
豊 橋 市 埋 蔵 文 化 財 調 査 報 告 書 等 最 新 刊 
番号  報 告 書 名 内                                 容 

第149集 市内遺跡発掘調

査―平成28年度― 

二連木城址では、築城以前に遡る13世紀の遺構群が確認された。吉田城址では、15～16

世紀の溝と中世以前の大型井戸を検出した。賀茂古屋敷址では、庭園を構成する築山は17

世紀のものと推定され、確認トレンチでは16世紀以前の遺物が出土した。東細谷地区遺

跡範囲確認調査では、台地斜面において深田Ａ古窯などの古代前期の窯址を確認し、谷の

水田下では東中田Ａ古窯などに伴う灰原を確認した。 

平成30年度刊行 Ａ４判/総頁 １１８Ｐ /頒価 ￥１０００－ / 重量 ４９０ｇ 

第151集 西側遺跡（Ⅻ）・

眼鏡下池北遺跡（Ⅸ） 

西側遺跡では、平成26年度に実施した2地区の調査分を報告している。Ａ地区では環濠、

方形周溝墓、弥生時代後期から近世に至る溝などが検出され、環濠からは弥生時代後期前

葉（寄道式期）の多数の土器が出土した。また方形周溝墓からは供献土器が出土している。

Ｂ地区では竪穴建物と掘立柱建物が検出され、古墳時代の竪穴建物からは土師器・須恵器

など多くの遺物が出土している。眼鏡下池北遺跡では近世の集落遺構が検出された。 

令和元年度刊行 Ａ４判/総頁 １６２Ｐ /頒価 ￥１１００－ / 重量 ６８０ｇ 

第152集 市内遺跡発掘調

査－平成29年度－ 

吉田城址確認調査の概要報告。鉄櫓西垣堀底の調査を行い、野面積み石垣で全国的に例が

無い特殊な基礎構造が明らかになった。また旧体育館跡地で行った調査で、大半の遺構が

滅失していることが判明した。 

令和元年度刊行 Ａ４判/総頁 １６Ｐ /頒価 ￥３００－ / 重量 １５０ｇ 

第153集 吉田城址（ⅩⅥ） 豊橋市陸上競技場メインスタンド改修工事に伴う吉田城址緊急発掘調査の報告書。近世の

道路遺構や武家屋敷地の遺構が検出されたほか、古代の井戸や土坑群などが検出された。 

令和元年度刊行 Ａ４判/総頁 １３２Ｐ /頒価 ￥１０００－ / 重量 ５５０ｇ 

 

報告書等の購入方法 
報告書等は、豊橋市文化財センターや豊橋市美術博物館、豊橋市役所じょうほうひろば などで

直接お買い求めできます。また、電話等による注文につきましては、希望の書名をお書き添えの

上、代金と送料を現金書留で下記までお送り下さい。なお、報告書等の詳細並びに残部僅少分に

つきましては、下記までお問い合わせ下さい。 

 

〒４４０－０８９７ 豊橋市松葉町３丁目１ 豊橋市文化財センター 

                     ＴＥＬ ０５３２―５６―６０６０／ＦＡＸ  ０５３２―５２―２９６１ 

 

送料表（ゆうメール）  ※令和元年10月～                          

重 量 ～150g ～250g ～500g ～１㎏  

※梱包を含め厚さ３cm以内 規格内料金 180円 215円 310円 360円 

       ※厚さ３cmあるいは１kg（梱包含む）を越える場合は、ゆうパックで受け付けます。 

詳しくは日本郵便HPの料金表でお確かめください。 

          宅配便での着払いを希望される場合は、その旨を送金時に明記してください。 

     ご注文の前に、豊橋市文化財センターまでお問い合わせ下さい。     



埋 蔵 文 化 財 調 査 報 告 書 発 売 中 
番号   報 告 書 名 内               容 

第５集 岩屋下古窯 平成12年度刊行/Ｂ５判/総頁 １７４Ｐ/頒価 ￥１,２００－/重量 ５５０ｇ 

第９集  公文遺跡（Ⅱ） 昭和63年度刊行/Ｂ５判/総頁 ８６Ｐ/頒価 ￥１,１００―  /重量 ２８０ｇ(残部僅少) 

第18集 橋良遺跡 平成６年度刊行/ Ｂ５判/総頁 １８４Ｐ/頒価 ￥１,８００－/重量 ６２０ｇ 

第20集 市道遺跡（Ⅰ） 平成８年度刊行/ Ｂ５判/総頁 ５０８Ｐ/頒価 ￥３,４００－/重量 １,４９０ｇ 

第21集 吉田城址（Ⅰ） 平成５年度刊行/ Ａ４判/総頁 ３９２Ｐ/頒価 ￥２,８００－/重量 １,５５０ｇ 

第22集 波入江遺跡 平成６年度刊行/ Ａ４判/総頁 ３８Ｐ  /頒価 ￥６００―   /重量 ２００ｇ 

第25集 東田遺跡 平成６年度刊行/ Ａ４判/総頁 ４２Ｐ  /頒価 ￥６００―   /重量 ２２０ｇ 

第26集 高井遺跡 平成７年度刊行/ Ａ４判/総頁 ２９６Ｐ/頒価 ￥２,８００―/重量 １,２２０ｇ 

第27集 外神遺跡 平成７年度刊行/ Ａ４判/総頁 ３６ｐ  /頒価 ￥５００－   /重量 ２００ｇ 

第29集 大西貝塚（Ⅱ） 平成７年度刊行/ Ａ４判/総頁 １２０Ｐ/頒価 ￥１,１００－/重量 ５００ｇ 

第30集 鎌田遺跡 他 平成８年度刊行/ Ａ４判/総頁 ６６Ｐ  /頒価 ￥１,０００－/重量 ３２０ｇ                                                   

第31集 南田遺跡 他 平成８年度刊行/ Ａ４判/総頁 １０６Ｐ/頒価 ￥１,０００－/重量 ４７０ｇ 

第32集 百々池Ｂ古窯 他 平成８年度刊行/ Ａ４判/総頁 ６２Ｐ  /頒価 ￥４００－   /重量 ３００ｇ 

第33集  公文遺跡（Ⅲ） 他 平成８年度刊行/ Ａ４判/総頁 ３５４Ｐ/頒価 ￥２,７００－/重量 １,３６０ｇ 

第34集 大西遺跡 平成８年度刊行/ Ａ４判/総頁 ２０８Ｐ/頒価 ￥１,５００－/重量 ８３０ｇ 

第36集 水神貝塚 平成８年度刊行/ Ａ４判/総頁 １８４Ｐ/頒価 ￥１,１００－/重量 ７５０ｇ 

第37集 大海津遺跡(Ⅱ) 平成９年度刊行/ Ａ４判/総頁 １７４Ｐ/頒価 ￥１,５００－/重量 ７２０ｇ 

第38集 若宮遺跡 平成９年度刊行/ Ａ４判/総頁 １６８Ｐ/頒価 ￥１,５００－/重量 ６９０ｇ 

第39集 大西貝塚（Ⅲ） 平成９年度刊行/ Ａ４判/総頁 ４２Ｐ  /頒価 ￥５００－   /重量 ２４０ｇ 

第40集 市道遺跡（Ⅱ） 平成９年度刊行/ Ａ４判/総頁 ４６８Ｐ/頒価 ￥４,１００－/重量 １,８５０ｇ 

第41集 中村遺跡・作神 

     遺跡 

平成９年度刊行/ Ａ４判/総頁 １５０Ｐ/頒価 ￥１,５００－/重量 ６３０ｇ 

第42集 市場遺跡･市杵嶋 

神社古墓群・牟呂王塚古墳 

平成９年度刊行/ Ａ４判/総頁 ２３２ｐ/頒価 ￥２,２００－/重量 ９３０ｇ 

第44集 水神貝塚 

         （第２貝塚） 

平成９年度刊行/ Ａ４判/総頁 ３４０Ｐ/頒価 ￥３,０００－/重量 １,３５０ｇ 

第45集 市道遺跡（Ⅲ） 平成９年度刊行/ Ａ４判/総頁 ２２４Ｐ/頒価 ￥２,１００－/重量 ９００ｇ 

第46集 さんまい貝塚 平成９年度刊行/ Ａ４判/総頁 １１８Ｐ/頒価 ￥１,０００－/重量 ５００ｇ 

第47集 水神古窯・灰原 平成９年度刊行/ Ａ４判/総頁 １３２Ｐ/頒価 ￥１,３００－/重量 ５３０ｇ 

第48集 築根遺跡・大海 

         津遺跡（Ⅰ） 

平成９年度刊行/ Ａ４判/総頁 ２０８Ｐ/頒価 ￥１,６００－/重量 ８５０ｇ 

第49集 水神遺跡 平成９年度刊行/ Ａ４判/総頁  ９２Ｐ/頒価 ￥８００－/重量 ４００ｇ 

第50集 吉田城址（Ⅲ） 平成10年度刊行/ Ａ４判/総頁  ５６Ｐ/頒価 ￥７００－/重量 ３００ｇ 

第52集 二川古窯址群(Ⅰ) 平成11年度刊行/ Ａ４判/総頁 ２５２Ｐ/頒価 ￥２,０００－/重量 １,０５０ｇ 

第54集 大西遺跡（Ⅱ） 平成11年度刊行/ Ａ４判/総頁 ８８Ｐ/頒価 ￥６００－/重量 ３７０ｇ 

第55集 吉田城址（Ⅳ） 平成12年度刊行/ Ａ４判総頁/ ５２Ｐ/ 頒価 ￥５００－/ 重量 ２５０ｇ 

第59集 東脇遺跡群 平成13年度刊行/ Ａ４判/ 総頁 １７０Ｐ/ 頒価 ￥１,２００－/ 重量 ７５０ｇ 

第60集 中野遺跡他 平成13年度刊行/ Ａ４判/ 総頁 ２００Ｐ/ 頒価 ￥１,３００－/ 重量 ８５０ｇ 

第61集 二川古窯址群(Ⅱ) 平成13年度刊行/ Ａ４判/ 総頁 ３９８Ｐ/頒価 ￥２,１００－/ 重量 １,５５０ｇ 

第63集 吉田城址（Ⅴ） 平成13年度刊行/ Ａ４判/ 総頁 ８２Ｐ/ 頒価 ￥６００－/ 重量 ３５０ｇ 

第69集 小谷古窯 平成14年度刊行 / Ａ４判/ 総頁 １４６Ｐ/ 頒価 ￥１,２００－/ 重量 ６２０ｇ（残

部僅少） 

第71集 馬越北山古墳群Ⅰ 平成14年度刊行/ Ａ４判/ 総頁 ３０Ｐ/ 頒価 ￥３００－/ 重量 ２６０ｇ 

第72集 白山Ⅰ･Ⅱ遺跡他 

 

平成14年度刊行 / Ａ４判/ 総頁 ３５２Ｐ/ 頒価 ￥２,４００－/ 

重量 １,４００ｇ 

第73集 本郷遺跡(Ⅲ) 平成14年度刊行/ Ａ４判/ 総頁 １０４Ｐ/ 頒価 ￥８００－/ 重量 ４５０ｇ 

第74集 東籠田古窯 他 平成15年度刊行/ Ａ４判/ 総頁 １１０Ｐ/ 頒価 ￥７００－/ 重量 ５５０ｇ 

第75集 城戸中遺跡 平成15年度刊行/ Ａ４判/ 総頁 ８６Ｐ/ 頒価 ￥６００－/ 重量 ４５０ｇ 



第76集 車神社古墳 他 平成15年度刊行/ Ａ４判/ 総頁 ７８Ｐ/ 頒価 ￥５００－/ 重量 ４００ｇ 

第77集 羽根井遺跡（Ⅰ） 平成15年度刊行/ Ａ４判/ 総頁 ４０Ｐ/ 頒価 ￥６００－/ 重量 ２００ｇ 

第78集 市内遺跡詳細分布調査報告書 平成15年度刊行/ Ａ４判/ 総頁 ３７４Ｐ/頒価 ￥２,３００－/重量 １,４００ｇ 

第80集 葦毛古窯 平成16年度刊行/ Ａ４判/ 総頁 １１４Ｐ/ 頒価 ￥７００－/ 重量 ４９０ｇ 

第81集 豊橋南西部古窯 

址群 

平成16年度刊行/ Ａ４判/ 総頁 １９８Ｐ/ 頒価 ￥１,３００－/ 重量 ７７０ｇ 

第82集 西側遺跡（Ⅰ） 平成16年度刊行/ Ａ４判/ 総頁 ２０８Ｐ/ 頒価 ￥１,４００－/ 重量 ８００ｇ 

第 83 集 橋良遺跡（Ⅳ）・

小浜貝塚 

平成16年度刊行/ Ａ４判/ 総頁 ７２Ｐ/ 頒価 ￥５００－/ 重量 ３３０ｇ 

第84集 西側遺跡（Ⅱ） 平成17年度刊行/Ａ４判/ 総頁 ２６６Ｐ/ 頒価 ￥１,８００－/ 重量 １,０５０ｇ 

第85集 吉田城址（Ⅵ） 平成17年度刊行/ Ａ４判/ 総頁 １０２Ｐ/ 頒価 ￥７００－/ 重量 ４６０ｇ 

第86集 吉田城址（Ⅶ） 平成17年度刊行/ Ａ４判/ 総頁 ８２Ｐ/ 頒価 ￥６００－/ 重量 ３６０ｇ 

第87集 吉田城址（Ⅷ） 平成17年度刊行/ Ａ４判/ 総頁 ６２Ｐ/ 頒価 ￥４００－/ 重量 ３３０ｇ 

第88集 瓜郷遺跡（Ⅳ）・ 

下五井館址・天王遺跡・ 

宗正遺跡 

平成18年度刊行/ Ａ４判/ 総頁 ８８Ｐ/ 頒価 ￥７００－/ 重量 ４１０ｇ 

第89集 西側遺跡（Ⅲ） 平成18年度刊行/Ａ４判/ 総頁 １３２Ｐ/ 頒価 ￥１,１００－/ 重量 ５９０ｇ 

第90集 中郷遺跡 平成18年度刊行/Ａ４判/ 総頁 ５８Ｐ/ 頒価 ￥５００－/ 重量 ３１０ｇ 

第91集 吉田城址（Ⅸ） 平成18年度刊行/Ａ４判/ 総頁 ５４Ｐ/ 頒価 ￥６００－/ 重量 ２７０ｇ 

第92集 市内遺跡発掘調 

査-平成16年度- 

馬越長火塚古墳確認調査、山伏・大蝋遺跡確認調査、大蚊里貝塚確認調査 

平成18年度刊行/Ａ４判/ 総頁 １１８Ｐ/ 頒価 ￥９００－/ 重量 ４８０ｇ 

第93集 瓜郷（Ⅱ） 平成18年度刊行/Ａ４判/ 総頁/３２６Ｐ/ 頒価 ￥２,１００－/重量 １,３６０ｇ 

第94集 吉田城址（Ⅹ） 平成18年度刊行/Ａ４判/ 総頁 ４０Ｐ/ 頒価 ￥５００－/ 重量 ２２０ｇ 

第 95 集 洗島遺跡・洗島

１号墳 

平成19年度刊行/Ａ４判/ 総頁/１４０Ｐ/ 頒価 ￥１,０００－/ 重量 ５９０ｇ 

第96集 眼鏡下池北遺跡 平成19年度刊行/Ａ４判/ 総頁 Ｐ１７２/ 頒価 ￥１,２００－/ 重量 ７６０ｇ 

第97集 市内遺跡発掘調 

 査-平成17年度- 

橋良遺跡第６次調査、吉田城址第22次調査、見丁塚遺跡第４次調査 ほか 

平成19年度刊行/Ａ４判/ 総頁 １０４Ｐ/ 頒価 ￥８００－/ 重量 ４４０ｇ 

第98集 中田古窯 平成19年度刊行/Ａ４判/ 総頁 ４９８Ｐ/ 頒価 ￥３,４００－/重量 １,９６０ｇ 

第99集 中郷西遺跡・西

側北遺跡・西側北一号墳 

平成20年度刊行  Ａ４判 / 総頁 １６０Ｐ / 頒価 ￥１２００－ / 重量 ６９０ｇ 

第100集 浪ノ上Ⅰ 平成20年度刊行/Ａ４判/ 総頁 ３１８Ｐ/ 頒価 ￥２８００－/ 重量 １４４０ｇ 

第101集 内田貝塚（Ⅰ） 

-遺構・人工遺物編- 

平成20年度刊行/Ａ４判/ 総頁 ２５８Ｐ/ 頒価 ￥１７００－/ 重量 １１００ｇ 

第102集 内田貝塚（Ⅰ）

-自然遺物・分析・考察編- 

平成20年度刊行/Ａ４判/ 総頁 ８４Ｐ/ 頒価 ￥７００－/ 重量 ３５０ｇ 

第103集 若宮遺跡（Ⅱ）・

内田古窯 

平成20年刊行/Ａ４判/ 総頁 ２１６Ｐ/ 頒価 ￥１７００－/ 重量 ９５０ｇ 

第104集 大崎城址 平成20年度刊行 /Ａ４判/ 総頁 ９０Ｐ/ 頒価 ￥６００－/ 重量 ３８０ｇ 

第105集 吉田城址（ⅩⅠ） 平成20刊行 /Ａ４判/ 総頁 ６０Ｐ/ 頒価 ￥５００－/ 重量 ２８０ｇ 

第106集 市内遺跡発掘調 

査-平成18年度- 

吉田城址第 26～28 次調査、橋良遺跡第７次調査、王郷第２次調査、馬越長火塚古墳確認

調査 

平成20年度刊行 /Ａ４判/ 総頁 １８２Ｐ/ 頒価 ￥１２００－/ 重量 ７１５ｇ 

第107集 洗島遺跡（Ⅱ） 

・西側遺跡（Ⅳ）・眼鏡

下池北遺跡（Ⅱ）・中郷

西遺跡（Ⅱ） 

平成20年度刊行 /Ａ４判/ 総頁 １２６Ｐ/ 頒価 ￥９００－/ 重量 ５５０ｇ 

第 108 集 稲荷山古墳群

（Ⅱ） 

平成20年度刊行  Ａ４判 / 総頁 ３３０Ｐ / 頒価 ￥１,８００－ /  

重量 １４００ｇ 



第109集 市内遺跡発掘調

査-平成19年度- 

吉田城址第29調査、普門寺旧境内測量調査・第1次調査 ほか 

平成21年度刊行/ Ａ４判/ 総頁 １３４Ｐ/ 頒価 ￥１,０００－/ 重量 ６００ｇ 

第110集 内田貝塚（Ⅱ）・

若宮遺跡（Ⅲ） 

平成21年度刊行  Ａ４判 / 総頁 ３０８Ｐ / 頒価 ￥１９００－ / 重量 １２３０ｇ 

第112集 浪ノ上（Ⅱ） 

 

平成21年度刊行  Ａ４判 / 総頁 ４６４Ｐ / 頒価 ￥２，３００－ /  

重量 １８１０ｇ 

第113集 眼鏡下池北遺跡

（Ⅳ）・西側遺跡（Ⅵ）・

西側古墓群（Ⅱ） 

平成21年度刊行  Ａ４判 / 総頁 ４５４Ｐ / 頒価 ￥３０００－/重量 １７８０ｇ 

第114集 西側遺跡（Ⅶ）・

西側古墓群（Ⅲ）・洗島

遺跡（Ⅲ）・眼鏡下池北

遺跡（Ⅴ）・中郷遺跡（Ⅱ） 

平成21年度刊行  Ａ４判 / 総頁 ２１６Ｐ / 頒価 ￥２８００－/重量 ８６０ｇ 

第115集 市内遺跡発掘調

査-平成20年度- 

二連木城址第１・２次調査、普門寺旧境内第２次調査 

平成22年度刊行  Ａ４判 / 総頁 ８０Ｐ / 頒価 ￥６００－ / 重量 ３６０ｇ 

第116集 若宮遺跡（Ⅳ） 平成22年度刊行  Ａ４判 / 総頁 １７４Ｐ/ 頒価 ￥１２００－/ 重量 ７５０ｇ 

第117集 西側北遺跡

(Ⅱ)・西側遺跡（Ⅴ）・

東側遺跡（Ⅰ）・眼鏡下

池北遺跡（Ⅲ） 

平成22年度刊行  Ａ４判 / 総頁 ３５４Ｐ / 頒価 ￥２３００－ / 重量 １５００ｇ 

第119集 市内遺跡発掘調

査-平成21年度- 

吉田城址第36次調査、普門寺旧境内第３次調査、二連木城址第４次調査 

平成23年度刊行  Ａ４判 / 総頁 １０２Ｐ / 頒価 ￥１０００－ / 重量 ４２０ｇ 

第121集 吉田城址（XII） 平成23年度刊行  Ａ４判 / 総頁 １５８Ｐ / 頒価 ￥１３００－ / 重量 ６８０ｇ 

第123集 市内埋蔵文化財

発掘調査-平成17～20年度  

平成23年度刊行  Ａ４判 / 総頁 ５０Ｐ / 頒価 ￥５００－ / 重量 ２６０ｇ 

第124集 境松遺跡（Ⅱ）・

若宮遺跡（Ⅵ） 

平成23年度刊行 Ａ４判 / 総頁 ２００Ｐ / 頒価 ￥１７００－ / 重量 ８２０ｇ 

第125集 眼鏡下池北遺跡

（Ⅵ）・西側北遺跡

（Ⅲ）・西側遺跡（Ⅷ）・

東側遺跡（Ⅱ）・洗島遺

跡（Ⅳ）・中郷遺跡（Ⅲ） 

平成24年度刊行  Ａ４判 / 総頁 ３２２Ｐ / 頒価 ￥２３００－ / 重量 １３３０ｇ 

第126集 吉田城址（XIV） 平成24年度刊行 Ａ４判 / 総頁 １０４Ｐ / 頒価 ￥１０００－ / 重量 ４５０ｇ 

第127集 市内遺跡発掘調

査-平成22年度- 

乗小路Ｂ２号墳、橋良遺跡第９次調査、普門寺旧境内第４次調査 

平成24年度刊行  Ａ４判 / 総頁 ２２４Ｐ / 頒価 ￥１６００－ / 重量 ９００ｇ 

第128集 西砂原遺跡 平成25年度刊行 Ａ４判 / 総頁 １８Ｐ / 頒価 ￥４００－ / 重量 １４０ｇ 

第129集 市内遺跡発掘調

査-平成23年度- 

居村遺跡第２次調査、吉田城址第３９～４１次調査、普門寺旧境内第５次調査 

平成25年度刊行 Ａ４判 / 総頁 １１８Ｐ / 頒価 ￥８００－ / 重量 ５２０ｇ 

第130集 内田貝塚（Ⅲ）・

若宮遺跡（Ⅶ） 

平成25年度刊行 Ａ４判 / 総頁 １７８Ｐ / 頒価 ￥１５００－ / 重量 ８００ｇ 

第131集 境松遺跡（Ⅲ）・

坂津寺貝塚 

平成25年度刊行 Ａ４判 / 総頁 ２００Ｐ / 頒価 ￥１４００－ / 重量 ９５０ｇ 

第132集 眼鏡下池北遺跡

（Ⅶ）・東側遺跡（Ⅲ）・西

側遺跡（IX）・洗島遺跡（Ⅴ） 

平成26年度刊行 Ａ４判 / 総頁 ２５８Ｐ / 頒価 ￥２０００－ / 重量 １１４０ｇ 

第133集 若宮遺跡（Ⅷ）・

内田貝塚（Ⅳ）・境松遺

跡（Ⅳ） 

平成26年度刊行 Ａ４判 / 総頁 ２３４Ｐ / 頒価 ￥２０００－ / 重量 ９５０ｇ 



第134集 市内埋蔵文化財

発掘調査Ⅱ 

西浦遺跡第３次調査、吉田城址第37・38次調査 

平成26年度刊行 Ａ４判 / 総頁 ２４Ｐ / 頒価 ￥５００－ /  重量 １６０ｇ 

第135集 市内遺跡発掘調

査-平成24年度- 

相生塚古墳、橋良遺跡第10次調査、羽根井遺跡第２次調査 

平成26年度刊行 Ａ４判 / 総頁 １６０Ｐ / 頒価 ￥１３００－ / 重量 ７００ｇ 

第136集 境松遺跡（Ⅴ）・

若宮遺跡（IX） 

平成27年度刊行 Ａ４判 / 総頁 １７８Ｐ / 頒価 ￥１４００－ / 重量 ７５０ｇ 

第137集 西側遺跡（Ｘ） 

 

平成27年度刊行 Ａ４判 / 総頁 ９０Ｐ / 頒価 ￥９００－ / 重量 ４３０ｇ 

第138集 市内遺跡発掘調

査－平成25年度－ 

平成27年度刊行 Ａ４判 / 総頁 ９４Ｐ / 頒価 ￥１１００－ / 重量 ３９０ｇ 

第139集 市内埋蔵文化財

発掘調査Ⅲ 

林遺跡では自然地形の谷が検出され、流れ込みと考えられる古代の須恵器、灰釉陶器、山

茶碗などが出土した。また、11世紀の土坑墓が検出され、副葬品として灰釉陶器や鉄製紡

錘車が出土した。吉田城址第42次調査では近世の武家屋敷の塀跡や平安時代末の井戸が

検出されている。第45次調査では近世の武家屋敷地の一部が確認された。 

平成27年度刊行 Ａ４判 / 総頁 ７８Ｐ / 頒価 ￥１０００－ / 重量 ３１０ｇ 

第140集 普門寺旧境内 

－考古学調査編－ 

 

普門寺旧境内は、元々堂と元堂を中心に250か所程の平場群、中世墓群、池、巨岩、経塚、

行場で構成。山内の分布調査から、遺構の主な展開時期は 12世紀中葉～14世紀であると

判明。元々堂では五間四方の礎石建物跡が確認され、10 世紀中葉に付近が造成され、12

世紀中葉に現在の姿になると判明。元堂址は 16 世紀末に大規模な改造を受けるが、成立

は 12 世紀中葉に遡る。池には平安時代の石積みが現存し、背後の中世墓群から焼骨を有

機質の容器に埋納した遺構を検出。行場である薬師岩の調査では、小堂跡の基壇と立石、

岩上で経塚を確認。 

平成27年度刊行 Ａ４判 / 総頁 ４５２Ｐ / 頒価 ￥３５００－ / 重量 １８００ｇ 

第142集 若宮遺跡（Ⅹ）・

境松遺跡（Ⅵ）・内田貝塚

（V） 

 

若宮遺跡では、弥生時代後期を中心とする環壕・区画壕を確認。外来系土器を含む古墳時

代前期初頭の土器群が多数出土。これまで、隣接する境松遺跡や内田貝塚で部分に確認さ

れてきた環壕や竪穴建物などを、一つの環壕集落「境松・若宮遺跡」として面的に総括。 

平成28年度刊行 Ａ４判 / 総頁 ２３０Ｐ / 頒価 ￥１８００－ / 重量 ９００ｇ 

第143集 行合遺跡 ９～11世紀代の須恵器・灰釉陶器など、古代の遺物が出土。ＳＫ－２から出土した須恵器

の坏身など、丁寧な作りのものが多い。瓦塔片が出土したことを考えあわせると、周辺に

古代の寺院もしくはその付属施設が存在した可能性がある。 

平成28年度刊行 Ａ４判 / 総頁 ３６Ｐ / 頒価 ￥６００－ / 重量 ２００ｇ 

第144集 市内遺跡発掘調

査―平成26年度― 

見丁塚遺跡では、中世の掘立柱建物跡を１棟検出。中世以降に見丁塚遺跡の西側部分にお

いて、土地利用が活発になることが判明。高師石塚古墳は、土層堆積状況から、師団長官

舎が完成した明治45（1912）年以降に造られたマウンドと判明。敷地内に残る大型地下壕

建設時の排土を、庭の中心を避けて敷地隅に土盛りしたものか。国史跡・嵩山蛇穴では、

三次元レーザー測量を実施。 

平成28年度刊行 Ａ４判 / 総頁 ４４Ｐ / 頒価 ￥６００－ / 重量 ２３０ｇ 

第146集 西側遺跡（Ⅺ）・

眼鏡下池北遺跡（Ⅷ） 

 

25年度実施の調査報告。西側遺跡では、弥生時代後期の環壕・方形周溝墓、弥生時代～古

代の竪穴建物跡、古代の掘立柱建物跡、中世の区画溝などが検出された。眼鏡下池北遺跡

では、近世の区画溝が検出された。 

平成29年度刊行 Ａ４判 / 総頁 ２３０Ｐ / 頒価 ￥１９００－ / 重量 ９６０ｇ 

第147集 境松遺跡（Ⅶ）・

若宮遺跡（Ⅺ） 

境松遺跡・若宮遺跡では、弥生時代後期を中心とする環壕・区画壕が確認されており、一

連の環壕集落「境松・若宮遺跡」として認識されている。境松遺跡で確認された区画壕は、

集落北西部で角度を変えていることが確認された。この他、古墳時代前期初頭の円墳が確

認され、周溝や周辺から供献土器が出土している。中世の地下式坑からは、一括性の高い

土師器の鍋・皿と古瀬戸が出土している。 

平成29年度刊行 Ａ４判 / 総頁 ２２０Ｐ / 頒価 ￥２０００－ / 重量 ８６０ｇ 

残部僅少 



第148集 市内遺跡発掘調

査―平成27年度― 

小浜貝塚では、縄文時代の貝塚から貝層を採取して整地したと見られる痕跡を確認した。

貝層出土の遺物は縄文時代後期中葉が中心である。市場遺跡では、14世紀～近代の遺構が

検出された。調査区南部で中世の遺構がややまとまり、これより南側に当時の集落が広が

ると考えられる。16世紀の溝からは土師器の鍋がまとまって出土した。瓜郷遺跡では、弥

生時代後期の溝、土坑、不明遺構、土器集中を確認した。弥生時代中期後葉の土器が出土

は大半が摩滅しており、付近の集落居住域から流れ込んだものと考えられる。吉田城址で

は、近世の悟真寺境内地を調査し、当時の池の可能性がある遺構を確認した。 

平成29年度刊行 Ａ４判 / 総頁 １１８Ｐ / 頒価 ￥１０００－ / 重量 ４９０ｇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『第 101集 内田貝塚（Ⅰ）-遺構・人工遺物編-』 

『第 102集 内田貝塚（Ⅰ）-自然遺物・分析・考察編-』 

『第 110集 内田貝塚（Ⅱ）・若宮遺跡（Ⅲ）』 

『第 130集 内田貝塚（Ⅲ）・若宮遺跡（Ⅶ） 』 

『第 133集 若宮遺跡（Ⅷ）・内田貝塚（Ⅳ）・境松遺跡（Ⅳ）』 

豊橋市が、東海屈指の巨大ハマ貝塚に挑む！ 
 

第101集：平成20年度刊行、258頁、頒価1,700円、重量1,100ｇ 

第102集：平成20年度刊行、84頁、頒価700円、重量350ｇ 

第110集：平成21年度刊行、310頁、頒価1,900円、重量1,230ｇ 

第130集：平成25年度刊行、178頁、頒価1,500円、重量800ｇ 

第133集：平成26年度刊行、234頁、頒価2,000円、重量９５０ｇ 

 内田貝塚は、縄文時代後期中葉～晩期中葉を中心に営まれた貝塚で、ハマグリを主体とする。三河湾最奥

部に展開する巨大ハマ貝塚「牟呂貝塚群」の最新調査データを掲載した、貝塚研究者必携の報告書。 

『第 140集 普門寺旧境内－考古学調査編－』 

東海地方屈指の山寺、普門寺の全貌が明らかに！ 
第140集：平成27年度刊行、452頁、頒価3,500円、重量1,800ｇ 

 豊橋市が6カ年かけて行った普門寺旧境内の発掘調査の成果がまとめられた。山寺研究者必携の報告書！  

 

 ※『第141集 普門寺旧境内－総合調査編－』は完売しました 

話題の報告書のご案内 


