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総まくり 

元岡G－６号墳出土銘文大刀の 
金文字が現れてきた！ 

＆各種事業報告 



本書に掲載した主な発掘調査 
 
 １ 元岡・桑原遺跡群 
 ２ 金武古墳群D群 
 ３ 有田遺跡群 
 ４ 熊本遺跡 
 ５ 中島窯跡 
 ６ 鴻臚館跡・福岡城跡 
 ７ 博多遺跡群 
 ８ 比恵遺跡群 
 ９ 井相田Ｃ遺跡 

そのほかの発掘調査 
 
11 千里向原遺跡  
12 周船寺遺跡 
13 野芥遺跡 
14 飯倉Ｃ遺跡 
15 井尻B遺跡 
16 警弥郷Ｂ遺跡 
17 那珂遺跡群 
18 箱崎遺跡 
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Ａ 板付遺跡「弥生のムラ」 
Ｂ 吉武高木遺跡「やよいのかぜ公園」 



西区大字元岡 

 九州大学の統合・移転に伴って実施してきた元岡・桑原遺跡群の発掘調査は、平成26年度で終了

する見込みとなりました。平成25年度は、第57次・60～64次の発掘調査を実施し、弥生時代から

奈良・平安時代を中心に各種の遺構・遺物が出土しました。 

第６０次調査 奈良時代・平安時代の遺物が出土しました。特に製鉄関連の遺物が出土し、近隣に 
       製鉄遺構の存在が考えられます。 

流動滓製鉄の際に出てくる鉄くずの一種 第60次調査の全景 

第６３次調査 細く伸びた尾根の上に古墳が数基と、尾根下の谷の中から、古墳時代～鎌倉時代 
       頃の遺物が出土しました 

尾根の上の古墳（調査前） 谷の中から出土した土器 

第６４次調査 調査区全体から、弥生時代～鎌倉時代の遺物が出土しました。 

第64次調査の全景 古墳時代の朝鮮半島系遺物 

もとおか    くわばる 

元岡・桑原遺跡群の調査 



弥生時代 
博多区博多駅南４丁目 

 比恵遺跡群は福岡平野中央の台地上に立地し、これまで弥生時代から古墳時代の大集落などが

発見されています。今回の調査では弥生時代木製品が大量に出土しました。 

容器、ひしゃくのたぐい 

調査区全体 

柄の一部が残っているエブリ（土をならす道具） 

大量に出土した弥生時代の木製品 竪杵（たてぎね） 

ひ  え 

比恵遺跡群第130次調査 



弥生～古墳時代 
博多区博多駅南４丁目 

 比恵遺跡群は福岡平野中央の台地上に立地し、これまで弥生時代から古墳時代の大集落などが

発見されています。今回の調査では弥生時代中期（紀元前１世紀頃）の竪穴式住居４軒、古墳時

代前期の溝などを発見しました。調査区は全体からは弥生時代中期の土器や古墳時代前期の口縁

壺など多くの土器が出土しました。 

古墳時代初め頃の壺を割って廃棄した穴 

調査区全体 

竪穴住居跡 

古墳時代初め頃の壺を割って廃棄した穴 

大量に土器が捨てられた古墳時代の溝の断面 

ひ  え 

比恵遺跡群第127次調査 



古墳時代 
早良区東入部２丁目 

 遺跡は早良平野奥にある荒平山の西麓にあります。古墳時代の竪穴住居や奈良時代の穴（土

坑）が発見されました。竪穴住居は正方形の平面形で，北側の壁にはカマドがありました。奈

良時代の穴は正方形の平面形を呈し，土師器や須恵器がまとまって出土しました。 

竪穴住居跡 

住居から出土した甕（下）と 
 甑（上：こしき、蒸し器） 

甑の底 
（蒸気が通るための穴） 

くまもと 

熊本遺跡第3次調査 

古墳時代 
南区柏原1丁目 

 片縄山から北へ伸びた丘陵の先端部に位置しています。見つかったのは、古墳時代の焼き物

である須恵器（すえき）を焼いた窯で、３基見つかりました。６世紀前半前後に構築された窯

で、斜面にトンネル状に穴を掘り、その中で須恵器を焼きました。３基ともトンネルの天井は

落ちていましたが、窯の一部や、燃料を燃やした後の灰や焼け損ないの須恵器などを下記出し

た灰原（はいばら）などが見つかりました。窯は、将来のために埋め戻し・保存しました。 

 

中島窯跡（確認調査） 

○号窯跡の燃焼部（壁が赤く焼けている） 

なかしまかまあと 



古墳時代 
西区大字金武地内 

 金武古墳群は、西区金武一帯に広がる古墳群で、総数１００基を超す大古墳群です。今回は、「昨年

度に引き続いて、そのうちの２１基を発掘調査しています。これだけ多くの古墳を一度に掘ることはほと

んどなく、この時期の古墳文化を解明する上で、重要な調査です。時期的には６世紀後半から７世紀

頃に築造された古墳群で、残念ながらほとんどがすでに盗掘されており、副葬品はあまり残っていませ

んでした。 

ヒスイ製勾玉 

山の急斜面に作られた古墳群 

石室の中から外を覗く 

刀の把頭（つかがしら） 

前から見た古墳と石室（Ｂ－９号墳） 

かなたけ  こふんぐん 

金武古墳群第8次調査 



古墳～平安時代 

博多区井相田２丁目 

 井相田Ｃ遺跡では，これまでに奈良時代から平安時代の遺構や鎌倉時代の水田などが発見され，

水城から北西に伸びる古代の官道も発見されています。今回の調査では，古墳時代後期の住居跡

や平安時代の井戸が見つかりました。特に井戸は木製の井戸枠が残っていました。 

平安時代の井戸 古墳時代後期の竪穴住居跡 

古墳時代 
博多区祇園町 

 博多遺跡群は，中世博多商人の町の跡として有名な遺跡ですが，1985年の調査では，全国でも

珍しい砂丘上の前方後円墳（博多１号墳）が発見されました。今回の調査は60㎡という小さな調

査ですが，博多１号墳の後円部の一部が発見され，盛土を覆った葺石（ふきいし）や埴輪（はに

わ）が出土しました。 

はかた 

博多遺跡群第129次調査 

いそうだ 

井相田Ｃ遺跡群第11次調査 

出土した埴輪 

葺石列 



古墳～奈良時代 有田遺跡群第250次調査 
早良区有田２丁目 

 有田遺跡群は，早良平野の最北部に位置する，標高約12ｍの低い台地上にあります。この調査では古

墳時代初頭の竪穴住居跡３軒以上，古墳時代後半から奈良・平安時代にかけての，３重の柵状の建築

物・掘立柱建物３棟、などが発見されました。３重の柵のような建築物は，有田遺跡や比恵遺跡などで発見

されている「３本柱柵（さく）」と呼ばれる遺構で，ミヤケに関連する遺構と考えられています。西暦536年修

造の「那津官家」に関するものかもしれません。また奈良時代頃かと思われる大型の建物も発見されました。 

 この調査では，ほかにも弥生時代初頭の貯蔵用の穴や，戦国時代にこの地にあった城に伴う多くの柱穴

や濠も見つかりました。 

ありた 

ミヤケに関連すると思われる「３本柱柵」 

大型建物 

調査区東半全景 



飛鳥～平安時代 
中央区城内 

 鴻臚館は、昭和６２年の発見以来、発掘調査を継続して行っています。今回の調査では，Ⅱ期（奈良時

代）の北館の塀・トイレ状遺構、Ⅲ期（平安時代前半）の建物の礎石、Ⅳ～Ⅴ期（平安時代後半）の土坑な

どがありました。遺物は奈良～平安時代の瓦類、輸入陶磁器類、銅印などがあります。 今回の調査の大

きな成果は，Ⅱ期の建物を造るときにⅠ期の範囲から北側と西側に敷地を広げていることがわかりました。

その際には崖の下の砂浜をならし、瓦を敷いて地盤を強化しています。  

鴻臚館跡第30次調査 
 こう  ろ  かん 

鴻臚館に葺かれていた瓦を廃棄した穴 

深く掘られたトイレの跡 

調査区全景 



鎌倉・室町時代他 
博多区冷泉町 

 博多駅前に広がる博多遺跡群は、中世（鎌倉・室町時代）博多商人の街の跡です。遺跡は弥生時代～

平安時代の各種の遺構も多くありますが、特に平安時代末～戦国時代にかけて、日本を代表する貿易

港を有した博多の街として全国的に著名です。大量の中国製陶磁器を始め、中国銭・西日本各地で

作った土器など国際都市博多を代表する遺物が出土しています。今回の調査では、鎌倉時代の墓や、

多くの中国製陶磁器や日本の土器などが出土しました。 

第２面（鎌倉時代）の遺構群 

第３面（鎌倉時代）の遺構群 

中国製陶磁器などを副葬した墓 

はかた 

博多遺跡群第195次調査 



江戸時代 
中央区城内 

 史跡福岡城には多くの石垣がありますが，400年の長い歴史の中で，歪みが大きい部分もあります。

今回，それらの石垣の内，「上之橋御門」部分の石垣を解体・修理を行っています。解体する中で，こ

れまでまったく知られていなかった，裏込め工法で作られていることがわかりました。石垣の裏込めの

中に，約2.4ｍ間隔で石垣と直行する方向に石列が施されていました。これは石垣の全体構造の安定

化を図るために配置されたものと考えられています。 

 石垣は今年中に，修復を終了させ，全面公開される予定です。 

解体前の現状 

ふくおかじょうあと 

福岡城跡第130次調査 

今まで知られていなかった裏込め工法 

石垣撤去後 

石垣の上部を撤去した姿 



江戸時代 

中央区城内 
 武具櫓は、福岡城二の丸にあった櫓跡で，現在調査を進めております。 

在りし日の武具櫓 

調査風景 

ふくおかじょうあと                     ぶ ぐ やぐら 

福岡城跡第72次調査～武具櫓跡 



板付弥生のムラの四季 

田植え祭り 

秋祭り 

竪穴住居復元 

土器作り 

史跡板付遺跡「弥生のムラ」では、
１年を通して、様々な催しを実施
しています。今年はあなたも参加
しませんか。 



やよいの風公園オープン～吉武高木遺跡 

早期整備完成予想図 

平成２５年９月１日、待ちに待った「日本最古の王墓」吉武高木遺跡「やよいの風公園」が一
部オープンしました。現在、整備を進めているところです。 



 平成26 年３月17 日(木) 新たに福岡市指定文化財に２件が指定され、また福岡市登録文化財とし
て６件が登録されました。 
 
１．指定文化財 
         有形文化財（絵画）    絹本著色源頼朝像 １幅（聖福寺所蔵） 
         民俗文化財（無形民俗） 唐泊の御万歳   

有形文化財（建造物） 大濠公園 観月橋 

有形文化財（建造物） 大濠公園 松月橋 

有形文化財（建造物） 大濠公園 茶村橋 

有形文化財（建造物） 大濠公園 舞鶴橋 

有形文化財（建造物） 大濠公園 浮見堂 

有形文化財（建造物）   日本赤十字社福岡県支部 

                                        旧正門門柱 

平成２５年度福岡市指定・登録文化財 

２．登録文化財 

（舞鶴橋） 

１．有形文化財の調査 

文化庁史料調査費の補助を受け、福岡市内寺社史料調査を実施しています。

平成２５年度は浄土宗善導寺（博多区）の収蔵品を調査しました。 

有形文化財・民俗文化財の調査 

２．民俗文化財の調査 

福岡市文化財部に事務局を置く福岡市文化財活性化実行委員会では、平成25年度に

市内獅子祭りの分布調査を実施したほか、農耕儀礼「ウシサマの祭り」の映像記録を

製作しました。 

獅子祭り（金武） 

ウシサマの祭り 



福岡市博物館 

福岡市内の展示・見学施設 

福岡市の歴史・民俗に関する博物館 

福岡市早良区百道浜３丁目1-1   電話092-845-5011  

地下鉄「西新」徒歩１５分または西鉄バス「博物館北口」「博物館南口」すぐ 

福岡市埋蔵文化財センター 埋蔵文化財に関する様々な展示 
西鉄天神大牟田線「雑餉隈」下車徒歩１５分または西鉄バス「板付中学校前」すぐ 

福岡市博多区井相田２丁目1-94   電話092-571-2９21 

赤煉瓦文化館 

金隈遺跡展示館 

板付弥生のムラ 

野方遺跡展示館 

博多小石塁遺構展示室 

福岡城堀石垣展示施設 

平尾山荘 東光院 

明治４２年竣工の洋風建物。国指定重要文化財。福岡市文学館を併設 

弥生時代の甕棺墓地を発掘時の状態で展示。国指定史跡。 

日本最古の水田跡が見つかった板付遺跡の展示館。国指定史跡。 

地下鉄「天神」徒歩１0分または西鉄バス「天神4丁目」すぐ 

福岡市中央区天神1-15-30   電話092-722-4666 

毎週月曜日（月曜日が休日の場合は翌日）・年末年始休館 開館時間 9:30～17:30（入館は17:00まで） 

毎週月曜日・年末年始休館 開館時間 9：00～17:00（入館は16:30まで） 

毎週月曜日（月曜日が休日の場合は翌日）・年末年始休館 開館時間 9：00～21:00 

西鉄バス「金隈遺跡前」徒歩５分 

福岡市博多区金の隈１丁目39-52   電話092-503-5484 

年末年始休館 開館時間 9：00～17:00（入館は16:30まで） 

西鉄バス「板付団地第二」徒歩３分 

福岡市博多区板付３丁目21-1  電話092-592-4936 

年末年始休館 開館時間 9：00～17:00（入館は16:30まで） 

弥生時代から古墳時代のムラと墓地。国指定史跡。 

西鉄バス「野方遺跡前」すぐ 

福岡市西区野方５丁目11-25  電話092-812－3710 

年末年始休館 開館時間 9：00～17:00（入館は16:30まで） 

博多小学校建設時に見つかった元寇防塁状の石塁を展示。 
地下鉄「呉服町」徒歩５分または西鉄バス「蔵本」すぐ 

福岡市博多区奈良屋町1-38 

年末年始を除く毎週土曜日のみ開室 開館時間 10：00～17:00 

地下鉄空港線建設時に見つかった福岡城石垣が見られる。 
地下鉄「赤坂」徒歩５分または西鉄バス「赤坂門」すぐ 

福岡市中央区城内 

年末年始を除く毎週土曜日のみ開室 開館時間 10：00～17:00 

野村望東尼の居宅。市史跡 

西鉄バス「山荘通」徒歩５分 

福岡市中央区平尾５丁目2-28 

年中無休 開館時間 9：00～17:00 

806年最澄開山の寺院。市史跡 
西鉄バス「東光２丁目」徒歩10分 

福岡市博多区吉塚3丁目20-38 

年末年始休館 開館時間 9：00～17:00（入館は16:30まで） 

平成２５年１１月リニューアルオープン 



ホームページもよろしくね 
「福岡市の文化財」 検索 

クリック !! 

 平成２５年度福岡市発掘調査 
    「総まくり」 
    2014（平成26）年３月８日 
 福岡市文化財部 
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