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23年度調査遺跡



平成24年3月３日現在

No.
調査
番号

遺跡名
次数

所在地 主な時代 遺跡の性格 概要

1 1135 井相田C遺跡 10 博多 区 井相田二丁目6番4 古代 官道関連 溝検出（側溝か？）

2 1118 山王遺跡 7 博多 区 山王2丁目29番 弥生～中世 集落 弥生住居、中世溝

3 1109 住吉神社遺跡 2 博多 区 住吉3丁目1-51 中世 都市（博多の一画）

4 1144 席田青木遺跡 8 博多 区 青木1丁目362番1 中世 集落 ピット

5 1105 那珂遺跡群 131 博多 区 竹下5丁目20番2 弥生～中世 集落 弥生住居、中世墓

6 1113 那珂遺跡群 132 博多 区 東光寺町1丁目28 弥生～古代 集落 弥生住居、古墳時代溝

7 1114 那珂遺跡群 133 博多 区 東光寺町1丁目319他 古墳～中世 集落 古墳井戸、中世溝

8 1125 那珂遺跡群 134 博多 区 那珂1丁目336，387，388，389 弥生～中世 集落 竪穴住居、中世溝

9 1136 那珂遺跡群 135 博多 区 東光寺町一丁目265，266番 弥生～中世 集落 調査中

10 1119 博多遺跡群 192 博多 区 博多駅前1丁目8地内 中世 都市 承天寺境内

11 1107 比恵遺跡群 124 博多 区 博多駅南三丁目451番2，452番 不明 生産？ 水利遺構

12 1138 比恵遺跡群 125 博多 区 博多駅南5丁目110番1 弥生～古代 集落、官衙 大形掘立柱建物

13 1143 東那珂遺跡 7 博多 区 東那珂１丁目300-1 中世 集落 掘立柱建物

14 1120 南八幡遺跡 19 博多 区 寿町2丁目 古代 集落 奈良時代住居

15 1108 麦野B遺跡 5 博多 区 南本町2丁目12-2他 古代 集落 旧石器未検出

16 1112 井尻B遺跡 36 南 区 井尻1丁目728-2 古墳～古代 大溝

17 1101 寺島遺跡 3 南 区 横手南町11番 弥生～中世 生産？ 溝

18 1145 野多目C遺跡 5 南 区 野多目２丁目325-1 集落 3月着手予定

19 1123 桧原遺跡 6 南 区 桧原7丁目714-2 古墳～中世 集落 井戸など

20 1106 福岡城跡 64 中央 区 城内 古代、近世 官衙、城郭

21 1116 福岡城跡 65 中央 区 城内 古代、近世 官衙、城郭

22 1122 福岡城跡 66 中央 区 城内 古代、近世 官衙、城郭

23 1137 福岡城跡 67 中央 区 城内1番1，１番2 古代、近世 官衙、城郭

24 1141 福岡城跡 68 中央 区 城内1番1，9番 古代、近世 官衙、城郭

25 1142 長尾遺跡 3 城南 区 長尾4丁目68，69 中世 大溝

26 1124 有田遺跡群 240 早良 区 小田部五丁目38番2，38番1 弥生 集落 後期住居

27 1128 有田遺跡群 241 早良 区 有田一丁目10番11 弥生 集落 中期円形住居

28 1129 有田遺跡群 242 早良 区 有田1丁目25-16 中世？ 集落 台地の縁辺

29 1130 有田遺跡群 243 早良 区 小田部2丁目191番 古墳 集落

30 1146 有田遺跡群 244 早良 区 有田一丁目10番5 集落？ 3月着手予定

31 1132 内野遺跡 4 早良 区 内野5丁目地内 縄文、中世 集落

32 1111 長峰谷口B遺跡 1 早良 区 早良4丁目地内 縄文、古代 集落 焼土坑など

33 1126 原遺跡 28 早良 区 原6丁目地内 弥生～中世 集落
弥生前期貯蔵穴、古代井戸、
溝

34 1131 原遺跡 29 早良 区 原6丁目822-1 中世 集落 井戸など

35 1134 原遺跡 30 早良 区 原7丁目1190番 弥生～中世 生産？ 溝

36 1139 原遺跡 31 早良 区 原7丁目1190番1 弥生～中世 生産？ 溝

37 1117 大塚遺跡 18 西 区 今宿町312-4外 弥生、中世 集落、屋敷 後期住居、建物（周溝あり）

38 1104 戸切遺跡 6 西 区 戸切3丁目地内 古墳 集落 中期住居

39 1115 徳永A遺跡 6 西 区 徳永地内 縄文、古墳～古代 包含層

40 1127 徳永A遺跡 7 西 区 徳永地内 古墳～古代 水田、集落 竪穴住居

41 1133 徳永B遺跡 4 西 区 徳永地内 中世～近世 集落 区画溝

42 1103 元岡・桑原遺跡群 57 西 区 元岡地内 古代～中世 包含層、集落 製鉄遺構

43 1110 元岡・桑原遺跡群 58 西 区 元岡地内 縄文、中世 包含層、山城？ 縄文包含層、中世溝

44 1140 元岡・桑原遺跡群 59 西 区 元岡地内

45 1102
今宿五郎江遺
跡

14 西 区 今宿町75-2他 弥生、中世 集落、屋敷 戦国区画溝

46 1121
今宿五郎江遺
跡

15 西 区 今宿町75 弥生～中世 集落 後期住居（周溝あり）
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