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例 言 

 

１ 本書は、愛知県埋蔵文化財調査センターが平成 22 年度に実施した埋蔵文化財

保護事業についてまとめたものである。 

２ 愛知県の委託により、公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋

蔵文化財センターが実施した発掘調査の概要については、当該法人の年報を参

照されたい。 

 

 

 

 



１ 組織と事業概要 

（１）組織と職員構成 

 設立当時より、専任職員は所長・主査の２名で、これに兼務の主査１名を加える

形できたが、今年度当初の組織改編により、総務課・調査研究課の２課体制になる

とともに、職員数が 14 名に増員された。 

 

総務課長(1) ― 主査(1) ― 主任(1) 

 所長兼調査 

研究課長(1) 

調査研究    ― 主査(2) ― 主任(7) 

       課長補佐(1) 

 

［平成 22 年度職員］ 

所長兼調査研究課長 磯谷 和明 調査研究課 主任 石原 真吾 

総務課 課長 鹿取 健司 主任 伊奈 和彦 

主査 松澤  実 主任 成瀬 友弘 

主任 山本謙一郎 主任 亀甲 真史 

調査研究課 課長補佐 余合 昭彦 主任 榊原 清人 

主査 宇佐見 守 主任 白井 克尚 

主査 鵜飼 雅弘 主任 本田 英貴 

 

（２）主な事業内容 

① 埋蔵文化財の調査研究 

ア 国・県関係の発掘調査事業実施に向けた調整 

イ 発掘調査の実施、報告書の作成 

  ② 埋蔵文化財と埋蔵文化財についての資料の収集、整理及び保存 

   ア 発掘調査による出土品・記録類の保管管理 

   イ 図書資料の収集、保管管理 

  ③ 埋蔵文化財の調査についての指導及び研修 

   ア 市町村が行う調査への指導・助言 

   イ 県・市町村担当者研修会の実施 

④ 埋蔵文化財についての知識の普及 

 ア 埋蔵文化財保護に関わる普及啓発活動 
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２ 埋蔵文化財保護のための調整と発掘調査の実施 

（１）発掘事業の調整 

 国・県関係の開発事業に係る発掘調査については、県教育委員会生涯学習課文化

財保護室が開発部局からの要望を取りまとめた上で、実施に向けた事業者との調整

や調査実施中の必要な調整を本センターが行っている。平成 22 年度に行われた国・

県関係の発掘調査は次のとおりである。 

 

〔愛知県埋蔵文化財調査センター関係〕 

事業主体 事業名 遺跡名 所在地 内容 調査面積 

中日本高速道

路株式会社  

豊田工事

事務所 

第二東海自動車道横浜名古屋線  西牧野遺跡 岡崎市 本調査 24,810 

愛知県企業庁  研究施設

用地開発

課 

豊田・岡崎地区研究施設用地造成

事業 

松下遺跡 岡崎市 範囲確認 240 

下ソンデ遺跡 60 

イヤ田 豊田市 780 

野田内遺跡 120 

皿田遺跡 300 

本調査・範囲確認調査 2 事業 ６遺跡 面積合計 26,310 

 

〔公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター関係〕  

事業主体 事業名 遺跡名 所在地 内容 調査面積 

国土交通省中

部地方整備局  

設楽ダム工事

事務所 

設楽ダム 川向東貝津遺跡 設楽町 本調査 400 

中日本高速道

路株式会社  

豊川工事事務

所 

第二東海自動車道横浜名古

屋線 

石座神社遺跡 新城市 10,300 

中山砦跡 2,830 

欠下城跡 2,500 

柿下遺跡 整理・報

告書作成 

 

豊田工事事務

所 

西牧野遺跡 岡崎市 整理  

愛知県建設部  都市整備課  街路新設改良工事（住宅基盤

整備）3･4･616 助七西市場線 

清州城下町遺跡 清須市 本調査 780 

都市再生総合整備事業（一）

名古屋豊山稲沢線  

鎌倉街道周辺遺跡 稲沢市 本調査 8,000 

整理  
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愛知県建設部  都市整備課  都市整備推進事業 3･3･14 号

稲沢西春線  

塔の越遺跡 稲沢市 本調査 90 

整理  

長野北浦遺跡 

街路改良工事 3･3･2 号名古

屋半田線 

八巻古窯群 東浦町 本調査 770 

緊急地方道路整備事業 3･3･8

号一宮春日井線  

御山寺遺跡 岩倉市 整理・報

告書作成 

 

下水道課 五条川右岸流域下水道事業

消却施設建設  

伝法寺野田遺跡 一宮市 本調査 1,200 

道路建設課  道路改築工事（主）岡崎足助

線 

車塚遺跡 岡崎市 2,300 

道路改築工事（主）東三河環

状線 

東屋敷遺跡 豊橋市 1,310 

東下地遺跡 範囲確認 50 

道路改良工事国道 363 号 上品野Ｅ窯跡 瀬戸市 本調査 360 

整理・報

告書作成 

 

上品野西金地遺跡 整理  

道路改良工事国道 248 号 塚原１号窯跡 整理・報

告書作成 

 

若宮１号墳 

山口堰堤３号墳 

河川課 床上浸水対策特別緊急事業

（鹿乗川）  

五反田遺跡 安城市 本調査 2,260 

中小河川改良工事（鹿乗川） 姫下遺跡 整理・報

告書作成 

 

惣作遺跡Ⅱ 

愛知県企業庁  東 三 河 水 道 事

務所 

愛知県水道用水供給事業  キジ山古墳群・晴雲

寺址 

豊橋市 本調査 2,170 

工務課 内陸用地造成事業  

「大府木の山地区」  

別岨古窯群 大府市 1,200 

本調査・範囲確認調査 13 事業 17 遺跡 面積合計 36,550 

 

※以下の記述において、愛知県埋蔵文化財センターを「調査センター」、公益財団法

人愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センターを「埋文センター」と

略記することがある。  
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