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書　　　名 発行年 地区 価格 重量 版 主　　な　　内　　容

あ 秋葉街道 2014 南信濃 1,000 340 A4 中世以前から遠州と信州をつなぐ道である秋葉街道の調査、街道関係の遺構・石造文化財等の調査

あ 上溝11号古墳 2004 松尾 無償提供 510 A4 両袖式の横穴式石室の調査。柄頭に銀象嵌を施した直刀が出土

あ 畦地下遺跡（畦地7号古墳） 1992 座光寺 閲覧のみ 畦地７号古墳の周溝を調査。周溝内から須恵器・土師器・切子玉出土

あ 安宅遺跡 1995 竜丘 閲覧のみ 官衙ないし寺院関連遺構

あ 安宅遺跡 2020 竜丘 閲覧のみ ９世紀前後の集落。東側に居宅的な建物群が広がるため、その縁辺部か

あ 新井原・石行遺跡 1999 座光寺 無償提供 390 A4 古墳時代から中世にかけての墓域。古墳の殉葬された馬1体。押出仏出土

あ 新屋敷遺跡 1998 座光寺 閲覧のみ 弥生時代の住居22軒、古墳時代の建物3棟他

い 飯田垣外・火振原・梅が久保遺跡 1987 伊賀良 400 160 B5 縄文時代中期中葉・後期・晩期の遺物出土

い 飯田古墳群 2012 市内 1,500 600 A4 飯田市内の前方後円墳を中心とする総括、塚原二子塚古墳の範囲確認調査報告を付す

い 飯田古墳群－論考編－ 2013 市内 閲覧のみ 飯田古墳群に関する6編の論考を所収

い
飯田古墳群　範囲確認調査・緊急発掘調査報告書
―平成22～26年度―

2016 市内 閲覧のみ 水佐代獅子塚古墳、代田獅子塚古墳、高岡第1号古墳、馬背塚古墳、塚原二子塚古墳

い
飯田古墳群　範囲確認調査・緊急発掘調査報告書
―平成27年度～29年度―

2019 市内 閲覧のみ 御猿堂古墳、兼清塚古墳、御射山古墳

い 飯田市史跡　座光寺の石川除 2015 座光寺 1,000 310 A4 石川除は近世後期に造られた割石積みの堤防、天竜川の治水対策・利水両方の機能を有した。調査で提体、中羽根、中水門等を確認

い 飯田市の石造文化財 2010 市内 3,500 2400 A4 市内の石造文化財一覧を掲載。（上郷・上村・南信濃を除く）

い 飯田城下町遺跡 2001 旧市 無償提供 560 A4 近世城下町の町屋の一画を確認

い 飯田城下町遺跡 2004 旧市 1,500 410 A4 縄文時代中期後葉・弥生時代後期の集落の一画を調査

い 飯田城下町遺跡 2006 旧市 2,500 810 A4 近世城下町の町屋および弥生時代後期の方形周溝墓群の調査。水琴窟が調査され、三つ葉葵紋入りのべっこう製櫛などが出土

い 飯田城下町遺跡 2016 旧市 閲覧のみ 江戸時代の城下町関連では、町屋の区画や鍛冶・鋳造関係の遺構を調査。城下町以前の弥生～古墳時代の集落の一部も調査した

い 飯田城下町遺跡 2017 旧市 閲覧のみ 近世～近代にかけての整地層と礎石建物

い 飯田城下町遺跡（春草公園） 2017 旧市 閲覧のみ 菱田春草の生家や近世飯田城下町の武家屋敷の一部を調査

い 飯田城跡 2002 旧市 500 170 A4 飯田城の出丸の調査　堀の一部を確認

い 飯田城跡 2007 旧市 無償提供 460 A4 飯田城の追手門付近と北堀が調査され、堀家の家紋入りの瓦当等が出土

い 飯田城跡（桜丸） 2015 旧市 500 200 A4 江戸時代に御殿として使用され、明治になると郡役所が置かれた飯田城の桜丸の調査

い 飯田城城跡 2020 旧市 閲覧のみ 本丸地点および二の丸地点の調査。本丸では近世の用水路である「御用水」を良好な状態で確認した。

い 飯田における古墳の出現と展開 2007 市内 閲覧のみ 市内主要古墳に関する基礎資料の集成

い 伊賀良中島平 1977 伊賀良 閲覧のみ 縄文時代早期末住居1軒・前期末住居1軒、弥生時代中期住居1軒・後期住居14軒、古墳時代住居2軒。有舌尖頭器・相木式土器等出土
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い 伊賀良宮の先 1978 伊賀良 閲覧のみ 弥生時代後期住居3軒・方形周溝墓3基等。下ノ城構築前の館跡か

い 育良社付近遺跡 2016 伊賀良 閲覧のみ 縄文時代前期終末から中期初頭、弥生時代後期後半から終末、古墳時代中期後半、中世の遺構・遺物

い 一色遺跡 1996 鼎 閲覧のみ 弥生時代後期住居1軒

い 一色・天伯Ｂ遺跡 1984 鼎 無償提供 180 B5 (旧鼎町教育委員会刊行)　弥生時代後期の方形周溝墓、古墳時代の住居

い 一丁田遺跡・ヒエ田遺跡 1989 上郷 閲覧のみ (旧上郷町教育委員会刊行)　一丁田遺跡は平安時代・中世の溝、ヒエ田遺跡は杭列、木製品多数出土

い 井戸下遺跡 2001 川路 3,000 920 A4 弥生時代中期阿島式・東海系の瓜郷式土器・石器の好資料

い 稲荷坂遺跡 1999 座光寺 500 180 A4 縄文時代中期初頭住居1軒

い 磐座（富士浅間神社） 2015 南信濃 500 140 A4 近世以降の富士浅間神社の石段・基礎の調査

う 上野遺跡・金井原瓦窯址 1996 座光寺 閲覧のみ 奈良時代瓦窯１基・工房を確認

う 上の城窯跡・萩の平窯跡・龍江狐塚遺跡 2019 龍江 閲覧のみ 平安時代に稼働した須恵器窯の灰原の調査。伊那郡衙で使用された硯の在地生産が判明。

う 内御堂遺跡 1980 下久堅 閲覧のみ 中世武家屋敷跡

う 内山遺跡 1998 竜丘 無償提供 200 A4 古墳時代住居4軒

う 内山・花の木発掘調査報告書 1968 竜丘 閲覧のみ 花の木遺跡で平安時代の須恵器製作に関連すると考えられる竪穴等の遺構を調査

お 大井遺跡・大久保遺跡 1997 座光寺 閲覧のみ 縄文時代中期初頭住居1軒、集石炉3基

お 大塚 1969 山本 閲覧のみ 中世の火葬墓17基と副葬品類

お 大原遺跡 1991 伊賀良 500 160 B5 弥生時代～古墳時代住居3軒

お 大原遺跡・富田窯址 1979 下久堅 閲覧のみ 縄文時代中期中葉末住居9軒、江戸時代後期窯跡1基

お 大休下遺跡 2015 旧市 無償提供 290 A4 縄文時代早期の遺構・遺物

お おかん塚古墳 2008 松尾 閲覧のみ 畿内系の両袖式横穴式石室の前方後円墳。羨道部及び墳丘盛土の一部を確認

お 沖平南遺跡 2006 山本 500 190 A4 弥生時代後期の住居および中世の掘立柱建物を調査

か 開善寺境内遺跡 1974 竜丘 閲覧のみ 開善寺古図の梅宅軒跡にあたると考えられる諸遺構の調査

か 開善寺境内遺跡 1991 竜丘 閲覧のみ 溝・竪穴状遺構

か 開善寺境内遺跡 2001 竜丘 1,000 210 A4 5世紀後半から6世紀の集落

か 開善寺境内遺跡 2002 竜丘 3,500 990 A4 弥生時代後期、古墳時代中・後期の集落、中・近世の墳墓群

か 開善寺境内遺跡 2009 竜丘 500 180 A4 古墳時代の住居址、古墳時代以降の区画溝を調査

か 鏡塚発掘調査報告書 1967 竜丘 閲覧のみ 径45ｍ・高さ2.5ｍの円墳。形象埴輪・円筒埴輪・須恵器等出土

か 風越窯址 1979 旧市 閲覧のみ 江戸時代風越焼窯跡1基

か 柏原C遺跡・栗屋元遺跡・橋爪遺跡 1990 上郷 閲覧のみ (旧上郷町教育委員会刊行)　柏原C遺跡は縄文時代中期土器出土、栗屋元遺跡は縄文時代中期の集落、橋爪遺跡は弥生時代後期住居等

か 鼎町黒河内遺跡 1984 鼎 無償提供 170 B5 (旧鼎町教育委員会刊行)　古墳時代住居中期～後期の集落

か 鼎町天伯遺跡 1984 鼎 閲覧のみ

が がにが原遺跡・安宅遺跡 1996 松尾 閲覧のみ 平成7年度緊急調査概報

か 兼田遺跡 1988 上郷 閲覧のみ (旧上郷町教育委員会刊行)　弥生時代後期、古墳時代、平安時代の集落

か 上の城窯跡　萩の平窯跡　龍江狐塚遺跡 2019 龍江 閲覧のみ 8世紀末～9世紀初頭に操業したとされる窯の灰原の一部を確認
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か 上の坊遺跡 2003 竜丘 無償提供 240 A4 縄文時代前期の土坑と古墳時代前期の周溝墓、古瓦

か 上の坊遺跡　馬背塚古墳 2019 竜丘 閲覧のみ 史跡馬背塚古墳周溝の一部を調査

か 上山遺跡群 2006 鼎 500 210 A4 平安時代の集落の一画を調査確認

か 上山遺跡群 2015 鼎 500 200 A4 縄文時代中期後葉の土坑

か 上山遺跡群 2016 鼎 閲覧のみ 古墳時代中期から後期の集落

か 川路大明神原遺跡（個人住宅） 2008 川路 閲覧のみ 縄文時代中期後葉の集落の一部を調査

か 川路大明神原遺跡（鉄塔建設） 2008 川路 無償提供 180 A4 縄文時代中期後半の土坑群の検出により、川路大明神原遺跡での集落の縁辺部の状況を確認

が ガンドウ洞・飯田城跡 1991 竜丘他 閲覧のみ 緊急調査概報

き 北浦遺跡 1985 上郷 閲覧のみ (旧上郷町教育委員会刊行)　フイゴ羽口・鉄滓出土

き 北方遺跡群 1988 伊賀良 500 130 B5 中世小鍛冶工房址

き 北方大原遺跡Ⅱ 1995 伊賀良 閲覧のみ 縄文時代中期～後期住居16軒他。後期住居址は部分的に敷石有り

き 北方北の原遺跡 1996 伊賀良 閲覧のみ 縄文時代草創期の土器、後期～晩期の住居、土器棺墓

き 北方西の原遺跡 2004 伊賀良 無償提供 30 A4 平安時代の集落の一画を調査

き 北方西の原遺跡 2015 伊賀良 500 230 A4 縄文時代前期末の土坑、弥生時代後期の集落

き 北方西の原遺跡 2017 伊賀良 閲覧のみ 前方後方墳の笛吹２号墳を検出、周辺から積石塚３基を飯田で初めて確認。

き 北田遺跡（遺構） 1988 上久堅 閲覧のみ 遺構編。縄文時代早期・中期後葉、弥生時代後期、古墳時代後期の集落を確認。縄文時代中期後葉の中核集落

き 北の原遺跡（遺構編） 1996 松尾 1,000 400 A4 古墳時代以降の継続的な墓域

き 北の原遺跡（遺物編） 1996 松尾 1,000 370 A4 古墳時代以降の継続的な墓域

き 北本城城跡 1992 座光寺 1,000 270 B5 中世山城。中世竪穴・溝・土坑・柱穴

き 北本城々跡・北本城古墳 2003 座光寺 2,500 640 A4 中位段丘突端部の横穴式石室をもつ前方後円墳、中世の居住的城跡の調査

き 北本城跡Ⅲ 2005 座光寺 1,000 320 A4 弥生時代後期の住居址および中世の居館的城跡

き
旧飯田測候所庁舎　旧飯田藩馬場調練場の門（通
所脇坂門）　改修事業等報告書

2015 旧市 閲覧のみ 大正11年に開設された測候所の改修事業

き 経塚原遺跡（1号古墳・2号古墳） 1995 伊賀良 500 190 A4 一字一石経塚。経石多数出土

き 切石遺跡群 2009 鼎 500 340 A4 古墳時代中期の土坑と古墳周溝を調査

き 切石遺跡 2020 鼎 閲覧のみ 縄文中期後葉の竪穴建物２棟

く 久保尻遺跡 1996 竜丘 閲覧のみ 中世住居3軒、溝、水田址

く 久保尻遺跡 2021 竜丘 閲覧のみ 古墳時代竪穴建物１（鉄鏃、鉇、砥石等出土）、奈良時代竪穴建物３、土師器焼成坑、中世集石墓ほか

く
久保田遺跡・久保田1号古墳・えん魔王塚古墳
（その1　集落編）

2002 川路 2,000 500 A4 弥生時代から平安時代の集落の一画、古墳築造による集落の移動

く
久保田遺跡・久保田1号古墳・えん魔王塚古墳
（その2　古墳編）

2003 川路 2,000 720 A4 久保田1号古墳は二重周溝と造り出しを有する前方後円墳、周溝の造り替えが行われている

く 公文所前遺跡 1991 伊賀良 閲覧のみ 縄文時代中期住居1軒、平安時代住居3軒
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く 栗屋元遺跡 1986 上郷 閲覧のみ (旧上郷町教育委員会刊行)　縄文時代～奈良時代の複合遺跡

く 栗屋元遺跡 2006 鼎 無償提供 230 A4 縄文時代中期中葉末～後葉・弥生時代後期の集落の一画を調査

く 黒田垣外遺跡 1998 上郷 閲覧のみ 弥生時代後期住居1軒、平安時代住居1軒

く 黒田垣外・ミカド・増田・見城垣外遺跡 2001 上郷 1,500 600 A4 縄文時代から弥生時代にかけての集落の一部

く 黒田大明神原遺跡 1997 上郷 閲覧のみ 縄文時代前期終末の好資料

く 黒田大明神原遺跡Ⅱ 1999 上郷 3,000 820 A4 縄文時代中期後葉の中核集落

く 黒田大明神原遺跡Ⅲ 2000 上郷 1,000 200 A4 縄文時代前期終末から中期初頭の一括資料

く 黒田大明神原第一次発掘調査報告書 1985 上郷 閲覧のみ (旧上郷町教育委員会刊行)　縄文時代中期住居、土偶出土、弥生時代後期住居

く 黒田大明神原第二次発掘調査報告書 1986 上郷 閲覧のみ (旧上郷町教育委員会刊行)　縄文時代中期土器等

く 黒田八幡原遺跡 2014 上郷 1,500 370 A4 縄文時代中期末の集落、有孔鍔付土器出土

け 毛賀御射山遺跡 1978 松尾 閲覧のみ 縄文時代中期住居、平安時代住居・建物など。カマド部材として布目瓦・瓦塔片使用

こ 小池・宮城・神送塚 1974 竜丘 閲覧のみ 小池遺跡は弥生時代後期、古墳時代後期、奈良・平安時代の集落、宮城遺跡は縄文時代中期中葉の集落、神送塚古墳から出土したとされる遺物

こ 小垣外・辻垣外遺跡 1995 伊賀良 無償提供 130 B5 方形周溝墓1基他

こ 小垣外・八幡面遺跡 1988 伊賀良 閲覧のみ 小垣外遺跡は縄文時代、古墳～平安時代の集落、八幡面遺跡は縄文時代、弥生時代、古墳時代、平安時代の集落

ご 権現堂前遺跡 2004 旧市 500 280 A4 縄文時代晩期終末の土器が自然流路より出土

さ 酒屋前遺跡 1983 伊賀良 閲覧のみ 古墳時代住居1軒、方形周溝墓1基

さ 下り松遺跡 2018 山本 閲覧のみ 縄文時代早期末の土坑・中期後葉の竪穴建物

ざ 座光寺中島遺跡 1999 座光寺 3,500 580 A4 弥生時代後期中島式の標識遺跡。縄文時代中期初頭住居1軒、弥生時代後期住居30軒・周溝墓2基・建物1棟

さ さつみ古屋垣外 1970 丸山 閲覧のみ さつみ遺跡は縄文時代後・晩期、弥生時代後期の集落、弥生時代後期、中近世の墓域。古屋垣外遺跡は弥生時代後期の集落、中世の土葬墓・集石墓

さ 猿小場遺跡 1980 鼎 閲覧のみ 弥生時代後期住居3軒、平安時代住居25軒、中世住居16軒など

さ 猿小場遺跡 1992 鼎 500 120 B5 建物1棟他

し 信濃御殿田 1981 鼎 閲覧のみ

し 信濃土器洞窯跡 1979 伊賀良 閲覧のみ

し 清水遺跡 1976 松尾 閲覧のみ 弥生時代後期住居15軒・周溝墓9基、古墳時代前・中期住居14軒、平安時代住居14軒などの調査

し 清水遺跡 1991 松尾 閲覧のみ 弥生時代後期住居2軒、古墳時代前期住居12軒、平安時代住居9軒等

し 清水上遺跡 2016 松尾 閲覧のみ 弥生時代後期から断続的に営まれた集落の一画

し 下原遺跡 1989 伊賀良 閲覧のみ 縄文時代中期後葉住居11軒、弥生時代後期住居1軒、土坑等

し 下原遺跡 2009 伊賀良 無償提供 20 A4 近世の鍛冶施設の調査

し 下の原Ａ遺跡 2021 伊賀良 閲覧のみ 縄文中期中葉土坑等。中世とみられる溝址は荘園や城館に関わる可能性あり

じ 城遺跡 1991 松尾 1,000 230 B5 弥生時代後期住居2軒、古墳時代前期住居12軒、平安時代住居9軒、方形周溝墓2基等

じ 城陸遺跡 2003 竜丘 2,000 600 A4 縄文時代中期中葉と平安時代の集落。縄文時代中期中葉の良好な資料が出土

し 白山遺跡 1981 山本 閲覧のみ 縄文時代住居など

し 代田山狐塚古墳の測量調査 1994 松尾 閲覧のみ 長野県史跡となった前方後方墳の測量調査報告
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す 鈴岡城址 1990 松尾 閲覧のみ 城址測量及び試掘調査

す 鈴岡城址 2009 竜丘 1,500 430 A4 二の郭の範囲確認調査及び二の郭西側堀等の調査

す 砂払遺跡 2008 羽場 500 410 A4 縄文時代晩期の遺物が出土

ぞ 増泉寺付近遺跡 1996 伊賀良 無償提供 2,270 B5 縄文時代中期後葉住居29軒等。中期後葉を中心とする集落（4冊セットの一部）

た 田井座遺跡 1988 鼎 600 200 B5 縄文時代前期前葉住居5軒、弥生時代後期住居3軒・方形周溝墓2基等

た 田井座遺跡 1991 鼎 閲覧のみ 弥生時代後期住居2軒他

た 田井座遺跡 1992 鼎 無償提供 230 B5 弥生時代後期住居2軒、方形周溝墓2基、中世住居1軒等

た 田井座遺跡 1995 鼎 無償提供 170 B5 弥生時代後期住居8軒

た 田井座遺跡 1996 鼎 閲覧のみ 弥生時代後期住居2軒

た 田井座・一色・名古熊下遺跡 1991 鼎 閲覧のみ 弥生時代後期住居19軒・方形周溝墓6基等

だ 大明神原遺跡Ⅲ 1990 上郷 閲覧のみ (旧上郷町教育委員会刊行)　縄文時代中期の集落、弥生時代後期の方形周溝墓

だ 大門原遺跡 1999 座光寺 3,500 1,200 A4 縄文時代中期中葉から後葉の中核集落

だ 大門原遺跡Ⅱ 2001 座光寺 500 170 A4 縄文時代早期の住居址・集石址

た 高岡遺跡（高岡3号・4号古墳） 1990 座光寺 600 220 B5 高岡3・4号古墳の周溝・葺石の一部を調査

た 高岡遺跡（新井原18号古墳） 1991 座光寺 500 160 B5 新井原18号古墳の周溝・葺石一部を確認

た 高野遺跡 1989 山本 無償提供 430 B5 古墳～平安時代住居3軒、平安時代建物6棟。平安時代の製鉄遺跡

た 高松原Ⅱ 1984 上郷 閲覧のみ (旧上郷町教育委員会刊行)　縄文時代前期・中期の集落、弥生時代後期の集落

た 高松原Ⅲ 1985 上郷 閲覧のみ (旧上郷町教育委員会刊行)　縄文時代中期住居、弥生時代後期の住居・方形周溝墓

た 高松原遺跡Ⅳ 1989 上郷 閲覧のみ (旧上郷町教育委員会刊行)　近世陶磁器

た 高松原遺跡 2001 上郷 1,000 360 A4 上段における弥生時代後期の拠点的集落

だ 駄科北平遺跡 1976 竜丘 閲覧のみ 縄文時代中期後葉、奈良・平安時代の集落。中世の堂址1・住居3軒・建物2等を調査。和鏡の出土

だ 駄科権現堂遺跡・安宅３号古墳 2006 竜丘 無償提供 330 A4 縄文時代中期後葉の集落の一画およびこれまで知られていなかった安宅3号古墳の一部を調査

た 橘山窯跡 2005 松尾 1,500 410 A4 近代初期と考えられる陶器窯灰原の調査

た 龍江石原遺跡 1995 龍江 500 100 B5 古墳時代住居1軒等

た 龍江大平遺跡 1995 龍江 500 160 B5 縄文時代前期住居3軒、古墳時代住居2軒。カマド出現期の住居

た 龍江城・龍江阿高遺跡 1997 龍江 閲覧のみ 近世渡船場跡等

た 立野遺跡(写真図版） 1996 伊賀良 閲覧のみ 縄文時代早期の押型文土器

た 谷川窯跡 2015 旧市 500 230 A4 明治時代の磁器を焼いた窯の調査

た 丹保遺跡 1989 上郷 閲覧のみ (旧上郷町教育委員会刊行)　弥生時代後期の集落

た 丹保遺跡 1993 上郷 閲覧のみ (旧上郷町教育委員会刊行)　弥生時代中期・後期、古墳時代の集落

た 田圃遺跡 1993 松尾 1,300 370 A4 弥生時代住居1軒・方形周溝墓3基など。貼石をもつ周溝墓。中世木製品が出土

た 田圃遺跡（Ⅱ） 2000 松尾 2,000 750 A4 弥生時代から中世にかけての集落

ち 知久平遺跡 1983 下久堅 300 90 B5 縄文時代後期土器等
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ち 直刀原遺跡 1991 伊賀良 900 310 B5 縄文時代中期中葉住居2軒・土器埋納土坑多数。中期初頭から中葉主体の土坑群が特徴

ち 直刀原遺跡・河原林遺跡 1992 伊賀良 1,000 230 B5 縄文時代中期後半住居2軒

つ 塚穴1号古墳・2号古墳 1987 上久堅 1,000 160 B5 ７世紀前半の横穴式石室

つ 月の木遺跡 2009 川路 2,500 720 A4 弥生時代末から古墳時代中期の集落と墓域、中世の集落を調査

つ 月の木遺跡・月の木古墳群 2002 川路 2,500 780 A4 縄文時代前期（木島式）の住居　古墳時代中期の古墳群の調査

つ 辻前遺跡 2003 川路 3,500 1,410 A4 古墳時代中期～平安時代の集落。溜め池と考えられる施設や、クリの貯蔵穴を確認。多量の木製品類や古瓦・銅鋺が出土

つ ツルサシ・ミカド・増田・垣外遺跡 1989 上郷 閲覧のみ
(旧上郷町教育委員会刊行)　ツルサシ遺跡は弥生時代後期の集落、ミカド遺跡は弥生時代後期の方形周溝墓、増田遺跡は縄文時代中期・弥生時代後期
の集落、垣外遺跡は縄文時代中期、弥生時代後期の集落

て 寺所遺跡 1999 松尾 1,500 400 A4 貼石を持つ墳丘墓他周溝墓。周溝に殉葬馬

て 寺所遺跡 2019 松尾 閲覧のみ 弥生時代中期から後期・古墳時代中期・平安時代の集落跡、古墳時代後期墳丘墓

て 天伯Ａ遺跡 1975 鼎 閲覧のみ (旧鼎町教育委員会刊行)　縄文時代中期の集落、弥生時代の方形周溝墓、天伯1・2号古墳の周溝調査

て 天伯Ｂ遺跡（五輪原地籍） 1992 鼎 500 120 B5 平安時代住居1軒等

て 伝馬町遺跡 1988 旧市 閲覧のみ 近世飯田藩武家屋敷跡

て 天竜峡東原遺跡 1983 川路 300 70 B5 弥生時代後期住居1軒

ど 堂垣外遺跡 1983 上郷 閲覧のみ (旧上郷町教育委員会刊行)　弥生時代中期、奈良・平安時代の集落

ど 堂垣外・橋爪・藪上・長橋遺跡 1994 上郷 無償提供 1,790 B5 (旧上郷町教育委員会刊行)　堂垣外遺跡は古墳時代～平安時代の集落、硯・帯金具が出土。橋爪遺跡は方形周溝墓7基を確認

ど 留々女遺跡 2003 川路 2,500 770 A4 天竜川の氾濫原際に立地する古墳～平安時代の大規模な集落

と 殿原遺跡 1987 伊賀良 3,500 1,300 B5 縄文時代住居9軒（前期～後期）、弥生時代住居87軒、古墳時代住居4軒・周溝墓・建物等

と 殿原遺跡 1992 伊賀良 無償提供 400 B5 縄文時代中期初頭住居1軒、弥生時代後期住居3軒等

と 殿村遺跡・大荒神の塚古墳 2003 川路 2,000 610 A4 弥生時代後期住居2軒、古墳中期住居4軒、円形周溝墓1基、近世鍛冶関連遺構等。船形埴輪・家形埴輪等が出土。有舌尖頭器出土

と 富の平・富士塚・恒川遺跡群 1994 伊賀良 無償提供 170 B5 調査概報

と 富の平遺跡 1996 伊賀良 無償提供 2,270 B5 縄文時代中期初頭の好資料（4冊セットの一部）

と 豊田遺跡 2003 上郷 閲覧のみ 弥生時代後期の墓域の一画を調査

と 鳥屋平遺跡 1983 伊賀良 300 90 B5 縄文時代中期土坑等

と 鳥屋平遺跡 2012 伊賀良 1,000 180 A4 縄文時代中期中葉の集落

な 中尾・天神遺跡 1980 下久堅 閲覧のみ 縄文時代住居等

な 中川遺跡・一つ塚古墳 1996 伊賀良 閲覧のみ 弥生時代後期住居2軒

な 中島遺跡・矢崎遺跡 1989 上郷 閲覧のみ (旧上郷町教育委員会刊行)　中島遺跡は縄文時代中期の住居等、矢崎遺跡は縄文時代前期の住居等

な 中羽場遺跡 2018 座光寺 閲覧のみ 縄文時代早期後葉から終末の資料、弥生時代後期初頭の竪穴建物

な 中村中平遺跡 1994 伊賀良 閲覧のみ
縄文時代後期から晩期にかけての再葬墓群。多量の耳飾り・石棒・石剣・土偶を有し、配石遺構も確認された。この他、後期住居5軒・中期住居21軒・方形柱
列3基など縄文時代を中心とする遺跡。他に弥生時代後期・古墳時代後期・奈良・中世の住居及び遺物

な 中村中平遺跡（遺物編） 2011 伊賀良 3,500 2600 A4
縄文時代後期から晩期にかけての再葬墓群。多量の耳飾り・石棒・石剣・土偶を有し、配石遺構も確認された。この他、後期住居5軒・中期住居21軒・方形柱
列3基など縄文時代を中心とする遺跡の遺物編
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な 中村中平・恒川・円通寺遺跡 1995 伊賀良 無償提供 90 B5 調査概報

な 中村中平・西の塚・三尋石Ⅱ・富士塚遺跡 1993 伊賀良 無償提供 110 B5 調査概報

な ナギジリ一号古墳 1998 座光寺 閲覧のみ 6世紀後半の横穴式石室を持つ円墳

に 西浦遺跡 2021 上郷 閲覧のみ
リニア中央新幹線長野県駅周辺整備のための市道拡幅・新設部分の調査。平安時代に破壊され埋没していた飯沼塚田古墳の周溝を検出し、７世紀初頭を
中心とする馬具、須恵器等が出土。他に弥生時代の方形・円形周溝墓および竪穴建物、平安時代の竪穴建物・灰釉陶器等、中世のピット・遺物を確認。

に 西の塚遺跡 2007 竜丘 無償提供 20 A4 古墳時代前期の集落の一画を調査

に 入野遺跡 1992 伊賀良 500 130 B5 縄文時代住居3軒・集石炉1基

は 箱川原遺跡B発掘調査報告書 1971 山本 閲覧のみ

ば 化石遺跡・化石1号古墳 2015 上郷 500 160 A4 直径約20ｍの円墳である化石1号古墳の周溝の調査

は 原の城遺跡 1996 上郷 閲覧のみ 弥生時代後期住居4軒

は 原の城A遺跡 1989 上郷 閲覧のみ (旧上郷町教育委員会刊行)　弥生時代後期の住居、近世陶磁器出土

は 羽場曙遺跡・方角東遺跡 2003 旧市 2,000 510 A4 弥生時代後期の居住域・墓域　中近世の墳墓群

は 羽場曙遺跡　方角東遺跡 2008 羽場 1,000 320 A4 弥生時代後期の住居址と方形周溝墓、古墳時代前期の住居址、中近世の土坑を調査

は 羽場獅子塚古墳 2017 松尾 閲覧のみ 市内2例目の前方後方墳の範囲確認調査

は はりつけ原遺跡Ⅱ 1998 伊賀良 閲覧のみ 弥生時代後期の集落。方形周溝墓8基等

は はりつけ原遺跡 2003 伊賀良 無償提供 220 A4 縄文中期の住居・土坑と中世の溝址

は はりつけ原遺跡 2008 伊賀良 無償提供 160 A4 高位段丘に特徴的な、弥生時代後期の集落が明らかになった。

は 半の木遺跡 2000 座光寺 1,000 290 A4 縄文時代早期前半押型文土器、土坑内より茅山下層式土器

は 半の木遺跡 2000 座光寺 1,000 170 A4 縄文から中世にかけての遺構が散在

ば 番場遺跡 2001 下久堅 500 190 A4 縄文時代から古墳にかけての集落の一部

ひ 樋明古墳 1991 伊賀良 閲覧のみ ６世紀後半から７世紀にかけての横穴式石室を持つ円墳

ひ 日影林遺跡 1989 上郷 閲覧のみ (旧上郷町教育委員会刊行)　縄文時代中期・後期、平安時代の住居、縄文時代後期の土坑

ひ 久井遺跡 1993 松尾 無償提供 150 B5 古墳時代住居2軒、平安時代建物址2棟、方形周溝墓など

び 美女遺跡 1998 座光寺 4,000 1,820 A4 縄文時代早期前半の立野式期住居11軒他。草創期爪形文土器･絡条体圧痕土器など出土

ひ 姫宮遺跡 1982 上郷 閲覧のみ (旧上郷町教育委員会刊行)　縄文時代草創期の表裏縄文土器出土

ひ 日向田遺跡 1985 鼎 閲覧のみ 平安時代住居1軒

ひ 日向田遺跡Ⅱ 1990 鼎 閲覧のみ 弥生時代後期住居2軒、平安時代住居2軒、中世住居2軒

ひ 日向田遺跡Ⅲ 1994 鼎 無償提供 120 B5 平安時代住居5軒

ひ 平畑遺跡・八幡原遺跡 1988 上郷 閲覧のみ (旧上郷町教育委員会刊行)　縄文時代中期、弥生時代後期の集落

ふ 富士塚遺跡 2010 伊賀良 500 200 A4 縄文時代中期中葉から後葉前半の住居及び土坑群の調査

ふ 富士塚・富士塚遺跡Ⅱ 1996 伊賀良 無償提供 2,270 B5 縄文時代集石炉3基他（4冊セットの一部）

ふ 古市場遺跡・鳥屋場2号古墳 2000 座光寺 1,000 160 A4 縄文時代の集落の一端を確認。古墳は不明

ぶ 文永寺石室・五輪塔修理工事 1987 下久堅 閲覧のみ 鎌倉時代の五輪塔の修理工事報告

へ 平成15･16年度　市内緊急発掘調査報告書 2005 市内 閲覧のみ 個人住宅等により市内遺跡緊急調査で発掘調査した報告書（箕瀬遺跡、水城遺跡、石原古墳、開善寺境内遺跡、藪越遺跡、富の平遺跡）
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へ 平成17・18・19年度　市内遺跡緊急発掘調査報告書 2009 市内 無償提供 190 A4
個人住宅等により市内遺跡緊急調査で発掘調査した報告書（飯田城跡・飯田城下町遺跡、権現堂前遺跡、寺所遺跡、平地遺跡、畦地下遺跡、西の塚遺跡
（権現5号古墳）、北方西の原遺跡、龍江宮沢・山中遺跡）

へ 平成20･21年度　市内遺跡緊急発掘調査報告書 2011 市内 無償提供 150 A4
個人住宅等により市内遺跡緊急調査で発掘調査した報告書（黒田垣外遺跡、富士塚遺跡、黒田垣外遺跡、前の原遺跡、富士塚遺跡、北方大原遺跡、黒田
垣外遺跡、黒田垣外遺跡、見城垣外遺跡、入野遺跡、寺所遺跡）

へ 平成22～26年度　市内遺跡緊急調査報告書 2016 市内 閲覧のみ
個人住宅等により市内遺跡緊急調査で発掘調査した報告書（三尋石遺跡、高松原遺跡、馬出し遺跡・知久平城跡、妙前遺跡、水城遺跡、飯田城下町遺跡、
黒田大明神原遺跡、名古熊上遺跡、明遺跡、入野遺跡、北方西の原遺跡、方角東遺跡、がにが原遺跡、松尾城遺跡、三尋石南遺跡、古瀬平遺跡、明遺
跡、辻前遺跡、田圃遺跡、松林遺跡、上山遺跡、押洞遺跡）

へ 平成27～29年度　市内遺跡緊急発掘調査報告書 2019 市内 閲覧のみ
個人住宅等により市内遺跡緊急調査で発掘調査した報告書（下り松遺跡、寺所遺跡、中羽場遺跡、愛宕城城跡、下り松遺跡、飯田城城跡、上溝羽場遺跡、
上溝遺跡、座光寺城遺跡・北本城城跡、明遺跡、切石遺跡、大瀬木大森遺跡、飯田城下町遺跡）

べ 別府中島遺跡 2000 上郷 1,000 210 A4 縄文時代前期後葉住居1軒、弥生時代後期住居1軒他。縄文時代前期後葉の下島式・諸磯Ｃ式土器の良好な資料

べ 別府中島遺跡 2015 上郷 無償提供 330 A4 縄文時代前期末の集落、弥生時代後期末の集落

ほ 細田北遺跡 1990 座光寺 400 160 B5 縄文時代中期中葉住居1軒、関西系土器出土の土坑他

ほ 細新遺跡Ⅱ 1998 龍江 閲覧のみ 古墳時代を主体とする大集落。弥生時代住居3軒、古墳時代住居69軒、平安時代住居21軒等

ま 前の原遺跡 1990 竜丘 閲覧のみ 古墳時代住居6軒

ま 前の原遺跡Ⅳ 2002 竜丘 500 220 A4 縄文時代中期、平安時代の集落の一部

ま 前の原・塚原 1975 竜丘 閲覧のみ 前の原遺跡で縄文中期後葉住居15軒、古墳住居7軒、平安住居1軒、中世住居1軒等。縄文時代中期の中核集落

ま 前林遺跡（付前林廃寺跡） 2005 竜丘 無償提供 300 A4 弥生時代後期の集落の一画を調査

ま 柵口遺跡 1997 伊賀良 閲覧のみ 弥生時代後期住居1軒

ま 松尾城遺跡 2005 松尾 500 220 A4 縄文時代中期中葉と弥生～古墳時代前期の集落

ま 松尾南の原遺跡発掘調査概報 1974 松尾 閲覧のみ 中世の小笠原氏の一族ないし上級家臣のものと考えられる屋敷跡等の調査

ま 松林遺跡 1972 座光寺 閲覧のみ 縄文時代晩期の土器集中区

ま ママ下遺跡 2003 上郷 無償提供 360 A4 土曽川の自然堤防上に立地する弥生～平安時代の集落。古墳時代後期の住居・建物群が特筆される

ま ママ下遺跡 2008 上郷 閲覧のみ 土曽川の自然堤防上に立地する古墳時代後期から平安時代を中心とした集落の南限を確認

ま 丸山遺跡 1988 旧市 閲覧のみ 弥生時代後期～古墳時代住居7軒、中世住居1軒等

み 水城遺跡 1999 松尾 閲覧のみ 水城2号古墳関連遺構等

み 溝口の塚古墳 2001 上郷 閲覧のみ 未盗掘の竪穴石室を持つ5世紀後半の前方後円墳の調査。甲冑・武器類が出土

み 溝口の塚古墳・恒川遺跡群倉垣外遺跡・市内遺跡 1998 上郷 閲覧のみ 平成9年度緊急調査概報

み 溝口の塚古墳・宮垣外遺跡 2011 上郷 無償提供 160 A4 古墳の周溝の一部を調査、平安末の住居等

み 箕瀬遺跡 2002 旧市 閲覧のみ 弥生時代中期（北原式）の埋甕、平安時代の集落の一部

み 箕瀬遺跡 2010 旧市 無償提供 600 A4 縄文時代中期後葉の住居址、弥生時代中期の住居址、平安時代の住居址の調査

み 三尋石遺跡・増泉寺付近遺跡 1992 伊賀良 無償提供 80 B5 調査概報

み 三尋石遺跡・三尋石遺跡Ⅱ 1996 伊賀良 無償提供 2,270 B5 縄文時代中期住居6軒等（4冊セットの一部）

み 三尋石遺跡Ⅲ 1999 伊賀良 閲覧のみ 縄文時代中期後葉の集落

み 三尋石遺跡Ⅳ 2000 伊賀良 1,500 360 A4 縄文時代中期後葉の集落
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み 南条棚田遺跡Ⅰ 1986 上郷 閲覧のみ 生産域とみられる湿地帯の調査

み 南条棚田遺跡Ⅱ 1987 上郷 閲覧のみ 生産域とみられる湿地帯の調査
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み 南本城城跡 2011 座光寺 1,000 310 A4 中世の平山城

み 宮垣外遺跡・高屋遺跡 2000 上郷 閲覧のみ 馬具を伴う馬を埋葬した土坑を確認

み 明遺跡 2017 松尾 閲覧のみ 弥生時代の竪穴建物と古墳j時代の溝

み 妙前遺跡 2001 松尾 2,500 750 A4 縄文時代中期から平安時代にかけての集落

み 妙前大塚 1972 松尾 閲覧のみ 5世紀中葉と考えられる円墳。竪穴式の礫と粘土による槨をもつと考えられる。金銅装の眉庇付冑等が出土

や 矢高原遺跡 1992 鼎 閲覧のみ 土坑など

や 矢高原・八幡原遺跡 1983 鼎 無償提供 70 B5 (旧鼎町教育委員会刊行)　矢高原遺跡からは古銭多数出土、八幡原遺跡は縄文時代後期土器片出土

や 矢崎遺跡 1988 上郷 閲覧のみ (旧上郷町教育委員会刊行)　縄文時代中期・後期・晩期の土器出土、奈良・平安時代の集落、鉄滓多数出土

や 矢崎遺跡 2009 上郷 2,000 530 A4 縄文時代前期・弥生時代後期・古墳時代中～後期・平安時代の住居址及び弥生時代後期の方形周溝墓を調査。

や 柳添遺跡 1992 鼎 閲覧のみ 縄文時代中期後葉住居2軒、古墳時代後期住居7軒

や 籔越遺跡 1991 上郷 閲覧のみ (旧上郷町教育委員会刊行)　弥生時代から平安時代の集落

や 藪越遺跡Ⅱ 2000 上郷 無償提供 300 A4 下段における弥生後期の集落

や 藪越遺跡Ⅲ 2005 上郷 無償提供 330 A4 弥生時代中期から後期を中心とする集落

や 山本西平遺跡 1998 山本 1,200 360 A4 中世の居館

や 八幡原遺跡 1992 松尾 2,500 460 B5 縄文時代前期後半住居2軒、古墳時代方形周溝墓18基他。貼石をもつ周溝墓・武具類が副葬された土壙墓

や 八幡原遺跡 1992 松尾 無償提供 190 B5 方形周溝墓6基他

や 八幡原遺跡　物見塚古墳 1992 鼎 2,000 310 B5 5世紀代の円墳。粘土郭内に割竹形木棺。副葬品として鉄剣・竪櫛など。周溝内より馬歯・馬具出土

ゆ 湯川遺跡 1997 山本 閲覧のみ 縄文時代中期後葉住居4軒

ろ 六反畑遺跡 1989 鼎 閲覧のみ 縄文時代後期～晩期土坑・ピット、古墳時代住居2軒

ろ 六反畑遺跡Ⅱ 1995 鼎 300 100 B5 古墳時代住居1軒

▼恒川遺跡群報告書（発刊年順）

恒川遺跡群　昭和57年度範囲確認調査概報 1983 座光寺 閲覧のみ 第2次調査　古代伊那郡衙関連遺跡

恒川遺跡群　昭和58年度範囲確認調査概報 1984 座光寺 閲覧のみ 第3次、第4次調査　古代伊那郡衙関連遺跡

恒川遺跡群　昭和59年度範囲確認調査概報 1985 座光寺 無償提供 70 B5 第5次調査　古代伊那郡衙関連遺跡

恒川遺跡群（遺構編・遺物編） 1986 座光寺 閲覧のみ 第1次調査　縄文時代から奈良・平安時代までの複合遺跡。古代伊那郡衙関連遺跡

恒川遺跡群　昭和60年度範囲確認調査概報 1986 座光寺 閲覧のみ 第6次、第7次調査　古代伊那郡衙関連遺跡

恒川遺跡群　昭和61年度範囲確認調査概報 1987 座光寺 無償提供 80 B5 第8次調査　古代伊那郡衙関連遺跡

恒川遺跡群　田中倉垣外地籍 1988 座光寺 無償提供 660 A4 第9次、第10次調査　弥生時代中期、古墳時代、奈良・平安時代の集落

恒川遺跡群　昭和62年度範囲確認調査概報 1988 座光寺 無償提供 70 B5 第11次調査　古代伊那郡衙関連遺跡

恒川遺跡群　昭和63年度範囲確認調査概報 1989 座光寺 無償提供 70 B5 第16次調査　古代伊那郡衙関連遺跡

恒川遺跡群　平成元年度範囲確認調査概報 1990 座光寺 閲覧のみ 古代伊那郡衙関連遺跡
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恒川遺跡群 1990 座光寺 無償提供 100 B5 第18次、第19次調査　平成元年度緊急調査概報。古代伊那郡衙関連遺跡

恒川遺跡群　新屋敷地籍 1991 座光寺 閲覧のみ 第14次調査　弥生時代中期、古墳時代後期、平安時代の集落。平安時代初頭の建物など

恒川遺跡群　田中倉垣外地籍 1991 座光寺 閲覧のみ 第18次、第20次調査　弥生時代中期～後期住居15軒など。礎石をもつ大型住居址、「美濃」刻印須恵器出土

恒川遺跡群　平成2年度範囲確認調査概報 1991 座光寺 無償提供 80 B5 第21次調査　古代伊那郡衙関連遺跡

恒川遺跡群　白山遺跡 1992 座光寺 閲覧のみ 溝4条など

恒川遺跡群　新屋敷遺跡 1993 座光寺 閲覧のみ 第22次調査　建物址群は古代伊那郡衙厨家跡の可能性が指摘されている。

恒川Ａ地籍 1993 座光寺 500 110 B5 第23次調査　古墳時代住居1軒

富の平・富士塚・恒川遺跡群 1994 伊賀良 無償提供 170 B5 第25次、第28次調査　調査概報

中村中平・恒川・円通寺遺跡 1995 伊賀良 無償提供 90 B5 第30次調査　調査概報

恒川遺跡群　平成6年度範囲確認調査概報 1995 座光寺 無償提供 80 B5 第31次、32次調査　古代伊那郡衙関連遺跡

恒川遺跡群　平成7年度範囲確認調査概報 1996 座光寺 無償提供 120 A4 第33次、第34次調査　古代伊那郡衙関連遺跡

恒川遺跡群　平成8年度範囲確認調査概報 1997 座光寺 無償提供 90 A4 第36次、第38次調査　古代伊那郡衙関連遺跡

恒川遺跡群　薬師垣外遺跡・市内遺跡 1997 座光寺 無償提供 120 A4 第38次、第39次調査　平成8年度緊急調査概報。古代伊那郡衙関連遺跡

恒川遺跡群　新屋敷遺跡 1998 座光寺 閲覧のみ 第13次、第35次調査　古代伊那郡衙関連遺跡

恒川遺跡群　平成9年度範囲確認調査概報 1998 座光寺 無償提供 70 A4 第40次調査　古代伊那郡衙関連遺跡

溝口の塚古墳・恒川遺跡群倉垣外遺跡・市内遺跡 1998 上郷 閲覧のみ 第41次調査　平成9年度緊急調査概報

恒川遺跡群薬師垣外遺跡・宮垣外遺跡・市内遺跡 1999 座光寺 無償提供 160 A4 第42次、第43次、第44次、第45次調査　平成元年度緊急調査概報。古代伊那郡衙関連遺跡

恒川遺跡群他市内遺跡 2000 座光寺 無償提供 170 A4 第46次、第47次調査　平成11年度緊急調査概報。古代伊那郡衙関連遺跡

恒川遺跡群他市内遺跡(平成12年度） 2001 座光寺 無償提供 160 A4 第48次調査　平成12年度緊急調査概報。古代伊那郡衙関連遺跡

恒川遺跡群他市内遺跡（平成13年度） 2002 座光寺 無償提供 160 A4 第49次、第51次、第52次、第53次、第55次調査　平成13年度緊急調査概報。古代伊那郡衙関連遺跡

恒川遺跡群－遺構編－（新屋敷地籍他） 2003 座光寺 無償提供 720 A4 古代伊那郡衙の範囲確認調査を中心とした新屋敷・薬師垣外・阿弥陀垣外地籍の調査の報告書

恒川遺跡群（田中・倉垣外地籍） 2003 座光寺 無償提供 360 A4 第50次調査　古墳時代・平安時代の集落。蹄脚硯出土

恒川遺跡群－遺構編その2－（田中倉垣外地籍他） 2004 座光寺 無償提供 680 A4 古代伊那郡衙の範囲確認調査を中心とした田中倉垣外・恒川Ａ・恒川Ｂ地籍の調査の報告書

恒川遺跡群 2005 座光寺 閲覧のみ 第59次、第60次、第61次、第62次調査　弥生時代から平安時代の集落

恒川遺跡群（田中倉垣外・恒川A・恒川Ｂ・阿弥陀垣
外・新屋敷・薬師垣外地籍）－遺物編　その１（古
代・中世）－

2005 座光寺 無償提供 600 A4 縄文時代から中世まで継続する集落

恒川遺跡群－遺物編　その２－ 2006 座光寺 閲覧のみ 弥生時代・古墳時代の遺物編

恒川遺跡群（官衙編） 2007 座光寺 2000 560 A4 これまで実施した範囲確認調査・緊急調査に係る官衙遺構・遺物の総括編

恒川遺跡群-恒川A地籍出土木製品編- 2008 座光寺 閲覧のみ 恒川A地籍の南側の「恒川清水」と呼ばれる湧水点に起因する湿地帯から、多量の木製品が出土

恒川遺跡群（田中倉垣外地籍） 2008 座光寺 閲覧のみ 古墳時代から奈良・平安時代にかけての集落域を確認

恒川遺跡群 2009 座光寺 無償提供 160 A4 第63次、第64次、第65次、第66次、第67次、第68次調査　恒川遺跡群内の緊急調査の報告書

恒川遺跡群（総括編） 2013 座光寺 1,500 470 A4 古代伊那郡衙関連遺構の32次にわたる調査の総括
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史跡恒川官衙遺跡　恒川遺跡群(恒川清水及びそ
の周辺における発掘調査報告書）

2019 座光寺 閲覧のみ 80次、92次、96次、97次調査。古代からの祭祀空間である「恒川清水」とその周辺で史跡整備に向けての情報収集を目的とした調査

恒川遺跡群　史跡恒川官衙遺跡　郡衙北限溝およ
びその周辺における発掘調査報告書

2021 座光寺 閲覧のみ 伊那郡衙の北限溝の範囲確認調査を総括
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