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Ⅰ 高知県における埋蔵文化財保護行政の現状 

平成 27 年度の文化財保護法に基づく手続き件数は，開発事業計画地域内の「埋蔵文化財の所

在の有無」についての照会は 7 件(電話・来庁等照会除く)、民間開発事業に伴う 93 条の届出は

63 件、公共工事関係の開発に伴う 94 条の通知は 20 件である。この届出・通知は 14 市町の地

域から総計 83 件が提出され、主な内訳は高知市の 31 件、南国市 14 件、四万十市 7 件、香南市

6 件、安芸市 5 件、土佐市及び香美市 3 件、津野町及び四万十町が 2 件、宿毛市、土佐清水市、

奈半利町、仁淀川町・日高村が各 1 件となっている。このうち「埋蔵文化財の所在の有無」に

ついての照会は、公共事業の計画に伴って包蔵地であるかどうかの確認を目的にしたものは 3

件で、包蔵地外が１件、その他は埋蔵文化財への影響はないと判断されたものである。 

民間開発事業に伴う 93 条の届出について、63 件の届出のうち主なものは、個人住宅の建設

に伴うものが 40 件、宅地造成 3 件、共同住宅の建設 4 件、店舗 5 件、その他の建物 4 件、その

他の開発等 7 件であり、住宅関係の開発事業が大部分を占めている。また、開発地域の内訳は

高知市 23 件、南国市 13 件、四万十市 7 件、香南市が 6 件、土佐市及び香美市が 3 件、安芸市

及び津野町が 2 件、その他 4 市町村で 4 件となっている。 

公共事業関連の 94 条の通知では、高知市 8 件、安芸市 3 件、その他市町村で 9 件となってい

る。開発事業の種別としては、防災関係などの開発事業が 6 件、道路 3 件、学校 3 件、自然崩

壊 2 件等の内容であった。この 93 条の届出及び 94 条の通知に対する指示事項としては、慎重

工事 53 件、工事立会 26 件、発掘調査 4 件となる。 

県内の発掘調査等の件数は、66 件であった。その内訳は本発掘調査 6 件･試掘確認調査 39 件･

工事立会 21 件である。本発掘調査には、高知市庁舎建替えに伴う帯屋町遺跡、県保健衛生総合

庁舎の建替に伴う高知城跡など、高知市中心部での調査に加え、国土交通省の道路事業では宇

賀・高田遺跡、民間大型店舗建設に伴う柳田遺跡と例年より発掘調査面積は増加している。ま

た、公益財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センターでは、これまでの発掘調査成果をまとめ

る発掘調査報告書の作成業務が進められている。 

試掘確認調査は、開発事業との円滑な調整を目的にして実施されており、南海地震対策の一

環で津波避難タワー建設や津波避難路建設に伴う調査 3 件を含む 39 件となっている。 

なお、開発との調整を前提にした調査ばかりではなく、重要文化財安岡家住宅保存修理事業に

伴う調査が行われた。試掘確認調査の総面積は 1,892.25 ㎡である。 

工事立会は、個人住宅及び共同住宅建設に起因するものが多く、その他建物や携帯基地局の

設置に伴う調査が続いている。対象となった総面積は 3,021.37 ㎡である。 

 また現在、高知県内に所在する遺跡について、埋蔵文化財包蔵地調査カードの作成時に比べ

て周辺の現状が大幅に変化していることから、市町村教育委員会と協議しながら、遺跡の範囲

などの加除修正について見直し作業を進めている。 
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埋蔵文化財に関する手続きフローチャート （法：文化財保護法）

　　包蔵地確認

法第９３・９４条 法第９６・９７条

 法第９２・９９条

土木工事等による発掘の届出・通知

回答　・　取扱い協議（必要に応じて試掘確認調査を行う）

周知の埋蔵文化財包蔵地外

試掘調査等

工事実施

市町村教育委員会

遺跡の保存について協議

現状保存工事実施

本発掘調査

発掘調査の届出・報告

設計変更

その他（現状保存等）

遺跡発見の届出・通知

発掘調査 慎重工事

工事中に遺跡発見

工事実施

工事立会

遺
跡
の
新
設

県　教　育　委　員　会　（指　示　・　勧　告　事　項）

周知の埋蔵文化財包蔵地

埋蔵文化財の所在についての照会（県・市町村教育委員会）

−2−



1.　平成26年度埋蔵文化財関係諸手続き及び発掘調査一覧

指示の日付及び文書番号 回答内容 備　　考

1 西浦遺跡 いの町枝川 民間
平成26年4月～
平成26年10月

平成26年4月22日
26高文財第70号

支障なし

2 南国市田村新屋 南国市田村新屋 民間
平成26年6月～
平成26年10月

平成26年5月13日
26高文財第133号

支障なし 包蔵地外

3 宿毛市野地地区 宿毛市野地
国土交通省

中村河川国道事務所
道路管理課長

平成26年8月～
平成27年3月

平成26年5月20日
26高文財第151号

支障なし 包蔵地外

4 高知市百石町 高知市百石町
国土交通省

高知河川国道事務所長
引渡に伴う

平成26年7月2日
26高文財第273号

支障なし 包蔵地外

5 黒潮町市野瀬地先 黒潮町市野瀬地先
国土交通省四国整備局
中村河川国道事務所長

平成26年12月～
平成29年3月

平成26年11月18日
26高文財第609号

支障なし 包蔵地外

6 安芸市土居地区 安芸市土居地区 安芸市長
平成27年4月～
平成28年3月

平成26年11月27日
26高文財第640号

支障なし 包蔵地外

7
宿毛市山奈町芳奈地
区・押ノ川

宿毛市山奈町芳奈地区・
押ノ川

国土交通省四国整備局
中村河川国道事務所長

平成27年2月～
平成27年11月

平成27年1月19日
 26高文財第754号

支障なし 包蔵地外

8 三里遺跡 四万十市三里 高知県
平成28年10月～
平成33年3月

平成27年1月28日
 26高文財第794号

協議
県営ほ場整備

包蔵地内

9
東灘遺跡
瀬々谷遺跡

四万十市利岡 高知県
平成28年10月～
平成33年3月

平成27年1月28日
 26高文財第795号

協議
県営ほ場整備

包蔵地内

10 黒潮町下田の口 黒潮町下田の口
国土交通省四国整備局
中村河川国道事務所長

平成27年6月～
平成28年3月

平成27年3月20日
 26高文財第1025号

支障なし 包蔵地外

1-2.　埋蔵文化財発掘調査の届出（文化財保護法第92条）

番
号 遺跡の名称 所在地 届出をした者 届出の日付 調査の目的・種類 面積 調査期間

1 清水寺岡遺跡 安芸市川北甲5685 安芸市教育委員会 平成25年4月16日 開発対応・本発掘調査 900㎡

平成26年
9月10日～
平成26年
12月31日

１-3.　埋蔵文化財発掘の届出（文化財保護法第93条第１項）

1  大領遺跡 個人 平成25年3月25日

2  野田遺跡 個人 平成26年4月4日

3  コゴロク遺跡 個人 平成26年3月25日

4  東崎遺跡 民間 平成26年4月14日

5  東崎遺跡 民間 平成26年4月14日

6  東崎遺跡 民間 平成26年4月14日

7  波川玄蕃城跡 民間 平成26年4月18日

8  田黒遺跡 個人 平成26年4月28日

9  田黒遺跡 個人 平成26年4月28日

10  野中婉屋敷跡 民間 平成26年4月1日

11  根丸遺跡 民間 平成26年6月12日

12  崎山遺跡 民間 平成26年6月17日

工事立会

工事立会

慎重工事

慎重工事

慎重工事

届出をした者

工事立会

工事立会

工事立会

教育委員会による指示事項

工事立会

工事立会

工事立会

工事立会

Ⅱ　資料

1-1.　埋蔵文化財の所在の有無及びその取り扱いについて（照会）

番
号

遺跡の名称・地区名 所 在 地 照会をした者 工事予定期間
教育委員会による処理

番
号 遺跡の名称　 所在地 届出の日付

 香美市土佐山田町岩次

 土佐市高岡町字徳丸乙

 奈半利町字中里乙

 南国市東崎

 南国市東崎

 南国市東崎

 いの町波川字城床 

 四万十市具同田黒

 四万十市具同田黒

 高知市朝倉丙

 室戸市佐喜浜町

 室戸市元乙
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1−1．埋蔵文化財の所在の有無及びその取り扱いについて（照会）

1.　平成26年度埋蔵文化財関係諸手続き及び発掘調査一覧

指示の日付及び文書番号 回答内容 備　　考

1 西浦遺跡 いの町枝川 民間
平成26年4月～
平成26年10月

平成26年4月22日
26高文財第70号

支障なし

2 南国市田村新屋 南国市田村新屋 民間
平成26年6月～
平成26年10月

平成26年5月13日
26高文財第133号

支障なし 包蔵地外

3 宿毛市野地地区 宿毛市野地
国土交通省

中村河川国道事務所
道路管理課長

平成26年8月～
平成27年3月

平成26年5月20日
26高文財第151号

支障なし 包蔵地外

4 高知市百石町 高知市百石町
国土交通省

高知河川国道事務所長
引渡に伴う

平成26年7月2日
26高文財第273号

支障なし 包蔵地外

5 黒潮町市野瀬地先 黒潮町市野瀬地先
国土交通省四国整備局
中村河川国道事務所長

平成26年12月～
平成29年3月

平成26年11月18日
26高文財第609号

支障なし 包蔵地外

6 安芸市土居地区 安芸市土居地区 安芸市長
平成27年4月～
平成28年3月

平成26年11月27日
26高文財第640号

支障なし 包蔵地外

7
宿毛市山奈町芳奈地
区・押ノ川

宿毛市山奈町芳奈地区・
押ノ川

国土交通省四国整備局
中村河川国道事務所長

平成27年2月～
平成27年11月

平成27年1月19日
 26高文財第754号

支障なし 包蔵地外

8 三里遺跡 四万十市三里 高知県
平成28年10月～
平成33年3月

平成27年1月28日
 26高文財第794号

協議
県営ほ場整備

包蔵地内

9
東灘遺跡
瀬々谷遺跡

四万十市利岡 高知県
平成28年10月～
平成33年3月

平成27年1月28日
 26高文財第795号

協議
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包蔵地内
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支障なし 包蔵地外
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番
号 遺跡の名称 所在地 届出をした者 届出の日付 調査の目的・種類 面積 調査期間

1 清水寺岡遺跡 安芸市川北甲5685 安芸市教育委員会 平成25年4月16日 開発対応・本発掘調査 900㎡

平成26年
9月10日～
平成26年
12月31日

１-3.　埋蔵文化財発掘の届出（文化財保護法第93条第１項）

1  大領遺跡 個人 平成25年3月25日

2  野田遺跡 個人 平成26年4月4日

3  コゴロク遺跡 個人 平成26年3月25日

4  東崎遺跡 民間 平成26年4月14日

5  東崎遺跡 民間 平成26年4月14日

6  東崎遺跡 民間 平成26年4月14日

7  波川玄蕃城跡 民間 平成26年4月18日

8  田黒遺跡 個人 平成26年4月28日

9  田黒遺跡 個人 平成26年4月28日

10  野中婉屋敷跡 民間 平成26年4月1日

11  根丸遺跡 民間 平成26年6月12日

12  崎山遺跡 民間 平成26年6月17日

工事立会

工事立会

慎重工事

慎重工事

慎重工事

届出をした者

工事立会

工事立会

工事立会

教育委員会による指示事項

工事立会

工事立会

工事立会

工事立会

Ⅱ　資料

1-1.　埋蔵文化財の所在の有無及びその取り扱いについて（照会）

番
号

遺跡の名称・地区名 所 在 地 照会をした者 工事予定期間
教育委員会による処理

番
号 遺跡の名称　 所在地 届出の日付

 香美市土佐山田町岩次

 土佐市高岡町字徳丸乙
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 四万十市具同田黒

 四万十市具同田黒

 高知市朝倉丙

 室戸市佐喜浜町

 室戸市元乙

1−2．埋蔵文化財発掘調査の届出（文化財保護法第92条）

1.　平成26年度埋蔵文化財関係諸手続き及び発掘調査一覧

指示の日付及び文書番号 回答内容 備　　考

1 西浦遺跡 いの町枝川 民間
平成26年4月～
平成26年10月

平成26年4月22日
26高文財第70号

支障なし

2 南国市田村新屋 南国市田村新屋 民間
平成26年6月～
平成26年10月

平成26年5月13日
26高文財第133号

支障なし 包蔵地外

3 宿毛市野地地区 宿毛市野地
国土交通省

中村河川国道事務所
道路管理課長

平成26年8月～
平成27年3月

平成26年5月20日
26高文財第151号

支障なし 包蔵地外

4 高知市百石町 高知市百石町
国土交通省

高知河川国道事務所長
引渡に伴う

平成26年7月2日
26高文財第273号

支障なし 包蔵地外

5 黒潮町市野瀬地先 黒潮町市野瀬地先
国土交通省四国整備局
中村河川国道事務所長

平成26年12月～
平成29年3月

平成26年11月18日
26高文財第609号

支障なし 包蔵地外

6 安芸市土居地区 安芸市土居地区 安芸市長
平成27年4月～
平成28年3月

平成26年11月27日
26高文財第640号

支障なし 包蔵地外

7
宿毛市山奈町芳奈地
区・押ノ川

宿毛市山奈町芳奈地区・
押ノ川

国土交通省四国整備局
中村河川国道事務所長

平成27年2月～
平成27年11月

平成27年1月19日
 26高文財第754号

支障なし 包蔵地外

8 三里遺跡 四万十市三里 高知県
平成28年10月～
平成33年3月

平成27年1月28日
 26高文財第794号

協議
県営ほ場整備

包蔵地内

9
東灘遺跡
瀬々谷遺跡

四万十市利岡 高知県
平成28年10月～
平成33年3月

平成27年1月28日
 26高文財第795号

協議
県営ほ場整備

包蔵地内

10 黒潮町下田の口 黒潮町下田の口
国土交通省四国整備局
中村河川国道事務所長

平成27年6月～
平成28年3月

平成27年3月20日
 26高文財第1025号

支障なし 包蔵地外

1-2.　埋蔵文化財発掘調査の届出（文化財保護法第92条）

番
号 遺跡の名称 所在地 届出をした者 届出の日付 調査の目的・種類 面積 調査期間

1 清水寺岡遺跡 安芸市川北甲5685 安芸市教育委員会 平成25年4月16日 開発対応・本発掘調査 900㎡

平成26年
9月10日～
平成26年
12月31日

１-3.　埋蔵文化財発掘の届出（文化財保護法第93条第１項）

1  大領遺跡 個人 平成25年3月25日

2  野田遺跡 個人 平成26年4月4日

3  コゴロク遺跡 個人 平成26年3月25日

4  東崎遺跡 民間 平成26年4月14日

5  東崎遺跡 民間 平成26年4月14日

6  東崎遺跡 民間 平成26年4月14日

7  波川玄蕃城跡 民間 平成26年4月18日

8  田黒遺跡 個人 平成26年4月28日

9  田黒遺跡 個人 平成26年4月28日

10  野中婉屋敷跡 民間 平成26年4月1日

11  根丸遺跡 民間 平成26年6月12日

12  崎山遺跡 民間 平成26年6月17日

工事立会

工事立会

慎重工事

慎重工事

慎重工事

届出をした者

工事立会

工事立会

工事立会

教育委員会による指示事項

工事立会

工事立会

工事立会

工事立会

Ⅱ　資料

1-1.　埋蔵文化財の所在の有無及びその取り扱いについて（照会）

番
号

遺跡の名称・地区名 所 在 地 照会をした者 工事予定期間
教育委員会による処理

番
号 遺跡の名称　 所在地 届出の日付

 香美市土佐山田町岩次

 土佐市高岡町字徳丸乙

 奈半利町字中里乙

 南国市東崎

 南国市東崎

 南国市東崎

 いの町波川字城床 

 四万十市具同田黒

 四万十市具同田黒

 高知市朝倉丙

 室戸市佐喜浜町

 室戸市元乙

1−3．埋蔵文化財発掘の届出（文化財保護法第93条第１項）
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13  北カリヤ遺跡  室戸市元乙 民間 平成26年6月12日 慎重工事

14  西原遺跡  四万十町西原 民間 平成26年5月28日 工事立会

15  ハンノス遺跡  安芸市赤野字松原甲 民間 平成26年5月19日 慎重工事

16  柳田遺跡  高知市朝倉東町 民間 平成26年10月30日 慎重工事

17  柳田遺跡  高知市朝倉南町 個人 平成26年11月11日 工事立会

18  文徳遺跡  越知町越知字谷屋敷丙 個人 平成26年12月2日 慎重工事

19  伏原遺跡  香美市土佐山田町楠目字神明 個人 平成26年12月22日 慎重工事

20  香山寺跡  四万十市坂本字川平山 民間 平成27年1月7日 慎重工事

21  東崎遺跡  南国市東崎字西天神田 民間 平成27年1月22日 工事立会

22  大領遺跡  香美市土佐山田町岩次 個人 平成27年1月27日 工事立会

23  北泉遺跡  南国市篠原字千田ノ木 個人 平成27年2月9日 慎重工事

24  岩坂遺跡  南国市浜改田 個人 平成27年1月21日 工事立会

25  岡豊城跡  南国市岡豊町大字八幡字豊岡山 法人 平成27年2月17日 工事立会

26  古津賀遺跡群  四万十市古津賀中前 個人 平成27年2月2日 工事立会

27  滝本遺跡  南国市岡豊町滝本字北地 民間 平成27年2月28日 慎重工事

28  土佐国衙跡  南国市国分寺新町 個人 平成27年1月22日 慎重工事

29  布師田御殿跡  高知市布師田 個人 平成27年2月28日 慎重工事

30  古津賀遺跡群  四万十市古津賀 個人 平成27年2月17日 工事立会

31  柳田遺跡  高知市朝倉南町 個人 平成27年1月30日 工事立会

32  ニタ丸遺跡  南国市下末松字西ニタ又 個人 平成27年3月13日 工事立会

33  伏原遺跡  香美市土佐山田町楠目字大ツカ西 個人 平成26年10月28日 工事立会

34  古津賀遺跡群  四万十市古津賀 民間 平成27年2月25日 工事立会

35  曽我遺跡  香南市野市町中ノ村字コスイデン 民間 平成26年7月14日 工事立会

36  古津賀遺跡群  四万十市古津賀字イケノハナ 個人 平成26年7月28日 慎重工事

37  古津賀遺跡群  四万十市古津賀字 民間 平成26年9月1日 慎重工事

38  介良遺跡  高知市介良乙 個人 平成26年8月22日 慎重工事

39  薊野遺跡  高知市薊野東町 個人 平成26年8月1日 工事立会

40  柳田遺跡  高知市朝倉字勝負川甲 民間 平成26年10月2日 慎重工事

41  柳田遺跡  高知市朝倉南町甲 個人 平成26年11月16日 工事立会

42  大領遺跡  香美市土佐山田町岩次 個人 平成26年3月25日 工事立会

43  上郷遺跡  佐川町甲 個人 平成26年9月29日 工事立会

44  城山城跡  香南市香我美町山北 個人 平成26年6月9日 慎重工事

１-3.埋蔵文化財発掘の届出（文化財保護法第93条第１項）

番
号

遺跡の名称　 所在地 届出をした者 届出の日付 教育委員会による指示事項

1−3．埋蔵文化財発掘の届出（文化財保護法第93条第１項）
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1  清水寺岡遺跡

2  東川遺跡

3  清水寺岡遺跡

4  郡奉行所跡

5  御手洗遺跡

6  バーガ森北斜面遺跡

7
 岡豊城跡・天神丸遺跡・
 桑名屋敷遺跡

8  高知城跡

9  上エヒイ遺跡

10  布師田御殿遺跡

11  清水寺岡遺跡

12  追手筋遺跡  高知市追手筋2丁目1番12号

13  入野城跡

14  松尾城跡

15  井尻村中遺跡跡

16  永田遺跡

17  東崎遺跡

18  追手筋遺跡  高知市追手筋2丁目1番12号

19  朝倉城山遺跡

20  帯屋町遺跡

21  浦戸城跡

22  清水寺岡遺跡

23  清水寺岡遺跡

24  来城跡

25  土佐国衙跡  南国市比江字九日田365番先

26  泉の南遺跡  室戸市室戸岬町3850-1

27  岡豊城跡

28  介良野遺跡

29  松尾城跡

1 高知市教育長

2 高知県教育長

3 香美市教育長

4 高知県教育長

5 高知市教育長

番
号

遺跡の名称 報告をした者 面積

1 射場屋敷遺跡 香南市教育長 400㎡

2 井尻村中遺跡 土佐市教育長 842㎡

3 芝の前１号墳 南国市教育長 20㎡

4 帯屋町遺跡 高知市教育長 799㎡

平成26年8月25日～9月30日

土佐市宇佐町井尻140-2他
開発対応・
本発掘調査

平成26年6月26日～9月12日

調査の目的・種類

平成27年2月25日・26高文財第878号平成27年2月25日

平成27年3月7日

発掘調査

調査後包蔵地
新設

高知県総合事務組合管理者  平成27年1月7日 発掘調査

平成27年1月19日・26高文財第759号

平成26年11月1日

工事立会

工事立会

工事立会
国土交通省四国地方整備局

土佐国道事務所長

南国市長

工事立会

試掘確認調査

調査後包蔵地
新設

慎重工事

工事立会

 平成26年6月11日

慎重工事

慎重工事

慎重工事

 平成27年1月21日

 安芸市川北甲5622

高知県知事

工事立会

工事立会 平成27年2月24日
国土交通省四国地方整備局

土佐国道事務所長

 平成27年2月10日

 平成26年2月19日

安芸市長

安芸市長

 高知市朝倉丁268

 平成26年7月23日

届出をした者 届出の日付

平成27年1月13日

 平成26年12月4日

 南国市岡豊町小蓮846番地～844番地イ先

 平成27年1月22日

 平成26年12月5日

平成26年7月14日

平成26年12月5日・26高文財第652号

慎重工事

慎重工事

 平成27年1月15日

高知市上下水道
事業管理者

高知県農業技術センター
果樹試験場長

幡多土木事務所
宿毛事務所長

南国市長

 平成27年2月17日

 安芸市宝永町486-1  平成26年6月6日

 平成26年11月18日 本山町本山727
高知県教育委員会
学校安全対策課長

土佐市長

 平成26年8月22日 佐川町字松尾山

慎重工事

高知市本町4丁目1-35

工事立会

慎重工事

慎重工事 宿毛市二ノ宮字来城

 高知市浦戸城山830

 平成27年1月15日

 平成27年2月24日

 平成26年10月31日

安芸市伊尾木

高知市教育長

平成27年3月11日・26高文財第1042号

教育委員会による処理

指示の日付・文書番号

1-5.　遺跡発見の通知（文化財保護法第97条）

 南国市東崎957-1
（高知県立高知農業高校敷地内）

室戸市長

 安芸市川北甲5685

 高知市介良

番
号

所在地

1-6.　埋蔵文化財発掘調査の報告（文化財保護法第99条）

発掘調査

指示事項指示事項

平成27年1月13日・26高文財第736号

高知市本町5丁目1番45号

香南市野市町下井

香美市土佐山田町百石町2丁目3-15

調査期間

平成26年4月2日～5月30日

平成27年3月1日～3月31日

所在地

香南市吉川町吉原1010-3

高知市本町4丁目1-13

開発対応・
本発掘調査

開発対応・
本発掘調査

南国市岡豊町定林寺長畝697-2 学術研究

 平成26年5月14日

 平成26年3月24日

 平成26年4月30日

 平成26年7月1日

 平成26年9月16日

 平成26年9月10日

教育委員会による
指示事項

工事立会

工事立会

 平成26年4月23日

 平成26年5月15日

 平成26年4月22日

 平成26年4月30日

 平成27年1月7日

1-4.　埋蔵文化財発掘の通知（文化財保護法第94条第１項）
番
号

遺跡の名称 通知の日付通知をした者所在地

高知県教育委員会
学校安全対策課長

安芸市長

高知県教育委員会
学校安全対策課長

須崎土木事務所長

国土交通省四国地方整備局
土佐国道事務所長

安芸市長

高知市長

中央西土木事務所
越知事務所長

安芸市長

高知市長

高知県教育委員会
学校安全対策課長

 安芸市川北甲5622

 高知市丸ノ内1丁目７番52号

 津野町向新田

 いの町字奥名

 安芸市川北甲5685

 高知市神田字御手洗361-1

工事立会

 高知市丸ノ内2丁目2-40

工事立会

 南国市岡豊町小蓮久サ神1174-3 地先～
 　〃　岡豊町常通寺島東和田553-1地先

 安芸市川北甲5622

 高知市布師田1647番地

 黒潮町入野字城山5619番地1

 土佐市宇佐町井尻89-3

南国市長

安芸市長

発掘調査黒潮町長

 佐川町字松尾山

 高知市本町4丁目1-35

慎重工事

工事立会

慎重立会

工事立会

慎重工事

発掘調査

1−4．埋蔵文化財発掘の通知（文化財保護法第94条第１項）

1−6．埋蔵文化財発掘調査の報告（文化財保護法第99条）

1−5．遺跡発見の通知（文化財保護法第97条）
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高知市布師田
布師田御殿跡

平成26年
9月28日～10月14日

平成26年
11月28日

香南市文化財
センター

香南市文化財
センター

2

平成26年7月22日～
7月24日

香南市文化財
センター

平成26年4月2日～
5月29日

平成26年6月19日～
8月13日

3 平成26年7月22日～7月24日

平成26年4月2日～
5月29日

南国市教育委員会
埋蔵文化財
整理作業所

南国市教育委員会
埋蔵文化財
整理作業所

南国市教育委員会
埋蔵文化財
整理作業所

南国市教育委員会
埋蔵文化財
整理作業所

平成26年8月25日～
9月26日

平成26年9月16日～
平成27年2月3日

平成27年3月6日

平成27年2月12日

1-7.　埋蔵文化財発見通知（文化財保護法第100条）

番
号

4

7

発見日
番
号

 弥生土師・土師器・須恵器・
 石器(叩石・台石)　12箱

 瓦類・陶磁器類・鉄製品・漆製品・
 石器・煉瓦など　 9箱

6

5
 弥生土師・土師器・須恵器・
 陶磁器・古瓦・石皿　6箱

 弥生土器・石器　1箱

 土師器質土器　1箱

南国市教育長
大野 吉彦

1

通知日

保管場所

1-8.　埋蔵文化財（遺物）の発見届及び文化財の認定（文化財保護法第102条、遺失物法第１条）

1

 南国市篠原字荒神丸13161-1他

 南国市国分字新町1157番地1

 南国市岡豊町定林長畝697-2

 香南市野市町字ルノ丸
 1536番地20

 香南市香我美町山北979-1

 香南市吉川町吉原字射場屋敷
 1010番地3

発見場所
遺跡の名称

 南国市下末４３１番地他

 弥生土器・須恵器・土師器・
 製塩土器他　１箱

 須恵器・玉類他・石鏃・耳環・辻金具・
 鍔・鞘尻・金属製品　6箱、16点

物件名

発見者

高知市教育委員会

物件名

近世～近代陶磁器片・
土器片・瓦片　1箱

発見場所
遺跡の名称

発見日

平成26年8月25日～9月26日

香南市教育長
安岡　多實男

香南市教育長
安岡　多實男

南国市教育長
大野 吉彦

保管場所

発見者

香南市教育長
安岡　多實男

発見日

平成26年6月19日～8月13日

南国市教育長
大野 吉彦

南国市教育長
大野 吉彦

平成27年3月6日

高知市教育委員会

平成26年9月16日～
平成27年2月3日

平成27年2月12日

1−7．埋蔵文化財発見通知（文化財保護法第100条）

1−8．埋蔵文化財（遺物）の発見届及び文化財の認定（文化財保護法第102条、遺失物法第１条）
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番
号

遺跡名 期間 面積

1 射場屋敷遺跡
平成26年4月2日
～5月30日

400㎡

2 井尻村中遺跡
平成26年6月26
日～9月12日

842㎡

3 芝の前１号墳
平成26年8月25
日～9月30日

20㎡

4 帯屋町遺跡
平成27年3月1日
～3月31日

799㎡

合　計 2061㎡

番
号

事業者 調査面積

1 個人 4㎡

2 高知市 58.44㎡

3 国交省 80㎡

4 安芸市 8㎡

5 香南市 130㎡

6 国交省 11㎡

7 安芸市 111㎡

8 国交省 52㎡

9 個人 3㎡

10 民間 6㎡

11 国交省 81㎡

12 国交省 8㎡

13 香美市土佐山田楠目 国交省 12㎡

14 個人 10.7㎡

15 高知県 10㎡

16
高知県市町村
総合事務組合

132.39㎡

17 高知県 48㎡

18 土佐市 3㎡

19 高知市永国寺町 高知県 18㎡

20 高知県 3㎡

21 民間 27㎡

22 越知町越知字谷屋敷 個人 1.75㎡

23 民間 33㎡

24 香南市 88㎡

25 国交省 23㎡

津波避難タワー建設

国道195号（山田バイパ
ス）建設工事

県道大久保伊尾木線建
設工事

竜・井尻地区漁業集落
環境整備事業

県立大学永国寺キャン
パス整備事業

高知城黒鉄門保全工事

南国安芸道路（1工区）
建設工事

墓地造成工事

青少年センター本館及
び宿泊棟改築工事

高知自治会館新庁舎建設に
伴う既存建築物解体撤去工
事

香南市野市町西野ルノ丸

宅地造成

個人住宅建設工事

高知市丸ノ内

南国市篠原字千田ノ木

香美市土佐山田町楠目字
大ツカ西

石垣解体及び擁壁設置
工事

南国安芸道路（1工区）
建設工事

学校給食センター整備
事業

重要文化財安岡家住宅保存
修理事業に伴う確認調査

仁淀川加田堤防事業

雨水貯留施設整備事業

安芸中央インター線建
設工事

南国安芸道路（1工区）
建設工事

国道195号（山田バイパ
ス）建設工事

個人住宅建設工事

分譲住宅造成工事

個人住宅建設工事

香南市香我美町山北

安芸市西浜・矢ノ丸

香南市野市町下井

香南市香我美町岸本

香美市土佐山田楠目

南国市下野田字上村

香南市西野

高知市本町

安芸市伊尾木

土佐市宇佐町井尻字村中

安芸市川北清水寺岡

香南市香我美町山北

伏原２地区

井尻村中遺跡

史跡高知城跡

北泉遺跡

文徳遺跡

いの町加田

安芸市宝永町上ヒエイ

香南市野市町下井

安芸市西浜・矢ノ丸地区

伏原遺跡

香南市香我美町岸本

香南市下井東地区

伏原地区

野田土居城跡

香南市青少年センター

高知市本町

安芸市伊尾木地区

県立大学永国寺キャンパス地区

平成26年11月6日

平成26年10月18日、
11月1日、3日

平成26年6月19日～
8月13日

平成26年6月26日

平成26年7月11日～
15日

いの町加田地区

上ヒエイ遺跡

香南市下井地区

城山城跡

西野ルノ丸遺跡

平成26年12月8日

平成26年12月8日

平成26年12月15日～
22日

平成27年1月5日～
9日

平成27年1月20日、
21日

平成26年9月12日

平成26年9月29日

平成26年10月1日～
31日

平成26年10月15日、
16日、11月11日

平成26年10月7日

平成26年7月14日～
16日

平成26年7月14日

平成26年7月22日～
24日

平成26年7月28日、29
日、30日

平成26年9月3日、
10日、12日

平成26年9月8日

高知県教育委員会

高知市教育委員会

高知県教育委員会

土佐市教育委員会

高知県教育委員会

高知県教育委員会

南国市教育委員会

南国市教育委員会

高知県教育委員会

高知県教育委員会

越知町教育委員会

香美市教育委員会

香南市教育委員会

安芸市教育委員会

高知県教育委員会

香南市教育委員会

香南市教育委員会

高知県教育委員会

高知県教育委員会

香南市教育委員会

高知県教育委員会

野田遺跡

布師田御殿跡

香南市上岡地区

清水寺岡遺跡

安岡家住宅

土佐市高岡

高知市布師田

香南市野市町上岡

平成26年5月20日～
27日

平成26年6月9日～
12日

平成26年6月17日

調査主体

高知市教育委員会

高知県教育委員会

安芸市教育委員会

1-9.　本発掘調査

事業者

香南市

土佐市

南国市教育委員会

期間遺跡・地区名 所在地 原因

所在地

香南市吉川町吉原1010-3

土佐市宇佐町井尻140-2他

南国市岡豊町定林寺長畝697-2

高知市本町4丁目1-13

調査主体原因

津波避難タワー建設

道路建設

学術調査

1-10.　試掘確認調査

香南市教育委員会

土佐市教育委員会

南国市教育委員会

高知市教育委員会

店舗建設工事 土佐市教育委員会

自治会館新庁舎建設
高知県市町村
総合事務組合

平成26年4月2日

1−9．本発掘調査

1−10．試掘確認調査
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26 土佐国衙跡 南国市国分字新町 個人住宅建設工事 個人 南国市教育委員会 平成27年2月4日 11.1㎡

27 ニタ丸遺跡 南国市下末松字西ニタ又 分譲住宅建設工事 南国市 南国市教育委員会 平成27年2月9日～10日 36㎡

28 土佐市高岡町甲 土佐市高岡町甲字西上大坪 市営住宅造成整備 土佐市 土佐市教育委員会 平成27年3月3日 4㎡

29
四万十市
渡川地区

四万十市渡川１丁目
四万十川改修附帯市道改良
工事

国交省 高知県教育委員会 平成27年3月5日 9㎡

30 道北遺跡
安芸市穴内乙八丁字道北・
東谷及び穴内甲字六丁

ほ場整備 安芸市 安芸市教育委員会 平成27年3月2日～16日 168㎡

31 安岡家住宅 香南市香我美町山北
重要文化財安岡家住宅保存
修理事業に伴う確認調査

香南市 香南市教育委員会 平成27年3月2日～19日 92㎡

32 高知市本町 高知市本町
高知市庁舎建替に伴う既存
建築物解体撤去工事

高知市 高知市教育委員会 平成27年3月4日～14日 155.2㎡

33
大塚古墳、
伏原大塚古墳

香美市土佐山田町百石町 既存建物解体 香美市 香美市教育委員会 平成27年3月10日～17日 28㎡

34 佐川町上郷地区 佐川町甲字松尾山
森ヶ﨑急斜面地崩落対策事
業

高知県 高知県教育委員会 平成27年3月3日、26日 5㎡

35 竹林寺参道 高知市五台山 竹林寺札所寺院調査 高知県 高知県教育委員会 平成27年3月23日、24日 2㎡

合　計 1,472,58㎡

番
号

遺跡・地区名 所 在 地 原 因 事 業 者 対　応 期　間 対象面積

1 御手洗遺跡 高知市神田御手洗 集合住宅建設 個人 高知市教育委員会 平成26年4月5日～11日 6㎡

2 有井庄司墓 黒潮町有井川字八幡神社
津波避難施設建設（避難道
整備）

黒潮町 黒潮町教育委員会 平成26年4月7日 71.05㎡

3 居徳遺跡群 土佐市高岡町乙
市道藤並町林口清滝線改良
工事

土佐市 土佐市教育委員会 平成26年5月8日 11.69㎡

4 野田遺跡 土佐市高岡町字德丸 店舗建設工事 個人 土佐市教育委員会 平成26年5月28日～29日 35.25㎡

5 池ノ谷遺跡 土佐市塚地 個人住宅建設 個人 土佐市教育委員会 平成26年5月28日 3.25㎡

6 西原遺跡 四万十市西原
建築物の移転による新築工
事

民間 四万十市教育委員会 平成26年6月11日～29日 50.71㎡

7 古津賀遺跡群 四万十市古津賀 個人住宅建設 個人 四万十市教育委員会 平成26年6月19日 2㎡

8 波川玄蕃城跡 いの町波川字城床
携帯電話基地局解体及び建
設

民間 いの町教育委員会 平成26年6月27日 61.6㎡

9 御手洗遺跡 高知市神田御手洗 道路側溝整備工事 高知市 高知市教育委員会 平成26年7月15日～18日 100㎡

10 高知城跡 高知市丸ノ内 県立高校グランド整備工事 高知県 高知県教育委員会 平成26年8月19日 1.4㎡

11 清水寺岡遺跡 安芸市川北清水寺岡
学校給食センター建設に伴
う寄宿舎改修

安芸市 安芸市教育委員会 平成26年8月21日 565㎡

12 大領遺跡 香美市土佐山田町岩次 個人住宅建設 香南市 香南市教育委員会 平成26年9月5日 2.73㎡

13 東崎遺跡 南国市東崎 県立高校グランド造成工事 高知県 高知県教育委員会 平成26年9月5日 3㎡

14 布師田御殿跡 高知市布師田 石垣解体及び擁壁設置工事 高知市 高知市教育委員会
平成26年9月26日～10月
14日

32.96㎡

15 薊野遺跡 高知市薊野東町
共同住宅建設に伴う擁壁設
置工事

個人 高知市教育委員会 平成26年10月16日 20㎡

16 上郷遺跡 佐川町甲 宅地造成工事 民間 佐川町教育委員会 平成26年11月14日 40㎡

17
嶺北高校校庭内
遺跡
永田遺跡

本山町本山
県立学校プール改修工事に
係わる電気設備及び機械設
備改修工事

高知県 高知県教育委員会
平成26年11月22日、24日
～26日

168㎡

18 清水寺岡遺跡 安芸市川北甲 中学校屋外トイレ新設工事 安芸市 安芸市教育委員会 平成26年12月1日 4.2㎡

19 柳田遺跡 高知市朝倉南町 個人住宅建設 個人 高知市教育委員会 平成26年12月25日 2㎡

20 東崎地区 南国市東崎 県立高校塀改修工事 高知県 高知県教育委員会 平成27年1月8日 3.7㎡

21 井尻村中遺跡 土佐市宇佐町井尻字村中
竜・井尻地区漁業集落環境
整備事業

土佐市 土佐市教育委員会
平成27年1月27日、29日
2月23日、28日、3月4日

170㎡

22 清水寺岡遺跡 安芸市川北甲
市立中学校テニスコート改
修工事

安芸市 安芸市教育委員会 平成27年2月5日～10日 57.74㎡

23 清水寺岡遺跡 安芸市川北甲
市立中学校塀解体及び
フェンス設置

安芸市 安芸市教育委員会 平成27年3月27日 2㎡

合　計 1,414.28㎡

1-11.　工事立会1−11．工事立会
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2.　平成27年度埋蔵文化財関係諸手続き及び発掘調査一覧

指示の日付及び文書番号 回答内容 備　　考

1  高知市北本町
高知市北本町1丁目1701番、
1702番

高知県警察本部長 平成29年～31年
平成27年6月12日
27高文財第212号

支障なし 包 蔵 地 外

2  南国市田村  南国市田村乙 民間
平成27年6月～
平成28年2月

平成27年6月25日
27高文財第235号

支障なし
田村北遺跡の隣
接地、掘削深度
は浅く慎重工事

3  南国市大埇  南国市大埇甲1543-1 高知県警察本部長 平成27年～29年
平成27年10月30日
27高文財第553号

支障なし 包 蔵 地 外

4  宿毛市山奈  宿毛市山奈町山田
国土交通省四国地方整備局
中筋川総合開発工事事務所

平成28年4月～
平成32年3月

平成27年12月18日
27高文財第684号

支障なし 包 蔵 地 外

5 入野本村地区 黒潮町入野本村
国土交通省四国地方整備局

中村河川国道事務所
平成28年2月～
平成29年3月

平成28年3月30日
27高文財第993号

支障なし 試掘確認済

6

①黒潮町拳ノ川地区、
②荷稲地区、③小黒ノ川
地区、④不破原地区、
⑤熊井地区、⑥佐賀地区

国道56号窪川佐賀道路
（佐賀工区）

国土交通省四国地方整備局
中村河川国道事務所

平成28年1月～
平成35年3月

平成28年3月30日
27高文財第994号

①～③
支障なし
④協議

①～③
包 蔵 地 外
④黒川遺跡
(協議後試掘済)

7
①高知市北本町
②　〃　入明町
③　〃　南越前町

① 高知市北本町1丁目9-20
② 　〃　入明町14番
③ 　〃　南越前町81番

高知県警察本部長
① 平成29年～32年
② 平成28年～29年
③ 平成30年～31年

平成28年3月31日
27高文財第1005号

①②支障なし
③高知市郭中参
考地(高知市と
事前協議)

①②③
包 蔵 地 外

番
号

遺跡の名称 所在地 届出をしたもの 届出の日付 調査の目的・種別 面積 調査期間

1 浦戸城下町遺跡 高知市浦戸90番
高知大学教育学部
人文社会科学系学系長

平成27年8月5日 学術調査 20㎡
平成27年9月10
日～平成27年9
月15日

2 高知城跡 高知市丸の内2丁目34
（公財）高知県文化財団
　埋蔵文化財センター所長

平成27年8月20日 開発対応・本発掘調査 882㎡
平成27年9月28
日～平成27年11
月30日

1  国分寺遺跡群 個人 平成27年3月3日

2  中組遺跡 個人 平成27年3月31日

3  古津賀遺跡群 個人 平成27年4月9日

4  安岡家住宅 個人 平成27年4月10日

5  柳田遺跡 個人 平成27年4月14日

6  津野氏土居跡 個人 平成27年4月17日

7  北泉遺跡 個人 平成27年4月18日

8  コゴロク廃寺跡 個人 平成27年4月21日

9  北泉遺跡 個人 平成27年4月23日

10  北泉遺跡 個人 平成27年4月23日

11  北泉遺跡 個人 平成27年4月23日

12  伏原遺跡 個人 平成27年4月27日

13  神谷遺跡 個人 平成27年4月30日

14  高知城跡 民間 平成27年5月2日

15  北泉遺跡 個人 平成27年5月15日

16  柳田遺跡 民間 平成27年6月3日

17  野田遺跡 個人 平成27年6月5日

慎重工事

2-2.　埋蔵文化財発掘調査の届出（文化財保護法第92条）

2-1.　埋蔵文化財の所在の有無及びその取り扱いについて（照会）

番
号

遺跡の名称・地区名 所 在 地 照会をした者 工事予定期間
教育委員会による処理

慎重工事

工事立会

工事立会

2-3.　埋蔵文化財発掘の届出（文化財保護法第93条第１項）

番
号

遺跡の名称　 届出をした者 届出の日付 教育委員会による指示事項

 津野町姫野々字帯刀屋敷

立会工事

工事立会

慎重工事

慎重工事

工事立会

慎重工事

慎重工事

慎重工事

慎重工事

慎重工事

 南国市篠原

慎重工事

所在地

 南国市国分字軸ノ木

 南国市片山字岩田

 四万十市古津賀イケハナ

 香南市香我美町山北

工事立会

慎重工事

 高知市朝倉字糀原

 高知市朝倉南町

 南国市篠原

 奈半利町字樋ノ口

 南国市篠原

 南国市篠原

 土佐市高岡町丙

 南国市篠原

 香美市土佐山田町楠目

 安芸市川北字黒磯乙

 高知市丸ノ内

２．平成27年度埋蔵文化財関係諸手続き及び発掘調査一覧

2−1．埋蔵文化財の所在の有無及びその取り扱いについて（照会）

2−2．埋蔵文化財発掘調査の届出（文化財保護法第92条）

2−3．埋蔵文化財発掘の届出（文化財保護法第93条第１項）
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18  野田遺跡  土佐市高岡町字白石土居 民間 平成27年6月17日

19  東崎遺跡  南国市東崎 民間 平成27年6月29日

20  柳田遺跡  高知市朝倉字船戸 個人 平成27年7月7日

21  古津賀遺跡群  四万十市古津賀 個人 平成27年7月21日

22  高田遺跡  香南市野市町下井 個人 平成27年7月23日

23  柳田遺跡  高知市朝倉字勝負ノ川 個人 平成27年7月31日

24  ニタ丸遺跡  南国市下末松 個人 平成27年7月31日

25  ニタ丸遺跡  南国市下末松 個人 平成27年7月31日

26  柳田遺跡  高知市朝倉字糀原 個人 平成27年8月7日

27  柳田遺跡  高知市朝倉字勝負ノ川 個人 平成27年8月20日

28  田中遺跡  高知市春野町内ノ谷字田中 個人 平成27年8月27日

29  切畑遺跡  安芸市伊尾木字切畑 民間 平成27年8月28日

30  曽我ノ前遺跡  四万十市山路字森ノ前 個人 平成27年9月1日

31  古津賀遺跡群  四万十市古津賀 個人 平成27年9月15日

32  野田遺跡  土佐市高岡町字白石土居 民間 平成27年9月7日

33  根元原遺跡  四万十町根元原 個人 平成27年9月16日

34  柳田遺跡  高知市朝倉字榊 民間 平成27年9月16日

35  柳田遺跡  高知市朝倉字勝負ノ川 個人 平成27年9月18日

36  柳田遺跡  高知市朝倉字糀原 個人 平成27年9月29日

37  柳田遺跡  高知市朝倉字榊甲 民間 平成27年10月5日

38  吉弘遺跡  高知市北泉寺 民間 平成27年10月9日

39  北地遺跡  香南市野市町下井 個人 平成27年10月14日

40  西野遺跡群  香南市野市町西野 個人 平成27年10月13日

41  古津賀遺跡群  四万十市古津賀イケハナ 個人 平成27年10月26日

42  柳田遺跡  高知市朝倉字勝負ノ川 個人 平成27年10月28日

43  千本杉遺跡  日高村下分字極田 民間 平成27年11月1日

44  福良西遺跡  宿毛市小筑紫町福良 個人 平成27年11月4日

45  柳田遺跡  高知市朝倉甲勝負ノ川 個人 平成27年11月11日

46  栄エ田遺跡  南国市岡豊町小蓮 民間 平成27年12月14日

47  西秦泉寺遺跡  高知市西秦泉寺字春日 個人 平成27年12月15日

48  伏原遺跡  香美市土佐山田町楠目 個人 平成27年12月18日

49  門田遺跡  南国市大埇字土田甲 民間 平成27年12月25日

50  古津賀遺跡群  四万十市古津賀 個人 平成27年12月25日

51  西野遺跡群  香南市野市町西野 個人 平成28年1月14日

52  福万城跡  香南市香我美町福万 個人 平成28年1月13日

53  柳田遺跡  高知市朝倉甲字中通 個人 平成28年1月15日

54  介良遺跡  高知市介良字西ノ木戸乙 民間 平成28年1月28日

55  津野氏土居跡  津野町姫野々字橋本屋敷 個人 平成28年2月2日

56  伏原遺跡  香美市土佐山田町楠目 個人 平成28年2月2日

57  高知城跡  高知市丸ノ内 民間 平成28年2月5日

58  国分寺遺跡群  南国市国分字前ノ門 個人 平成28年2月16日

59  大津金子遺跡  高知市薊野西町 個人 平成28年2月16日

60  秦泉寺廃寺跡  高知市中秦泉寺 民間 平成28年2月17日

61  神田ムク入道遺跡  高知市神田ムク入道 個人 平成28年2月24日

62  柳田遺跡  高知市朝倉甲字船戸 個人 平成28年3月1日

63  具同中山遺跡群  四万十市具同字六王 個人 平成28年3月15日

2-3.　埋蔵文化財発掘の届出（文化財保護法第93条第１項）
番
号

遺跡の名称　 所在地 届出をした者 届出の日付

工事立会

工事立会

慎重工事

慎重工事

工事立会

慎重工事

工事立会

工事立会

工事立会

工事立会

慎重工事

慎重工事

慎重工事

慎重工事

発掘調査

慎重工事

慎重工事

慎重工事

工事立会

慎重工事

工事立会

工事立会

慎重工事

工事立会

慎重工事

慎重工事

慎重工事

慎重工事

工事立会

慎重工事

慎重工事

発掘調査

工事立会

慎重工事

工事立会

教育委員会による指示事項

慎重工事

工事立会

慎重工事

慎重工事

慎重工事

発掘工事

慎重工事

慎重工事

工事立会

慎重工事

工事立会

2−3．埋蔵文化財発掘の届出（文化財保護法第93条第１項）
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1  岡遺跡  安芸市伊尾木 高知県安芸土木事務所長

2  原遺跡  香美市土佐山田町山田
高知県教育委員会
学校安全対策課長

3  向山戦争遺跡  南国市大埇地先
国土交通省四国地方整備局

土佐国道事務所長

4  港の上遺跡  土佐清水市足摺岬 高知地方気象台

5  高知城跡北曲輪  高知市丸ノ内 高知県知事

6  高知城跡  高知市丸ノ内1丁目
高知市上下水道

事業管理者

7  ヤナギダ遺跡  安芸市川西浜 高知県安芸土木事務所長

8
 上山遺跡・
 護祥寺跡

 四万十町大正田野々
高知県須崎土木事務所

四万十町事務所長

9  古城（城山）跡  仁淀川町大崎字沖 高知県中央西土木事務所長

10  小浜城跡  高知市鏡小浜 高知市長

11  追手筋遺跡  高知市追手筋 高知市長

12  常賢寺跡  中土佐町久礼 中土佐町総務課長

13  追手筋遺跡  高知市追手筋 高知市教育長

14  清水寺岡遺跡  安芸市川北甲 安芸市長

15  柳田遺跡
 高知市朝倉甲29-2地先
から191-1地先

高知市上下水道
事業管理者

16  朝倉城山遺跡  高知市朝倉丁268
高知県農業技術センター

果樹試験場長

17  柳田遺跡
 高知市朝倉甲191-1地
先か朝倉東町52-30

高知市上下水道
事業管理者

18  祈年遺跡
 南国市小籠240番地3
及び同市小籠241番地4

南国市長

19
 嶺北高校内
 校庭内遺跡

 本山町本山727
高知県教育委員会
学校安全対策課長

20  原遺跡  香美市土佐山田町山田
高知県教育委員会
学校安全対策課長

指示事項

番
号

遺跡の名称 報告をした者 面積

1  本町遺跡 高知市教育長 1,685㎡

2  岡遺跡 高知県教育長 460㎡

3  宇賀遺跡 高知県教育長 2,600㎡

4  高田遺跡 高知県教育長 3,000㎡

5  柳田遺跡 高知市教育長 1,500㎡

6  井尻村中遺跡 土佐市教育長 150㎡

・

慎重工事

慎重工事

2-4.　埋蔵文化財発掘の通知（文化財保護法第94条第１項）

番
号

遺跡の名称 所在地 通知をした者 通知の日付 教育委員会による指示事項

発掘調査

慎重工事

工事立会

工事立会

慎重工事

発掘調査

慎重工事

慎重工事

慎重工事

工事立会

工事立会

慎重工事

慎重工事

慎重工事

慎重工事

慎重工事

慎重工事

工事立会

 平成27年7月17日

番
号

所在地

平成27年9月9日

平成27年9月10日

 平成27年9月25日

平成27年10月14日

平成27年10月8日

 平成27年11月26日

調査の目的・種類 調査期間

2-6.　埋蔵文化財発掘調査の報告（文化財保護法第99条）

所在地

届出をした者
教育委員会による処理

平成27年4月1日

 平成27年4月15日

 平成27年5月11日

平成27年5月15日

平成27年6月23日

平成27年8月12日

平成27年8月13日

平成27年8月26日

平成27年4月20日～
平成27年5月29日

香南市野市町下井338-5他

 平成27年12月1日

 平成27年12月28日

 平成28年2月1日

 平成28年1月19日

 平成28年2月24日

指示の日付・文書番号

高知市本町5丁目1-45

2-5.　遺跡発見の通知（文化財保護法第97条）

届出の日付

平成27年4月8日～
平成27年9月30日

平成27年4月1日～
平成27年8月19日

開発対応・本発掘調査

開発対応・本発掘調査

安芸市伊尾木 開発対応・本発掘調査

香南市野市町下井

高知市朝倉榊甲185

土佐市宇佐町井尻

平成27年8月20日～
平成28年3月31日

平成25年1月6日～
平成25年2月29日

平成28年2月8日～
平成28年3月25日

開発対応・本発掘調査

開発対応・本発掘調査

開発対応・本発掘調査

2−4．埋蔵文化財発掘の通知（文化財保護法第94条第１項）

2−5．遺跡発見の通知（文化財保護法第97条）

2−6．埋蔵文化財発掘調査の報告（文化財保護法第99条）
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2-8.　埋蔵文化財（遺物）の発見届及び文化財の認定（文化財保護法第102条、遺失物法第１条）

保管場所

香南市文化財センター

南国市教育委員会
埋蔵文化財整理作業所

南国市教育委員会
埋蔵文化財整理作業所

香南市文化財センター

香南市教育長
安岡　多實男

香南市教育長
安岡　多實男

南国市教育長
大野 吉彦

南国市国分字軸ノ木798番地

発見者

香南市教育長
安岡　多實男

南国市教育長
大野 吉彦

南国市教育長
大野 吉彦

香南市教育長
安岡　多實男

香南市香我美山北979-1

香南市香我美町岸本リノ丸311-10

香南市香我美町岸本リノ丸311-10

南国市岡豊小蓮宮ノ前509番地1
510番地1・3・10

発見場所
遺跡の名称

香南市文化財センター

香南市文化財センター

南国市教育委員会
埋蔵文化財整理作業所

発見場所
遺跡の名称

香南市香我美山北979-1

平成27年3月4日～14日

平成27年9月25日～
10月24日

通知日

平成27年4月30日

平成27年11月10日

発見日

土師器・須恵器・陶磁器他・土
師器質土器・瓦質土器他・鉄製
品・銅銭他瓦貝類・
獣骨・魚骨他・石製品　10箱

弥生土器・須恵器 1箱

物件名

近世陶磁器・土器片5箱

弥生土器片 1箱

高知市本町５丁目1-45

高知市朝倉榊甲185-１他

瓦類・陶磁器類・漆製品・石
（礎石、狭間石）など11箱

物件名

南国市里改田162番地

平成27年4月28日～
8月11日

4

6

5

1

3

土師質土器・須恵器 1箱

弥生土器・敲石 2箱

瓦類・陶磁器類・漆製品・古
銭・鉄器類・石器類（礎石破
片、石臼他）　7箱

近世陶磁器他 2箱

7
平成27年6月22日～

6月24日

平成27年4月14日

平成27年4月23日

1

2

番
号

平成27年3月2日～
3月19日

平成27年5月14日～
5月18日

平成27年5月19日～
6月19日

2-7.　埋蔵文化財発見通知（文化財保護法第100条）

番
号

発見者

2

高知市
教育委員会

高知市
教育委員会

高知市教育委員会

高知市教育委員会

保管場所

発見日

2−7．埋蔵文化財発見通知（文化財保護法第100条）

2−8．埋蔵文化財（遺物）の発見届及び文化財の認定（文化財保護法第102条、遺失物法第１条）
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2-8.　埋蔵文化財（遺物）の発見届及び文化財の認定（文化財保護法第102条、遺失物法第１条）

番
号

遺跡名 事業者 面積

1 本町遺跡（仮称） 高知市本町5丁目1-45 高知市 1,685㎡

2 岡遺跡 高知県 460㎡

4 高知城跡 高知県 890㎡

5 柳田遺跡 民間 1,220㎡

6  井尻村中遺跡 土佐市教育委員会 150㎡

10.615㎡

保管場所

平成27年8月24日～
9月28日

平成27年8月3日

南国市教育長
大野 吉彦

番
号

物件名
発見場所

遺跡の名称
発見日 発見者

8

香南市教育長
安岡　多實男

平成27年7月7日

平成27年9月15日～
平成28年1月19日

香南市文化財
センター

南国市片山字岩田1238番2
南国市教育委員会

埋蔵文化財整理作業所
南国市教育長
大野 吉彦

香南市教育長
安岡　多實男

平成27年10月23日～
平成28年2月24日

香南市文化財
センター

香南市文化財
センター

南国市教育委員会
埋蔵文化財整理作業所

香南市文化財
センター

香南市教育長
安岡　多實男

香南市教育長
安岡　多實男

製塩土器・陶磁器・炻器　1箱

10
香南市野市町下井ムノ丸

735番4、737番6

南国市国分字国分寺546番地他瓦・土師質・須恵器・陶磁器 10箱

香南市香我美町山北979-1

9

12
瓦類・煉瓦・陶磁器類・漆喰片・

石（礎石、狭間石他）7箱

香南市野市町下井ムノ丸
735番4、737番6

弥生土器 1箱

所在地 原因

平成28年3月7日～
3月1１日

13
土師器質土器・瓦質土器(中世)他・

石塔部位(五輪塔)　1箱4個
香南市香我美町岸本439-2

及び439-3

2-9.　本発掘調査

11

陶磁器類須恵器・土師器石（礎板・
敲石など）4箱

平成28年2月8日～
平成28年3月25日

期間調査主体

平成27年4月1日～
平成28年3月31日

高知市教育委員会

(公財)高知県文化財団
埋蔵文化財センター

高知市教育委員会

開発事業
(市庁舎建替工事に伴う)

開発事業
(県道改良工事）

開発事業
（店舗建設）

平成27年4月8日～
平成27年9月30日

平成27年4月1日～
平成27年5月31日

平成25年1月6日～
平成25年2月29日

安芸市伊尾木

高知市朝倉榊甲185

土佐市宇佐町井尻

合　計

5,600㎡

開発事業 土佐市教育委員会

(公財)高知県文化財団
埋蔵文化財センター開発事業 国交省3

高知市丸ノ内2丁目34
高知県

保健衛生庁舎改築
(公財)高知県文化財団
埋蔵文化財センター

平成27年9月1日～
平成28年3月31日

香南市野市町下井338-5他宇賀・高田遺跡

2−8．埋蔵文化財（遺物）の発見届及び文化財の認定（文化財保護法第102条、遺失物法第１条）

2−9．本発掘調査
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番
号

遺跡・地区名 所在地 原因 事業者 調査主体 期間
調査面積
（㎡）

1 国分寺遺跡群 南国市国分寺 農業用倉庫建設工事 個人 南国市教育委員会 平成27年4月14日 9㎡

2 中組遺跡 南国市片山字岩田 個人住宅建設工事 個人 南国市教育委員会 平成27年4月23日 11.6㎡

3 安岡家住宅 香南市香我美町山北
重要文化財安岡家住宅保存
修理事業に伴う確認調査

香南市 香南市教育委員会 平成27年4月23日～8月11日 225㎡

4 栄エ田遺跡 南国市岡豊町小蓮宮ノ前 店舗建設工事 個人 南国市教育委員会 平成27年4月23日 33.56㎡

5 香南市香我美岸本地区 香南市香我美岸本リノ丸 津波避難タワー建設 香南市 香南市教育委員会 平成27年5月14日～18日 60㎡

6 伏原遺跡 香美市土佐山田町楠目字岡ノ神母 集合住宅建設 香美市 香美市教育委員会 平成27年5月21日～22日 13.5㎡

7 白石窯跡 香南市野市町東佐古字平松平 市指定史跡の範囲確認 香南市 香南市教育委員会 平成27年6月4日 200㎡

8 春日遺跡 安芸市土居 津波避難タワー建設 安芸市 安芸市教育委員会 平成27年6月22日 15.5㎡

9 伏原地区 香美市土佐山田伏原地区 国道195号（山田バイパス）建設 国交省 高知県教育委員会 平成27年6月24日 8㎡

10 高知城跡隣接地 高知市丸ノ内 保健衛生総合庁舎建替 高知県 高知県教育委員会 平成27年7月28日、29日 4㎡

11 南国市篠原地区 南国市篠原 都市計画道路高知南国線建設 高知県 高知県教育委員会 平成27年8月4日、5日 19㎡

12 安芸市伊尾木地区 安芸市伊尾木 県道大久保伊尾木線建設 高知県 高知県教育委員会 平成27年8月6日、7日 9㎡

13 高田遺跡 香南市野市町下井ムノ丸 個人住宅建設工事 香南市 香南市教育委員会 平成27年8月3日 9㎡

14 香南市野市町大谷地区 香南市野市町大谷字佐古田 住宅団地造成 香南市 香南市教育委員会 平成27年8月4日～5日 24㎡

15 大篠遺跡 南国市大埇甲 市立小学校舎増築 個人 土佐市教育委員会 平成27年8月3日～20日 36㎡

16 土佐市高岡地区 土佐市高岡町甲 学校給食センター建設 土佐市 土佐市教育委員会 平成27年8月6日 8㎡

17 芸西村叶木地区 芸西村叶木 南国安芸道路事業 国交省 高知県教育委員会 平成27年8月13日、14日 12㎡

18 香南市野市町東野地区 香南市野市町東野 南国安芸道路事業 国交省 高知県教育委員会
平成27年8月21日、24日、
26日、27日 63㎡

19 柳田遺跡 高知市朝倉字榊甲 店舗建設工事 民間 高知市教育委員会 平成27年9月25日～10月3日 263㎡

20 史跡土佐国分寺群 南国市国分寺 県史跡現状変更 法人 南国市教育委員会
平成27年9月15日、12月14
日～18日、平成28年１月18
日～19日

65㎡

21 安岡家住宅　　釜屋 香南市香我美町山北
重要文化財安岡家住宅保存
修理事業に伴う確認調査

香南市 香南市教育委員会
平成27年10月23日～
　平成28年2月24日 47.2㎡

22 栄エ田遺跡 南国市岡豊町小蓮 血液センター移転新築工事 民間 南国市教育委員会 平成27年10月5日～6日 36㎡

23 柳田遺跡 高知市朝倉字榊甲 店舗建設工事 民間 高知市教育委員会 平成27年10月23日～24日 95㎡

24 明官寺大古遺跡 土佐市高岡町甲 市立中学校校舎建設 土佐市 土佐市教育委員会 平成27年10月27日～28日 12㎡

25 香南市野市町下井地区 香南市野市町下井 南国安芸道路事業 国交省 高知県教育委員会
平成27年11月19日、20日、
24日 21㎡

26 千本杉遺跡 日高村下分 営業所建設にかかる造成工事 民間 日高村教育委員会 平成27年11月24日～26日 94.89㎡

27 南国市物部地区 南国市物部田村 工業団地造成工事 南国市 南国市教育委員会 平成27年11月26日～27日 45㎡

28 土佐市高岡地区　 土佐市高岡町字甲原畑 複合文化施設建設工事 土佐市 土佐市教育委員会 平成27年11月28日 8㎡

29 芸西村和食東地区 芸西村和食東地区 南国安芸道路事業 国交省 高知県教育委員会
平成27年12月8日、9日、14
日～16日 47㎡

30 ヤナギダ遺跡 安芸市西浜 郵便局移転設備 安芸市 安芸市教育委員会 平成27年12月22日 16㎡

31 黒潮町入野地区 黒潮町入野地区 国道56号・大方改良 国交省 高知県教育委員会 平成27年12月24日、25日 15㎡

32 香南市野市町ひかり田地区 香南市野市町ひかり田 ＪＡ施設建設工事 香南市 香南市教育委員会 平成28年1月14日、15日 75㎡

33 福万城跡 香南市香我美福万 太陽光発電設備建設 民間 香南市教育委員会 平成28年1月19日～21日 111㎡

34 香南市野市町下井東地区 香南市野市町下井東 南国安芸道路事業 国交省 高知県教育委員会
平成28年1月26日、28日、2
月1日 24㎡

35 伏原遺跡 香美市土佐山田町楠目 宅地造成 民間 香美市教育委員会 平成28年2月1日～2月5日 16㎡

36 芸西村和食東地区 芸西村和食東 南国安芸道路事業 国交省 高知県教育委員会
平成27年2月29日、3月2
日、3日 21㎡

37 東崎地区 南国市東崎寺三角田 学校給食センター建設 南国市 南国市教育委員会 平成27年3月7日～8日 27㎡

38 黒潮町佐賀地区 黒潮町佐賀 黒潮町佐賀道路事業 国交省 高知県教育委員会 平成27年3月4日、7日、3日 53㎡

39 岸本８区 香南市香我美町岸本 津波避難タワー建設 香南市 香南教育委員会
平成28年3月7日～
平成28年3月11日 40㎡

合　計 1,892.25㎡

2-10.　試掘確認調査2−10．試掘確認調査
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番
号

遺跡・地区名 所 在 地 原 因 事 業 者 対　応 期　間
対象面積
（㎡）

1 岡豊城跡 南国市岡豊町八幡岡山 銅像設置
長宗我部元親飛翔
ノ像建立委員会 南国市教育委員会

平成27年4月17日～
平成27年5月3日

4㎡

2 田黒遺跡 四万十市具同田黒二丁目 共同住宅建設 個人 四万十市教育委員会 平成27年4月18日 2㎡

3 大領遺跡
香美市土佐山田町岩次字
カドタ

個人住宅建設 個人 香美市教育委員会
平成27年6月2日～
平成27年6月2日

2.73㎡

4 柳田遺跡 高知市朝倉南町甲 個人住宅建設 個人 高知市教育委員会 平成27年6月13日 6㎡

5 古津賀遺跡群 四万十市古津賀 個人住宅建設 個人 四万十市教育委員会
平成27年6月19日～
平成27年6月19日～

6㎡

6 柳田遺跡 高知市朝倉南町甲 個人住宅建設 個人 高知市教育委員会 平成27年6月29日 4㎡

7 古津賀遺跡群 四万十市古津賀 個人住宅建設 個人 四万十市教育委員会 平成27年7月13日 2㎡

8 伏原遺跡 香美市土佐山田町楠目字岡ノ神母 集合住宅建設 個人 香美市教育委員会 平成27年7月16日 158.37㎡

9 高知城跡 高知市丸ノ内一丁目 下水道取付管修繕
高知市

上下水道局 高知市教育委員会 平成27年7月21日 1.5㎡

10 柳田遺跡 高知市朝倉南町甲 個人住宅建設 個人 高知市教育委員会 平成27年7月25日 4㎡

11 田黒遺跡 四万十市具同田黒二丁目 共同住宅建設 個人 四万十市教育委員会 平成27年8月28日 4㎡

12 辺路石南遺跡 南国市下末松字辺路石 宅地造成工事 南国市 南国市教育委員会 平成27年10月1日 202㎡

13 古津賀遺跡群 四万十市古津賀字イケノハナ 個人住宅建設 個人 四万十市教育委員会 平成27年10月8日 2㎡

14 田中遺跡 高知市春野町内ノ谷字田中
食堂及び農産物販
売所新築工事

個人 高知市教育委員会 平成27年10月14日 15㎡

15 柳田遺跡 高知市朝倉字勝負ノ川 個人住宅建設 個人 高知市教育委員会 平成27年12月18日 4㎡

16 柳田遺跡 高知市朝倉榊甲 店舗建設 民間 高知市教育委員会
平成28年1月6日～
平成28年3月2日

1027㎡

17 野田遺跡 土佐市高岡町字白石土居乙 携帯基地局建設 民間 土佐市教育委員会 平成28年1月18日 2.25㎡

18 福良西遺跡 宿毛市小筑紫町福良
個人住宅解体及び
個人住宅建設

個人 宿毛市教育委員会 平成28年1月29日 794.64㎡

19 祈年遺跡 南国市小籠
市道水路付け替え
工事

南国市 南国市教育委員会
平成28年2月18日～
平成28年2月19日

128.8㎡

20 野田遺跡 土佐市高岡町丙 個人住宅建設 民間 土佐市教育委員会 平成28年2月24日 6.08㎡

21 原遺跡
香美市土佐山田町山田
タフグチ

県立学校食堂建設 高知県 高知県教育委員会 平成28年3月25日 645㎡

合 計 3021.37㎡

2-11.　工事立会2−11．工事立会
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3.平成26・27年度　埋蔵文化財包蔵地の加除修正

  3-1.　新設した遺跡

遺跡番号 種別 現状 時代

200052 集落跡 水田 弥生～中世

  3-2.　範囲を修正した遺跡

遺跡番号 種別 現状 時代 内容

060002 散布地 畑 弥生 修正

060005 散布地 畑 中世 拡大

060007 散布地 畑 中世 縮小

040284 散布地 畑 中世 縮小

060013 散布地 畑 中世 拡大

060014 散布地 社寺境内・畑 弥生～中世 縮小

060017 散布地 畑 中世 縮小

060024 散布地 山林・畑 弥生～中世 一部削除

060025 散布地 畑 中世 修正

060029 散布地 畑 中世 拡大

060032 城跡 山林 中世 修正

060033 散布地 畑 中世 修正

060034 散布地 畑 中世 修正

060036 散布地 畑 縄文 縮小

060037 城跡 山林 中世 修正

260003 散布地 畑 中世 修正

260010 散布地 畑 平安・江戸 縮小

260011 警護屋跡 畑 江戸 修正

260012 城館跡 山林 室町 修正

260015 散布地 畑 中世 拡大

260016 散布地 畑 中世 縮小

260020 散布地 水田・畑 中世 一部削除

260023 散布地 水田 中世 縮小

260029 散布地 畑 中・近世 修正

260037 散布地 水田・畑 中・近世 拡大

380048 住居跡 畑 中世 修正

380049 住居跡 山林 中世 修正

380023 散布地 畑 弥生 修正

030001 散布地 山林 道路・畑 縮小

030004 散布地 畑 中世 修正

030006 散布地 田・畑 中世 修正

030012 散布地 田・畑 縄文・中世 修正

030018 散布地 田畑・住宅 弥生 縮小

030019 散布地 田 中世 縮小

平成27年1月13日
26高文財第732号

教育委員会による通知名称 所在地

宇賀遺跡 香南市野市町下井

名称 所在地

郷ノ奥遺跡 須崎市上分伊木野字郷ノ奥

東寺中遺跡 〃下郷中氏字東寺中

畝鼻遺跡 〃下郷中氏字増岡畝鼻

南ノ沖遺跡 〃多ノ郷宮ノ中南ノ沖

蔭畑遺跡 〃池ノ内字蔭畑

竹ノ鼻遺跡 〃多ノ郷甲

岩永遺跡 〃多ノ郷甲岩永

飛田・坂本遺跡 〃多ノ郷神田飛田字坂本

張城遺跡 〃神田張城

久保ノ前遺跡 〃押岡字久保ノ前

札付城跡（奥ノ甫城） 〃浦ノ内西分字城ノ木

土居遺跡 〃浦ノ内西分字土居

トギヤ遺跡 〃浦ノ内西分字トギヤ

〃立川下名字下西

堂ナル遺跡

切畑遺跡 〃浦ノ内西分字菊畑

中平城跡 〃浦ノ内東分字田中

川奥遺跡 大豊町立川下名字川奥

中屋遺跡 〃中屋字東屋敷

コヲサキ遺跡 〃立川下名コヲサキ

警護屋跡 〃立川上名字ケゴヤ

吉岡城跡 〃立川下名字トドロ

下西遺跡

長竹横山遺跡 〃加茂字横山

宮ノ向遺跡 〃丙市の瀬宮ノ向

〃立川下名

野竹遺跡 〃川口字野竹

葛原遺跡 〃大字葛原小字本村

宮ノ上

大平遺跡 〃大平字土居

長竹カネチカ屋敷遺跡 佐川町加茂字カネチカ屋敷

〃井ノ口

笹原遺跡 〃井ノ口

畑山遺跡 安芸市畑山字宮ノ前

大井遺跡 〃大井

サセブ原遺跡 〃赤野字サセブ原

道北遺跡
〃穴内字道北、
道ノ南、東谷

3.平成26・27年度　埋蔵文化財包蔵地の加除修正

  3-1.　新設した遺跡

遺跡番号 種別 現状 時代

200052 集落跡 水田 弥生～中世

  3-2.　範囲を修正した遺跡

遺跡番号 種別 現状 時代 内容

060002 散布地 畑 弥生 修正

060005 散布地 畑 中世 拡大

060007 散布地 畑 中世 縮小

040284 散布地 畑 中世 縮小

060013 散布地 畑 中世 拡大

060014 散布地 社寺境内・畑 弥生～中世 縮小

060017 散布地 畑 中世 縮小

060024 散布地 山林・畑 弥生～中世 一部削除

060025 散布地 畑 中世 修正

060029 散布地 畑 中世 拡大

060032 城跡 山林 中世 修正

060033 散布地 畑 中世 修正

060034 散布地 畑 中世 修正

060036 散布地 畑 縄文 縮小

060037 城跡 山林 中世 修正

260003 散布地 畑 中世 修正

260010 散布地 畑 平安・江戸 縮小

260011 警護屋跡 畑 江戸 修正

260012 城館跡 山林 室町 修正

260015 散布地 畑 中世 拡大

260016 散布地 畑 中世 縮小

260020 散布地 水田・畑 中世 一部削除

260023 散布地 水田 中世 縮小

260029 散布地 畑 中・近世 修正

260037 散布地 水田・畑 中・近世 拡大

380048 住居跡 畑 中世 修正

380049 住居跡 山林 中世 修正

380023 散布地 畑 弥生 修正

030001 散布地 山林 道路・畑 縮小

030004 散布地 畑 中世 修正

030006 散布地 田・畑 中世 修正

030012 散布地 田・畑 縄文・中世 修正

030018 散布地 田畑・住宅 弥生 縮小

030019 散布地 田 中世 縮小

平成27年1月13日
26高文財第732号

教育委員会による通知名称 所在地

宇賀遺跡 香南市野市町下井

名称 所在地

郷ノ奥遺跡 須崎市上分伊木野字郷ノ奥

東寺中遺跡 〃下郷中氏字東寺中

畝鼻遺跡 〃下郷中氏字増岡畝鼻

南ノ沖遺跡 〃多ノ郷宮ノ中南ノ沖

蔭畑遺跡 〃池ノ内字蔭畑

竹ノ鼻遺跡 〃多ノ郷甲

岩永遺跡 〃多ノ郷甲岩永

飛田・坂本遺跡 〃多ノ郷神田飛田字坂本

張城遺跡 〃神田張城

久保ノ前遺跡 〃押岡字久保ノ前

札付城跡（奥ノ甫城） 〃浦ノ内西分字城ノ木

土居遺跡 〃浦ノ内西分字土居

トギヤ遺跡 〃浦ノ内西分字トギヤ

〃立川下名字下西

堂ナル遺跡

切畑遺跡 〃浦ノ内西分字菊畑

中平城跡 〃浦ノ内東分字田中

川奥遺跡 大豊町立川下名字川奥

中屋遺跡 〃中屋字東屋敷

コヲサキ遺跡 〃立川下名コヲサキ

警護屋跡 〃立川上名字ケゴヤ

吉岡城跡 〃立川下名字トドロ

下西遺跡

長竹横山遺跡 〃加茂字横山

宮ノ向遺跡 〃丙市の瀬宮ノ向

〃立川下名

野竹遺跡 〃川口字野竹

葛原遺跡 〃大字葛原小字本村

宮ノ上

大平遺跡 〃大平字土居

長竹カネチカ屋敷遺跡 佐川町加茂字カネチカ屋敷

〃井ノ口

笹原遺跡 〃井ノ口

畑山遺跡 安芸市畑山字宮ノ前

大井遺跡 〃大井

サセブ原遺跡 〃赤野字サセブ原

道北遺跡
〃穴内字道北、
道ノ南、東谷

3．平成26・27年度　埋蔵文化財包蔵地の加除修正

3−1．新設した遺跡

3−2．範囲を修正した遺跡

−16−



  3-2.　範囲を修正した遺跡

遺跡番号 種別 現状 時代 内容

030025 散布地 田畑 弥生・古墳・中世 縮小

030026 散布地 宅地 弥生 縮小

030030 住居跡 田畑・山林 弥生 縮小

030032 散布地 畑 平安末～鎌倉初 修正

030035 散布地 田・畑 弥生～古代 縮小

030036 城館跡 田 弥生～近世 縮小

030037 散布地 畑 中世 修正

030038 散布地 学校・畑・宅地 旧石器～弥生 縮小

030048 散布地 田・住宅 中世 縮小

030044 散布地 田・畑 中世 縮小

030045 散布地 田 弥生 拡大

030046 散布地 畑 古墳 修正

030047 散布地 田・畑 弥生 修正

030050 散布地 住宅・田畑 中世 縮小

030051 城館跡 山林 中世 縮小

030052 散布地 山林・畑・宅地 弥生 縮小

030054 散布地 田・畑 弥生 縮小

030057 散布地 田・畑 弥生～近世 縮小

030060 古道 畑・山林 江戸 修正

030062 散布地 田 縄文 拡大

030065 古銭出土遺跡 山林 中世・近世 縮小

030066 散布地 水田・畑・河川 弥生～中世 縮小

140002 城館跡 山林 中世 修正

140003 散布地 畑 中世 修正

140005 散布地 田畑 中世 修正

140010
北川玄蕃頭
土居屋敷跡 畑 中世 修正

040166 集落跡
田畑・宅地

道路
縄文～古代・近世 拡大

200026 集落跡 宅地・水田・畑 弥生～室町 拡大

080047 散布地 荒蕪地 縄文 縮小

010086 散布地・屋敷跡 店舗・住宅地 古墳～近世 拡大

370005 散布地 田畑・宅地 中世 縮小

370006 社寺跡 山林 室町 縮小

370007 散布地 田畑 平安 縮小

370008 社寺跡 宅地 室町 縮小

370009 古墓 山林 室町 縮小

370010 社寺跡 山林 室町 修正

370012 古墓 田・荒蕪地 室町 縮小

370013 社寺跡 山林 室町 拡大

サルハシリ五輪塔群 〃網代

大門遺跡 〃久礼字大門

宗善寺跡

禅源寺跡 〃久礼

〃灰原

灰原五輪塔群 〃灰原

通玄庵跡 〃矢井賀

帯屋町遺跡 高知市帯屋町

楠ノ川遺跡 中土佐町楠ノ川

観音堂跡 〃観音堂

祈年遺跡 南国市下末松、東崎、小籠

高田遺跡 香南市野市町下井

笹平遺跡 宿毛市橋上町楠山字笹平山

野友中島遺跡 〃野友中島

石ノ内遺跡 〃野友

北川玄蕃頭土居屋敷跡 柏木マキ

畑山家ノ谷遺跡 〃畑山家ノ谷甲

桜木遺跡 〃川北字中樋、桜木他

野友城跡 北川村野友岡ノ平

岡遺跡 〃伊尾木宇中将

土佐街道跡 〃下山

源七遺跡 〃下山字源七

奈比賀城跡 〃川北字ワル谷

山田山（八坂）遺跡 〃川北字山田山　他

上島遺跡 〃川北字瀬戸島

玉造遺跡 〃土居お座コウチ

金政遺跡 〃東浜

奈比賀遺跡 〃奈比賀

上ヒエイ遺跡 〃宝永町字上ヒエイ

ヤマギダ遺跡 〃西浜

河原田遺跡 〃東浜

シガ屋敷遺跡 〃字シガ屋敷

春日遺跡 〃土居

清水寺岡遺跡 〃川北字豊岡他

鶴ヶ岡遺跡 〃川北字鶴ケ丘

妙見山遺跡 〃井ノ口字氏神谷

ジョウマン遺跡 〃土居

名称 所在地

マテダ遺跡 安芸市井ノ口

清近岡遺跡 〃井ノ口

3−2．範囲を修正した遺跡
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  3-2.　範囲を修正した遺跡

遺跡番号 種別 現状 時代 内容

370015 社寺跡 山林 室町 修正

370016 社寺跡 小堂 室町 縮小

370017 古墓 田・畑 室町 縮小

370018 社寺跡 山林・畑 中世 縮小

370019 城館跡 山林 室町 修正

370020 池北城跡 山林 室町 消滅

370025 散布地 田畑 古墳・古代 縮小

410002 城館跡 宅地 室町 縮小

410003 散布地 田畑 弥生 縮小

410004 社寺跡 荒蕪地 室町 修正

410005 社寺跡 畑 室町 縮小

410006 社寺跡 植林 室町 修正

410007 散布地 田畑 縄文 修正

410008 真珠庵遺跡 茶畑 室町 縮小

020002 散布地 田・畑 中世 縮小

020003 散布地 田畑・宅地 中世 縮小

020006 散布地 田・畑 中世 縮小

020008 散布地 畑・宅地 中世 縮小

020011 散布地 畑・山林 古代（平安）・中世 縮小

020012 散布地 社寺境内・畑 弥生～中世 縮小

020016 散布地 宅地 弥生 縮小

020017 城館跡 畑・果樹園 戦国（中世） 修正

020018 散布地 田・畑 中世 縮小

020019 散布地 田・畑 古代・中世 縮小

020021 散布地 田・畑 縄文 修正

020022 散布地 田・畑 中世 縮小

020025 散布地 畑 縄文・中世 縮小

020026 散布地 田・畑 古代・中世 縮小

020028 城館跡 山林 戦国（中世） 修正

020031 散布地 宅地・田畑 中世 縮小

020032 城館跡 山林 戦国（中世） 修正

名称 所在地

地蔵寺跡 〃押岡

龍門寺跡 〃若瀬

小草五輪塔 〃小草

常賢寺跡 〃長沢谷

池南城跡 〃網代

池北城跡 〃網代

池ノ谷遺跡 〃久礼川崎

中津川丸山城跡 〃大野見萩中字ワウナロ

宮野々遺跡 〃大野見宮野々

天佑寺跡 〃大野見奈路字喜田

龍造寺跡 〃大野見奈路

光願寺遺跡 〃大野見吉野

折野ノ遺跡 〃大野見折野ノ

真珠庵遺跡 〃大野見日ノ口

入木遺跡 室戸市佐喜浜町入木

久保田遺跡 〃佐喜浜町入木

舟場遺跡 〃佐喜浜町舟場

ニウジ遺跡 〃羽根町田の中字ニウジ

尾僧遺跡 〃羽根町尾僧

戎町遺跡 〃羽根町戎町

コヤガ谷遺跡 〃吉良川コヤガ谷

青（阿緒）城跡 〃吉良川古城甲

内の川遺跡 〃吉良川町内の川

宮の内遺跡 〃吉良川町宮の内

傍士山遺跡 〃吉良川町傍士

日南遺跡 〃吉良川町日南

北カリヤ遺跡 〃吉良川町崎山字北カリヤ

室津浦城跡 〃室津字古ル城

脇地遺跡 〃脇地

室津城跡 〃室津字中山

蔵戸遺跡 〃室津字蔵戸

3−2．範囲を修正した遺跡
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  3-2.　範囲を修正した遺跡

遺跡番号 種別 現状 時代 内容

370015 社寺跡 山林 室町 修正

370016 社寺跡 小堂 室町 縮小

370017 古墓 田・畑 室町 縮小

370018 社寺跡 山林・畑 中世 縮小

370019 城館跡 山林 室町 修正

370020 池北城跡 山林 室町 消滅

370025 散布地 田畑 古墳・古代 縮小

410002 城館跡 宅地 室町 縮小

410003 散布地 田畑 弥生 縮小

410004 社寺跡 荒蕪地 室町 修正

410005 社寺跡 畑 室町 縮小

410006 社寺跡 植林 室町 修正

410007 散布地 田畑 縄文 修正

410008 真珠庵遺跡 茶畑 室町 縮小

020002 散布地 田・畑 中世 縮小

020003 散布地 田畑・宅地 中世 縮小

020006 散布地 田・畑 中世 縮小

020008 散布地 畑・宅地 中世 縮小

020011 散布地 畑・山林 古代（平安）・中世 縮小

020012 散布地 社寺境内・畑 弥生～中世 縮小

020016 散布地 宅地 弥生 縮小

020017 城館跡 畑・果樹園 戦国（中世） 修正

020018 散布地 田・畑 中世 縮小

020019 散布地 田・畑 古代・中世 縮小

020021 散布地 田・畑 縄文 修正

020022 散布地 田・畑 中世 縮小

020025 散布地 畑 縄文・中世 縮小

020026 散布地 田・畑 古代・中世 縮小

020028 城館跡 山林 戦国（中世） 修正

020031 散布地 宅地・田畑 中世 縮小

020032 城館跡 山林 戦国（中世） 修正

名称 所在地

地蔵寺跡 〃押岡

龍門寺跡 〃若瀬

小草五輪塔 〃小草

常賢寺跡 〃長沢谷

池南城跡 〃網代

池北城跡 〃網代

池ノ谷遺跡 〃久礼川崎

中津川丸山城跡 〃大野見萩中字ワウナロ

宮野々遺跡 〃大野見宮野々

天佑寺跡 〃大野見奈路字喜田

龍造寺跡 〃大野見奈路

光願寺遺跡 〃大野見吉野

折野ノ遺跡 〃大野見折野ノ

真珠庵遺跡 〃大野見日ノ口

入木遺跡 室戸市佐喜浜町入木

久保田遺跡 〃佐喜浜町入木

舟場遺跡 〃佐喜浜町舟場

ニウジ遺跡 〃羽根町田の中字ニウジ

尾僧遺跡 〃羽根町尾僧

戎町遺跡 〃羽根町戎町

コヤガ谷遺跡 〃吉良川コヤガ谷

青（阿緒）城跡 〃吉良川古城甲

内の川遺跡 〃吉良川町内の川

宮の内遺跡 〃吉良川町宮の内

傍士山遺跡 〃吉良川町傍士

日南遺跡 〃吉良川町日南

北カリヤ遺跡 〃吉良川町崎山字北カリヤ

室津浦城跡 〃室津字古ル城

脇地遺跡 〃脇地

室津城跡 〃室津字中山

蔵戸遺跡 〃室津字蔵戸

番号 刊 行 発行年月 集　合

1 2014年8月
 高知県埋蔵文化財センター
発掘調査報告書第141集

2 2015年3月
 高知県埋蔵文化財センター
 発掘調査報告書第142集

4 2015年3月
 高知県埋蔵文化財センター
 発掘調査報告書第143集

5 2015年3月
 高知県埋蔵文化財センター
 発掘調査報告書第144集

6  高知市教育委員会 2015年3月
 高知市文化財調査報告書
 第39集

番号 刊 行 発行年月 集　合

1 2015年12月
高知県埋蔵文化財センター
発掘調査報告書第145集

2 2016年2月
 高知県埋蔵文化財センター
 発掘調査報告書第146集

3 2016年3月
 高知県埋蔵文化財センター
 発掘調査報告書第147集

4 2016年3月
 高知県埋蔵文化財センター
 発掘調査報告書第148集

5 2016年3月
 高知県埋蔵文化財センター
 発掘調査報告書第149集

6  高知市教育委員会 2016年3月
 高知市文化財調査報告書
 第40集

7 香南市教育委員会 2016年2月
高知県香南市発掘調査報告書
第12集

8 香南市教育委員会 2016年3月
高知県香南市発掘調査報告書
第13集

追手筋遺跡
新図書館複合施設建設に伴う埋蔵文化財
試掘確認調査報告書

射場屋敷遺跡
津波避難タワー整備に伴う発掘調査報告書

岸本飛鳥神社西遺跡
岸本1区津波避難タワー整備に伴う発掘調査報告書

尾戸遺跡
共同住宅立体駐車場建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

4-2.平成27年度刊行

報告書名

追手筋遺跡
新図書館複合施設建設に伴う発掘調査報告書

 高知県教育委員会・
（公財）高知県文化財団
 埋蔵文化財センター

東野土居遺跡Ⅲ
南国安芸道路建設工事に伴う発掘調査報告書Ⅸ
（高知東部自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩⅥ）

西浦遺跡
高知西バイパス建設工事に伴う発掘調査報告書Ⅳ

奥名遺跡
高知西バイパス建設工事に伴う発掘調査報告書Ⅴ

岡遺跡
県道大久保伊尾木線改良工事に伴う発掘調査報告書

4.県内の刊行発掘調査報告書

4-1.平成26年度刊行

報告書名

史跡　高知城跡
追手門東北矢狭間塀石垣改修工事調査報告書

 高知県教育委員会・
（公財）高知県文化財団
 埋蔵文化財センター

田村遺跡群Ⅲ　第1分冊（Ⅰ区～ Ⅲ区）
高知南国道路建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅶ（高知東部
自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩⅣ）
 
田村遺跡群Ⅲ　第2分冊（Ⅳ区・自然科学分析・考察）
高知南国道路建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅶ（高知東部
自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩⅣ）
 
田村遺跡群Ⅲ　第3分冊(写真図版)・付図
高知南国道路建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅶ（高知東部
自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩⅣ）

東野土居遺跡Ⅱ
高知安芸道路建設工事に伴う発掘調査報告書Ⅷ
（高知東部自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩⅤ）

バーガ森北斜面遺跡
高知西バイパス建設工事に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ

４．県内の刊行発掘調査報告書

4−1．平成26年度刊行

4−2．平成27年度刊行
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