
平成元年（1989年）
富山県民会館に「埋蔵文化財調査課」を新設し、
埋蔵文化財調査研究事業を開始

東海北陸自動車道
・梅原胡摩堂遺跡（旧福光町）

はじめて現地での遺跡説明会を開催し、約３００名が来場

梅原胡摩堂遺跡

・「昭和」から「平成」に改元
・消費税３％の導入

遺跡説明会

地元の方々も作業員として参加区画溝と掘立柱建物

中世～近世の集落



平成２年（1990年）
東海北陸自動車道
・梅原胡摩堂遺跡、久戸遺跡、梅原加賀坊遺跡、梅原安丸遺跡（旧福光町）
・田尻遺跡（旧福野町）

財団法人富山県文化振興財団1994『梅原胡摩堂遺跡発掘調査報告（遺構編）』より

梅原胡摩堂遺跡：中世～近世のさまざまな遺物が出土

梅原加賀坊遺跡

・大学入試センター試験始まる
・東西ドイツ統一

白磁・青磁

瀬戸美濃

伊万里

唐津

瓦質土器 漆器 茶筅

縄文土器（後・晩期）

梅原胡摩堂遺跡：遺跡説明会



平成３年（1991年）
東海北陸自動車道
・梅原胡摩堂遺跡（旧福光町）
・田尻遺跡（旧福野町）

雨にもかかわらず、多くの方々が来場

田尻遺跡

・バブル崩壊
・ソビエト連邦が消滅し、独立国家共同体に

遺跡説明会

梅原護摩堂遺跡：文化庁長官の視察

梅原胡摩堂遺跡

中世の井戸

方形区画溝と建物群



平成４年（1992年）
東海北陸自動車道
・梅原胡摩堂遺跡（旧福光町）

能越自動車道
・五社遺跡（小矢部市）

「埋蔵文化財調査課」
から「埋蔵文化財調査事務所」に改組

財団法人富山県文化振興財団1998『五社遺跡発掘調査報告』より

中世の掘立柱建物

・千代の富士引退
・ＰＫＯで自衛隊がカンボジアへ海外派遣

遺跡説明会

古代の土師器・須恵器

五社遺跡 呪符木簡
（柱穴出土）



平成５年（1993年）
能越自動車道
・五社遺跡、知崎遺跡（小矢部市）
・開馞大滝遺跡、石名田木舟遺跡（旧福岡町）

地震による噴砂
に引き裂かれた井戸

開馞大滝遺跡

・能登半島沖地震
・「ドーハの悲劇」サッカーＷ杯米国大会出場を逃す

小札（鎧の一部）

天正13（1585）年の大地震で崩壊したと伝えられる
木舟城周辺で調査を行い、地震の痕跡が実際に見つ
かる。

土坑出土の鉄瓶

五社遺跡

古墳時代の竪穴建物

竪穴建物出土の土師器



平成６年（1994年）
能越自動車道
・五社遺跡（小矢部市）
・石名田木舟遺跡（小矢部市、旧福岡町）

・富山の暑い夏：平成の最高気温39.5度を記録（8月14日）
・日本人女性宇宙飛行士が宇宙へ

中世の礎石建物

遺跡説明会

石名田木舟遺跡



平成７年（1995年）
能越自動車道
・石名田木舟遺跡、蓑島遺跡、江尻遺跡、下老子笹川遺跡（旧福岡町）

県営公害防除特別土地改良事業
・清水島Ⅱ遺跡、中名Ⅱ遺跡（旧婦中町）

・阪神・淡路大震災発生
・野茂英雄が大リーグ新人王

清水島Ⅱ遺跡

江尻遺跡

発掘調査には多くのスタッフが携わっています。

清水島Ⅱ遺跡

「戸長役場」
（明治初期に設置
された役所）の墨
書木札

近世～近代の集落跡

中世～近世の集落と墓域

遺跡説明会



平成８年（1996年）
能越自動車道
・下老子笹川遺跡（旧福岡町）

県営公害防除特別土地改良事業
・持田Ⅰ遺跡、中名Ⅱ遺跡、中名Ⅴ遺跡（旧婦中町）
・吉倉Ｂ遺跡（富山市）

吉倉Ｂ遺跡

持田Ⅰ遺跡 下老子笹川遺跡

墓壙

青白磁合子

古代の竪穴建物竪穴建物の調査

中世～近世の集落と墓域

古墳時代の水田跡

遺跡説明会

・「ポケットモンスター」「たまごっち」発売
・アトランタ五輪女子マラソンで有森裕子が銅メダル獲得



平成９年（1997年）
能越自動車道
・下老子笹川遺跡（旧福岡町）

県営公害防除特別土地改良事業
・中名Ⅰ・Ⅴ遺跡（旧婦中町）
・吉倉Ｂ遺跡（富山市）

下老子笹川遺跡

・消費税が５％に
・長野新幹線（北陸新幹線）が長野駅まで開業

下老子笹川遺跡：弥生時代後期後半の
集落から多くの建物跡や土器のほか、
玉作りに関係する資料が見つかる。

遺跡説明会

焼失した建物跡

玉作り関係の資料

中名Ⅰ・Ⅴ遺跡

墓抗の調査

中世の礎石建物



平成10年（1998年）

能越自動車道
・下老子笹川遺跡、近世北陸道遺跡（高岡市）

県営公害防除特別土地改良事業
・中名Ⅴ遺跡、道場Ⅰ遺跡（旧婦中町）

富山県ボランティア埋蔵文化財保護活動事業
・勅使塚古墳（旧婦中町）

勅使塚古墳

下老子笹川遺跡

道場Ⅰ遺跡

・長野冬季五輪でスキージャンプ
個人・団体金メダル獲得

半地下式の建物

縄文時代晩期の竪穴建物 遺跡説明会

周溝内出土
土師器

遺跡説明会

中世の集落

前方後円墳を調査



平成11年（1999年）
能越自動車道
・手洗野赤浦遺跡、岩坪岡田島遺跡（高岡市）

県営公害防除特別土地改良事業
・中名Ⅴ・Ⅵ遺跡、道場Ⅰ・Ⅱ遺跡（旧婦中町）

富山県ボランティア埋蔵文化財保護活動事業
・永代遺跡（上市町）

巡回展「大規模発掘十年の出土品展」
県内３箇所で開催し、延べ3,700名が来場

永代遺跡

手洗野赤浦遺跡

・東海道新幹線での新幹線０系電車の運用が終了
・「だんご３兄弟」がヒット

古瀬戸合子

呪符木簡

古代の竪穴建物

中名Ⅴ・Ⅵ遺跡

竪穴建物

古代～近世の集落

遺跡説明会

縄文時代中期の集落跡を調査



平成12年（2000年）
能越自動車道
・岩坪岡田島遺跡（高岡市）

県営公害防除特別土地改良事業
・中名Ⅴ遺跡、砂子田Ⅰ遺跡（旧婦中町）
・任海宮田遺跡（富山市）

富山県ボランティア埋蔵文化財保護活動事業
・安居窯跡群（旧福野町）

主要地方道小杉婦中線関連事業
・黒河尺目遺跡、黒河中老田遺跡（旧小杉町）

黒河尺目遺跡

安居窯跡群：飛鳥時代の須恵器窯跡

黒河中老田遺跡

岩坪岡田島遺跡

任海宮田遺跡

古代の竪穴建物
古代の土師器・須恵器

天正地震による地割れ跡

遺跡説明会

古代～中世の掘立柱建物群

古墳時代～古代の粘土採掘坑

古墳時代の土師器
古代の叩き板

（須恵器製作道具）

古代～近世の集落

飛鳥時代の須恵器窯跡を調査

・シドニー五輪女子マラソンで高橋尚子が金メダル獲得
・二千円札発行



平成13年（2001年）

能越自動車道
・岩坪岡田島遺跡、堂前遺跡（高岡市）

県営公害防除特別土地改良事業
・任海宮田遺跡（富山市）

富山県ボランティア埋蔵文化財保護活動事業
・中山中遺跡（旧小杉町）

北陸新幹線関連事業
・竹ノ内Ⅱ遺跡、柳田遺跡、下山新遺跡（朝日町）

※北陸新幹線建設に伴う発掘調査が本格化
竹ノ内Ⅱ遺跡

任海宮田遺跡

中山中遺跡

・アメリカ同時多発テロ事件
・イチローがメジャーリーグで活躍

古代の大型掘立柱建物

古代の墨書土器

古代の施釉陶器（緑釉・灰釉陶器）

古墳時代初めの竪穴建物を調査

建物出土の土師器

県東部から発掘調査を開始

遺跡説明会



平成14年（2002年）
能越自動車道
・神明北遺跡、中尾新保谷内遺跡、中尾茅戸遺跡（氷見市）

県営公害防除特別土地改良事業
・任海宮田遺跡（富山市）

北陸新幹線関連事業
・柳田遺跡、下山新東遺跡、下山新遺跡（朝日町）

任海宮田遺跡

柳田遺跡

・日韓サッカーＷ杯開催：日本ベスト16へ進出
・ノーベル賞物理学賞と化学賞を日本人が受賞

中尾新保谷内遺跡

八尾甕

青銅製燭台

墨書土器の出土状況

三彩の火舎

遺跡説明会

雪の中での調査

縄文時代の石製品



平成15年（2003年）

県営公害防除特別土地改良事業
・任海宮田遺跡、友杉遺跡（富山市）

北陸新幹線関連事業
・若栗中村遺跡、舌山遺跡（黒部市）

能越自動車道
・中尾新保谷内遺跡、中尾茅戸遺跡、中谷内遺跡、上久津呂中屋遺跡、惣領浦之前遺跡、惣領野際遺跡（氷見市）

舌山遺跡中尾新保谷内遺跡惣領浦之前遺跡

・イラク戦争
・小惑星探査機「はやぶさ」打ち上げ

盾 木製品

鉄鍋

縄文時代中期の竪穴建物

友杉遺跡

古代の竪穴建物群

溝から弥生時代の木製品が大量に出土

中世の集落



平成16年（2004年）
能越自動車道
・大野江渕遺跡、中尾新保谷内遺跡、中谷内遺跡、上久津呂中屋遺跡（氷見市）
・板屋谷内Ｂ・Ｃ古墳群（高岡市）

県営公害防除特別土地改良事業
・友杉遺跡（富山市）

北陸新幹線関連事業
・若栗中村遺跡跡、宮沢釈迦遺跡（黒部市）

「古代のかたりべ－大規模発掘の速報展」
約1,300名が来場

中谷内遺跡

板屋谷内Ｂ・Ｃ古墳群

友杉遺跡

Ａ４地区古代下層

古墳時代の竪穴建物

古墳時代の須恵器・土師器

Ｃ６号古墳出土品

古墳時代前期～中期の古墳群

・アテネ五輪男子柔道60kg級で野村忠宏が3大会連続の金メダル
・アテネ五輪女子マラソンで野口みずきが金メダル獲得



平成17年（2005年）

県営公害防除特別土地改良事業
・友杉遺跡（富山市）

北陸新幹線関連事業
・竹ノ内Ⅱ遺跡（朝日町）

能越自動車道
・中谷内遺跡、上久津呂中屋遺跡、大野中遺跡、七分一堂口遺跡、加納谷内遺跡（氷見市）

富山高山連絡道路関連事業
・布尻遺跡（富山市）

布尻遺跡上久津呂中屋遺跡 友杉遺跡

・クールビズ（夏季の軽装）始まる
・21世紀最初の国際博覧会「愛・地球博」が愛知県で開催

竹ノ内Ⅱ遺跡

縄文時代早期～前期の貝塚を調査

出土した骨角器 縄文時代中期の竪穴建物

新幹線工事が調査区に迫る

中世の掘立柱建物群

中世の集落



平成18年（2006年）
能越自動車道
・大野中遺跡、加納南古墳群、加納谷内遺跡、稲積天坂遺跡、稲積天坂北遺跡、稲積オオヤチ南遺跡（氷見市）

県営公害防除特別土地改良事業
・友杉遺跡（富山市）

北陸新幹線関連事業
・早月上野遺跡（魚津市）
・下川原遺跡（小矢部市）

加納南古墳群
早月上野遺跡

・トリノ冬季五輪女子フィギュアスケートで荒川静香が金メダル獲得
・富山ライトレール開業

友杉遺跡９号墳埋葬施設 ９号墳出土品

古墳時代中期～後期の古墳群

中世の木棺墓

漆器の皿・椀が副葬される

縄文時代中期～晩期の
環状集落

縄文土器（中期）



平成19年（2007年）

県営公害防除特別土地改良事業
・羽根下立遺跡（富山市）

北陸新幹線関連事業
・水橋金広・中馬場遺跡、新堀西遺跡（富山市）
・下川原遺跡（小矢部市）

能越自動車道
・稲積天坂遺跡、稲積オオヤチ南遺跡、稲積オオヤチ古墳群、宇波西遺跡（氷見市）

稲積オオヤチ古墳群

羽根下立遺跡

新堀西遺跡

・能登半島地震発生

古墳出土の鉄剣・鉄鏃

中世土師器

遺跡説明会

古墳時代中期～後期の古墳群

出土土器の図化作業

弥生時代終末～古墳時代前期の集落

中近世の集落



平成20年（2008年）
北陸新幹線関連事業
・上梅沢遺跡（滑川市）
・水橋金広・中馬場遺跡、新堀西遺跡（富山市）
・下老子笹川遺跡（高岡市）

都市計画道路能町庄川線関連事業
・井口本江遺跡（高岡市）

入善黒部バイパス関連事業
・仏田遺跡（魚津市）

下老子笹川遺跡

井口本江遺跡

仏田遺跡

・リーマンショック
・東海北陸自動車道が飛騨清見ＩＣ～白川郷ＩＣ開通により全線開通

自然流路の調査

縄文土器（晩期）

墨書土器

弥生土器（中期）

弥生時代中期の集落

古代の集落

墨書土器が多数出土



平成21年（2009年）
北陸新幹線関連事業
・上梅沢遺跡（滑川市）
・水橋金広・中馬場遺跡、小竹貝塚（富山市）
・大江遺跡、大江東遺跡、愛宕遺跡、安吉遺跡、棚田遺跡、本江大坪Ⅰ遺跡（射水市）
・下黒田遺跡、下佐野遺跡、諏訪遺跡、蔵野町東遺跡、蔵野町遺跡、駒方南遺跡、江尻遺跡（高岡市）
・開馞大滝遺跡、五社遺跡、五社条里遺跡、水牧遺跡（小矢部市）

※北陸新幹線開業が近づき、関連する発掘調査が最大規模（約90,000㎡）となる。

上梅沢遺跡

小竹貝塚 下佐野遺跡

大江遺跡 蔵野町東遺跡

江尻遺跡

・陸上男子100ｍでウサイン・ボルトが世界記録９秒５８

中世の井戸を断ち割り調査

遺跡説明会 前方後方墳

弥生時代終末～古墳時代初めの装飾器台

古墳時代終末～古代の集落

縄文時代前期の竪穴建物を確認

弥生時代の溝から出土した木製短甲

自然流路から弥生時代後期～古墳時代初め
の土器が大量に出土



平成22年（2010年）
北陸新幹線関連事業
・小竹貝塚（富山市）
・白石遺跡、大江遺跡、愛宕遺跡、今開発東遺跡、今開発遺跡、三ヶ・本開発遺跡、水上遺跡、赤井南遺跡（射水市）
・下佐野遺跡、蔵野町東遺跡（高岡市）

小竹貝塚

今開発遺跡

赤井南遺跡

・小惑星探査機「はやぶさ」の帰還

遺跡説明会

出土人骨

堆積した貝層

古代の道路跡

日本海側最大級の縄文時代前期の貝塚を調査

出土した人骨は少なくとも91体分あり、
その他にも多種多様な遺物が出土する。

古代の出土遺物

愛宕遺跡

中世の溝を調査 弥生時代の井戸

※本年度で北陸新幹線関連の発掘調査が終了し、報告書刊行に向けての作業となっていく。



平成23年（2011年）
都市計画道路能町庄川線
・出来田南遺跡（高岡市）

出来田南遺跡

・東日本大震災発生
・なでしこジャパンサッカー女子Ｗ杯優勝

各調査事業の報告書作成作業

接合作業

復元作業

実測作業

古代の遺物

遺跡説明会

古代の大型掘立柱建物群を確認

大溝：木簡・人面墨書土器など多数の遺物が出土



平成24年（2012年）
入善黒部バイパス関連事業
・江口遺跡（魚津市）

主要地方道小杉婦中線関連事業
・平岡遺跡（富山市）

江口遺跡

平岡遺跡 石製装身具

古代の掘立柱建物

竪穴建物

近隣の小学生が見学

遺跡説明会

拓本作業

満杯の仮収蔵庫

各調査事業の報告書作成作業

古代～中世の集落

縄文時代前期の環状集落

・県営公害防除特別土地改良事業（神通川流域）が完了
・ノーベル生理学・医学賞を京都大学山中伸弥教授が受賞



平成25年（2013年）
都市計画道路能町庄川線関連事業
・出来田南遺跡（高岡市）

主要地方道小杉婦中線関連事業
・野下・新開遺跡（富山市）

能越自動車道
・宇波ウワノ遺跡、中波後山遺跡（氷見市）

富山高山連絡道路関連事業
・小糸尾萩野遺跡（富山市）

一般県道練合宮尾線関連事業
・打出遺跡（富山市）

中波後山遺跡 出来田南遺跡

野下・新開遺跡 小糸尾萩野遺跡

打出遺跡

・2020年の東京五輪・パラリンピック開催が決定

各調査事業の報告書作成作業

校正作業

中世の集石遺構

落とし穴の調査

古代の建物群

縄文時代の竪穴建物と江戸時代の道路跡が見つかる。

古代の道路跡を確認



平成26年（2014年）

主要地方道小杉婦中線関連事業
・野下・新開遺跡（富山市）

能越自動車道
・宇波ウワノ遺跡、惣領野際遺跡（氷見市）

富山高山連絡道路関連事業
・小糸尾萩野遺跡（富山市）

砺波東バイパス関連事業
・徳万頼成遺跡（砺波市）

宇波ウワノ遺跡 野下・新開遺跡

小糸尾萩野遺跡

徳万頼成遺跡

・ソチ冬季五輪男子フィギュアスケートで羽生結弦が金メダル
・消費税８％に増税

弥生時代の竪穴建物と古代の掘立柱建物が見つかる。

縄文時代中期の竪穴建物 遺跡説明会

遺跡説明会

縄文時代の竪穴建物

中学生の職場体験

土偶



平成27年（2015年）
砺波東バイパス関連事業
・三合新遺跡、三合新芹谷遺跡（砺波市）

国道415号道路改良関連事業
・中村大橋遺跡（氷見市）

ほ場整備関連事業
・平榎亀田遺跡（富山市）

三合新遺跡
中村大橋遺跡

平榎亀田遺跡

他機関への出向

遺跡説明会

縄文時代の竪穴建物が見つかる。 古代の掘立柱建物が見つかる。

中近世の堀・溝が見つかる
かながわ考古学財団への出向し、
新東名高速道路関連の調査に従事

・北陸新幹線が金沢駅まで開業
・能越自動車道が富山県内の全線開通



平成28年（2016年）
ほ場整備関連事業
・横越水窪遺跡、浜黒崎野田・平榎遺跡、平榎亀田遺跡（富山市）

・熊本地震発生
・リオ五輪陸上男子４×100ｍで日本チームが銀メダル獲得

他機関への出向

かながわ考古学財団へ出向し、
新東名高速道路関連の調査に従事

石川県埋蔵文化財センターへ出向し、
北陸新幹線関連の調査に従事

各調査事業の報告書作成作業横越水窪遺跡

水路跡や井戸などを確認

掘削作業

高所作業車からの写真撮影

木製品をビニールでパック

実測作業

パソコンでの図化作業



平成29年（2017年）
ほ場整備関連事業
・横越遺跡、浜黒崎野田・平榎遺跡、平榎亀田遺跡（富山市）

浜黒崎野田・平榎遺跡

・陸上男子100ｍで桐生祥秀が１０秒の壁を破る（９秒９８）
・２０１９年５月１日での「改元」が決まる。

他機関への出向

石川県埋蔵文化財センターへ出向し、
北陸新幹線関連の調査に従事

各調査事業の報告書作成作業

出土遺物

復元部分への着色 写真撮影

大型土器の復元

古代の柱列を確認



平成30年（2018年）
ほ場整備関連事業
・水橋池田舘遺跡（富山市）

水橋池田舘遺跡

・平成の暑い夏（その２）：平成での
最高気温39.5度を記録（8月22日）

各調査事業の報告書作成作業

校正作業

中学生の職場体験

布尻遺跡の土器見学会

他機関への出向

石川県埋蔵文化財センターへ出向し、
道路関連の調査と北陸新幹線関連の
報告書作成に従事

出土遺物

中近世の柱穴・井戸・区画溝などを確認



※今回掲示した掲載した写真は、当財団が発行した
埋蔵文化財発掘調査報告・埋蔵文化財年報等の刊行
物に掲載したもののほか、業務の過程で職員が撮影
したものを使用しています。

※当財団が発行した埋蔵文化財発掘調査報告は、
富山県内の公立図書館に蔵書されています。
また、奈良文化財研究所が中心に運営している
『全国遺跡報告総覧』（https://sitereports.nabunken.go.jp/ja）

のウェブサイトからもご覧になれます。

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja

