
例　　言

１．本書は、袖ケ浦市袖ケ浦駅海側土地区画整理組合が施行する袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業に伴う

埋蔵文化財調査報告書である。

２．本書に収録した遺跡は、千葉県袖ケ浦市奈良輪字水神 1,171 番２ほかに所在する水神下遺跡（調査コー

ドＳＧ 051）である。

３．水神下遺跡における発掘調査は６次に亘る調査が実施されているが、本事業に伴う発掘調査は、平成４

年度の第１次調査、平成 22 年度の第２次調査、平成 23 年度の第３次調査、第５次調査、平成 24 年度の第

６次調査である。そのうちの第１次・第２次調査の確認調査については、国庫補助事業として実施し、報告

書も刊行されているため、本報告では袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業に伴う第３次・第５次・第６次調

査の本調査を対象とする。調査の期間及び調査機関等については、下記のとおりである。

　発掘調査（本調査）

　　　第３次調査　期間：平成 23 年 10 月 24 日～平成 24 年２月８日　面積：3,770 ㎡

　　　　　　　　　所在地：千葉県袖ケ浦市奈良輪字水神 1,155 番１他

　　　　　　　　　調査機関：株式会社地域文化財研究所　　調査担当者：髙野浩之

　　　第５次調査　期間：平成 24 年２月１日～平成 24 年３月 16 日　面積：300 ㎡

　　　　　　　　　所在地：千葉県袖ケ浦市奈良輪字水神 1,172 番

　　　　　　　　　調査機関：袖ケ浦市教育委員会　調査担当者：西原崇浩・前田雅之

　　　第６次調査　期間：平成 24 年８月１日～平成 25 年１月９日　面積：2,810 ㎡

　　　　　　　　　所在地：千葉県袖ケ浦市奈良輪字水神 1,171 番２他

　　　　　　　　　調査機関：袖ケ浦市教育委員会　調査担当者：西原崇浩・桐村久美子・田中大介

　整理作業・報告書刊行

　　　　　　　　　期間：平成 25 年５月 24 日～平成 26 年２月 28 日、

　　　　　　　　　　　　平成 26 年６月２日～平成 27 年２月 27 日　調査機関：袖ケ浦市教育委員会

　　　　　　　　　担当者：西原崇浩・諸墨知義・桐村久美子・田中大介・前田雅之

４．本書で使用した地形図は下記の通りである。

　　第１図　　国土地理院発行　　25,000 分の 1地形図　「姉崎」・「上総横田」・「奈良輪」・「木更津」

　　第２図　　袖ケ浦市発行　　　 2,500 分の 1地形図　No.11・16

５．本書に掲載した写真は、遺構を各調査担当者、出土遺物については、西原が撮影した。

６．今回の発掘調査にともなう出土遺物・記録類等は袖ケ浦市教育委員会で保管している。

７ ．発掘調査から報告書刊行に至るまで、地権者の方々を始め、袖ケ浦市袖ケ浦駅海側土地区画整理組合、

千葉県教育委員会、千葉県文書館、（公財）千葉県教育振興財団、鳥飼宏親、設楽博己、笹生衛、白井久

美子、黒住耐二、大谷弘幸、神野信、中能隆、松本勝、大河原務の各氏には多大なるご指導、ご協力を頂

いた。記して謝意を表したい（順不同、敬称略）。

凡　　例
１．挿図の縮尺は各図に明記した通りである。方位は座標北とした。また標高値の単位は㎝までとした。

２．遺構平面図および土層断面図中の「Ｋ」は撹乱を示す。

３．遺構実測図中のドットは遺物の出土位置を示し、その内容は各図の凡例のとおりである。

４．遺物実測図脇の数値は出土位置を示す。 
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Ｉ 001・ＳＩ 002・ＳＩ 004 出土土器

図版 31　  古墳時代　ＳＸ 001・ＳＸ 004・ＳＸ

005・ＳＫ 012・ＳＫ 014・ＳＫ 059・ＳＫ

081・ＳＫ 097・ＳＫ 099・遺構外出土土

器

図版 32　    中世　１号塚、ＳＸ 006、ＳＤ 001、ＳＤ

055、遺構外出土土器

図版 33　  中世　遺構・遺構外出土土器（実測図なし、

写真図版のみ）

図版 34　土製品（土錘）

図版 35　金属製品（小銅鐸・小型仿製鏡）

図版 36　  石製品（垂飾品・石製模造品・石器）、鋳

造関係遺物

図版 37　  縄文土器・弥生土器、奈良・平安時代土器、

鉄製品、銭貨


