
（３）整理・報告書編集作業の実施 

 

第１集 西牧野遺跡
にしまきの

 

 

  西牧野遺跡の調査は、第二東海自動車道横浜名古屋線建設に伴う事前調査として、中日本高

速株式会社より依頼を受け本センターが平成 22年６月から平成 23年３月にかけて実施したも

ので、調査面積は 24,810 ㎡である。全体をＡ区～Ｉ区の９調査区に分けて調査を行った。遺

跡は岡崎市樫山町・牧平町に所在し、男川南岸に形成された河岸段丘上に所在し、東は西野川、

西は岩田川に挟まれた区域に広がり、標高は 75～80ｍを測る。 

 調査の結果、旧石器時代から江戸時代にかけての遺構・遺物が確認された。遺構は県内では

２例目となる旧石器時代の礫群をはじめ、縄文時代の竪穴建物、中世の屋敷地を区画する溝や

竪穴状遺構、掘立柱建物、井戸、土壙墓などが検出されている。遺物では、旧石器時代の石器・

剥片など約 3000 点の他に、縄文時代から弥生時代の土器、中世の陶器・土師器などが出土し

ている。報告書作成にあたっては旧石器時代の石器類の情報をできる限り掲載した。 

（成瀬友弘） 
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３ 普及・啓発と研修 

（１）学校授業への協力 

 県内の学校からの依頼を受けて、郷土学習の一環として、本センター職員が講師として学校

に出向き、授業に協力することを行った。今年度は小学校１校で２回、出前授業・体験学習を

実施した。 

実施日 学校名 参加人数 内容 

7月 5日 大府市立共和西小学校 6年生 44名 「別岨古窯群についての話」と銅鏡づくりの講師 

10 月 3 日 大府市立共和西小学校 6年生 44名 銅鏡作りの講師 

 

（２）見学・研修の受け入れ 

 調査センターの見学については随時対応することとしており、今年度の見学・利用者数は 716

名を数えた。特に依頼を受けて実施した団体見学や職場体験学習、その他の研修（発掘調査現

場を含む）については以下の通りである。 

実施日 団体名 参加人数 内容 

5 月 14日 名古屋市博物館ガイドボランティアの会 29名 施設見学 

6 月 21日 名古屋高年大学郷土研究クラブ 45名 施設見学 

8 月 1日 県立岡崎高校 2年生 8名 職場体験 

8 月 18日 西春日井地区社会科研究サークル 23名 施設見学 

8月 29日～

31 日 

県立三好高校教員 1名 社会体験研修（トヨガ下

遺跡） 

11 月 28日 豊田市立花山小学校 5･6年生 37名 発掘体験（南川遺跡） 

 

（３）埋蔵文化財調査研究会 

  県・市町村・関係団体の埋蔵文化財担当職員を対象に開催した。 

日 時 平成 23年７月８日（金） 

    参加者 29名 

    内 容 平成 22年度に実施された発掘調査の事例発表 

［発表された遺跡と調査担当組織］ 

遺跡名 所在地 調査担当組織 

西牧野遺跡 岡崎市 埋蔵文化財調査センター 

伊川津貝塚 田原市 田原市教育委員会 

朝日遺跡 名古屋市 名古屋市見晴台考古資料館 

キジ山古墳群・青雲寺址 豊橋市 愛知県埋蔵文化財センター 

白鳥遺跡 豊川市 豊川市教育委員会 

別岨古窯 大府市 愛知県埋蔵文化財センター 

鎌倉街道周辺遺跡 稲沢市 愛知県埋蔵文化財センター 
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（４）その他 

①埋蔵文化財展 

１月 28 日（土）から３月４日（日）まで豊田市郷土資料館で開催した豊田市郷土資料館

企画展・愛知県埋蔵文化財センター埋蔵文化財展・新出土品展「ケヤキが語る二千年―弥生・

古墳時代の木の文化―」（主催：愛知県教育委員会・豊田市教育委員会・(公益)愛知県教育・

スポーツ振興財団）に収蔵品を出展した。 

 

②発掘調査成果報告会・地元説明会 

平成 22 年度に岡崎市で発掘調査を実施した西牧野遺跡の成果報告会を、８月６日（土）

10時 30分より岡崎市ぬかた会館で開催し、地元住民の方々を中心に約 50名の参加があった。

また、今年度に豊田市で発掘調査を実施した南川遺跡の地元説明会を、１月 14 日（土）11

時より開催し、地元住民の方々を中心に約 60 名の参加があった。 

 

 ③Webページ 

昨年度愛知県のホームページ内に開設した愛知県埋蔵文化財調査センターの Webページで、

事業内容、利用案内などとともに活動報告や発掘調査速報などの情報を紹介している。 

アドレス：http://www.pref.aichi.jp/0000032060.html 

 

４ 資料の保存管理 

（１） 出土資料の保存状況 

昭和 56 年度に愛知県教育サービスセンター埋蔵文化財調査部が設置されて以降、愛知県埋

蔵文化財センターおよび埋蔵文化財調査センターが実施した発掘調査の出土資料のうち、地元

市町村へ譲与されていないものを収蔵管理している。ただし、埋蔵文化財調査センター内の収

蔵容量が遺物収納用コンテナにして３万箱程度であるため、利用頻度の高い出土資料約２万箱

を埋蔵文化財調査センターで保管し、利用頻度の低い出土資料約３万 1000 箱については、旧

新城東高等学校本郷校舎及び旧知多高等学校の建物を利用して分散収納している。 

 

（２） 資料の提供 

出土品は埋蔵文化財調査センターが収蔵管理し、図面・写真などの記録類は（公益）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管理している。 

平成 23年度は次表の出土資料の貸出および掲載・掲載の依頼があった。 

また、研究者や学生を中心に 19件の資料調査の依頼があった。 
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［出土資料の貸出］（個人貸出は除く） 

申請者 使用目的 貸出資料 点数 貸出期間 

愛知県陶磁資料館 「土と炎の芸術―世界の土器―」に展示 一色青海遺跡土器 2 継続 

瀬戸市 
「瀬戸焼の歩み」（瀬戸蔵ミュージアム）

に展示 
巡間 E窯跡他陶器 7 継続 

豊明市教育委員会 市歴史民俗資料室に展示 大脇城遺跡土器等 3 継続 

（公益）愛知県埋蔵文

化財センター 

「愛知こども考古学研究室」（愛知県陶

磁資料館）に展示 
大渕遺跡他土器等 118 継続 

独立行政法人国立病

院機構名古屋医療セ

ンター 

附属名古屋看護助産学校ロビーに展示 
名古屋城三の丸遺跡土器

等 
20 継続 

（公益）愛知県埋蔵文

化財センター 

「愛知こども考古学研究室」（愛知県陶

磁資料館）に展示 
町屋遺跡他土器等 28 ～6/6 

中日本高速道路名古

屋支社豊川工事事務

所 

「お客様コーナー」に展示 石岸遺跡他陶器等 3 ～6/17 

多治見市文化財保護

センター 
「笠原鉢」に展示 名古屋城三の丸遺跡陶器 3 ～7/7 

文化庁 
「発掘された日本列島２０１１」（江戸

東京博物館他）に展示 
一色青海遺跡土器等 28 5/23～2/27 

（公益）愛知県埋蔵文

化財センター 

「愛知こども考古学研究室」（愛知県陶

磁資料館）に展示 
上品野Ｅ窯跡他土器等 29 6/6～ 

北名古屋市 
「市電 沢上車庫を掘る」（北名古屋市

歴史民俗資料館）に展示 

名古屋城三の丸遺跡土器

等 
94 6/22～10/12 

県立衣台高校 中学生体験入学における模擬授業 水入遺跡他土器等 120 7/26～8/5 

津島市立蛭間小学校 社会科学習他 朝日遺跡他土器 3 8/25～8/29 

春日井市教育委員会 
「春日井の古代史事始Ⅳ」（文化フォー

ラム春日井）に展示 
勝川遺跡土器等 25 9/22～10/11 

大口町歴史民俗資料

館 

「中世城館でみーつけたっ！！～出土

遺物とめぐる尾北の戦国～」に展示 
清洲城下町遺跡他土器等 364 10/12～1/11 

名古屋市見晴台考古

資料館 

「弥生の拠点集落～なごやにコメ作り

が伝わった頃の遺跡～」に展示 
月縄手遺跡他土器 30 10/20～1/25 

 

 

－54－ 



名古屋市立比良小学

校 
作品展に展示 月縄手遺跡他土器 4 11/12 

一宮市博物館 「暮らしの中の民具～竹細工」に展示 朝日西遺跡他木製品 6 12/14～3/2 

県立衣台高校 ２年生文系日本史の授業 水入遺跡他土器等 120 12/20～12/27 

文化庁 東京国立博物館に展示 朝日遺跡土器等 251 1/18～ 

(公益)愛知県埋蔵文

化財センター 

埋蔵文化財展（豊田市郷土資料館）に展

示 
阿弥陀寺遺跡他土器等 157 1/19～3/12 

豊明市大脇区 大脇区文化祭に展示 大脇城遺跡土器等 7 1/21～1/22 

下関市立考古博物館 
「弥生時代の拠点集落－その構造と機

能－」に展示 
朝日遺跡石器 2 1/24～3/21 

横浜市歴史博物館 「海にこぎ出せ！弥生人」に展示 朝日遺跡骨角器 11 3/29～ 

 

［出土資料の撮影・掲載許可］ 

申請者 使用目的 許可資料 点数 許可日 

名古屋市中区 『早わかり 中区の歴史－小学生版・名古屋市中

区誌』に掲載 

名古屋城三の丸遺跡磁

器 

1  5/31 

NHK奈良放送局 NHK ニュースで放送 
朝日遺跡石器 

1  6/7 

多治見市文化財保護

センター 

「笠原鉢」の移動展に展示 名古屋城三の丸遺跡陶

器 

3  6/22 

大口町歴史民俗資料

館 

「中世城館でみーつけたっ！！～出土遺物とめぐ

る尾北の戦国～」に展示・掲載 
堀尾氏邸宅跡写真 

9 10/20 

瀬戸市文化振興財団 「瀬戸・美濃窯の近代－生産と流通－」（瀬戸市

美術館）に展示・掲載 
堀尾氏邸宅跡写真 

2 10/27 

一宮市博物館 「暮らしの中の民具～竹細工」に展示・掲載 
朝日西遺跡他木製品 

6 11/15 

県史編さん室 『愛知県史 別編３ 窯業３ 中・近世 常滑系』

に掲載 
烏帽子遺跡他陶磁器 

45 12/5 

 

（３）図書資料の管理 

  平成 23 年度末現在で所蔵する図書数は、合計 90,752 冊、うち調査報告書が 62,865 冊、

市町村史 987 冊、雑誌類 26,900 冊である。なお、これらは研究者をはじめ一般の方々の閲

覧利用も可能である。 
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５ 施設の概要 

（１）設置時期 

   昭和 62 年（1987 年）12 月１日 

（２）施設規模 

   鉄筋コンクリート造 ３階建 

   延床面積 3,930.44 ㎡  敷地面積 3,300 ㎡ 

（３）各階平面図 

 

    

          １階                  ２階 

 

   

          ３階 
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