荒畑遺跡』　夜須町文化財調査報告書第23集　
夜須町教育委員会

（40）-118 山崎純男「藻塩焼き」 『新版古代の日本ー九州 ・ 沖縄ー』第3巻　角川書店　1991年11月
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（40）-119
亀田妥「北九州市内出土の古代の製塩土器について」 『研究紀要』第6号　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室　
1992年3月

（40）-120
佐藤浩司「ケズリのない甕　豊前比企型煮沸具の語るもの」 『研究紀要』第6号　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調
査室　1992年3月

（40）-121
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査（栗山伸司）編1992年3月『徳力遺跡（下）』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第113集　
財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-122
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（柴尾俊介 ・ 梅﨑恵司）編1992年3月『尾崎遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告書
第118集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-123
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（山手誠治）編1992年3月『金山遺跡2区』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第122集　
財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-124
福岡県教育委員会（伊崎俊秋）編1992年3月『椎田バイパス関係埋蔵文化財調査報告ー 9 ー福岡県築上郡椎田町所在広幡城跡
の調査』　福岡県教育委員会

（40）-125 椎田町教育委員会（伊崎俊秋）編1992年3月『小原谷1』　椎田町文化財調査報告書第4集　椎田町教育委員会

（40）-126
築城町教育委員会（伊崎俊秋）編1992年3月『城井谷1　上深野遺跡　松丸A〜F遺跡』　築城町文化財調査報告書第2集　築城町教
育委員会

（40）-127
福岡県教育委員会（小田利和）編1992年3月『椎田バイパス関係埋蔵文化財調査報告ー 8 ー　中巻　福岡県築上郡築城町所在　
赤幡森ケ坪遺跡の調査』　福岡県教育委員会

（40）-128
福岡市教育委員会（常松幹雄）編1992年3月『三苫遺跡群1次調査の報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第271集　福岡市教育
委員会

（40）-129
福岡市教育委員会「三苫遺跡2次（ＭＴＭ－2）」 『福岡市埋蔵文化財年報5－平成2 （1990）年度ー』　福岡市教育委員会　1992年3
月

（40）-130
福岡市教育委員会「吉塚本町遺跡群第1次（ＹＡＴ－1）」 『福岡市埋蔵文化財年報5－平成2 （1990）年度ー』　福岡市教育委員会　
1992年3月

（40）-131 福岡県教育委員会（井上裕弘）編1992年3月『吉塚本町遺跡』　福岡県文化財調査報告書第97集　福岡県教育委員会

（40）-132
長家伸「赤焼き土器について」 （福岡市教育委員会（松村道博）編1992年3月『徳永遺跡（2）』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第
306集　福岡市教育委員会）

（40）-133 福岡市教育委員会（松村道博）編1992年3月『徳永遺跡（2）』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第306集　福岡市教育委員会

（40）-134
福岡県教育委員会（井上裕弘）編1992年3月『九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告ー 22 ー朝倉郡朝倉町　鎌塚 ・ 山ノ神 ・
鎌塚西遺跡の調査』　福岡県教育委員会

（40）-135 九州歴史資料館（栗原和彦ほか）編1992年3月『大宰府史跡　平成3年度発掘調査概報』　九州歴史資料館

（40）-136 遠賀町教育委員会（武田光正）編1992年3月『尾崎 ・ 天神遺跡2』　遠賀町文化財調査報告書第4集　遠賀町教育委員会

（40）-137 太宰府市史編纂委員会編1992年4月『太宰府市史　考古資料編』　太宰府市

（40）-138 小西信二「宝満山祭祀遺跡群」 （太宰府市史編纂委員会編1992年4月『太宰府市史　考古資料編』　太宰府市）

（40）-139
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（小方泰宏）編1993年3月『カキ遺跡（古墳時代編）』　北九州市埋蔵文化財調査報告
書第132集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-140
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（山口信義）編1993年3月『黒崎貝塚』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第134集　財
団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-141
山口信義「北部九州沿岸の丸底製塩土器」 『研究紀要』第7号　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室　1993年3
月

（40）-142 福岡県教育委員会（飛野博文）編1993年3月『池ノ本遺跡2』　福岡県文化財調査報告書第111集　福岡県教育委員会
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（40）-143
海の中道遺跡調査委員会（橫山浩一 ・ 山崎純男）編1993年3月『福岡市　海の中道遺跡2』　朝日新聞社西部本社 ・ 海の中道遺跡
発掘調査実行委員会

（40）-144 福岡市教育委員会（菅波正人）編1993年3月『吉塚本町遺跡1』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第319集　福岡市教育委員会

（40）-145 福岡市教育委員会（山口譲二）編1993年3月『立花寺2』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第321集　福岡市教育委員会

（40）-146
福岡市教育委員会（山口譲治）編1993年3月『博多36　第59次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第328集　福岡市教育委
員会

（40）-147
福岡市教育委員会（井澤洋一）編1993年3月『博多38　博多遺跡群第66次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第330集　福
岡市教育委員会

（40）-148
福岡市教育委員会（加藤良彦 ・ 山崎龍雄）編1993年3月『藤崎遺跡8　藤崎遺跡第20 ・ 21次調査』　福岡市埋蔵文化財調査報告書
第338集　福岡市教育委員会

（40）-149
久留米市教育委員会（櫻井康治）編1993年3月『東部地区埋蔵文化財調査報告書（ヘボノ木遺跡）第12集』　久留米市文化財調査
報告書第83集　久留米市教育委員会

（40）-150 九州歴史資料館（栗原和彦ほか）編1993年3月『大宰府史跡　平成4年度発掘調査概報』　九州歴史資料館

（40）-151 山崎純男「福岡県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（40）-152
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（関川妥）編1994年3月『浜田遺跡 ・ 脇ノ浦遺跡 ・ こうしんのう2号墳』　北九州市埋蔵
文化財調査報告書第142集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-153
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（関川妥 ・ 宇野愼敏）編1994年3月『祇園町遺跡1　第3地点』　北九州市埋蔵文化財
調査報告書第143集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-154
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（梅﨑惠司）編1994年3月『寺内遺跡　第1 ・ 2地点』　北九州市埋蔵文化財調査報告
書第145集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-155
新吉富村教育委員会（飛野博文 ・ 杉原敏之）編1994年3月『牛頭天王遺跡　垂水高木遺跡』　新吉富村文化財調査報告書第8集　
新吉富村教育委員会

（40）-156
福岡市教育委員会（山口譲治）編1994年3月『中南部（3）－那珂遺跡群第29次調査 ・ 麦野C遺跡群第1次調査報告－』福岡市埋蔵
文化財調査報告書第361集　福岡市教育委員会

（40）-157
福岡市教育委員会（井澤洋一）編1994年3月『博多41　博多遺跡群第70次発掘調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第370集　
福岡市教育委員会

（40）-158 福岡市教育委員会（井英明）編1994年3月『吉塚本町遺跡』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第374集　福岡市教育委員会

（40）-159
福岡市教育委員会（山崎純男 ・ 井澤洋一）編1994年3月『有田 ・ 小田部　第19集』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第377集　福岡
市教育委員会

（40）-160 福岡市教育委員会（宮井善朗）編1994年3月『飯倉Ｆ遺跡1』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第379集　福岡市教育委員会

（40）-161
福岡市教育委員会（池田祐司）編1994年3月『東入部遺跡群1　東入部遺跡群第4次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第
381集　福岡市教育委員会

（40）-162 福岡市教育委員会（井澤洋一）編1994年3月『今宿遺跡』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第389集　福岡市教育委員会

（40）-163
福岡県教育委員会（小池史哲）編1994年3月『九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告ー 28 ー朝倉郡朝倉町所在狐塚南遺跡
の調査』　福岡県教育委員会

（40）-164 太宰府市教育委員会（城戸康利）編1994年3月『水城跡』　太宰府市の文化財第24集　太宰府市教育委員会

（40）-165 福岡県教育委員会（赤司善彦 ・ 水ノ江和同）編1994年3月『原遺跡』　福岡県文化財調査報告書第119集　福岡県教育委員会

（40）-166
福岡県教育委員会（木下修 ・ 伊崎俊秋）編1994年3月『九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告ー 31 ー上巻　福岡県甘木市
所在　高原遺跡 ・ 口ノ坪遺跡』　福岡県教育委員会
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（40）-167 九州歴史資料館（栗原和彦ほか）編1994年3月『大宰府史跡　平成5年度発掘調査概報』　九州歴史資料館

（40）-168
鞍手町教育委員会（古後憲浩 ・ 池ノ上富恵 ・ 曲田千秋）編1994年3月『八尋遺跡群』　鞍手町文化財調査報告書第9集　鞍手町教
育委員会

（40）-169 富永直樹「野瀬塚遺跡」 （久留米市史編さん委員会編1994年9月『久留米市史』第12巻（資料編考古）　久留米市）

（40）-170
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（佐藤浩司）編1995年3月『上淸水遺跡3区』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第160
集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-171
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（宇野愼敏）編1995年3月『祇園町遺跡2　第3地点』　北九州市埋蔵文化財調査報告
第168集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-172
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（関川妥）編1995年3月『潤崎遺跡4　第4 ・ 5地点』　北九州市埋蔵文化財調査報告書
第169集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-173
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（宇野愼敏）編1995年3月『中島遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告第178集　財団
法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-174
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（谷口俊治）編1995年3月『上曽根遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告第181集　財
団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-175
福岡市教育委員会（山崎純男）編1995年3月『博多43　博多遺跡群第81次発掘調査報告書』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第392
集　福岡市教育委員会

（40）-176
福岡市教育委員会（大庭康時）編1995年3月『博多45　博多遺跡群第77次発掘調査の概要』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第394
集　福岡市教育委員会

（40）-177
福岡市教育委員（山口譲治）編1995年3月『博多47　第64次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第396集　福岡市教育委員
会　1995

（40）-178
福岡市教育委員会（大庭康時）編1995年3月『博多48　博多遺跡群第62次調査の概要』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第397集　
福岡市教育委員会

（40）-179
福岡市教育委員会（吉武学 ・ 田中克子）編1995年3月『東那珂遺跡1』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第400集　福岡市教育委員
会

（40）-180
福岡県教育委員会（髙橋章 ・ 小田利和）編1995年3月『九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告ー 33 ー下巻　朝倉郡朝倉町
所在上の原遺跡の調査3』　福岡県教育委員会

（40）-181
福岡県教育委員会（小池史哲）編1995年3月『九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告ー 34 ー朝倉郡朝倉町所在長島遺跡の
調査1 （C地区）』　福岡県教育委員会

（40）-182
福岡県教育委員会（佐々木隆彦）編1995年3月『九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告ー 36 ー朝倉郡朝倉町大字大庭所在
の大庭 ・ 久保遺跡の調査』　福岡県教育委員会

（40）-183 九州歴史資料館（栗原和彦ほか）編1995年3月『大宰府史跡　平成6年度発掘調査概報』　九州歴史資料館

（40）-184
太宰府市教育委員会（狭川真一）編1995年3月『筑前国分尼寺跡3 ー第4 ・ 8 ・ 9 ・ 13 ・ 17次調査ー』　太宰府市の文化財第25集　
太宰府市教育委員会

（40）-185 太宰府市教育委員会（城戸康利）編1995年3月『大宰府条坊跡7』　太宰府市の文化財第28集　太宰府市教育委員会

（40）-186 小田和利「製塩土器からみた律令期集落の様相」 『九州歴史資料館研究論集』 21　九州歴史資料館　1996年3月

（40）-187
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（木太久守）編1996年3月『中縄手遺跡（1区〜3区）』　北九州市埋蔵文化財調査報告
書第182集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-188
福岡市教育委員会（大庭康時）編1996年3月『博多49　博多遺跡群第87次発掘調査の概要』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第443
集　福岡市教育委員会

（40）-189
福岡市教育委員会（大庭康時）編1996年3月『博多50　博多遺跡群第79次調査の概要』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第447集　
福岡市教育委員会

（40）-190
福岡市教育委員会（吉武学）編1996年3月『博多51　博多遺跡群第80次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第448集　福岡
市教育委員会
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（40）-191
福岡市教育委員会（下村智）編1996年3月『博多53　博多遺跡群第71次掘調査の報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第450集　
福岡市教育委員会

（40）-192
福岡市教育委員会（吉武学）編1996年3月『吉塚2　吉塚遺跡群第2次調査の報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第464集　福岡
市教育委員会

（40）-193
福岡市教育委員会（松村道博 ・ 加藤良彦ほか）編1996年3月『大原D遺跡群1』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第481集　福岡市教
育委員会

（40）-194
福岡市教育委員会（濱石哲也 ・ 池崎譲二）編1996年3月『入部6　東入部遺跡群第3次 ・ 第10次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調
査報告書第485集　福岡市教育委員会　1996

（40）-195
福岡県教育委員会（髙橋彰 ・ 伊崎俊秋 ・ 小田利和）編1996年3月『九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告－39－上巻　　福
岡県朝倉郡朝倉町所在　中道遺跡 ・ 石成久保遺跡 ・ 大還端遺跡の調査』　福岡県教育委員会

（40）-196 太宰府市教育委員会（中島恒次郎）編1996年3月『大宰府条坊跡9』　太宰府市の文化財第30集　太宰府市教育委員会

（40）-197
福岡県教育委員会（児玉真一 ・ 佐々木隆彦）編1996年3月『九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告－38－　小郡市大字井
上薬師堂遺跡の調査2』　福岡県教育委員会

（40）-198
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（梅﨑惠司）編1997年3月『高野遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第198集　財
団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-199
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（山手誠治）編1997年3月『大積前田遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第201
集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-200
小田和利「豊前地域における6〜8世紀集落の動向」 『古墳時代から古代における地域社会』第41回埋蔵文化財研究集会　埋蔵文
化財研究会　1997年3月

（40）-201
福岡市教育委員会（宮井善朗）編1997年3月『麦野C第3次調査報告　南八幡第6次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第
501集　福岡市教育委員会

（40）-202
福岡市教育委員会（菅波正人）編1997年3月『大原D遺跡群2－新西部埋立場建設に伴う大原D遺跡群第4次調査報告－』　福岡市
埋蔵文化財調査報告書第507集　福岡市教育委員会

（40）-203
福岡市教育委員会（濱石哲也）編1997年3月『入部7　東入部遺跡群第7次調査報告（1）』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第516集　
福岡市教育委員会

（40）-204
福岡市教育委員会（大庭康時）編1997年3月『博多56　博多遺跡群第84次調査の概要』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第521集　
福岡市教育委員会

（40）-205
福岡市教育委員会（大庭康時）編1997年3月『博多57　博多遺跡群第85次調査の概要』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第522集　
福岡市教育委員会

（40）-206 福岡市教育委員会（瀧本正志）編1997年3月『立花寺B遺跡』　福岡市埋蔵文化財発掘調査報告書第523集　福岡市教育委員会

（40）-207
福岡市教育委員会（佐藤一郎）編1997年3月『博多58　博多遺跡群第86次発掘調査概報』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第526集　
福岡市教育委員会

（40）-208
福岡市教育委員会（吉武学）編1997年3月『野多目Ａ遺跡4－野多目A遺跡群第4次調査報告－』　福岡市埋蔵文化財調査報告書
第527集　福岡市教育委員会

（40）-209
福岡県教育委員会（伊崎俊秋）編1997年3月『九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告－44－　福岡県朝倉郡杷木町所在　笹
隈遺跡の調査』　福岡県教育委員会

（40）-210
福岡県教育委員会（児玉真一）編1997年3月『九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告－46－　甘木市所在宮原遺跡の調査3　
（Ａ2 ・ Ｄ区）』　福岡県教育委員会

（40）-211
福岡県教育委員会（佐々木隆彦 ・ 小田和利）編1997年3月『九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告－47－　朝倉郡朝倉町
大字大庭所在の西法寺 ・ 経塚遺跡の調査』　福岡県教育委員会

（40）-212
太宰府市教育委員会（狭川真一）編1997年3月『大宰府史跡　学業院中学校整備に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』　太宰府市の
文化財第36集　太宰府市教育委員会

（40）-213 杉原敏之「第175次調査」 『大宰府史跡　平成8年度発掘調査概報』　九州歴史資料館　1997年3月

（40）-214 原俊一「神湊周辺の遺跡の製塩土器」 （宗像市史編纂委員会編1997年3月『宗像市史通史編 第1巻（自然 ・ 考古）』　宗像市）
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（40）-215 小郡市教育委員会（宮田浩之）編1997年3月『西島遺跡5』　小郡市文化財調査報告書第118集　小郡市教育委員会

（40）-216 大阪府立近つ飛鳥博物館編1997年4月『まつるかたち　古墳 ・ 飛鳥の人と神』平成9年度春季特別展　大阪府立近つ飛鳥博物館

（40）-217
北九州市教育委員会（栗山伸司 ・ 高山京子）編1998年3月『小倉城跡4　御花畠跡の調査』　北九州市文化財調査報告書第78集　
北九州市教育委員会

（40）-218
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（川上秀秋）編1998年3月『金山遺跡０ ・ Ⅳ区』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第
212集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-219
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（木太久守）編1998年3月『潤崎遺跡6 （第8地点）』　北九州市埋蔵文化財調査報告
書第214集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-220
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（佐藤浩司）編1998年3月『永犬丸遺跡群2 （八反田遺跡 ・ 松本遺跡 ・ 永犬丸遺跡）』　
北九州市埋蔵文化財調査報告書第216集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-221
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（山手誠治）編1998年3月『乙丸宮ノ下遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第219
集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-222 福岡県教育委員会（飛野博文）編1998年3月『下原遺跡』　福岡県文化財調査報告書第134集　福岡県教育委員会

（40）-223
福岡市教育委員会（久住猛雄）編1998年3月『博多63　博多遺跡群第97次調査の概要』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第558集　
福岡市教育委員会

（40）-224
福岡市教育委員会（長家伸）編1998年3月『博多65　博多遺跡群第99次 ・ 第101次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第
560集　福岡市教育委員会

（40）-225
福岡市教育委員会（松村道博 ・ 力武卓治）編1998年3月『雀居遺跡4』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第565集　福岡市教育委員
会

（40）-226
福岡市教育委員会（宮井善朗）編1998年3月『下月隈C遺跡2　下月隈C遺跡2次、 3次調査』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第566
集　福岡市教育委員会

（40）-227
福岡県教育委員会（伊崎俊秋）編1998年3月『九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告ー 48 ー　福岡県朝倉郡朝倉町所在　
才田遺跡 ・ 東才田遺跡の調査』　福岡県教育委員会

（40）-228 太宰府市教育委員会（狭川真一）編1998年3月『大宰府条坊跡10』　太宰府市の文化財第37集　太宰府市教育委員会

（40）-229
太宰府市教育委員会（山村信榮）編1998年3月『太宰府　佐野地区遺跡群8　前田遺跡第7次　宮ノ本遺跡第9次』　太宰府市の文化
財第39集　太宰府市教育委員会

（40）-230
筑紫野市教育委員会（小鹿野亮）編1998年3月『岡田地区遺跡群2　1区の調査』　筑紫野市文化財調査報告書第56集　筑紫野市教
育委員会

（40）-231
津屋崎町教育委員会（池ノ上宏 ・ 安武千里）編1998年3月『生家釘ケ裏遺跡』　津屋崎町文化財調査報告書第14集 　津屋崎町教
育委員会

（40）-232
福岡県教育委員会（児玉真一）編1998年3月『九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告－51－　甘木市所在宮原遺跡の調査
（Ｄ地区） 4』　福岡県教育委員会

（40）-233
福岡県教育委員会（児玉真一）編1998年3月『九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告－52－　甘木市所在宮原遺跡5』　福岡
県教育委員会

（40）-234 松村一良「筑後国三潴郡の末端官衙」 『律令国家の地方末端支配機構をめぐって』　奈良国立文化財研究所　1998年3月

（40）-235
福岡県教育委員会（赤司善彦 ・ 重藤輝行 ・ 田上稔）編1998年3月『下高橋馬屋元遺跡（2）』　福岡県文化財調査報告書第133集　
福岡県教育委員会

（40）-236 福岡市教育委員会（加藤良彦ほか）編1999年3月『室見が丘』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第614集　福岡市教育委員会

（40）-237
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（佐藤浩司）編1999年3月『金山遺跡　1区 ・ 5区』　北九州市埋蔵文化財調査報告書
第223集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-238
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（木太久守）編1999年3月『金山遺跡3区』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第224集　
財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室
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（40）-239
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（宇野慎敏）編1999年3月『御座遺跡群』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第236集　
財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-240
福岡市教育委員会（本田浩二郎）編1999年3月『博多67　博多遺跡群第104次調査概報』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第594集　
福岡市教育委員会

（40）-241
福岡市教育委員会（米倉秀紀）編1999年3月『大坪遺跡　大坪南遺跡』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第619集　福岡市教育委員
会

（40）-242
福岡県教育委員会（小田和利）編1999年3月『九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告－55－　朝倉郡朝倉町長島遺跡の調
査2』　福岡県教育委員会

（40）-243
太宰府市教育委員会（中島恒次郎）編1999年3月『筑前国分寺跡2　国分寺外郭施設の調査』　太宰府市の文化財第40集　太宰府
市教育委員会

（40）-244 太宰府市教育委員会（中島恒次郎）編1999年3月『大宰府条坊跡12』　太宰府市の文化財第43集　太宰府市教育委員会

（40）-245
福岡県教育委員会（吉田東明）編1999年3月『一般国道210号浮羽バイパス関係埋蔵文化財調査報告第11集　船越二ノ上遺跡』　
福岡県教育委員会

（40）-246
福岡市教育委員会（池田祐司 ・ 久住猛雄）編2000年1月『ＪＲ筑肥線複線化地内遺跡埋蔵文化財調査報告書』　福岡市埋蔵文化財
調査報告書第654集　福岡市教育委員会

（40）-247
福岡県教育委員会（斎部摩矢）編2000年3月『一般国道210号浮羽バイパス関係埋蔵文化財調査報告第13集　船越高原Ａ遺跡1』　　
福岡県教育委員会

（40）-248
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査（佐藤浩司）編2000年3月『片野遺跡』 北九州市埋蔵文化財調査報告書第240集　財団
法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-249
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（山手誠治）編2000年3月『上横代遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第249集　
財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-250
福岡市教育委員会（井上繭子）編2000年3月『堅粕4　堅粕遺跡群第9次発掘調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第626集　
福岡市教育委員会

（40）-251 福岡市教育委員会（山崎龍雄）編2000年3月『有田 ・ 小田部34』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第651集　福岡市教育委員会

（40）-252 福岡県教育委員会（重藤輝行）編2000年3月『西新町遺跡2』　福岡県文化財調査報告書第154集　福岡県教育委員会

（40）-253 太宰府市教育委員会（井上信正）編2000年3月『御笠団印出土周辺遺跡1』　太宰府市の文化財第47集　太宰府市教育委員会

（40）-254
太宰府市教育委員会（中島恒次郎）編2000年3月『大宰府条坊跡14　「市ノ上」周辺の調査』　太宰府市の文化財第48集　太宰府市
教育委員会

（40）-255
太宰府市教育委員会（山村信榮）編2000年3月『太宰府 ・ 佐野地区遺跡群10　前田遺跡第1次（遺構編）』　　太宰府市の文化財第
50集　太宰府市教育委員会

（40）-256
那珂川町教育委員会（茂和敏）編2000年3月『大薮池遺跡群　後野 ・ 山ノ神前遺跡群』　那珂川町文化財調査報告書第49集　那珂
川町教育委員会

（40）-257
福岡県教育委員会（吉田東明）編2000年3月『仁右衛門畑遺跡1　福岡県浮羽郡吉井町大字新治所在遺跡の調査（古墳時代遺溝
編）』　福岡県教育委員会

（40）-258
小郡市教育委員会（中島達也 ・ 柏原孝俊）編2000年3月『上岩田遺跡調査概報』　小郡市文化財調査報告書第142集　小郡市教育
委員会

（40）-259
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室（宇野慎敏）編2000年12月『御座遺跡第16地点』　北九州市埋蔵文化財調査報告書
第256集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-260
北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査（山口信義 ・ 川上秀秋）編2000年12月『下石田遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告
書第259集　財団法人北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

（40）-261
福岡県教育委員会（飛野博文 ・ 小池史哲）編2001年3月『農林漁業用揮発油税財源身替農免道遺跡関係　埋蔵文化財調査報告
書』　福岡県文化財調査報告書第159集　福岡県教育委員会

（40）-262
福岡県教育委員会（小池史哲 ・ 飛野博文）編2001年3月『越路六郎遺跡　越路貴船遺跡』　福岡県文化財調査報告書第161集　福
岡県教育委員会
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（40）-263
福岡市教育委員会（久住猛雄）編2001年3月『博多76　博多遺跡群第117次調査の概要』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第667集　
福岡市教育委員会

（40）-264
福岡市教育委員会（榎本義嗣 ・ 本田浩二郎）編2001年3月『那珂28　那珂遺跡群第70 ・ 74次発掘調査報告』　福岡市埋蔵文化財
調査報告書第673集　福岡市教育委員会

（40）-265 福岡市教育委員会（加藤良彦）編2001年3月『樋井川A遺跡』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第682集　福岡市教育委員会

（40）-266 福岡県教育委員会（森井啓次）編2001年3月『西新町遺跡3』　福岡県文化財調査報告書第157集　福岡県教育委員会

（40）-267
玉川文化財研究所（香川達郎 ・ 中山豊）編2001年3月『大宰府条坊跡18』　太宰府市の文化財第57集　太宰府市教育委員会 ・ 玉
川文化財研究所

（40）-268
太宰府市教育委員会（山村信榮）編2001年3月『太宰府 ・ 佐野地区遺跡群11　前田遺跡第1次（遺物編）』　太宰府市の文化財第56
集　太宰府市教育委員会

（40）-269 久山町教育委員会（沖田知恵）編2001年3月『前田遺跡』　久山町文化財調査報告第6集　久山町教育委員会

（40）-270 宮田浩之「西島遺跡5」 （小郡市史編集委員会編2001年5月『小郡市史』第4巻　資料編原始 ・ 古代　小郡市）

（40）-271 柏原孝俊 ・ 宮田浩之「小郡前伏遺跡」 （小郡市史編集委員会編2001年5月『小郡市史』第4巻　資料編原始 ・ 古代　小郡市）

（40）-272
中島達也 ・ 柏原孝俊 ・ 宮田浩之「上岩田遺跡」 （小郡市史編集委員会編2001年5月『小郡市史』第4巻　資料編原始 ・ 古代　小郡
市）

（40）-273
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（田村和裕 ・ 前田義人）編2002年2月『長野尾登遺跡第2地点（Ｃ区 ・ Ｄ区）』　北九
州市埋蔵文化財調査報告書第276集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-274
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（佐藤浩司）編2002年2月『黒崎遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第280集　
財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-275
太宰府市教育委員会（狭川真一）編2002年2月『大宰府条坊跡19 ー第51 ・ 55次調査ー』　太宰府市の文化財第59集　太宰府市教
育委員会

（40）-276 北九州市教育委員会（関川妥ほか）編2002年3月『今村清川町遺跡』　北九州市文化財調査報告書第95集　北九州市教育委員会

（40）-277
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（山口信義）編2002年3月『蒲生寺中遺跡1 （3区 ・ 4区の調査）』　北九州市埋蔵文
化財調査報告書第274集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-278
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（宇野慎敏）編2002年3月『黒崎貝塚第5次』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第
275集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-279
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（山手誠治）編2002年3月『貫川遺跡12』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第277
集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-280
福岡市教育委員会（大庭康時）編2002年3月『博多80　御供所疎開跡地道路関係埋蔵文化財調査報告書』　福岡市埋蔵文化財調
査報告書第706集　福岡市教育委員会

（40）-281 福岡市教育委員会（久住猛雄）編2002年3月『那珂32』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第713集　福岡市教育委員会

（40）-282
福岡市教育委員会（荒牧宏行 ・ 星野恵美）編2002年3月『大原D遺跡群3－大原D遺跡群第5次 ・ 第6次調査報告－』　福岡市埋蔵
文化財調査報告書第732集　福岡市教育委員会

（40）-283
福岡市教育委員会（池崎譲二）編2002年3月『鴻臚館跡12－平成11 ・ 12年度発掘調査報告書－』　福岡市埋蔵文化財調査報告書
第733集　福岡市教育委員会

（40）-284
福岡県教育委員（吉田東明）編2002年3月『西新町遺跡4　第13次調査報告1』　福岡県文化財調査報告書第168集　福岡県教育委
員会（全2冊、上巻（遺構 ・ 遺物編）、下巻（自然科学系の分析 ・ 写真図版編））

（40）-285 九州歴史資料館（石松好雄ほか）編2002年3月『大宰府政庁跡』　九州歴史資料館

（40）-286
太宰府市教育委員会（宮崎亮一 ・ 森田レイ子）編2002年3月『大宰府条坊跡20 ー第199次調査ー』　太宰府市の文化財第60集　太
宰府市教育委員会
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（40）-287
太宰府市教育委員会（山村信榮）編2002年3月『太宰府 ・ 佐野地区遺跡群14　前田遺跡第4、 5、 6次調査』　　太宰府市の文化財
第63集　太宰府市教育委員会

（40）-288
福岡県教育委員会（岡寺良 ・ 森井啓次）編2002年3月『宝満山遺跡群　浦ノ田遺跡3』　福岡県文化財調査報告書第169集　福岡県
教育委員会

（40）-289
福岡県教育委員会（重藤輝行）編2002年3月『一般国道210号浮羽バイパス関係埋蔵文化財調査報告第17集　堂畑遺跡1』　福岡
県教育委員会

（40）-290
小郡市教育委員会（中島達也 ・ 柏原孝俊 ・ 佐藤雄史）編2002年3月『上岩田周辺遺跡　平成10 ・ 11年度上岩田遺跡6 ・ 7 ・ 8 ・ 9 ・
10区の調査』　小郡市文化財調査報告書第166集　小郡市教育委員会

（40）-291
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（佐藤浩司）編2003年2月『志井雀木遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第
294集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-292
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（川上秀秋）編2003年3月『竪町遺跡第2地点』　北九州市埋蔵文化財調査報告書
第298集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-293
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（佐藤浩司）編2003年3月『重留遺跡第7地点』　北九州市埋蔵文化財調査報告書
第300集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-294
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（宇野慎敏）編2003年3月『長野フンデ遺跡3』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第
301集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-295
福岡県教育委員会（泰憲二）編2003年3月『越路長様遺跡　越路鍛冶屋原遺跡　築城小迫遺跡2』　福岡県文化財調査報告書第176
集　福岡県教育委員会

（40）-296
福岡県教育委員会（伊崎俊秋 ・ 今井涼子 ・ 大庭孝夫）編2003年3月『一般国道201号仲哀改良工事関係文化財調査報告1　菩提
遺跡1』　福岡県教育委員会

（40）-297
福岡市教育委員会（瀧本正志）編2003年3月『下月隈C遺跡3　下月隈C遺跡第4次発掘調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書
第750集　福岡市教育委員会（全2冊、本文編、図版編）

（40）-298
福岡市教育委員会（中村啓太郎 ・ 本田浩二郎）編2003年3月『三苫4　三苫遺跡群第5次発掘調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査
報告書第773集　福岡市教育委員会

（40）-299
福岡県教育委員会（吉田東明）編2003年3月『西新町遺跡5　第13次調査報告2』　福岡県文化財調査報告書第178集　福岡県教育
委員会

（40）-300 九州歴史資料館（中間研志 ・ 小田和利）編2003年3月『大宰府史跡　発掘調査報告書2　平成13 ・ 14年度』　九州歴史資料館

（40）-301
筑紫野市教育委員会（小鹿野亮）編2003年3月『大宰府条坊跡　第200次発掘調査』　筑紫野市文化財調査報告書第75集　筑紫野
市教育委員会

（40）-302 筑後市教育委員会（立石真二）編2003年3月『『羽犬塚中道遺跡　1』　筑後市文化財調査報告書第47集　筑後市教育委員会

（40）-303 福岡市教育委員会（井上繭子）編2004年3月『席田大谷遺跡群5』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第828集　福岡市教育委員会

（40）-304
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（木太久守 ・ 柴尾俊介）編2004年3月『蒲生寺中遺跡2 （1区 ・ 2区の調査）』　北九
州市埋蔵文化財調査報告書第307集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-305
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（中村利至久）編2004年3月『三郎丸遺跡第1地点』　北九州市埋蔵文化財調査報
告書第315集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-306
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（谷口俊治）編2004年3月『朽網南塚遺跡3　（第1地点の調査）』　北九州市埋蔵文
化財調査報告書第317集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-307
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（山手誠治）編2004年3月『朽網南塚遺跡4 （第1地点）』　北九州市埋蔵文化財調
査報告書第318集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-308
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（宇野慎敏）編2004年3月『諏訪遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第325集　
財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-309
福岡県教育委員会（飛野博文 ・ 坂元雄紀）編2004年3月『東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告第1集　雨窪遺跡群』　福岡県
教育委員会

（40）-310 福岡県教育委員会（宮地聡一郞）編2004年3月『雨窪前田遺跡』　福岡県文化財調査報告書第187集　福岡県教育委員会

651650



（40）-311
福岡市教育委員（瀧本正志）編2004年3月『下月隈C遺跡4　下月隈C遺跡第5次発掘調査報告』　福岡市埋蔵文化財発掘調査報告
書第795集　福岡市教育委員会

（40）-312
福岡市教育委員会（杉山富雄）編2004年3月『博多96　博多遺跡群第132次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第805集　福
岡市教育委員会

（40）-313
福岡市教育委員会（長家伸）編2004年3月『博多98　博多遺跡群第139次発掘調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第807集　
福岡市教育委員会

（40）-314
太宰府市教育委員会（宮崎亮一）編2004年3月『大宰府条坊跡24 ー第124 ・ 135 ・ 146 ・ 148 ・ 171 ・ 191 ・ 202 ・ 205次調査ー』　太
宰府市の文化財第71集　太宰府市教育委員会

（40）-315
株式会社玉川文化財研究所（佐々木竜郎 ・ 小松清 ・ 玉川久子）編2004年3月『太宰府 ・ 佐野地区遺跡群18　日焼遺跡第3次調査 ・
前田遺跡第12次調査』　太宰府市の文化財第74集　太宰府市教育委員会

（40）-316
福岡県教育委員会（大庭孝夫）編2004年3月『一般国道210線浮羽バイパス関係埋蔵文化財調査報告第20集　堂畑遺跡2』　福岡
県教育委員会

（40）-317 北野町教育委員会（高田知恵 ・ 本田岳秋）編2004年3月『古賀ノ上遺跡4』　北野町文化財調査報告書第20集　北野町教育委員会

（40）-318 財団法人古都大宰府保存協会「大宰府の文化財228　製塩土器」 『広報だざいふ』 2004年5月1日号　太宰府市役所

（40）-319 花田勝弘ほか「大島 ・ 中津宮境内出土の遺物」 『宗像考古』 6号　宗像考古刊行会　2004年5月

（40）-320
玉川文化財研究所（香川達郎ほか）編2004年6月『大宰府条坊跡26　ー第225次調査ー』　太宰府市の文化財第76集　太宰府市教
育委員会

（40）-321 伊崎俊秋「北部九州の土器製塩研究の現状と課題」 『海峡の地域史　水島稔夫追悼集』　水島稔夫追悼集刊行会　2004年10月

（40）-322
大阪府立弥生文化博物館編『大和王権と渡来人　三 ・ 四世紀の倭人社会』平成16年秋季特別展図録　大阪府立弥生文化博物館
図録30　大阪府立弥生文化博物館　2004年10月

（40）-323 平尾和久「玄海町神湊上方Ｂ遺跡採集の脚台付製塩土器」 『福岡考古』第21号　福岡考古懇話会　2004年10月

（40）-324
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（木太久守）編2005年1月『朽網原遺跡第2地点』　北九州市埋蔵文化財調査報告
書第327集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-325
久留米市教育委員会編2005年1月『久留米市埋蔵文化財集報7　篠田遺跡（第1次）　篠田遺跡（第2次）　ヘボノ木遺跡（第65次）』　
久留米市文化財調査報告書第205集　久留米市教育委員会

（40）-326
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（宇野慎敏）編2005年3月『熊西遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第341集　
財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-327
福岡市教育委員会（米倉秀紀）編2005年3月『今山遺跡第8次調査』　福福岡市埋蔵文化財調査報告書第835集　福岡市教育委員
会

（40）-328
福岡市教育委員会（吉武学）編2005年3月『久保園遺跡3－第3次調査報告－』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第837集　福岡市教
育委員会

（40）-329
福岡市教育委員会（山崎龍雄）編2005年3月『下月隈C遺跡5　第6次発掘調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第839集　福
岡市教育委員会

（40）-330
福岡市教育委員会（杉山富雄）編2005年3月『博多101　博多遺跡群第126次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第847集　
福岡市教育委員会

（40）-331
福岡市教育委員会（榎本義嗣）編2005年3月『箱崎22―箱崎遺跡第22次調査報告（2） ―』　福岡県文化財調査報告書第852集　福
岡県教育委員会

（40）-332
福岡市教育委員会（菅波正人）編2005年3月『元岡 ・ 桑原遺跡群4　第12、 15、 24次調査の報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書
第860集　福岡市教育委員会

（40）-333
九州歴史資料館編2005年3月・2006年3月・2007年3月『観世音寺』　九州歴史資料館 （全5冊、伽藍編、 寺域編、遺物編1、遺物編2、
考察編）

（40）-334
太宰府市教育委員会（井上信正）編2005年3月『太宰府 ・ 吉松地区遺跡群1　神ノ前遺跡第2次調査　島本遺跡第1 ・ 2次調査　吉
松松本遺跡第1次調査』　太宰府市の文化財第77集　太宰府市教育委員会

652



（40）-335 太宰府市教育委員会（山村信栄ほか）編2005年3月『宝満山遺跡群4』　太宰府の文化財第79集　太宰府市教育委員会

（40）-336
株式会社埋蔵文化財サポートシステム（下山覚ほか）編2005年3月『太宰府 ・ 佐野地区遺跡群20　日焼遺跡第7次調査』　太宰府
市の文化財第80集　太宰府市教育委員会（全2冊　第1分冊（本文編）、第2分冊（自然科学分析 ・ 写真図版編））

（40）-337
太宰府市教育委員会（井上信正）編2005年3月『大宰府条坊跡28　第239次 ・ 第240次 ・ 第241次調査』　太宰府市の文化財第82集　
太宰府市教育委員会

（40）-338
狭川真一「塩の生産と流通　製塩土器、観世音寺、 宝満山遺跡群、大宰府条坊跡、 海の中道遺跡」 （太宰府市史編集委員会編
2005年3月『太宰府市史 通史編 1』　太宰府市）

（40）-339
福岡県教育委員会（小澤佳憲）編2005年3月『一般国道210号浮羽バイパス関係埋蔵文化財調査報告第22集　日詰遺跡2』　　福岡
県教育委員会

（40）-340
福岡県教育委員会（大庭孝夫ほか）編2005年3月『一般国道210号浮羽バイパス関係埋蔵文化財調査報告第23集　堂畑遺跡3』　　
福岡県教育委員会（全2冊、上巻（遺構 ・ 遺物編）、下巻（自然科学分析 ・ まとめ ・ 写真図版編））

（40）-341
久留米市教育委員会（神保公久）編2005年3月『筑後国府跡　平成14年度発掘調査報告』　久留米市文化財調査報告第193集　久
留米市教育委員会

（40）-342
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（梅﨑惠司）編2006年3月『中貫ミカシキ遺跡4 ・ 真光寺遺跡2 （5b区、 8区、 2区の
調査（平成14年度）』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第350集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-343
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（山手誠治）編2006年3月『朽網南塚遺跡5 （第1地点）』　北九州市埋蔵文化財調
査報告書第352集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-344 福岡市教育委員会（力武卓治）編2006年3月『有田 ・ 小田部41』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第870集　福岡市教育委員会

（40）-345
福岡市教育委員会（大庭康時）編2006年3月『鴻臚館跡16－平成15年度発掘調査報告書－』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第
875集　福岡市教育委員会

（40）-346
福岡市教育委員会（山崎龍雄 ・ 荒牧宏行）編2006年3月『下月隈C遺跡6　第7次発掘調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第
881集　福岡市教育委員会

（40）-347
福岡市教育委員会（長家伸）編2006年3月『那珂42－那珂遺跡群第103次調査報告－』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第888集　
福岡市教育委員会

（40）-348
福岡市教育委員会（藏冨士寛）編2006年3月『博多108　博多遺跡群第150次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第894集　
福岡市教育委員会

（40）-349
福岡市教育委員会（星野惠美）編2006年3月『吉塚祝町2－吉塚祝町遺跡第2次調査報告－』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第
912集　福岡市教育委員会

（40）-350
福岡県教育委員会（重藤輝行）編2006年3月『西新町遺跡7　第17次調査報告書』　 福岡県文化財調査報告書第208集　福岡県教
育委員会

（40）-351
林重徳「怡土城における版築層についての土質工学的考察」 （前原市教育委員会（山口祐平）編2006年3月『国指定史跡　怡土城
跡』　前原市文化財調査報告書第94集　前原市教育委員会）

（40）-352
太宰府市教育委員（山村信榮）編2006年3月『宝満山遺跡群5　第30次調査（宝満A経塚）、分析編』　太宰府の文化財第84集　太宰
府市教育委員会

（40）-353
太宰府市教育委員会（中島恒次郎）編2006年3月『大宰府 ・ 佐野地区遺跡群24 −日焼遺跡の調査』　太宰府市の文化財第100集　
太宰府市教育委員会

（40）-354
福岡県教育委員会（小澤佳憲）編2006年3月『一般国道210号浮羽バイパス関係埋蔵文化財調査報告第24集　日詰遺跡3』　福岡
県教育委員会

（40）-355
宇野慎敏「洞海湾沿岸部の製塩遺跡について」 『研究紀要』第20号　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室　
2006年3月

（40）-356
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（田村和裕）編2007年3月『蜑住古立遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第
360集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-357
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（川上秀秋）編2007年3月『蜑住稲国遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第
361集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-358
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（宇野愼敏）編2007年3月『北方遺跡第10 ・ 11次調査』　北九州市埋蔵文化財調査
報告書第368集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室
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（40）-359
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（宇野慎敏）編2007年3月『石田 ・ 岡屋敷遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告書
第369集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-360 豊前市教育委員会（坂梨祐子 ・ 柳田昭仁）編2007年3月『大村石畑遺跡』　豊前市文化財報告書第22集　豊前市教育委員会

（40）-361
上毛町教育委員会（末永浩一）編2007年3月『東下地区遺跡（今蔵遺跡2区 仙代地区遺跡  堂ケ迫遺跡　 井手ノ上遺跡  下村池ノ
本遺跡 下村養生寺遺跡  下村塚添遺跡  東友枝城ノ腰遺跡』　上毛町文化財調査報告書第4集　上毛町教育委員会

（40）-362
福岡県教育委員会（秦憲二 ・ 宮地聡一郎）編2007年3月『一般国道201号仲哀改良工事関係文化財調査報告2　菩提遺跡2』　　福
岡県教育委員会

（40）-363
福岡市教育委員会（星野恵美）編2007年3月『博多110　博多遺跡群第149次発掘調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第940
集　福岡市教育委員会

（40）-364
福岡市教育委員会（赤坂亨）編2007年3月『箱崎28－箱崎遺跡第40 ・ 49次調査報告－』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第949集　
福岡市教育委員会

（40）-365
福岡市教育委員会（星野惠美）編2007年3月『東那珂遺跡5―第6次調査報告―』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第959集　福岡市
教育委員会

（40）-366
福岡市教育委員会（菅波正人）編2007年3月『元岡 ・ 桑原遺跡群8一第20次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第962集　
福岡市教育委員会

（40）-367
福岡市教育委員会（二宮忠司 ・ 大庭友子）編2007年3月『元岡 ・ 桑原遺跡群9一第26次調査報告－』　福岡市埋蔵文化財調査報
告書第963集　福岡市教育委員会

（40）-368
福岡市教育委員会（加藤良彦 ・ 横山邦継）編2007年3月『吉武遺跡群19　古代－近世編』　　福岡市埋蔵文化財調査報告書第965
集　福岡市教育委員会

（40）-369
飯塚市教育委員会（八木健一郎）編2007年3月『烏尾遺跡2　福岡県飯塚市鹿馬毛馬所在遺跡の調査』　飯塚市文化財調査報告書
第32集　飯塚市教育委員会

（40）-370
久留米市教育委員会（神保公久 ・ 小澤太郎）編2007年3月『筑後国府跡 ・ 国分寺跡ー平成18年度発掘調査報告 ・ 概要報告－』　
久留米市文化財調査報告第249集　久留米市教育委員会

（40）-371 玉川文化財研究所（香川達郎）編2007年6月『大宰府条坊跡34 ー第252次ー』　太宰府市の文化財第95集　太宰府市教育委員会

（40）-372
白木英敏「宗像海人集団の動向」 （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2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）

（40）-373
大庭孝夫「福岡県」 （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2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）

（40）-374 九州歴史資料館（杉原敏之）編2007年10月『大宰府史跡　発掘調査報告書4　平成16 ・ 17年度』　九州歴史資料館

（40）-375
大野城市教育委員会（石木秀啓）編2007年11月『牛頸本堂遺跡群4』　大野城市埋蔵文化財調査報告書第75集　大野城市教育委
員会

（40）-376
北九州市教育委員会（関川妥）編2008年3月『千防遺跡第1 ・ 2地点』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第115集　北九州市教育委
員会

（40）-377
福岡市教育委員会（久住猛雄）編2008年3月『那珂50－那珂遺跡群第115次調査の報告－』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第983
集　福岡市教育委員会

（40）-378
福岡市教育委員会（星野恵美）編2008年3月『博多119　博多遺跡群第158次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第989集　
福岡市教育委員会

（40）-379
福岡市教育委員会（吉留秀敏）編2008年3月『桑原遺跡群12一第7次調査の報告－』　　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1012集　
福岡市教育委員会

（40）-380
福岡県教育委員会（吉村靖徳 ・ 齋藤努）編2008年3月『西新町遺跡8　第20次調査報告書』  福岡県文化財調査報告書第218集　福
岡県教育委員会

（40）-381
飯塚市教育委員会（櫛山範一）編2008年3月『三郡山遺跡　登尾遺跡　悪所遺跡　赤松尾遺跡』　飯塚市文化財調査報告書第35集　
飯塚市教育委員会

（40）-382 九州歴史資料館（杉原敏之）編2008年3月『大宰府史跡　発掘調査報告書5　平成18 ・ 19年度』　九州歴史資料館
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（40）-383
太宰府市教育委員会（山村信榮）編2008年3月『御笠団印出土周辺遺跡2　第3、 4、 5、 6、 11次調査』　　太宰府市の文化財第98
集　太宰府市教育委員会

（40）-384
太宰府市教育委員会（宮崎亮一）編2008年3月『大宰府条坊跡36　第236-1次 ・ 236-2次調査』　太宰府市の文化財第99集　太宰府
市教育委員会

（40）-385
久留米市教育委員会（神保公久）編2008年3月『筑後国府跡　国分寺跡　平成19年度発掘調査報告 ・ 概要報告』　久留米市文化財
調査報告第269集　久留米市教育委員会

（40）-386
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（宇野愼敏）編2008年3月『黒崎城跡7 （8 ・ 11 ・ 13 ・ 19 ・ 20区） 』　北九州市埋蔵
文化財調査報告書第391集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-387
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（梅﨑惠司）編2008年3月『黒崎城跡 8 （16 ・ 17 ・ 24区）』　北九州市埋蔵文化財調
査報告書第392集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-388
株式会社埋蔵文化財サポートシステム（松浦智）編2008年8月『大宰府条坊跡37 ー第264次調査ー』　太宰府市の文化財第101集　
太宰府市教育委員会

（40）-389
福岡市教育委員会（池崎譲二 ・ 大庭康時）編2009年3月『鴻臚館跡18－谷（堀）部分の調査－』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第
1022集　福岡市教育委員会

（40）-390
福岡市教育委員会（阿部泰之 ・ 今井隆博 ・ 森本幹彦）編2009年3月『大塚遺跡3　第8次 ・ 10次 ・ 12次 ・ 13次調査の報告』　福岡
市埋蔵文化財調査報告書第1025集　福岡市教育委員会

（40）-391
福岡市教育委員会（加藤良彦）編2009年3月『西新町遺跡15　田村遺跡第21次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1031
集　福岡市教育委員会

（40）-392
福岡市教育委員会（加藤隆也）編2009年3月『市道戸切通線工事に伴う発掘調査報告書1－ 上籠遺跡第1次調査 － 戸切巡り町遺
跡 第1次調査 － 兵庫遺跡第1次調査 －』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1032集　福岡市教育委員会

（40）-393
福岡市教育委員会（横山邦継）編2009年3月『仲島遺跡1－第2次調査報告－』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1037集　福岡市
教育委員会

（40）-394
福岡市教育委員会（久住猛雄）編2009年3月『博多127　博多遺跡群第166次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1039集　
福岡市教育委員会

（40）-395
福岡市教育委員会（山崎龍雄）編2009年3月『博多130　博多遺跡群第173次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1042集　
福岡市教育委員会

（40）-396
福岡市教育委員会（加藤良彦）編2009年3月『博多133　博多遺跡群第180次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1045集　
福岡市教育委員会

（40）-397
福岡市教育委員会（小林義彦）編2009年3月『麦野C遺跡6　第11次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1057集　福岡市
教育委員会

（40）-398
福岡市教育委員会（菅波正人）編2009年3月『元岡 ・ 桑原遺跡群14一第12 次、 18 次、 20 次調査の報告－』　福岡市埋蔵文化財
調査報告書第1063集　福岡市教育委員会（全2冊、（上）、（下））

（40）-399
平尾和久「西新町遺跡の飯蛸壺と製塩土器」 （福岡県教育委員会編2009年3月『西新町遺跡9　第22次調査報告書』  福岡県文化
財調査報告書第221集　福岡県教育委員会）

（40）-400
太宰府市教育委員会（山村信榮 ・ 柳智子）編2009年3月『大宰府条坊跡40 ー第217 ・ 224次調査ー』　太宰府市の文化財第107集　
太宰府市教育委員会

（40）-401
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（佐藤浩司）編2009年3月『黒崎城跡9 （23区）』　北九州市埋蔵文化財調査報告書
第411集　財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-402 九州歴史資料館（杉原敏之）編2009年5月『水城跡ー下巻ー』　九州歴史資料館

（40）-403
福岡市教育委員会（田中壽夫）編2009年8月『博多134　博多遺跡群第175次調査の報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1065
集　福岡市教育委員会

（40）-404
中島圭「須恵器系土師器の研究―いわゆる赤焼土器の再検討―」 （武末純一先生還暦記念事業会編2010年3月『還暦、還暦？、
還暦！』　武末純一先生還暦記念事業会）

（40）-405 平尾和久「北部九州の土器製塩について」 『石川県埋蔵文化財情報』第23号　在団法人石川県埋蔵文化財センター　2010年3月

（40）-406
福岡市教育委員会（菅波正人）編2010年3月『有田 ・ 小田部48一有田遺跡群第230次調査の報告－』　福岡市埋蔵文化財調査報
告書第1068集　福岡市教育委員会
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（40）-407
福岡市教育委員会（山崎純男）編2010年3月『板付10　環境整備遺構確認調査－環濠の調査－』　福岡市埋蔵文化財調査報告書
第1069集　福岡市教育委員会

（40）-408
福岡市教育委員会（屋山洋 ・ 小林義彦）編2010年3月『笠抜遺跡2 （第3次調査報告）　大橋E遺跡7 （第11次調査報告）』　福岡市
埋蔵文化財調査報告第1071集　福岡市教育委員会

（40）-409
福岡市教育委員会（池崎譲二 ・ 本田浩二郎）編2010年3月『博多135　博多遺跡群第172次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報
告書第1086集　福岡市教育委員会

（40）-410
福岡市教育委員会（板倉雄大）編2010年3月『博多136　博多遺跡群第182次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1087集　
福岡市教育委員会

（40）-411 九州歴史資料館（岡寺良）編2010年3月『大宰府政庁周辺官衙1　政庁前面広場地区』　九州歴史資料館

（40）-412
福岡県教育委員会編2010年3月『特別史跡大野城跡整備事業5　下巻　平成15年7月豪雨災害復旧事業報告』　　福岡県文化財調
査報告書第225集　福岡県教育委員会

（40）-413
株式会社アーキジオ福岡（小林勇作 ・ 上村英士）編2010年3月『筑後市内遺跡群13　福岡県筑後市大字若菜所在遺跡の調査』　筑
後市文化財調査報告書第90集　筑後市教育委員会

（40）-414 小西信二「宝満山の古代祭祀遺跡」 『社団法人日本山岳会　福岡支部報』№23　社団法人日本山岳会福岡支部　2010年4月

（40）-415 花田勝広「宗像地域の古代史と遺跡概説」 『むなかた電子博物館紀要　第2号』　2010年4月1日

（40）-416
久留米市教育委員会（神保公久）編2010年9月『筑後国府跡　 第222 ・ 229 ・ 233次調査報告』　久留米市文化財調査報告第295集　
久留米市教育委員会

（40）-417 九州歴史資料館（岡寺良）編2011年3月『大宰府政庁周辺官衙2　日吉地区』　九州歴史資料館

（40）-418
太宰府市教育委員会（宮崎亮一）編2011年3月『大宰府条坊跡41　第153 ・ 195 ・ 201 ・ 215 ・ 243 ・ 262 ・ 279次調査』　太宰府市の
文化財第113集　太宰府市教育委員会

（40）-419
笹生衛「沖ノ島祭祀遺跡における遺物組成と祭祀構造－鉄製品 ・ 金属製模造品を中心に－」 『宗像 ・ 沖ノ島と関連遺産群」研究
報告　1 』　「宗像 ・ 沖ノ島と関連遺産群」世界遺産推進会議　2011年3月

（40）-420
筑後市教育委員会（吉村由美子）編2011年3月『筑後市内遺跡群14　羽犬塚•徳久• 山ノ井所在遺跡の調査』　筑後市文化財調査報
告書第98集　筑後市教育委員会

（40）-421 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

（40）-422
久留米市市民文化部文化財保護課（江島伸彦）編 2012年1月 『秋成遺跡　第2次調査』　久留米市文化財調査報告書第309集　久
留米市教育委員会

（40）-423
九州歴史資料館（吉田東明）編2012年3月『築城千代遺跡－福岡県築上郡築上町所在遺跡の調査－』　福岡県文化財調査報告書
第234集　九州歴史資料館

（40）-424 福岡市教育委員会（加藤隆也）編2012年3月『金武青木』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1146集　福岡市教育委員会

（40）-425
福岡市教育委員会（池崎譲二）編2012年3月『久保園遺跡4－第4次調査報告－』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1148集　福岡
市教育委員会（全2冊　本文編、図版編）

（40）-426
福岡市教育委員会（吉留秀敏）編2012年3月『桑原遺跡群19－第9次 ・ 18次調査の報告3－』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第
1172集　福岡市教育委員会

（40）-427
福岡市教育委員会（池田祐司）編2012年3月『桑原遺跡群20―第43次 ・ 48次 ・ 49次 ・ 50次 ・ 51次 ・ 54次調査の報告―』　　福岡
市埋蔵文化財調査報告書第1173集　福岡市教育委員会

（40）-428
福岡市教育委員会（吉武学）編2012年3月『鴻臚館跡19－南館部分の調査（1）－』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1175集　福岡
市教育委員会

（40）-429
宗像市教育委員会（山田広幸）編2012年3月『大島御嶽山遺跡―福岡県宗像市大島所在遺跡の発掘調査報告―』　宗像市文化財
調査報告書第64集　宗像市教育委員会

（40）-430
久留米市市民文化部文化財保護課（江頭俊介）編 2012年3月『久留米城下町遺跡（亀屋町）　第18次発掘調査報告』　久留米市文
化財調査報告書第316集　久留米市教育委員会
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（40）-431 豊前市教育委員会（坂梨祐子）編2012年3月『久路土幢遺跡』　豊前市文化財報告書第30集　豊前市教育委員会

（40）-432
九州歴史資料館（大庭孝夫 ・ 進村真之）編2013年3月『一般国道201号行橋インター関連関係埋蔵文化財調査報告第1集　延永ヤ
ヨミ園遺跡−3区1−』　九州歴史資料館

（40）-433
九州歴史資料館（秦憲二）編2013年3月『東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告4　福岡県京都郡苅田町馬場所在　馬場長町
遺跡　馬場仁王免遺跡』　九州歴史資料館

（40）-434
松村一良「西海道の集落遺跡における移配俘囚の足跡について」 『内海文化研究紀要』第41号　広島大学大学院文学研究科内
海文化研究施設　2013年3月

（40）-435
福岡市教育委員会（吉武学）編2013年3月『史跡鴻臚跡　鴻臚館跡20－南館部分の調査（2）－』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第
1213集　福岡市教育委員会

（40）-436 九州歴史資料館編2013年3月『大宰府政庁周辺官衙跡4－不丁地区遺物編1－』 　九州歴史資料館

（40）-437
小田富士雄「沖ノ島祭祀遺跡の再検討3」 『「宗像 ・ 沖ノ島と関連遺産群」研究報告3』　「宗像 ・ 沖ノ島と関連遺産群」世界遺産推
進会議　2013年3月

（40）-438
筑後市教育委員会（小林勇作）編2013年3月『羽犬塚射場ノ本遺跡2　羽犬塚射場ノ本遺跡第4次調査』　　筑後市文化財調査報告
書第106集　筑後市教育委員会

（40）-439
九州歴史資料館（坂本真一）編2013年9月『東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告第10集　福岡県京都郡みやこ町呰見 ・ 下原
所在遺跡　呰見川ノ上遺跡 ・ カワラケ田遺跡2次調査 ・ 八ッ重遺跡2次調査』　九州歴史資料館

（40）-440
嘉麻市教育委員会編2014年3月『6世紀の九州島　ミヤケと渡来人』掘ったバイ筑豊2012 古代史シンポジウム記録集　嘉麻市教育
委員会

（40）-441
九州歴史資料館（坂本真一）編2014年3月『東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告第14集　京ヶ辻遺跡（1 ・ 3区） ・ 国作三角遺
跡』　　九州歴史資料館

（40）-442
福岡市教育委員会（森本幹彦）編2014年3月『徳永A遺跡6 ー第5次 ・ 7次調査の報告（2） ー』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第
1227集　福岡市教育委員会

（40）-443
福岡市教育委員会（比嘉えりか）編2014年3月『元岡 ・ 桑原遺跡群23―第18 ・ 42 ・ 59 次調査報告―』　福岡市埋蔵文化財調査報
告書第1246集　福岡市教育委員会

（40）-444
福岡市教育委員会（吉武学 ・ 大庭康時）編2014年3月『史跡鴻臚館跡　鴻臚館跡21－南館部分の調査（3）－』　福岡市埋蔵文化財
調査報告書第1248集　福岡市教育委員会

（40）-445
株式会社アーキジオ九州（森隆）編2014年3月『乙金地区遺跡群9　薬師の森遺跡　第8次調査』　大野城市埋蔵文化財調査報告書
第114集　大野城市教育委員会

（40）-446 春日市教育委員会（井上義也）編2014年3月『駿河D遺跡－2次調査－』　春日市文化財調査報告書第71集　春日市教育委員会

（40）-447
小田和利「製塩土器」 （九州歴史資料館（杉原敏之）編2014年3月『大宰府政庁周辺官衙跡5－不丁地区遺物編2－』 　九州歴史資
料館）

（40）-448
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（宇野愼敏）編2014年3月『上ノ原遺跡第2地点 ・ 郷屋遺跡第3地点』　北九州市埋
蔵文化財調査報告書第517集　公益財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-449
大野城市教育委員会（林潤也）編2014年3月『乙金地区遺跡群11』　大野城市埋蔵文化財調査報告書第120集　大野城市教育委員
会

（40）-450
太宰府市教育委員会（宮崎亮一）編2014年3月『大宰府 ・ 国分地区遺跡群3　松倉遺跡第1次 ・ 川添遺跡第2次 ・ 国分千足町遺跡
第6次調査』　太宰府市の文化財第120集　太宰府市教育委員会

（40）-451
太宰府市教育委員会（宮崎亮一）編2015年2月『大宰府条坊跡45　第49 ・ 178 ・ 184 ・ 228 ・ 232 ・ 247 ・ 296次調査』　太宰府市の
文化財第123集　太宰府市教育委員会

（40）-452 北九州市教育委員会（柴尾俊介）編2015年3月『成願寺跡』　北九州市文化財調査報告書第138集　北九州市教育委員会

（40）-453 北九州市教育委員会（原田智也）編2015年3月『畠山遺跡H地点』 　北九州市文化財調査報告書第140集　北九州市教育委員会

（40）-454
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（柴尾俊介）編2015年3月『菅原神社遺跡1 （1 区の調査）』　北九州市埋蔵文化財
調査報告書第527集　公益財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室
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（40）-455
九州歴史資料館（飛野博文）編2015年3月『東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告第18集　福岡県行橋市　延永ヤヨミ園遺跡　
1区の調査2』　九州歴史資料館

（40）-456
九州歴史資料館（小澤佳憲）編2015年3月『東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告第22集　塔田琵琶田遺跡第2次』　九州歴史
資料館

（40）-457
九州歴史資料館（下原幸裕 ・ 城門義廣）編2015年3月『一般国道201号行橋インター関連関係埋蔵文化財調査報告第3集　延永ヤ
ヨミ園遺跡−4区1−』　九州歴史資料館

（40）-458
九州歴史資料館（大庭孝夫）編2015年3月『一般国道201号行橋インター関連関係埋蔵文化財調査報告第4集　延永ヤヨミ園遺跡　
4区2』　　九州歴史資料館

（40）-459
福岡市教育委員会（屋山洋）編2015年3月『博多148　博多遺跡群第194次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1266集　福
岡市教育委員会

（40）-460
福岡市教育委員会（米倉秀紀）編2015年3月『元岡 ・ 桑原遺跡群24　第42次調査の報告3 ・ 第61次調査の報告』　福岡市埋蔵文化
財調査報告書第1275集　福岡市教育委員会

（40）-461
筑紫野市教育委員会（森山栄一）編2015年3月『大宰府条坊跡　第245次』　筑紫野市文化財調査報告書第109集　筑紫野市教育委
員会

（40）-462
久留米市市民文化部文化財保護課（江頭俊介）編2015年3月『古賀ノ上遺跡　第3次発掘調査報告書』　久留米市文化財調査報告
書第351集　久留米市教育委員会

（40）-463 福津市教育委員会（松永道明）編2015年3月『勝浦塩田遺跡』　福津市文化財調査報告書第12集　福津市教育委員会

（40）-464
久留米市教育委員会編2015年3月『築後国府跡　平成26年度発掘調査報告』　久留米市文化財調査報告第357集　久留米市教育
委員会

（40）-465
太宰府市教育委員会（宮崎亮一）編2015年12月『大宰府条坊跡46 ー坂本 ・ 五条 ・ 朱雀地区の調査ー』　太宰府市の文化財第127
集　太宰府市教育委員会

（40）-466
柴尾俊介「第6章　筑前東北部における土器製塩をめぐって」 『菅原神社遺跡2 （2〜4 区の調査）』　北九州市埋蔵文化財調査報
告第543集　公益財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室　2016年3月

（40）-467
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（柴尾俊介）編2016年3月『菅原神社遺跡2 （2〜4 区の調査）』　九州市埋北九州市
埋蔵文化財調査報告書第543集　公益財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-468
北九州市芸術文化財振興財団埋蔵文化財調査室（川上秀秋）編2016年3月『大手町遺跡第13地点一小倉城西曲輪の篠崎武家屋
敷跡の調査』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第546集　公益財団法人北九州市芸術文化財振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-469
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（柴尾俊介）編2016年3月『初音遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告第550集　公
益財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-470
宇野慎敏「山王遺跡第1 ・ 2地点」 『第10回発掘レポート最前線　平成27年度北九州市遺跡発掘報告会』　公益財団法人北九州市
芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室　2016年3月6日

（40）-471
九州歴史資料館（大庭孝夫）編2016年3月『塔田琵琶田遺跡第3 ・ 5次　塔田五反田遺跡　塔田キカス遺跡第2次』　福岡県文化財
調査報告書第252集　九州歴史資料館（全2冊、上巻（本文編）、下巻（図版編））

（40）-472
九州歴史資料館（小澤佳憲）編2016年3月『東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告24　時末遺跡第1 ・ 2 次　永久笠田遺跡第2
次』　九州歴史資料館

（40）-473
九州歴史資料館（小澤佳憲）編2016年3月『東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告26　塔田琵琶田遺跡第4次』　九州歴史資料
館　（全2冊、上巻（本文編）、下巻（図版編））

（40）-474
九州歴史資料館（小澤佳憲）編2016年3月『東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告27　塔田琵琶田遺跡第6次』　九州歴史資料
館

（40）-475
九州歴史資料館（秦憲二）編2016年3月『東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告28　四ッ塚山遺跡　鏡迫古墳群　上唐原榎町
遺跡3 ・ 4次調査』　九州歴史資料館

（40）-476
福岡市教育委員会（米倉秀紀ほか）編2016年3月『元岡 ・ 桑原遺跡群27　第18次 ・ 第60次 ・ 第64次調査の報告』　福岡市埋蔵文
化財調査報告書第1302集　福岡市教育委員会

（40）-477 九州歴史資料館（下原幸裕）編2016年3月『大宰府政庁周辺官衙跡8―大楠地区 遺物編―』 　九州歴史資料館

（40）-478 北九州市教育委員会（宇野愼敏）編2016年3月『宮ノ下遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告書第145集　北九州市教育委員会
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（40）-479 行橋市教育委員会（天野正太郎ほか）編2016年3月『福原長者原遺跡』　行橋市文化財調査報告書第58集　行橋市教育委員会

（40）-480
九州歴史資料館（岡田諭）編2016年3月『東九州道関係埋蔵文化財調査報告13　福原長者原遺跡第3次調査　福原寄原遺跡第2 ・
3次調査』　九州歴史資料館

（40）-481 久留米市教育委員会編2016年3月『久留米市埋蔵文化財調査集報16』　久留米市文化財調査報告第369集　久留米市教育委員会

（40）-482
山崎純男「古代製塩技術とウズマキゴカイー福岡県海の中道遺跡の発掘調査を振り返ってー」 （愛媛大学東アジア古代鉄文化研
究センター編2016年7月『古代製塩と自然環境　ウズマキゴカイとクロスナ層をキーワードとして』愛媛大学東アジア古代鉄文化研
究センター第20回アジア歴史講演会　愛媛大学東アジア古代鉄文化研究センター）

（40）-483
『洞海湾の海浜に暮らした人々　山王遺跡第1 ・ 2 地点の調査から-』北九州市を掘る（85） 埋蔵文化財速報展　公益財団法人北九
州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室　2016年12月20日

（40）-484
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（柴尾俊介）編2017年3月『菅原神社遺跡4 （5区、 6-2 ・ 3区、 7区 〜8区の調査）』　
九州市埋北九州市埋蔵文化財調査報告書第555集　公益財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-485
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（山口裕子 ・ 中村利至久）編2017年3月『三郎丸遺跡第4地点』　北九州市埋蔵文
化財調査報告書第559集　公益財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-486
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（宇野愼敏）編2017年3月『室町遺跡第12地点』　北九州市埋蔵文化財調査報告書
564集　公益財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-487 北九州市教育委員会（原田智也）編2017年3月『津田神社第2地点』　北九州市文化財調査報告書第151集　北九州市教育委員会

（40）-488 九州歴史資料館（下原幸裕）編2017年3月『大宰府政庁周辺官衙跡9―大楠地区総括 ・ 図版編―』 　九州歴史資料館

（40）-489
太宰府市教育委員会（宮崎亮一）編2017年3月『大宰府条坊跡47　第34 ・ 53 ・ 54 ・ 74 ・ 173 ・ 305 ・ 308次調査』　太宰府市の文化
財第131集　太宰府市教育委員会

（40）-490
平尾和久「北部九州の土器製塩研究」 （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）

（40）-491 北九州市教育委員会（関川采）編2018年3月『森山遺跡3区 』　北九州市文化財調査報告書第154集　北九州市教育委員会

（40）-492 行橋市教育委員会（山口裕平）編2018年3月『羽根木古屋敷遺跡』　行橋市文化財調査報告書第62集　行橋市教育委員会

（40）-493 九州歴史資料館（小澤住憲）編2018年3月『大宰府政庁周辺官衙跡11－広丸地区遺物編－』 　九州歴史資料館

（40）-494
太宰府市教育委員会（宮崎亮一）編2018年10月『大宰府条坊跡48　都府楼南 ・ 通古賀 ・ 般若寺地区の調査』　太宰府市の文化財
第134集　太宰府市教育委員会

（40）-495 二丈町教育委員編2001年『石崎曲り田遺跡 第3次調査 中』　二丈町文化財調査報告書第27集　二丈町教育委員会

（40）-496
福岡市教育委員会（菅波正人）編2017年３月『史跡鴻臚館跡　鴻臚館跡23－北館部分の調査（2）－』　福岡市埋蔵文化財調査報
告書第1326集　福岡市教育委員会

（40）-497
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（宇野愼敏）編2019年３月『魚町遺跡第2地点』　北九州市埋蔵文化財調査報告第
593集　公益財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-498
福岡市教育委員会（朝岡俊也）編2019年３月『博多165　博多遺跡群第215次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1371集　
福岡市教育委員会

（40）-499
福岡市教育委員会（菅波正人）編2019年３月『史跡鴻臚館跡　鴻臚館跡25－総括編－』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1383集　
福岡市教育委員会

（40）-500
福岡市教育委員会（大塚紀宜）編2019年３月『元岡 ・ 桑原遺跡群34　九州大学伊都キャンパス移転事業に伴う発掘調査の概要』　
福岡市埋蔵文化財調査報告書第1385集　福岡市教育委員会

（40）-501
福岡市教育委員会（佐藤一郎）編2020年３月『博多166　博多遺跡群第209次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1395集　
福岡市教育委員会

（40）-502
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（山口裕子）編2020年３月『菅原神社遺跡5 （（9区の調査）』　北九州市埋蔵文化財
調査報告第599集　公益財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室
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（40）-503
北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室（中村利至久）編2020年３月『木町遺跡第2地点』　北九州市埋蔵文化財調査報告
第603集　公益財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

（40）-504 北九州市教育委員会（宮元香織）編2020年３月『長泉寺遺跡』　北九州市埋蔵文化財調査報告第599集　北九州市教育委員会

（40）-505
福岡市教育委員会（井上繭子）編「比恵遺跡群第70次発掘調査報告」 『比恵遺跡　30―比恵遺跡群第69 ・ 70 ・ 71次発掘調査報
告―』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第67 １集　福岡市教育委員会　2001年３月

（40）-506
福岡市教育委員会（吉田大輔）編2015年３月『博多149　博多遺跡群第195次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1267集　
福岡市教育委員会

（40）-507
福岡市教育委員会（吉武学）編2015年３月『博多150』博多遺跡群第196次調査報告　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1268集　福
岡市教育委員会

（40）-508
福岡市教育委員会（久住猛雄）編2015年３月『井尻Ｂ遺跡25―第25次、第32次調査の報告―』　福岡市埋蔵文化財調査報告第
1251集　福岡市教育委員会

（40）-509
福岡市教育委員会（吉田大輔）編2016年３月『比恵遺跡　72―比恵遺跡群第132次調査報告―』　福岡市埋蔵文化財調査報告書
第1294集　福岡市教育委員会

（40）-510
福岡市教育委員会（朝岡俊也）編2018年３月『比恵遺跡　82―比恵遺跡群第143次調査報告―』　福岡市埋蔵文化財調査報告書
第1350集　福岡市教育委員会

（40）-511
九州歴史資料館（岡田諭）編 2012年１月 『三明寺古墳群ー福岡県久留米市所在遺跡の調査ー』　福岡県文化財調査報告書第272
集　九州歴史資料館

（40）-512 九州歴史資料館（吉田東明）編2020年３月『大宰府政庁周辺官衙跡12　蔵司地区平地部編1』 　九州歴史資料館

（40）-513
太宰府市教育委員会（宮崎亮一）編2020年３月『大宰府条坊跡　49　朱雀地区の調査』　太宰府市の文化財第138集　太宰府市教
育委員会

（40）-514
福岡市教育委員会（星野惠美）編2021年３月『博多170　博多遺跡群第203次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1405集
＜第1分冊＞　福岡市教育委員会

（40）-515
福岡市教育委員会（星野惠美）編2021年３月『博多170　博多遺跡群第203次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1405集
＜第2分冊＞　福岡市教育委員会

（40）-516
福岡市教育委員会（星野惠美）編2021年３月『博多170　博多遺跡群第203次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1405集
＜第3分冊＞　福岡市教育委員会

（40）-517
福岡市教育委員会（星野惠美）編2021年３月『博多170　博多遺跡群第203次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1405集
＜第4分冊＞　福岡市教育委員会

（40）-518
福岡市教育委員会（佐藤一郎）編2021年３月『博多172　博多遺跡群第220次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1415集　
福岡市教育委員会

（40）-519
福岡市教育委員会（常松幹雄）編2021年３月『博多176　博多遺跡群第229次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1419集　
福岡市教育委員会

（40）-520
福岡市教育委員会（今井隆博）編2021年３月『麦野A遺跡11　第28次調査報告』　　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1434集　福岡
市教育委員会

（40）-521
福岡市教育委員会（三浦悠葵）編2021年３月『吉塚　12　吉塚遺跡第18次調査報告』　福岡市埋蔵文化財調査報告書第1436集　福
岡市教育委員会
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（40）　福岡県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

40001 大積前田遺跡
福岡県北九州市門司区大
積

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （40）-199、（40）-373

40002 浜田遺跡
福岡県北九州市若松区小
竹字浜田

製塩土器（脚台 ・ 美濃ヶ浜、
丸底厚手 ・ 薄手、堅塩 ・ 砲
弾形布目、堅塩 ・ 円錐形布
目 ・ ナデ、甕形）

古墳時代後期、飛鳥
〜奈良時代

（40）-119、（40）-120、
（40）-152、（40）-373

40003 乙丸宮ノ下遺跡
福岡県北九州市若松区乙
丸

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底薄手、堅塩・砲弾形布目、
堅塩 ・ 円錐形ナデ ・ 布目）

古墳時代中期・後期、
古代

（40）-221

40004 蜑住稲国遺跡
福岡県北九州市若松区字
蜑住

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

古代 （40）-357

40005 初音遺跡
福岡県北九州市戸畑区初
音町

製塩土器（丸底薄手、堅塩 ・
円錐形ナデ）、製塩炉

7〜8世紀前半 （40）-355、（40）-469

40006 千防遺跡
福岡県北九州市戸畑区千
防1丁目

製塩土器（丸底薄手、堅塩 ・
砲弾形布目）

6世紀末〜8世紀 （40）-376

40007 室町遺跡
福岡県北九州市小倉北区
室町

製塩土器（丸底薄手） 飛鳥時代 （40）-486

40008 小倉城跡御花畠跡
福岡県北九州市小倉北区
城内

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

古代 （40）-217

40009 大手町遺跡
福岡県北九州市小倉北区
大手町

製塩土器（堅塩） 古代 （40）-468

40010 今村清川町遺跡
福岡県北九州市小倉北区
今町2丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

奈良時代末〜平安時
代初頭

（40）-276

40011 竪町遺跡
福岡県北九州市小倉北区
竪町1丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （40）-292

40012 成願寺跡
福岡県北九州市小倉北区
船場町3丁目

製塩土器（丸底薄手、甕形） 古墳時代後期、古代 （40）-452

40013 三郎丸遺跡
福岡県北九州市小倉北区
三萩野3丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩 ・ 砲弾形布目 ・ ナデ）

古墳時代後期、奈良
時〜平安時代前半

（40）-305、（40）-485

40014 片野遺跡
福岡県北九州市小倉北区
片野3丁目

製塩土器（丸底薄手、堅塩 ・
砲弾形布目 ・ ナデ）

古墳時代後期、奈良
時代

（40）-248

40015 魚町遺跡
福岡県北九州市小倉北区
魚町二丁目

製塩土器（丸底薄手） 飛鳥時代 （40）-497

40016 木町遺跡
福岡県北九州市小倉北区
木町一丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

奈良時代 （40）-503

40017 北方遺跡
福岡県北九州市小倉南区
北方

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8世紀中〜後半 （40）-55、（40）-358

40018 寺内遺跡
福岡県北九州市小倉南区
北方3丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （40）-154

40019 中島遺跡
福岡県北九州市小倉南区
蒲生4丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形布目 ・ ナ
デ）

奈良時代 （40）-173

40020 祇園町遺跡
福岡県北九州市小倉南区
長尾4丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底薄手、堅塩・砲弾形布目）

古墳時代前期、飛鳥
〜奈良時代

（40）-153、（40）-171

40021 郷屋遺跡
福岡県北九州市小倉南区
長尾6丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩 ・ 砲弾形布目）

古墳時代前期、 8世
紀後半〜9世紀

（40）-448

40022 徳力遺跡
福岡県北九州市小倉南区
徳力

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8〜9世紀
（40）-34、（40）-52、
（40）-74、（40）-107、
（40）-121

40023 上徳力遺跡
福岡県北九州市小倉南区
徳力

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀末〜9世紀初頭 （40）-88

40024 小糸遺跡
福岡県北九州市小倉南区
徳力字小糸

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀 （40）-61

40025 長行遺跡
福岡県北九州市小倉南区
長行

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8世紀後半 （40）-26、（40）-52
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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

40026 石田遺跡
福岡県北九州市小倉南区
石田町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀 （40）-96

40027 下石田遺跡
福岡県北九州市小倉南区
石田町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8〜9世紀 （40）-260

40028 石田 ・ 岡屋敷遺跡
福岡県北九州市小倉南区
上石田2丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

古代 （40）-359

40029 尾崎遺跡
福岡県北九州市小倉南区
隠蓑字尾崎

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀末〜9世紀前半 （40）-122

40030 金山遺跡
福岡県北九州市小倉南区
横代4丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃3、堅
塩 ・ 砲弾形布目）

古墳時代初頭、 8〜9
世紀初頭

（40）-123、（40）-218、
（40）-237、（40）-238

40031 上淸水遺跡
福岡県北九州市小倉南区
横代字上清水

焼塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形布目 ・ ナ
デ、堅塩 ・ 丸底椀形、甕形）

8〜9世紀前半
（40）-97、（40）-106、
（40）-170

40032 砥石坂遺跡
福岡県北九州市小倉南区
横代字砥石坂

焼塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀中 （40）-76

40033 西池ノ内遺跡
福岡県北九州市小倉南区
横代字西池ノ内

焼塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀後半 （40）-77

40034 カキ遺跡
福岡県北九州市小倉南区
横代

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （40）-139

40035 上横代遺跡
福岡県北九州市小倉南区
上横代

製塩土器（丸底、甕形） 古墳時代、古代 （40）-249

40036 重留遺跡
福岡県北九州市小倉南区
重住1丁目

焼塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀 （40）-293

40037 志井雀木遺跡
福岡県北九州市小倉南区
志井

焼塩土器（丸底、堅塩 ・ 砲
弾形布目）

古墳時代後期、 8〜9
世紀

（40）-291

40038 葛原Ｂ遺跡
福岡県北九州市小倉南区
葛原本町

焼塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩 ・ 砲弾形布目）

古墳時代前期、 8世
紀

（40）-33、（40）-52

40039 下吉田遺跡
福岡県北九州市小倉南区
吉田

焼塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀 （40）-51

40040 長野Ａ遺跡
福岡県北九州市小倉南区
長野2丁目

焼塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀中〜9世紀前半
（40）-32、（40）-52、
（40）-54、（40）-60

40041 長野フンデ遺跡
福岡県北九州市小倉南区
長野

製塩土器（美濃ヶ浜式？）、
支脚

古代 （40）-294

40042 長野尾登遺跡
福岡県北九州市小倉南区
長野

焼塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

古代 （40）-273

40043 勝円遺跡
福岡県北九州市小倉南区
曽根字勝円

焼塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形布目）

8〜9世紀
（40）-13、（40）-43、
（40）-52、（40）-151

40044 潤崎遺跡
福岡県北九州市小倉南区
貫字潤崎

焼塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形布目）

8世紀
（40）-56、（40）-172、
（40）-219

40045 寺田遺跡
福岡県北九州市小倉南区
貫

焼塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8〜10世紀 （40）-75

40046 中貫ミカシキ遺跡
福岡県北九州市小倉南区
貫

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

奈良時代末〜平安時
代初頭

（40）-342

40047 畠山遺跡
福岡県北九州市小倉南区
東貫1丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （40）-453

40048 上曽根遺跡
福岡県北九州市小倉南区
東貫3丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （40）-174

40049 御座遺跡
福岡県北九州市小倉南区
中貫本町5番

焼塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

古代 （40）-239、（40）-259

40050 貫川遺跡
福岡県北九州市小倉南区
下貫2丁目

製塩土器？ （堅塩？） 古代？ （40）-279

40051 中縄手遺跡
福岡県北九州市小倉南区
沼本町1丁目 ・ 2丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （40）-187

40052 高津尾遺跡
福岡県北九州市小倉南区
高津尾

製塩土器（堅塩） 8世紀 （40）-89

40053 朽網南塚遺跡
福岡県北九州市小倉南区
朽網東3丁目

焼塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形布目）

8世紀後半〜9世紀初
頭

（40）-306、（40）-307、
（40）-324、（40）-343
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40054 高野遺跡
福岡県北九州市小倉南区
高野2丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

古代 （40）-198

40055 蒲生寺中遺跡
福岡県北九州市小倉南区
蒲生2丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8〜9世紀 （40）-277、（40）-304

40056 津田神社第2地点
福岡県北九州市小倉南区
津田4丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

7〜8世紀 （40）-487

40057 森山遺跡
福岡県北九州市小倉南区
津田2丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

古代 （40）-491

40058 山王遺跡
福岡県北九州市八幡東区
山王2丁目

製塩土器（堅塩 ・ 椀形ナ
デ）、製塩炉

7〜8世紀 （40）-470、（40）-483

40059 宮ノ下遺跡
福岡県北九州市八幡東区
宮の町2丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形？）

8世紀後半〜9世紀前
半

（40）-478

40060 黒崎城跡
福岡県北九州市八幡西区
田町2丁目

製塩土器（丸底薄手） 7〜8世紀
（40）-355、（40）-386、
（40）-387、（40）-401

40061 黒崎貝塚
福岡県北九州市八幡西区
黒崎5丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底椀形、堅塩・砲弾形布目、
甕形）

古墳時代前期、古墳
時代後期、 8世紀

（40）-140、（40）-141、
（40）-274、（40）-278、
（40）-373

40062 菅原神社遺跡
福岡県北九州市八幡西区
堀川町

製塩土器（丸底椀形、丸底
薄手、堅塩 ・ 砲弾形布目 ・
円錐形、甕形）

古墳時代後期〜平安
時代前半

（40）-454、（40）-466、
（40）-467、（40）-484、
（40）-502

40063 熊西遺跡
福岡県北九州市八幡西区
熊西1丁目

製塩土器（丸底薄手、堅塩 ・
砲弾形布目 ・ 円錐形ナデ）

7〜8世紀 （40）-326、（40）-355

40064 諏訪遺跡
福岡県北九州市八幡西区
穴生2丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃4小
形、美濃ヶ浜式、丸底薄手、
堅塩 ・ 円錐形ナデ、甕形）

古墳時代中期、 7〜8
世紀

（40）-308、（40）-373

40065 本城南遺跡
福岡県北九州市八幡西区
本城

製塩土器（丸底薄手、堅塩 ・
砲弾形布目 ・ 円錐形ナデ）

7〜8世紀 （40）-35、（40）-52

40066 松本遺跡
福岡県北九州市八幡西区
永犬丸

製塩土器（丸底椀形） 古墳時代後期〜 （40）-220

40067
永犬丸遺跡群（松本遺
跡）

福岡県北九州市八幡西区
永犬丸

製塩土器（丸底薄手、堅塩 ・
円錐形ナデ、堅塩 ・ 椀形ナ
デ）

奈良時代 （40）-502

40068 長泉寺遺跡
福岡県北九州市八幡西区
野面一丁目

製塩土器（椀形薄手）
古墳時代末〜飛鳥時
代

（40）-504

40069 海の中道遺跡
福岡県福岡市東区西戸崎
海の中道字シオヤ

製塩土器（脚台、堅塩 ・ 砲
弾形布目、甕形 ・ 玄海灘
式）、製塩炉、採鹹場、廃棄
場

古墳時代、 8世紀後
半〜9世紀前半

（40）-21、（40）-36、
（40）-37、（40）-38、
（40）-45、（40）-52、
（40）-53、（40）-86、
（40）-118、（40）-143、
（40）-482

40070 和白遺跡群 福岡県福岡市東区上和白 製塩土器（甕形） 8世紀中 （40）-2

40071 三苫遺跡群
福岡県福岡市東区三苫6 ・
7丁目

製塩土器（甕形） 8世紀
（40）-128、（40）-129、
（40）-298

40072 箱崎遺跡
福岡県福岡市東区箱﨑1丁
目

製塩土器（甕形）、塩田か
（粘土土坑）

古代、中世
（40）-63、（40）-331、
（40）-364

40073 博多遺跡群店屋町工区
福岡県福岡市博多区店屋
町

製塩土器（堅塩） 奈良時代 （40）-57

40074
博多遺跡群地下鉄祇園
町工区

福岡県福岡市博多区御供
所町

製塩土器（堅塩） 奈良時代 （40）-66、（40）-186

40075 博多遺跡群築港線1次
福岡県福岡市博多区上呉
服町

製塩土器（堅塩） 古代 （40）-81

40076 博多遺跡群築港線2次
福岡県福岡市博多区上呉
服町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形布目）

8世紀後半〜9世紀初
頭

（40）-82

40077 博多遺跡群築港線3次
福岡県福岡市博多区上呉
服町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

古代 （40）-90、（40）-186

40078 博多遺跡群築港線4次
福岡県福岡市博多区上呉
服町

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ、甕形）

8世紀中
（40）-91、（40）-98、
（40）-186

40079 博多遺跡群17 ・ 20次
福岡県福岡市博多区博多
駅前1丁目

製塩土器（甕形） 8世紀 （40）-47、（40）-186
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40080 博多遺跡群31次
福岡県福岡市博多区御供
所町

製塩土器（甕形） 8世紀 （40）-64、（40）-186

40081 博多遺跡群35次
福岡県福岡市博多区上呉
服町

製塩土器（堅塩） 古代 （40）-78

40082 博多遺跡群39次
福岡県福岡市博多区店屋
町2丁目

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ）

8世紀後半 （40）-99、（40）-186

40083 博多遺跡群59次
福岡県福岡市博多区祇園
町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形布目、甕形）

8世紀 （40）-146、（40）-186

40084 博多遺跡群62次
福岡県福岡市博多区御供
所町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ、甕形）

8世紀後半 （40）-178、（40）-186

40085 博多遺跡群64次
福岡県福岡市博多区博多
駅前1丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8世紀中 ・ 後半 （40）-177

40086 博多遺跡群66次
福岡県福岡市博多区御供
所町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形布目）

8世紀中 （40）-147、（40）-186

40087 博多遺跡群70次
福岡県福岡市博多区冷泉
町

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

8世紀 （40）-157、（40）-186

40088 博多遺跡群71次
福岡県福岡市博多区御供
所町

製塩土器（堅塩） 古代 （40）-191

40089 博多遺跡群77次
福岡県福岡市博多区店屋
町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形布目、甕形）

8世紀後半〜9世紀初
頭

（40）-176、（40）-186

40090 博多遺跡群79次
福岡県福岡市博多区冷泉
町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀末 （40）-189

40091 博多遺跡群80次
福岡県福岡市博多区冷泉
町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

古代 （40）-190

40092 博多遺跡群81次
福岡県福岡市博多区冷泉
町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀 （40）-175、（40）-186

40093 博多遺跡群84次
福岡県福岡市博多区上呉
服町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8〜9世紀 （40）-204

40094 博多遺跡群85次
福岡県福岡市博多区上呉
服町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀後半 （40）-205

40095 博多遺跡群86次
福岡県福岡市博多区祇園
町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

奈良時代 （40）-207

40096 博多遺跡群87次
福岡県福岡市博多区上川
端町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀 （40）-188

40097 博多遺跡群97次
福岡県福岡市博多区冷泉
町

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形ナ
デ）

古代 （40）-223

40098 博多遺跡群99次
福岡県福岡市博多区祇園
町

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形ナ
デ）

8世紀前半 （40）-224

40099 博多遺跡群104次
福岡県福岡市博多区上呉
服町

製塩土器（堅塩） 9世紀 （40）-240

40100 博多遺跡群107次
福岡県福岡市博多区上呉
服町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 深鉢形ナデ）

8世紀末 ・ 9世紀初頭 （40）-280

40101 博多遺跡群117次
福岡県福岡市博多区冷泉
町

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形ナ
デ）

古代 （40）-263

40102 博多遺跡群126次
福岡県福岡市博多区店屋
町

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形ナ
デ）

古代 （40）-330

40103 博多遺跡群132次
福岡県福岡市博多区上呉
服町

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形ナ
デ、甕形）

古代 （40）-312

40104 博多遺跡群139次
福岡県福岡市博多区冷泉
町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

奈良時代 （40）-313

40105 博多遺跡群149次
福岡県福岡市博多区上呉
服町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀 （40）-363

40106 博多遺跡群150次
福岡県福岡市博多区呉服
町

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形ナ
デ）

古代 （40）-348

40107 博多遺跡群158次
福岡県福岡市博多区店屋
町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 深鉢形ナデ ・ ハ
ケ）

8世紀中 ・ 後半 （40）-378
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40108 博多遺跡群166次
福岡県福岡市博多区祇園
町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀 （40）-394

40109 博多遺跡群172次
福岡県福岡市博多区冷泉
町

製塩土器（脚台長脚、堅塩 ・
深鉢形ハケ）

古墳時代、古代 （40）-409

40110 博多遺跡群173次
福岡県福岡市博多区祇園
町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8世紀 （40）-395

40111 博多遺跡群175次
福岡県福岡市博多区祇園
町

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （40）-403

40112 博多遺跡群180次
福岡県福岡市博多区祇園
町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 砲弾形ハケ ・ 円錐形
ナデ、甕形）

8世紀後半 （40）-396

40113 博多遺跡群182次
福岡県福岡市博多区祇園
町

製塩土器（甕形） 古代 （40）-410

40114 博多遺跡群194次
福岡県福岡市博多区御供
所町

製塩土器（堅塩） 8世紀 （40）-459

40115 博多遺跡群195次
福岡県福岡市博多区冷泉
町

製塩土器（堅塩） 古代 （40）-506

40116 博多遺跡群196次
福岡県福岡市博多区御供
所町

製塩土器（甕形） 古代 （40）-507

40117 博多遺跡群203次 福岡県福岡市博多区祇園

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、椀
形薄手丸底、堅塩 ・ 円錐形
ナデ ・ 布目、堅塩 ・ 砲弾形
布目、甕形）

古墳時代前期・中期、
8世紀後半

（40）-514、（40）-515、
（40）-516、（40）-517

40118 博多遺跡群209次
福岡県福岡市博多区上呉
服町

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形？
布目）

古代 （40）-501

40119 博多遺跡群220次
福岡県福岡市博多区冷泉
町430番

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目 ・ 砲弾形布目）

古代 （40）-518

40120 博多遺跡群215次
福岡県福岡市博多区上呉
服町

製塩土器（甕形） 古代 （40）-498

40121 博多遺跡群229次
福岡県福岡市博多区店屋
町16番1ほか

製塩土器（甕形） 古代 （40）-519

40122 比恵遺跡群
福岡県福岡市博多区博多
駅南4丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期
（40）-505、（40）-509、
（40）-510

40123 吉塚遺跡18次
福岡県福岡市博多区吉塚
３丁目360番１

製塩土器？ （甕形？）
６世紀末〜７世紀初
頭頃

（40）-521

40124 吉塚遺跡群
福岡県福岡市博多区堅粕4
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

古代 （40）-192、（40）-498

40125 吉塚本町遺跡群
福岡県福岡市博多区吉塚
本町

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形布目 ・ ナ
デ、甕形）

8世紀中 ・ 後半
（40）-130、（40）-131、
（40）-144、（40）-158、
（40）-186、（40）-373

40126 吉塚祝町遺跡
福岡県福岡市博多区吉塚
1 ・ 2丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8世紀後半 （40）-349

40127 堅粕遺跡群
福岡県福岡市博多区吉塚1
丁目

製塩土器（甕形） 8世紀 （40）-250

40128 席田大谷遺跡群
福岡県福岡市博多区東平
尾2丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （40）-303

40129 久保園遺跡
福岡県福岡市博多区東平
尾2丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8世紀後半〜9世紀 （40）-328、（40）-425

40130 多々良込田遺跡
福岡県福岡市博多区多の
津2丁目

製塩土器（甕形） 8世紀中 ・ 後半
（40）-14、（40）-48、
（40）-52、（40）-151

40131 那珂遺跡群 福岡県福岡市博多区那珂
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩 ・ 砲弾形布目、甕形）

古墳時代前期、 8世
紀中〜9世紀初頭

（40）-67、（40）-156、
（40）-186、（40）-264、
（40）-281、（40）-347、
（40）-377

40132 東那珂遺跡
福岡県福岡市博多区東那
珂1丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀後半〜9世紀前
半

（40）-179、（40）-186、
（40）-365

40133 麦野A遺跡第28次
福岡県福岡市博多区麦野1
丁目27 －13

製塩土器（甕形） 古代 （40）-520

40134 立花寺遺跡
福岡県福岡市博多区金の
隈字隈ノ下

製塩土器（甕形） 7世紀後半〜8世紀中 （40）-145
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40135 立花寺B遺跡
福岡県福岡市博多区上月
隈

製塩土器（甕形） 8世紀末 （40）-206

40136 下月隈C遺跡
福岡県福岡市博多区月隈4
丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩 ・ 砲弾形布目、甕形）

古墳時代前期、奈良
時代

（40）-226、（40）-297、
（40）-311、（40）-329、
（40）-346

40137 高畑遺跡
福岡県福岡市博多区板付6
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8世紀中 ・ 後半 （40）-27、（40）-52

40138 板付遺跡
福岡県福岡市博多区板付2
丁目

採鹹用？の海藻（藻塩） 弥生時代前期 （40）-116、（40）-407

40139 井相田Ｃ遺跡
福岡県福岡市博多区井相
田2丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8世紀後半 （40）-65、（40）-79

40140 麦野C遺跡
福岡県福岡市博多区銀天
町3丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8世紀後半 ・ 末 （40）-201、（40）-397

40141 雀居遺跡 福岡県福岡市博多区雀居
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

奈良時代 （40）-225

40142 鴻臚館跡 福岡県福岡市中央区城内
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目、甕形）

8〜10世紀前半

（40）-151、（40）-283、
（40）-345、（40）-389、
（40）-428、（40）-435、
（40）-444、（40）-496、
（40）-499

40143 柏原Ｍ遺跡
福岡県福岡市南区柏原字
林崎

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形布目 ・ ナ
デ、甕形）

8世紀後半〜9世紀前
半

（40）-83

40144 野多目遺跡
福岡県福岡市南区野多目1
丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、甕
形）

古墳時代前期、 9世
紀前半

（40）-208

40145 笠抜遺跡 福岡県福岡市南区横手南 製塩土器（甕形） 古代 （40）-408

40146 井尻B遺跡
福岡県福岡市南区井尻1丁
目

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （40）-508

40147 今津遺跡 福岡県福岡市西区今津 製塩土器（甕形） 8世紀？ （40）-186

40148 蓮町遺跡
福岡県福岡市西区飯氏字
蓮町

製塩土器（甕形） 8世紀後半〜9世紀 （40）-132

40149 徳永遺跡
福岡県福岡市西区徳永字
松尾

製塩土器（甕形） 8世紀
（40）-110、（40）-133、
（40）-442

40150 金武青木A遺跡 福岡県福岡市西区吉武
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

8世紀後半〜9世紀前
半

（40）-424

40151 浦江遺跡
福岡県福岡市西区金武字
浦江

製塩土器（堅塩、甕形） 8世紀 （40）-68、（40）-236

40152 今山下遺跡 福岡県福岡市西区今山下 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （40）-1、（40）-4、（40）-8

40153 今山遺跡
福岡県福岡市西区今宿横
浜

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期
（40）-12、（40）-19、
（40）-52、（40）-327、
（40）-373

40154 今宿遺跡
福岡県福岡市西区今宿東3
丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4） 古墳時代初頭 ・ 前期
（40）-151、（40）-162、
（40）-246、（40）-373

40155 大塚遺跡 福岡県福岡市西区今宿町 製塩土器 古墳時代 （40）-390

40156 元岡 ・ 桑原遺跡群
福岡県福岡市西区元岡 ・
桑原

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩 ・ 砲弾形布目、甕形）

8世紀

（40）-332、（40）-366、
（40）-367、（40）-379、
（40）-398、（40）-426、
（40）-427、（40）-443、
（40）-460、（40）-476、
（40）-500

40157 大原D遺跡
福岡県福岡市西区今津字
小浦

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8世紀
（40）-193、（40）-202、
（40）-282

40158 吉武遺跡群
福岡県福岡市西区飯盛 ・
吉武

製塩土器（甕形） 古代 （40）-368

40159 羽根戸原C遺跡 福岡県福岡市西区羽根戸 製塩土器（甕形） 古代 （40）-80

40160 上籠遺跡
福岡県福岡市西区戸切2丁
目

製塩土器（堅塩） 古代 （40）-392
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40161 飯倉Ｆ遺跡
福岡県福岡市早良区梅林3
丁目

製塩土器（脚台 ・ 長脚） 古墳時代後期 （40）-160

40162 樋井川A遺跡
福岡県福岡市早良区樋井
川3丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃4 ？） 古墳時代前期 （40）-265

40163 有田遺跡群
福岡県福岡市早良区有田 ・
小田部

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8世紀後半〜9世紀前
半

（40）-46、（40）-92、
（40）-100、（40）-159、
（40）-344

40164 有田 ・ 小田部遺跡
福岡県福岡市早良区小田
部5丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 深鉢形ナデ）

古代 （40）-251、（40）-406

40165 東入部遺跡群
福岡県福岡市早良区東入
部

製塩土器（甕形） 9世紀前半
（40）-161、（40）-186、
（40）-194、（40）-203

40166 大坪南遺跡
福岡県福岡市早良区内野3
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀中 ・ 後半 （40）-241

40167 藤崎遺跡
福岡県福岡市早良区高取
1 ・ 2丁目

製塩土器（甕形） 8世紀
（40）-111、（40）-148、
（40）-186

40168 西新町遺跡 福岡県福岡市早良区西新 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期

（40）-252、（40）-266、
（40）-284、（40）-299、
（40）-322、（40）-350、
（40）-373、（40）-380、
（40）-399

40169 田村遺跡
福岡県福岡市早良区田村
4 ・ 5丁目

製塩土器（甕形） 古代 （40）-391

40170 筑後国府跡
福岡県久留米市合川町 ・
御井町

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形ナ
デ ・ 布目、堅塩 ・ 円錐形布
目 ・ ナデ、甕形）

8〜9世紀前半

（40）-7、（40）-52、
（40）-186、（40）-341、
（40）-370、（40）-385、
（40）-416、（40）-464、
（40）-481

40171 ヘボノ木遺跡
福岡県久留米市東合川町3
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

8世紀後半
（40）-149、（40）-186、
（40）-325

40172 野瀬塚遺跡
福岡県久留米市安武町安
武本字野瀬塚

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀後半〜9世紀前
半

（40）-169、（40）-234

40173 日詰遺跡
福岡県久留米市田主丸町
田主丸豊城

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、円錐形ナデ）

8世紀前半 （40）-339、（40）-354

40174 船越高原Ａ遺跡
福岡県久留米市田主丸町
船越字高原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目 ・ ナデ）

古代 （40）-247

40175 船越二ノ上遺跡
福岡県久留米市田主丸町
船越

製塩土器？ （コップ形） 不明 （40）-245

40176 秋成遺跡
福岡県久留米市田主丸町
秋成

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形布
目）

8世紀中 （40）-422

40177 三明寺古墳群
福岡県久留米市田主丸町
竹野

製塩土器（堅塩？） 古代 （40）-511

40178 久留米城下町遺跡 福岡県久留米市城南町 製塩土器（堅塩？） 奈良時代か （40）-430

40179 古賀ノ上遺跡
福岡県久留米市北野町八
重亀

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形布目 ・ ナ
デ）

8〜9世紀前半 （40）-317、（40）-462

40180 森遺跡 福岡県飯塚市高田字森 製塩土器（甕形） 8世紀 （40）-186

40181 北春遺跡 福岡県飯塚市高田字北春 製塩土器（甕形） 8世紀中 （40）-186

40182 赤松尾遺跡
福岡県飯塚市大分字赤松
尾

製塩土器（甕形） 9世紀前半 （40）-381

40183 烏尾遺跡
福岡県飯塚市鹿毛馬字烏
尾

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

古代 （40）-369

40184 若菜森坊遺跡 福岡県筑後市若菜字森坊
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ）

8世紀 （40）-413

40185 徳久北原遺跡 福岡県筑後市徳久字北原
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ）

8世紀 （40）-420

40186 羽犬塚中道遺跡 福岡県筑後市羽犬塚
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ ・ ハケ）

8世紀前半 ・ 中 （40）-302

40187 羽犬塚射場ノ本遺跡 福岡県筑後市羽犬塚
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ）

8世紀 （40）-438
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40188 延永水取遺跡 福岡県行橋市延永
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 鉢形ナデ）

古代 （40）-261

40189 延永ヤヨミ園遺跡 福岡県行橋市吉国 ・ 延永
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8〜9世紀前半
（40）-432、（40）-455、
（40）-457、（40）-458

40190 福原長者原遺跡 福岡県行橋市南泉2丁目
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形ナデ ・ 布
目 ・ 貝殻）

8世紀前半 ・ 中 （40）-479、（40）-480

40191 羽根木古屋敷遺跡 福岡県行橋市羽根木
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形？
布目）

古代 （40）-492

40192 塔田琵琶田遺跡 福岡県豊前市久路土
製塩土器（美濃ヶ浜式、堅
塩 ・ 砲弾形布目 ・ 円錐形
ナデ）

古墳時代後期、古代
（40）-456、（40）-471、
（40）-473、（40）-474

40193 久路土幢遺跡 福岡県豊前市久路土
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形？
布目）

8世紀 （40）-431

40194 時末遺跡 福岡県豊前市永久
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

古代 （40）-472

40195 大村石畑遺跡 福岡県豊前市大村
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ）

8世紀後半 （40）-360

40196 下原遺跡 福岡県豊前市今市字下原
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀中 ・ 後半 （40）-222

40197 井上薬師堂遺跡
福岡県小郡市井上字南薬
師堂

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形ナデ ・ 布
目 ・ 貝殻）

古代 （40）-197

40198 小郡前伏遺跡 福岡県小郡市小郡字前伏
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

7世紀後半 （40）-73、（40）-271

40199 干潟遺跡 福岡県小郡市干潟
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

8世紀中 ・ 後半 （40）-18

40200 乙隈天道町遺跡
福岡県小郡市乙隈、朝倉郡
筑前町四三嶋

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
ｆデ）

8世紀中 （40）-95

40201 上岩田遺跡 福岡県小郡市上岩田
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形ナデ ・ 布
目）

8〜9世紀前半
（40）-258、（40）-272、
（40）-290

40202 西島遺跡
福岡県小郡市三沢字井手
の上

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

8世紀 （40）-215、（40）-270

40203 宝満山愛嶽山南1号遺跡
福岡県筑紫野市大石字水
上

製塩土器（甕形） 8〜9世紀 （40）-138、（40）-186

40204 宝満山愛嶽山南2号遺跡
福岡県筑紫野市大石字水
上

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8〜9世紀 （40）-138、（40）-186

40205 宝満山大南窟祭祀遺跡
福岡県筑紫野市大石字水
上

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8世紀後半 （40）-138、（40）-186

40206
宝満山水上大谷尾根遺
跡

福岡県筑紫野市大石字水
上

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀後半 （40）-138、（40）-186

40207 宝満山後田遺跡
福岡県筑紫野市本道寺字
後田

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀後半〜9世紀
（40）-138、（40）-186、
（40）-216

40208 宝満山仏頂山東遺跡
福岡県筑紫野市本道寺字
後田

製塩土器（甕形） 古代 （40）-138、（40）-186

40209 原遺跡 福岡県筑紫野市原
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8世紀後半〜9世紀中 （40）-165、（40）-186

40210 御笠地区遺跡群Ａ地区 福岡県筑紫野市吉木
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

7世紀末〜8世紀初頭 （40）-59

40211 大島遺跡
福岡県筑紫野市山家字大
島

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀後半 （40）-103

40212 岡田地区遺跡群 福岡県筑紫野市岡田
堅塩（堅塩 ・ 砲弾形ナデ ・
円錐形布目）

古代 （40）-230

40213 駿河D遺跡
福岡県春日市春日原北町5
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

奈良時代 （40）-446

40214 牛頸本堂遺跡群 福岡県大野城市上大利
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ）

8世紀 （40）-375
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40215 薬師の森遺跡 福岡県大野城市乙金3丁目
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形）

奈良時代 （40）-445、（40）-449

40216 仲島遺跡
福岡県大野城市中畑、福岡
市博多区井相田

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8世紀
（40）-28、（40）-151、
（40）-393

40217 稲元日焼原遺跡
福岡県宗像市稲元字日焼
原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ、甕形）

8世紀前半 （40）-93、（40）-186

40218 神湊上方Ａ遺跡 福岡県宗像市神湊
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8世紀 （40）-151

40219 神湊上方Ｂ遺跡 福岡県宗像市神湊 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期
（40）-52、（40）-151、
（40）-214、（40）-323

40220 新波止貝塚 福岡県宗像市神湊 製塩土器（甕形） 古代 （40）-415

40221 野坂一町間遺跡
福岡県宗像市字野坂字一
町間

製塩土器（甕形） 古代 （40）-415

40222 沖ノ島1 ・ 5号遺跡 福岡県宗像市大島沖ノ島 製塩土器（甕形） 8世紀
（40）-10、（40）-11、
（40）-419

40223 大島大岸遺跡 福岡県宗像市大島大島 製塩土器（甕形） 古代
（40）-319、（40）-372、
（40）-415

40224 大島御嶽山遺跡
福岡県宗像市大島字中津
和瀬

製塩土器（甕形） 8〜9世紀 （40）-429、（40）-437

40225 大宰府政庁跡第6次
福岡県太宰府市観世音寺4
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ、甕形）

8世紀 （40）-285

40226 大宰府政庁跡第26次
福岡県太宰府市観世音寺4
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形布目 ・ ナ
デ、甕形）

8世紀 （40）-285

40227 大宰府政庁跡第41次
福岡県太宰府市観世音寺4
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ、甕形）

8世紀 （40）-285

40228 大宰府14次不丁官衙
福岡県太宰府市観世音寺
字大楠

製塩土器（甕形） 8世紀後半 （40）-49、（40）-52

40229 大宰府第65-2次
福岡県太宰府市観世音寺
字蔵司

製塩土器（甕形） 8世紀 （40）-49

40230
大宰府70次観世音寺小
子房

福岡県太宰府市観世音寺
字山ノ井

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ、甕形）

8世紀中 ・ 後半 （40）-16、（40）-23、（40）-52

40231 大宰府76次不丁官衙
福岡県太宰府市観世音寺
字大楠

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8世紀中 （40）-24、（40）-186

40232 大宰府77次学校院
福岡県太宰府市観世音寺
字学業

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀中 ・ 後半
（40）-24、（40）-52、
（40）-186

40233 大宰府83次不丁官衙
福岡県太宰府市観世音寺
字不丁

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

7世紀後半 （40）-40、（40）-52

40234 大宰府84次不丁官衙
福岡県太宰府市観世音寺
字不丁

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

7世紀後半〜8世紀中 （40）-40、（40）-52

40235
大宰府87次 ・ 90次不丁
官衙

福岡県太宰府市観世音寺
字不丁

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ）

8世紀中 （40）-49、（40）-52

40236
大宰府88次大楠官人居
住

福岡県太宰府市観世音寺
字大楠

製塩土器（甕形） 8世紀 （40）-49

40237
大宰府92次大楠官人居
住

福岡県太宰府市観世音寺
字大楠

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8世紀後半〜9世紀初
頭

（40）-49、（40）-52

40238 大宰府94次
福岡県太宰府市観世音寺
字大楠

製塩土器（甕形） 古代 （40）-58

40239 大宰府98次不丁官衙
福岡県太宰府市観世音寺
字不丁

製塩土器（甕形） 7世紀後半 （40）-186

40240 大宰府102次 福岡県太宰府市坂本字辻
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形布目、甕形）

8世紀中 ・ 後半 （40）-69、（40）-186

40241 大宰府120次
福岡県太宰府市観世音寺
山ノ井

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀中 （40）-102、（40）-186

40242 大宰府123次
福岡県太宰府市観世音寺
山ノ井

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀後半 （40）-112、（40）-186

40243 大宰府126次 福岡県太宰府市観世音寺
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀中 （40）-135、（40）-186
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40244 大宰府129次不丁官衙
福岡県太宰府市観世音寺
字大楠

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

8世紀後半 （40）-135、（40）-186

40245 大宰府133次
福岡県太宰府市観世音寺
字広丸

製塩土器（甕形） 8世紀中〜9世紀 （40）-135、（40）-186

40246 大宰府138次
福岡県太宰府市観世音寺
字大楠

製塩土器（甕形） 9世紀前半 （40）-150、（40）-186

40247 大宰府147次
福岡県太宰府市観世音寺
字大楠

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形布目、甕形）

8世紀 （40）-167、（40）-186

40248 大宰府156次前面広場
福岡県太宰府市観世音寺
字不丁

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀 （40）-186

40249 大宰府160次来木工房
福岡県太宰府市観世音寺
字蔵司

製塩土器（甕形） 8世紀前半 （40）-183、（40）-186

40250 大宰府史跡第170次 福岡県太宰府市観世音寺
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

8世紀 （40）-212

40251 大宰府史跡第175次 福岡県太宰府市観世音寺
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ、甕形）

8世紀後半 （40）-213

40252 大宰府史跡第186次 福岡県太宰府市観世音寺
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ）

8世紀後半 （40）-300

40253 大宰府史跡第187次 福岡県太宰府市観世音寺
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形布目 ・ ナ
デ）

8世紀後半 （40）-300

40254 大宰府史跡第196次
福岡県太宰府市観世音寺2
丁目

製塩土器（甕形） 古代 （40）-382

40255 大宰府史跡第92-3次
福岡県太宰府市観世音寺2
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ、甕形）

古代 （40）-382

40256 大宰府史跡第193次
福岡県太宰府市観世音寺2
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

古代 （40）-374

40257 大宰府史跡第194次
福岡県太宰府市観世音寺2
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

古代 （40）-374

40258
大宰府政庁周辺官衙政
庁前面広場

福岡県太宰府市観世音寺2
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ、甕形）

奈良時代 （40）-411

40259
大宰府政庁周辺官衙日
吉地区

福岡県太宰府市観世音寺1
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ、甕形）

奈良時代 （40）-417

40260
大宰府政庁周辺官衙跡　
不丁地区

福岡県太宰府市観世音寺
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目ナデ、堅塩・円錐形ナデ・
布目 ・ 貝殻、甕形）

7世紀後半〜8世紀 （40）-436、（40）-447

40261
大宰府史跡大楠地区第
92 ・ 138 ・ 194次

福岡県太宰府市観世音寺2
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目ナデ、堅塩・円錐形ナデ・
布目、椀形、甕形）

8世紀 （40）-477、（40）-488

40262
大宰府政庁周辺官衙跡　
広丸地区

福岡県太宰府市観世音寺
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目ナデ、堅塩・円錐形ナデ・
布目、甕形）

7世紀後半〜8世紀 （40）-493

40263
大宰府政庁周辺官衙跡　
蔵司地区

福岡県太宰府市観世音寺
蔵司443ほか

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目ナデ、堅塩・円錐形ナデ・
布目、甕形）

8世紀 （40）-512

40264 観世音寺 福岡県太宰府市観世音寺
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形ナデ ・ 布
目、甕形）

7世紀後半〜8世紀 （40）-333

40265 筑前国分寺跡 福岡県太宰府市国分 製塩土器（堅塩、甕形） 奈良時代 （40）-243

40266 筑前国分尼寺跡 福岡県太宰府市国分
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形、甕形）

8世紀後半〜9世紀前
半

（40）-113、（40）-184、
（40）-186

40267
大宰府条坊跡1979年度
発掘区

福岡県太宰府市通古賀字
半田

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形ナデ ・ 布
目、甕形）

8世紀 （40）-24

40268
大宰府条坊跡右郭七条
二坊

福岡県太宰府市通古賀
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ）

8世紀 （40）-52

40269
大宰府条坊跡右郭十条
六坊

福岡県太宰府市通古賀
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

8世紀 （40）-52
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40270
大宰府条坊跡右郭七条
七坊

福岡県太宰府市通古賀字
半田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目 ・ ナデ）

8世紀中 （40）-186

40271
大宰府条坊跡右郭十条
六坊

福岡県太宰府市通古賀字
西ノ後

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ、甕形）

8世紀後半 （40）-186

40272
大宰府条坊跡右郭十三
条二坊

福岡県太宰府市通古賀字
鶴畑

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

古代 （40）-29、（40）-52

40273
大宰府条坊跡第19次左
郭五条五坊

福岡県太宰府市観世音寺
字土居ノ内

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ、甕形）

8世紀前半 ・ 中
（40）-41、（40）-52、
（40）-186

40274
大宰府条坊跡27次左郭
五条五坊

福岡県太宰府市観世音寺
字土居ノ内

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

古代 （40）-41、（40）-186

40275
大宰府条坊跡第34次右
郭十一条一坊）　

福岡県太宰府市通古賀
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形ナデ ・ 布
目 ・ 貝殻、甕形）

8世紀中 ・ 後半 （40）-52、（40）-489

40276 大宰府条坊跡第38次
福岡県太宰府市通古賀3丁
目

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ）

8世紀 （40）-494

40277 大宰府条坊跡第43次　 福岡県太宰府市朱雀3丁目
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀後半 （40）-228

40278
大宰府条坊跡第44次右
郭十二条二坊

福岡県太宰府市通古賀字
鶴畑

製塩土器（甕形） 古代 （40）-185

40279
大宰府条坊跡第53次右
郭十二条二坊）　

福岡県太宰府市通古賀
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

奈良時代 （40）-488

40280
大宰府条坊跡第54次右
郭十二条二坊）　

福岡県太宰府市通古賀
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

奈良時代 （40）-488

40281
大宰府条坊跡第55次左
郭五条五坊

福岡県太宰府市観世音寺5
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形貝殻）

奈良時代後半 （40）-275

40282 大宰府条坊跡第64次　
福岡県太宰府市朱雀3 ・ 5 ・
6丁目

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ）

8世紀後半 （40）-228

40283
大宰府条坊跡65次右郭
十一条二坊

福岡県太宰府市通古賀字
鶴畑

製塩土器（堅塩） 古代 （40）-185

40284 大宰府条坊跡第68次　
福岡県太宰府市朱雀3 ・ 5 ・
6丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

8世紀後半 （40）-228

40285 大宰府条坊跡第72次
福岡県太宰府市通古賀3丁
目

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ）

8世紀 （40）-494

40286 大宰府条坊跡第77次　
福岡県太宰府市都府楼南4
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形布目）

8世紀 （40）-254

40287 大宰府条坊跡第80次　
福岡県太宰府市太宰府（朱
雀4丁目）字御垣野2612-2

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀 （40）-513

40288
大宰府条坊跡第81次右
郭十二条二坊

福岡県太宰府市通古賀字
鶴畑

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ、甕形）

8世紀中 （40）-185、（40）-186

40289
大宰府条坊跡第87次右
郭九条六坊

福岡県太宰府市通古賀2丁
目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

8世紀 （40）-196

40290
大宰府条坊跡第89次右
郭十二条六坊

福岡県太宰府市通古賀字
鶴畑

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目 ・ ナデ ・ 貝殻 ・ ハケ）

8世紀後半、 10世紀 （40）-185、（40）-186

40291 大宰府条坊跡第92次　
福岡県太宰府市太宰府（朱
雀4丁目）字隅野2630-14

製塩土器（甕形） 8世紀 （40）-513

40292 大宰府条坊跡第93次　
福岡県太宰府市朱雀3 ・ 5 ・
6丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

8世紀 （40）-228

40293
大宰府条坊跡第98次右
郭十一条五坊

福岡県太宰府市通古賀4丁
目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

古代 （40）-196

40294
大宰府条坊跡第106次右
郭九条六坊

福岡県太宰府市通古賀2丁
目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ、甕形）

8世紀 （40）-196

40295
大宰府条坊跡第120次右
郭十五 ・ 十六条五坊

福岡県太宰府市都府楼南4
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目 ・ ナデ、甕形）

8世紀 （40）-254

40296
大宰府条坊跡第124次左
郭八条四坊

福岡県太宰府市朱雀4丁目 製塩土器（甕形） 8世紀 （40）-314

40297
大宰府条坊跡第141次右
郭九条六坊

福岡県太宰府市通古賀3丁
目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形布目 ・ ナ
デ、甕形）

8世紀 （40）-196
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40298
大宰府条坊跡第148次左
郭八条三坊

福岡県太宰府市朱雀5丁目 製塩土器（堅塩、甕形） 古代 （40）-314

40299
大宰府条坊跡第149次左
郭五条五坊

福岡県太宰府市観世音寺1
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

古代 （40）-244

40300
大宰府条坊跡第154次右
郭七条十五坊

福岡県太宰府市都府楼南3
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形布目 ・ ナ
デ、甕形）

8世紀 （40）-254

40301 大宰府条坊跡第167次　 福岡県太宰府市五条2丁目 製塩土器（甕形） 古代 （40）-465

40302 大宰府条坊跡第175次
福岡県太宰府市通古賀5丁
目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形ナデ ・ 布
目、甕形）

8世紀 （40）-494

40303 大宰府条坊跡第177次　
福岡県太宰府市都府楼南3
丁目

製塩土器（堅塩） 8世紀 （40）-254

40304
大宰府条坊跡第176次右
郭六条十 ・ 十一坊　

福岡県太宰府市通古賀5丁
目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

8世紀 （40）-494

40305 大宰府条坊跡第178次　
福岡県太宰府市都府楼南5
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形布目 ・ ナ
デ、甕形）

古代 （40）-451

40306 大宰府条坊跡第184次　
福岡県太宰府市都府楼南5
丁目

製塩土器（堅塩） 古代 （40）-451

40307
大宰府条坊跡194次右郭
十八条五坊

福岡県太宰府市都府楼南4
丁目

製塩土器（堅塩） 8世紀 （40）-254

40308 大宰府条坊跡第195次
福岡県太宰府市通古賀5丁
目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀 （40）-418

40309
大宰府条坊跡第199次左
郭十条一坊

福岡県太宰府市朱雀4丁目
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ、甕形）

奈良時代後半 （40）-286

40310 大宰府条坊跡第200次　 福岡県筑紫野市二日市
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目 ・ ナデ）

奈良時代後半〜平安
時代初頭

（40）-301

40311 大宰府条坊跡第212次　 福岡県太宰府市朱雀3丁目
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

奈良時代後半〜平安
時代初頭

（40）-267

40312 大宰府条坊跡第214次　
福岡県太宰府市朱雀3丁目
163-14ほか

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ、甕形）

8世紀前半 （40）-513

40313 大宰府条坊跡第217次　 福岡県太宰府市五条2丁目
製塩土器（砲弾形布目、堅
塩 ・ 円錐形ナデ ・ 貝殻）

奈良時代後半〜平安
時代初頭

（40）-400

40314
大宰府条坊跡第225次右
郭七条八坊

福岡県太宰府市五条2丁目 製塩土器（堅塩、甕形） 古代 （40）-320

40315 大宰府条坊跡第236-1次 福岡県太宰府市朱雀3丁目
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ）

古代 （40）-384

40316
大宰府条坊跡第241次左
郭十条四坊

福岡県太宰府市朱雀4丁目
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ、甕形）

古代 （40）-337

40317 大宰府条坊跡第242次
福岡県太宰府市朱雀4丁目
2630-14 ・ 17

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ）

8世紀 （40）-513

40318 大宰府条坊跡第243次
福岡県太宰府市通古賀5丁
目

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形ナ
デ ・ 砲弾形布目 ・ 円錐形
ナデ）

平安時代 （40）-418

40319 大宰府条坊跡第245次 福岡県筑紫野市杉塚2丁目 製塩土器（甕形） 8世紀 （40）-461

40320 大宰府条坊跡第252次　 福岡県太宰府市五条2丁目
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

古代 （40）-371

40321 大宰府条坊跡第264次 福岡県太宰府市坂本2丁目
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

古代 （40）-388

40322
大宰府条坊跡第308次右
郭九条三坊　

福岡県太宰府市通古賀5丁
目

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形布目）

奈良時代 （40）-488

40323 大宰府条坊跡第322次
福岡県太宰府市通古賀5丁
目

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ ・ 椀形ナデ）

8世紀 （40）-494

40324 市ノ上遺跡
福岡県太宰府市通古賀字
市ノ上

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （40）-186
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40325 松倉遺跡 福岡県太宰府市坂本2丁目
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ）

奈良時代 （40）-450

40326 御笠団印出土周辺遺跡 福岡県太宰府市坂本3丁目
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形布目 ・ ナ
デ、甕形）

奈良時代後半 （40）-253、（40）-383

40327 前田遺跡
福岡県太宰府市向佐野字
前田

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形布目 ・ ナ
デ、甕形）

奈良時代後半
（40）-229、（40）-255、
（40）-268、（40）-287

40328 日焼遺跡 福岡県太宰府市向佐野
製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形ナ
デ ・ 円錐形ナデ、甕形）

8世紀中
（40）-315、（40）-336、
（40）-353

40329 島本遺跡
福岡県太宰府市吉松字島
本

製塩土器（甕形） 奈良時代後半 （40）-334

40330 神ノ前遺跡
福岡県太宰府市吉松字神
ノ前

製塩土器（甕形） 古代 （40）-334

40331 宝満山遺跡群
福岡県太宰府市内山 ・ 北
谷

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形、甕形）

8〜9世紀
（40）-42、（40）-105、
（40）-138、（40）-288、
（40）-335、（40）-352

40332 宝満山遺跡竈門岩付近
福岡県太宰府市北谷字宝
満

製塩土器（甕形） 古代 （40）-30

40333 宝満山竈門嶽祭祀遺跡
福岡県太宰府市北谷字宝
満、筑紫野市大石字水上

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ、甕形）

8世紀後半〜9世紀 （40）-138

40334 宝満山辛野遺跡
福岡県太宰府市内山字辛
野

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ、甕形）

8世紀後半〜9世紀
（40）-52、（40）-138、
（40）-216、（40）-414

40335 宝満山妙見原遺跡
福岡県太宰府市内山字本
谷

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

8世紀後半 （40）-138

40336 宝満山一の鳥居東
福岡県太宰府市内山字本
谷

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ、甕形）

古代 （40）-138

40337 宝満山本谷1号遺跡
福岡県太宰府市内山字本
谷

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8世紀後半
（40）-25、（40）-52、
（40）-138、（40）-186

40338 水城跡
福岡県太宰府市水城、大野
城市下大利

焼塩壺（堅塩・砲弾形布目・
円錐形ナデ、甕形）

古代 （40）-164、（40）-402

40339 生家釘ケ裏遺跡 福岡県福津市生家 製塩土器（甕形） 8世紀末〜9世紀 （40）-231、（40）-415

40340 津丸五郎丸遺跡 福岡県福津市津丸五郞丸 製塩土器（甕形） 8世紀末〜9世紀
（40）-3、（40）-186、
（40）-415

40341 上西郷クニサキ遺跡 福岡県福津市上西郷 製塩土器（甕形）
9世紀後半〜10世紀
前半

（40）-114、（40）-415

40342 勝浦塩田遺跡 福岡県福津市勝浦
塩田（「前壷」 （円形 ・ 粘土
貼）、塩田の基盤層

17世紀後半〜明治時
代

（40）-463

40343 堂畑遺跡
福岡県うきは市吉井町新治
字堂畑

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ ナデ、堅塩 ・ 円錐形ナ
デ ・ ハケ ・ 貝殻）

8世紀前半 ・ 中
（40）-289、（40）-316、
（40）-340、（40）-373

40344 仁右衛門畑遺跡
福岡県うきは市吉井町新治
字仁右衛門畑

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形ナ
デ ・ 円錐形ナデ）

奈良時代 （40）-257

40345 小倉遺跡 福岡県宮若市下字小倉
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8世紀後半〜9世紀前
半

（40）-94

40346 上椎遺跡 福岡県嘉麻市椎木字上椎
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀後半 （40）-22、（40）-52

40347 穴江 ・ 塚田遺跡
福岡県嘉麻市大隈字穴江 ・
塚田

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

8世紀中 （40）-39、（40）-52

40348 原田遺跡 福岡県嘉麻市馬見字原田
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀 （40）-84

40349 平塚遺跡 福岡県嘉麻市馬見字原田
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形布目 ・ ナ
デ、甕形）

8〜9世紀前半 （40）-85

40350 西法寺遺跡
福岡県朝倉市大庭字西法
寺

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

8世紀 （40）-186、（40）-211
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40351 大庭 ・ 久保遺跡 福岡県朝倉市大庭字久保
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目 ・ ナデ）

8世紀中 ・ 後半 （40）-182

40352 上の原遺跡
福岡県朝倉市大庭字上の
原

焼塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ ナデ、堅塩 ・ 円錐形ナ
デ ・ 布目、甕形）

7世紀後半〜8世紀後
半

（40）-180

40353 中道遺跡 福岡県朝倉市大庭字中道
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ ・ 小椀形
貝殻条痕、甕形）

奈良時代 （40）-195

40354 狐塚南遺跡
福岡県朝倉市入地字狐塚 ・
宇治部ノ上

焼塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形布目）

8世紀 （40）-163

40355 才田遺跡 福岡県朝倉市入地字才田
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形ナデ ・ 布
目 ・ 貝殻）

8世紀中 ・ 後半 （40）-227

40356 長島遺跡 福岡県朝倉市須川字長島
焼塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形布目 ・ ナ
デ ・ 貝殻）

8世紀 （40）-181、（40）-242

40357 鎌塚遺跡 福岡県朝倉市菱野字鎌塚
焼塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ）

8世紀 （40）-134

40358 宮原遺跡 福岡県朝倉市下浦字宮原
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ ナデ、堅塩 ・ 円錐形ナ
デ ・ 布目 ・ 貝殻、甕形）

8世紀中
（40）-104、（40）-210、
（40）-232、（40）-233

40359 小隈松山遺跡 福岡県朝倉市小隈字松山
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ）

8世紀前半 （40）-70

40360 高原遺跡 福岡県朝倉市屋永字高原
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ ・ 布目 ・ 貝殻）

8世紀前半 ・ 中 （40）-166

40361 塔ノ上遺跡
福岡県朝倉市牛鶴字塔ノ
上

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ ナデ、堅塩 ・ 円錐形ナ
デ ・ 布目 ・ 貝殻）

8世紀中 ・ 後半 （40）-71

40362 笹隈遺跡
福岡県朝倉市枇杷木久喜
宮字笹隈

製塩土器（堅塩） 奈良時代 （40）-209

40363 怡土城跡 福岡県糸島市高祖字東谷 製塩土器（甕形） 古代 （40）-351

40364 竹戸遺跡
福岡県糸島市二丈吉井字
竹戸

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀後半 （40）-15

40365 石崎曲り田遺跡 福岡県糸島市二丈石崎 製塩土器（堅塩） 古代 （40）-495

40366 吹切遺跡
福岡県糸島市志摩野北字
吹切

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ、甕形）

8世紀中 （40）-101

40367 別所次郎丸遺跡 福岡県那珂川市別所
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀中 （40）-186

40368 後野 ・ 山ノ神前遺跡群 福岡県那珂川市後野
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形）

8世紀後半 （40）-256

40369 大野城跡
福岡県糟屋郡宇美町四王
寺

製塩土器（甕形） 8世紀 （40）-17、（40）-412

40370 一ノ井出Ａ遺跡
福岡県糟屋郡久山町久原
字一ノ井手

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形布目、甕形）

8世紀 （40）-186

40371 一ノ井出Ｂ遺跡
福岡県糟屋郡久山町久原
字一ノ井手

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ、甕形）

8世紀中 ・ 後半 （40）-186

40372 堀田遺跡
福岡県糟屋郡久山町久原
字堀田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ、甕形）

8世紀前半 （40）-186

40373 前田遺跡
福岡県糟屋郡久山町久原
字前田

製塩土器（甕形） 奈良時代 （40）-269

40374 尾崎 ・ 天神遺跡
福岡県遠賀郡遠賀町尾崎
字天神

製塩土器（甕形） 8世紀 （40）-115、（40）-136

40375 八尋遺跡群 福岡県鞍手郡鞍手町八尋 製塩土器（甕形） 8世紀 （40）-168

40376 荒畑遺跡 福岡県朝倉郡筑前町三並 製塩土器（甕形） 古代 （40）-117

674



番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

40377 下高橋馬屋元遺跡
福岡県三井郡大刀洗町下
高橋

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

古代 （40）-235

40378 合田遺跡
福岡県田川郡赤村合田 ・
楠木

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

8世紀
（40）-44、（40）-52、
（40）-186

40379 雨窪遺跡群 福岡県京都郡苅田町雨窪
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

奈良時代 （40）-309

40380 雨窪前田遺跡
福岡県京都郡苅田町若久
町 ・ 雨窪

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

奈良時代 （40）-310

40381 馬場長町遺跡 福岡県京都郡苅田町馬場
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

奈良時代 （40）-433

40382 馬場仁王免遺跡 福岡県京都郡苅田町馬場
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

古代 （40）-433

40383 黒添 ・ 赤木遺跡
福岡県京都郡苅田町黒添
字赤木

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀中 ・ 後半 （40）-72、（40）-434

40384 豊前国府跡
福岡県京都郡みやこ町国
作字宮ノ下

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀 （40）-62

40385 菩提1遺跡
福岡県京都郡みやこ町勝
山松田

製塩土器（堅塩・椀形薄手） 8世紀 （40）-296

40386 菩提3遺跡
福岡県京都郡みやこ町勝
山松田字菩提

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ ナデ、堅塩 ・ 円錐形布
目 ・ ナデ、甕形）

8世紀 （40）-296

40387 菩提6遺跡
福岡県京都郡みやこ町勝
山松田

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀 （40）-362

40388 砦見遺跡
福岡県京都郡みやこ町呰
見字峰

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀 （40）-108

40389 呰見川ノ上遺跡
福岡県京都郡みやこ町呰
見

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀 （40）-439

40390 京ヶ辻遺跡
福岡県京都郡みやこ町有
久

製塩土器（脚台） 古墳時代前期 （40）-441

40391 垂水高木遺跡 福岡県築上郡上毛町垂水
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形布目 ・ ナ
デ）

8世紀中 ・ 後半 （40）-155

40392 下村養生寺遺跡 福岡県築上郡上毛町東下
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀後半 （40）-361

40393 上唐原榎町遺跡
福岡県築上郡上毛町上唐
原

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

奈良時代 （40）-475

40394 広幡遺跡 福岡県築上郡築上町水原
製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形ナ
デ ・ 鉢形タタキ）

8世紀 （40）-124

40395 池ノ本遺跡 福岡県築上郡築上町湊
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ、甕形）

8世紀
（40）-125、（40）-142、
（40）-200

40396 松丸Ｂ遺跡 福岡県築上郡築上町松丸
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ ナデ、甕形）

古代 （40）-126

40397 安武深田遺跡
福岡県築上郡築上町安武
字深田

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 深鉢形ナデ）

8世紀 （40）-109

40398 赤幡森ヶ坪遺跡
福岡県築上郡築上町赤幡
字森ヶ坪

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ ナデ、堅塩 ・ 円錐形ナ
デ ・ 布目 ・ 貝殻、堅塩 ・ 椀
形厚手 ・ 薄手）

8〜9世紀 （40）-127

40399 越路貴船遺跡
福岡県築上郡築上町越路
字貴船

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀前半 （40）-262

40400 越路長様遺跡
福岡県築上郡築上町越路
字長様

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ ナデ）

8世紀後半 （40）-295

40401 築城千代遺跡 福岡県築上郡築上町築城
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀 （40）-423
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（41）　佐賀県

41）-1
佐賀県教育委員会（堀川義英）編1980年3月『柏崎遺跡群－唐津市柏崎所在－』　佐賀県文化財調査報告書第53集　佐賀県教育
委員会

（41）-2 佐賀県教育委員会（紅一義）編1981年3月『香田遺跡』　佐賀県文化財調査報告書第57集　佐賀県教育委員会

（41）-3
佐賀県教育委員会（樋渡敏暲 ・ 田平徳栄）編1981年3月『肥前国府跡2　第四次〜第六次発掘調査報告書』　 佐賀県文化財調査
報告書第58集　佐賀県教育委員会

（41）-4
佐賀県教育委員会（七田忠昭）編1985年3月『肥前国府跡3　昭和50年度〜昭和59年度発掘調査報告書』　 佐賀県文化財調査報
告書第78集 佐賀県教育委員会

（41）-5 佐賀県教育委員会（西村隆司）編1987年3月『撰分遺跡ほか』　佐賀県文化財調査報告書第87集　佐賀県教育委員会

（41）-6 大和町教育委員会（田中稿二）編1993年3月『小川遺跡　第3次調査』　大和町文化財調査報告書第20集 大和町教育委員会

（41）-7 大和町教育委員会（谷澤仁）編1993年8月『大願寺二本松遺跡』　大和町文化財調査報告書第22集　大和町教育委員会

（41）-8 田中稿二「佐賀県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（41）-9 佐賀市教育委員会（木島慎治）編2000年3月『徳永遺跡群3　4 ・ 5 ・ 6区』　佐賀市文化財調査報告書第118集　佐賀市教育委員会

（41）-10 唐津市教育委員会（美浦雄二）編2005年3月『菜畑内田遺跡5』　唐津市文化財調査報告書第121集　唐津市教育委員会

（41）-11
佐賀市教育委員会（山口亨）編2006年3月『佐賀市埋蔵文化財確認調査報告書－2004年度（旧大和町）－』　佐賀市文化財調査報
告書第2集　佐賀市教育委員会

（41）-12 佐賀県教育委員会（小松譲）編2007年3月『中原遺跡1』　佐賀県文化財調査報告書第168集　佐賀県教育委員会

（41）-13
美浦雄二 ・ 安永浩「佐賀県」 （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2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）

（41）-14 佐賀県教育委員会（小松譲）編2008年3月『中原遺跡2　（6 ・ 7区の調査）』　佐賀県文化財調査報告書第175集　佐賀県教育委員会

（41）-15 小松譲「中原遺跡」 『月刊考古学ジャーナル』第570号　ニュー ・ サイエンス社　2008年4月

（41）-16
佐賀県教育委員会（小松譲 ・ 美浦雄二）編2009年3月『中原遺跡3　（5区の調査）』　佐賀県文化財調査報告書第179集　佐賀県教
育委員会

（41）-17
山口亨「国分遺跡7〜9区」 『佐賀市埋蔵文化財確認報告書　2007年度』　佐賀市埋蔵文化財調査報告書第42集　佐賀市教育委員
会　2010年3月

（41）-18
小城市教育委員会（太田正和 ・ 前田佳奈子）編2014年2月『八ッ戸遺跡7区』　小城市文化財調査報告書第25集 　小城市教育委員
会

（41）-19
古庄秀樹「佐賀県内出土の製塩土器」 『佐賀県小城市立歴史資料館 ・ 小城市立中林梧竹記念館調査研究報告書』第8集（平成25
年度事業報告）　小城市立歴史資料館　2015年3月
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（41）　佐賀県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

41001 肥前国府跡
佐賀県佐賀市大和町久池
井

製塩土器（甕形） 8世紀後半 （41）-3、（41）-4

41002 国分遺跡
佐賀県佐賀市大和町尼寺
字柿園

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形布
目）

古代 （41）-17

41003 大願寺二本松遺跡 佐賀県佐賀市大和町川上 製塩土器（甕形） 8世紀中 （41）-7

41004 小川遺跡
佐賀県佐賀市大和町久池
井字三本柳

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀後半〜9世紀初
頭

（41）-6

41005 北畑遺跡
佐賀県佐賀市大和町久池
井字一本杉

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

奈良時代 （41）-11

41006 徳永遺跡
佐賀県佐賀市久保泉町上
和泉

製塩土器（甕形）
8世紀後半〜9世紀前
半

（41）-9

41007 土井崎遺跡
佐賀県唐津市柏崎字土井
崎

製塩土器（脚台、椀形） 古墳時代前期 ・ 中期 （41）-1

41008 菜畑内田遺跡 佐賀県唐津市神田 製塩土器（椀形） 古墳時代中期 ・ 後期 （41）-10、（41）-13

41009 中原遺跡
佐賀県唐津市原字溜ノ内 ・
西ノ畑

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目・円錐形ナデ・鉢形ナデ）

8世紀後半
（41）-12、（41）-14、
（41）-15、（41）-16

41010 今出川Ｂ遺跡
佐賀県多久市北多久町多
久原字柳原

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀 （41）-5

41011 八ッ戸遺跡 佐賀県小城市小城町松尾
製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形布
目）

奈良時代 （41）-18

41012 香田遺跡
佐賀県三養基郡みやき町
簑原字香田

製塩土器（甕形） 9世紀 （41）-2
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日本塩業史研究文献目録 （考古編）

（42）　長崎県

（42）-1 勝本町教育委員会編1977年3月『勝本町の文化財』　勝本町文化財調査報告書第1集　勝本町教育委員会

（42）-2 長崎県教育委員会（髙野晋司）編1980年3月『串島遺跡』　長崎県文化財調査報告書第51集　長崎県教育委員会

（42）-3
九州大学考古学研究室（平川敬治）編1985年3月『串山ミルメ浦遺跡調査報告書』　勝本町文化財調査報告書第4集　勝本町教育
委員会

（42）-4
長崎県教育委員会（安楽勉 ・ 町田利幸）編1985年3月『古田遺跡－長崎県北松浦郡小佐々町所在の遺跡』　小佐々町文化財調査
報告書第1集　小佐々町教育委員会

（42）-5
長崎県教育委員会 ・ 松浦市教育委員会（安楽勉 ・ 中田敦之）編1985年『楼楷田遺跡』　長崎県文化財調査報告書第76集　長崎県
教育委員会 ・ 松浦市教育委員会

（42）-6
小値賀町教育委員会編1985年3月『町内遺跡分布調査1 （第1年次） （南方地区南部および野崎島）』　小値賀町文化財調査報告
書第5集　小値賀町教育委員会

（42）-7
安楽勉ほか「長崎県」 （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　
発表要旨 ・ 資料集　1』　埋蔵文化財研究会第19回研究集会世話人）

（42）-8 長崎県教育委員会文化課編1987年3月『長崎県遺跡地図』　長崎県文化財調査報告書第87集　長崎県教育委員会

（42）-9 正林護 ・ 宮崎貴夫編1988年1月『カラカミ遺跡』　勝本町文化財調査報告書第6集　勝本町教育委員会編

（42）-10
長崎県教育委員会（安楽勉）編1989年3月『串山ミルメ浦遺跡　第2次調査報告書』　勝本町文化財調査報告書第7集　勝本町教育
委員会

（42）-11 長崎県教育委員会（宮崎貴夫 ・ 小野ゆかり）編1989年3月『国崎遺跡』　南串山町文化財調査報告書第2集　南串山町教育委員会

（42）-12
長崎県教育委員会（宮崎貴夫 ・ 村川逸朗）編1990年3月『串山 ・ ミルメ浦遺跡－第3次調査報告書』　勝本町文化財調査報告書第
8集　勝本町教育委員会

（42）-13 長崎県教育委員会（宮﨑貴夫）編1991年3月『宮ノ首遺跡』　宇久町文化財調査報告書第2集　宇久町教育委員会

（42）-14 長崎県教育委員会（髙野晋司）編1992年3月『鷹島海底遺跡』　鷹島町教育委員会

（42）-15
峰町教育委員会（本田秀樹 ・ 阿比留伴次 ・ 安楽勉）編1993年3月『大田原ヤモト遺跡』　峰町文化財調査報告書第10集　峰町教育
委員会

（42）-16 長崎県教育委員会（高野晋司）編1993年3月『壱岐嶋分寺2』　芦辺町文化財調査報告書第7集　芦辺町教育委員会

（42）-17
町田利幸 ・ 村川逸朗「脇岬遺跡」 （長崎県教育委員会（藤田和幸）編1993年3月『県内重要遺跡範囲確認調査報告書』　長崎県文
化財調査報告書第109集　長崎県教育委員会）

（42）-18 宮崎貴夫「長崎県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（42）-19
長崎県教育委員会（高野晋司）編1994年3月『壱岐嶋分寺跡発掘調査報告書3』　芦辺町文化財調査報告書第8集　芦辺町教育委
員会

（42）-20
石田町文化財保護協会（川口洋平）編1995年3月『原の辻遺跡2』 　石田町文化財保護協会調査報告書第2集　石田町文化財保護
協会

（42）-21 長崎県教育委員会（古門雅高 ・ 寺田正剛）編1995年3月『国崎遺跡2』　南串山町文化財調査報告書第3集　南串山町教育委員会

（42）-22
川口洋平「⑦ 原の辻遺跡」 『長崎県埋蔵文化財調査年報3 （平成6年度）』　長崎県文化財調査報告書第125集　長崎県教育委員
会　1996年3月
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（42）-23
川口洋平「⑧ 原の辻遺跡」 『長崎県埋蔵文化財調査年報3 （平成6年度）』　長崎県文化財調査報告書第125集　長崎県教育委員
会　1996年3月

（42）-24 小田和利「製塩土器からみた律令期集落の様相」 『九州歴史資料館研究論集』 21　九州歴史資料館　1996年3月

（42）-25
長崎県教育委員会（山下英明 ・ 川口洋平）編1997年3月『原の辻遺跡 ・ 安国寺前Ａ遺跡 ・ 安国寺前Ｂ遺跡』　原の辻遺跡調査事
務所調査報告書第1集　長崎県教育委員会

（42）-26 石田町教育委員会（河合雄吉）編1998年3月『中尾遺跡』　石田町文化財調査報告書第2集　石田町教育委員会

（42）-27
長崎県教育委員会（山下英明 ・ 松永泰彦）編1998年3月『興触遺跡』　原の辻遺跡調査事務所調査報告書第7集　長崎県教育委員
会

（42）-28 長崎県教育委員会（福田一志）編1998年3月『大浜遺跡』　長崎県文化財調査報告書第141集　長崎県教育委員会

（42）-29 松浦市教育委員会（中田敦之）編1998年3月『松浦 ・ 今福遺跡』　松浦市文化財調査報告書第14集　松浦市教育委員会

（42）-30
長崎県教育委員会（西信男 ・ 村川逸郎）編1999年3月『大宝遺跡』　原の辻遺跡調査事務所調査報告書第14集　長崎県教育委員
会

（42）-31 美津島町教育委員会（田中淳也 ・ 古門雅高）編2000年3月『金田城跡』　美津島町文化財調査報告書第9集　美津島町教育委員会

（42）-32 石田町教育委員会（河合雄吉）編2000年3月『浜田遺跡』　石田町文化財調査報告書第3集　石田町教育委員会

（42）-33 長崎県教育委員会（安楽勉）編2000年3月『原の辻遺跡』　原の辻遺跡調査事務所調査報告書第18集　長崎県教育委員会

（42）-34
長崎県教育委員会（荒井春房）編2002年3月『長崎県埋蔵文化財調査年報9 〔平成12年度調査分〕』　長崎県文化財調査報告書第
164集　長崎県県教育委員会

（42）-35 長崎県教育委員会（福田一志）編2002年3月『千里ケ浜遺跡』　長崎県文化財調査報告書第168集　長崎県教育委員会

（42）-36
長崎県教育委員会（本田秀樹）編2003年3月『県内主要遺跡内容確認調査報告書6　オテカタ遺跡（厳原町） ・ 水崎（仮宿）遺跡（美
津島町）』　長崎県文化財調査報告書第172集　長崎県教育委員会

（42）-37 松根恭子「九州の土器製塩研究」 『熊本古墳研究』第2号　熊本古墳研究会　2004年10月

（42）-38
中尾篤志「長崎県」 （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2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）

（42）-39
松浦市教育委員会（中田敦之）編2008年3月『鷹島海底遺跡　平成13 ・ 14年度』　松浦市文化財調査報告書第2集　松浦市教育委
員会

（42）-40
安楽勉 ・ 川畑敏則 ・ 古澤義久「壱岐市石田町堂崎遺跡採集資料」 『長崎県埋蔵文化財センター研究紀要』第4号　長崎県埋蔵文
化財センター　2014年3月

（42）-41 長崎県教育委員会（杉原敦史）編2015年1月『今福遺跡2』　長崎県文化財調査報告書第211集　長崎県教育委員会

（42）-42
平尾和久（糸島市教育委員会） 「石材 ・ 石積 ・ 石垣からみた古代山城の築造工程と選地論」 『古代山城に関する研究会　築城技
術と遺物から見た古代山城－発表資料集－』　熊本県教育委員会　2016年2月

（42）-43
長崎県教育委員会（川畑敏則）編2019年7月『竹松遺跡4 下巻　古代 ・ 中世編』　新幹線文化財調査事務所調査報告書第11集　長
崎県教育委員会

（42）-44
長崎県教育庁長崎県埋蔵文化財センター （寺田正剛）編2021年３月『原の辻遺跡』　長崎県埋蔵文化財センター調査報告書第37
集　長崎県教育委員会
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（42）　長崎県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

40001 深堀遺跡 長崎県長崎市深堀町5丁目
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目？）

古代 （42）-18

40002 脇岬遺跡 長崎県長崎市脇岬町下揚
製塩土器（天草式、堅塩 ・
砲弾形布目、甕形）

古墳時代後期末、古
代

（42）-17、（42）-37

40003 古田遺跡
長崎県佐世保市小佐々町
楠泊免古田

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、甕
形）

古墳時代前期、 8世
紀

（42）-4、（42）-24

40004 宮ノ首遺跡
長崎県佐世保市宇久町本
飯良鄕

製塩土器（甕形） 8〜9世紀 （42）-13、（42）-24

40005 竹松遺跡 長崎県大村市竹松町
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

古代 （42）-43

40006 千里ケ浜遺跡
長崎県平戸市川内町千里
ケ浜

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

古代 （42）-35

40007 里田原遺跡
長崎県平戸市田平町里免
出

製塩土器（甕形） 奈良時代 （42）-18

40008 鷹島海底遺跡
長崎県松浦市鷹島町三里
免床浪港

製塩土器（甕形） 古代 （42）-14、（42）-39

40009 楼階田遺跡
長崎県松浦市志佐町白浜
免字楼階田 ・ 日ノ前

製塩土器（甕形） 8世紀 （42）-5、（42）-24

40010 松浦今福遺跡
長崎県松浦市今福町仏坂
免 ・ 浦免

製塩土器（甕形） 古代 （42）-29、（42）-41

42011 金田城跡
長崎県対馬市美津島町黒
瀬 ・ 箕形

製塩土器（甕形）
7世紀後半〜8世紀前
半

（42）-31、（42）-42

42012 雷命神社下遺跡 長崎県対馬市厳原町阿連 製塩土器（甕形） 古代 （42）-34

42013 オテカタ遺跡
長崎県対馬市厳原町豆酸
宇東保床

製塩土器（甕形） 古代 （42）-36

42014 シタル万人塚古墳
長崎県対馬市上県町志多
留字向平

製塩土器（甕形） 古代 （42）-18

40015 大田原ヤモト遺跡
長崎県対馬市峰町吉田字
大田原ヤモト

製塩土器（甕形） 古代 （42）-15

40016 串山ミルメ浦遺跡
長崎県壱岐市勝本町東触
字白浜 ・ 小串

製塩土器（甕形） 7世紀後半〜8世紀中
（42）-1、（42）-3、（42）-10、
（42）-12、（42）-38

40017 大清水池遺跡
長崎県壱岐市勝本町布気
触字原野田 ・ 森尻

製塩土器（甕形） 奈良時代 （42）-8、（42）-18

40018 カラカミ遺跡
長崎県壱岐市勝本町立石
東触字カラカミ

製塩土器（甕形） 古代 （42）-9、（42）-18

40019 壱岐嶋分寺跡
長崎県壱岐市芦辺町国分
本村触

製塩土器（甕形） 古代 （42）-16、（42）-19

40020 興触遺跡
長崎県壱岐市芦辺町湯岳
興触

製塩土器（甕形） 古代 （42）-27

40021 原の辻遺跡
長崎県壱岐市芦辺町 ・ 石
田町

製塩土器（甕形）
奈良時代後半〜平安
時代前半

（42）-20、（42）-22、
（42）-23、（42）-25、
（42）-33、（42）-44

40022 浜田遺跡 長崎県壱岐市石田町南触 製塩土器（甕形） 古代 （42）-32

40023 堂崎遺跡
長崎県壱岐市石田町山崎
触字堂崎

製塩土器（甕形） 古代 （42）-40

40024 中尾遺跡
長崎県壱岐市石田町池田
東触字中尾

製塩土器（甕形） 古代 （42）-26

40025 大宝遺跡
長崎県壱岐市郷ノ浦町志
原南触字大宝

製塩土器（甕形） 8世紀 （42）-30
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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

40026 大浜遺跡 長崎県五島市浜町大浜
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

古代 （42）-28

40027 串島遺跡
長崎県西海市大瀬戸町松
島内鄕字串島

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

7世紀後半〜8世紀 （42）-2、（42）-7

40028 国崎遺跡 長崎県雲仙市南串山町
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ ナデ、甕形）

8〜9世紀 （42）-11、（42）-21、（42）-24

40029 小値賀島遺跡 長崎県北松浦郡小値賀町 製塩土器（甕形） 古代 （42）-18

40030 相津近浦遺跡 長崎県北松浦郡小値賀町 製塩土器（甕形） 8世紀 （42）-6
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日本塩業史研究文献目録 （考古編）

（43）　熊本県

（43）-1 近藤義郎「九州の製塩土器」 『日本考古学協会第31回総会研究発表要旨』昭和40年度　日本考古学協会　1965年5月

（43）-2 坂本経堯「古代の生産　黒田製塩遺跡」 （不知火町史編さん委員会編1972年3月『不知火町史』　不知火町）

（43）-3 近藤義郞「天草式製塩土器」 『日本塩業の研究』第15集　日本塩業研究会　1974年3月

（43）-4 隅昭志「沖ノ原貝塚遺跡」 『日本考古学年報26』　日本考古学協会　1975年6月

（43）-5 日本塩業大系編集委員会（近藤義郞）編1978年3月『日本塩業大系　史料編　考古』　日本専売公社

（43）-6
熊本県教育委員会（松本健郎）編1979年3月『生産遺跡基本調査報告書1 ー製塩遺跡 ・ 製鉄遺跡 ・ 石器製作所ー』　熊本県文化
財調査報告第38集　熊本県教育委員会

（43）-7 松本健郎「製塩 ・ 製鉄遺跡と古墳文化」 『肥後考古』創刊号　肥後考古学会　1981年1月

（43）-8 五和町教育委員会（田辺哲夫 ・ 隅昭志）編1984年3月『沖ノ原遺跡ー熊本県天草郡五和町二江ー』　五和町教育委員会

（43）-9 熊本県教育委員会（村井眞輝）編1987年12月『古保山打越遺跡』　熊本県文化財調査報告第93集　熊本県教育委員会

（43）-10 隅昭志「熊本県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（43）-11 松本健郎「天草式製塩土器」 （新川登亀男編1995年10月『古代王権と交流』 8　西海と南島の生活 ・ 文化　名著出版）

（43）-12
熊本県教育委員会（古城史雄 ・ 島津義昭）編1996年3月『沖松遺跡一熊本県球磨郡須恵村字沖松所在の遺跡一』　熊本県文化財
調査報告書第154集　熊本県教育委員会

（43）-13 松本健郎「生産と流通　製塩」 （新熊本市史編纂委員会編1998年3月『熊本市史』通史編第1巻　熊本市）

（43）-14 泗水町教育委員会（吉田正一）編1999年3月『篠原遺跡』　泗水町文化財調査報告第3集　泗水町教育委員会

（43）-15
熊本市教育委員会「上高橋高田遺跡第2次調査区」 （熊本市教育委員会編1999年3月『熊本市埋蔵文化財調査年報第2号　平成4
年度〜平成8年度』　熊本市教育委員会）

（43）-16
高木恭二 ・ 木下洋介ほか編2001年3月『新宇土市史基礎資料　西岡台遺跡 ・ 石ノ瀬遺跡 ・ 上松山遺跡』第9集　考古　宇土市教
育委員会

（43）-17
植木町教育委員会（中原幹彦）編2002年3月『石川遺跡』　植木町文化財調査報告書第14集　植木町教育委員会（全2冊、第1分冊、
第2分冊）

（43）-18
中原幹彦「天草式製塩土器」 『石川遺跡』　植木町文化財調査報告書第14集　植木町教育委員会　2002年3月（全2冊、第1分冊、第
2分冊）

（43）-19 杉井健「石ノ瀬遺跡」 （宇土市史編纂委員会編2002年3月『新宇土市史』資料編第2巻　宇土市）

（43）-20 網田龍生「第8章第4節3塩の生産」 （宇土市史編纂委員会編2003年3月『新宇土市史』通史編第1巻　宇土市）

（43）-21 藤本貴仁「宇土半島の製塩遺跡」 （宇土市史編纂委員会編2003年3月『新宇土市史』通史編第1巻　宇土市）
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（43）-22 原田範昭「大江遺跡群第79次調査区」 『熊本市埋蔵文化財調査年報　平成14年度』第6号　熊本市教育委員会　2004年3月

（43）-23 藤本貴仁「天草式製塩土器の再検討」 『熊本古墳研究』第2号　熊本古墳研究会　2004年10月

（43）-24 松根恭子「九州の土器製塩研究」 『熊本古墳研究』第2号　熊本古墳研究会　2004年10月

（43）-25 熊本市教育委員会（村田和人）編2005年3月『二本木遺跡群1　第18次調査区発掘調査報告書』　熊本市教育委員会

（43）-26
熊本市教育委員会（岩谷史記 ・ 金田一精 ・ 村田和人ほか）編2007年3月『ニ本木遺跡群2 ー二本木遺跡群第13次調査区発掘調
査報告書ー』　熊本市教育委員会

（43）-27
熊本市教育委員会（美濃口雅郎 ・ 師富国博）編2007年3月『「大江遺跡群6　第97次 ・ 第106次調査区発掘調査報告書』　熊本市教
育委員会

（43）-28
南健太郎ほか「上天草市所在遺跡採集資料報告2」 （熊本大学文学部考古学研究室（杉井健）編2007年3月『上天草市所在遺跡の
調査報告3』　考古学研究室報告第42集　熊本大学文学部考古学研究室）

（43）-29
藤本貴仁「熊本県」 （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2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）

（43）-30
中原幹彦「石棺輸送と製塩土器祭祀に関する試論ー古墳時代後期集落成立の背景ー」 （石棺文化研究会編2007年10月『大王の
棺を運ぶ実験航海ー研究編ー』　石棺文化研究会）

（43）-31
熊本市教育委員会（原田範昭）編2008年3月『二本木遺跡群5　二本木遺跡群第28次調査区 （E〜I ・ K ・ L ・ P地点） 発掘調査報告
書』　熊本市教育委員会

（43）-32
藤本貴仁「天草式製塩土器の形態変遷試論　坏部を中心に」 （杉井健編2009年3月『八代海沿岸地域における古墳時代在地墓制
の発達過程に関する基礎研究』 2006〜2008年度科学研究費研究成果報告書　熊本大学文学部）

（43）-33
熊本市教育委員会（金田一精 ・ 美濃口雅朗）編2009年3月『二本木遺跡群9　二本木遺跡群第34次調査区発掘調査報告書』　熊本
市教育委員会

（43）-34
熊本市教育委員会（岩谷史記）編2009年3月『二本木遺跡群10　二本木遺跡群第39次調査区発掘調査報告書』　熊本市教育委員
会

（43）-35
熊本市教育委員会（岩谷史記）編2009年3月『二本木遺跡群13　二本木遺跡群第43次調査区発掘調査報告書』 　熊本市教育委員
会

（43）-36
林田和人「天草式製塩土器の終焉」 （佐田茂先生退任記念論文集刊行会編2009年6月『地域の考古学　佐田茂先生佐賀大学退
任記念論文集』　佐田茂先生論文集刊行会）

（43）-37
熊本市教育委員会（岩谷史記）編2010年2月『二本木遺跡群12　二本木遺跡群第41次調査区発掘調査報告書』　熊本市教育委員
会

（43）-38
熊本県教育委員会（坂田和弘） 2010年3月『ニ本木遺跡群3　春日地区第8次埋蔵文化財発掘調査報告書』　熊本県文化財調査報
告第256集　熊本県教育委員会

（43）-39
熊本市教育委員会（原田範昭）編2010年3月『二本木遺跡群11　二本木遺跡群第32次調査区 （B・O地点） ・第40次調査区 （F・G・
J ・ L地点） 発掘調査報告書』　熊本市教育委員会

（43）-40
熊本市教育委員会（林田和人）編2011年3月『ニ本木遺跡群14　二本木遺跡群第31次調査区（B ・ C ・ D ・ E ・ F ・ G ・ I ・ J ・ L ・ M区）
発掘調査報告書』　熊本市の文化財第8集　　熊本市教育委員会4

（43）-41
熊本市教育委員会（原田範昭）編2011年3月『二本木遺跡群15　二本木遺跡群第40次調査区 （E ・ N地点） ・ 第47次調査区 （E ・ F ・
J地点） 発掘調査報告書』　熊本市の文化財第9集　熊本市教育委員会

（43）-42
熊本県教育委員会（長谷部善一）編2011年3月『玉名平野条里跡（古閑前地区）』　熊本県文化財調査報告第261集　熊本県教育委
員会

（43）-43
熊本県教育委員会（長谷部善一）編20011年3月『稲佐津留遺跡 ・ 西安寺遺跡』　熊本県埋蔵文化財調査報告第263集　熊本県教
育委員会

（43）-44
熊本県教育委員会（長谷部善一）編2011年3月『小曽部遺跡 ・ 南請遺跡 ・ 高良柳迫遺跡』　熊本県文化財調査報告第265集　熊本
県教育委員会

683682



（43）-45
林田和人「二本木遺跡群第19次調査区」 （熊本市教育委員会編2011年3月『熊本市埋蔵文化財発掘調査報告集 平成22年度 』　
熊本市の文化財第2集 　熊本市教育委員会）

（43）-46 藤本貴仁「天草式製塩土器の流通に関する基礎的研究」 『熊本古墳研究』第4号　熊本古墳研究会　2011年6月

（43）-47
熊本市教育委員会（林田和人）編2012年3月『ニ本木遺跡群17　第31次調査区（H ・ K ・ N ・ O ・ P ・ Q ・ R ・ S区発掘調査報告書）』　
熊本市の文化財第17集　熊本市教育委員会

（43）-48
熊本県教育委員会（長谷部善一）編2012年3月『ニ本木遺跡群（春日地区） 5　第6次 ・ 第14次調査』　熊本県文化財調査報告第
271集　熊本県教育委員会（全2冊、本文編、図版編）

（43）-49
熊本県教育委員会（岡本真也 ・ 多賀晴司）編2012年3月『ニ本木遺跡群6 （春日地区第9 ・ 10次調査）』　熊本県文化財調査報告
第274集　熊本県教育委員会

（43）-50
熊本県教育委員会編2012年3月『鞠智城跡2 （鞠智城跡第8〜32次調査報告）』　熊本県文化財調査報告第276集　熊本県教育委
員会

（43）-51
熊本県教育委員会（長谷部善一 ・ 吉田徹也 ・ 稲葉買子）編2013年3月『下江中島遺跡　上日置女夫木遺跡』　熊本県文化財調査
報告第278集　熊本県教育委員会（全2冊、本文編、図版編）

（43）-52
熊本市教育委員会（岩谷史記）編2013年3月『二本木遺跡群20　二本木遺跡群第56次調査区発掘調査報告書』 　熊本市の文化財
第26集　熊本市教育委員会

（43）-53
藤本貴仁「九州における土器製塩の波及と製塩土器の運搬」 （第16回九州前方後円墳研究会実行委員会編2013年6月『古墳時代
の地域間交流1』第16回九州前方後円墳研究会熊本大会資料　九州前方後円墳研究会）

（43）-54
藤本貴仁「消費地出土の天草式製塩土器」 『長目塚古墳の研究　有明海 ・ 八代海沿岸地域における古墳時代首長墓の展開と在
地墓制の相関関係の研究』　熊本大学文学部　2014年3月

（43）-55 熊本県教育委員会（宮崎啓士）編2014年3月『花岡木崎遺跡』　熊本県文化財調査報告第305集　熊本県教育委員会

（43）-56
熊本市教育委員会（三好栄太郎）編2014年3月『二本木遺跡群24　二本木遺跡群第68次調査区発掘調査報告書』 　熊本市の文化
財第38集　熊本市教育委員会

（43）-57
熊本市教育委員会（岩谷史記）編2014年6月『二本木遺跡群25　二本木遺跡群第48次調査区発掘調査報告書』 　熊本市の文化財
第43集　熊本市教育委員会

（43）-58 熊本県教育委員会（宮崎敬士）編2015年3月『新南部遺跡群3』　熊本県文化財調査報告第311集　熊本県教育委員会

（43）-59
熊本市教育委員会（赤星雄一）編2015年3月『大江遺跡群10　大江遺跡群第120次調査区発掘調査報告書』　熊本市の文化財第46
集　熊本市教育委員会

（43）-60
大坂亜矢子「新南部遺跡群から出土した製塩土器」 （熊本県教育委員会（宮崎敬士）編2015年3月『新南部遺跡群3』　熊本県文化
財調査報告第311集　熊本県教育委員会）

（43）-61
熊本市教育委員会（山下宗親 ・ 本田晶子 ・ 上髙原聡）編2016年3月『新南部遺跡群2　新南部遺跡群第23次調査区 （平成26年度） 
発掘調査報告書』　熊本市の文化財第53集　熊本市教育委員会

（43）-62
熊本市教育委員会（後藤愛弓）編2016年3月『渡鹿遺跡群1　渡鹿遺跡群第7次調査区発掘調査報告書』　熊本市の文化財第54集　
熊本市教育委員会

（43）-63 熊本市教育委員会（藤島志考）編2016年3月『桑鶴遺跡群1』　熊本市の文化財第55集　熊本市教育委員会

（43）-64
網田龍生「二本木遺跡群第57次調査区」 （熊本市教育委員会編2016年9月『熊本市埋蔵文化財発掘調査報告集 平成27年度　第1
分冊 』　熊本市の文化財第61集 　熊本市教育委員会

（43）-65 熊本市教育委員会（藤島志考）編2016年9月『大江遺跡群12 （平成27年度）』　熊本市の文化財第60集　　熊本市教育委員会

（43）-66
松本博幸「天草式製塩土器をめぐる近年の研究動向について」 （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）

（43）-67 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
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（43）-68 天草町教育委員会（松本博幸）編2003年３月『上木原遺跡』　天草町文化財調査報告書第1集　天草町教育委員会

（43）-69 熊本市教育委員会（林田和人）編2018年３月『桑鶴遺跡群2』 熊本市の文化財第74集　熊本市教育委員会

（43）-70 熊本県教育委員会編2021年３月『地域社会からさぐる古代山城 ・ 鞠智城』鞠智城座談会2020成果報告書　熊本県教育委員会

（43）-71
黒住耐二「第６章　自然遺物　第２節　轟貝塚から得られた貝類遺体」 （宇土市教育委員会（芥川博士・藤本貴仁）編2021年3月『轟
貝塚3　平成23〜30年度市内遺跡発掘調査等事業に伴う発掘調査報告』　宇土市埋蔵文化財調査報告書第37集　宇土市教育委
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

（43）　熊本県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

43001 大江遺跡群 熊本県熊本市中央区大江
製塩土器（天草式、堅塩 ・
深鉢形ナデ）

古墳時代後期〜飛鳥
時代、古代

（43）-20、（43）-22、
（43）-27、（43）-59、（43）-65

43002 渡鹿遺跡群
熊本県熊本市中央区渡鹿5
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形ナ
デ）

8世紀 （43）-62

43003 新南部遺跡群
熊本県熊本市中央区渡鹿8
丁目

製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-58、（43）-60、（43）-61

43004 二本木遺跡群
熊本県熊本市西区二本木 ・
春日

製塩土器（天草式、堅塩 ・
深鉢形布目）

古墳時代後期〜飛鳥
時代、 8世紀後半〜9
世紀初頭

（43）-25、（43）-26、
（43）-31、（43）-33、
（43）-34、（43）-35、
（43）-36、（43）-37、
（43）-38、（43）-39、
（43）-40、（43）-41、
（43）-45、（43）-47、
（43）-48、（43）-49、
（43）-52、（43）-56、
（43）-57、（43）-64

43005 八島町遺跡 熊本県熊本市西区八島町 製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-51

43006 上高橋高田遺跡
熊本県熊本市西区上高橋
町

製塩土器（天草式、堅塩） 古墳時代後期、古代 （43）-15、（43）-20

43007 迎原西遺跡
熊本県熊本市南区城南町
沈目

製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-51

43008 上の原遺跡
熊本県熊本市南区城南町
塚原上の原

製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-24

43009 平田町遺跡 熊本県熊本市南区平田 製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-54

43010 白藤遺跡群 熊本県熊本市南区白藤 製塩土器（天草式）
古墳時代後期末 ・ 飛
鳥時代

（43）-60

43011 下江中島遺跡
熊本県熊本市南区富合町
古閑

製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-29、（43）-51

43012 秣野遺跡
熊本県熊本市北区龍田町
陣内

製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-54

43013 龍田陣内遺跡群
熊本県熊本市北区龍田町
陣内

製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-54

43014 石川遺跡
熊本県熊本市北区植木町
石川小迫

製塩土器（天草式） 古墳時代後期
（43）-17、（43）-18、
（43）-29、（43）-30

43015 桑鶴遺跡群 熊本県熊本市北区和泉町
製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形ナ
デ）

8世紀前半 （43）-63、（43）-69

43016 興善寺志水遺跡
熊本県八代市興善寺町志
水 

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形ナ
デ）

古代 （43）-20

43017 玉名平野条里跡 熊本県玉名市両迫間 製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-42

43018 鞠智城跡
熊本県山鹿市菊鹿町米原、
菊地市木野

製塩土器（天草式）
古墳時代後期末〜飛
鳥時代

（43）-50

43019 竹ノ上原遺跡 熊本県菊池市七城町山崎 製塩土器（天草式） 飛鳥時代（7世紀） （43）-70

43020 篠原遺跡
熊本県菊池市泗水町田島
字篠原

製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-14、（43）-29、（43）-30

43021 石ノ瀬遺跡
熊本県宇土市石小路町字
石ノ瀬

製塩土器（天草式） 古墳時代後期
（43）-16、（43）-19、
（43）-32、（43）-51

43022 串遺跡
熊本県上天草市大矢野町
上字江後

製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-6、（43）-42

43023 小波戸遺跡
熊本県上天草市大矢野町
上小波戸

製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-6、（43）-10、（43）-28

43024 大田尾遺跡
熊本県宇城市三角町大田
尾字仏天川 ・ 大川

製塩土器（天草式） 古墳時代後期
（43）-1、（43）-3、（43）-5、
（43）-6
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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

43025 小鹿里遺跡
熊本県宇城市三角町中村
字金桁

製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-6、（43）-10、（43）-42

43026 古保山打越遺跡
熊本県宇城市松橋町古保
山字打越

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ）

8世紀中 ・ 後半 （43）-9、（43）-20

43027 松橋大野貝塚
熊本県宇城市松橋町大野
字前田

製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-6、（43）-10、（43）-24

43028 黒田遺跡
熊本県宇城市不知火町永
尾字黒田

製塩土器（天草式）、製塩
炉？

古墳時代後期 （43）-2、（43）-6、（43）-10

43029 南請遺跡
熊本県宇城市不知火町小
字小曽部字南請

製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-44

43030 高良柳迫遺跡
熊本県宇城市不知火町高
良字柳迫

製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-44

43031 沖の原遺跡
熊本県天草市五和町二江
字沖の原

製塩土器（天草式） 古墳時代後期
（43）-1、（43）-3、（43）-4、
（43）-5、（43）-6、（43）-8

43032 中ノ尾遺跡
熊本県天草市五和町御領
中ノ尾

製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-6、（43）-10

43033 台田遺跡 熊本県天草市有明町 製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-10

43034 白当遺跡 熊本県天草市有明町大浦 製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-24、（43）-29

43035 荒瀬遺跡 熊本県天草市有明町大浦 製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-51

43036 上木原遺跡
熊本県天草市天草町大江
上木原

製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-68

43037 八反原遺跡
熊本県合志市西合志会生 ・
弘生

製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-51

43038 稲佐津留遺跡 熊本県玉名郡玉東町稲佐 製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-43

43039 花岡木崎遺跡 熊本県葦北郡芦北町花岡 製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-55

43040 沖松遺跡
熊本県球磨郡あさぎり町須
恵字沖松

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

9世紀前半 ・ 中頃 （43）-12

43041 出来町遺跡
熊本県天草郡苓北町富岡
字首塚

製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-6

43042 元袋遺跡
熊本県天草郡苓北町富岡
元袋字平松

製塩土器（天草式） 古墳時代後期 （43）-29
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（44）-3 野津町教育委員会（栗田勝弘 ・ 高橋信武）編1984年3月『野津川流域の遺跡5　新生遺跡　下藤遺跡』　野津町教育委員会

（44）-4 直入町教育委員会（渋谷忠章 ・ 吉武学）編1985年3月『三反田遺跡発掘調査報告書』　直入町教育委員会

（44）-5 犬飼町教育委員会（清水宗昭 ・ 栗田勝弘 ・ 城戸誠）編1985年3月『舞田原』　犬飼町教育委員会

（44）-6 直入町教育委員会（髙橋信武）編1988年3月『横枕遺跡　日向塚遺跡』　直入町教育委員会

（44）-7 大分県教育委員会（坂本嘉弘）編1988年3月『高添遺跡（出口地区）』　千歳村教育委員会

（44）-8 小林昭彦「生産と流通　生産用具」 『大分県史　先史編2』　大分県　1989年3月

（44）-9
大分県教育委員会（渋谷忠彦 ・ 小林昭彦）編1989年3月『一般国道10号宇佐バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報2』　大
分県教育委員会

（44）-10
大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館（甲斐忠彦 ・ 真野和夫 ・ 宮内克己ほか）編1989年3月『弥勒寺　宇佐宮弥勒寺旧境内
発掘調査報告書』　大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館

（44）-11 大分県教育委員会（淸水宗昭 ・ 牧尾義則）編1989年3月『昭和63年度　大分県内遺跡詳細分布調査概報8』　大分県教育委員会

（44）-12 直入町教育委員会（高橋信武）編1989年3月『横枕B遺跡 ・ 前田遺跡』 　直入町教育委員会

（44）-13
大分県教育委員会編1989年3月『一般国道10号宇佐バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報2　笠松・尾畑・桐ケ迫・峯添・
正布迫 ・ 柳沢 ・ 向山 ・ 下林遺跡 』　大分県教育委員会

（44）-14 大分県教育委員会編1989年3月『犬飼地区遺跡群発掘調査概報2』　犬飼町教育委員会

（44）-15 大分市教育委員会（讃岐和夫 ・ 坪根伸也）編1991年3月『下郡遺跡群』　大分市教育委員会

（44）-16
宇佐市教育委員会（佐藤良二郎ほか） 1991年3月『宇佐地区遺跡群発掘調査概報　　高森城跡4次調査　小部遺跡7次調査　虚空
蔵寺跡6次調査』　宇佐市教育委員会

（44）-17 安岐町教育委員会（丸山啓子）編1991年3月『久末京徳遺跡』　安岐町文化財調査報告書第1集　安岐町教育委員会

（44）-18 大分市教育委員会（坪根伸也）編1992年3月『賀来中学校遺跡』　大分市教育委員会

（44）-19 大分県教育委員会 （田中祐介）編1992年3月『手崎遺跡 ・ 大部遺跡』　大分県教育委員会

（44）-20
大分市教育委員会（坪根伸也）編1993年3月『国指定史跡　豊後国分寺跡　豊後国分寺跡北西地区発掘調査報告書』　大分市教育
委員会

（44）-21 大分市教育委員会（坪根伸也）編1993年3月『羽田遺跡』　大分市教育委員会

（44）-22 大分県教育委員会 （田中祐介）編1993年3月『上野第1遺跡（東原 ・ 野間 ・ 平原地区）』　大分県教育委員会
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（44）-23
田中祐介「大分県沿岸部採集の製塩土器2例ー東九州古墳時代前中期の製塩土器の年代と系譜ー」 『おおいた考古』第6集　大
分県考古学会　1993年11月

（44）-24 大分市教育委員会（坪根伸也）編1993年12月『下郡遺跡群』　大分市教育委員会

（44）-25 田中祐介「大分県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（44）-26 大分県教育委員会（吉田寛）編1994年3月『稙田市遺跡』　大分県教育委員会

（44）-27 大分県教育委員会（宮内克己）編1994年3月『北原遺跡』 　挟閒町文化財調査報告書1　挟間町教育委員会

（44）-28 臼杵市教育委員会（神田高士）編1994年8月『田篠台遺跡－西の原地区発掘調査概報』　臼杵市教育委員会

（44）-29
宇佐市教育委員会（小倉正五ほか）編1995年3月『一般国道10号宇佐別府道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　虚空蔵寺
遺跡 切寄遺跡 下林遺跡4区』　宇佐市教育委員会

（44）-30
大分県教育庁文化課（小林昭彦）編1995年3月『一般国道10号宇佐道路埋蔵文化財発掘調査報告書3　横山遺跡 尾畑遺跡』　大
分県教育委員会

（44）-31 小田和利「製塩土器からみた律令期集落の様相」 『九州歴史資料館研究論集』 21　九州歴史資料館　1996年3月

（44）-32
別府大学附属博物館 ・ 宇佐市教育委員会（小倉正五 ・ 佐藤良二郎 ・ 林一也）編1996年3月『シンポジウム　天平の宇佐ー宇佐虚
空蔵寺と古代仏教ー』　別府大学附属博物館 ・ 宇佐市教育委員会

（44）-33 大田村教育委員会（小柳和宏）編1996年3月『古城得遺跡 ・ 小川原遺跡』　大田村文化財調査報告書第4集　大田村教育委員会

（44）-34 久住町教育委員会（宮内克己）編1996年3月『市第1遺跡 ・ 石田遺跡』　久住町教育委員会

（44）-35
坪根伸也「下郡遺跡第63 ・ 66 ・ 67次調査　F区n ・ o ー 9地点」 『大分市埋蔵文化財調査年報7　1995年度』　大分市教育委員会  
1996年12月

（44）-36 後藤典幸「猪野新土井遺跡第1 ・ 2次調査」 『大分市埋蔵文化財調査年報7　1995年度』　大分市教育委員会  1996年12月

（44）-37 大分県教育委員会（小柳和宏）編1997年3月『ガランジ遺跡 ・ 稙田市遺跡 ・ 稙田条里遺跡』　大分県教育委員会

（44）-38
国東町教育委員会（金田信子 ・ 藤本啓二 ・ 永松みゆき）編1997年3月『六田遺跡 ・ 前田遺跡 ・ 秋国遺跡 ・ 外園遺跡』　国東町文
化財調査報告書15　国東町教育委員会

（44）-39
久住町教育委員会（高橋信武）編1997年3月『県営担い手育成基盤整備事業都野東部地区に伴う発掘調査報告書2　市第2遺跡 ・
市第3遺跡 ・ 仏原第1遺跡 ・ 仏原第2遺跡 ・ 仏原第3遺跡』　久住町教育委員会

（44）-40
久住町教育委員会（高橋信武 ・ 栃原嘉明）編1998年3月『尾首遺跡 ・ 市第5遺跡』　久住町文化財調査報告書第5集　久住町教育
委員会

（44）-41 大分県教育庁文化課（田中裕介）編1998年3月『日田市高瀬遺跡群の調査2　手崎遺跡 ・ 大部遺跡』　大分県教育委員会

（44）-42 坪根伸也ほか「下郡遺跡群第90次調査」 『大分市埋蔵文化財調査年報Vol.9　1997年度』　大分市教育委員会　1998年12月

（44）-43 坪根伸也ほか「羽田遺跡第4次調査」 『大分市埋蔵文化財調査年報Vol.9　1997年度』　大分市教育委員会　1998年12月

（44）-44 大分県教育委員会（田中祐介）編1999年3月『小迫辻原遺跡1 （A ・ B ・ C ・ D区編）』　大分県教育委員会

（44）-45 大分県教育委員会（染谷和徳）編1999年3月『馬姓遺跡　北ノ後遺跡　乙院屋敷遺跡』　大分県教育委員会

（44）-46
久住町教育委員会（宮内克己）編1999年3月『板切遺跡群（第1〜5） ・ 小原田遺跡』　久住町文化財調査報告書第6集　久住町教育
委員会
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大分市教育委員会（大野康弘 ・ 井口あけみ）編2000年3月『井ノ久保遺跡発掘調査報告書』　大分市教育委員会（全2冊、第1分冊、
第2分冊（遺物データ ・ 写真図版編））

（44）-51
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（44）-58
大分県教育委員会（宮内克己）編2001年3月『都野原田遺跡』　大分県文化財調査報告書第128輯 ・ 久住町文化財調査報告書第9
集　大分県教育委員会 ・ 久住町教育委員会

（44）-59 大分県教育委員会（田中祐介）編2001年3月『日田市髙瀨遺跡群の調査3　上野第1遺跡』　　大分県教育委員会
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（44）-61
千歳村教育委員会（栗田勝弘）編2001年3月『鹿道原遺跡発掘調査報告書』　千歳村文化財発掘綱査報告書第7集　千歳村教育委
員会

（44）-62 中津市教育委員会（高崎章子）編2001年3月『長者屋敷遺跡』　中津市文化財調査報告第26集　中津市教育委員会

（44）-63 姫野公徳 ・ 宮田剛「南金池遺跡第2次調査」 『大分市埋蔵文化財調査年報Vol.12　2000年度』　大分市教育委員会　2001年12月
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2002年3月

（44）-65
大分市教育委員会（坪根伸也ほか）編2002年3月『下郡遺跡群　1』　大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第40集　大分市教育委員
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（44）-66
大分市教育委員会（後藤典幸 ・ 萩幸二）編2002年3月『玉沢地区条里跡遺跡第2次調査報告書』　大分市教育委員会（全2冊　第1
分冊 ・ 本文編、第2分冊（科学分析 ・ 写真図版編））

（44）-67
大分県教育委員会（綿貫俊一 ・ 五十川雄也）編2002年3月『毛井遺跡　Ｂ地区』　大分県文化財調査報告書第135輯　大分県教育
委員会

（44）-68
宇佐市教育委員会（小倉正五 ・ 林一也 ・ 佐藤良二郎 ・ 川谷浩 ・ 江藤和幸）編2002年3月『一般国道387号道路改良工事に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書』　宇佐市教育委員会

（44）-69
国東町教育委員会（津島俊治 ・ 永松みゆき）編2002年3月『東国東郡広域連合総合文化施設建設に伴う発掘調査報告書　飯塚遺
跡』　大分県国東町文化財調査報告書第26集　国東町教育委員会
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（44）-71 久住町教育委員会（櫟浦幸徳）編2002年3月『中殿遺跡』　久住町文化財調査報告書第11集　久住町教育委員会

（44）-72
豊後高田市教育委員会（岩男真吾 ・ 河野典之 ・ 永田裕久）編2002年3月『佐野地区遺跡発掘調査報告書　カワラガマ遺跡 上殿遺
跡A ・ B地区 高山田遺跡 西田古墳 西村遺跡A ・ B地区』　豊後高田市文化財調査報告書第10集　豊後高田市教育委員会

（44）-73 大分市教育委員会（池邉千太郎 ・ 羽田野達郎）編2002年9月『城原 ・ 里遺跡　第5次の概要』古代海部の再現　大分市教育委員会

（44）-74 梅田昭宏「南金池遺跡第3次調査」 『大分市埋蔵文化財調査年報Vol.13　2001年度』　大分市教育委員会　2002年12月

（44）-75
井口あけみ「古代の製塩土器について」 『下郡遺跡群2　下郡遺跡群第115次調査　下郡遺跡群第126次調査』　大分市埋蔵文化
財発掘調査報告書第48集　大分市教育委員会　2003年3月

（44）-76
大分市教育委員会（坪根伸也 ・ 井口あけみ）編2003年3月『下郡遺跡群2　下郡遺跡群第115次調査　下郡遺跡群第126次調査』　
大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第48集　大分市教育委員会

（44）-77 梅田昭宏「南金池遺跡第4次調査」 『大分市埋蔵文化財調査年報Vol.14　2002年度』　大分市教育委員会　2004年3月

（44）-78 梅田昭宏「大道遺跡群第4次調査」 『大分市埋蔵文化財調査年報Vol.14　2002年度』　大分市教育委員会　2004年3月

（44）-79
大分県教育委員会（吉田寛 ・ 後藤晃一）編2004年3月『上野町遺跡 ・ 顕徳寺遺跡』　大分県文化財調査報告第164輯　大分県教育
委員会

（44）-80 日田市教育委員会（渡邉隆行）編2004年3月『大肥吉竹遺跡』　日田市埋蔵文化財調査報告書第48集　日田市教育委員会

（44）-81 宇佐市教育委員会（佐藤良二郎 ・ 江藤和幸）編2004年3月『小部遺跡』　宇佐市教育委員会

（44）-82 「城原 ・ 里遺跡　第7次調査」 （大分市教育委員会編2004年3月『大分市市内遺跡確認調査概要　2003年度』　大分市教育委員会）

（44）-83 「大分県」 『日本考古学年報55 （2002年度版）』　日本考古学協会　2004年5月

（44）-84 松根恭子「九州の土器製塩研究」 『熊本古墳研究』第2号　熊本古墳研究会　2004年10月

（44）-85 梅田昭宏「南金池遺跡第5 ・ 6 ・ 7次調査」 『大分市埋蔵文化財調査年報Vol.15　2003年度』　大分市教育委員会　2004年12月

（44）-86 上野淳也「若宮八幡宮遺跡第1次調査」 『大分市埋蔵文化財調査年報Vol.15　2003年度』　大分市教育委員会　2004年12月

（44）-87
大分市教育委員会（佐藤道文 ・ 高畠豊ほか）編2005年3月『東田室遺跡　2』　大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第55集　大分市
教育委員会

（44）-88
大分市教育委員会（坪根伸也ほか）編2005年3月『下郡遺跡群　3』　大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第61集　大分市教育委員
会

（44）-89
大分市教育委員会（坪根伸也ほか）編2006年3月『下郡遺跡群　4』　大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第68集　大分市教育委員
会

（44）-90
大分県教育庁埋蔵文化財センター （田中祐介）編2006年3月『豊後府内3　中世大友府内町跡第7次 ・ 第16次調査』　大分県教育
庁埋蔵文化財センター調査報告書第8集　大分県教育庁埋蔵文化財センター

（44）-91 大分市教育委員会（高畠豊）編2006年3月『南金池遺跡』　大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第64集　大分市教育委員会

（44）-92
上野淳也「若宮八幡宮遺跡第1次調査地点出土の大阪湾産製塩土器について」 『若宮八幡宮遺跡第1次発掘調査』　大分市埋蔵
文化財調査報告第67集　大分市教育委員会　2006年3月

（44）-93
大分市教育委員会（水町裕子）編2006年3月『若宮八幡宮遺跡第1次発掘調査』　大分市埋蔵文化財調査報告第67集　大分市教育
委員会

（44）-94 宇佐市教育委員会（林一也 ・ 佐藤良二郎 ・ 川谷浩 ・ 江藤和幸）編2006年3月『瓦塚遺跡』　宇佐市教育委員会
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（44）-95 竹田市教育委員会（真田博幸 ・ 櫟浦幸徳）編2006年3月『市用遺跡 ・ 平原遺跡』　竹田市教育委員会

（44）-96
大分市教育委員会（長直信）編2007年3月『大友府内11　中世大友府内町跡第74次調査報告』　大分市埋蔵文化財発掘調査報告
書第74集　大分市教育委員会

（44）-97
大分市教育委員会（坪根伸也ほか）編2007年3月『下郡遺跡群　5』　大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第76集　大分市教育委員
会

（44）-98
大分県教育庁埋蔵文化財センター （栗田勝弘ほか）編2007年3月『一般国道57号中九州横断道路建設事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書（1）　高添遺跡　新殿岡遺跡　庵の平遺跡　下ノ原遺跡　古城 ・ 五郎丸遺跡』　大分県教育庁埋蔵文化財センター調
査報告書第12集　大分県教育庁埋蔵文化財センター

（44）-99
大分県教育庁埋蔵文化財センタ（原田昭一）編2007年3月『一般国道57号中九州横断道路建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書（2）　岡遺跡 穴井遺跡 穴井南遺跡 千仏南遺跡 田原園遺跡』　大分県教育庁埋蔵文化財センター調査報告書第13集　大分
県教育庁埋蔵文化財センター

（44）-100
大分県教育庁埋蔵文化財センター （田中祐介 ・ 後藤晃一）編2007年3月『豊後府内6　中世大友府内町跡第10次調査』　大分県教
育庁埋蔵文化財センター調査報告書第15集　大分県教育庁埋蔵文化財センター

（44）-101
大分県教育庁埋蔵文化財センター （綿貫俊一）編2007年3月『岩金遺跡発掘調査報告書』　大分県教育庁埋蔵文化財センター調
査報告書第21集　大分県教育庁埋蔵文化財センター

（44）-102
坪根伸也「大分県」 （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2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）

（44）-103 大分市教育委員会（高畠豊）編 2008年3月『大道遺跡群1』　大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第79集　大分市教育委員会

（44）-104 大分市教育委員会（坪根伸也ほか）編2008年3月『下郡遺跡群6』　大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第85集　大分市教育委員会

（44）-105
大分市教育委員会（河野史郎 ・ 五十川雄也 ・ 佐藤孝則）編2008年3月『横尾遺跡』　大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第82集　
大分市教育委員会

（44）-106
大分県教育庁埋蔵文化財センター （高橋信武）編2008年3月『豊後府内9　中世大友府内町跡第36次 ・ 第55次調査』　大分県教育
庁埋蔵文化財センター調査報告書第24集　大分県教育庁埋蔵文化財センター

（44）-107
大分県教育庁埋蔵文化財センター （吉田寛）編2008年3月『東田室遺跡』　大分県教育庁埋蔵文化財センター 調査報告書第27集　
大分県教育庁埋蔵文化財センター

（44）-108 宇佐市教育委員会（江藤和幸）編2008年3月『法鏡寺廃寺跡』　宇佐市教育委員会

（44）-109
中津市教育委員会（浦井直幸）編2008年3月『犬丸川流域遺跡　縫原地区 ・ 平田地区 ・ 長善寺地区』　中津市文化財調査報告第
44集　中津市教育委員会

（44）-110
大分市教育委員会（五十川雄也 ・ 山本哲也）編2009年3月『丹生川坂ノ市条里跡　丹生遺跡群』　大分市埋蔵文化財調査報告第
86集　大分市教育委員会

（44）-111 大分市教育委員会（高畠豊）編2009年3月『大道遺跡群　2』　大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第91集　大分市教育委員会

（44）-112
大分市教育委員会（坪根伸也ほか）編2009年3月『下郡遺跡群　7』　大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第92集　大分市教育委員
会

（44）-113
大分市教育委員会（佐藤道文）編2009年3月『府内城 ・ 城下町跡7　第18次調査』　大分市埋蔵文化財調査報告書第93集　大分市
教育委員会

（44）-114
大分市教育委員会（池邉千太郎ほか）編2010年3月『横尾遺跡　3』　大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第98集　大分市教育委員
会

（44）-115 大分市教育委員会（佐藤孝則）編2010年3月『大道遺跡群　3』　大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第99集　大分市教育委員会

（44）-116 中津市教育委員会（平田由美）編2010年3月『大勢遺跡』　中津市文化財調査報告第49集　中津市教育委員会

（44）-117
豊後大野市教育委員会編2010年3月『郷土の歴史　弥生時代 ・ 古墳時代編』　豊後大野市埋蔵文化財ハンドブック2　豊後大野市
教育委員会
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（44）-118
大分県教育庁埋蔵文化財センター （横沢慈）編2010年3月『高畑遺跡』　大分県教育庁埋蔵文化財センター調査報告書第51集　大
分県教育庁埋蔵文化財センター

（44）-119 井口あけみ「古墳時代における大分県内出土の製塩土器」 『古文化談叢』第65集- （2）　九州古文化研究会　　2010年12月

（44）-120
大分市教育委員会 ・ 株式会社アーキジオ（森隆）編2011年3月『大道遺跡群　4』　大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第106集　大
分市教育委員会

（44）-121 大分市教育委員会（河野史郎ほか）編2011年3月『横尾遺跡　4』　大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第107集　大分市教育委員会

（44）-122 宇佐市教育委員会（江藤和幸）編2011年3月『法鏡寺遺跡』　市内遺跡発掘調査事業報告書第6集　宇佐市教育委員会

（44）-123
大分県教育庁埋蔵文化財センター （綿貫俊一 ・ 吉田寛）編2011年3月『井尻日焼田遺跡』　大分県教育庁埋蔵文化財センター調
査報告書第54集　大分県教育庁埋蔵文化財センター

（44）-124
大分市教育委員会 ・ 株式会社アーキジオ（森隆）編2012年2月『大道遺跡群5　第20次 ・ 第23次 ・ 第32次調査』　大分市埋蔵文化
財発掘調査報告書第113集　大分市教育委員会

（44）-125
大分市教育委員会 ・ 有限会社文化財リサーチ（堤真子）編2012年3月『羽田遺跡3　第5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 ・ 9次調査』　大分市埋蔵文化財
発掘調査報告書第114集　大分市教育委員会

（44）-126
株式会社九州文化財総合研究所（松浦智）編2012年3月『末広遺跡2 （第2次調査）』　大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第120集　
大分市教育委員会

（44）-127
大分市教育委員会 ・ 雅企画有限会社（太田牧枝）編2013年3月『横尾遺跡　7』　大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第124集　大分
市教育委員会

（44）-128
大分県教育庁埋蔵文化財センター （小柳和宏 ・ 染矢和徳）編2013年3月『豊後府内17 （第2分冊）』　大分県教育庁埋蔵文化財セ
ンター調査報告書第63集　大分県教育庁埋蔵文化財センター

（44）-129
大分県教育庁埋蔵文化財センター （小柳和宏 ・ 染矢和徳）編2013年3月『豊後府内18　中世大友府内町跡第91 ・ 92 ・ 93次調査』　
大分県教育庁埋蔵文化財センター調査報告書第64集　大分県教育庁埋蔵文化財センター

（44）-130
大分市教育委員会（倉増美晴代）編2013年3月『大道遺跡群6　第21次 ・ 第28次 ・ 第31次 ・ 第34次調査』　大分市埋蔵文化財発掘
調査報告書第125集　大分市教育委員会

（44）-131 臼杵市教育委員会編2013年3月『荒田遺跡　第3次調査』　臼杵市教育委員会

（44）-132
大分県教育庁埋蔵文化財センター （横澤慈）編2013年3月『香紫庵遺跡 ・ 挾万田遺跡』　大分県教育庁埋蔵文化財センター調査
報告書第68集　大分県教育庁埋蔵文化財センター

（44）-133
中津市教育委員会（花崎徹）編2014年2月『諸田遺跡　諸田南遺跡発掘調査報告書（図版編）』　中津市文化財調査報告第66集　中
津市教育委員会

（44）-134 日田市教育委員会（行時桂子）編2014年3月『長迫遺跡B地点遺跡』　日田市埋蔵文化財調査報告書第115集　日田市教育委員会

（44）-135
雅企画有限会社（堤美智子）編2014年3月『大道遺跡群7　第26 ・ 27 ・ 29 ・ 30 ・ 33 ・ 35 ・ 38 ・ 39 ・ 40 ・ 41 ・ 42次』　大分市埋蔵文
化財発掘調査報告書第130集　大分市教育委員会

（44）-136
大分県教育庁埋蔵文化財センター （坂本嘉弘）編2014年3月『北屋敷ツル遺跡 ・ 石風呂遺跡 ・ 由布川小学校遺跡 』　大分県教育
庁埋蔵文化財センター調査報告書第75集　大分県教育庁埋蔵文化財センター

（44）-137
大分県教育庁埋蔵文化財センター （松本康弘）編2014年3月『高畑遺跡』　大分県教育庁埋蔵文化財センター調査報告書第76集　
大分県教育庁埋蔵文化財センター

（44）-138
大分市教育委員会 ・ 株式会社九州文化財総合研究所（木村藍子）編2016年3月『横尾遺跡10』　大分市埋蔵文化財発掘調査報告
書第140集　大分市教育委員会

（44）-139
中津市教育委員会（花崎徹）編2016年3月『諸田遺跡　諸田南遺跡発掘調査報告書（遺物編）』　中津市文化財調査報告第76集　中
津市教育委員会

（44）-140
大分県教育庁埋蔵文化財センター （小柳和宏）編2016年3月『諫山遺跡』　大分県教育庁埋蔵文化財センター調査報告書第86集　
大分県教育庁埋蔵文化財センター （全3冊、本文 ・ 遺物図版編、遺構図版 ・ 写真図版編、遺構一覧表 ・ 遺物一覧表）

（44）-141
大分県教育庁埋蔵文化財センター （横澤慈）編2016年3月『佐知遺跡』　大分県教育庁埋蔵文化財センター調査報告第87集　大分
県教育庁埋蔵文化財センター
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（44）-142
株式会社イビソク（佐藤麻里子）編2017年2月『大友府内25　中世大友府内町跡第105 ・ 106 ・ 109次調査』　大分市埋蔵文化財発
掘調査報告書第145集　大分市教育委員会

（44）-143
中津市教育委員会（花崎徹）編2018年3月『諸田遺跡　諸田南遺跡発掘調査報告書（遺構編）』　中津市文化財調査報告第88集　中
津市教育委員会

（44）-144 日田市教育委員会（渡邉隆行）編2018年3月『柳ノ本遺跡1 ・ 2次』　日田市埋蔵文化財調査報告書第135集　日田市教育委員会

（44）-145
株式会社九州文化財総合研究所（野田千輝 ・ 権藤奈緒美）編2019年2月『高松東遺跡第2次調査』　大分市埋蔵文化財発掘調査
報告書第160集　大分市教育委員会

（44）-146 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

（44）-147
宇佐市教育委員会（甲斐安寿生）編2020年3月『小部遺跡2　第19次調査報告書』　市内遺跡発掘調査報告書12　宇佐市教育委員
会

（44）-148
大分市教育委員会（稗田智美 ・ 佐藤良子）編2010年３月『下郡遺跡群　8』  大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第100集　大分市
教育委員会

（44）-149
株式会社木崎工業（宮吉正明）編2020年３月『羽田遺跡　5 （第14次調査）』　大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第162集　大分市
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

（44）　大分県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

44001 尼ヶ城遺跡 大分県大分市永興 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期
（44）-23、（44）-25、
（44）-102

44002 賀来中学校遺跡 大分県大分市賀来字門田 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （44）-18、（44）-102

44003 豊後国分寺跡 大分県大分市国分
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀末 ・ 9世紀初頭 （44）-20、（44）-25

44004 下郡遺跡群 大分県大分市下郡
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩 ・ 砲弾形布目 ・ 深鉢形
ナデ、甕形）

古墳時代初頭・前期、
8〜9世紀前半

（44）-15、（44）-24、
（44）-25、（44）-35、
（44）-42、（44）-48、
（44）-65、（44）-75、
（44）-76、（44）-88、
（44）-89、（44）-97、
（44）-102、（44）-104、
（44）-112、（44）-148

44005 横尾遺跡群 大分県大分市横尾
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 深鉢形ナデ）

8世紀後半〜9世紀前
半

（44）-49、（44）-105、
（44）-114、（44）-121、
（44）-127、（44）-138

44006 二目川遺跡
大分県大分市横尾字二目
川

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀後半〜9世紀前
半

（44）-56

44007 中世大友府内町跡
大分県大分市元町 ・ 六坊
北町 ・ 錦町

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩 ・ 砲弾形布目 ・ 深鉢形
ナデ）

古墳時代初頭・前期、
古代

（44）-90、（44）-96、
（44）-100、（44）-106、
（44）-128、（44）-129、
（44）-142

44008 顕徳寺遺跡
大分県大分市六坊北町字
顕徳寺

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀末〜9世紀前半 （44）-79

44009 府内城 ・ 城下町跡 大分県大分市荷揚町
製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形ナ
デ）

古代 （44）-113

44010 南金池遺跡 大分県大分市顕徳町1丁目
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 深鉢形ナデ）

8世紀末〜9世紀前半
（44）-63、（44）-74、
（44）-77、（44）-85、（44）-91

44011 大道遺跡群 大分県大分市金池南
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、美
濃ヶ浜式、堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 深鉢形ナデ）

古墳時代初頭・前期、
古墳時代後期、 8世
紀後半〜9世紀

（44）-78、（44）-102、
（44）-103、（44）-111、
（44）-115、（44）-120、
（44）-124、（44）-130、
（44）-135

44012 末広遺跡 大分県大分市末広町
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

古代 （44）-126

44013 高松東遺跡 大分県大分市高松東2丁目
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ）

古代 （44）-145

44014 上野町遺跡 大分県大分市上野町
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀末〜9世紀前半 （44）-79

44015 若宮八幡宮遺跡 大分県大分市上野町
製塩土器（丸底・丸底1（コッ
プ形））

古墳時代（5世紀後
半）

（44）-86、（44）-92、
（44）-93、（44）-102

44016 井ノ久保遺跡
大分県大分市松岡字井ノ
久保

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、甕形）

8世紀末〜9世紀前半 （44）-50、（44）-53

44017 羽田遺跡
大分県大分市羽田字大日
前

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩 ・ 砲弾形布目）

古墳時代初頭・前期、
8世紀後半

（44）-21、（44）-43、
（44）-102、（44）-125、
（44）-149

44018 東田室遺跡 大分県大分市田室町 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期
（44）-87、（44）-102、
（44）-107、（44）-119

44019 北ノ後遺跡
大分県大分市上宗方字北
ノ後

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ コップ形、堅塩 ・ 砲弾
形布目 ・ ナデ、堅塩 ・ 円錐
形ナデ）

古墳時代初頭・前期・
中期、 8世紀

（44）-45、（44）-102

44020 稙田条里遺跡
大分県大分市玉沢字小野
田 ・ 四反田 ・ 小柳

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （44）-37、（44）-102

44021 稙田市遺跡 大分県大分市市 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （44）-26
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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

44022 亀塚古墳 大分県大分市里字大塚 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期
（44）-51、（44）-84、
（44）-102

44023 中安（城原 ・ 里）遺跡 大分県大分市里 製塩土器（堅塩） 古代 （44）-73、（44）-82、（44）-83

44024 玉沢地区条里跡 大分県大分市口戸
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩 ・ 砲弾形布目）

古墳時代初頭・前期、
9世紀前半

（44）-52、（44）-66、
（44）-102

44025 毛井遺跡 大分県大分市毛井字仲原
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 丸底1 （コップ形））

古墳時代初頭・前期・
中期

（44）-67、（44）-102

44026 猪野新土井遺跡 大分県大分市猪野
製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形薄
手 ・ 深鉢形厚手）

飛鳥時代〜奈良時代
初頭、 8世紀後半 ・
末

（44）-36、（44）-102

44027 丹生遺跡群 大分県大分市丹生
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 深鉢形ナデ）

古代 （44）-110

44028 諸田南遺跡 大分県中津市諸田
製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形布
目）

古代
（44）-133、（44）-139、
（44）-143

44029 佐知遺跡
大分県中津市三光土田字
宮ノ前

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形布
目）

奈良時代 （44）-141

44030 香紫庵遺跡
大分県中津市三光西秣字
楢本

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀後半 （44）-132

44031 犬丸川流域遺跡 大分県中津市伊藤田
製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形ナ
デ）

8世紀後半 （44）-109

44032 大勢遺跡 大分県中津市山国町宇曽
製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形布
目 ・ ナデ ・ ハケ）

8世紀初頭 （44）-116

44033 長者屋敷遺跡 大分県中津市永添
製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形布
目）

古代 （44）-62

44034 諫山遺跡
大分県中津市伊狭山字廣
屋敷

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （44）-140

44035 高畑遺跡 大分県中津市高畑
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩 ・ 布目）

古墳時代初頭・前期、
古代

（44）-118、（44）-137

44036 手崎遺跡 大分県日田市高瀬字手崎
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目、堅塩 ・ 円錐形ナデ ・ 貝
殻）

8世紀前半 （44）-19、（44）-41

44037 上野第一遺跡
大分県日田市上野字平原 ・
米田

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

8世紀中 （44）-22、（44）-59

44038 長者原遺跡 大分県日田市内河野 製塩土器（丸底小形） 古墳時代中期 （44）-23

44039 大肥吉竹遺跡 大分県日田市大肥字榎町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目 ・ ナデ）

古代 （44）-80

44040 辻原遺跡 大分県日田市小迫
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目？）

8世紀 （44）-25

44041 小迫辻原遺跡
大分県日田市小迫小字辻
原 ・ 経塚

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ハ
ケ）

8世紀中 ・ 後半 （44）-44

44042 長迫遺跡 大分県日田市有田字長迫
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ 円錐形ナデ）

奈良時代
（44）-47、（44）-60、
（44）-134

44043 柳ノ本遺跡 大分県日田市竹田
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形ナ
デ ・ 布目）

8世紀前半 （44）-144

44044 下藤遺跡
大分県臼杵市野津町原字
下藤

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （44）-3、（44）-102

44045 下中尾遺跡 大分県臼杵市中尾 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （44）-23、（44）-102

44046 荒田遺跡 大分県臼杵市前田 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期
（44）-57、（44）-102、
（44）-131

44047 田篠台遺跡
大分県臼杵市江無田字西
の原 ・ 堂メキ

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （44）-28

44048 三反田遺跡
大分県竹田市直入町長湯
字栃原

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （44）-4、（44）-102
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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

44049 前田Ａ遺跡 大分県竹田市直入町長湯 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期
（44）-12、（44）-25、
（44）-102

44050 日向塚遺跡
大分県竹田市直入町長湯
字日向塚

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

9世紀 （44）-6

44051 板切第2遺跡
大分県竹田市久住町有氏
字下板切

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （44）-46、（44）-102

44052 都野原田遺跡 大分県竹田市久住町仏原 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （44）-58、（44）-102

44053 上城遺跡 大分県竹田市久住町仏原
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

古代 （44）-70

44054 中殿遺跡 大分県竹田市久住町仏原
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀末〜9世紀 （44）-71

44055 尾首遺跡
大分県竹田市久住町仏原
字尾首

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀中〜9世紀前半 （44）-40

44056 市第1遺跡
大分県竹田市久住町仏原
字石田

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀後半〜9世紀前
半

（44）-34

44057 市第2遺跡
大分県竹田市久住町仏原
字宮処野

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀初頭 （44）-39

44058 花立遺跡
大分県竹田市久住町仏原
字原田

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （44）-54

44059 市用遺跡 大分県竹田市市用
製塩土器（丸底 ・ コップ形タ
タキ）

古墳時代中期 （44）-95

44060 上殿遺跡 大分県豊後高田市
製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形ナ
デ ・ 砲弾形布目）

8世紀中 ・ 後半 （44）-72

44061 古城得遺跡
大分県杵築市大田沓掛字
古城得

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期
（44）-25、（44）-33、
（44）-102

44062 尾畑遺跡 大分県宇佐市山下字尾畑
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀中 ・ 後半 （44）-9

44063 小部遺跡 大分県宇佐市荒木字小部
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩 ・ 砲弾形布目）

古墳時代初頭・前期、
8世紀後半

（44）-16、（44）-23、
（44）-31、（44）-81、
（44）-102、（44）-147

44064 天福寺奥の院遺跡 大分県宇佐市黒天福寺 製塩土器（堅塩） 8世紀後半 （44）-25

44065 虚空蔵寺跡 大分県宇佐市山本
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀 （44）-25、（44）-32

44066 下林遺跡 大分県宇佐市山本字下林
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目 ・ ナデ）

8世紀後半 （44）-29、（44）-31

44067 弥勒寺跡 大分県宇佐市南宇佐
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀中 ・ 後半 （44）-2、（44）-8、（44）-10

44068 岩金遺跡 大分県宇佐市上田字岩金
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩 ・ 砲弾形布目）

古墳時代初頭・前期、
古代

（44）-101

44069 瓦塚遺跡 大分県宇佐市石田
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀後半〜9世紀初
頭

（44）-94

44070 中原遺跡 大分県宇佐市中原
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀後半〜9世紀初
頭

（44）-68

44071 別府遺跡 大分県宇佐市別府
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀後半〜9世紀初
頭

（44）-68

44072 法鏡寺廃寺跡 大分県宇佐市法鏡寺
製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形ナ
デ）

8世紀後半〜9世紀初
頭

（44）-108、（44）-122

44073 尾畑遺跡 大分県宇佐市山下
製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

古代 （44）-13、（44）-30

44074 二本木遺跡
大分県豊後大野市大野町
大原字二本木

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （44）-1、（44）-102

44075 穴井遺跡
大分県豊後大野市大野町
杉園字柴尾

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （44）-99
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44076 舞田原遺跡
大分県豊後大野市犬飼町
田原字舞田原

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期
（44）-5、（44）-102、
（44）-117

44077 長谷遺跡
大分県豊後大野市犬飼町
柚野木字長谷

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （44）-14

44078 高添遺跡
大分県豊後大野市千歳町
高添

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （44）-7、（44）-98、（44）-102

44079 新殿岡遺跡
大分県豊後大野市千歳町
新殿

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形ナ
デ）

古代 （44）-98

44080 鹿道原遺跡
大分県豊後大野市千歳町
柴山字尾久保

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期
（44）-25、（44）-61、
（44）-102

44081 東原遺跡
大分県由布市挾間町鬼崎
字東原

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （44）-25

44082 北原遺跡 大分県由布市挟閒町鬼崎 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期
（44）-27、（44）-84、
（44）-102

44083 北屋敷ツル遺跡
大分県由布市挟閒町古野
字北屋敷ツル

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （44）-136

44084 横須遺跡 大分県国東市国見町櫛海 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （44）-25、（44）-102

44085 喜福寺遺跡
大分県国東市国東町富来
字喜福寺

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀後半 （44）-11

44086 前田遺跡
大分県国東市国東町北江
字前田

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形ナ
デ）

8世紀 （44）-38

44087 飯塚遺跡
大分県国東市国東町鶴川
字キリウ

製塩土器（堅塩）
8世紀後半〜9世紀前
半

（44）-55、（44）-69

44088 久末京徳遺跡
大分県国東市安岐町朝来
字久末京徳

製塩土器（堅塩 ・ 砲弾形布
目）

8世紀後半 （44）-17

44089 井尻日焼田遺跡
大分県玖珠郡九重町松木
書曲字井尻

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形ナ
デ）

8〜9世紀 （44）-123
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日本塩業史研究文献目録 （考古編）

（45）　宮崎県

（45）-1 宮崎県教育委員会（鏡山猛）編1961年3月『下弓田遺跡』　日向遺跡総合調査報告第1輯　宮崎県教育委員会

（45）-2 田中茂「こまくりげ遺跡」 『九州縦貫自動車道埋蔵文化財調査報告（1）』　宮崎県教育委員会　1973年3月

（45）-3 茂山護「竹山遺跡」 『九州縦貫自動車道埋蔵文化財調査報告（1）』　宮崎県教育委員会　1973年3月

（45）-4
宮崎県教育委員会（石川恒太郎 ・ 日高正晴 ・ 田中熊雄）編1980年3月『九州縦貫自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書（3）』　宮
崎県教育委員会

（45）-5 茂山護 「下原遺跡」 『九州縦貫自動車道埋蔵文化財調査報告書（3）』 　宮崎県教育委員会　1980年3月

（45）-6 清武町教育委員会（北郷泰道 ・ 長津宗重）編1980年4月『辻遺跡』　清武町清武町土地開発公社 ・ 清武町教育委員会

（45）-7 岩永哲夫「5号地遺跡」 『宮崎学園都市埋蔵文化財発掘調査概報（1）』　宮崎県教育委員会　1981年3月

（45）-8 宮崎県教育委員会（岩永哲夫 ・ 北郷泰道）編1982年3月『宮崎学園都市埋蔵文化財発掘調査概報（2）』　宮崎県教育委員会

（45）-9
宮崎市教育委員会（野間重考 ・ 菅付和樹 ・ 緒方博文）編1982年5月『生目台住宅団地計画区城内埋蔵文化財等調査報告書　内
野々第1遺跡　内野々第2遺跡　石仏 ・ 石塔調査』　宮崎市教育委員会 ・ 宮崎県住宅供給公社

（45）-10 宮崎県教育委員会（北郷泰道 ・ 菅付和樹）編1983年3月『宮崎学園都市埋蔵文化財発掘調査概報（3）』　宮崎県教育委員会

（45）-11
面高哲郎「前平地区遺跡発掘調査報告」 （宮崎県教育委員会文化課編1983年3月『宮崎県文化財調査報告書』第26集　宮崎県教
育委員会）

（45）-12 山田町教育委員会（日高孝治 ・ 北郷泰道）編1983年12月『中村遺跡』　山田町文化財調査報告書第1集　山田町教育委員会

（45）-13 宮崎県教育委員会（北郷泰道 ・ 菅付和樹）編1984年3月『宮崎学園都市埋蔵文化財発掘調査概報（4）』　宮崎県教育委員会

（45）-14
宮崎県教育委員会（北郷泰道）編1985年2月『宮崎学園都市遺跡発掘調査報告書第2集　浦田遺跡ほか』　宮崎県教育委員会（全3
冊、本文編、図面編、図版編）

（45）-15 宮崎県教育委員会（北郷泰道）編1985年2月『宮崎学園都市遺跡発掘調査報告書第3集　下田畑遺跡ほか』　宮崎県教育委員会

（45）-16 宮崎市教育委員会（野間重孝）編1985年3月『西ノ原地区遺跡』　宮崎市教育委員会 ・ 宮崎県中部農林振興局

（45）-17
田野町教育委員会（寺師雄二）編1985年3月『芳ケ迫第2遺跡 ・ 芳ケ迫第3遺跡 ・ 札ノ元遺跡』　田野町文化財調査報告書第2集　
田野町教育委員会

（45）-18
えびの市教育委員会（長津宗重 ・ 吉留伸也）編1985年3月『えびの市遺跡詳細分布調査報告書」　えびの市文化財調査報告書第1
集　えびの市教育委員会

（45）-19
日向市教育委員会編1985年3月『亀崎土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告　越シ1号遺跡 ・ 越シ2号遺跡』　日
向市 ・ 日向市教育委員会

（45）-20
谷口武範「宮崎県」 （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－弥生時代から平安時代までー発
表要旨 ・ 資料集1』　埋蔵文化財研究会第19回研究集会世話人）

（45）-21
宮崎県教育庁文化課編1986年3月『国富町文化財調査資料第4集　井水地下式横穴墓群　市の瀬地下式横穴墓群　上ノ原遺跡』　
国富町教育委員会

（45）-22
宮崎市教育委員会（荒武麗子）編1986年3月『吉村第二土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　浮ノ城遺跡』　宮崎
市教育委員会
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（45）-23
日向市教育委員会編1986年3月 『亀崎土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財調査報告書　後陣遺跡 ・ 越シ遺跡』 :　日向市教育委
員会

（45）-24 宮崎県教育委員会（永友良典 ・ 菅付和樹）編1987年3月『宮崎学園都市埋蔵文化財発掘調査概報6』　宮崎県教育委員会

（45）-25 宮崎県教育委員会（北郷泰道）編1987年3月『船塚遺跡』　宮崎県教育委員会

（45）-26 宮崎市教育委員会（伊東但）編1987年3月『源藤遺跡』　宮崎市文化財調査報告書　宮崎市教育委員会

（45）-27 宮崎県教育庁文化課編1987年3月『宮崎県文化財調査報告書』第30集　宮崎県教育委員会

（45）-28
えびの市教育委員会（谷口武範 ・ 吉留伸也）編1987年3月『永田原遺跡　上江 ・ 池島地区県営圃場整備事業に伴う埋蔵文化財調
査概要』　えびの市埋蔵文化財調査報告書第2集　えびの市教育委員会

（45）-29 串間市教育委員会（長津宗重）編1987年3月『猪之柆遺跡』　串間市文化財調査報告書第1集　串間市教育委員会

（45）-30
都城市教育委員会編1987年3月『都城市遺跡詳細分布調査報告書（市内南部）』　都城市文化財調査報告書第6集　都城市教育委
員会

（45）-31 日高孝治「日向の古代〜中世　学園都市遺跡群を中心として」 『えとのす』 32号　新日本教育図書　1987年4月

（45）-32
宮崎県教育委員会（友永良典）編1988年3月『宮崎学園都市埋蔵文化財発掘調査報告書第4集　陣ノ内遺跡ほか』　宮崎県教育委
員会（全3冊、本文編、図面編、図版編）

（45）-33
新富町教育委員会（有田辰美 ・ 谷口武範 ・ 長津宗重）編1988年3月『北原牧地区遺跡』　新富町文化財調査報告書第7集　新富町
教育委員会

（45）-34 田野町教育委員会（森田浩史）編1989年『合子ヶ谷遺跡』　田野町文化財調査報告書第8集　田野町教育委員会

（45）-35 宮崎県教育委員会（永友良典）編1989年3月『国衙 ・ 郡衙 ・ 古寺等遺跡詳細分布調査概要報告書1』　宮崎県教育委員会

（45）-36 西都市教育委員会（蓑方政幾）編1989年3月『鴨目原遺跡』　西都市埋蔵文化財発掘調査報告書第7集　西都市教育委員会

（45）-37
都城市教育委員会社会教育課（桒畑光博）編1989年3月『母智丘原第1遺跡　県指定志和池1号墳』　都城市文化財調査報告書第9
集　都城市教育委員会

（45）-38 高城町教育委員会（長津宗重）編1989年3月『城ヶ尾遺跡』　高城町文化財調査報告書第1集　高城町町教育委員会

（45）-39
宮崎市教育委員会（野間重孝 ・ 荒武麗子）編1989年11月『柿木原地下式積穴墓56-1号　江田原第1遺跡』　宮崎市文化財調査報
告書　宮崎市教育委員会

（45）-40 田野町教育委員会（長津宗重 ・ 菅付和樹）編1990年3月『丸野第2遺跡』　田野町文化財調査報告書第11集　田野町教育委員会

（45）-41 宮崎県教育委員会（面高哲郎）編1990年3月『西ノ原第2遺跡ほか』　宮崎県教育委員会

（45）-42
えびの市教育委員会（谷口武範 ・ 永友良典ほか）編1990年3月『永田原遺跡　小木原遺跡群蕨地区（A ・ B地区）　口ノ坪遺跡』 　え
びの市埋蔵文化財調査報告書第6集　えびの市教育委員会

（45）-43
西都市教育委員会（蓑方政幾 ・ 緒方吉信）編1990年3月『上尾筋道跡　下尾筋遺跡』　西都市埋蔵文化財発掘調査報告書第11集　
西都市教育委員会

（45）-44
日南市教育委員会（岡本武憲）編1990年3月『日南市遺跡詳細分布調査報告書（鵜戸 ・ 東郷 ・ 飫肥 ・ 吾田地区）』　日南市蔵文化
財調査報告書第1集　日南市教育委員会

（45）-45 南郷町教育委員会編1990年3月『南郷町遺跡詳細分布調査報告書』　南郷町文化財調査報告書第1集　南郷町教育委員会

（45）-46
都城市教育委員会編 1990年3月『都城市遺跡詳細分布調査報告書（市内北西部）』　都城市文化財調査報告書第12集　都城市教
育委員会
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（45）-47 西都市教育委員会（緒方吉信）編1990年7月『諏訪遺跡』　西都市埋蔵文化財発掘調査報告書第12集　西都市教育委員会

（45）-48 宮崎県教育委員会（長津宗重）編1991年3月『国衙 ・ 郡衙 ・ 古寺等遺跡詳細分布調査報告書3』　宮崎県教育委員会

（45）-49 宮崎県教育委員会（菅付和樹 ・ 谷口武範）編1991年3月『天神河内第1遺跡』　宮崎県教育委員会

（45）-50
西都市教育委員会（蓑方政幾 ・ 日高正晴） 1991年3月『上妻遺跡 ・ 石貫遺跡 ・ 寺崎遺跡　他4遺跡』　西都市埋蔵文化財発掘調
査報告書第14集　西都市教育委員会

（45）-51 宮崎県埋蔵文化財センター （永友良典）編1991年12月『埋蔵文化財調査報告4　下弓田遺跡　資料編1』　宮崎県教育委員会

（45）-52 宮崎市教育委員会（中山豪）編1992年3月『西ノ原第2遺跡』　宮崎市文化財調査報告書　宮崎市教育委員会

（45）-53
高岡町教育委員会（島田正浩）編1992年3月『高岡町遺跡詳細分布調査報告書』　高岡町理蔵文化財調査報告書第2集　高岡町教
育委員会

（45）-54 小林市教育委員会（長津宗重 ・ 長友郁子ほか）編1992年3月『水落遺跡』　小林市文化財調査報告書第5集　小林市教育委員会

（45）-55 宮崎県教育委員会（吉本正典）編1992年3月『田代ヶ八重遺跡 』　宮崎県教育委員会

（45）-56
西都市教育委員会（日高正晴 ・ 蓑方政幾）編1992年3月『高三納遺跡』　西都市埋蔵文化財発掘調査報告書第17集　西都市教育
委員会

（45）-57
宮崎県教育委員会（長津宗重）編1992年3月『国衙 ・ 郡衙 ・ 古寺跡等の範囲確認調査概要報告書1　平成3年度』　宮崎県教育委
員会

（45）-58 宮崎県教育委員会（北郷泰道 ・ 近藤協）編1992年3月『海蔵寺遺跡　様屋敷遺跡』　宮崎県教育委員会

（45）-59 宮崎県教育委員会編1992年3月『吉村遺跡　中池遺跡ほか』　宮崎県教育委員会

（45）-60 永友良典「園田遺跡調査報告」 『宮崎県文化財調査報告書』第35集　宮崎県教育委員会　1992年3月

（45）-61 宮崎市教育委員会（中山豪）編1993年3月『浄土江遺跡2』　宮崎市文化財調査報告書　宮崎市教育委員会

（45）-62
えびの市教育委員会（戸高真知子）編1993年3月『原田 ・ 上江遺跡群　蔵元 ・ 法光寺 ・ 中満遺跡』　えびの市埋蔵文化財調査報
告書第12集　えびの市教育委員会

（45）-63
宮崎県教育委員会（長津宗重）編1993年3月『国衙 ・ 郡衙 ・ 古寺跡等の範囲確認調査概要報告書2　平成4年度』　宮崎県教育委
員会

（45）-64
都城市教育委員会（東 憲章）編1993年3月『丸谷地区遺跡群　上大五郎遺跡』　都城市文化財調査報告書第22集　都城市教育委
員会

（45）-65 宮崎県教育委員会編1993年3月『蔵元遺跡ほか』　宮崎県教育委員会

（45）-66 東憲章「餅田遺跡」 『宮崎県文化財調査報告書第37集』　宮崎県教育委員会　1994年2月

（45）-67 池畑耕一「鹿児島県 ・ 宮崎県 ・ 沖縄県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（45）-68 宮崎県教育委員会（永友艮典）編1994年3月『中尾 ・ 牛牧地区遺跡群ほか』　宮崎県教育委員会

（45）-69 高岡町教育委員会（島田正浩）編1994年『蕨野遺跡』　高岡町埋蔵文化財調査報告書第6集　高岡町教育委員会

（45）-70 宮崎県教育委員会（吉本正典）編1994年3月『野首遺跡 ・ 平原遺跡 ・ 妙見遺跡』　宮崎県教育委員会
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（45）-71 野尻町教育委員会編1994年3月『野尻遺跡詳細分布調査報告書』　野尻町文化財調査報告書第6集　野尻町教育委員会

（45）-72 都城市教育委員会（横山哲英）編1994年3月『上ノ園第2遺跡』　都城市文化財調査報告書第27集　都城市教育委員会

（45）-73 都城市教育委員会（重永卓爾 ・ 下田代清海）編1994年3月『ニタ元遺跡』　都城市文化財調査報告書第29集　都城市教育委員会

（45）-74 宮崎県教育委員会（永友良典）編1994年3月『永山原遺跡』　宮崎県教育委員会

（45）-75 田野町教育委員（長友郁子 ・ 森田浩史）編1995年3月『八重地区遺跡』　田野町文化財調査報告書第19集　田野町教育委員会

（45）-76 日南市教育委員会（永友良典）編1995年3月『上講遺跡』　日南市蔵文化財調査報告書第5集　日南市教育委員会

（45）-77
日南市教育委員会（岡本武憲 ・ 的場丈明）編1995年3月『平成6年度日南市内遺跡発掘調査概報　狐塚古墳 ・ 影平遺跡 ・ 飫肥城
下町遺跡』　日南市蔵文化財調査報告書第4集　日南市教育委員会

（45）-78 宮崎県教育庁文化課編1995年3月『宮崎県文化財調査報告書』第38集　宮崎県教育委員会

（45）-79
都城市教育委員会（東憲章）編1995年3月『丸谷地区遺跡群　上大五郎遺跡』　都城市文化財調査報告書第31集　都城市教育委員
会

（45）-80 都城市教育委員会 （桑畑 光博 ・ 米澤 英昭）編1995年3月『天ヶ渕遺跡』　都城市文化財調査報告書第33集　都城市教育委員会

（45）-81
新富町教育委員会（有田辰美）編1995年3月『北原牧地区遺跡　上薗遺跡F地区　溜水地区遺跡　溜水第2遺跡』　新富町文化財調
査報告書第18集　新富町教育委員会

（45）-82 小田和利「製塩土器からみた律令期集落の様相」 『九州歴史資料館研究論集』 21　九州歴史資料館　1996年3月

（45）-83 宮崎県教育委員会（吉本正典）編1996年3月『楢原遺跡』　宮崎県教育委員会

（45）-84 宮崎市教育委員会（中山豪 ・ 久富なをみ）編1996年3月『平田遺跡』　宮崎市教育委員会

（45）-85 田野町教育委員会（森田浩史）編1996年3月『八重地区遺跡』　田野町文化財調査報告書第21集　田野町教育委員会

（45）-86 高岡町教育委員会（島田正浩）編1996年3月『高岡町内遺跡4』　高岡町理蔵文化財調査報告書第11集　高岡町教育委員会

（45）-87 宮崎県教育委員会（久木田浩子）編1996年3月『高岡麓遺跡』　宮崎県教育委員会

（45）-88
えびの市教育委員会（中野和浩）編1996年3月『小木原遺跡群　法光寺遺跡ほか』　えびの市埋蔵文化財調査報告書16　えびの市
教育委員会

（45）-89
都城市教育委員会（重山郁子 ・ 東憲章）編1996年3月 『丸谷地区遺跡群　中村五郎第1遺跡ほか』　都城市文化財調査報告書第
34集　都城市教育委員会

（45）-90 宮崎県教育委員会（飯田博之）編1996年3月『祇園原地区遺跡』　宮崎県教育委員会

（45）-91 宮崎市教育委員会（中山豪）編1997年3月『車坂 ・ 山下遺跡群　車坂第1 ・ 2 ・ 3遺跡　山下第1 ・ 2 ・ 3遺跡』　宮崎市教育委員会

（45）-92
宮崎県埋蔵文化財センター （松林豊樹）編1997年3月『余り田遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第1集　宮崎県
埋蔵文化財センター

（45）-93
宮崎県埋蔵文化財センター （飯田博之 ・ 戸高眞知子 ・ 谷口武範）編1997年3月『広木野遺跡 ・ 神殿遺跡Ａ地区』　宮崎県埋蔵文
化財センター発掘調査報告書第7集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-94
宮崎県埋蔵文化財センター （吉本正典）編1997年3月『尾平 ・ 楢原遺跡、楢原遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
第8集　宮崎県埋蔵文化財センター
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（45）-95
えびの市教育委員会（中野和浩）編1997年3月『田代地区遺跡群　上田代遺跡 ・ 松山遺跡 ・ 竹之内遺跡 ・ 妙見原遺跡』　えびの
市埋蔵文化財調査報告書20　えびの市教育委員会

（45）-96 宮崎市教育委員会（鳥枝 誠 ・ 久富なをみ）編1998年3月『大町遺跡』　宮崎市文化財調査報告書第33集　宮崎市教育委員会

（45）-97 宮崎市教育委員会（時任直也）編1998年3月『京園遺跡』　宮崎市文化財調査報告書第34集　宮崎市教育委員会

（45）-98
宮崎市教育委員会（中山 豪 ・ 久富なをみ）編1998年3月『二月田遺跡　芋字遺跡』　宮崎市文化財調査報告書第35集　宮崎市教
育委員会

（45）-99
宮崎県埋蔵文化財センター （東憲章）編1998年3月『前田遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第9集　宮崎県埋蔵
文化財センター

（45）-100
宮崎県埋蔵文化財センター （東憲章）編1998年3月『市位遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第10集　宮崎県埋蔵
文化財センター

（45）-101
宮崎県埋蔵文化財センター （久木田浩子 ・ 和田埋啓）編1998年3月『荒迫遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第
11集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-102
宮崎県埋蔵文化財センター （菅付和樹 ・ 戸高眞知子）編1998年3月『平成9年度　東九州自動車道関係埋蔵文化財発掘調査概要
報告書2 （西都〜清武）』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第12集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-103 宮崎県教育委員会編1998年3月『宮崎県文化財調査報告書』第41集　宮崎県教育委員会

（45）-104 田野町教育委員会（森田浩史 ・ 金丸武司）編1998年3月『鹿毛第3遺跡』　田野町文化財調査報告書第28集　田野町教育委員会

（45）-105 串間市教育委員会（宮田浩二）編1998年3月『市内遺跡発掘調査報告書』　串間市文化財調査報告書第17集　串間市教育委員会

（45）-106 日南市教育委員会（的場 丈明）編1998年3月『大園遺跡』　日南市蔵文化財調査報告書第9集　日南市教育委員会

（45）-107 宮崎市教育委員会（中山 豪 ・ 久富なをみ）編1999年3月『熊野第2遺跡』　宮崎市文化財調査報告書第36集　宮崎市教育委員会

（45）-108 宮崎市教育委員会（時任直也 ・ 久富なをみ）編1999年3月『北中遺跡』　宮崎市文化財調査報告書第38集　宮崎市教育委員会

（45）-109
田野町教育委員会（金丸武司）編1999年3月『前ノ原第2遺跡 ・ ズクノ山第2遺跡E地区』　田野町文化財調査報告書第30集　田野
町教育委員会

（45）-110 田野町教育委員会（森田浩史）編1999年3月『畑田遺跡』　田野町文化財調査報告書第31集　田野町教育委員会

（45）-111
宮崎県埋蔵文化財センター （松林豊樹）編1999年3月『西下本庄遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第15集　セン
ター

（45）-112
宮崎県埋蔵文化財センター （谷口武範）編1999年3月『神殿遺跡B ・ C地区　南平第3遺跡　南平第4遺跡　中ノ原遺跡』　宮崎県埋
蔵文化財センター発掘調査報告書第17集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-113
宮崎県埋蔵文化財センター （久木田浩子 ・ 高橋誠）編1999年3月『上牧第2遺跡　母智丘原第2遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター
発掘調査報告書第18集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-114
宮崎県埋蔵文化財センター （久木田浩子）編1999年3月『牧の原第2遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第19集　
宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-115
宮崎県埋蔵文化財センター （戸高眞知子）編1999年3月『平成10年度　東九州自動車道関係埋蔵文化財発掘調査概要報告書3 （西
都〜清武）』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第20集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-116 都城市教育委員会（横山哲英）編1999年3月『肱穴遺跡』　都城市文化財調査報告書第47集　都城市教育委員会

（45）-117
高千穂町教育委員会（緖方俊輔）編1999年3月『宮ノ前第2遺跡（第2次調査 ・ 第3次調査） ・ 今狩平第2号横穴墓』　髙千穂町文化
財調査報告書11　高千穂町教育委員会

（45）-118
緖方俊輔「宮崎県下の焼塩壺出土地名表 ・ 分布図」 『宮ノ前第2遺跡（第2次調査 ・ 第3次調査） ・ 今狩平第2号横穴墓』　髙千穂
町文化財調査報告書11　高千穂町教育委員会　1999年3月
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（45）-119 高原町教育委員会（大學康宏）編1999年3月『川除遺跡』　高原町文化財調査報告書第5集　高原町教育委員会

（45）-120
宮崎県埋蔵文化財センター （日高広人 ・ 久木田浩子）編2000年3月『右葛ヶ迫遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
第21集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-121
宮崎県埋蔵文化財センター （重山郁子 ・ 日浅雅道）編2000年3月『石塚城跡、鳥ノ子遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査
報告書第23集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-122
宮崎県埋蔵文化財センター （吉本正典）編2000年3月『上の原第2遺跡 ・ 上の原第1遺跡 ・ 上の原第4遺跡 ・ 白ヶ野第3遺跡A地区 
』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第25集（第1分冊）　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-123
宮崎県埋蔵文化財センター （松林豊樹）編2000年3月『白ケ野第3遺跡B地区』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第25
集（第2分冊）　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-124
宮崎県埋蔵文化財センター （高山富雄 ・ 山田洋一郎）編2000年3月『竹ノ内遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第
27集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-125
宮崎県埋蔵文化財センター （谷口武範）編2000年3月『大島畠田遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第28集　宮崎
県埋蔵文化財センター

（45）-126
宮崎県埋蔵文化財センター （川崎辰巳）編2000年3月『平田迫遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第29集　宮崎県
埋蔵文化財センター

（45）-127 宮崎市教育委員会（稲岡洋道）編2000年3月『北ヶ迫遺跡』　宮崎市文化財調査報告書第43集　宮崎市教育委員会

（45）-128 えびの市教育委員会（東真一）編2000年3月『内小野遺跡』　えびの市文化財調査報告書24　えびの市教育委員会

（45）-129
小林市教育委員会（工藤 基志）編2000年3月『梅木原遺跡発掘調査報告書』　小林市文化財調査報告書第11集　小林市教育委員
会

（45）-130
都城市教育委員会（横山哲英）編2000年3月『横市地区遺跡群　肱穴遺跡（1）　今房遺跡　馬渡遺跡（第1次）』　都城市文化財調査
報告書第50集　都城市教育委員会

（45）-131 都城市教育委員会（米澤英昭）編2000年3月『大島畠田遺跡』　都城市文化財調査報告書第52集　都城市教育委員会

（45）-132 えびの市教育委員会（中野和浩）編2001年2月『昌明寺遺跡」　えびの市文化財調査報告書第30集　えびの市教育委員会

（45）-133
宮崎県埋蔵文化財センター （島原孝仙 ・ 柳田宏一）編2001年3月『権現原第1遺跡　下星野遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発
掘調査報告書第47集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-134
宮崎県埋蔵文化財センター （高橋祐二 ・ 江田誠 ・ 崎田一郎）編2001年3月『内宮田遺跡 ・ 柳迫遺跡 ・ 中別府遺跡』　宮崎県埋蔵
文化財センター発掘調査報告書第30集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-135
宮崎県埋蔵文化財センター （福松東一）編2001年3月『梅ヶ島遺跡　大辻屋敷遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
第32集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-136
宮崎県埋蔵文化財センター （橋本英俊）編2001年3月『井尻遺跡、雀田遺跡、沖ノ田遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報
告書第35集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-137
宮崎県埋蔵文化財センター （崎田一郎 ・ 鳥原孝仙）編2001年3月『町屋敷遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第
39集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-138
宮崎県埋蔵文化財センター （倉永英季）編2001年3月『木脇遺跡（古墳時代〜中世編）』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報
告書第43集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-139
宮崎県埋蔵文化財センター （面高哲郎 ・ 竹井眞知子）編2001年3月『松元遺跡、井手口遺跡、塚原遺跡』　宮崎県埋蔵文化財セン
ター発掘調査報告書第44集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-140 宮崎市教育委員会（稲岡洋道）編2001年3月『深田遺跡』　宮崎市文化財調査報告書第47集　宮崎市教育委員会

（45）-141
宮崎県埋蔵文化財センター （日淺雅道）編2001年3月『倉岡第2遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第48集　宮崎
県埋蔵文化財センター

（45）-142
宮崎県埋蔵文化財センター （高橋浩子）編2001年3月『枯木ケ迫遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第55集　宮崎
県埋蔵文化財センター
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（45）-143 田野町教育委員会（金丸 武司）編2001年3月『元野河内遺跡』　田野町文化財調査報告書第39集　田野町教育委員会

（45）-144 高岡町教育委員会（廣田晶子）編2001年3月『的野道跡』　高岡町埋蔵文化財調査報告書第20集　高岡町教育委員会

（45）-145 高岡町教育委員会（島田正浩）編2001年3月『三生江遺跡』　高岡町理蔵文化財調査報告書第21集　高岡町教育委員会

（45）-146 えびの市教育委員会（東真一）編2001年3月『東川北地区遺跡群』　えびの市埋蔵文化財調査報告書第31集　えびの市教育委員会

（45）-147
小林市教育委員会（中村眞由美）編2001年3月『市谷遺跡群　餅田遺跡　大部遺跡　杉薗遺跡　年神遺跡』　小林市文化財調査報
告書第13集　小林市教育委員会

（45）-148
宮崎県教育委員会（吉本正典）編2001年3月『寺崎遺跡　日向国庁を含む官衙遺跡　国衙跡保存整備基礎調査報告書』　宮崎県教
育委員会

（45）-149
清武町教育委員会（井田 篤 ・ 秋成雅博）編2002年3月『上猪ノ原遺跡－1－』　清武町埋蔵文化財発掘調査報告書第10集　清武町
教育委員会

（45）-150
宮崎県埋蔵文化財センター （日高祐司・木本剛・谷口武範・山田洋一郎）編2002年3月『上ノ原遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター
発掘調査報告書第58集　宮崎県埋蔵文化財センター （全2冊、第1分冊 ・ 旧石器時代編、第2分冊 ・ 縄文時代以降 ・ 図版編）

（45）-151
宮崎県埋蔵文化財センター （面高哲郎 ・ 日高広大）編2002年3月『白ケ野第2 ・ 第3遺跡（第2分冊　縄文前期〜中 ・ 近世編）、上
の原第1遺跡（B地区）』　　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第62集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-152
宮崎県埋蔵文化財センター （吉本正典）編2002年3月『平成13年度　東九州自動車道（都農〜西都間）関係埋蔵文化財発掘概要
調査報告書2』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第64集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-153 田野町教育委員会（金丸武司）編2002年3月『縄文集落　本野原遺跡』　田野町文化財調査報告書第44集　田野町教育委員会

（45）-154
えびの市教育委員会（中野和浩 ・ 東真一）編2002年3月『長江浦地区道跡群　内丸遺跡ほか』　えびの市文化財調査報告書32　え
びの市教育委員会（全2冊、本文編、図版編）

（45）-155 都城市教育委員会（下田代清海）編2002年3月 『桑原遺跡』　都城市文化財調査報告書第56集　都城市教育委員会

（45）-156
都城市教育委員会（桑畑光博）編2002年3月『横市地区遺跡群　江内谷遺跡 ・ 坂元B遺跡 ・ 加治屋B遺跡（第1次調査）』　都城市
文化財調査報告書第58集　都城市教育委員会

（45）-157
宮崎県埋蔵文化財センター （福田泰典）編2002年9月『鴇尾遺跡 ・ 坂ノ下遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第65
集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-158 宮崎市教育委員会（宇田川美和）編2003年3月『宮脇第2遺跡』　宮崎市文化財調査報告書第55集　宮崎市教育委員会

（45）-159 宮崎市教育委員会（河野賢太郎）編2003年3月『北中遺跡3』　宮崎市文化財調査報告書第56集　宮崎市教育委員会

（45）-160
田野町教育委員会（森田浩史 ・ 金丸武司）編2003年3月『鹿村野地区遺跡』　田野町文化財調査報告書第47集　田野町教育委員
会

（45）-161
えびの市教育委員会（中野和浩）編2003年3月『小岡丸地区道跡群　北田遺跡　田之上城跡』　えびの市文化財調査報告書第37集　
えびの市教育委員会

（45）-162 北郷町教育委員会 （平原英樹）編2003年3月『曽和田遺跡』　北郷町文化財調査報告書第12集　南那珂郡北郷町教育委員会

（45）-163 都城市教育委員会（下田代清海）編2003年3月『江内谷遺跡』　都城市文化財調査報告書第59集　都城市教育委員会

（45）-164
宮崎県埋蔵文化財センター （吉本正典）編2003年3月『平成14年度　東九州自動車道（都農〜西都間）関係埋蔵文化財発掘概要
調査報告書3』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第76集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-165 高原町教育委員会（大學康宏）編2003年3月『町内遺跡3』　高原町文化財調査報告書第11集　高原町教育委員会

（45）-166
宮崎県埋蔵文化財センター （南正覚雅士 ・ 丹俊詞 ・ 飯田博之）編2003年10月『山崎上ノ原第2遺跡 ・ 山崎下ノ原第1 遺跡』　宮崎
県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第79集　宮崎県埋蔵文化財センター
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（45）-167
宮崎県埋蔵文化財センター （玉利勇二）編2004年1月『豊満大谷遺跡、野添遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第
83集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-168
宮崎県埋蔵文化財センター （福田泰典）編2004年2月『宇都第3遺跡、横市中原遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告
書第85集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-169
宮崎県埋蔵文化財センター （南正覚雅士 ・ 和田理啓）編2004年2月『宮田遺跡』　　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第
88集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-170 清武町教育委員会（秋成雅博 ・ 伊東但）編2004年3月『須田木遺跡』　清武町埋蔵文化財調査報告書第12集　清武町教育委員会

（45）-171 田野町教育委員会（森田浩史 ・ 金丸武司）編2004年3月『本野原遺跡1』　田野町文化財調査報告書第48集　田野町教育委員会

（45）-172 田野町教育委員会（森田浩史 ・ 金丸武司）編2004年3月『本野原遺跡』　田野町文化財調査報告書第51集　田野町教育委員会

（45）-173 都城市教育委員会（桑畑光博）編2004年3月『馬渡遺跡』　都城市文化財調査報告書第62集　都城市教育委員会

（45）-174 都城市教育委員会（久松亮）編2004年3月『木ノ前遺跡』　都城市文化財調査報告書第63集　都城市教育委員会

（45）-175 都城市教育委員会（立神勇志）編2004年3月『王子原第2遺跡』　都城市文化財調査報告書第66集　都城市教育委員会

（45）-176 高原町教育委員会（大學康宏）編2004年3月『宇津木遺跡』　高原町文化財調査報告書第12集　高原町教育委員会

（45）-177
宮崎県埋蔵文化財センター （杉田康之）編2005年1月『竹淵Ｃ遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第96集　宮崎県
埋蔵文化財センター

（45）-178 田野町教育委員会（金丸武司）編2005年3月『本野原遺跡2』　田野町文化財調査報告書第52集　田野町教育委員会

（45）-179
えびの市教育委員会（東真一）編2005年3月『東川北地区遺跡群　手仕山遺跡ほか』　えびの市埋蔵文化財調査報告書第41集　え
びの市教育委員会（全2冊、本文編、図版編）

（45）-180
宮崎県埋蔵文化財センター （杉田康之 ・ 古屋美樹）編2005年3月『本宮遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第112
集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-181
宮崎県埋蔵文化財センター （阿部直人 ・ 竹田享）編2005年12月『老瀬坂上第3遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告
書　第118集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-182 高岡町教育委員会（藤木（廣田）晶子）編2005年12月『三万田遺跡』　高岡町埋蔵文化財調査報告書第40集　高岡町教育委員会

（45）-183
宮崎市教育委員会（森田浩史 ・ 金丸武司）編2006年3月『本野原遺跡3』　宮崎市文化財調査報告書第62集（田野町文化財調査報
告書第53集）　宮崎市教育委員会

（45）-184 西都市教育委員会（蓑方政幾）編2006年3月『西都原地区遺跡2』　西都市埋蔵文化財発掘調査報告書第44集　西都市教育委員会

（45）-185
日南市教育委員会（岡本武憲）編2006年3月『平成17年度日南市内遺跡発掘調査概報』　日南市埋蔵文化財調査報告書第21集　
日南市教育委員会

（45）-186 都城市教育委員会（桒畑光博）編2006年3月『坂元A遺跡 坂元B遺跡』　都城市文化財調査報告書第71集　都城市教育委員会

（45）-187
都城市教育委員会（栗山葉子 ・ 津曲千賀子）編2006年3月『横市地区遺跡群 星原遺跡』　都城市文化財調査報告書第72集　都城
市教育委員会

（45）-188 都城市教育委員会（来畑光博）編2006年3月『岩吉田遺跡　宮田遺跡』　都城市文化財調査報告書第74集　都城市教育委員会

（45）-189
清武町教育委員会（井田篤 ・ 秋成雅博 ・ 今村結記）編2006年9月『滑川第1遺跡』　清武町埋蔵文化財調査報告書第21集　清武町
教育委員会

（45）-190
清武町教育委員会（井田篤 ・ 秋成雅博 ・ 今村結記）編2007年1月『滑川第2遺跡』　清武町埋蔵文化財調査報告書第22集　清武町
教育委員会
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（45）-191
西都市教育委員会（蓑方政幾 ・ 津曲大祐）編2007年3月『堂ヶ嶋遺跡　上妻遺跡　童子丸遺跡　石貫遺跡』　西都市埋蔵文化財発
掘調査報告書第50集　西都市教育委員会

（45）-192
宮崎県埋蔵文化財センター （橋本英俊）編2007年3月『屋敷遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第138集　宮崎県
埋蔵文化財センター

（45）-193
宮崎県埋蔵文化財センター （堀田孝博）編2007年3月『野首第1遺跡2』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第157集　宮
崎県埋蔵文化財センター

（45）-194
宮崎県埋蔵文化財センター （久保春夫 ・ 飯田博之 ・ 日高広人）編2007年3月『平田遺跡Ｄ地点 ・ Ｅ地点遺跡』　宮崎県埋蔵文化
財センター発掘調査報告書第160集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-195 えびの市教育委員会（中野和浩）編2007年3月『北岡松地区遺跡群』　えびの市文化財調査報告書44　えびの市教育委員会

（45）-196
清武町教育委員会（井田篤 ・ 秋成雅博）編2008年1月『清武上猪ノ原遺跡-1-』　清武町埋蔵文化財調査報告書第24集　清武町教
育委員会

（45）-197
宮崎県埋蔵文化財センター （福田泰典）編2008年2月『筆無遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第166集　宮崎県
埋蔵文化財センター

（45）-198
宮崎県埋蔵文化財センター （和田理啓 ・ 福田泰典）編2008年2月『山之城跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第171
集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-199
宮崎県埋蔵文化財センター （甲斐貴充・和田里啓）編2008年3月『曽井第2遺跡（第1次・第2次調査）』　宮崎県埋蔵文化財センター
発掘調査報告書第175集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-200 宮崎市教育委員会（河野雅人）編2008年3月『片瀬原遺跡』　宮崎市文化財調査報告書第70集　宮崎市教育委員会

（45）-201 西都市教育委員会（蓑方政幾）編2008年3月『寺崎遺跡』　西都市埋蔵文化財発掘調査報告書第52集　西都市教育委員会

（45）-202
日南市教育委員会（鬼束紘樹）編2008年3月『平成19年度　日南市遺跡発掘調査概報』　日南市蔵文化財調査報告書第23集　日南
市教育委員会

（45）-203
宮崎県埋蔵文化財センター （藤木聡）編2008年3月『宮ノ東遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第173集　宮崎県
埋蔵文化財センター （全3冊、本文編、図面編、図版編）

（45）-204
宮崎県埋蔵文化財センター （向江修一）編2008年3月『板平遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第176集　宮崎県
埋蔵文化財センター

（45）-205
宮崎県埋蔵文化財センター （福田泰典 ・ 谷口武範）編2008年3月『国指定史跡　大島畠田遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘
調査報告書第178集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-206
都城市教育委員会（寺師雄二ほか）編2008年3月『加治屋Ｂ遺跡（平安時代〜近世編）』　都城市文化財調査報告書第86集　都城
市教育委員会

（45）-207
都城市教育委員会（栗山葉子 ・ 山下大輔）編2008年3月『横市地区遺跡群　平田遺跡Ａ地点 ・ Ｂ地点 ・ Ｃ地』 （第1分冊Ａ地点 ・ Ｂ
地点）　都城市文化財調査報告書第87集　都城市教育委員会（全2冊、第1分冊（A地点・B地点）、第2分冊（C地点、自然科学分析））

（45）-208 都城市教育委員会（矢部喜多夫ほか）編2008年3月『市内遺跡』　都城市文化財調査報告書第88集　都城市教育委員会

（45）-209 宮崎市教育委員会（金丸 武司）編2009年3月『下北方下郷第4遺跡』　宮崎市文化財調査報告書第74集　宮崎市教育委員会

（45）-210
西都市教育委員会（笙瀬明宏）編2009年3月『日向国分寺跡　主要伽藍および寺域の確認調査一』　西都市埋蔵文化財発掘調査
報告書第56集　西都市教育委員会

（45）-211
都城市教育委員会 （桒畑光博）編2009年3月『都城市山之口地区遺跡詳細分布調査報告書』　都城市文化財調査報告書第94集　
都城市教育委員会

（45）-212 清武町教育委員会（今村結記）編2009年8月『五反畑遺跡A地区』　清武町埋蔵文化財調査報告書第28集　清武町教育委員会

（45）-213 清武町教育委員会（今村結記）編2010年2月『五反畑遺跡B地区』　清武町埋蔵文化財調査報告書第30集　清武町教育委員会

（45）-214 清武町教育委員会（秋成雅博）編2010年2月『岡第4遺跡』　清武町埋蔵文化財調査報告書第31集　清武町教育委員会
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（45）-215 宮崎市教育委員会（西嶋剛広）編2010年3月『下北方塚原第1遺跡』　宮崎市文化財調査報告書第78集　宮崎市教育委員会

（45）-216
えびの市教育委員会（中野和浩）編2010年3月『北岡松地区遺跡群』　えびの市文化財調査報告書48　えびの市教育委員会（全2
冊、本文編 ・ 天神免遺跡 ・ 岡松遺跡、写真図版編 ・ 天神免遺跡 ・ 岡松遺跡）

（45）-217 都城市教育委員会（近沢恒典）編2010年3月『中尾下遺跡』　都城市文化財調査報告書第98集　都城市教育委員会

（45）-218
宮崎県埋蔵文化財センター （松林豊樹 ・ 竹田亨志）編2011年1月『尾花A遺跡2　弥生時代以降編』　宮崎県埋蔵文化財センター発
掘調査報告書第195集　宮崎県埋蔵文化財センター （本文編、写真図版編、挿図編）

（45）-219 宮崎市教育委員会（西嶋 剛広）編2011年3月『下北方塚原第2遺跡』　宮崎市文化財調査報告書第82集　宮崎市教育委員会

（45）-220
西都市教育委員会（津曲大祐）編2011年3月『堂ヶ嶋遺跡　寺崎遺跡　上妻遺跡　 法元遺跡　童子丸遺跡　 石貫遺跡』　西都市埋
蔵文化財発掘調査報告書第60集　西都市教育委員会

（45）-221 宮崎県埋蔵文化財センター編2011年3月『平成21年度　埋蔵文化財発掘関係資料』　宮崎県教育委員会

（45）-222
宮崎県埋蔵文化財センター （若松宏一）編2011年3月『梅北針谷遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第204集　宮
崎県埋蔵文化財センター

（45）-223 都城市教育委員会（山下大輔）編2011年3月『永田藤束遺跡』　都城市文化財調査報告書第102集　都城市教育委員会

（45）-224 都城市教育委員会（加覧淳一）編2011年3月『王子原遺跡 上安久遺跡』　都城市文化財調査報告書第103集　都城市教育委員会

（45）-225
宮崎県埋蔵文化財センター （大嶋昭海 ・ 中川みな子 ・ 松浦朋彦）編2012年2月『岡遺跡（第6 ・ 7次調査） 坂元第2遺跡』　宮崎県
埋蔵文化財センター発掘調査報告書第212集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-226
宮崎市教育委員会（石村友規）編2012年3月『宮崎市内遺跡発掘調査報告書　平成21年度 ・ 平成22年度国庫補助対象事業発掘
調査報告書』　宮崎市文化財調査報告書第89集　宮崎市教育委員会

（45）-227
宮崎県埋蔵文化財センター （大嶋昭海 ・ 中川みな子 ・ 松浦朋彦）編2012年3月『日向市所在　岡遺跡（第6 ・ 7次調査） 坂元第2遺
跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第212集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-228 都城市教育委員会 （近沢恒典）編2012年3月『王子原遺跡（第4次調査）』　都城市文化財調査報告書第106集　都城市教育委員会

（45）-229
宮崎県埋蔵文化財センター （久保田陽香 ・ 竹下昭彦ほか）編2013年1月『岡遺跡（第9 ・ 13 ・ 15次調査）』　宮崎県埋蔵文化財セン
ター発掘調査報告書第223集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-230 宮崎市教育委員会（川野　誠也）編2013年3月『竹ノ山遺跡』　宮崎市文化財調査報告書第92集　宮崎市教育委員会

（45）-231
宮崎県埋蔵文化財センター （和田理啓）編2013年3月『山崎上ノ原第1遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第224集　
宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-232 宮崎市教育委員会（西嶋 剛広）編2013年3月『竹篠遺跡』　宮崎市文化財調査報告書第93集　宮崎市教育委員会

（45）-233 宮崎市教育委員会（石村　友規）編2013年3月『史跡　穆佐城跡1』　宮崎市文化財調査報告書第94集　宮崎市教育委員会

（45）-234
都城市教育委員会（桑畑光博 ・ 下田代清海）編2013年3月『国指定史跡　大島畠田遺跡　平成23 ・ 24年度確認調査報告書』　都城
市文化財調査報告書第109集　都城市教育委員会

（45）-235
竹井眞知子ほか「宮崎市所在　青木遺跡（あおき）」 『置県130年記念埋蔵文化財資料活用推進事業報告書』　宮崎県埋蔵文化財
センター発掘調査報告書第232集　宮崎県埋蔵文化財センター　2014年3月

（45）-236
宮崎県埋蔵文化財センター （二方和也 ・ 新谷清 ・ 飯田博之 ・ 長津宗重 ・ 松林豊樹 ・ 松浦朋彦）編2014年3月『岡遺跡（第16次調
査）　馬込遺跡第2地点』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第230集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-237
都城市教育委員会（山下大輔 ・ 下田代清海）編2014年3月『真米田遺跡　七日市前遺』　都城市文化財調査報告書第111集　都城
市教育委員会

（45）-238 宮崎県埋蔵文化財センター編2014年5月『宮崎県埋蔵文化財年報　第18号 ・ 平成26 （2014）年度』　宮崎県埋蔵文化財センター
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（45）-239
宮崎市教育委員会（石村友規 ・ 金丸武司 ・ 竹中克繁）編2015年3月『古城第2遺跡』　宮崎市文化財調査報告書第103集　宮崎市
教育委員会

（45）-240 宮崎市教育委員会（河野　裕次）編2015年3月『下北方花切第2遺跡』　宮崎市文化財調査報告書第106集　宮崎市教育委員会

（45）-241 近沢恒典「下原遺跡①」 『都城市内遺跡8』　都城市文化財調査報告書第119集　都城市教育委員会　2015年3月

（45）-242
宮崎県埋蔵文化財センター （日髙広人 ・ 吉本正典）編2016年3月『都城市所在　大窪第1遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘
調査報告書第238集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-243
宮崎県埋蔵文化財センター （山元清春 ・ 根井英樹 ・ 甲斐貴充）編2016年3月『笹ヶ崎遺跡（ 第一次〜第三次調査）』　宮崎県埋蔵
文化財センター発掘調査報告書第240集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-244
宮崎県埋蔵文化財センター （加藤徹）編2017年11月『潮遺跡 ・ 山之後遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第242
集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-245
宮崎県埋蔵文化財センター （高村哲）編2018年3月『橘通東1丁目遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第244集　宮
崎県埋蔵文化財センター

（45）-246 宮崎市教育委員会（西嶋剛広 ・ 大嶋昭海）編2018年3月『北中遺跡4』　宮崎市文化財調査報告書第121集　宮崎市教育委員会

（45）-247
宮崎県埋蔵文化財センター （後藤清隆）編2019年3月『塚原遺跡2　Ｇ ・ Ｈ ・ Ｉ ・ Ｊ地点』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告
書第245集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-248
宮崎県埋蔵文化財センター （和田理啓）編2019年3月『児湯郡高鍋町所在　青木遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告
書第248集　宮崎県埋蔵文化財センター

（45）-249 宮崎市教育委員会（金丸武司）編2019年3月『北中遺跡5』　宮崎市文化財調査報告書第124集　宮崎市教育委員会

（45）-250 宮崎市教育委員会（稲岡洋道）編2019年3月『松添遺跡』　宮崎市文化財調査報告書第125集　宮崎市教育委員会

（45）-251
宮崎県埋蔵文化財センター （高村哲）編2020年3月『大浦遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第253集　宮崎県埋
蔵文化財センター

（45）-252
宮崎県埋蔵文化財センター （平井祥蔵）編2020年3月『上高遺跡』　宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第254集　宮崎県
埋蔵文化財センター

（45）-253
桒畑光博「都之城跡（主郭部）－第1〜4次調査概報ー」 （都城市教育委員会編1991年3月『平成2年度　遺跡発掘調査概報』　都城
市文化財調査報告書第13集　都城市教育委員会）

（45）-254 宮崎市教育委員会（秋成雅博）編2020年3月『片瀬原第2遺跡』　宮崎市文化財調査報告書第129集　宮崎市教育委員会

（45）-255
宮崎市教育委員会（西嶋剛広）編2021年3月『津和田第2遺跡 ・ 竹ヶ島第2遺跡』　宮崎市文化財調査報告書第134集　宮崎市教育
委員会

（45）-256 宮崎市教育委員会（秋成雅博）編2021年３月『本野原遺跡第3次調査』　宮崎市文化財調査報告書第136集　宮崎市教育委員会
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（45）　宮崎県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

45001 芋字遺跡 宮崎県宮崎市冨吉
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-98

45002 船塚遺跡 宮崎県宮崎市船塚3丁目
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-25、（45）-82

45003 源藤遺跡 宮崎県宮崎市源藤町源藤
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

奈良時代末 ・ 平安時
代前半

（45）-26

45004 浄土江遺跡 宮崎県宮崎市浄土江町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-61

45005 内野々第1遺跡
宮崎県宮崎市北川内町字
内野々

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

10世紀前半 （45）-9、（45）-20、（45）-82

45006 市位遺跡
宮崎県宮崎市本郷南方字
市位

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀末〜10世紀前
半

（45）-100

45007 津和田第2遺跡
宮崎県宮崎市本郷北方字
津和田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀
前半

（45）-255

45008 橘通東1丁目遺跡 宮崎県宮崎市橘通東1丁目
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （45）-245

45009 平畑（10号地）遺跡 宮崎県宮崎市熊野
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9〜10世紀
（45）-10、（45）-13、
（45）-14、（45）-20、（45）-67

45010 熊野第2遺跡 宮崎県宮崎市熊野
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-107

45011 陣ノ内遺跡 宮崎県宮崎市熊野
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

10世紀前半 （45）-24、（45）-27、（45）-32

45012 前原南（19号地）遺跡 宮崎県宮崎市熊野
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀
前半

（45）-10、（45）-32

45013 前原北遺跡 宮崎県宮崎市熊野
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-32

45014 西ノ原遺跡
宮崎県宮崎市熊野字西ノ
原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-16、（45）-20

45015 西ノ原第2遺跡
宮崎県宮崎市熊野字西ノ
原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀
前半

（45）-52

45016 山下第3遺跡
宮崎県宮崎市加江田字山
下

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-91

45017 下田畑遺跡
宮崎県宮崎市清武町木原
字下田畑

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

10世紀前半 （45）-15、（45）-20

45018 小山尻東遺跡 宮崎県宮崎市清武町木原
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

10世紀 （45）-15、（45）-20

45019 赤坂（7号地）遺跡 宮崎県宮崎市清武町木原
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （45）-8、（45）-15、（45）-20

45020 浦田遺跡
宮崎県宮崎市清武町木原
字浦田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀 （45）-13、（45）-14、（45）-20

45021 入料（5号地）遺跡 宮崎県宮崎市清武町木原
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9〜10世紀 （45）-7

45022 辻遺跡
宮崎県宮崎市清武町木原
字辻

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-6

45023 小原遺跡
宮崎県宮崎市清武町今泉
字小原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （45）-4、（45）-20

45024 下星野遺跡
宮崎県宮崎市清武町今泉
字星野原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-133

45025 岡第4遺跡
宮崎県宮崎市清武町今泉
字岡

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-214、（45）-230

45026 楢原遺跡
宮崎県宮崎市清武町今泉
楢原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-83、（45）-94
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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

45027 竹ノ内遺跡
宮崎県宮崎市清武町今泉
字竹ノ内

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-124

45028 須田木遺跡
宮崎県宮崎市清武町加納
字須田木

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-170

45029 城内（清武城跡）遺跡
宮崎県宮崎市清武町上加
納字城内

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-4

45030 権現原第1遺跡
宮崎県宮崎市清武町船引
字権現原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-133

45031 上猪ノ原遺跡
宮崎県宮崎市清武町船引
字上猪ノ原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-149、（45）-196

45032 滑川第1遺跡
宮崎県宮崎市清武町船引
字滑川

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-189

45033 滑川第2遺跡
宮崎県宮崎市清武町船引
字滑川

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-190

45034 五反畑遺跡
宮崎県宮崎市清武町船引
字五反畑

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀
前半

（45）-212、（45）-213

45035 白ケ野第2遺跡
宮崎県宮崎市細江 ・ 清武
町船引宇白ケ野

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-151

45036 白ケ野第3遺跡
宮崎県宮崎市細江字時雨
柳迫 ・ 清武町船引宇白ケ
野

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-123

45037 上ノ原第2遺跡
宮崎県宮崎市細江字時雨
柳迫 ・ 清武町船引宇上の
原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-122

45038 江田原第1遺跡
宮崎県宮崎市吉村町字江
田原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-39、（45）-82

45039 大町遺跡 宮崎県宮崎市吉村町大町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-96

45040 北中遺跡
宮崎県宮崎市吉村町北中
甲

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀前半
（45）-108、（45）-159、
（45）-246、（45）-249

45041 浮ノ城遺跡
宮崎県宮崎市吉村町浮ノ
城

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-22

45042 倉岡遺跡 宮崎県宮崎市金崎字寺尻
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-102

45043 倉岡第2遺跡 宮崎県宮崎市金崎字寺尻
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-141

45044 中別府遺跡
宮崎県宮崎市金崎字中別
府

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-102、（45）-134

45045 井尻遺跡 宮崎県宮崎市跡江字井尻
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀末〜10世紀前
半

（45）-136

45046 深田遺跡 宮崎県宮崎市跡江
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半 （45）-140

45047 鳥ノ子遺跡
宮崎県宮崎市浮田字鳥ノ
子

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-121

45048 余り田遺跡
宮崎県宮崎市浮田字余り
田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半 （45）-92

45049 柳迫遺跡 宮崎県宮崎市浮田字柳迫
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-134

45050 曽井第2遺跡 宮崎県宮崎市恒久字曽井
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-199

45051 右葛ヶ迫遺跡
宮崎県宮崎市折生迫字倉
元

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-120

45052 松添遺跡 宮崎県宮崎市青島西2丁目
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9〜10世紀 （45）-250

45053 内宮田遺跡
宮崎県宮崎市長嶺字身の
先

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-102、（45）-134
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45054 枯木ケ迫遺跡
宮崎県宮崎市郡司分字深
坪

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀
前半

（45）-142

45055 平田遺跡
宮崎県宮崎市郡司分字平
田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （45）-84

45056 前田遺跡 宮崎県宮崎市新名爪
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-99

45057 町屋敷遺跡
宮崎県宮崎市糸原字池ノ
内

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-137

45058 北ヶ迫遺跡
宮崎県宮崎市島之内字
北ヶ迫

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-127

45059 下北方塚原第1遺跡
宮崎県宮崎市下北方町塚
原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-215

45060 下北方塚原第2遺跡
宮崎県宮崎市下北方町塚
原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-219

45061 下北方下郷第4遺跡 宮崎県宮崎市下北方町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

8世紀前半 （45）-209

45062 下北方花切第1遺跡
宮崎県宮崎市下北方町花
切

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-226

45063 下北方花切第2遺跡
宮崎県宮崎市下北方町花
切

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-240

45064 山崎上ノ原第1遺跡
宮崎県宮崎市阿波岐原町
産母

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-231

45065 山崎上ノ原第2遺跡
宮崎県宮崎市山崎町字上
ノ原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-166

45066 京園遺跡 宮崎県宮崎市大塚町京園
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀中 ・ 後半 （45）-97、（45）-103

45067 宮田遺跡
宮崎県宮崎市大塚町字宮
田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-169

45068 宮脇遺跡 宮崎県宮崎市宮脇町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-103

45069 宮脇第2遺跡 宮崎県宮崎市宮脇町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-158

45070 山之城跡
宮崎県宮崎市古城町字山
ノ城

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-198

45071 竹篠遺跡
宮崎県宮崎市瓜生野字竹
篠

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-232

45072 梅ヶ島遺跡
宮崎県宮崎市佐土原町西
上那珂字梅ヶ島

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-102、（45）-135

45073 平田迫遺跡
宮崎県宮崎市佐土原町上
田島字平田迫

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9〜10世紀 （45）-126

45074 新木遺跡 宮崎県宮崎市佐土原町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-48

45075 片瀬原遺跡
宮崎県宮崎市佐土原町下
那珂宇片瀬原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-200

45076 片瀬原第2遺跡
宮崎県宮崎市佐土原町下
那珂

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

8世紀前半 ・ 中 （45）-254

45077 上ノ原遺跡
宮崎県宮崎市佐土原町西
上那珂字上ノ原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-150

45078 古城第2遺跡
宮崎県宮崎市佐土原町上
田島

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-239

45079 青木遺跡 宮崎県宮崎市田野町梅谷
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-235

45080 中尾地区（楢原）遺跡
宮崎県宮崎市田野町本田
野 ・ 清武町今泉

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-68

45081 本野原遺跡
宮崎県宮崎市田野町字黒
草甲

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代
（45）-153、（45）-171、
（45）-172、（45）-178、
（45）-183、（45）-256
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45082 札ノ元遺跡 宮崎県宮崎市田野町前平
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-11、（45）-17、（45）-67

45083 畑田遺跡 宮崎県宮崎市田野町楠原
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-110

45084 合子ケ谷第1遺跡
宮崎県宮崎市田野町合子
ケ谷

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （45）-34、（45）-40

45085 八重地区遺跡 宮崎県宮崎市田野町八重
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （45）-41

45086 永迫第2遺跡 宮崎県宮崎市田野町八重
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （45）-85

45087 権現谷第2遺跡 宮崎県宮崎市田野町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-75

45088 鹿毛第1遺跡 宮崎県宮崎市田野町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-104

45089 野崎第2遺跡 宮崎県宮崎市田野町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-104

45090 元野河内遺跡
宮崎県宮崎市田野町甲元
野字元野河内

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-143

45091 天神河内第1遺跡
宮崎県宮崎市田野町字天
神河内

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-49

45092 前ノ原第2遺跡 宮崎県宮崎市田野町乙
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （45）-109、（45）-160

45093 穆佐城跡
宮崎県宮崎市高岡町小山
田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-233

45094 屋敷遺跡
宮崎県宮崎市高岡町花見
字屋敷

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-192

45095 三生江遺跡 宮崎県宮崎市高岡町花見
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半 （45）-145

45096 去川山下遣跡
宮崎県宮崎市高岡町浦之
名字浜鈴

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-86

45097 新保遺跡
宮崎県宮崎市高岡町内山
字西山

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-86

45098 榎原遺跡
宮崎県宮崎市高岡町高浜
字榎原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-53

45099 下原遺跡
宮崎県宮崎市高岡町高浜
字下原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-53

45100 蕨野遺跡 宮崎県宮崎市高岡町高浜
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-69

45101 三万田道跡
宮崎県宮崎市高岡町小山
田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-182

45102 的野遺跡
宮崎県宮崎市高岡町上倉
永字的野

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-144

45103 高岡麓遺跡
宮崎県宮崎市高岡町飯田
字井ノ上

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （45）-87

45104 餅田遺跡
宮崎県宮崎市高岡町五町
字餅田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-82

45105 下原遺跡
宮崎県都城市高崎町東霧
島字下原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-5、（45）-82、（45）-241

45106 海蔵寺遺跡 宮崎県都城市高崎町前田
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-58

45107 中村遺跡
宮崎県都城市山田町字下
川窪

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-12、（45）-20、（45）-82

45108 中尾下遺跡 宮崎県都城市下川東4丁目
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-217

45109 佐土ヶ中第1遺跡 宮崎県都城市下水流町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-208
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45110 小岡原第1遺跡
宮崎県都城市下水流町字
小岡原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-37、（45）-67

45111 二タ元遺跡 宮崎県都城市志比田町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-73

45112 切畑第2遺跡
宮崎県都城市美川町字切
畑

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-46、（45）-67

45113 上ノ段第2遺跡
宮崎県都城市関之尾町字
上ノ段

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-46、（45）-67

45114 上ノ園第2遺跡 宮崎県都城市早鈴町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

8世紀後半〜10世紀 （45）-72

45115 宮田遺跡 宮崎県都城市早鈴町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-188

45116 稲荷田遺跡
宮崎県都城市丸谷町字山
ノ田 ・ 稲荷田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-37、（45）-67

45117 上大五郎遺跡
宮崎県都城市丸谷町字上
大五郎

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9〜10世紀 （45）-64、（45）-82

45118 丸谷地区遺跡
宮崎県都城市丸谷町字上
大五郎

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-65

45119 本池遺跡
宮崎県都城市丸谷町上大
五郎字本池

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-79、（45）-89

45120 母智丘原第1遺跡
宮崎県都城市横市町字母
智丘原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-37、（45）-67

45121 肱穴遺跡
宮崎県都城市横市町字出
水

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀 （45）-116、（45）-130

45122 上牧第2遺跡 宮崎県都城市横市町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-113

45123 牧の原第2遺跡 宮崎県都城市横市町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-114

45124 平田遺跡
宮崎県都城市南横市町字
和田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-194、（45）-207

45125 中尾山 ・ 馬渡遺跡
宮崎県都城市南横市町字
中尾 ・ 馬渡

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-37、（45）-67

45126 坂元B遺跡 宮崎県都城市南横市町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-186

45127 加治屋Ｂ遺跡 宮崎県都城市南横市町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-206

45128 星原遺跡
宮崎県都城市南横市町字
尻枝

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-187

45129 都之城跡 宮崎県都城市都島町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-37、（45）-253

45130 上桑原遺跡 宮崎県都城市庄内町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-67

45131 桑原遺跡 宮崎県都城市庄内町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-155

45132 笹ヶ崎遺跡
宮崎県都城市梅北町字
笹ヶ崎

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代
（45）-30、（45）-37、
（45）-67、（45）-243

45133 中床丸遺跡
宮崎県都城市梅北町字中
床丸

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-30、（45）-37、（45）-67

45134 楠畑遺跡
宮崎県都城市梅北町字神
応寺 ・ 楠畑

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-30、（45）-37、（45）-67

45135 梅北針谷遺跡 宮崎県都城市梅北町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-222

45136 大浦遺跡 宮崎県都城市梅北町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9〜10世紀 （45）-251

45137 上高遺跡 宮崎県都城市梅北町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-252
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45138 中尾第1遺跡
宮崎県都城市安久町字中
尾 ・ 池ノ友

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-37、（45）-67

45139 下尾平野第3遺跡
宮崎県都城市安久町字下
尾平野

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-30、（45）-37、（45）-67

45140 天ヶ渕遺跡
宮崎県都城市安久町天ヶ
渕

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-80

45141 野添遺跡
宮崎県都城市安久町字前
畑

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

10世紀 （45）-167

45142 王子原第2遺跡
宮崎県都城市安久町字王
子原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-175

45143 王子原遺跡 宮崎県都城市安久町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-224、（45）-228

45144 永田藤束遺跡 宮崎県都城市安久町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-223

45145 馬渡遺跡
宮崎県都城市蓑原町字馬
渡

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-173

45146 江内谷遺跡
宮崎県都城市蓑原町字江
内谷

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半 （45）-156、（45）-163

45147 木ノ前遺跡 宮崎県都城市下長飯町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-174

45148 永山原遺跡
宮崎県都城市高城町大井
手字小杉

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

10世紀 （45）-67、（45）-74

45149 真米田遺跡
宮崎県都城市高城町穂満
坊

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀
中頃

（45）-237

45150 七日市前遺跡
宮崎県都城市高城町大井
手

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀末〜10 世紀中
頃

（45）-237

45151 中池遺跡
宮崎県都城市高城町大井
手字小杉

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-59

45152 城ヶ尾遺跡
宮崎県都城市高城町石山
字城ヶ尾

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半 （45）-38、（45）-67

45153 大窪第1遺跡 宮崎県都城市高城町有水
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目、甕形？）

古代 （45）-238、（45）-242

45154 豊満大谷遺跡
宮崎県都城市豊満町字大
谷

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-167

45155 筆無遺跡 宮崎県都城市今町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-197

45156 鴇尾遺跡 宮崎県都城市今町字有里
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-157

45157 大島畠田遺跡
宮崎県都城市金田町字畠
田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀中〜10世紀前
半

（45）-125、（45）-131、
（45）-205、（45）-234

45158 富吉6遺跡 宮崎県都城市山之口町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-211

45159 花木5遺跡 宮崎県都城市山之口町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-211

45160 山之口6遺跡 宮崎県都城市山之口町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-211

45161 西畑遺跡
宮崎県都城市山之口町富
吉字西畑 ・ 後田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-211

45162 古奥遺跡 宮崎県日南市梅ヶ浜
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-185

45163 川辺ヶ野遺跡
宮崎県日南市吉野方字川
辺ヶ野

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-44

45164 談義所遺跡
宮崎県日南市今町字広木
田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-44

45165 駒宮遺跡 宮崎県日南市平山字別府
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-44
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45166 狐塚古墳
宮崎県日南市風田字元弓
場

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代
（45）-76、（45）-77、
（45）-78、（45）-106

45167 万ヶ迫遺跡
宮崎県日南市風田字万ヶ
迫

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-44

45168 宮浦前田遺跡 宮崎県日南市宮浦字前田
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-44

45169 小目井遺跡 宮崎県日南市富士字前田
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-44

45170 本源寺遺跡
宮崎県日南市伊比井字矢
引迫

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-44

45171 松ノ元遺跡
宮崎県日南市上方字松ノ
元字大内地内

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代中期 （45）-202

45172 大玉ノ尾遺跡
宮崎県日南市南郷町潟上
字大王ケ尾

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-45

45173 別府遺跡
宮崎県日南市南郷町潟井
之尻 ・ 別府

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-45

45174 曽和田遺跡
宮崎県日南市北郷町北河
内

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-162

45175 餅田遺跡 宮崎県小林市真方字餅田
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-66、（45）-147

45176 杉薗遺跡 宮崎県小林市真方字杉薗
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-147

45177 大部遺跡 宮崎県小林市真方字大部
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-103

45178 こまくりげ遺跡 宮崎県小林市細野
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （45）-2、（45）-20

45179 竹山遺跡 宮崎県小林市細野字竹山
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-3、（45）-20

45180 水落遺跡
宮崎県小林市細野字水落 ・
脇ノ上

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-54

45181 梅木原遺跡 宮崎県小林市東方栗巣野
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-129

45182 勝負第2遺跡
宮崎県小林市野尻町東麓
勝負

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （45）-71

45183 田代ヶ八重遺跡
宮崎県小林市須木中原字
田代八重

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-55、（45）-67

45184 越シ遺跡 宮崎県日向市亀崎
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代
（45）-19、（45）-23、
（45）-236

45185 板平遺跡 宮崎県日向市富高字板平
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-204

45186 岡遺跡 宮崎県日向市平岩字岡
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代
（45）-225、（45）-227、
（45）-229

45187 岩州遺跡 宮崎県日向市
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-236

45188 下弓田遺跡 宮崎県串間市南方字狐塚
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-1、（45）-20、（45）-51

45189 本西方遺跡
宮崎県串間市西方字本西
方

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-105

45190 本宮遺跡 宮崎県串間市市木
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-180

45191 猪之柆遺跡 宮崎県串間市奈留猪之柆
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （45）-29、（45）-82

45192 宮ノ東遺跡
宮崎県西都市岡富字宮ノ
東

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

8世紀後半〜9世紀初
頭

（45）-203

45193 大辻屋敷遺跡
宮崎県西都市黒生野字大
辻屋敷

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-115、（45）-135
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45194 法元遺跡 宮崎県西都市右松字勿田
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代
（45）-50、（45）-148、
（45）-220

45195 諏訪遺跡（国分尼寺） 宮崎県西都市三宅 ・ 右松
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-35、（45）-47

45196 堂ヶ嶋遺跡
宮崎県西都市三宅字笹貫
畑 ・ 石貫畑

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-221

45197 三宅遺跡 宮崎県西都市三宅
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-3

45198 国分寺跡 宮崎県西都市三宅
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-3

45199 下尾筋遺跡
宮崎県西都市三宅字尾筋
東下 ・ 尾筋西下

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-43

45200 上尾筋遺跡
宮崎県西都市三宅字尾筋
東上 ・ 尾筋西上

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-43、（45）-82

45201 日向国分寺跡 宮崎県西都市三宅宇国分
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-20、（45）-210

45202 石貫遺跡
宮崎県西都市三宅字石貫
平ノ下

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

8〜9世紀 （45）-50、（45）-82

45203 妻北遺跡 宮崎県西都市三宅字石貫
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-191

45204 西都原地区遺跡
宮崎県西都市三宅字寺原
脇

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-184

45205 高三納遺跡
宮崎県西都市三納字高三
納

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-56

45206 鴨目原遺跡 宮崎県西都市三納字鴨目
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-36

45207 寺崎遺跡（日向国府跡） 宮崎県西都市妻字上妻
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

8〜9世紀
（45）-50、（45）-82、
（45）-148、（45）-201

45208 上妻遺跡 宮崎県西都市妻字上妻
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

10世紀前半 （45）-57、（45）-63

45209 童子丸遺跡
宮崎県西都市童子丸字上
園 ・ 寺ノ馬場

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-50、（45）-82

45210 山之後遺跡
宮崎県西都市鹿野田字山
之後

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-244

45211 永田原遺跡
宮崎県えびの市今西字永
田原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9〜10世紀 （45）-28、（45）-42

45212 古屋敷遺跡　 宮崎県えびの市東川北
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

10世紀 （45）-146、（45）-179

45213 平原遺跡
宮崎県えびの市東川北字
平原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （45）-70

45214 妙見遺跡
宮崎県えびの市東川北字
妙見

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-70

45215 手仕山遺跡
宮崎県えびの市東川北字
古屋敷 ・ 天神元

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-179

45216 内牧遺跡
宮崎県えびの市東川北字
古屋敷 ・ 天神元

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-179

45217 上田代遺跡
宮崎県えびの市末永字上
田代

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （45）-95

45218 妙見原遺跡
宮崎県えびの市原田字妙
見原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-95

45219 法光寺遺跡
宮崎県えびの市上江字法
光寺

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

10世紀前半 （45）-18、（45）-62、（45）-88

45220 北田遺跡
宮崎県えびの市上江字北
田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （45）-161

45221 天神免遺跡
宮崎県えびの市岡松字天
神免 ・ 取添 ・ 七曲

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-195、（45）-216
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45222 馬場田遺跡
宮崎県えびの市西長江浦
字馬場田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-154

45223 昌明寺遺跡
宮崎県えびの市昌明寺字
油田 ・ 瀬戸山

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-132

45224 内小野遺跡
宮崎県えびの市西川北字
内小野

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-128

45225 宇都第3遺跡
宮崎県北諸県郡三股町宮
村

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀
前半

（45）-168

45226 荒迫遺跡
宮崎県西諸県郡高原町広
原字荒迫

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-101

45227 川除遺跡
宮崎県西諸県郡高原町後
川内字川除

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-119、（45）-165

45228 宇津木遺跡
宮崎県西諸県郡高原町蒲
牟田字宇津木

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-176

45229 塚原遺跡
宮崎県東諸県郡国富町塚
原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-139、（45）-247

45230 井手口遺跡
宮崎県東諸県郡国富町木
脇字上ノ原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-139

45231 木脇遺跡
宮崎県東諸県郡国富町木
脇字上ノ原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-102、（45）-138

45232 西下本庄遺跡
宮崎県東諸県郡国富町本
庄

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-111

45233 上ノ原遺跡
宮崎県東諸県郡国富町本
庄字上の原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-21

45234 老瀬坂上第3遺跡
宮崎県児湯郡高鍋町上江
字北中原

製塩土器（堅塩・鉢形布目） 8世紀中 （45）-181

45235 老瀬坂上遺跡
宮崎県児湯郡高鍋町上江
字北中原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-152、（45）-164

45236 野首第1遺跡 宮崎県児湯郡高鍋町上江
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-193

45237 青木遺跡 宮崎県児湯郡高鍋町上江
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-248

45238 鬼付女遺跡
宮崎県児湯郡新富町上富
田字鬼付女

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （45）-67

45239 園田遺跡
宮崎県児湯郡新富町三納
代

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-60

45240 上薗遺跡
宮崎県児湯郡新富町新田
字祇園原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （45）-33、（45）-81

45241 祇園原地区遺跡
宮崎県児湯郡新富町新田
字祇園原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （45）-90

45242 竹淵Ｃ遺跡
宮崎県児湯郡新富町新田
字竹淵

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （45）-177

45243 尾花A遺跡
宮崎県児湯郡川南町川南
字尾花坂上

製塩土器（脚台、長脚 ・ 棒
状）

古墳時代前期 （45）-218

45244 宮ノ前第2遺跡
宮崎県西臼杵郡高千穂町
三田井字宮ノ前

製塩土器（堅塩・鉢形布目） 奈良時代 （45）-117、（45）-118

45245 神殿遺跡
宮崎県西臼杵郡高千穂町
三田井字神殿

製塩土器（堅塩・鉢形布目・
円錐形布目）

古代 （45）-93、（45）-112
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日本塩業史研究文献目録 （考古編）

（46）　鹿児島県

（46）-1 吹上町教育委員会（池畑耕一 ・ 弥栄久志ほか）編1977年3月『辻堂原遺跡』　吹上町教育委員会

（46）-2 鹿児島県教育委員会（平田信芳）編1978年3月『萩原遺跡』　姶良町教育委員会

（46）-3 出水市教育委員会（ 池永寛治ほか）編1979年3月『出水市文化財調査報告書 1 （荘貝塚）』　出水市教育委員会

（46）-4 池畑耕一「隼人の漁撈生活」 『隼人文化』第5号　隼人文化研究会　1979年

（46）-5 笠利町教育委員会（河口貞徳）編1979年3月『宇宿貝塚』　 鹿児島県笠利町文化財調査報告書　笠利町教育委員会

（46）-6
高宮広衛 ・ 知念勇「与論島東南部における先史原史時代の調査（概報）」 『与論国頭調査報告書（沖縄国際大学南島文化研究シ
リ－ズナンバー 1）』　沖縄国際大学南島文化研究所　1980年3月

（46）-7 池水寛治1981年3月『長島の古墳　付出水地方の古墳』　長島町教育委員会

（46）-8
鹿児島県教育委員会（出口浩 ・ 繁昌正幸）編1981年3月『花牟礼（大戸原）遺跡』　高山町埋蔵文化財調査報告書1　高山町教育委
員会

（46）-9
里山勇廣「奄美諸島発見の内器面に布目痕を持つ土器について―表面採取資料を中心に」 （南島史学会編1982年11月『南島　そ
の歴史と文化4』　第一書房）

（46）-10
鹿児島県教育委員会（池畑耕一ほか）編1983年3月『成岡遺跡　西ノ平遺跡　上ノ原遺跡』　鹿児島県埋蔵文化財発掘調査報告書
28　鹿児島県教育委員会

（46）-11
鹿児島県教育委員会（池畑耕一 ・ 中村耕治）編1984年3月『大隅地区埋蔵文化財分布調査概報－昭和58 年度－』　鹿児島県埋蔵
文化財発掘調査報告書29　鹿児島県教育委員会

（46）-12 鹿児島県教育委員会（弥栄久志）編1984年3月『長浜金久遺跡』　鹿児島県埋蔵文化財発掘調査報告書31　鹿児島県教育委員会

（46）-13
鹿児島県教育委員会（青崎和憲 ・ 繁昌正幸）編1985年3月『上加世田遺跡1 （第1地点 ・ 第2地点）』　 加世田市埋蔵文化財発掘調
査報告書3　加世田市教育委員会

（46）-14 鹿児島県教育委員会（弥栄久志）編1985年3月『長浜金久遺跡』　鹿児島県埋蔵文化財発掘調査報告書32　鹿児島県教育委員会

（46）-15
知名町教育委員会（戸崎勝洋 ・ 宮田栄二）編1985年3月『赤嶺原遺跡』　鹿児島県大島郡知名町埋蔵文化財発掘調査報告書（3）　
知名町教育委員会

（46）-16
池畑耕一「鹿児島県」 （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　
発表要旨資料集　1』　埋蔵文化財研究会第19回研究集会世話人）

（46）-17 池畑耕一「西ノ平遺跡と薩摩郡衙」下　『隼人文化』第18号　隼人文化研究会　1986年

（46）-18
鹿屋市教育委員会（山口俊博 ・ 宮田栄二 ・ 成尾英仁）編1986年3月『早山遺跡 ・ 宮の脇遺跡』 　鹿屋市埋蔵文化財発掘調査報告
書4　鹿屋市教育委員会

（46）-19
鹿児島県教育委員会（弥栄久志 ・ 旭慶男）編1986年3月『上中段遺跡　 仮牧遺跡　五位塚渡り下遺跡　下ノ窪遺跡』　末吉町埋蔵
文化財発掘調査報告書4　末吉町教育委員会

（46）-20
鹿児島県教育委員会（立神次郎 ・ 長野真一）編1987年3月『四枝道遺跡　 楠木岡遺跡　中牛牧遺跡 』 　末吉町埋蔵文化財発掘調
査報告書5　末吉町教育委員会

（46）-21
鹿児島県教育委員会（牛ノ濱修 ・ 井ノ上秀文）編1987年3月『長十塚遺跡、石仏段遺跡』　財部町埋蔵文化財発掘調査報告書（1）　
財部町教育委員会

（46）-22 川内市土地開発公社編1987年9月『麦之浦貝塚 』   川内市土地開発公社
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（46）-23
三島格「大宰府と南島」 （岡崎敬先生退官記念事業会編1987年11月『岡崎敬先生退官記念論集　東アジアの考古と歴史　下』　同
朋社）

（46）-24 笠利町教育委員会（中山清美 ・ 宮田栄二）編1988年3月『下山田3遺跡（東地区）』　笠利町文化財報告書（9）　笠利町教育委員会

（46）-25 松山町教育委員会編1989年『井出間遺跡 ・ 山ノ田遺跡』 　松山町埋蔵文化財発掘調査報告書（3）　 松山町教育委員会

（46）-26
末吉町教育委員会（東和幸）編1989年3月『井手ノ上 （イデノウエ） 遺跡』 　末吉町埋蔵文化財発掘調査報告書8　末吉町教育委員
会

（46）-27
鹿児島県教育委員会（長野真一 ・ 富田逸郎）編1990年3月『奄美地区埋蔵文化財分布調査報告書2』　鹿児島県埋蔵文化財調査
報告書54　鹿児島県教育委員会

（46）-28
志布志町教育委員会（米元史郎 ・ 東和幸）編1990年3月『鎌石遺跡 ・ 田吹野遺跡』　志布志町埋蔵文化財発掘調査報告書16　志
布志町教育委員会

（46）-29
鹿児島県教育委員会（長野真一 ・ 鶴田静彦 ・ 大野重昭 ・ 弥栄久志）編1991年3月『奄美地区埋蔵文化財分布調査報告書3　平成
2年度』　鹿児島県埋蔵文化財調査報告書56　鹿児島県教育委員会

（46）-30 鹿児島県教育委員会（牛ノ濱修）編1991年3月『小中原遺跡』　鹿児島県埋蔵文化財発掘調査報告書57　鹿児島県教育委員会

（46）-31 鹿児島県教育委員会（青崎和憲ほか）編1992年3月『榎崎A遺跡』　鹿児島県埋蔵文化財調査報告書63　鹿児島県教育委員会

（46）-32
福山町教育委員会（倉元良文 ・ 東和幸）編1992年3月『新原段遺跡　中尾立遺跡　藤兵衛坂段遺跡』　福山町埋蔵文化財発掘調査
報告書1　福山町教育委員会

（46）-33 池畑耕一「焼塩壷と駅―阿久根市辻堂遺跡の性格―」 『阿中考古』 3号　阿中考古同人　1992年6月

（46）-34
鹿児島県教育委員会（青崎和憲 ・ 富田逸郎）編1993年3月『鹿児島サン ・ オーシャン ・ リゾート地域埋蔵文化財分布調査報告書1　
熊毛地区　平成4年度』　鹿児島県埋蔵文化財調査報告書66　鹿児島県教育委員会

（46）-35
喜界町教育委員会（池畑耕一 ・ 堂込秀人）編1993年3月『オン畑遺跡　巻畑Ｂ遺跡　巻畑Ｃ遺跡　池ノ底散布地』　喜界町埋蔵文化
財発掘調査報告書（5）　喜界町教育委員会

（46）-36 池畑耕一「鹿児島県 ・ 宮崎県 ・ 沖縄県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（46）-37
福山町教育委員会（池畑耕一 ・ 八木澤一郎） 1994年3月『中尾立遺跡』　福山町埋蔵文化財発掘調査報告書2　福山町教育委員
会

（46）-38
出水市教育委員会（青崎和憲 ・ 冨田逸郎）編1995年3月『市来遺跡 ・ 老神遺跡』　出水市埋蔵文化財発掘調査報告書（4）　出水市
教育委員会

（46）-39 金峰町教育委員会（宮下貴浩）編1995年3月『山野原遺跡』　金峰町埋蔵文化財発掘調査報告書7　金峰町教育委員会

（46）-40 蒲生町教育委員会編1995年3月『竹牟礼遺跡』　蒲生町埋蔵文化財発掘調査報告書（3）　蒲生町教育委員会

（46）-41 出水市教育委員会（岩崎新輔）編1996年3月『尾崎A ・ B遺跡』　出水市埋蔵文化財発掘調査報告書第6集　出水市教育委員会

（46）-42
喜界町教育委員会（倉元良文 ・ 今村敏照）編1996年3月『提り遺跡　後田遺跡　水口遺跡　竿ク遺跡』　喜界町埋蔵文化財発掘調
査報告書（6）　喜界町教育委員会

（46）-43
福山町教育委員会（吉留道幸 ・ 倉元良文）編1997年3月『藤兵衛坂段遺跡』　福山町埋蔵文化財発掘調査報告書3　福山町教育委
員会

（46）-44 大隅町教育委員会（清水周作）編1997年3月『西原段2遺跡』　大隅町埋蔵文化財発掘調査報告書第12集　大隅町教育委員会

（46）-45 末吉町教育委員会（勝目興郎）編1997年3月 『上ノ原遺跡』　末吉町埋蔵文化財発掘調査報告書16　末吉町教育委員会

（46）-46
池畑耕一「考古資料から見た古代奄美諸島と南九州」 （渡辺誠先生還暦記念論集刊行会編1998年2月『列島の考古学　渡辺誠先
生還暦記念論集』　渡辺誠先生還暦記念論集刊行会）
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（46）-47
輝北町教育委員会（倉元良文 ・ 中原一成）編1998年3月『前床遺跡　鳥居ヶ段遺跡』　輝北町埋蔵文化財発掘調査報告書1　輝北
町教育委員会

（46）-48
鹿児島市教育委員会（長野陽介）編1999年3月 『不動寺遺跡 付載 一之宮遺跡Ｄ地点　中尾遺跡　石郷遺跡Ａ地点』　鹿児島市埋
蔵文化財発掘調査報告書25　鹿児島市教育委員会

（46）-49 市来町教育委員会（西久保俊彦）編2000年3月『ムシナ遺跡』　市来町埋蔵文化財発掘調査報告書第8集　市来町教育委員会

（46）-50 金峰町教育委員会編2000年3月『小薗遺跡』　金峰町埋蔵文化財発掘調査報告書11　金峰町教育委員会

（46）-51
大隅町教育委員会（清水周作）編2000年3月『尾ノ迫遺跡、吹切段遺跡、松ケ迫田遺跡、長迫遺跡、菅牟田遺跡、井手山遺跡』　大隅
町埋蔵文化財発掘調査報告書第21集　大隅町教育委員会

（46）-52 末吉町教育委員会（勝目興郎）編 2001年3月 『塚ノ段遺跡』　末吉町埋蔵文化財発掘調査報告書22　末吉町教育委員会

（46）-53 志布志町教育委員会（小林美義）編2001年3月『宮脇遺跡』　志布志町埋蔵文化財発掘調査報告書（28）　志布志町教育委員会

（46）-54
鹿児島県立埋蔵文化財センター （寺原徹）編2002年3月『姶良郡姶良町　小倉畑遺跡』　　鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調
査報告書34　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-55
鹿児島県立埋蔵文化財センター （前迫亮一）編2002年3月『姶良郡加治木町　高井田遺跡』　鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘
調査報告書35　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-56
鹿児島県立埋蔵文化財センター （井ノ上秀文ほか）編2002年3月『九日田遺跡、前原和田遺跡、供養ノ元遺跡』　鹿児島県立埋蔵
文化財センター発掘調査報告書36　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-57
鹿児島県立埋蔵文化財センター （川口雅之 ・ 徳田有希乃）編2002年3月『鍛冶屋馬場遺跡』　鹿児島県立埋蔵文化財センター発
掘調査報告書39　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-58 大隅町教育委員会（清水周作）編2002年3月『久保崎4遺跡　その2』　大隅町埋蔵文化財発掘調査報告書25　大隅町教育委員会

（46）-59
大隅町教育委員会（清水周作）編2002年3月『萩原遺跡 ・ 出ヶ久保遺跡』　大隅町埋蔵文化財発掘調査報告書26　大隅町教育委
員会

（46）-60 財部町教育委員会（梅木康）編2002年3月『田平下遺跡』　財部町埋蔵文化財発掘調査報告書（6）　財部町教育委員会

（46）-61
鹿児島県立埋蔵文化財センター（元田順子）編2003年3月『日置郡市来町　市ノ原遺跡 第1地点』　鹿児島県立埋蔵文化財センター
発掘調査報告書49　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-62
鹿児島県立埋蔵文化財センター （牛ノ濱修）編2003年3月『日置郡東市来町　犬ヶ原遺跡』　鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘
調査報告書50　鹿児島県立埋蔵文化財センタ

（46）-63
鹿児島県立埋蔵文化財センター（宗岡克英）編2003年3月『姶良郡姶良町　森遺跡、白金原遺跡』　鹿児島県立埋蔵文化財センター
発掘調査報告書55　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-64 大隅町教育委員会（清水周作）編2003年3月『萩原遺跡』　大隅町埋蔵文化財発掘調査報告書31　大隅町教育委員会

（46）-65 大隅町教育委員会（清水周作）編2003年3月『久保崎4遺跡』　大隅町埋蔵文化財発掘調査報告書32　大隅町教育委員会

（46）-66
名瀬市教育委員会（高梨修）編2003年3月『奄美大島名瀬市　小湊フワガネク遺跡群遺跡範囲確認発掘調査報告書』　名瀬市文化
財叢書（4）　名瀬市教育委員会

（46）-67 金峰町教育委員会（宮下貴浩 ・ 北村勇人）編2004年3月『筆付遺跡』 　金峰町埋蔵文化財発掘調査報告書17　金峰町教育委員会

（46）-68
鹿児島県立埋蔵文化財センター （立神次郎 ・ 前迫亮一）編2004年3月『東免遺跡（姶良郡隼人町）　曲迫遺跡（姶良郡溝辺町）　山
神遺跡（姶良郡溝辺町）』　鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書64　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-69
鹿児島県立埋蔵文化財センター （山崎克之 ・ 松田朝由）編2004年3月『九養岡遺跡　踊場遺跡　高篠遺跡』　鹿児島県立埋蔵文化
財センター発掘調査報告書71　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-70
鹿児島県立埋蔵文化財センター （野邉盛雄）編2004年3月『鹿屋市根木原町　中野西遺跡 ・ 松山田西遺跡（根木原遺跡Ａ地点）』　
鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書76　鹿児島県立埋蔵文化財センター
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（46）-71
大隅町教育委員会（清水周作 ・ 加塩英樹）編2004年3月『西之園遺跡2』　大隅町埋蔵文化財発掘調査報告書33　大隅町教育委員
会

（46）-72
大隅町教育委員会（清水周作 ・ 加塩英樹）編2004年3月『広津田城跡1』　大隅町埋蔵文化財発掘調査報告書34　大隅町教育委員
会

（46）-73 大隅町教育委員会（清水周作 ・ 加塩英樹）編2004年3月『前畑遺跡1』大隅町埋蔵文化財発掘調査報告書35　大隅町教育委員会

（46）-74
田中史生「7〜11世紀の奄美 ・ 沖縄諸島と国際社会―交流が生み出す地域―」 『関東学院大学経済学部総合学術論叢　自然 ・
人間 ・ 社会』 38　関東学院大学経済学部教養学会　2005年1月

（46）-75
鹿児島県立埋蔵文化財センター （東和幸ほか）編2005年3月『鹿児島県出水市　大坪遺跡』　鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘
調査報告書79　　鹿児島県立埋蔵文化財センター （全2冊、上巻、下巻）

（46）-76
鹿児島県立埋蔵文化財センター （宮田栄二 ・ 平木場秀男）編2005年3月『川内市　大島遺跡』　鹿児島県立埋蔵文化財センター発
掘調査報告書80　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-77
鹿児島県立埋蔵文化財センター（川口雅之・山元真美子）編2005年3月『薩摩川内市　京田遺跡』　鹿児島県立埋蔵文化財センター
発掘調査報告書81　　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-78 輝北町教育委員会（前田和信）編2005年3月『新田遺跡　吉元遺跡』 　輝北町埋蔵文化財発掘調査報告書2　輝北町教育委員会

（46）-79
有明町教育委員会（出口順一郎 ・ 東徹志）編2005年3月『仕明 （しあけ） 遺跡』　有明町埋蔵文化財発掘調査報告書7　鹿児島県
曽於郡有明町教育委員会

（46）-80
大隅町教育委員会（清水周作）編2005年3月『中迫2遺跡　前畑遺跡2　久保崎3遺跡2　元屋敷遺跡』　大隅町埋蔵文化財発掘調査
報告書39　大隅町教育委員会

（46）-81 大隅町教育委員会（清水周作）編2005年3月『広津田城跡2』　大隅町埋蔵文化財発掘調査報告書41 ー 44　大隅町教育委員会

（46）-82
鹿児島県立埋蔵文化財センター （松尾勉 ・ 野間口勇）編2005年3月『財部城ヶ尾遺跡』　鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査
報告書90　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-83
瀬戸内町教育委員会（鼎丈太郎）編2005年3月『瀬戸内町遺跡詳細分布調査報告書』　瀬戸内町文化財調査報告書第1集　瀬戸内
町教育委員会

（46）-84 名瀬市教育委員会（高梨修）編2005年3月『奄美大島名瀬市　小湊フワガネク遺跡群1』　名瀬市文化財叢書7　名瀬市教育委員会

（46）-85
池田榮史「兼久式土器に伴出する外来土器の系譜と年代」 （名瀬市教育委員会（高梨修）編2005年3月『奄美大島名瀬市　小湊フ
ワガネク遺跡群1』　名瀬市文化財叢書7　名瀬市教育委員会）

（46）-86 曽於市教育委員会（清水周作）編2005年12月『笠木遺跡』　曽於市埋蔵文化財発掘調査報告書1　鹿児島県曽於市教育委員会

（46）-87 野田町教育委員会（橋元邦和）編2006年3月『大畠遺跡』  野田町埋蔵文化財報告書1 　野田町教育委員会

（46）-88
喜界島町教育委員会（澄田直敏 ・ 野﨑拓司） 2006年3月『城久遺跡群　山田中西遺跡1』　喜界島埋蔵文化財発掘調査報告書8　
喜界島町教育委員会

（46）-89 笠利町教育委員会（中山清美）編2006年3月『マツノト遺跡』　笠利町文化財報告書（28）　笠利町教育委員会

（46）-90
鹿児島県立埋蔵文化財センター （宗岡克英 ・ 國師洋之）編2007年3月『山ノ田遺跡Ｂ地点、蕨野Ｂ遺跡、松ヶ尾遺跡、谷ヶ遺跡』　鹿
児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書109　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-91
南さつま市教育委員会（宮下貴浩ほか）編2008年3月『上床城跡』　南さつま市埋蔵文化財発掘調査報告書5　南さつま市教育委員
会

（46）-92
曽於市教育委員会（清水周作・杉山真二）編2008年3月『片蓋下遺跡』　曽於市埋蔵文化財発掘調査報告書6　曽於市教育委員会・
曽於市埋蔵文化財センター

（46）-93
鹿児島県立埋蔵文化財センター （彌榮久志 ・ 福永修一）編2008年3月『唐尾遺跡　　高古塚遺跡　　菅牟田遺跡　　中之迫遺跡』　
鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書127　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-94 池畑耕一「喜界島の古代 ・ 中世遺跡」 『古代中世の境界領域　キカイガシマの世界』　高志書院　2008年3月
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（46）-95 野﨑拓司 ・ 澄田直敏「喜界島城久遺跡群」 『古代中世の境界領域　キカイジマの世界』　高志書院　2008年3月

（46）-96
喜界島町教育委員会（澄田直敏 ・ 野﨑拓司）編2008年3月『城久遺跡群　山田中西遺跡2』　喜界島埋蔵文化財発掘調査報告書9　
喜界島町教育委員会

（46）-97
鹿児島県立埋蔵文化財センター （遠矢勝幸 ・ 永功治）編2008年3月『関山西遺跡（曽於市末吉町）』　鹿児島県立埋蔵文化財セン
ター発掘調査報告書126　　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-98
鹿児島県教育委員会（横手浩二郎 ・ 川口雅之）編2009年3月『小中原遺跡、市薗遺跡』　鹿児島県埋蔵文化財発掘調査報告書142　
鹿児島県教育委員会

（46）-99
鹿児島県立埋蔵文化財センター （彌榮久志 ・ 宮田栄二 ・ 髙岡和也 ・ 新保朋久 ・ 國師洋之 ・ 田畑哲治 ・ 木内敏生） 2009年3月『建
山遺跡　西原段1遺跡　野鹿倉遺跡』　鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書139　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-100
曽於市教育委員会編2009年3月『チサノ木遺跡　 県営半島基幹農道整備事業橋野地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』  曽於
市教育委員会（全2冊　 チサノ木遺跡、 チサノ木遺跡2 （写真図版） ）

（46）-101
山中章「光仁 ・ 桓武王権の国境政策に関する一考察」 『国立歴史民俗博物館研究報告』第152集　国立歴史民俗博物館　2009年
3月

（46）-102
喜界島町教育委員会（澄田直敏 ・ 野﨑拓司 ・ 後藤法宣） 2009年3月『城久遺跡群　山田半田遺跡（山田半田A遺跡 ・ 山田半田B
遺跡）』　喜界島埋蔵文化財発掘調査報告書10　喜界島町教育委員会

（46）-103
鹿児島県立埋蔵文化財センター （平木場秀男 ・ 楸田岳志 ・ 大久保浩二 ・ 藤島伸一郎）編2010年3月『狩俣遺跡　建山遺跡　西原
段1遺跡』　鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書152　鹿児島県立埋蔵文化財センタ

（46）-104
鹿児島県立埋蔵文化財センター （冨田逸郎 ・ 関明恵 ・ 平美典 ・ 福薗美由紀 ・ 拔水茂樹 ・ 市村哲二）編2010年3月『いちき串木
野市　栫城跡』　鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書155　鹿児島県立埋蔵文化財センター （全3冊、第一分冊、第二分
冊、第三分冊）

（46）-105
橋本達也 「古墳築造南限域の前方後円墳－鹿児島県神領10 号墳の発掘調査とその意義」 『考古学雑誌』第94 巻第3号　日本考
古学会　2010年3月

（46）-106 天城町教育委員会（具志堅亮）編2010年3月『中里遺跡』　天城町埋蔵文化財発掘調査報告書（4）　天城町教育委員会

（46）-107 澄田直敏「喜界島城久遺跡群の発掘調査」 『古代末期 ・ 日本の境界　城久遺跡群と石江遺跡群』　森話社　2010年5月

（46）-108 野﨑拓司 ・ 澄田直敏「城久遺跡群の発掘調査」 『日本考古学』第29号　日本考古学協会　2010年10月

（46）-109 薩摩川内市教育委員会編2011年3月『司野下遺跡』　薩摩川内市埋蔵文化財発掘調査報告書第8集　 薩摩川内市教育委員会

（46）-110 姶良市教育委員会（深野信之）編2011年3月『柳ガ迫遺跡』　姶良市埋蔵文化財発掘調査報告書第1集　姶良市教育委員会

（46）-111
喜界島町教育委員会（野﨑拓司 ・ 澄田直敏 ・ 宮城良真）編2011年3月『城久遺跡群　前畑遺跡 ・ 小ハネ遺跡』　喜界島埋蔵文化
財発掘調査報告書11　喜界島町教育委員会

（46）-112
鹿児島県立埋蔵文化財センター （上床真 ・ 吉元輝幸）編2012年1月『霧島市溝辺町　北麓原Ｄ遺跡』　鹿児島県立埋蔵文化財セン
ター発掘調査報告書168　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-113
鹿児島県立埋蔵文化財センター （東和幸ほか）編2012年3月『志布志市志布志町　稲荷迫遺跡』　鹿児島県立埋蔵文化財センター
発掘調査報告書169　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-114
鹿児島県立埋蔵文化財センター （森幸一郎 ・ 花田寛典） 2012年3月『出水市　外畠遺跡』　鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘
調査報告書第175集　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-115
志布志市教育委員会（相美伊久雄 ・ 坂元祐樹）編2012年3月『安良遺跡』　志布志市埋蔵文化財発掘調査報告書7　志布志市教育
委員会

（46）-116 奄美市教育委員会2012年3月「国指定史跡小湊フワガネク遺跡解説資料』　奄美市教育委員会

（46）-117
「中津野（上山野）遺跡」 （南さつま市教育委員会（福永裕暁 ・ 茶薗幸住 ・ 下大田好江）編2012年3月『鹿児島県南さつま市　市内
遺跡1』 　南さつま市埋蔵文化財発掘調査報告書9　南さつま市教育委員会

（46）-118
姶良市教育委員会（深野信之）編2012年3月『城ヶ崎遺跡 ・ 外園遺跡』　姶良市埋蔵文化財発掘調査報告書第3集　 姶良市教育委
員会
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（46）-119
鹿児島県立埋蔵文化財センター （吉元輝幸 ・ 有馬孝一）編2013年2月『川上城跡（鹿児島市川上町）』　鹿児島県立埋蔵文化財セ
ンター発掘調査報告書176　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-120
喜界島町教育委員会（野﨑拓司 ・ 松原信之 ・ 澄田直敏） 2013年3月『城久遺跡群　大ウフ遺跡　半田遺跡』　喜界島埋蔵文化財
発掘調査報告書12　喜界島町教育委員会

（46）-121
喜界島町教育委員会（野﨑拓司 ・ 松原信之 ・ 澄田直敏）編2013年3月『城久遺跡群　半田口遺跡』　喜界島埋蔵文化財発掘調査
報告書13　喜界島町教育委員会

（46）-122 霧島市教育委員会編2014年3月『気色の杜遺跡（大隅国府跡） 2』　霧島市埋蔵文化財発掘調査報告書21　霧島市教育委員会

（46）-123 笠利町教育委員会（中山清美）編2014年3月『マツノト遺跡』　笠利町文化財報告書（28）　笠利町教育委員会

（46）-124
鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター （田中時太郎 ・ 北園和代）編2014年3月『出水市野田町　中郡遺跡群』　公益財
団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書第1集　鹿児島県教育委員会 ・ 公益財団法人鹿児島県
文化振興財団埋蔵文化財調査センター

（46）-125
鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター （松下建生）編2015年2月『天神段遺跡1 （曽於郡大崎町）　弥生時代〜近世編』　
公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書第3集　鹿児島県教育委員会 ・ 公益財団法人鹿
児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター

（46）-126 宮下貴浩「山野原遺跡」 『先史 ・ 古代の鹿児島』　鹿児島県上野原縄文の森（鹿児島県立埋蔵文化財センター）HP　2015年現在

（46）-127 牛ノ濵修「小中原遺跡」 『先史 ・ 古代の鹿児島』　鹿児島県上野原縄文の森（鹿児島県立埋蔵文化財センター）HP　2015年現在

（46）-128
東和幸「第3章伊佐 ・ 姶良地方　第1節先史 ・ 古代の伊佐 ・ 姶良地方」 『先史 ・ 古代の鹿児島』　鹿児島県上野原縄文の森（鹿児
島県立埋蔵文化財センター）HP　2015年現在

（46）-129
八木澤一郎「365　中尾立遺跡」 『先史 ・ 古代の鹿児島』　鹿児島県上野原縄文の森（鹿児島県立埋蔵文化財センター） HP　2015
年現在

（46）-130
鹿児島県立埋蔵文化財センター （光永誠 ・ 本髙謙治）編2015年3月『合戦田陣跡（肝属郡肝付町）』　鹿児島県立埋蔵文化財セン
ター発掘調査報告書185　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-131
喜界島町教育委員会（松原信之 ・ 野﨑拓司 ・ 澄田直敏 ・ 早田晴樹）編2015年3月『城久遺跡群　総括報告書』　喜界島埋蔵文化
財発掘調査報告書14　喜界島町教育委員会

（46）-132 橋本達也編2016年2月『大隅大崎神領10号墳の研究1』　鹿児島大学総合研究博物館研究報告Ｎｏ.8　鹿児島大学総合研究博物館

（46）-133
鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター （中村耕治）編2016年3月『町田堀遺跡』　公益財団法人鹿児島県文化振興財団
埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書第7集　鹿児島県教育委員会 ・ 公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査
センター （全3冊、第1分冊、第2分冊、第3分冊）

（46）-134
鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター （湯場﨑辰巳）編2016年3月『永吉天神段遺跡第1地点（曽於郡大崎町）』　公益
財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書第8集　鹿児島県教育委員会 ・ 公益財団法人鹿児島
県文化振興財団埋蔵文化財調査センター

（46）-135 鹿児島市教育委員会（長野陽介）編2016年3月 『不動寺遺跡』　鹿児島市埋蔵文化財発掘調査報告書76　鹿児島市教育委員会

（46）-136
上床真「鹿児島県出土の古代の焼塩土器等に関する覚え書き」 『縄文の森から』 第9号　鹿児島県立埋蔵文化財センター　2016年
12月

（46）-137
瀬戸内町教育委員会（與友紀也）編2017年3月『瀬戸内町内の遺跡1－貝塚時代〜近世　分布調査編－』　瀬戸内町文化財調査報
告書第5集　瀬戸内町教育委員会

（46）-138
喜界町教育委員会（松原信之 ・ 野﨑拓司 ・ 安武憲史）編2018年1月『崩リ遺跡』　喜界町埋蔵文化財発掘調査報告書（16）　喜界
町教育委員会（全2冊、第1分冊＜縄文遺構編＞、第2分冊＜中世遺構 ・ 図版編＞）

（46）-139
鹿児島県立埋蔵文化財センター （藤島伸一郎 ・ 福薗慶明）編2019年3月『本御内遺跡5 （霧島市国分）』　鹿児島県立埋蔵文化財
センター発掘調査報告書199　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-140
鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター （田中時太郎 ・ 北園和代）編2019年12月『鹿屋市串良町　小牧遺跡1　古代〜近
世以降編』　公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書第29集　鹿児島県教育委員会 ・ 公益
財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター
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（46）-141
鹿児島県立埋蔵文化財センター （鮫島えりな・湯場﨑辰巳・大保秀樹）編2020年3月『南さつま市金峰町　中津野遺跡　台地部編』　
鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書202　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-142
鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター （上床真 ・ 小田裕人）編2020年3月『志布志市志布志町　安良遺跡』　公益財団
法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書第34集　鹿児島県教育委員会 ・ 公益財団法人鹿児島県文
化振興財団埋蔵文化財調査センター

（46）-143
鹿児島県立埋蔵文化財センター （隈元俊一 ・ 宮﨑大和）編2021年３月『原村遺跡（曽於市末吉町）』　鹿児島県立埋蔵文化財セン
ター発掘調査報告書208　鹿児島県立埋蔵文化財センター

（46）-144

鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター（岩永勇亮）編2021年3月『鹿屋市串良町　川久保遺跡４　Ａ地点　縄文時代早期・
前期 ・ 古代 ・ 中世編』　公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書第38集　鹿児島県教育委
員会 ・ 公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター （全3冊、第1分冊 ・ 縄文時代早期編、第2分冊 ・ 縄文時代
前期 ・ 古代 ・ 中世編、第3分冊 ・ 図版編）

725724



日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（46）　鹿児島県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

46001 不動寺遺跡
鹿児島県鹿児島市上福元
町不動寺前田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9〜10世紀 （46）-48、（46）-135

46002 川上城跡
鹿児島県鹿児島市川上町
字加栗山

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-119

46003 吉元遺跡
鹿児島県鹿屋市輝北町下
百引字吉元

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-78

46004 鳥居ヶ段遺跡
鹿児島県鹿屋市輝北町平
房字鳥居ヶ段

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目、甕形？）

古代 （46）-47

46005 宮ノ脇遺跡
鹿児島県鹿屋市花岡町字
宮ノ脇

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-18、（46）-36

46006 榎崎A遺跡
鹿児島県鹿屋市郷之原町
榎崎

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

10世紀前半 （46）-31

46007 中野西遺跡 鹿児島県鹿屋市根木原町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-70

46008 松山田西遺跡 鹿児島県鹿屋市根木原町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-70

46009 町田堀遺跡
鹿児島県鹿屋市串良町細
山田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-133

46010 小牧遺跡
鹿児島県鹿屋市串良町細
山田

製塩土器（堅塩 ・ 布目） 古代 （46）-140

46011 川久保遺跡
鹿児島県鹿屋市串良町細
山田

製塩土器（堅塩 ・ 布目） 古代 （46）-144

46012 辻堂（山下）遺跡
鹿児島県阿久根市波留字
辻堂

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-33、（46）-36

46013 老神遺跡
鹿児島県出水市武本字老
神

製塩土器（堅塩布目） 8世紀中〜9世紀前半 （46）-38

46014 外畠遺跡
鹿児島県出水市荘上字外
畠

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （46）-114

46015 大畠遺跡
鹿児島県出水市野田町下
名字大畠

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-87

46016 中郡遺跡群
鹿児島県出水市野田町下
名

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-124

46017 尾崎B遺跡
鹿児島県出水市文化町字
横尾

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀 （46）-41

46018 荘貝塚 鹿児島県出水市荘下
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-3、（46）-36

46019 大坪遺跡
鹿児島県出水市美原町字
大坪 ・ 見入来 ・ 榎木田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

10〜11世紀 （46）-75

46020 薩摩国分寺跡
鹿児島県薩摩川内市国分
寺町

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-36

46021 西ノ平遺跡
鹿児島県薩摩川内市中福
良町西ノ平

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9〜10世紀 （46）-10、（46）-17

46022 成岡遺跡
鹿児島県薩摩川内市中福
良町字成岡

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀 （46）-10、（46）-17

46023 大島遺跡
鹿児島県薩摩川内市東大
小路町大島

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀 （46）-76

46024 鍛冶屋馬場遺跡
鹿児島県薩摩川内市平佐
町字鍛冶屋馬場

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

10世紀中 （46）-57

46025 京田遺跡
鹿児島県薩摩川内市中郷
町字京田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9〜10世紀 （46）-77

46026 麦之浦貝塚
鹿児島県薩摩川内市陽成
町字後迫

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-22
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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

46027 司野下遺跡
鹿児島県薩摩川内市東郷
町斧渕字司野下

製塩土器（堅塩） 古代 （46）-109

46028 犬ヶ原遺跡
鹿児島県日置市東市来町
伊作田字犬ヶ原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

10世紀前半 （46）-62

46029 辻堂原遺跡
鹿児島県日置市吹上町下
田尻辻堂原

製塩土器（天草式？） 古墳時代後期 （46）-1、（46）-36

46030 下曽原遺跡
鹿児島県曽於市大隅町坂
元字下曽原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-11、（46）-36

46031 広津田城跡
鹿児島県曽於市大隅町月
野字広津田

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形布
目 ・ 円錐形布目）

平安時代 （46）-72、（46）-81

46032 久保崎4遺跡
鹿児島県曽於市大隅町月
野久保崎

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （46）-58、（46）-65

46033 中迫2遺跡
鹿児島県曽於市大隅町岩
川字中迫

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （46）-80

46034 西之園遺跡
鹿児島県曽於市大隅町岩
川

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （46）-71

46035 狩俣遺跡
鹿児島県曽於市大隅町岩
川

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形布
目）

8世紀中〜9世紀 （46）-103

46036 高古塚遺跡
鹿児島県曽於市大隅町岩
川

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形布
目）

古代 （46）-93

46037 建山遺跡
鹿児島県曽於市大隅町岩
川字屋敷段

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-99

46038 上中段遺跡
鹿児島県曽於市大隅町岩
川字小豆穴 ・ 段 ・ 赤称迫

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-11

46039 前畑遺跡
鹿児島県曽於市大隅町中
之内

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （46）-73

46040 笠木遺跡
鹿児島県曽於市大隅町中
之内字笠木

製塩土器（堅塩 ・ 布目） 古代 （46）-86

46041 萩原遺跡
鹿児島県曽於市大隅町中
之内川床

製塩土器（堅塩 ・ 布目）
8世紀後半〜9世紀前
半

（46）-59、（46）-64

46042 西原段1遺跡
鹿児島県曽於市大隅町中
之内字鳶ノ尾

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形布
目）

9世紀 （46）-99

46043 西原段2遺跡
鹿児島県曽於市大隅町中
之内折田梶ヶ野

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （46）-44、（46）-51

46044 吹切段遺跡
鹿児島県曽於市大隅町中
之内字桂岩川菅牟田

製塩土器（堅塩 ・ 布目）
8世紀後半〜9世紀初
頭

（46）-51

46045 東原遺跡
鹿児島県曽於市大隅町中
之内東原 ・ 折田梶ヶ野

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-51

46046 元屋敷遺跡 鹿児島県曽於市大隅町
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-51

46047 唐尾遺跡
鹿児島県曽於市末吉町諏
訪方字唐尾

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形布
目）

古代 （46）-93

46048 関山西遺跡
鹿児島県曽於市末吉町諏
訪方字関山西

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-97

46049 上ノ原遺跡
鹿児島県曽於市末吉町諏
訪方字上ノ原

製塩土器（堅塩 ・ 布目） 古代 （46）-45

46050 塚ノ段遺跡
鹿児島県曽於市末吉町諏
訪方字塚ノ段

製塩土器（堅塩 ・ 布目） 古代 （46）-52

46051 上中段遺跡
鹿児島県曽於市末吉町深
川字上中段

製塩土器（堅塩 ・ 布目） 奈良時代 （46）-19

46052 上中段遺跡
鹿児島県曽於市末吉町深
川上中段

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代 （46）-36

46053 楠木岡遺跡
鹿児島県曽於市末吉町深
川字楠木岡

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-20

46054 井手ノ上遺跡
鹿児島県曽於市末吉町深
川字柿木

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-26、（46）-36
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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

46055 チサノ木遺跡
鹿児島県曽於市末吉町南
之郷字橋野

製塩土器（堅塩） 古代 （46）-100

46056 原村遺跡
鹿児島県曽於市末吉町南
之郷

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-143

46057 片蓋下遺跡
鹿児島県曽於市財部町片
蓋地区

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形布
目）

8世紀後半〜9世紀前
半

（46）-92

46058 高篠遺跡
鹿児島県曽於市財部町南
俣字高篠

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀 （46）-69

46059 踊場遺跡
鹿児島県曽於市財部町南
俣字踊場

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀
前半

（46）-69

46060 財部城ヶ尾遺跡
鹿児島県曽於市財部町南
俣字長十塚

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀中 ・ 後半 （46）-82

46061 長十塚遺跡
鹿児島県曽於市財部町南
俣字長十塚

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-21

46062 九日田遺跡
鹿児島県曽於市財部町南
俣

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀末 ・ 10世紀初
頭

（46）-56

46063 野方遺跡
鹿児島県曽於市財部町南
俣字野方

製塩土器（堅塩 ・ 布目） 古代 （46）-36

46064 高塚Ｂ遺跡
鹿児島県曽於市財部町下
財部字高塚

製塩土器（堅塩 ・ 布目） 古代 （46）-36

46065 田平下遺跡
鹿児島県曽於市財部町下
財部字田平下

製塩土器（堅塩 ・ 布目） 古代 （46）-60

46066 本御内遺跡
鹿児島県霧島市国分中央2
丁目

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-139

46067 中尾立遺跡
鹿児島県霧島市福山町福
沢字中尾立

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9〜10世紀
（46）-37、（46）-128、
（46）-129

46068 藤兵衛坂段遺跡
鹿児島県霧島市福山町福
沢字藤兵衛坂段

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-32、（46）-43

46069 曲迫遺跡
鹿児島県霧島市溝辺町麓
字曲迫

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-68

46070 北麓原Ｄ遺跡
鹿児島県霧島市溝辺町麓
字横大道

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀中 （46）-112

46071 栫城跡
鹿児島県いちき串木野市上
名字門前

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-104

46072 ムシナ遺跡
鹿児島県いちき串木野市大
里

製塩土器（甕形） 平安時代 （46）-49

46073 市ノ原遺跡
鹿児島県いちき串木野市大
里上ノ原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代後半 （46）-61

46074 中津野（上山野）遺跡
鹿児島県南さつま市金峰町
中津野

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-117、（46）-141

46075 山野原遺跡
鹿児島県南さつま市金峰町
尾下字山野原

製塩土器（堅塩 ・ 円筒形布
目 ・ 円錐形布目）

9世紀前半 （46）-39、（46）-126

46076 筆付遺跡
鹿児島県南さつま市金峰町
尾下字筆付

製塩土器（堅塩） 平安時代 （46）-67

46077 松木薗遺跡
鹿児島県南さつま市金峰町
尾下字松木薗ほか

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-36

46078 小薗遺跡
鹿児島県南さつま市金峰町
浦之名字小園

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-50

46079 上床城跡
鹿児島県南さつま市金峰町
浦之名字外越

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-91

46080 小中原遺跡
鹿児島県南さつま市金峰町
新山小中原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

平安時代
（46）-30、（46）-36、
（46）-98、（46）-127

46081 上加世田遺跡
鹿児島県南さつま市川畑字
上加世田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-13、（46）-16

46082 井出間遺跡
鹿児島県志布志市松山町
新橋井手間

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-25、（46）-36
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46083 砂田Ｃ遺跡
鹿児島県志布志市松山町
新橋砂田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-36

46084 鎌石橋遺跡
鹿児島県志布志市志布志
町帖鎌石橋

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-36

46085 鎌石遺跡
鹿児島県志布志市志布志
町帖字鎌石

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9〜10世紀 （46）-28

46086 野久尾遺跡
鹿児島県志布志市志布志
町帖字野首

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-36

46087 稲荷迫遺跡
鹿児島県志布志市志布志
町安楽字稲荷迫

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-113

46088 宮脇遺跡
鹿児島県志布志市志布志
町安楽宮脇

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-53

46089 安良遺跡
鹿児島県志布志市志布志
町安楽字勢園

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-115、（46）-142

46090 仕明遺跡
鹿児島県志布志市有明町
蓬原字仕明

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-79

46091 松ヶ尾遺跡
鹿児島県志布志市有明町
伊崎田字松ヶ尾

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-90

46092 宇宿遺跡
鹿児島県奄美市笠利町宇
宿（奄美大島）

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-5、（46）-36

46093 下山田3遺跡
鹿児島県奄美市笠利町万
屋字下山田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-24、（46）-36

46094 長浜金久第1遺跡
鹿児島県奄美市笠利町和
野長浜金久

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-12、（46）-14

46095 マツノト遺跡
鹿児島県奄美市笠利町土
盛字マツノト

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-89、（46）-123

46096 中金久遺跡
鹿児島県奄美市名瀬小湊
字中金久

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-9、（46）-23、（46）-36

46097 小湊フワガネク遺跡
鹿児島県奄美市名瀬小湊
字中金久

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代
（46）-66、（46）-84、
（46）-85、（46）-116

46098 萩原遺跡
鹿児島県姶良市平松字萩
原

製塩土器（天草式？） 古墳時代 （46）-2、（46）-4、（46）-36

46099 森遺跡
鹿児島県姶良市西餅田字
森

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-63

46100 小倉畑遺跡
鹿児島県姶良市西餅田字
小倉畑

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀 （46）-54

46101 城ヶ崎遺跡 鹿児島県姶良市船津
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-36

46102 柳ガ迫遺跡
鹿児島県姶良市船津字柳
ガ迫

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-110

46103 外園遺跡
鹿児島県姶良市船津字外
園

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-118

46104 高井田遺跡
鹿児島県姶良市加治木町
木田字高井田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀
初頭

（46）-55

46105 竹牟礼遺跡
鹿児島県姶良市蒲生町漆
字竹牟礼

製塩土器（堅塩） 古代 （46）-40

46106 明神古墳群3号古墳
鹿児島県出水郡長島町蔵
之元明神

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-7

46107 天神段遺跡
鹿児島県曽於郡大崎町野
方字天神段

製塩土器（堅塩 ・ 深鉢形布
目 ・ 円錐形布目）

9〜10世紀前半 （46）-125、（46）-134

46108 神領10号古墳
鹿児島県曽於郡大崎町横
瀬

製塩土器（丸底 ・ コップ形タ
タキ）

古墳時代中期
（46）-105、（46）-132、
（46）-134

46109 大戸原（花牟礼）遺跡
鹿児島県肝属郡肝付町花
牟礼字大戸原

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-8、（46）-36

46110 合戦田陣跡
鹿児島県肝属郡肝付町前
田

製塩土器（堅塩 ・ 布目） 古代 （46）-130
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46111 上松原汐入遺跡
鹿児島県熊毛郡南種子島
町茎永字上松原汐入

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-34

46112 部連遺跡
鹿児島県大島郡宇検村部
連（奄美大島）

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-27、（46）-36

46113 嘉徳集落遺跡
鹿児島県大島郡瀬戸内町
嘉徳

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀
（46）-27、（46）-36、
（46）-137

46114 節子集落遺跡
鹿児島県大島郡瀬戸内町
節子

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀 （46）-27、（46）-137

46115 勝浦遺跡
鹿児島県大島郡瀬戸内町
勝浦

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代
（46）-27、（46）-36、
（46）-137

46116 嘉鉄カイツ遺跡
鹿児島県大島郡瀬戸内町
皆津

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀 （46）-27、（46）-137

46117 皆津貝塚
鹿児島県大島郡瀬戸内町
皆津

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-9、（46）-36

46118 久慈集落遺跡
鹿児島県大島郡瀬戸内町
久慈

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-83、（46）-137

46119 管鈍遺跡
鹿児島県大島郡瀬戸内町
管鈍

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代
（46）-36、（46）-83、
（46）-137

46120 阿多地イバタ遺跡
鹿児島県大島郡瀬戸内町
阿多地

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀 （46）-137

46121 須子茂集落遺跡
鹿児島県大島郡瀬戸内町
阿多地

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-137

46122 於斎集落遺跡
鹿児島県大島郡瀬戸内町
鎮西於斎

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀 （46）-137

46123 渡連アンキャバ遺跡
鹿児島県大島郡瀬戸内町
鎮西安脚場

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀 （46）-137

46124 諸鈍カネク遺跡
鹿児島県大島郡瀬戸内町
鎮西諸鈍

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀 （46）-137

46125 池地アガンマ遺跡
鹿児島県大島郡瀬戸内町
鎮西池地

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀 （46）-137

46126 池地オーコーバリ遺跡
鹿児島県大島郡瀬戸内町
鎮西池地

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀 （46）-137

46127 与路集落遺跡
鹿児島県大島郡瀬戸内町
鎮西与路

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9世紀後半〜10世紀 （46）-137

46128 手広遺跡
鹿児島県大島郡龍郷町赤
尾木字牧（奄美大島）

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-9、（46）-23、（46）-36

46129 アオン浜遺跡
鹿児島県大島郡龍郷町戸
口字アオン（奄美大島）

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代
（46）-9、（46）-23、（46）-29、
（46）-36

46130 城久遺跡群
鹿児島県大島郡喜界町（喜
界島）

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9〜12世紀
（46）-88、（46）-95、
（46）-101、（46）-107、
（46）-108、（46）-131

46131
城久遺跡群 ・ 山田中西
遺跡

鹿児島県大島郡喜界町山
田字山田中西

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9〜10世紀 （46）-96

46132
城久遺跡群 ・ 山田半田
遺跡

鹿児島県大島郡喜界町山
田字山田半田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9〜10世紀 （46）-102

46133
城久遺跡群 ・ 半田口遺
跡

鹿児島県大島郡喜界町城
久字半田口

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9〜10世紀 （46）-102、（46）-121

46134
城久遺跡群 ・ 小ハネ遺
跡

鹿児島県大島郡喜界町城
久字小ハネ

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9〜10世紀 （46）-111

46135 城久遺跡群 ・ 前畑遺跡
鹿児島県大島郡喜界町滝
川字前畑

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-111、（46）-131

46136 城久遺跡群 ・ 大ウフ遺跡
鹿児島県大島郡喜界町城
久字大ウフ

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-120、（46）-131

46137 城久遺跡群 ・ 半田遺跡
鹿児島県大島郡喜界町城
久字半田

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-120

46138 提り遺跡
鹿児島県大島郡喜界町塩
道提り

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

9〜12世紀？ （46）-42
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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

46139 巻畑B遺跡
鹿児島県大島郡喜界町小
野津

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-35

46140 崩リ遺跡
鹿児島県大島郡喜界町手
久津久字崩リ

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-138

46141 中里遺跡
鹿児島県大島郡天城町天
城 （徳之島）

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-106

46142 赤嶺原遺跡
鹿児島県大島郡知名町（沖
永良部島）

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-15

46143 城Ｂ遺跡
鹿児島県大島郡与論町城
（与論島）

製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （46）-6、（46）-36

731730



日本塩業史研究文献目録 （考古編）

（47）　沖縄県

（47）-1
嵩元政秀 ・ 友寄英一郎「フェンサ城 〔糸満町〕 貝塚調査概報」 『琉球大学法文学部紀要13号　 社会篇』　琉球大学法文学部　
1969年4月

（47）-2
三島格「大宰府と南島」 （岡崎敬先生退官記念事業会編1987年11月『岡崎敬先生退官記念論集　東アジアの考古と歴史　下』　同
朋社）

（47）-3 池畑耕一「鹿児島県 ・ 宮崎県 ・ 沖縄県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（47）-4
田中史生「7〜11世紀の奄美 ・ 沖縄諸島と国際社会－交流が生み出す地域－」 『関東学院大学経済学部総合学術論叢　自然 ・
人間 ・ 社会』 38　関東学院大学経済学部教養学会　2005年1月

（47）-5
新里貴之（埋蔵文化財調査室） 「奄美諸島地域における考古学覚書一近年の弥生時代〜中世初頭の研究を中心として－」 『奄美
ニューズレター 』 N0.18　鹿児島大学　2005年5月

（47）-6
沖縄国際大学江上研究室編2014年11月『屋我地島我部塩田遺跡の調査研究』沖縄県名護市我部塩田遺跡発掘調査報告　沖縄
国際大学江上研究室

（47）-7
沖縄県立埋蔵文化財センター （具志堅清大・南勇輔・大堀皓平・宮城淳一）編2018年3月『基地内文化財8 ー平成27・28年度キャ
ンプ瑞慶覧西普天間住宅地区　試掘 ・ 確認調査』　沖縄県立埋蔵文化財センター調査報告書第94集　沖縄県立埋蔵文化財セン
ター

（47）-8
真栄平房昭「塩の生産と民衆生活史の一面」 （琉球船と首里 ・ 那覇を描いた絵画史料研究会編2019年2月『琉球船と首里 ・ 那覇
を描いた絵画史料研究』　思文閣出版）

732



日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（47）　沖縄県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

47001 喜友名下原第二遺跡 沖縄県宜野湾市字喜友名
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （47）-7

47002 屋我地島我部塩田遺跡 沖縄県名護市我部 塩田 近代 （47）-6

47003 フェンサ城貝塚 沖縄県糸満市名城
製塩土器（堅塩 ・ 円錐形布
目）

古代 （47）-1、（47）-2、（47）-3

733732


