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はじめに

　本書は、当センターが平成26年度に実施した受託事業や自主事業などの概要をとり

まとめたものです。

　本書には、受託事業として発掘調査を実施した7遺跡の概要を掲載しています。昨年

度は調査遺跡数は少ないながら、数年間継続して調査を実施している広大な遺跡の発

掘を中心に事業を展開しました。今治道路の発掘調査では、新谷森ノ前遺跡2次におい

て古代の官衙関連遺構や弥生時代の竪穴建物群が発見されたほか、谷部から多彩な木

製品が出土しました。一方、伊予市から松前町にかけて所在する上三谷篠田・鶴吉遺

跡では、昨年度に引き続き集落の中心部を構成する多数の竪穴建物や掘立柱建物が発

見でき、調査を終了しました。

　また、本書では、当センターが自主事業として実施した考古資料特別展や発掘調査

に伴う現地説明会などの普及啓発事業の概要についてもまとめております。

　さらに、昨年度は3冊の発掘調査報告書を刊行し、古代から近世にかけての資料を提

供することができました。これらは遺跡が所在する地域の古代地域社会を知るうえで

欠かせない資料です。

　本書が地域における歴史や考古学研究の資料として活用され、県民の方々に埋蔵文

化財保護の重要性に対する理解と、地域の歴史への関心を深めていただくことに役立

つことができれば幸いと存じます。

　最後になりましたが、各事業の実施にあたり、御指導、御協力いただきました関係

諸機関ならびに関係者の皆様に厚くお礼を申し上げます。

� 平成27年7月

� 公益財団法人　愛媛県埋蔵文化財センター
� 理事長　　前園　實知雄
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例　　言
�1�本年報は、公益財団法人愛媛県埋蔵文化財センターが平成26（2014）年度に実施した業務の記録である。
�2�概要の記載は発掘調査を実施した遺跡単位とし、東予・中予・南予の順に掲載した。
�3�遺跡位置図は国土地理院発行25,000分の1地形図の一部を使用した。
�4�各遺跡の調査期間は現場作業開始から終了までとした。
�5�各事業・各遺跡の概要の執筆者名は文末に記している。
�6�概要中の本文・挿図において略記号を使用している場合、その内容は次の通りである。
�　SA：柵列　SB：掘立柱建物　SD：溝　SE：井戸　SI：竪穴建物　SK：土坑
�　SP：柱穴・小穴・ピット　SR：自然流路　ST：土坑（壙）墓　SU：集石遺構
�　SX：性格不明遺構　SM：古墳
�7�本年報の編集は、柴田圭子・藤本清志・松本美香が行った。
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Ⅰ　公益財団法人愛媛県埋蔵文化財センターの
　　　　　　　　　　　　組織および事業の概要
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Ⅰ− 1　組織の概要

１.設立目的
　「文化遺産は、県民が長い歴史の中においてはぐくみ育ててきた貴重な財産であり、この貴重な
財産を将来にわたって長く保存し、後世に守り伝えることは、歴史と風土に根ざした豊かな社会を
維持発展させるうえにきわめて重要である。特に、埋蔵文化財の保護は、我が県土開発の進展の中で、
今日ますます大きな問題になっている。
　当法人は埋蔵文化財の調査研究をおこなうとともに埋蔵文化財の保護思想のかん養と普及を図
り、地域文化の振興に寄与することを目的として設立する。」（センター設立趣意書より）

２.沿革
昭和52（1977）年� �5月24日� 設立発起人会議を開催
� �5月31日� 愛媛県教育委員会へ設立許可申請書を提出
� �6月��9日� 愛媛県教育委員会が設立許可
� � 事務局を松山市堀ノ内官有地（愛媛県立歴史民俗資料館内）に置く
� �6月20日� 松山地方法務局で設立登記
� �8月��8日� 第１回理事会を開催
　　　　　　　�12月��8日� 第１回評議員会を開催
昭和53（1978）年� �1月��1日� 調査員2名を採用し、発掘調査を開始
� �4月��1日� 伊予郡砥部町に整理事務所開設（借地）
昭和55（1980）年� �4月��1日� 県から教員を調査員として派遣
� �7月18日� 事務局を愛媛県庁第二別館へ移転
昭和57（1982）年� �8月��1日� 徽章を制定
平成元（1989）年� �4月��1日� 県から担当主任を派遣
平成２（1990）年���4月��1日� 事務局を県庁第一別館へ移転
平成３（1991）年���4月��1日� 東温市（旧温泉郡重信町）へ整理事務所を移転
平成８（1996）年���3月11日� 松山市衣山に整理事務所を開設
平成９（1997）年���4月��1日� 組織改正により総務課、調査課、調査第一係、調査第二係、調査第三
� � 係の2課3係を新設
平成12（2000）年� �4月��1日� 衣山整理事務所を閉鎖し、重信整理事務所に統合
� � 事務局を県庁第二別館に移転
平成14（2002）年� �4月��1日� 道後公園（湯築城跡）の管理運営を県から受託、組織改正により総務課

企画普及係を設置、事務局を県庁第一別館に移転
平成15（2003）年� �4月��1日� 事務局を愛媛県三番町ビルに移転
平成17（2005）年� �8月��8日� 事務局と重信整理事務所を統合し、松山市衣山に移転
平成18（2006）年� �3月31日� 道後公園（湯築城跡）の管理運営受託終了
� �4月��1日� 組織改正により総務課企画普及係および調査第三係を廃止
平成21（2009）年� �4月��1日� 組織改正により総務課に総務係を新設
平成23（2011）年� �4月��1日� 組織改正により調査課に担当課長・担当係長を新設
平成24（2012）年� �4月��1日� 公益財団法人�愛媛県埋蔵文化財センターへ移行登記
� � 組織改正により調査課に普及係を新設
平成25（2013）年� �4月��1日� 組織改正により調査課普及係を廃止し、資料係を新設
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３.事務所所在地
愛媛県松山市衣山4丁目68番地1号

４.役員名簿
� 平成26（2014）年度

� （平成27年3月現在）

理
　
　
事

理�事�長 前園�實知雄 奈良芸術短期大学教授、法蓮寺住職
奈良県立橿原考古学研究所特別指導研究員

常務理事 森川　保男 （公財）愛媛県埋蔵文化財センター事務局長

理　事

栗田　正己 松山大学教授
藤田　享 愛媛県教育委員会文化財保護課長
今井　俊朗 愛媛新聞社取締役執行役員営業局長

田城　武志 （公財）松山市文化・スポーツ振興財団�埋蔵文化財センター
所長兼松山市考古館館長

監　事 宇都宮�欣毅 税理士

評�議�員

下條　信行 愛媛県文化財保護審議会委員
名本�二六雄 愛媛考古学協会会長
菅野　邦彦 東温市教育委員会教育長
河野　雅人 愛媛銀行専務取締役
井上　�正 愛媛県教育員会副教育長
福島　�博 NHK松山放送局�広報・事業部長

５.平成26（2014）年度組織および職員
　　　　　　　事務局長（兼）常務理事　森川保男
総務課　　　　総務課長　　　　　　　大西正善
　　　　　　　事務員　　　　　��　　�河野有美
　　　　　　　事務補助員　　　　　　芝加納子
　　　　　　　事務補助員　　　　　　芳野伸吾
調査課　　　　調査課長　　　　　　　中野良一
　調査第一係　調査第一係長　　　　　柴田圭子
　　　　　　　資料係長　　　　　　　眞鍋昭文
　　　　　　　担当係長　　　　　　　三好裕之
　　　　　　　主任調査員　　　　　　西川真美　松村さを里
　　　　　　　調査員　　　　　　　　藤本清志　石貫弘泰　首藤久士
　　　　　　　嘱託調査員　　　　　　岡田敏彦
　　　　　　　嘱託員　　　　　　　　松本美香　岡美奈子　増田晴美　　森藤徳子
　　　　　　　調査助手　　　　　　　加藤雅也　伊藤祐三　田川かの子　赤松絵恋　和氣彩花
　調査第二係　調査第二係長　　　　　多田仁
　　　　　　　主任調査員　　　　　　土井光一郎　池尻伸吾
　　　　　　　調査員　　　　　　　　石貫睦子　　沖野実
　　　　　　　嘱託員　　　　　　　　中藤ゆかり　矢部俊一　鈴木圭
　　　　　　　調査助手　　　　　　　中野邦子　　重松真依　染次大輔　白方幸子
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Ⅰ− 2　事業の概要

１.受託事業（定款第４条第１項）
平成26（2014）年度埋蔵文化財調査事業

委　託　者 事�業�名�称 面�積（㎡） 金�額（円） 備　考発�掘 整�理
国土交通省 松山管内埋蔵文化財調査 29,570 24,320 315,133,200
国土交通省 大洲管内埋蔵文化財調査 270 270 17,020,800

愛　媛　県 JR予讃線車両基地・貨物駅移転地埋
蔵文化財調査ほか 40,401 602 382,742,200

合　　　　　　　　計 70,241 25,192 714,896,200

平成26（2014）年度埋蔵文化財調査（発掘調査）一覧
No. 遺�跡�名 所�在�地 調��査��原��因 調�査�係 所��属��時��期

1 喜来遺跡2次 新居浜市大生院 一般国道 11 号新居浜バイパ
ス建設 調査第一係 古代

2 西条藩陣屋跡 西条市明屋敷 西条高校体育館改築工事 調査第二係 近世

3 古谷高木遺跡 今治市古谷 一般国道196号今治道路建設 調査第一係 弥生

4 新谷森ノ前遺跡2次 今治市新谷 一般国道196号今治道路建設 調査第一係 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世
5 下伊台屋敷遺跡 松山市下伊台 県道松山北条線改良工事 調査第二係 中世

6 上三谷篠田・鶴吉遺跡 伊予市上三谷、
松前町鶴吉 JR車両基地・貨物駅建設工事 調査第二係 縄文・弥生・古墳・中世

7 御浜御殿IV（宇和島城跡） 宇和島市御殿町 天赦園自歩道整備事業 調査第一係 近世

２.普及啓発事業（定款第４条第１項第２号）

　埋蔵文化財保護思想の普及を図るため、次の事業を実施した。
（１）考古資料特別展等

　愛媛県と松山市との連携事業「古代いよ発掘まつり」の開催
　　主催：愛媛県埋蔵文化財センター、松山市埋蔵文化財センター
　　共催：愛媛県教育委員会、松山市教育委員会
　　開催場所：松山市考古館
　○速報展前期展「掘ったぞな松山2014」（見学者：2,011名）
� 開催期間� 平成26年7月1日（火）～ 8月31日（日）
　○速報展後期展「掘ったぞな松山2014」（見学者：1,273名）
� 開催期間� 平成26年9月6日（土）～ 10月26日（日）
　○「いにしえのえひめ2014」（見学者：1,337名）
� 開催期間� 平成26年11月1日（土）～ 12月28日（日）

　四国4県および松山市埋蔵文化財センターとの共催により四国内4会場で巡回展を開催した。
　○「続・発掘へんろ−遺跡でめぐる伊予・土佐・讃岐・阿波−」（見学者：4,917名）
� 主催団体� 四国地区埋蔵文化財センター巡回展実行委員会
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	 開催期間	 愛媛会場	 平成26年4月26日（土）～ 6月22日（日）
	 	 	 	 	 （松山市考古館　見学者：2,167名）
	 	 	 高知会場	 平成26年6月30日（月）～ 9月7日（日）
	 	 	 	 	 （高知県埋蔵文化財センター　見学者：1,246名）
	 	 	 香川会場	 平成26年9月16日（火）～ 12月12日（金）
	 	 	 	 	 （香川県埋蔵文化財センター　見学者：577名）
	 	 	 徳島会場	 平成27年1月13日（火）～ 3月15日（日）
	 	 	 	 	 （徳島県立埋蔵文化財総合センター　見学者：927名）
	 展示内容	 「四国の近世」
	 企画展示	 愛媛県：番町遺跡、県民館跡地、若草町遺跡ほか
	 	 	 松山市：松山城本丸跡、松山城三之丸跡
	 	 	 高知県：高知城伝下屋敷、尾戸窯跡、西弘小路遺跡ほか
	 	 	 香川県：高松城跡、谷遺跡
	 	 	 徳島県：徳島城下町遺跡、新蔵町3丁目遺跡、南前川町1丁目遺跡ほか

　愛媛県生涯学習センターとの共催により展示会を開催した。
　○「えひめ災害の考古学」（見学者：866名）
	 主催団体	 愛媛県生涯学習センター
	 開催期間	 平成26年6月21日（土）～ 7月27日（日）
	 開催場所	 愛媛県生涯学習センター企画展示室

　衣山事務所1階展示室で展示会を開催した。
　○「今治道路経田遺跡発掘調査成果」（見学者：152名）
	 開催期間	 平成26年9月1日（月）～平成27年3月20日（金）

（２）講座開催事業

　発掘調査成果地域還元事業として、調査の状況を踏まえ、現地説明会、遺跡報告会を次の通り実
施した。

遺　跡　名 実　施　日 場　　所 参加人数
新谷森ノ前遺跡2次 平成26年6月29日 今治市新谷 180名
新谷森ノ前遺跡2次 平成27年1月31日 今治市新谷 220名

　遺跡探訪ウォーキングの開催
　○愛媛県スポーツ振興事業団・愛媛県生涯学習センター・えひめ青少年ふれあいセンターとの共
催により「古墳探訪！！健康ウォーキング」を実施した。
	 　　主催団体	 愛媛県スポーツ振興事業団（参加者：30名）
	 　　実 施 日 	平成26年11月16日（日）
	 　　場　　所	 愛媛県総合運動公園周辺
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　歴史バスツアー（県市連携「古代いよ発掘まつり」関連事業）
　○親子バスツアーや一般バスツアーにより、県内の発掘現場や国史跡等を見学した。
　　　今治市内の発掘調査現場等の見学（担当：県埋文センター）
	 　　実施日	 平成26年7月29日（火）（親子：24名）
	 　　場　所	 今治道路新谷森ノ前遺跡など
　　　中予の国史跡等の見学（担当：松山市埋文センター）
	 　　実施日	 平成26年8月23日（土）（一般：17名）
	 　　場　所	 国史跡葉佐池古墳
　　　小野地区の遺跡見学（担当：松山市埋文センター）
	 　　実施日	 平成26年9月27日（土）（一般：31名）
	 　　場　所	 国史跡葉佐池古墳
　　　北条地区の遺跡見学（担当：松山市埋文センター）
	 　　実施日	 平成26年11月29日（土）（一般：25名）
	 　　場　所	 松山市北条

新谷森ノ前遺跡2次現地説明会
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いにしえのえひめ展示

続・発掘へんろ展
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共同企画展

「えひめ災害の考古学」関連講座

親子歴史バスツアー

発掘体験のようす
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Ⅱ−1　受託事業の概要

１.調査第一係事業概要

　調査第一係の平成26年度事業は、国土交通省の松山管内埋蔵文化財調査で今治道路の新谷森ノ前
遺跡発掘調査を実施した。整理作業は下経田遺跡、今若遺跡について行った。また国道11号新居浜
バイパス建設に伴う発掘調査で喜来遺跡2次、天赦園自歩道整備事業として御浜御殿IV（宇和島城跡）
の発掘調査を実施し、報告書を刊行した。
[発掘調査]

　新谷森ノ前遺跡2次は3年目の調査となった。昨年度に引き続き、丘陵部と谷部を含む広範な面積
の調査を行い、丘陵部では古代の掘立柱建物が規則性をもって並ぶ官衙関連遺構を検出したほか、
同時期の集落を調査し、多数の掘立柱建物、溝、井戸等を検出した。溝からは8世紀から10世紀前
半に所属する墨書土器や赤色塗彩土師器、緑釉陶器、灰釉陶器、須恵器、土師器など多彩な遺物が
出土した。調査地は古代新屋郷に該当し、遺構の密集したようすから、その中心域を含むとみられ
る。官衙関連遺構と集落では分布域が異なる様相など、今治平野における古代の郷の実態を知る上
で良好な例となった。また、弥生時代後期を中心とする竪穴建物群がまとまって検出できた点も評
価できる。広大な面積を調査した新谷森ノ前遺跡2次だが、これまでの調査では竪穴建物は比較的
散在する様相であり、集中して分布が認められたのは初めてである。検出地は谷へと向かう傾斜地
であり、比較的水辺に近い地点に建物が建て替えられつつ継続的に営まれた様子が明らかとなった。
また1棟の建物からは鍛冶炉や切断された鉄片が出土し、鍛冶工房の可能性が指摘できるほか、ガ
ラス小玉が集中して出土するなど特殊な傾向を示し、今後詳しく分析する必要がある。谷部におい
ては昨年度に続き、多数の木製品が出土した。内容としては農耕土木具の未製品が目立つほか、建
築部材がまとまって出土した。堰や丸太列といった構造物も検出でき、弥生時代から古代までの谷
利用について検討する材料を得ることができた。さらに谷部においては、昆虫化石や根株などの自
然遺物も多く出土し、花粉分析や植物珪酸体分析に加え、樹種同定も一部実施し、遺跡の環境復元
にむけたデータ収集を行った。
　喜来遺跡2次では流路と2基の柱穴を検出した。隣接した1次調査においては、古代の竪穴建物や
土坑などがまとまってみつかっているが、本調査区では遺構は希薄であり、地形分析においても遺
跡の西側縁辺部に当たることが判明した。
　天赦園自歩道整備事業に伴い、御浜御殿IV（宇和島城跡）の調査を実施した。調査区は御殿内中央
に位置し、土塀基礎を61mにわたって検出した。幅1.5～2mの狭い範囲の調査であったが、御浜御
殿内部を区画する土塀が幕末に構築されていたことが明らかとなった。
　［整理作業］
　下経田遺跡では、弥生時代から中世の遺構が検出されており、その基礎整理を行った。弥生時代・
古墳時代の竪穴建物は99棟、古墳時代から中世の掘立柱建物が70棟など多くの遺構が確認されてお
り、今後各遺構ごとの整理を行うことになる。また流路から弥生時代後期から古墳時代前期の土器
が多数出土しており、その接合作業を実施した。
　今若遺跡では、主として遺構図の作成、遺物復元、接合、実測などの基礎整理を行った。朱の付
着した土器や多くの焼失住居が認められ、集落の実態解明のために今後理化学分析を実施する予定
である。
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　喜来遺跡2次と、御浜御殿IV（宇和島城跡）については発掘後に整理も行い、報告書の刊行まで実
施した。
� （調査第一係長　柴田圭子）

２.調査第二係事業概要

　調査第二係では愛媛県より委託を受け、発掘調査3件、整理作業1件を実施し、このうち1件につ
いては報告書を刊行している。
[発掘調査]

　上三谷篠田・鶴吉遺跡の調査は平成24年度から継続されているもので、JR車両貨物基地移転に先
駆けての調査である。今年度の調査では、縄文時代晩期、弥生時代前・中・後期、古墳時代中・後期、
中世の各種遺構・遺物が確認されている。このうち本遺跡の主体となるのは弥生時代後期と古墳時
代中・後期で、すべての時期において集落跡が検出されている。古墳時代中・後期においては西5・
6区と東4区で遺構が密に分布し、遺構には竪穴建物・掘立柱建物・溝が確認されている。弥生時代
後期の遺構は東1・4区で遺構が集中して検出され、竪穴建物・掘立柱建物・土坑・溝等が確認され
ている。なお、平成26年度の発掘調査をもってすべての発掘工程を終了した。
　下伊台屋敷遺跡では県道松山北条線の改良工事に伴って発掘調査が行われている。ここでは主に
中世（13～14世紀）の遺構遺物が確認され、溝や柱穴等の遺構が検出されたほか、土師器や瓦器等の
各種遺物も出土している。
　西条藩陣屋跡は西条高校体育館改築工事に伴う調査である。体育館建設予定地である西条高校の
敷地は西条藩陣屋跡として周知されていた場所で、調査では礎石・石列・井戸等の関連遺構を検出
している。出土遺物は近世の陶磁器・瓦・金属製品等があり、近世（18～19世紀）のものが主体であっ
た。
［整理作業］

　西条藩陣屋跡の整理作業を行い、報告書を刊行した。
� （調査第二係長　多田　仁）
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Ⅱ−2　自主事業の概要

１.普及啓発事業

〈埋蔵文化財保護思想の普及〉

　センター事務所内で展示を行うとともに県内外の関係機関と協力し、センター実施事業を県民各
位に知っていただくため様々な活動を行っている。
　関係機関から送られてくる「発掘調査報告書」をはじめ、埋蔵文化財に関する一般図書や月刊誌な
どを収集・登録（現在60,719冊を保管している）することで、財団ホームページから蔵書検索でき、
埋蔵文化財調査関係者や一般の方々への図書室機能の充実も図っている。
　例年通り、松山市埋蔵文化財センター・松山市考古館と共同で愛媛県・松山市連携事業として「古
代いよ発掘まつり」を開催し、展示・講演だけではなく、発掘調査現場へのバスツアーなども実施
した。

【考古資料特別展】

　四国内埋蔵文化財5団体（四国四県及び松山市）による巡回展も2巡目となる「続・発掘へんろ」の6
年目として、「四国の近世」をテーマに4県における城郭および城下町などから出土した資料を「城(城
下町)」「地域の焼物」「流通」「生活」「食事」「墓」のテーマで取り上げ、四国各地で生産された焼物や遊
び道具、食物残滓などを紹介した展示を行った。
　愛媛県・松山市連携事業の一部とし、愛媛県教育委員会・松山市教育委員会・松山市埋蔵文化財
センターとの協同事業「古代いよ発掘まつり」を開催し、「掘ったぞな松山」を遺跡速報展前期として
松山市教育委員会・松山市埋蔵文化財センター・当センターが調査を実施した松山市内遺跡を対象
とし、松山市以外の地域での調査が対象の「いにしえのえひめ」を遺跡速報展後期として松山市考古
館で展示を行った。「掘ったぞな松山2014」には、当センターから余戸払川遺跡について展示を行っ
た。「いにしえのえひめ2014」では伊予市と松前町にまたがる上三谷篠田・鶴吉遺跡の資料を展示し
た。
　愛媛県生涯学習センターとの共催事業である共同企画展では「えひめ災害の考古学」と題し、過去
に調査した遺跡の中で噴砂・噴礫のみられた西条市幸の木遺跡や、地震による地滑りでズレが確認
された四国中央市丸山遺跡の弥生時代竪穴住居、さらに土石流痕跡や洪水砂の堆積状況など、主に
写真を中心とした展示を行った。あわせて江戸時代の安政大地震の記録や、愛媛の地震や津波の歴
史についての講座を開催した。
　当センター 1階の展示室では、前年度に報告書を刊行した今治市経田遺跡の調査成果について展
示を行った。

【発掘調査現地説明会】

　今年度は今治道路建設に伴い調査を実施した今治市新谷の「新谷森ノ前遺跡」で2回の説明会を開
催した。「新谷森ノ前遺跡」の調査は3年目で、今まで弥生時代前期・中期・後期、古代、中世の遺構・
遺物が確認され、中でも弥生時代後期の溝から出土した龍の絵画土器は話題を集めた。今年度の成
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果として、古代の規則的配置を持つ掘立柱建物群は和名抄に記載されている新屋郷の可能性も議論
されている。また、弥生時代の溝や流路からは建築部材や道具など様々な種類の木製品類が大量に
出土しており、溝の肩の傾斜面に丸太材を9本並列させた珍しい遺構もみられる。木器製作工程の
ひとつの段階であるミカン割材の出土などから、当地で木材の切り出し、貯木、加工などが行われ
ていた可能性も考えられるなど大きな成果があった。2回の説明会に約400名の参加を得た。

【刊行物】

　年報の刊行を行い、センターの発掘調査・整理作業・報告書発行などとともに、現地説明会など
の状況を報告した。

【職員研修会】

　各事業における発掘調査状況の現状を報告し、調査課の全職員が担当事業以外の遺跡について遺
構や遺物の情報を共有することと、各調査員の自己研鑚による成果発表の場として職員研修会を実
施した。
　調査員の首藤久士は浜松市職員時代の東日本大震災復興に係る発掘調査応援の経験にもとづい
て、その現状について報告した。嘱託員の鈴木圭（現西条市教委職員）は大学生の時からの研究テー
マである水銀朱について「四国における水銀朱事情」と題して、四国の事例を報告した。嘱託員の矢
部俊一（現島根県太田市教委職員）は、「香川のサヌカイトと在地の安山岩製石器」と題して、縄文時
代後期のある段階以降に、それまでほとんど利用されていなかった粗質の安山岩製石器が増加する
との見解を述べた。

【その他】

　平成25年度から実施している伊方町からの遺物整理依頼を今年度も受けた。これは、町が古くか
ら所蔵・保管する考古遺物について、展示施設の老朽化による建物の解体のため遺物を移動させる
のに伴って、遺物の一点一点をデータ化する作業である。実作業は休日に行い、平成25年度から4
名の調査員でのべ8日間実施し、データを完成させた。
　さらに、市町との連携事業として、各種講座および体験学習の企画・立案など職員の専門分野を
生かした取り組みを実施した。
　中学生による職場体験も継続的に実施し、今年度は5校を受け入れた。また、「古代いよ発掘まつり」
の一環として夏休みに「親子体験学習」を実施し、国指定史跡の道後湯築城跡復元区域の見学と甲冑
の着装体験を行った。
　3月には小学生から高校生を対象とした各種職業を紹介する「お仕事フェスタ2015」に職員を派遣
し、埋蔵文化財調査の仕事内容の解説を行った。
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【調査員の研究動向】

　�平成26年度に、各調査員がどのような研究テーマをもち、どんな活動をしたのかを項目別にまと
めた。①は各種研究会や講座での発表等（センターに対して依頼文のないもの）、②は各種研究会で
の紙上発表、③は考古学関係書への原稿執筆、④は目的をもって取り組んだこと（資料収集）や自己
研鑚のための活動、⑤はその他の考古学活動である。

氏　名 職　名 項目番号 事　　　項 備　考

岡田敏彦 嘱託調査員
(再任用)

① ・松山ロータリークラブ「愛媛県内の5世紀の古墳」
③ ・「北井門遺跡の古墳時代集落の動向予察」『愛媛考古学』

21
2015.6刊行

⑤ ・東温市メガソーラー建設予定地古墳分布調査における調
査指導・助言

沖野実 調査員

① ・第40回九州旧石器文化研究会記念大会　総合討論で四国
のコメント

② ・第40回九州旧石器文化研究会記念大会　「四国地方にお
ける旧石器時代遺跡の展開とその特質」

④ ・県内の石器石材集成のため各地の岩石を観察・採集
（久万高原町、高知県仁淀川町でチャート露頭の観察、松
山市鹿嶋、興居島、太山寺、前田池、西条市小松天福寺山、
砥部町大友山において讃岐岩質安山岩を確認、東温市岡に
てガラス質凝灰岩を確認）
・久万高原町や内子町において河岸段丘上の踏査（表採）

首藤久士 調査員

① ・ソーシアル・リサーチ12月例会「震災復興と埋蔵文化財
−岩手県大船渡市への派遣報告−」

④ ・東海系中世陶器の集成 『紀要愛媛』11号
に掲載

・県内中世城館等の踏査（未報告の石積みなど確認）
・道後奥の観音山、弥勒寺伝観音堂跡の踏査（基壇状遺構
やコビキAとみられる瓦や備前焼甕など確認）

石貫弘泰 調査員 ① ・中四国前方後円墳研究会「銅鏃」
④ ・愛媛県内の弥生時代ガラス小玉の集成

藤本清志 調査員 ① ・第33回中世土器研究会「東播系須恵器−編年と分布から
考える−」　討論で四国のコメント

松村さを里 主任調査員

② ・四国考古学研究会「愛媛県における古式土師器の基礎的
研究」『古式土師器の編年的研究−四国島の古墳時代前期の
土器様相−』

共同執筆

④ ・愛媛県東予における複合口縁壺について、西部瀬戸内地
域の複合口縁壺の展開の中にどのように位置付けられるか
の検討

柴田圭子 調査第一係長

② ・新・清須会議実行委員会「守護所としての湯築城と周辺
景観」『新・清須会議資料』

既刊

・日本貿易陶磁研究会「久米島宇江城城跡・具志川城跡出
土の貿易陶磁器」『琉球列島の貿易陶磁』

共著

③ ・萩原三雄・中井均編「中世城郭出土の貯蔵具」『中世城館
の考古学』高志書院

2014.5刊行

④ ・南西諸島への陶磁器流通、特に三山が明王朝に朝貢を開
始する前後の実態解明
（那覇市、浦添市、沖縄県立埋蔵文化財センター、沖縄県
立博物館での資料実見や各地のグスクや集落遺跡の踏査）

『南島考古』
2015.6刊行に掲載

多田仁 調査第二係長

③ ・愛媛県歴史文化博物館「四国における旧石器時代終末か
ら縄文時代草創期への動態」『続・上黒岩岩陰遺跡とその時
代−縄文時代早期の世界−』執筆

展示図録に掲載

④ ・愛南町における先史時代遺跡の実態調査
・愛媛県南部の御荘湾、久良湾、深浦湾の海上視察
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氏　名 職　名 項目番号 事　　　項 備　考

多田仁 調査第二係長

・平城貝塚の貝類採捕具の集成 『愛媛考古学』に
投稿

・平城貝塚に関連した近代考古学者の調査 『伊予史談』に投
稿

・四国における戦争遺跡の情報収集
⑤ ・橘昌信（別府大学）による細石刃石器群に関する研究への

協力

中野良一 調査課長

④ ・湯築城出土瓦についての資料調査 『紀要愛媛』12号
に執筆予定

・人の移動についての基礎研究として、縄文時代の土器に
含まれている鉱物組成データを集積
（特に結晶片岩や角閃石を含む土器の比率比較などのため
に、愛媛県3遺跡、高知県7遺跡、香川県1遺跡、徳島県5遺
跡、広島県2遺跡、岡山県1遺跡、兵庫県2遺跡の報告書に
掲載されている約13,000点の土器を実見し、過年度実施分
と合わせて約30,000点のデータを集積）

� （調査課長　中野良一）

朝倉中学校体験発掘
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伊方町遺物整理

センター展示室

「経田遺跡　平形銅剣が埋納されたムラ」
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八幡浜市遺跡踏査

お仕事フェスタ2015
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Ⅱ− 3　発掘調査を実施した遺跡

平成26年度埋蔵文化財調査位置図（番号は各遺跡概要に付した番号に対応）
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1.喜
き ら い

来遺跡2次
１　所  在  地� 新居浜市大生院
２　所属時期� 古代
３　調査期間� 平成26（2014）年6月9日～7月11日
４　調査面積� 320㎡
５　調査原因� 一般国道11号新居浜バイパス建設
６　担  当  者� 三好裕之　岡美奈子
７　調査概要

　本遺跡は、四国山地と独立丘陵である金子山山地に挟
まれ、四国山地から派生する中小の河川および金子山山
地から派生する小河川の影響を受けた微高地縁辺に位置
する。
　遺跡からは1条の自然流路と2基の柱穴を検出し、少量
の須恵器、土師器など古代の遺物が出土した。遺構、遺
物ともに希薄な状態であること、調査区が喜来遺跡1次調
査の西側に隣接することから、当該調査区が喜来遺跡の
西側縁辺であると判断できる。
� （三好裕之）

位置図

自然流路堆積状況

調査区完掘状況
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2.西
さいじょうはん

条藩陣
じんやあと

屋跡
１　所  在  地� 西条市明屋敷
２　所属時期� 近世
３　調査期間� 平成26（2014）年4月7日～5月23日
４　調査面積� 530㎡
５　調査原因� 西条高校体育館改築工事
６　担  当  者� 石貫弘泰　加藤雅也
７　調査概要

　西条藩陣屋跡は西条市明屋敷に所在し、現在、西条高
校の敷地内となっている。遺跡が所在する西条市は愛媛
県東部に位置し、西を今治市と東温市、東を新居浜市と
接し、南には石鎚山（1,982m）などの急峻な石鎚山地があ
り、北は瀬戸内海の燧灘に面している。
　基本層序は第I層から第IX層に分層でき、第I層から第
III層までは近現代の改変に伴った土層で、第IV層には江
戸期から明治期の遺物を包含する土層であった。江戸期
の遺構が検出された層位は第V層で、第V層から第VII層
までが江戸期の整地層と確認できた。遺構は第V層以下
から検出した。
　今回の調査では礎石・石列・井戸・土坑28基・柱穴5穴
を検出した。出土遺物は江戸時代の陶磁器・瓦質土器・瓦・
鉄製品・青銅製品・石製品などである。
　遺構の時期は井戸やその他の遺構も18世紀末から19世
紀中葉までの範囲に収まる。
　礎石・石列・井戸については整地層との関係で時期差
を推定した。整地層は3面確認し、便宜的に整地層1、整
地層2、整地層3に分けた。まず、整地層1は基本層序の第
V層・第VI層に相当する。第V層は部分的な検出であった
が、礎石部分のサブトレンチで、礎石を設置するための
掘り込み面が第VI層上面にあることがわかった。したがっ
て、整地層1と礎石の時期が同じと理解できた。次に、整
地層2は基本層序の第VII層に相当する。石列設置面は整
地層2の上面であることから、整地層2と石列は同時期の
ものと考えられる。ただし、整地層1の礎石と石列の関係
については、後世の改変により整合性をもった理解がで
きなかったが、幕末期頃の陣屋図を参照すると礎石は建
物の位置と一致するが、石列は建物の位置と一致しない
ことから、一定の時期差の想定が可能と思われる。整地

位置図

X=102140

Y=-29680
… 漆喰範囲
… 江戸期以外の遺構・トレンチ・撹乱
… 礎石・その他の石材の位置

5m0

1    :    300

井戸

礎石

石列

遺構配置図

整地層と礎石掘方の関係
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層3については、石列よりも上面にあったことから、石
列よりも新しい段階のものであるということがわかった。
加えて、検出面のレベルは整地層1とほぼ同じ高さであり、
陣屋図では整地層3も礎石と同じ建物の中に含まれること
から整地層1と同時期の整地の可能性がある。井戸は土層
の切り合い関係から整地層3よりも新しい段階に作られた
ことが確認できた。井戸の段階は土層の関係からと幕末
期頃の陣屋図にもない点から一番新しい段階として認識
できる。まとめると、新しい順に井戸の段階、礎石・整
地層1と整地層3の段階、石列と整地層2の段階と3つの時
期差が想定できるのではないだろうか。ただし、整地層1
と石列との整合性はとれていないという点は注意が必要
である。
　以上が西条藩陣屋跡の発掘成果であるが、まとめると
遺構出土の土器の様相から検出遺構は18世紀末から19世
紀中葉までのもので、整地層と石列・礎石・井戸との関
係から建物の配置に数段階の時期差がみられる可能性が
確認できたということである。
� （石貫弘泰）

礎石

石列検出状況

上段桶半裁後断面確認状況

遺構完掘状況
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3.古
こ や

谷高
たか ぎ

木遺跡
１　所  在  地� 今治市古谷
２　所属時期� 弥生時代
３　調査期間� 平成26（2014）年4月16日～4月17日
４　調査面積� 10㎡
５　調査原因� 一般国道196号今治道路建設
６　担  当  者� 柴田圭子
７　調査概要

　平成24年度に実施した古谷高木遺跡の発掘調査地の一
部未掘部分（10㎡）を、電柱撤去に伴って調査した。検出
した遺構は、SI18の一部と柱穴9穴である。
　SI18は調査区北中央付近で検出した弥生時代後期の竪
穴建物である。平面形態は隅丸方形で、今回東側壁面を
検出したことにより、規模は5.6mであることが明らかと
なった。
� （柴田圭子）

検出状況と土層断面

SI18完掘状況

遺構完掘状況

位置図



-23-

4.新
に や

谷森
もりのまえ

ノ前遺跡2次
１　所  在  地� 今治市新谷
２　所属時期� 縄文時代・弥生時代・古墳時代・古代・
� 中世・近世
３　調査期間� 平成26（2014）年4月7日
� ～平成27（2015）年3月25日
４　調査面積� 29,240㎡
５　調査原因� 一般国道196号今治道路建設
６　担  当  者� 柴田圭子　藤本清志　石貫弘泰
� 首藤久士　増田晴美　森藤徳子
� 伊藤祐三　加藤雅也
７　調査概要

　本遺跡は今治平野南東部、五十嵐丘陵地帯と東側の平
野が接する地域に当たる。遺跡内には、西側の山地から
延びる丘陵裾部とその間の谷部を含み、起伏に富んだ地
形環境を形成している。平成26年度は、4・7～11区の調
査を実施した。
　4区は丘陵部および谷部の調査を実施した。丘陵部では、
弥生時代中期・後期・古墳時代後期・古代・中世の遺構・
遺物を検出した。谷部では、下位層より縄文土器や多量
の弥生土器および木製品のほか、種子類・堅果類・昆虫
の羽など自然遺物が豊富に出土した。以下の通り丘陵部・
谷1・谷2に分けて概要を記す。
　丘陵部西側で検出された遺構は、掘立柱建物11棟・土
坑14基・溝15条・井戸1基・柵列4条・柱穴902穴・性格不
明遺構5基である。
　弥生時代後期の溝SD103は長さ約14m、深さ約30cmを
測る。4区SD71および7区で検出したSD02と同一の溝であ
り、当調査範囲まで連続していたことが判明した。
　古代のSB28は梁行6間×桁行3間であり、北側に庇状の
構造をもった本遺跡最大規模の掘立柱建物である。他に
も数十棟の掘立柱建物を検出しているが、方向軸を同じ
くするものが少なく統一性に欠けることから、時期差も
しくは緩い規範性の下で建てられたと考えられる。
　古代（8～10世紀）の溝SD101は3区から北東方向へ続く
ものであり、長さ約60mを検出し、深さは約50cmである。
墨書土器・施釉陶器（緑釉・灰釉陶器）・赤色塗彩土師器・
瓦・硯・金属製品など多種の遺物が確認できた。上記の
遺物群は官衙的性格を帯びており、南側の上流域である3

4区丘陵部　SB28完掘状況

4区丘陵部　SD101遺物出土状況

4区丘陵部　完掘状況

位置図
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区もしくは7区の建物群で使用された可能性がある。
　谷1のうち、今年度は3～4面目の調査を行った。検出遺
構は、溝6条・柱穴7穴・自然流路1条・性格不明遺構1基
である。
　3面目のSR20は南西から北東方向へ流れる流路で長さ
約70m、深さ約50cmを検出した。弥生時代前期から後期
の土器とともに石剣・石庖丁などの石製品のほか、農耕
土木具や板材などの木製品（未製品を含む）、多量の有機
物や種子類、堅果類が出土した。
　4面目では約50mの谷部を検出した。洪水に由来すると
考えられる砂層および粘土層の相互堆積が幾重にも見ら
れ、そのうち粘土層には植物遺存体などの有機物が豊富
に含まれていた。下位層からは木の根の一部も出土した。
遺構・遺物としては縄文時代後期や弥生時代前期・中期
の土器が出土した。また、性格不明遺構SX14は、直径
50cm、深さ40cmで、一部板材を含む杭列が三角形状も
しくは円弧状に配されたものである。
　谷2では、谷部約30mを調査し土坑1基・溝1条・柱穴87
穴の遺構を検出した。遺物については多量の弥生時代中
期後半から後期の土器が出土している。谷2は弥生時代終
末期から古代に埋没したと考えられる。
　SD45は長さ約13m、深さ30cmを調査し、前年度調査
分と合わせて全長は約70mとなり、前年度に引き続いて
新たに弥生時代後期の龍の絵画土器が出土した。また、
弥生時代中期後半の建物を描いた絵画土器も出土した。
　7区では掘立柱建物20棟・竪穴建物11棟・柵列1条・土
坑32基・井戸4基・溝41条・流路8条・柱穴842穴・性格不
明遺構4基・谷3条が検出できた。調査区内は検出遺構の
様相から、古代の掘立柱建物群と、弥生時代中期後半か
ら後期にかけての竪穴建物群などが分布する調査区西側
の丘陵部、調査区中央から東の谷部の2つに分けられる。
　丘陵部では古代の遺構と弥生時代の遺構を同一面で検
出した。谷部は埋没した3条の谷とその谷に挟まれる細長
い丘陵部からなる。埋没谷は西側から谷1・谷2・谷3とし、
谷は古墳時代後期から古代までを1面目、弥生時代中期後
半から弥生時代後期を2面目として調査を行なった。
　丘陵部では、掘立柱建物と竪穴建物・柵列・土坑・井戸・
溝・柱穴などを検出した。
　掘立柱建物は調査区北側丘陵部に集中して分布する。

4区谷1　3面目SR20遺物出土状況

4区谷1　4面目SX14杭列内完掘状況

4区谷2　絵画土器（龍）出土状況

7区　調査区全景
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古代の掘立柱建物群については、建物軸の方向や柱通り
を勘案すると建物の多くにいくつかのまとまりが見受け
られる。建物軸の違いは時期差を反映しているものと考
えられるが出土遺物が少ないため、一部重複している事
例を除き各建物の前後関係や時期の絞り込みは難しい。
建物軸の方向は、多くが地形により規定されていると思
われるがSB01やSB02など南北方向に軸が揃うものもあ
り、建物群の中には北の方位を志向した建物も存在する
ものと考える。
　今回、検出した掘立柱建物群は方向軸を揃えたまとま
りが捉えられる点やSB01に間仕切が見られ、SB03では
床束構造をもつことから高床建物が想定される点、建物
群北側を流れる溝の下流部にあたる4区SD101から墨書土
器や赤色塗彩土師器、他地域で生産された施釉陶器など
多様な官衙関連遺物がみられる点から、一般集落とは異
なった官衙的性格を持った建物群であると考えられる。
それぞれの建物群の時期については、柱穴内の遺物やそ
の他の遺構の時期から推定して8世紀代から10世紀代に
相当する建物と考えられる。
　古代の井戸を4基検出した。SE01とSE03は掘方内部に
曲物が置かれる構造の井戸で、SE02は丸太を半裁し、刳
りぬいた後に重ねあわせ井戸枠にしている。SE04は底部
に曲物をいれ、その外側に板材で枠をつくる構造の井戸
であった。
　竪穴建物群については、建物間の重複関係、建物それ
ぞれから出土した土器や建物群を縦断する溝の時期など
から、それぞれの建物が存続した時期の推定を行った。
　SI01は調査区北側で一部を検出した。その形状から判
断すると、おそらく方形の建物と考えられる。時期は
弥生時代後期である。SI02は多角形の建物で、弥生時
代後期後半に属する。円形の竪穴建物は7棟あり、SI03、
SI04、SI05、SI08、SI10は弥生時代後期に属する。SI07
は弥生時代中期後半から後期前半に属する。SI11の所属
時期は不明である。SI06、SI09は方形の建物で、弥生時
代後期に属する。
　建物群の中で、特にSI07は出土遺物と建物内の特異な
遺構が検出されたことで注目できる。建物の規模は残存
部径で11mを測り、西側に張り出し部をもち、数回作り
替えられた周壁溝がある。遺物はガラス小玉36点、鉄製

7区　SB01･02完掘状況

7区　SE04井戸枠検出状況

7区　SI04･06･07完掘状況

7区　SI07鍛冶炉床面検出状況
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品9点、鉄滓1点が出土した。ガラス小玉は一建物内での
出土量としては、現在のところ県内で4番目に多い。鉄製
品は鉄器の未製品と鉄片で、出土鉄器の組成をみると鍛
冶関連遺構で顕著に出土する遺物であるといえる。また、
先述した特異な遺構は不整円の焼土遺構であり、残存状
況が悪いものの鍛冶炉床面の可能性が考えられる。加え
て、鍛冶遺構を伴う建物の類例をみると、円形の建物で
はその規模が8mから10ｍを測るものが多い点や周壁溝が
何度も作り替えられている点、鍛冶関連遺構は集落の縁
辺部に作られることが多い点を合わせて考えると、SI07
は鍛冶関連遺構といえる。
　谷部は上層に古墳時代後期から古代の土器を含み、中
層以下から弥生時代の土器を含むことが確認できた。谷
1・谷2・谷3ともに上層検出面を1面目、弥生時代後期を
中心とする土器が包含される中層検出面を2面目として
掘削を行った。
　谷1は調査区南東側が二股に分かれており、西側を谷
1-1、東側を谷1-2とした。谷1-1と谷1-2は調査区南東側隅
から約10mで合流し、1条の谷となる。谷1-1は、中層で
弥生時代後期の土器が出土している。谷1-2では弥生時代
中期後半の土器も確認できた。谷1中層全体では弥生時代
後期の土器を中心とし、一部に中期後半の土器が含まれ
ることがわかった。また谷1では最下層までの掘削は部
分的に行なったが、最下層は径10cm程度からそれ以下の
礫で構成される層で、遺物の出土はみられなかった。谷
1左岸には丘陵部に向かって外湾する部分が2箇所あり、
トレンチを入れて確認したところ、多量の土器が包含さ
れており、土器を中心とする遺物が廃棄された土器溜ま
りであることがわかった。谷1の遺物はこれら2箇所（土器
溜まり1、土器溜まり2）を中心に分布しており、土器溜
まりの底面近くで土層が変化していることと遺物がほと
んど出土しなくなることから、土器溜まり底面レベルを
2面目底面としてとらえた。土器溜まり2では、多量の土
器が出土したが、便宜的に上層・中層・下層と分けて掘
り下げた。上層と中層は弥生時代後期の土器と石器がほ
とんどで、下層は建物の建築部材を含む木製品で占めら
れていた。
　谷2では中層から武器形の木製品が出土した。武器形木
製品を含む土層からは弥生時代後期の土器が出土してお

7区谷1　2面目土器溜まり2
上層遺物出土状況

7区　SR04建築部材出土状況

7区　SR04-SX1検出状況

7区現道部　2面目SD57堰検出状況
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り、武器形木製品の帰属時期は弥生時代後期と考えられ
る。また、武器形木製品が出土した層位よりも下層には
弥生時代中期後半の土器が含まれる。現状での最下層は
直径10cm大の礫を含む砂礫層で、この層からは弥生時代
前期の土器が少量出土した。
　谷3は上層の埋土を掘削したところ、流路（SR08）を検
出した。SR08は11区から7区に向かって下る流路と考え
られ、遺物は弥生時代後期の土器が出土した。
　流路については、調査区南東側で検出したSR04が注目
される。SR04は10区側から下る流路で、南北方向に長軸
をとる。規模は幅が3.5mから9.5m、深さが80cmから1.3m、
確認できた長さは10区側と合わせて70m以上である。土
層の堆積状況と遺物の様相から判断すると、上層と下層
に分けられ、かつ下層は大きく分けて3つの流れがみられ
る。上層は古代・古墳時代後期・弥生時代後期の遺物が
包含される層で、下層は弥生時代後期後半から終末期の
遺物を含む土層である。調査で認識できた下層3・下層2・
下層1ともに弥生時代後期後半から終末期に位置付けら
れる。相対的に二番目に古い流れ（下層2）の埋土からは建
物の部材が比較的良好にまとまって出土した。この建築
部材は、掘立柱建物が想定され、一定のまとまりは持つ
ものの、1棟分の部材としては一括性にかける。検出位置
より上流から流れてきた可能性と、廃材を使った別の遺
構の可能性が考えられる。別遺構として堰の可能性もあ
るが、掘削の過程では堰としての構造は確認できなかっ
た。
　SR04からは国内でも数例しか発見されていない朝鮮半
島系の板状鉄斧が出土したことも注目される。この朝鮮
半島系の板状鉄斧は弥生時代中期から後期にみられる遺
物である。SR04の上層から出土したものの、上層にも弥
生時代後期の遺物が含まれることから時期的な齟齬はな
いといえる。
　また、下層3の下面からはスロープ状の丸太列（SR04-
SX01）が検出された。丸太は合計9本が残存しており、流
路中央に向かって緩やかに傾斜する。当時、丸太列がど
のような用途で用いられていたのかは、現状での判断は
難しいが、流路の土層堆積の状況から恒常的な水の流れ
が推定できるため、水辺での何かしらの所作に関連した
遺構であることは推定できる。

7区現道部　2面目完掘状況

8区西側調査区　東壁土層堆積状況

8区西側調査区　1面目遺構検出状況

8区西側調査区　足跡検出状況
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　また、4区と7区の間を通る現道の付替工事後、現道部
を7区現道部とし、調査を行った。現道部においても、上
層検出面を1面目、中層検出面を2面目として調査を行っ
た。遺構数は溝26条、土坑5基、柱穴44穴、性格不明遺構
1基であった。
　1面目では、昨年度調査した6区1面目のSD06とSD07の
続きであるSD47とSD48を検出した。
　2面目では南北方向に延びる細長い15条の溝を検出し
た。これらの溝のうち、SD55、SD63、SD65・SD67は、
それぞれ昨年度調査を行った4区2面目のSD81、SD78、
SD77と繋がる。一方で、谷1・谷2が合流する部分では堰
が検出されていた。この堰を境に谷部の南側では、上記
の細長い溝は確認できず、堰が設けられていることと何
らかの因果関係があると推定される。
　2面目のSD57では、長軸約1.2m、短軸約80cmの堰を検
出した。堰は下面に板材を置き、杭で固定し、板材の上
面から直径5cmから8cm大の丸太材を三段重ねる構造で
あった。堰を検出した部分は溝の幅が約1.5mと膨らみ、
深さが約30cmと深くなっており、水溜め場の役割を果た
していた可能性が考えられる。
　8区は丘陵端から谷部に設定された調査区で、弥生時代
から近世（江戸時代）の遺構・遺物が確認され、検出され
た遺構は土坑1基・井戸1基・柱穴12穴・水田跡である。
　調査区は東西に分かれており、西側調査区の遺構につ
いては主に丘陵部および谷部2面目に所在する。厚さ約
1.5mの耕作土ならびに盛土の除去後に遺構面を確認し
た。包含層は確認されなかったため後世に削平されたと
考えられる。大部分の面積を占める谷部は南西から東方
向へ傾斜しており、出土遺物より弥生時代から中世に埋
没したものと考えられる。
　谷部2面目で検出された水田跡は、出土遺物より中世と
考えられる。谷部西側で検出した足跡ならびに、前年度
の理化学分析でイネのプラント・オパールが多く確認さ
れたことから水田跡と推定できる。後世の削平がおよん
でおり、明確な小区画畦畔などは確認できなかった。水
田遺構周辺を中心に、調査区全体の土壌サンプル採取を
実施した。
　東側調査区については、丘陵部を除いた大部分に撹乱
がおよんでいた。丘陵端部にある中世の井戸SE01は直径

8区東側調査区　遺構検出状況

8区東側調査区　SE01曲物検出状況

9区西調査区　SB07柱痕跡

9区西調査区　SI01カマド検出状況



-29-

約1m、深さ約40cmであり、中から井戸枠に利用された
曲物が出土した。
　9区は遺跡の西端に位置し、道路を挟んで北西側の西
調査区が丘陵部、南東側の東調査区が谷部となっている。
西調査区の層序は、現地表面から約70cmが撹乱土や造成
土であり、直下が地山面になっている。ただし、一部で
弥生時代中期後半の土器を含む包含層を確認した。東調
査区では、西壁において水田畦畔と耕作土を確認してい
る。遺構数は、丘陵部では掘立柱建物7棟・竪穴建物2棟・
溝1条・柵列1条・柱穴129穴を検出し、谷部では溝1条と
水田跡（畦畔・水口）、足跡を検出した。遺構の時期は、
弥生時代・古墳時代後期・古代である。
　西調査区では、新谷森ノ前遺跡2次では初となる古墳
時代後期の集落の一端を捉えることができた。当該期の
遺構は、掘立柱建物3棟・竪穴建物2棟である。SB05は4
間×3間であり、柱穴の直径は概ね30～50cm、長軸方向
N-25º-Wである。須恵器蓋杯や土師器の小片が出土した。
SB06とSB07は切り合い関係にあり、SB06の方が新しい。
いずれも3間×2間であり、柱穴の直径は概ね60～80cmで
ある。須恵器蓋杯や壺口縁、土師器の小片が出土した。
長軸方向は、SB06がN-44º-W、SB07がN-36º-Eと約80º方
向が異なっている。時期は、SB07が6世紀中葉、SB06が6
世紀後葉となり、同じ場所に同規模の建物が建てかえら
れ、半世紀以上にわたって使用されたと考えられる。先
に挙げたSB05は、SB07とほぼ同時期である。
　竪穴建物2棟は切り合い関係にあり、SI01の方が新しい。
SI01は方形プランを呈し、西隅から北壁にかけて検出し
た。規模は不明である。建物に伴う柱穴は調査区外とな
り検出できなかった。周壁溝は1条であり、厚さ5cm程度
の貼り床も検出した。北壁からわずかに離れた位置にカ
マドの壁体が残存していた。カマドの中央には、土師器
甕の胴部から上半分が据えられていた。SI02は正方形プ
ランを呈し、規模は5.2m（復元）×5.1mである。削平によ
り埋土の残存状況は悪く、貼り床もカマド付近でわずか
に残存していたのみである。建物に伴う柱穴は4穴であ
り、いずれも地山面から60cm程度掘り込んでいる。周壁
溝は2条あり、柱穴の位置はそのままに一回り大きく拡
張したものと考えている。また、外側の周壁溝は南西隅
から建物外に延びる排水溝につながっており、この排水

9区西調査区　竪穴建物完掘状況

9区西調査区　完掘状況

9区　完掘状況

10区　1面目遺構検出状況
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溝は拡張の際に増設された可能性がある。カマドは北壁
に接して基部の掘り込みと焼土を確認した。削平により、
壁体はほとんど残存していなかった。カマド内での切り
合い関係から、拡張の際に新しく作り直していることが
確認できた。遺物は土師器や須恵器の小片のみでほとん
ど出土しなかった。時期は、SI01の土師器甕から古墳時
代中期後半から後期前半とみられ、SI02も近接した時期
のものと考えている。
　その他の建物のうち、掘立柱建物3棟は古代のものであ
る。SB02のSP03からは、黒色土器の杯が1個体分出土した。
　東調査区では、谷部において水田跡を検出した。調査
区西壁面では厚さ15cm程度の畦畔を確認した。平面的に
は、水口と畦畔、足跡を3箇所で検出した。トレンチ調
査で畦畔や水口の構造を確認したところ、どの地点にお
いても厚さ1～2cm程度しか残存していなかった。谷部の
傾斜が比較的急峻であることから、大部分が後世の削平
を受けていると考えられ、平面的に検出した畦畔は擬似
畦畔であった可能性もある。西壁で確認した畦畔や耕作
土は、植物珪酸体分析も行っている。水田耕作土より下
層の谷埋土中で古墳時代後期の須恵器が出土したことか
ら、水田跡はそれ以降のものと考えられるが、遺物はほ
とんど出土していないため時期を断定できない。
　10区では、弥生時代前期から後期・古墳時代後期の遺
構・遺物を検出した。土層観察から、調査区全体的に地
表から約1～1.5mは耕作土および宅地による造成土がみ
られた。北から西側はその下層に約10～20cmの黒褐色シ
ルト質の無遺物層を挟んで、複数回の砂泥互層と止水性
堆積および氾濫に起因する堆積が見られた。北東側は遺
構面まで全て耕作土であった。
　遺構面は、計3面を確認した。1面目は無遺物層直下で
確認し、主に調査区北側と西側で土坑2基・流路8条・溝1
条・柱穴27穴を検出した。遺構面は、粗砂を含む緊密度
のやや低い堆積土で形成され、古い段階の谷の埋没土層
の一部と考えられた。2面目は流路1条・溝1条、3面目は
地表から約1.7～2mのところで流路1条・堰1基を確認し
た。ここでは、主要な遺構について詳述する。
　SD02は、南から北へと向かう溝状遺構である。位置関
係や埋土の状況、出土遺物から7区で検出したSD33の上
流部と捉えた。遺構面は1面目と同様、無遺物層直下での

10区　1面目北側完掘状況

10区　1面目SR03完掘状況

10区　2面目SR04建築部材出土状況

10区　2面目谷1遺物出土状況



-31-

検出であったが、7区との整合性をもたせるために2面目
として調査を行った。規模は、検出長約35m、幅6m、深
さ50cmを測る。埋土からは土器片や部分的に炭化した木
材などが出土している。溝の帰属時期は、古墳時代後期
と考えられる。
　SR04は、調査区のほぼ中央部で検出した流路である。
検出長は10m、幅4m、深さ60cmを測る。南側はSD02によっ
て破壊されている。SR04は、埋土の堆積状況と弥生時代
後期末を中心とした遺物組成であることから、7区で検出
したSR04の上流部と判断した。埋土の上層は、粗砂とシ
ルト質土の互層堆積が認められ、下層は黒色シルト層で
あった。この黒色シルト層は多くの植物片を含んでおり、
周辺の土壌と併せてサンプルを採取した。
　SR10と堰1は、南から北へと向かう自然流路（SR10）と
それに直交して構築された堰である。谷1の前段階の流
路と考えられ、SR10の検出長は35m、最大幅5m、最深部
60cmを測る。堰を設けている周辺は、やや幅が広がって
おり、人為的な改変が行われた可能性もある。
　堰の平面形態は、中央が下流側にわずかに膨らむ。堰
は、杭を打った後に、直径3～5cm、長さ1.5～3mの横材
を階段状に積み重ねて構築されていた。東側は流路の滑
走斜面で河床が高く、それを利用することで、必要な堰
高を得ており、西側は横材をさらに重ねることによって
東側の堰高と等しくしている。
　SR10からは弥生時代前期から古墳時代後期と長期間に
わたる遺物が出土しており、堰1の構築時期についても、
その年代幅の中としか言えない。堰の機能としては、取
水堰や貯水が考えられる。
　その他に、10区では木の根株を26本検出した。一部を
樹種同定したところ、アカガシ亜属・ヤブツバキ・ヤマ
グワであることがわかった。アカガシ亜属・ヤブツバキ
は、乾燥した土壌に生育する樹種であり、谷が一時期
安定して森林化した状態であったことを示している。検
出した根株は全体的に若木が多く、生育時期に洪水砂に
よって埋没したものと考えられる。
　11区は、谷部に設定された調査区である。今年度は、
調査区の北側と工程上、急を要する西端部分の調査を
行った。ここでは弥生時代・古墳時代後期・中世の遺構・
遺物を検出した。調査区内は南から北へ向けて緩やかに

10区　3面目SR10検出状況

10区　3面目堰1検出状況

10区　2面目SX01（根株）検出状況

11区　北壁土層堆積状況
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傾斜する地形である。
　調査区の土層観察の結果、全面で地表から約0.8～1ｍ
までは耕作土、それ以下の堆積は、耕作土下に黒褐色の
無遺物層の堆積、さらに下層では氾濫あるいは流水によ
る逆級化構造を含む堆積物が見られた。遺跡は、この氾
濫性堆積物上に形成されており、主に調査区北側で溝
5条・柱穴60穴、調査区東西両側に埋没谷を3条検出し
た。谷は、位置関係や埋土の様相などから、谷1は7区谷
3（SR8）、谷2は10区谷1、谷3は10区谷2のそれぞれ上流部
と考えている。ここでは、主な遺構としてSI01について
詳述する。
　SI01は、調査区北側で検出したやや楕円形の竪穴建物
である。規模は直径5.3～5.5m、深さ30cmで、主柱穴6穴
と中央土坑1基、中央土坑から壁溝に向かって延びる溝を
3条検出した。主柱穴は、位置関係から2本柱と4本柱の2
時期が考えられる。しかし、土層断面からは明確な建替
えの痕跡は確認できず、貼り床も検出できなかった。こ
の主柱のうち、4本柱の柱材は根元部分から約50cm程度
残存していた。いずれも、直径20cm前後で根元に近い箇
所では、木材を丁寧に加工した痕跡が見られた。
　SI01の帰属時期は、弥生時代後期と考えられる。建物
の建替えの時期差については、遺物が少量でしかも細片
が多いため明確にはできない。元々は埋没谷という、不
安定な立地を考えると長期的に営まれていたとは考えに
くく、2時期にはそれほど、差はないものと想定される。
� （石貫弘泰・首藤久士・増田晴美・森藤徳子）

11区　1面目南側遺構検出状況

11区　1面目SI01完掘状況

11区　1面目SI01-SP1立ち割状況

11区　1面目北側完掘状況
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5.下
しもいだい

伊台屋
やし き

敷遺跡
１　所  在  地� 松山市下伊台
２　所属時期� 中世
３　調査期間� 平成27（2015）年2月2日～2月27日
４　調査面積� 72㎡
５　調査原因� 県道松山北条線改良工事
６　担  当  者� 三好裕之　岡美奈子
７　調査概要

　本遺跡は、伊台盆地の中央部よりやや北北東に所在し、
実川と伊台川に挟まれる舌状に延びる丘陵の先端の緩斜
面に位置し、南南西へ向かって傾斜する。調査区は事前
の擁壁設置工事箇所の試掘部分も含め、東西約22m、南
北約1.7mの長方形に設定した。
　検出した遺構は溝3条・柱穴16基である。検出面は一部
2面で、上面で溝1条・柱穴1基、下面で溝2条・柱穴15基
である。
　狭小の調査区であることから、遺構からの構造物の特
定は困難であるが、一部柱穴が法量および堆積状況が同
様であること、また等間隔に並んでいることから、何ら
かの構造物が構築されていた可能性がある。
　出土した遺物は、土師器杯・皿・椀、瓦器、三足付土鍋、
青磁、中世須恵器等と多岐に渡るものの、遺構出土の遺
物は細片がほとんどで、器種や時期の特定が困難である。
しかし、今後の分析により包含層出土の遺物から時期の
特定がある程度可能と思われる。
　現状の所見では、本遺跡出土遺物の初限が12世紀後半
であること、盛期時期が13世紀から14世紀であること、
15世紀の遺物がほとんど見受けられないことは、本遺跡
の南南西約350m付近に位置する大畑遺跡の状況と同じで
あるため、両遺跡は関連する可能性が高いと考える。
� （三好裕之）

位置図

土層堆積状況

完掘状況
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6.上
かみみたにしのだ

三谷篠田・鶴
つるよし

吉遺跡
１　所  在  地� 伊予市上三谷、松前町鶴吉
２　所属時期� 縄文時代・弥生時代・古墳時代・中世
３　調査期間� 平成26（2014）年4月1日
  ～平成27（2015）年2月28日
４　調査面積� 39,799㎡
５　調査原因� JR車両基地・貨物駅建設工事
６　担  当  者� 多田　仁　土井光一郎　池尻伸吾
� 石貫睦子　沖野　実　　中藤ゆかり
� 矢部俊一　鈴木　圭　　中野邦子
� 重松真依　染次大輔　　白方幸子
７　調査概要

　上三谷篠田・鶴吉遺跡は松山平野南西部、谷上山北麓
裾の重信川の旧河道を含めた沖積低地上に遺跡の全域が
含まれる。本遺跡は南東の山塊から北西へと流下する長
尾谷、大谷川両河川の間に形成された微高地上に立地す
る複合遺跡で、調査区内にはこれらの旧河道と考えられ
る埋没河川が複数確認されている。
　今年度の調査では、延べ約40,000㎡の調査を実施し、
縄文時代・弥生時代・古墳時代・中世の各時代の遺跡を
確認した。
　この事業は広大な占有面積を有するため平成24年度に
車両基地本体西側部分から着手し、平成25年度は車両基
地本体西側部分と北側外周区・南外周道路部分の調査を
実施した。
　平成26年度調査区は、車両基地本体西側部分・北側外
周区調査残余と車両基地本体東側部分の調査を実施し、
検出した遺構は縄文時代から中世にかけての竪穴建物72
棟・掘立柱建物42棟・土坑181基・溝205条・柱穴1565基・
柵列3・井戸遺構3基・自然流路18条を検出した。
　中世は西4区の自然流路と、東4区で曲物を井筒とした
井戸1基と鋤溝数条が確認できた。
　古墳時代は本遺跡の最も盛行する時期で、竪穴建物・
掘立柱建物・土坑・溝・柱穴・柵列・井戸・自然流路な
どが多数確認できた。平成25年度調査において、西5・6
区を主として古墳時代中期から後期にかけての遺構群が
累積的に形成されている状況が確認でき、平成26年度は
西5区の継続調査によって比較的長期間にわたって集落
が経営されていた状況が更に明らかとなった。平成26年

位置図

西5区の遺構分布（古墳時代）

東1区の遺構分布（古墳時代）

東4区の遺構分布（古墳時代）
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度開始の東側調査区において竪穴建物28棟・掘立柱建物
18棟・溝78条・柱穴約600基を確認した。この東側調査
区で検出された竪穴建物は全て隅丸方形を呈し、一辺が
7ｍ前後を大型、一辺が5ｍ前後を中型、一辺が4m以下を
小型と3分類が可能で、概ね中型建物が大半を占め、大
型のものは1棟、小型のものは3棟と少ない状況であった。
同様の状況は西5・6区においても見られることからこの
遺跡の特性の一つとして挙げられる。検出した竪穴建物
においては屋内に周壁溝や主柱穴があるのが一般的であ
るが、今回調査分では周壁溝や主柱穴が確認できないも
のの割合が多く、竪穴建物様に見えている遺構全てを居
住施設として判断するのは困難である。あわせて、この
時期の住居では普遍的に見られる竈の設置について本遺
跡では設置事例が少なく、西5・6区では竈を持った住居
が少数確認できたが、この東側調査区では一棟も検出で
きなかった。これらの事象がこの遺跡の性質を投影して
いる可能性が考えられる。また、掘立柱建物には側柱建
物と総柱建物があり、柱穴は平面形が楕円形か円形を呈
し直径が概ね50cm前後で集約される傾向がみられ、側柱・
総柱建物ともに2間×3間の規模を持つものが主となり、
1間×2間の小規模の建物は1棟のみの検出と極めて少な
い。また、調査区を概観すると掘立柱建物は4棟までの複
数棟で一群を形成し、竪穴建物と混在することが少ない
事象が観察できることから各建物の占地分化がなされて
いる可能性が考えられる。あわせて各竪穴建物・掘立柱
建物構成柱穴の遺構内出土遺物が貧弱かつ僅少のため、
全ての建物の構築時期を明らかに出来ていないが、幾つ
かの時期想定可能な建物から、概ね6世紀中頃から7世紀
初頭頃の比較的短い期間建物が設営されていたことが考
えられ、6世紀代が竪穴建物+側柱建物+総柱建物の構成
であったものが、7世紀初頭には西側へ移動し側柱建物+
総柱建物へと建造物構成が変遷する傾向が窺える。
　出土遺物には古墳時代中期から後期にかけての土師器
と須恵器が多数出土するなか、特筆事項として西4区で
自然流路埋土内から少量の土師器・須恵器と共に箱や槽・
用途不明の木製品や部材などが出土し、西3区においては
井戸埋土内から市場系須恵器と土師器の共伴関係が確認
できた。この遺物は出土状況から井戸廃絶時の祭祀との
関連性が高いものと考えられる。

西3区のSR2遺物出土状況（古墳時代）

西3区のSR2・SD237完掘（古墳時代）

西3区の遺構分布（古墳時代）

西3区のSK403遺物出土状況（古墳時代）
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　弥生時代後期から終末期に関しては、東側調査区で遺
構の検出が顕著となり、竪穴建物・掘立柱建物・柱穴・
土坑・溝・自然流路を検出し、当該期の生活域が更に拡
大することが判明した。ここで特筆すべき遺構は、東1
区で検出した3棟の竪穴建物である。3棟は近接し住居形
状および規模も直径7ｍ前後と相似するが、そのうちの
一棟は住居外側に南側に舌状の突出部を持った周溝を有
し、その埋土内には大量の土師器片が包含していた。こ
の3つの建物は共通点が多く周溝を持つ建物ともう一棟
の建物はいずれも屋内に周壁溝や主柱穴を持ち、当初直
径5.5ｍと規模が一回り小さかったものが拡張されて直径
7ｍ前後の建物に改変され、この改変に伴い周溝を有する
建物の周溝も前段階の周溝の外周に1条の周溝を設けた
事が明らかとなっている。あと残りの一棟は周壁溝や主
柱穴をはじめ拡張も認められず居住施設と認定するのは
困難であるが、規模を同じにしていることからもこの3棟
が有機的に関連する遺構であると考えられる。この他に
土器を投棄した南北に縦走する溝や壺棺墓1基が検出さ
れている。壺棺墓の周囲には竪穴建物が近くに存在せず
独立した状況で検出されており、大型の土坑のほぼ中心
に壺棺が横倒しに設置されたもので、平成25年度の北外
周区の調査では小規模な墓坑の甕棺墓や壺棺墓が竪穴建
物の至近に構築されていたこととの対比がなされる。
　弥生時代前期から中期では、明確な遺構として竪穴建
物1棟が検出したほか柱穴・土坑・溝・自然流路などが確
認できたが遺構・遺物数としては極めて少なかった。特
筆すべき遺物は、包含層内からではあるが磨製石剣の残
欠が2点出土し、この遺跡周辺では石剣を出土する遺跡も
散見されるため地域的な関連性が窺われる。
　更に下層の縄文時代については、縄文時代晩期の遺物
を伴う土坑1基の他、溝状遺構・柱穴が僅かながら確認で
きたのみであった。　
　本年度で発掘調査が一区切りを迎え今後の整理作業を
通して、各時期の集落の消長とその構造把握や変遷過程
を相互に検討を重ねたうえで、本遺跡の歴史的的評価と
位置付けを発掘調査報告書に反映させる必要がある。
� （土井光一郎）

東3区のSI94完掘（弥生時代）

東1区3面の遺構分布（弥生時代）

東1区のSI65・SD330完掘（弥生時代）

東1区のSK371遺物出土状況（弥生時代）
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7.御
お は ま ご て ん

浜御殿IV（宇
うわじまじょうあと

和島城跡）
１　所  在  地� 宇和島市御殿町
２　所属時期� 近世
３　調査期間� 平成26（2014）年4月14日～5月23日
４　調査面積� 270㎡
５　調査原因� 天赦園自歩道整備事業
６　担  当  者� 三好裕之　岡美奈子
７　調査概要

　本遺跡は、宇和島城の南西に隣接し標高は約1.4～1.9m
で東から西に緩やかに下る。調査区は天赦公園内の北側
に幅約1.5～2m、東西長180mで設定した。
　当該調査区付近は戦国末期まで神田川の河口および海
であった地域と考えられる。戸田勝隆領主期の1587～
1594年に神田川は現在の河道に付け替えられ、藤堂高虎
領主期の1595～1608年に当該調査区東側付近を侍屋敷（城
代佐伯氏邸）とし、その後1670～1677年に当該調査区西側
を含む大規模な埋め立てを伊達家が行い御浜御殿を造営
した。
　今回の調査では幅約1.1m、検出長約61m（宇和島市教育
委員会の調査を含めると検出長約76m）の石組みの土塀基
礎および土塀基礎南側に幅約0.8mの溝を検出した。周辺
からは18～19世紀の磁器等の遺物が出土し、土塀基礎内
からは裏込の一部に使われたと考えられる18～19世紀の
瓦が出土したことから、土塀は幕末に構築されたと考え
る。また、土塀基礎周辺からの瓦の出土が少ないことお
よび当該土塀の位置が御浜御殿内の中央に位置すること
から、御浜御殿内部を区画する土塀であり、土塀の屋根
構造は板葺きもしくは茅葺きの可能性が考えられる。
　当該土塀の特定を宇和島市教育委員会、伊達博物館お
よび伊達文化保存会の協力を得て各種絵図、文献等で試
みたが、決定的な特定はできなかったが、幕末から明治
初頭における宇和島藩の文献記事、地理的な環境および
天災等の要因などから御浜御殿改修の画期を洗い出し、
当該土塀の築造時期の推定を「御浜御殿IV（宇和島城跡）
-天赦園自歩道整備事業に伴う埋蔵文化財報告書-」にて
行った。
� （三好裕之）

位置図

土塀基礎検出状況

土塀基礎側面検出状況
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Ⅱ−4　刊行した報告書の概要

　本年度は別表にまとめたように第185集から第187集までの計3冊を刊行した。刊行した報告書の
概要は以下のとおりである。

「西条藩陣屋跡」

　今回の調査では礎石・石列・井戸・土坑28基・柱穴5穴を検出した。出土遺物は江戸時代の陶磁器・
瓦質土器・瓦・鉄製品・青銅製品・石製品などである。
　遺構の時期は井戸やその他の遺構も18世紀末から19世紀中葉までの範囲に収まる。礎石・石列・
井戸については3面確認できた整地層との関係で時期差を推定した。新しい順に井戸の段階、礎石・
整地層1と整地層3の段階、石列と整地層2の段階と3つの時期差を想定できる。ただ、整地層1と石
列との整合性はとれていないという点は注意が必要である。� （石貫弘泰）

「御浜御殿IV（宇和島城跡）」

　宇和島市天赦公園（御殿町）に所在する御浜御殿IV（宇和島城跡）の報告書である。御浜御殿は宇和
島城の南西に隣接した宇和島伊達藩の大名居館であり、今回の調査では幅約1.1m、検出長約61m（宇
和島市教育委員会の調査を含めると検出長約76m）の石組みの土塀基礎および土塀基礎南側に幅約
0.8mの溝を確認した。
　周辺の出土遺物および土塀基礎内の裏込に使われている瓦から、土塀の構築時期は18～19世紀と
考えられるが、伊達家の文献資料、絵図等に直接的に当該土塀を記載したものが発見できなかった
ため、本報告では幕末から明治初頭における宇和島藩の文献記事、地理的な環境および天災等の要
因などから御浜御殿改修の画期を洗い出し、当該土塀の築造時期の推定を行った。� （三好裕之）

「喜来遺跡2次」

　新居浜市大生院に所在する喜来遺跡2次調査の報告書である。喜来遺跡は四国山地と独立丘陵で
ある金子山山地に挟まれ、四国山地から派生する中小の河川および金子山山地から派生する小河川
の影響を受けた微高地縁辺に位置する。
　当該調査区の遺構、遺物ともに希薄な状態であること、調査区が喜来遺跡1次調査の西側に隣接
することから、当該調査区が喜来遺跡の西側縁辺であると判断できる。また、本報告では1次調査
と併せて周辺の地理的な環境を復元し喜来遺跡の展開可能範囲を推定した。� （三好裕之）

平成26（2014）年度刊行　報告書一覧
シリーズ
番号 刊行年月 報告書名・掲載遺跡名 面積（㎡）

第185集 平成27（2014）年10月
西条藩陣屋跡�
−西条高校体育館改築工事に伴う埋蔵文化財調査報告書−

530

第186集 平成27（2015）年3月
御浜御殿IV（宇和島城跡）
−天赦園自歩道整備事業に伴う埋蔵文化財調査報告書−

270

第187集 平成27（2015）年3月
喜来遺跡2次
−一般国道11号新居浜バイパス建設に伴う埋蔵文化財調査報告書−

320
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Ⅱ−5　調査研究情報公開事業

　過年度に発掘調査を実施し、発掘調査報告書等で公開している出土品や写真資料等を関係機関に
貸し出し、展示会に協力するとともに、関連講座等を実施した。

１.関連講座

　　愛媛県生涯学習センター共同企画展「えひめ災害の考古学」関連考古学講座へ職員1名派遣
� 主催団体� 愛媛県生涯学習センター
� 実 施 日� 平成26年7月13日（日）『発掘調査から分かる災害痕跡』（藤本清志）
� 場 所� 愛媛県生涯学習センター

　　四国地区埋蔵文化財センター巡回展『続・発掘へんろ』松山会場関連講座へ職員1名派遣
� 主催団体� 四国地区埋蔵文化財センター巡回展実行委員会
� 実 施 日� 平成26年4月26日（土）展示解説会（中野良一）
� � � 平成26年6月7日（土）講演会『松山城関連調査成果報告』（中野良一）
� 場 所� 松山市考古館

　　県市連携「古代いよ発掘まつり」関連講座へ職員2名派遣
� 主催団体� 愛媛県埋蔵文化財センター、松山市埋蔵文化財センター
� 実 施 日� 平成26年8月2日（土）『余戸払川遺跡の調査成果』（増田晴美）
� � � 平成26年11月1日（土）『上三谷篠田・鶴吉遺跡の調査成果』（池尻伸吾）
� 場 所� 松山市考古館

２.出版物への資料提供

資料提供先 出版元・放送元 使用資料
『文化財発掘出土情報2014年
11～12月号「各地の動向」』

株式会社ジャパン通信情報
センター

新谷森ノ前遺跡

３.展示会への資料提供

提供先 貸出資料
香川県埋蔵文化財センター 別名寺谷I遺跡出土の絵画土器写真資料
愛媛県歴史文化博物館 上難波南古墳群0号墳全景など写真資料

４.出版物への原稿提供
　　公益財団法人愛媛県文化振興財団「文化愛媛　第73号」へ原稿提供
� 執筆内容　　『湯築城出土瓦の謎』（中野良一）
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Ⅱ−6　その他の事業

　関係団体が開催する考古学講座、歴史講座へ職員を派遣し、埋蔵文化財を通じて郷土史への理解
を深める機会を提供した。

１.各種団体への職員派遣
　　愛媛新聞カルチャースクール「楽しく考古学−入門編−」へ職員1名派遣
� 主催団体� 愛媛新聞社
� 実 施 日� 平成26年8月9日（土）（岡田敏彦）
� � � 平成26年10月11日（土）（センター展示室見学）（岡田敏彦）
� 実施場所� 県埋蔵文化財センター衣山事務所展示室、松山市考古館

　　西条市考古歴史館「考古学講座」へ講師3名派遣
� 主催団体� 西条市考古歴史館
� 実 施 日� 平成26年4月20日（日）�『石包丁作り』（多田仁・藤本清志・沖野実）
� � � � 11月29日（土）�『収穫祭』（多田仁・藤本清志・沖野実）
� � � 平成27年3月6日（金）� 『新谷遺跡見学』（藤本清志）
� 実施場所� 今治市新谷森ノ前遺跡、西条市小松町公民館、西条市考古歴史館

　　平成26年度コミュニティカレッジ「愛媛の埋蔵文化財講座」へ職員5名派遣
� 主催団体� 愛媛県生涯学習センター
� 実 施 日� 平成26年7月29日（火）
� � � 　『四国における水銀朱事情−愛媛の弥生・古墳時代を中心に−』（鈴木圭）
� � � � 8月19日（火）『香川のサヌカイトと在地の安山岩製石器』（矢部俊一）
� � � � 9月23日（火）『東海より来た中世陶器』（首藤久士）
� � � � 10月21日（火）『今治経田遺跡の弥生・古墳時代』（松村さを里）
� � � � 11月18日（火）『今治経田遺跡の古代・中世』（中野良一）
� 実施場所� 愛媛県生涯学習センター

　　八幡浜市「歴史・文化探検」学習会へ職員2名派遣
� 主催団体� 八幡浜市教育委員会
� 実 施 日� 平成27年3月14日（土）・3月22日（日）（中野良一・藤本清志）
� 実施場所� 八幡浜市勘定～大内浦地区

　　今治市朝倉公民館「歴史文化教養講座」へ職員1名派遣
� 主催団体� 今治市朝倉公民館
� 実 施 日� 平成26年5月20日（火）（柴田圭子）
� 実施場所� 今治市朝倉公民館
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　　桜井史談会へ講師1名派遣
� 主催団体� 桜井史談会
� 実 施 日� 平成26年5月25日（日）
� � � 『平成25年度新谷森ノ前遺跡2次調査の発掘成果について』（石貫弘泰）
� 実施場所� 桜井住民センター

　　徳島市立考古資料館　考古学講座へ職員1名派遣
� 主催団体� 徳島市立考古資料館
� 実 施 日� 平成26年11月24日（月・祝）『松山平野の古墳集落の動向』（岡田敏彦）
� 実施場所� 徳島市立考古資料館

　　平成26年度歴史文化講座へ職員1名派遣
� 主催団体� 愛媛県歴史文化博物館
� 実 施 日� 平成26年11月1日（土）『石器から見た縄文時代前夜の様相』（沖野実）
� 実施場所� 愛媛県歴史文化博物館

　　ひろしま考古学講座IIIへ職員1名派遣
� 主催団体� 公益財団法人広島県教育事業団
� 実 施 日� 平成26年12月7日（日）『芸予の島々と中世の流通』（柴田圭子）
� 実施場所� 広島県立総合体育館
　
　　愛南町生涯学習講座へ職員1名派遣
� 主催団体� 愛南町教育委員会
� 実 施 日� 平成26年7月26日（土）『愛南町の遺跡をたどる』（多田仁）
� 実施場所� 愛南町御荘文化センター

　　伊予郡松前町鶴吉公民館へ職員2名派遣
� 主催団体� 松前町鶴吉公民館
� 実 施 日� 平成27年3月15日（日）『上三谷篠田・鶴吉遺跡出土遺物』（池尻伸吾・中野邦子）
� 実施場所� 松前町鶴吉公民館

　　『お仕事フェスタ2015』へ職員3名派遣
� 主催団体� 河原学園
� 実 施 日� 平成27年3月7・8日（土・日）（藤本清志・沖野実・増田晴美）
� 実施場所� アイテムえひめ

２.学校への職員派遣
　　松山市立南中学校「南中タイム講座別活動」
� 主催団体� 松山市立南中学校
� 実 施 日� 平成26年9月30日（火）（首藤久士）
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Ⅱ−7　相談、助言事業

　埋蔵文化財保護思想の普及を図るため、県民や市町等からの照会、相談等に対して助言を行った。
１.職員の委員等就任状況
　　岡田敏彦嘱託調査員
� 向井古墳史跡整備検討委員会委員（東温市）（平成26年4月1日～平成28年3月31日）

　　柴田圭子調査第一係長
� 今治市文化財保護審議会委員（平成26年11月1日～平成28年10月31日）
� 砥部町文化財保護審議会委員（平成25年4月1日～平成27年3月31日）
� 史跡能島城跡調査・整備検討委員会委員（今治市）（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

２.助言事業
　　西条市考古歴史館開催の平成26年度「考古学講座」カリキュラム作成への助言
� 内 容� 講座内容および担当講師選定（対応：藤本清志）

　　愛媛新聞カルチャースクールの平成26年度「楽しく考古学」カリキュラム作成への助言
� 内 容� 講座内容および担当講師選定（対応：岡田敏彦）

　　中島町中世遺跡案内へ職員1名派遣
� 主催団体� 天理大学
� 実 施 日� 平成26年10月31日（金）（柴田圭子）
� 実施場所� 松山市中島町

　　鬼北町「学芸員採用試験に係る実技試験」について助言
� 実 施 日� 平成26年7月
� 実施場所� 衣山事務所（対応：中野良一）

　　伊方町「旧三崎公民館保管の伊方町所蔵出土遺物の整理」へ職員4名派遣
� 主催団体� 伊方町教育委員会
� 実 施 日� 平成26年10月11日（土）、10月25日（土）、11月15日（土）
� � � 11月22日（土）、12月20日（土）（多田仁・石貫弘泰・沖野実・矢部俊一）
� 実施場所� 町見郷土館

　　和歌山県埋蔵文化財センターからの「龍の絵画土器」見学の受け入れ
� 実 施 日� 平成26年12月15日（月）（対応：松村さを里）
� 実施場所� 衣山事務所
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　　「高見I遺跡採集石器等の遺物整理等についての指導・助言」へ職員1名派遣
� 主催団体� 伊予市教育委員会
� 実 施 日� 平成26年7月・8月（各1日）（沖野実）
� 実施場所� 伊予市立図書館

　　「今帰仁城跡出土遺物の資料整理指導」へ職員1名派遣
� 主催団体� 沖縄県今帰仁村教育委員会
� 実 施 日� 平成26年12月19日～23日（金～火）（柴田圭子）
� 実施場所� 沖縄県今帰仁村

　　「旧岩城村域出土遺物に関する指導」の受け入れ
� 実 施 日� 平成27年1月27日（火）（対応：中野良一）
� 実施場所� 衣山事務所

　　「史跡具志川城跡出土遺物調査研究の指導」へ職員1名派遣
� 主催団体� 沖縄県久米島町教育委員会
� 実 施 日� 平成27年2月26日～3月1日（木～日）（柴田圭子）
� 実施場所� 沖縄県久米島町

Ⅱ−8　体験活動開催事業

　埋蔵文化財保護思想の普及を図るため、次の事業を実施した。
１.体験学習
（１）体験型講座等の開催
　　親子考古学講座の開催（県市連携「古代いよ発掘まつり」関連事業）
� 実 施 日� 平成26年7月25日（金）（親子：10名）
� 実施場所� 道後公園湯築城跡

　　古代体験まつりの開催（県市連携「古代いよ発掘まつり」関連事業）
� 実 施 日� 平成26年8月8日（金）（219名）
� 実施場所� 松山考古館

　　愛南町埋蔵文化財活用事業へ職員派遣
� 主催団体� 愛南町教育委員会
� 実 施 日� 平成26年12月20日（土）『こども縄文体験』（藤本清志・沖野実）
� 実施場所� 愛南町御荘文化センター

　　愛媛大学博物館学実習における事前指導としての施設見学受け入れ
� 実 施 日� 平成26年5月8日（木）（対応：中野良一）
� 実施場所� 衣山事務所
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　　久米はいじの会現場見学の受け入れ
� 実 施 日� 平成26年11月30日（日）（対応：多田仁）
� 実施場所� 上三谷篠田・鶴吉遺跡発掘現場

　　愛媛大学考古学演習の現場見学受け入れ
� 実 施 日� 平成27年1月19日（月）（対応：多田仁）
� 実施場所� 上三谷篠田・鶴吉遺跡発掘現場

　　伊予市教育員会の施設見学受け入れ
� 実 施 日� 平成27年2月10日（火）（対応：中野良一・松村さを里）
� 実施場所� 衣山事務所

（２）中学校生徒の職場体験学習の受け入れ
学校名 人数 実施日 実施場所

東温市立重信中学校 3名 平成26年8月5日（火） 衣山事務所（担当：松村さを里）
今治市立朝倉中学校 25名 平成26年10月15日（水） 新谷事務所（担当：藤本清志）
松前町立松前中学校 2名 平成26年10月22・23日（水・木） 衣山事務所（担当：松村さを里）
松山市立久米中学校 5名 平成26年11月6・7日（木・金） 衣山事務所（担当：松村さを里）
松山市立雄新中学校 3名 平成26年11月11日（火） 衣山事務所（担当：松村さを里）

�

職場体験
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