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令和元年度宮城県遺跡調査成果発表会を以下の日程で

開催しますので、皆様御参集ください。 

 

日時 令和元年 12月 14日（土） 10:00～16:30 

会場 仙台市博物館ホール 

主催 宮城県考古学会 

共催 宮城県教育委員会、仙台市教育委員会、宮城県史跡

整備市町村協議会（予定） 

日程 9：30～ 受付開始 

 

〔開催行事〕10：00～10：10 

 〇開会宣言   〇主催者あいさつ 

〔発  表〕９件  

 １ 10：10～10：35 合戦原古墳群（東北学院大学 

辻ゼミナール） 

 ２ 10：35～11：00 入の沢遺跡（栗原市教育委員会） 

 ３ 11：00～11：25 彦右エ門橋窯跡（宮城県教育委員会） 

 ４ 11：25～11：50 長町駅東遺跡（仙台市教育員会） 

昼食・遺物展示（７０分） 

 ５ 13：00～13：25 多賀城跡（宮城県多賀城跡調査研究

所） 

 ６ 13：25～13：50 山王遺跡第 178・198・211次、市川橋遺

跡第 96次調査（多賀城市教育委員会） 

 ７ 13：50～14：15 京ノ中遺跡（仙台市教育委員会） 

休憩・遺物展示（３０分） 

８ 14：45～15：10  仙台城跡（仙台市教育委員会） 

９ 15：10～15：35  熊本地震の復興調査について（仙台

市教育委員会） 

〔閉会行事〕 15：35～15：40  

 〇閉会あいさつ  〇閉会宣言 

 

〔資料発表〕12件 

１ 桧木沢遺跡（宮城県教育委員会・七ヶ宿町教育委員会）

２ 作田山館跡（山元町教育委員会）３ 郡山遺跡ほか（仙台

市教育委員会）４ 原遺跡（岩沼市教育委員会）５ 下萩沢遺

跡（栗原市教育委員会）６ 長福寺遺 

 

 

 

跡（栗原市教育委員会）７ 伊治城跡（栗原市教育委員会）８ 

沖野城跡（仙台市教育委員会）９ 長楯城跡（仙台市教育委

員会）10 桜ヶ岡遺跡（仙台市教育委員会）11 岩出山城跡

（大崎市教育委員会）12 宮城県の震災復興事業に伴う遺

跡調査について（宮城県教育委員会） 

 

〔事前連絡先〕宮城県考古学会 企画幹事会 安達訓仁  

 

【阿武隈川水系研究会】※あずま街道探訪会共催 

１． 時 ： 令和元年 12月 15日（日）             

２． 所 ： 白石市中央公民館 視聴覚室  

       〒989-0206 宮城県白石市字寺屋敷前２５−６ 

       JR東北本線白石駅から徒歩 3分。駅から東側に

跨線橋を越えてすぐ北側。 

３． 研究集会 

13：00 開会   事務局 

13：05～16：00 研究発表会 

      ① 蔵王町谷地遺跡の調査成果  鈴木 雅 

② 山元町熊の作遺跡の貞観津波堆積層 

相原淳一 

③ 丸森町大古町遺跡の概要  齋藤良治 

      ④ 丸森町大古町遺跡の陶磁器  石本 弘 

      ⑤ 白石市大畑遺跡のかわらけ  小川淳一  

      ⑥ 白石の伝承にみるあずま街道をたどる 

佐藤 充 

   16：05 閉会  事務局 

４．懇親会 

   17：00～  都屋本店 0224-26-2435 

           〒989-0243 宮城県白石市字沢目８−５ 

          会費 5,000円 

５．参加申し込み 

  一般参加、歓迎します。 

  会場費・資料代として 500円（当日）いただきます。 

  事務局 相原淳一までご連絡ください。 

   メール siogama7(a)gmail.com ※(a)を＠に置き換えてくだ

さい。 
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 宮城県内各地の遺跡発掘調査情報について紹介します。 

【終了・終了間近のもの】 

〇戸花山遺跡（山元町） 

 避難道建設に伴う確認調査。竪穴建物跡・炭窯跡など検

出。調査は間もなく終了予定。 

〇中沢館跡（石巻市） 

 県道改良に伴う中世の館跡の本発掘調査。 

〇寂光寺跡（南三陸町） 

 社殿建て替えに伴う確認調査。礎石などを検出。 

〇多賀城跡第 92次調査（多賀城市） 

 外郭北西隅を調査。平安時代の門と外郭西辺を確認。 

門は掘立式と礎石式の八脚門で、前者から後者へ建て替 

えられた。外郭西辺は築地塀で 3時期認められた。 

（10月 14日に現地説明会を実施） 

【調査中のもの】 

〇西館館跡・宮前遺跡（柴田町） 

 ほ場整備に伴う確認調査。古墳時代～近世の遺構・遺物。

調査中。 

〇彦右衛門橋窯跡（大衡村） 

 国道 4 号線拡幅に伴う本発掘調査。古代の土器焼成遺構、

鍛冶遺構などを検出。大量の須恵器・土師器・瓦が出土。 

 （11/10に現地説明会開催）調査中。 

〇山王遺跡（多賀城市） 

 ほ場整備に伴う継続調査。東西大路南側で西４・５道路、 

南 1道路など多数の古代の遺構を検出。調査中。 

〇大久保貝塚（南三陸町） 

 防潮堤建設に伴う本発掘調査。縄文時代晩期の貝層・遺

物包含層を検出。調査中。 

 

【東北歴史博物館】 

◆東北歴史博物館開館 20 周年・宮城県多賀城跡調査研究

所設立 50周年記念特別展「蝦夷‐古代エミシと律令国家‐」 

会 期 ：2019年 9月 21日(土)～11月 24日(日) 

観覧料 ：一般 1,200 円、シルバー（65 歳以上）1,100 円、

小・中・高校生 600円 

※まもなく終了です 

 

【仙台市博物館】 

◆仙台市市制施行 130 周年記念 企画展「やっぱり絵図が

すき！―博物館で旅する仙台藩と城下町―」 

会  期 ：2019年 10月 11日(金)～12月 1日(日) 

観覧料 ：一般・大学生 460円、高校生 230円、小・中学生

110円 

 

 

 

【仙台市地底の森ミュージアム】 

◆企画展「土器の“ヒミツ”」 

仙台市内で見つかった縄文土器・弥生土器から土器の「ヒ

ミツ」を解き明かします。 

会  期：～10月 25日（金）～12月 15日（日） 

  観覧料：一般 460円、高校生 230円、小・中学生 110円 

 

【村田町歴史みらい館】  

◆村田町村田重要伝統的建造物群保存地区選定５周年・旧

大沼家住宅重要文化財指定記念企画展「普請(ふしん)―

建築史料から見る村田商家―」 

開催期間：令和元年 11 月 23日（土・祝）～令和 2年 1 月

19日（日）  

観 覧 料：無料  

【関連行事】  

重伝建地区・修理現場見学会  

 日   時：11月 30日（土）午前 10時～  

 集合場所：重要文化財旧大沼家住宅 

 参 加 費：無料  

 

【2020年度宮城県考古学会総会・研究発表会】 

 2020 年度宮城県考古学会総会・研究発表会は 2020 年 5

月 16日（土）に仙台市内で開催予定です。 

 研究発表会での会員の皆様の研究発表を募集します。ま

た、あわせてポスターセッションについても募集いたします。

詳細は下記までお問い合わせください。 

連絡先 宮城県考古学会 企画幹事会 安達訓仁  

 

 

【台風 19号の被害について】 

 このたびの台風 19 号により、被害を受けられました会員な

らびに関係者の方々、関係諸機関の皆様に、心からお見舞

い申し上げます。皆様のご安否、文化財の被災状況、ご要

望など、学会事務局（  E-mail info@m-kouko.net 、FAX 

022-795-6073）へお寄せ下さるようお願いいたします。 

 

また、考古学に関する情報や寄稿、会員通信等をお寄せ

下さい。また、連絡紙の愛称や内容、取り上げて欲しいこと、

提言などご意見ご要望もお待ちしております。 

 本会 Web サイト（http://www.m-kouko.net/）では、本会連絡

紙のほか、お寄せいただいた情報を随時掲載いたしておりま

す。発掘調査情報、学会、イベントなど考古学に関する情報

をお寄せください。 

＜連絡先＞ 古川一明(連絡紙代表幹事) 

 E-mail：info@m-kouko.net（宮城県考古学会） 

県内発掘調査情報 

博物館 展覧会・イベント等情報 

お知らせ 

情報・寄稿などをお寄せ下さい！！ 

http://www.m-kouko.net/
mailto:info@m-kouko.net（宮城県考古学会）

