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平成 30年度 第 3回 船橋市文化財審議会会議録 

 

[日    時 ] 平成 31年 3月 14日（木曜日） 午前 10時 30分 開始 

[場    所 ] 船橋市役所 本庁舎分室（県合同庁舎）3階 分室会議室 3 

[出  席  者 ] 委 員：鎧禮子 委員長、岡﨑文喜 委員、吉武早苗 委員、金出ミチル 委員、 

湯浅治久 委員、阿部芳郎 委員 

         事務局：道上文 主幹（文化課長補佐）、菅野泰久 歴史文化財係長、小林理惠 埋蔵文

化財調査事務所調査班長、永塚歩 主事、岡﨑光司 主事 

[欠  席  者 ] 柴田良貴 副委員長、青木繁夫 委員、菅根幸裕 委員 

[挨    拶 ] 道上文 主幹（文化課長補佐） 

 

【鎧委員長】 

本日の平成 30 年度第 3 回船橋市文化財審議会は、平成 30 年 6 月から平成 30 年 9 月まで行われまし

た取掛西貝塚の確認調査成果の報告と取掛西貝塚の市指定文化財への追加指定についてです。まず、取

掛西貝塚の確認調査の成果報告を受けた後、取掛西貝塚の追加指定について、審議いたしたいと思いま

すが、委員の皆様いかがでしょうか。 

 

【各委員】 

異議なし。 

 

【鎧委員長】 

それでは、報告事項に移りたいと思います。平成 30年 6月から平成 30年 9 月まで行われました取掛

西貝塚の確認調査成果について、報告をお願いいたします。 

 

【事務局】 

それでは平成 30 年度に実施いたしました取掛西貝塚（7）の調査成果について、ご報告させていただ

きます。 

資料の 1・2 ページが取掛西貝塚（7）の調査成果の概要、3 ページが A4 版の取掛西貝塚の全体図、4

ページが A3版の取掛西貝塚の全体図です。 

平成 30年度の調査は、取掛西貝塚の西半部を対象に 11本のトレンチ（以下、トレンチ＝T）を設定し、

調査を実施いたしました。A4版の取掛西貝塚の全体図をご覧いただきますと、赤い線で括られていると

ころと青い線で括られているところがございます。青い線で括られた範囲が平成 30年度に調査を実施し

た範囲となり、調査を行ったトレンチの総面積は、2,014.835㎡です。この中で、約 1万年前の早期前半

である撚糸文期の竪穴住居跡 10軒、約 6,000年前の前期である竪穴住居跡 3軒を検出しました。 

また、遺跡の範囲の西端部、先ほどの A4 版の図面で申しますと、22T と書かれている部分の場所で、

約 2,100年前の弥生時代中期の竪穴住居跡 6軒を検出いたしました。平成 30年度の調査による主な成果

は 6点ございます。 
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1つ目、平成 29年度に引き続き、早期前半の住居跡を検出したことにより、撚糸文期の終末期の集落

が遺跡の西半部にも広がっていることが分かりました。最も東側で検出した竪穴住居跡から最も西側の

住居跡までの距離を約 300m 測り、撚糸文期の集落としては関東でも有数の規模であることが判明いた

しました。ご説明しました最も東側で検出した竪穴住居跡というのは、平成 29年度に調査した部分にな

りますので、A4 版の図面で申しますと、赤い線で括られた細長い部分の 6T にあり、天矢場式という土

器型式が見られます。最も西側の住居跡は、平成 30年度に調査を実施した 19Tとなります。これは青い

線で括られた範囲の中の少し真ん中寄りにあり、花輪台式という土器型式が見られます。 

2 つ目、A4 版の図面で申しますと、青い線で括られた範囲の上半分である 13・15・17・21T につい

てです。こちらで発見された遺構は疎らで遺物の出土量も少なかったので、台地の南部が集落の中心で

あったことが予想されます。 

3つ目、約 1万年前の早期前半の竪穴住居跡は、出土した土器の特徴から西部よりも東部の住居跡の方

が新しい時期であることが分かりました。このことから、当時のムラの中心が西から東へ移動したと考

えられます。 

4つ目、平成 30年度の調査では、早期の遺構から貝類は出土しませんでした。早期の貝層を確認でき

たのは（5）調査地点周辺のみであるため、汽水産のヤマトシジミの採取は、（5）調査地点の住居跡の埋

没段階（撚糸文期の中でも新しい時期である東山 c 式期という土器型式）を中心とした時期に限られる

可能性があることが分かりました。 

5つ目、縄文時代前期の貝層で海水産のハマグリ・マガキなども確認しました。先ほどお話ししました

4つ目の成果と合わせますと、縄文時代早期および前期の環境変化を解明するための良好な資料を得るこ

とができたと捉えております。 

6つ目は調査の後になりますが、台地の谷部の 2地点においてボーリング調査を実施いたしました。現

在、ボーリング調査の結果は分析中ではありますが、海進・海退などの古環境の復元を行いたいと考え

ております。 

来年度の調査に関しましては、図面の中で色付けしていない部分、今までに確認しました縄文時代早

期・前期の竪穴住居跡の調査を実施する予定でございます。以上で今年度の調査成果の報告を終了いた

します。 

 

【事務局】 

今年度の調査成果に合わせまして、来年度以降の全体の予定についてご報告させていただきます。来

年度は調査を行う最終年度となりまして、早期・前期の竪穴住居跡１軒ずつ発掘調査を行うことを含め

た補足調査を行います。 

普及事業としましては、来年度から国史跡への指定に向けて、地権者の方へ同意をいただくために説

明を行ってまいります。その他に取掛西貝塚の概報を発行しまして、令和元年 5 月に開催される予定で

ある日本考古学協会で配布を行う予定でございます。さらに取掛西貝塚の中級編のパンフレットを発行

いたします。また、令和 2年 3月 14日に講演会を実施する予定です。 

そして、令和 2年 12月にこれまでの調査成果をまとめた総括報告書、また、取掛西貝塚（5）の土器・

石器などの遺物編をまだ発行しておりませんので、同時に刊行いたします。これらを文化庁に提出いた

しまして、令和 3年 1月に国史跡指定へ意見具申を行う予定でございます。 
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また、平成30年度に取掛西貝塚調査検討委員会を設置いたしました。委員のメンバーは学識経験者で、

遺跡を保存・整備していく上で、必要な調査・研究・構想について検討し、指導・助言をいただいてお

ります。委員長は、明治大学教授・本市の文化財審議会委員でもあります、阿部芳郎氏です。副委員長

は、早稲田大学講師・明治大学黒耀石研究センター センター員の樋泉岳二氏です。委員は 3名で、元市

立市川考古博物館館長の堀越正行氏、國學院大學教授の谷口康浩氏、明治大学黒耀石研究センター セン

ター員・株式会社パレオ・ラボ 統括部長の佐々木由香氏に務めていただいております。オブザーバーと

して文化庁、千葉県文化財課にも出席していただいております。以上で報告を終わります。 

 

【鎧委員長】 

委員の先生方、ただ今の報告に対して、ご質問などはございますか。 

 

【岡﨑委員】 

文化財審議会の埋蔵文化財を専門とする委員は、どうして取掛西貝塚調査検討委員会の委員に入って

はいないのでしょうか。 

 

【事務局】 

取掛西貝塚調査検討委員会の委員につきましては、こういった先生方に委員を務めていただいたらど

うかと文化庁や千葉県文化財課からご助言をいただいております。 

 

【岡﨑委員】 

では、文化財審議会の埋蔵文化財を専門とする委員は意味がないということですか。 

 

【事務局】 

調査検討委員会の内容につきましては、このように文化財審議会でご報告させていただきながら、ご

助言をいただける場を設けておりますので、なにとぞご理解をいただければと思います。 

 

【岡﨑委員】 

分かりました。 

 

【鎧委員長】 

他にご質問などはございますか。 

 

【金出委員】 

ボーリング調査を実施したというご報告をいただきましたが、ボーリング調査というと地山がどの深

さにあるのか、地盤の安定性を確かめる場合しか接したことがなかったのですが、例えば、これは深さ

何m分の地層から順番に採取するものなのですか。 

 

 



4 

 

【事務局】 

取掛西貝塚は約 1 万年前の遺跡でございます。環境の変化では、縄文海進あるいは海退がございまし

て、内陸へ海進が始まるのが約 7,000 年前といわれておりますので、取掛西貝塚が存在した時代という

のは、海進が始まる前の時代です。現在とは全く地形が異なって、東京湾が約 40mも下であったといわ

れております。そういった中で、通常の建築に伴うボーリング調査では、凡そ深さ 10mほどしか筒状で

コアを採取しないのですが、今回は約 1 万年前より古い地層のサンプルを採取する必要がございます。

調査では深さ約 17m で縄文海進以前の地層に到達し、2 地点の試料を採取いたしました。今後は、採取

いたしましたコアを詳細に分析して古環境を復元していくということになります。 

 

【金出委員】 

現在の取掛西貝塚のある場所は、海からの標高はどのくらいなのですか。 

 

【事務局】 

谷の部分は標高 7mくらいです。そこから深さ約 17mの地層のコアを採取しております。 

 

【金出委員】 

ずいぶん深いことが分かりました。ありがとうございます。 

 

【鎧委員長】 

他にご質問などはございますか。それでは、取掛西貝塚調査検討委員会委員長の阿部先生からもコメ

ントがございましたらお願いいたします。 

 

【阿部委員】 

昨年度の調査の成果については、先ほどの事務局からの報告の通りです。学術的な価値という観点か

らは、約 1 万年前の関東地方だけでなく、全国的にみても規模の大きいムラがそこにあったということ

が確実になってきました。発掘調査を行い、多数の竪穴住居跡の存在が確認できたことなどから、国史

跡へ指定して問題ないだろうという評価を得ています。 

同時に発掘された出土品も分析を進めており、最近は土器や石器といったものの研究だけではなくて、

土器の圧痕調査なども行い、土器の中に含まれている種子などを同定し、当時の植物資源を解明してい

る最中です。約 1 万年前の取掛西貝塚の土器の圧痕からは、野生種の豆類などをはじめとして様々な植

物が発見できています。これまでの研究ですと、約 6,000 年以降くらいに縄文人たちが身の回りの有用

な植物の栽培を始めることは定説化されてきました。約 1 万年前までその起源を遡るということが、取

掛西貝塚の分析で分かってきています。 

その他に面白いものとして、コクゾウムシというよくお米に湧いてしまう害虫がいるのですが、それ

も見つかっています。ただし、コクゾウムシはお米だけでなくて、ドングリにも湧いて増えるんですね。

ですので、ドングリ自体が出てこなくても、コクゾウムシが出てくれば、そういう種子を彼らが積極的

に利用していたという証拠になります。そういう最新の研究の成果からしても、今のところ最古の栽培

管理ということが言えると思いますし、調査検討委員会の委員の中にもそういったことを専門にしてい
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る方がおりますので、発掘調査だけでなく、同時に出土したものを分析することによって、2つの方向か

ら遺跡の価値を高めようといったことを考えておりますので、今後、学界の中でも大きく注目されるこ

とになると思われます。以上でございます。 

 

【鎧委員長】 

ありがとうございました。他にご質問がなければ、議案第 1号「取掛西貝塚の追加指定について」、審

議に入りたいと思います。 

 

【事務局】 

事務局からご説明させていただきます。資料は 5・6 ページになります。報告がございましたとおり、

取掛西貝塚については、現在、遺跡を保存するために国史跡への指定を目指して調査を行っております。 

議案は、取掛西貝塚の範囲の一部について、当該地を保存するため、市の文化財に追加指定するため

のものでございます。資料 6 ページにお示ししました、赤い線で囲んでいる追加指定の候補地でござい

ます。周辺の地点は以前、文化財審議会においてご審議いただき、すでに市の文化財に指定となってお

ります。この地点は、周辺の調査成果から考えて、縄文時代早期・前期の集落跡の範囲に含まれる場所

であり、北側の畑の表面には貝殻が散っており、貝塚が存在することも分かっています。本市としては、

遺跡保存のためにこの地点を市の文化財に追加指定したいと考えております。 

今回、ご審議いただきたい地点の概要につきましては、資料 5ページにお示ししたとおりとなります。

この地点は、797 ㎡でございますが、こちらが追加されますと、全体の指定面積は 3,170.79 ㎡になりま

す。 

現在、取掛西貝塚自体は約 76,000㎡ございますので、今回、追加指定をお諮りする地点が市の文化財

に指定されますと、約 5%を公有地化することができます。この地点を市の文化財である取掛西貝塚に追

加指定することについて、ご審議をお願いいたします。 

 

【鎧委員長】 

委員の先生方、ただ今の説明に対して、ご質問などはございますか。阿部委員、いかがでしょうか。 

 

【阿部委員】 

全体の中の約 5%という、数値で言うと小さいものだと思いますが、今回の追加指定の地点は取掛西貝

塚の遺跡の重要性を持つ核的な場所ですので、景観も含めて、今後、保存活用に生かしていただければ

と思います。 

 

【鎧委員長】 

ありがとうございます。他にご質問はございますか。 

ございませんようなので、委員の皆様にお諮りします。議案第 1 号につきまして、市の文化財として

追加指定する価値がある旨を認め、その旨を船橋市教育委員会に答申するものとしてよろしいでしょう

か。 
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【各委員】 

異議なし。 

 

【鎧委員長】 

では、異議なしと認めます。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。 

 

【鎧委員長】 

報告事項・議事は終了いたしましたが、事務局から連絡などはございますか。 

 

【事務局】 

パンフレットをお配りしました、「ここまでわかった 1 万年前の取掛西貝塚」展は飛ノ台史跡公園博

物館にて、平成 31年 2月 1日から平成 31年 3月 3日まで開催いたしました。27日間で入館者数は 1640

名、飛ノ台史跡公園博物館における１ヶ月間の展示としては、多数の入場者でした。 

なお、平成 31 年 2 月 9・10・11 日の 3 連休は無料観覧日とし、3 日間で 253 名の方々に観覧してい

ただきました。1 日目は雪のため 22 名、2・3 日目は各 100 名を超えましたので、多くの方々に入場し

ていただきました。取掛西貝塚への関心の高さを窺うことが出来ました。 

それから、参考資料にも添付させていただきましたが、平成 31 年 3 月 17 日に船橋市の勤労市民セン

ターにて開催いたします、「取掛西貝塚学術記念講演会」についてです。今年度の調査成果と明治大学教

授・本市の文化財審議会委員であります阿部委員、明治大学黒耀石研究センター客員教授で木材解剖学

がご専門の能城先生にご講演をいただく予定でございます。以上でございます。 

 

【鎧委員長】 

その他に何かございますか。ないようでしたら、終了させていただきます。 

 

【各委員】 

異議なし。 

 

【鎧委員長】 

以上をもちまして、平成 30年度第 3回船橋市文化財審議会を閉会いたします。 

 

【各委員】 

ありがとうございました。 


