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は じ め に

真福寺貝塚で本格的に発掘調査が行われたのは、大正 15 年（1926）のことです。わ

が国における近代考古学の黎明となった大森貝塚の発掘からおよそ半世紀後のことで

す。この発掘調査の成果は、縄文時代研究を進展させる重要な研究素材となり、その後

調査の積み重ねにより、真福寺貝塚は縄文時代後期から晩期の貝塚を伴う集落跡と低地

の遺跡から構成されていることが明らかになりました。また、真福寺貝塚から出土した

土偶（ミミズク形土偶）は、縄文時代後晩期を代表する土偶として重要文化財に指定され、

Shinpukuji shell Mounds の名とともに、海外にも知られています。真福寺貝塚はこう

した考古学史上の重要性と、さまざまな要素が複合的に保存されている遺跡としての価

値とが高く評価され、昭和 50 年（1975）に国史跡に指定されました。

この貴重な真福寺貝塚を国民共有の文化遺産として後世に継承することは、今日の私

たちに課せられた責務です。と同時に、その豊かな価値を多くの国民に伝え、今日に活

かしていくことも重要です。

真福寺貝塚につきましては、既に平成元年（1989）に中・長期的な保存管理と活用の

方針を定めた保存管理計画が策定されていました。しかし、策定から四半世紀が経過し、

真福寺貝塚をとりまく環境が大きく変化し、考古学研究の進展にもめざましいものがあ

りました。こうした状況を踏まえ、さいたま市教育委員会では、策定済みの保存管理計

画の理念を継承しつつ、今日に即した保存管理と活用の方針を再度策定することとなり

ました。

平成 27 年、史跡指定から 40 年目を迎えました。また平成 28 年は真福寺貝塚での本格

的な発掘調査から 90 年目に当たります。この節目にあたり、この計画を策定できたこ

とは、大変意義深いことです。今後この計画に基づき、将来の人々にとっても、今日の

私たちにとっても、等しくその価値を享受することができるよう、真福寺貝塚の保存管

理と活用に努めてまいります。

最後に、この計画の策定にあたり、御指導、御協力を賜わりました史跡真福寺貝塚保

存活用研究会の委員の皆様、並びに文化庁、埼玉県教育委員会をはじめ、関係の皆さま

に心よりお礼申し上げます。

　平成２８年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さいたま市教育委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長　稲 葉　 康 久



序

真福寺貝塚が、名実ともに縄文世界を代表する遺跡として名乗りを上げたのは、大正

15 年（1926）である。史前学研究所の発掘調査で、土器、石器をはじめとする多種多様

な遺物、とりわけ低湿地の包含層に由来する有機物の数々は、そのまま縄文人の文化、

生活にかかわる貴重な情報源として脚光を浴びたのである。

その後、複数の大学などによる相次ぐ発掘を呼び込んだ理由がここにある。出土土器

は、縄文晩期前半の標式とされ、研究史上でも極めて重要である。また、ほぼ完全な形

の「みみずく土偶」は重要文化財に指定された。

そして、考古学の研究対象だけでなく、縄文時代の解説、紹介など各種啓蒙的出版物

にも頻繁に登場して、その名を全国に馳せた。そうした文献は、ざっと 150 を算えるほ

どである。

やがて国の史跡指定されるにいたったのも蓋し当然と合点がゆく。こうして三千有余

年の歴史舞台の保存・保護が保障されたのである。さらにより積極的に現代に再生し、

将来に継承してゆくための方策を検討するための研究会が結成されたのである。本書は、

その報告である。

しかしながら、これとて完璧な仕様書では決してないことは勿論、むしろ将来に向け

ての第一歩であることを承知している。さらにガイダンス施設、展示および適切な解説

書などが用意さるべきである。

　平成２８年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国指定史跡真福寺貝塚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      保存活用計画研究会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　会 長　小 林　達 雄



例　言

１　本書は、埼玉県さいたま市岩槻区に所在する国史跡真福寺貝塚の保存活用計画書で

す。

２　この保存活用計画策定事業は、さいたま市が主体となり、平成 27 年度文化庁文化

財保存事業費国庫補助金の交付を受けて実施しました。

３　計画策定にあたり「史跡真福寺貝塚保存活用計画研究会」を開催し、専門的見地か

らの検討を経て、事務局が策定したものです。

４　事業に関わる事務はさいたま市教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課埋蔵文化

財係が担当し、関連事業の一部を有限会社ウッドサークル及び中央航業株式会社に委

託しました。

５　本書に掲載した発掘調査情報は、平成 23 年度から平成 26 年度にさいたま市教育委

員会が実施した史跡真福寺貝塚第１期確認調査及び平成 27 年度に実施した真福寺貝

塚総合調査の成果を使用しました。掲載図の作成にあたり、次の機関の協力・許可を

受けました。

　　慶應義塾大学文学部民族学考古学研究室、公益財団法人東京都歴史文化財団江戸東

　京たてもの園、同志社大学歴史資料館、明治大学日本先史文化研究所

６　計画策定にあたり、文化庁文化財部記念物課及び埼玉県教育委員会事務局市町村支

援部生涯学習文化財課より指導・助言をいただきました。

１　記述の典拠を示す場合には、資料編に掲げた関係文献一覧の文献番号を（文献　●

●）の形で示しました。

２　本書に掲載した図は、刊行物等から転載したものには出典を示し、それ以外のもの

はさいたま市教育委員会及び有限会社ウッドサークルが作成しました。

凡　例
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Ｐ１  ３か所 

第Ⅰ章 計画策定の沿 ・目的 
第１節 計画策定の沿    
真福寺貝塚は、貝塚や泥炭層遺跡を伴う縄文時代後期から晩期の集落跡です。遺跡と 

しての内容、あり方とともに、日本考古学の発展の上で果たした役割も高く評価され、 
昭和 50 年（1975）に国史跡に指定されました。 
岩槻市教育委員会（当時）は、真福寺貝塚保存管理仮計画策定委員会を組織し、史跡の保存・ 

管理の方針についての検討を経て、平成元年（1989）３月、保存管理計画を策定しました。 
この計画では、史跡の保存管理の基本的方針として、次の５点が掲げられました。 
史跡真福寺貝塚の保存・管理は、平成元年度と平成 14 年度の２度の追加指定により史 
跡範囲の見直しを行いながら、この計画に基づき、指定地の公有地化などの保存・管理 
の取組や史跡の内容をより正確に把握するための調査などが進められてきました。 
図を追加 

第２節 計画の目的   
(1) 解決すべき課題 
史跡は今、いくつかの課題に直面しています。それらは、①未整備状態の長期化、② 
史跡をめぐる状況の変化、③史跡の価値をめぐる理解の変化、以上３つに集約すること 
ができます。 
①未整備状態の長期化 
史跡では、民有地の公有地化に重点を置いて保存・管理の事業が進められてきました。 
（略） 

第１図 さいたま市と真福寺貝塚の位置 
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第Ⅰ章　計画策定の沿革・目的

第１節　計画策定の沿革　　
真福寺貝塚は、貝塚や泥炭層遺跡を伴う縄文時代後期から晩期の集落跡です。遺跡と

しての内容、あり方とともに、日本考古学の発展の上で果たした役割も高く評価され、

昭和 50 年（1975）に国史跡に指定されました。

岩槻市教育委員会（当時）は、真福寺貝塚保存管理計画策定委員会を組織し、史跡の

保存・管理の方針についての検討を経て、平成元年（1989）３月、保存管理計画を策定

しました。この計画では、史跡の保存管理の基本的方針として、次の５点が掲げられま

した。

史跡真福寺貝塚の保存・管理は、平成元年度と平成 14 年度の２度の追加指定により史

跡範囲の見直しを行いながら、この計画に基づき、指定地の公有地化などの保存・管理

の取組や史跡の内容をより正確に把握するための調査などが進められてきました。

①　歴史的資料、情報の包蔵地としての遺跡を保存し、将来に継承する。

②　遺跡の存在とその意義を表現し、周知させると共に、現在に積極的に再生し、

活用を図る。

③　遺跡を囲む自然環境の保存・維持を図り、遺跡の立地条件を保存する。

④　上記の目的を達成するために、指定区域内の民有地については公有化し、

全体を一体化した整備を図る。

⑤　遺跡及び遺跡の環境の保存に必要な周辺地域の整備を図る。

　　　　　　　　　　　　　　　　（『史跡真福寺貝塚保存管理計画書』13 頁）

第 1図　さいたま市と真福寺貝塚の位置
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第２節　計画の目的　　
(1) 解決すべき課題

史跡は今、いくつかの課題に直面しています。それらは、①未整備状態の長期化、②

史跡をめぐる状況の変化、③史跡の価値をめぐる理解の変化、以上３つに集約すること

ができます。

①未整備状態の長期化

史跡では、民有地の公有地化に重点を置いて保存・管理の事業が進められてきました。

保存管理計画で示された整備の方針は、具体化されないままとなっており、史跡の価値

を市民・県民・国民に還元する取組の立ち遅れは否めません。

②史跡をめぐる状況の変化

指定地周辺では住宅建設などの開発が進み、周辺の景観や史跡の保存環境の変容が

徐々に進みました。また、平成 17 年（2005）４月にはそれまで真福寺貝塚の保存・管

理を行ってきた岩槻市がさいたま市に編入され、史跡の保存・管理の体制が大きく変わ

りました。

③史跡の価値をめぐる理解の変化

縄文時代後・晩期研究の進展によって、史跡の理解にも新たな視点からの評価が加え

られるようになりました。平成 23 年度から 26 年度にさいたま市教育委員会が実施した

真福寺貝塚第１期確認調査事業では、史跡と同等の価値を有する範囲が指定地の周辺に

保存されていることが明らかになりました。調査・研究の成果を反映した取組が課題と

なっています。

(2) 計画の目的
史跡をめぐる課題の解決をはかるためには、保存管理計画策定以降の調査・研究成果

を反映して、真福寺貝塚の本質的価値と真福寺貝塚を構成する要素を再確認する必要が

あります。その上で、本質的価値の保全と市民・県民・国民への還元を進めて行くこと

が必要です。また、史跡をとりまく環境の変化を踏まえた取組と、保存・管理・活用の

仕組と体制を整備することも必要です。

さいたま市教育委員会では、このような状況を踏まえて、平成元年に策定した保存管

理計画を改定し、保存活用計画を策定することとなりました。この計画では、文化財と

しての本質的価値と真福寺貝塚を構成する要素を明確にし、史跡としての適切な保存・

管理のあり方や現状変更等の取扱基準を定めるとともに、本質的価値の保全と市民・県

民・国民への還元のための整備・活用の方針を定めることとします。

第３節　計画策定の経過　　
史跡真福寺貝塚保存活用計画を策定するにあたり、真福寺貝塚の特性を正しく把握し、

将来を見据えた保存管理・活用の方法等について、専門的見地からの客観的な意見等を

聴取し助言を受けることを目的として、「国指定史跡真福寺貝塚保存活用計画研究会」

を開催しました。

■　研究会の構成

□　委員（五十音順、敬称略）

　　　　　阿部　郎　明治大学教授（考古学）

　　　　　岡本東三　千葉大学名誉教授（考古学）　副会長　

　　　　　久保純子　早稲田大学教授（地理学）

　　　　　窪田陽一　埼玉大学教授（都市計画）

方
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　　　　　小林達雄　國學院大學名誉教授（考古学）　　会長

　　　　　塩野　博　元埼玉考古学会会長（考古学）

　　　　　米林　仲　立正大学教授（植物学）

□　オブザーバー

　　　　　浅野啓介　文化庁文化財部記念物課　文化財調査官（史跡部門）

　　　　　岡本健一　埼玉県教育局市町村支援部生涯学習文化財課主幹　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（指定文化財保護担当）

　　　　　有限会社ウッドサークル（計画策定支援業務）

□　市の関係部署

　　　　　都市局都市計画部　　　参事兼都市計画課長　土屋愛自

　　　　　都市局都市計画部　　　参事兼都市公園課長　土取　均

　　　　　建設局土木部　　　　　土木総務課長　　　　関口与津男

　　　　　建設局北部建設事務所　参事兼土木管理課長　金子弥一

　　　　　建設局北部建設事務所　下水道管理課長　　　浜田一男

　　　　　岩槻区区民生活部　　　総務課観光経済室長　佐藤敏彦

　　　　　教育委員会学校教育部　参事兼指導１課長　　加藤明良

　　　　　教育委員会生涯学習部　参事兼博物館長　　　小倉　均

　事務局　教育委員会生涯学習部文化財保護課

　　　　　生涯学習部長　森田敏男

　　　　　生涯学習部参事兼文化財保護課長　野尻　靖

　　　　　文化財保護課課長補佐　中村誠二

　　　　　文化財保護課文化財保護係長　髙橋淳子

　　　　　文化財保護課課長補佐兼埋蔵文化財係長　青木文彦

　　　　　文化財保護課埋蔵文化財係主査　関根俊雄・古庄康悦

　　　　　　　　　　　　　　　　　主任　内田裕也・橋本玲未・鈴木久雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　主事　小川舞子

■　研究会の経過

□　第１回研究会　平成 27 年（2015）８月 10 日

　　　保存活用計画の基本方針の検討

　　　　・保存活用計画策定事業の進め方

　　　　・史跡の概要　現状と課題

　　　　・計画の骨子（案）

□　第２回研究会　平成 27 年（2015）10 月 27 日

　　　保存活用計画（事務局案）の検討

　　　　・真福寺貝塚保存活用の事業計画

　　　　・真福寺貝塚保存活用計画事務局案

□　第３回研究会　平成 27 年（2015）12 月 25 日

　　　保存活用計画（最終案）の検討

　　　　・事務局案修正箇所の確認

　　　　・計画策定後の事業計画（素案）
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第４節　他の計画との関係
さいたま市は、本市の総合振興計画である「さいたま希望のまちプラン」に基づき、

市民本位の自立した都市づくりを進めています。本市では、地域の歴史や伝統の中で形

成された文化財や文物は「歴史文化資源」と捉えられ、まちづくりを推進する上での資

産である地域資源の構成要素とされています。

■　２０２０さいたま希望のまちプラン

　□　基本構想　平成 17 年６月策定

平成 32 年度（2020 年度）を目標年次として、都市づくりの基本理念（「市民と

行政の協働」、「人と自然の尊重」、「未来への希望と責任」）、目指すべき将来都市

像（「多彩な緑と荒川の水に象徴される環境共生都市」、「見沼の緑と荒川の水に

象徴される環境共生都市」、「若い力の育つゆとりある生活文化都市」）を掲げる

とともに、その実現に必要な施策展開の方向性を定めています。施策展開は７つ

の分野から進めることとされ、「教育・文化・スポーツ」の分野では、次のよう

に規定されています。

（３）一人ひとりが生き生きと輝く個性を育む［教育・文化・スポーツ］

〇家庭、学校と地域社会が連携を深めながら、開かれた学校づくりを進め、一

人ひとりの個性の尊重を基本として、豊かな人間性と健全な社会性を身につ

けた次世代を担う子どもを育てていきます。また、地域社会とのふれあいを

通じ、それぞれの関心に応じて学びながら成長できるよう、生涯学習の環境

整備を進めます。

　　（中略）

〇地域固有の資源の再発見、世界の文化とのふれあいのなかで、生活をより豊

かにするさいたま文化の創造を目指します。

　多様な歴史文化資源や文化芸術を活用した総合的なまちづくり

を推進し、さいたま市らしさにあふれた「さいたま文化」の創造・

継承と発信を目指します。

　１　文化財等の保存・継承

　２　文化芸術活動の促進

　３　文化芸術活動の環境の充実

　４　歴史文化資源や文化芸術を活用したまちづくり

目指す方向性　 

施策展開

基本構想に基づき各行政分野の施策を総合的、体系的に示す後期基本計画が策

定されました。計画期間は平成 26 年度（2014 年度）～ 32 年度（2020 年度）です。

「第３部　分野別計画」では、「第３章　教育・文化・スポーツの分野」において「生

き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市の創造」（第４節）が掲げられています。

また、「第４部　各区の将来像」では、真福寺貝塚が所在する岩槻区では、「自

然と歴史、文化を守り育て、楽しむまち」を区の目指す将来像とし、区を代表す

る地域資源に国史跡真福寺貝塚が掲げられています。

　□　後期基本計画　平成 25 年 12 月策定

ゆ　 め

ゆ　 め
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基本構想に示す本市の将来都市像の実現を目指し、後期基本計画に定めた各行

政分野における施策を展開するための主要な事業を掲げ、各事業を計画的かつ効

果的、効率的に推進することを目的とするものです。計画期間は、平成 26 年度

（2014 年度）から平成 29 年度（2017 年度）です。「第３編　実施計画事業」では、「第

３章第４節」に「生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市の創造」が配されて

います。

貴重な歴史文化資源を価値を損なうことなく将来へ継承する

とともに、その活用を図るため、国指定史跡見沼通船堀・真福

寺貝塚、市指定史跡馬場小室山遺跡などの歴史的資源や国指定

特別天然記念物田島ケ原サクラソウ自生地などの自然的資源の

保存・整備を進めます。

実施計画事業　　歴史文化資源の保存・継承・活用

　□　後期基本計画実施計画　平成 26 年４月策定

（1）ハコモノ三原則（公共施設のうち市民利用施設と行政施設等の建物施設）

　■ 新規整備は原則として行わない（総量規制の範囲内で行う）

　■ 施設の更新（建替）は複合施設とする

　■ 施設総量（総床面積）を縮減する（60 年間で 15％程度の縮減が必要）

（2）インフラ三原則（公共施設のうち都市関連施設と企業会計施設）

　■ 現状の投資額（一般財源）を維持する

　■ ライフサイクルコストを縮減する

　■ 効率的に新たなニーズに対応する

■　さいたま市公共施設マネジメント計画

　□　さいたま市公共施設マネジメント計画　　平成 24 年６月策定

　□　第１次アクションプラン　　　　　　　　平成 26 年３月策定

「さいたま市公共施設マネジメント計画」は、全市的・総合的な視点から公共

施設の効果的かつ効率的な管理運営を推進するための計画です。計画期間は平成

24 年度（2012 年度）から平成 62 年度までの 39 年間です。アクションプランは、

「さいたま市公共施設マネジメント計画」の計画期間（平成 24 ～ 62 年度）を４

期に分け、期ごとの具体的な方針や工程表を分野別に定めるものです。第１次ア

クションプランは平成 26～ 32 年度の７年間を計画期間としており、全体の方針・

目標に基づき、施設分野ごとに目指すべき方針やコスト推計、工程表等をまとめ

ています。

「さいたま市公共施設マネジメント計画」では、「『さいたま方式』の次世代型

公共施設マネジメントの確立・発信」を大方針とした上で、次の大目標を設定し

ています。
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（1）だれもが、いつでも学べる学習環境の創造

　①ユニバーサルデザインによる環境づくりや交流の場の充実

　②社会教育施設の充実

　③利用者によるサービス評価の収集・公開

（2）市民一人ひとりへの学習支援サービスの充実

　①多様な学習機会の提供

　②現代的課題への対応

　③人権教育の推進

　④文化財の活用・伝統文化の継承

■　さいたま市教育総合ビジョン

　□　さいたま市教育総合ビジョン　平成 21 年３月策定、平成 26 年３月一部修正

「一人ひとりが生き生きと輝く個性を育む」（総合振興計画「さいたま希望のま

ちプラン」）を基本構想に位置付け、本市の平成 21 年度から平成 30 年度までの

10 年間を見通した教育行政の方向性を定めたものです。ライフステージ別でと

らえた教育の第４のステージ「一人ひとりのニーズに応じた様々な学習機会の提

供と学習成果の活用」の方針・施策が次のように規定されました。

【基本目標２】自然と共生し、歩いて楽しい緑豊かなまちをめざします。

＜施策体系：２－１生物多様性・自然環境の保全＞

①生物多様性の理解

・学校教育や社会教育における生物多様性に関する教育の推進、専門的な知識・

経験を有する人材の育成、広報活動の充実、自然とのふれあいの場や機会の

創出に努めます。

③生物多様性の保全・再生

・アライグマ、カミツキガメなど特定外来生物に指定されている種だけでなく、

生態系や生活に大きな影響を与える種又はその生息域について、適切な対応

を行います。

・生物多様性の持続的利用のため、生物多様性に配慮したまちづくりの推進に

ついて検討します。開発事業にあたっては、生物多様性とどう共存するかを

考える方向性を検討します。

④生態系と共存・共生する適正な土地利用

・日ごろから生きものの恩恵を受けていることや緑豊かなことが付加価値にな

ることを理解し、地域社会での理解を浸透させ、地域と一体の活動を広めて

■　さいたま市環境基本計画

　□　さいたま市環境基本計画　平成 16 年１月策定　平成 23 年３月改訂

「さいたま市環境基本条例」（施行：平成 13 年５月）に掲げる市民の健康で安

全かつ快適な生活の実現に向けて、環境の保全及び創造に関する施策を推進する

ために策定された計画です。

望ましい環境像の実現のために、５つの基本目標が設定され、基本目標２では

多様な動植物が生息する里やまなどの自然環境の保全・活用・再生と、都市の緑

と身近な水辺環境の保全・創造などにより、自然と共生し、歩いて楽しい緑豊か

なまちを目指す取組が示されています。
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「さいたま市文化芸術都市創造条例」（施行：平成 24 年４月）に基づき、文化

芸術都市の創造に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために策定された計

画です。平成 26 年度から平成 32 年度を計画期間としています。史跡を含めた文

化財は、本市の「文化芸術資源」と位置付けられ、７つに体系化された施策の５

と６において、取組が示されています。

■　その他の計画

　□　さいたま市文化芸術都市創造計画　平成 26 年３月策定

いきます。

・生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を実施するにあたっ

て、庁内の連携の強化を図るとともに、市民、事業者、学校、国や県、

周辺自治体と、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関し専門知識を

有する者などの多様な主体と連携・協働するように努めます。

⑤里やまの保全・活用・再生

［自然景観の保全・整備］

・多様な生きものに触れ、生物多様性の重要性を市民、事業者、学校、市

などすべての主体がともに共感していけるように、自然景観の保全と整

備に努めます。

＜施策体系：２－２快適環境の創造＞

②身近な水辺環境の保全と創造

・市内に残る自然度の高い水辺環境を保全、再生するとともに、市民の憩

いや散策の場となる身近な水辺を保全及び創造します。

・雨水の貯留水などを歩道のせせらぎや公園の修景用水などへ活用します。

特に冬期に渇水となる用水路などの水辺を保全するために、冬場の農業

用水の供給を関係機関と連携して行い、水量の確保に努めます。

・保全、再生及び創造にあたっては、地域の環境特性に基づいて、生物の

生息空間や親水性の確保に配慮します。

・水辺環境の整備、活用及び維持の各段階において、地域の市民などとの

パートナーシップに努めます。

＜施策体系：２－３景観の保全＞

②歴史的・文化的環境の保全

・歴史的・文化的な遺産については、文化財に指定するなど適切な保全を

図るとともに博物館等での保管や展示など、市民への普及・啓発に努め

ます。

・古くから地域で育まれてきた文化についても、地域特性を生み出す資源

として適切に保全し、後世に継承していけるよう、人材の育成や地域文

化の振興などに努めます。
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第５節　計画の実施
史跡真福寺貝塚保存活用計画は、平成 28 年３月までに策定し、平成 28 年４月の実施

開始を目指します。

計画を実施・運用する中で生じた新たな事態に対しては、史跡の本質的価値の保全と

本計画における方針に基づき対処します。今後実施が見込まれる環境整備と公開後には、

史跡の保存状態と周辺環境に注視しながら保存・活用を進めます。

保存状態及び活用の効果等について、点検・評価を行い、計画の見直しの必要性を判

断します。

本計画、及び本計画に基づく点検・評価等の計画の実施に係る状況は、さいたま市ホー

ムページに掲載して広く周知します。

本市の歴史や暮らしの中で培われてきた地域の文化芸術資源を掘り起こ

し、様々な事業に活用します。また、こうした文化芸術資源を保存・継承

するとともに、広く公開・発信します。

〇文化芸術資源を活かした事業の推進

〇文化財等の保存・継承

　　地域に伝わる伝統行事や郷土芸能、史跡や埋蔵文化財、古文書、

城下町や宿場町等の面影を残す環境や古民家など生活や産業に関わ

る歴史的な資産を文化財に指定するなど、その保存・継承とともに、

市の変遷を示す資料などの収集・整理・記録に取り組みます。

施策５　地域に根ざした文化芸術に関する資源の発掘・保護・活用

　　５－５　多彩な文化芸術資源の発掘・保護・活用

本市は、見沼田圃の緑や荒川・元荒川の水辺に象徴されるような豊かな

自然に恵まれているほか、市内各地に数多くの貴重な文化財や長い歴史の

中で培われた多様な文化芸術資源があります。文化芸術都市の創造に当

たっては、こうした文化芸術資源を活用し、生活の中に歴史・文化が息づ

くまちづくりを推進するとともに、自然や歴史、文化財等を活用した文化

芸術によるまちづくり事業を支援することで、多様な文化芸術に触れる機

会を創出します。

〇文化芸術資源を活かしたまちづくり

　　本市の地域の特性を活かし、歴史・自然・文化財等を活用した文

化芸術によるまちづくりを推進します。

〇文化芸術を活かしたまちづくり事業への支援

施策６　多様な文化芸術に触れる機会の提供

　　６－２　文化芸術によるまちづくり
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第Ⅱ章　史跡の概要

第１節　指定に至る経緯　　
真福寺貝塚周辺では、東北自動車道や国道 16 号バイパス（岩槻春日部バイパス）の

開通を機に、次第に開発が進みました。真福寺貝塚において繰り返し行われた学術調査

に協力してきた土地所有者は、真福寺貝塚に開発の波が及ぶことを危惧し、昭和 47 年

（1972）、その保存に向けた取組を岩槻市教育委員会（当時）等に訴えました。これを受

けて、昭和 49 年（1974）に地元自治会長と土地所有者、埼玉県教育委員会・岩槻市教

育委員会等の間で真福寺貝塚の保存に向けた協議が行われ、国指定史跡としての保存と

活用を目指すこととなりました。土地所有者からの指定同意書提出、史跡指定申請、文

化庁調査官による調査等を経て、昭和 50 年７月 19 日、官報告示により真福寺貝塚が国

史跡に指定されました。

その後、現在に至るまでの間に、真福寺貝塚では史跡の追加指定が２回行われていま

す。

第１次追加指定

指定範囲内に未指定の市有地が介在していました。当該地は、泥炭層遺跡の範囲内に

あたり、指定地と同等の価値・内容を有していることが明らかであったことから、平成

２年１月 30 日に国史跡に追加指定されました。

第２次追加指定

平成 13 年、史跡の東隣地における文化財の所在及びその取扱いについて、土地所有者

と岩槻市教育委員会との協議を発端として、同地における確認調査、岩槻市教育委員会

と土地所有者、そして埼玉県教育委員会及び文化庁との協議等を経て、平成 14 年 12 月

19 日に国史跡に追加指定されました。

第２節　指定の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　
（1）指定告示

名称：真福寺貝塚

基準：特別天然記念物及び史跡天然記念物指定基準

　　　史跡１（貝塚）による

官報告示：昭和 50 年７月 19 日付け　　　文部省告示　第 120 号

　　　　　平成２年１月　　　追加指定　文部省告示　第４号

　　　　　平成 14 年 12 月　　追加指定　文部省告示　第 209 号

（2）指定説明文とその範囲
説明：埼玉丘陵の支脈の一つ、岩槻丘陵に所在する縄文時代後期から晩期に営まれた

集落跡である。大正末年の大山史前学研究所による発掘調査を初めとして数回にわたり

発掘が行われ、１辺 10 メートルを超える大形の竪穴住居及び土偶、勾玉等の多数の遺

物が出土した。また、クリ、クルミ、トチ、ウリなどの種子、貝類及び獣骨類も検出さ

れており、当時の食生活を伝える貴重な資料となっている。なお、この遺跡から出土し

た土器は、真福寺式として、関東地方における縄文時代晩期前半の標識土器とされてお

り、学史的価値も高い。

所在地：埼玉県岩槻市大字真福寺字谷頭（現：埼玉県さいたま市岩槻区城南 3丁目）　

地域：923 番、938 番、940 番、998 番、999 番、1021 番、1046-1 番、1047-1 番、1047-3 番、

1048-1 番、1048-3 番、1049 番、1050 番、1051 番、1055 番、1067 番、1076 番、939-1 番、

1022-2 番、1075 番、1043-1 番、1044-2 番、939-2 番、1041-1 番、1022-1 番、1068 番、
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第２図　史跡指定範囲図

：史跡指定範囲

0　　　　　　　      50m

1043-2 番、949 番、1044-1 番、1053-4 番、972-1 番、972-2 番、1077 番、1078 番、1079 番、

1080 番、939-3 番、1042 番、1045-1 番、1053-4 番

（1047-3 番、1048-3 番は平成元年度追加指定、1053-4 番は平成 14 年度追加指定）

面積：18,403.11 ㎡（平成 14 年追加指定後、公簿面積）

（3）指定に至る調査結果　　
　ア　自然的調査

（ア）地形・地質

①概況

真福寺貝塚は大宮台地岩槻支台に立地しています。大宮台地は埼玉県中央部に位置す

る洪積台地です。西側から南側に荒川低地、東側には中川低地が広がっています。

大宮台地はおよそ 12.5 万年前以降に形成された台地ですが、台地形成後に最も寒冷

な時期となった２万年前頃には、海水準は現在よりも 100 ｍ近く低くなり、河川による

浸食が進み、台地を区切る大きな谷が形成されました。現在の台地の概形はおおむねこ

の時期に形成されたとされ、さいたま市域の大宮台地は、河川や開析谷等によって、西

から指扇支台、日進与野支台、浦和大宮支台、片柳大和田支台、鳩ヶ谷支台、岩槻支台、

慈恩寺支台に区分されています。

氷河期が終わった２万年前以降になると、気候の温暖化が進み、同時に海水準も上昇

しました。下刻が進んだ谷筋は河川の運んだ堆積物により埋積が進む一方で、縄文時代

早期末から前期頃には海水準の上昇がピークに達し、大宮台地内の大きな谷筋にも海水

の侵入が進みました。この現象は「縄文海進」と呼ばれ、この時大宮台地周辺に形成さ

れた内湾は「奥東京湾」と呼ばれています。
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河川の流入域や台地近くの海底

には河川の運搬や台地の浸食によ

り供給された土砂が堆積し、厚い

沖積層（海成層）が形成されまし

た。さらに縄文時代前期後半には

海退が進み、海岸線は次第に台地

周辺から遠ざかって行きました。

海が退いた跡には広大な湿地が広

がり、そこを河川が乱流して、さ

らに埋積が進みました。こうして

２万年前頃に形成された深い谷は

数十メートルの厚い堆積層に覆わ

れ、その表層には大小の河川が流

れ、あるいは池沼や湿地となった

ところには泥炭層が厚く堆積し、

平坦な沖積地が形成されました。

②真福寺貝塚周辺

真福寺貝塚が立地する岩槻支台

は、西側を綾瀬川の流れる沖積地

により片柳大和田支台との間を画

され、北東を元荒川の流れる沖積

地により慈恩寺支台との間を画さ

れ、東には中川低地が広がっています。この内、綾瀬川の流れる大宮台地内の沖積地は「綾

瀬川渓谷」などと呼ばれることもありますが、ここでは仮に「綾瀬川谷」と呼ぶことに

します。同じく、元荒川の流れる沖積地を「元荒川谷」と呼んでおきます。

真福寺貝塚周辺の岩槻支台上はおおむね西側が高く、東側へと緩く傾斜しています。

真福寺貝塚附近の標高は 12.8 ～ 10.8 ｍです。

台地内には沖積地から伸びる大小の開析谷が幾重にも入り込んでいます。そうした谷

の一つ、さいたま市岩槻区大字柏崎－大字浮谷間を開口部とする谷が綾瀬川谷から台地

中央にかけて奥深く伸びています。この谷は、開口部から 700 ｍほど北上した後東に折

れて台地中央部へと進みます。屈曲点から 600 ｍほど遡上したあたりで再び北方へと方

向を転じ、400 ｍほど遡上した岩槻区仲町２丁目あたりが先端部に当っています。谷の

全長はおよそ 1,700 ｍで、真福寺貝塚はこの谷の２番目の屈曲点付近の南岸に占地して

います。すなわち、開口部からは 1,100 ｍ程上流、先端部からは 600 ｍほど下流の位置

に当ります。谷内は真福寺貝塚付近より上流では急激に台地との比高差を減じていて、

真福寺貝塚付近は谷頭状となっています。真福寺貝塚付近が江戸時代から真福寺村の字

（小名）「谷頭（やがしら）」と呼ばれていたのはそれを物語っています。以下では、こ

の谷を仮に「真福寺谷」と呼ぶことにします。

真福寺谷の先端部附近の標高は 12.9 ｍ、開口部付近の標高は 7.4 ｍで、およそ 5.5 ｍ

の比高差があります。真福寺貝塚附近では 10.6 ｍです。現在の真福寺谷には排水路が

流下しています（柏崎 1 － 2 号雨水幹線、柏崎排水路）。この排水路は、江戸時代の真

福寺村絵図にも水路として描かれています。台地内の湧水や雨水を集め、谷内の水田の

用水及び排水に用いられていたと考えられるこの水路は、谷の中央を流下し、綾瀬川谷

に流れ出、1,000 ｍほど綾瀬川谷の沖積地を流下して岩槻区大字横根で綾瀬川に流入し

第３図　縄文時代後晩期の貝塚と主要な遺跡
（文献 120　168 頁掲載図等を基に作成）
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第４図　真福寺谷と綾瀬川谷の地質断面
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第５図　さいたま市内主要河川の BOD 経年変化（年平均値）
出典：さいたま市ホームページ「河川調査」http://www.city.saitama.jp/001/009/011/003/p001397.html

ています。現在の綾瀬川は綾瀬川谷のほぼ中央を緩く蛇行しながら南東へと流れており、

現在の川幅は 25 ～ 30 ｍに過ぎませんが、綾瀬川谷の谷幅は約 1,500 ｍを測り、往時の

規模をうかがうことができます。

こうした真福寺谷の概況と真福寺谷から岩槻支台、綾瀬川谷の地質断面模式図を第４

図に掲げておきます。

（イ）水系・水質

現在の綾瀬川は桶川市小針領家付近を起点とし、全長 47.6 ㎞、流域面積 176 ㎢、中川

水系に属する一級河川です。小河川を合流させながら大宮台地内を流下し、真福寺貝塚

近傍に到ります。その後、岩槻区大字尾ヶ崎（左岸）－緑区大字中野田（右岸）付近で

綾瀬川谷－大宮台地内から中川低地へと流れ出た後、中川低地を流下して東京都葛飾区

で中川と合流しています。

綾瀬川の起点が小針領家付近となったのは江戸時代初期頃のこととされ、その直前の

時期には、荒川（現在の元荒川）の分流が綾瀬川筋を流れていました（堀口 1993）。綾

瀬川が荒川の流路から遮断されたのは、綾瀬川谷の沖積地の開発や徳川氏が本拠を構え

た江戸の治水対策等を目的としていました。これによって、綾瀬川は秩父山地との直接

的水流を断たれ、山地に水源をもたない平地河川となりました。江戸時代、綾瀬川流域

の新田開発が進むと、水源としての綾瀬川の水量不足が問題となりました。高度経済成

長期以降は生活排水の流入量増大により埼玉県南部以南の下流域で水質が悪化しました

が、近年では水質の改善が進んでいます。

第５図は、さいたま市内の主要河川の水質の経年変化を示したものです。指標として

いる「BOD」は、biochemical oxygen demand（生物化学的酸素要求量）の略で、河川に

おける水質汚濁を示す代表的な指標です。これは微生物が水中の有機物（汚れ）を酸化・

分解する際に消費する酸素の量を示しており、数値が大きいほど水が汚れていることを

示しています。一般的に、渓流等のきれいな水に生息するイワナやヤマメなどは 2mg/L

以下、比較的汚濁に強いコイやフナなどでも 5mg/L 以下が望ましいとされています。さ

いたま市域での綾瀬川の水質は、下流域ほど悪化することなく経過していることがわか

ります。平成 25 年度の綾瀬川の畷橋での BOD 値（日平均値）は 2.9mg/L です。
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第６図　植生図

（ウ）植生

環境省の自然環境保全基礎調査植生調査では、史跡周辺は「畑雑草群落」「果樹園」「ア

カシデ－イヌシデ群落」「市街地等」に分類されています（第６・７回自然環境保全基

礎調査（平成 11 ～ 21 年度）、環境省）。住宅地化した「市街地等」を除くと、開析谷は「畑

雑草群落」。その南岸に沿って「アカシデ－イヌシデ群落」その南東に「果樹園」となっ

ています（第６図）。

史跡指定地内は、公有地化が完了した部分は草地及び林地、未公有地化部分は、畑、

植木畑等として使用されています。平成 27 年度に行った植生の概要調査（さいたま市

文化財保護審議会委員　細田　浩氏調査）では、林地は放置された屋敷林の一部として

の性格を示していることが指摘されています。すなわち、最大樹高 25 ｍ以上のケヤキ・

シラカシを主体として、イヌシデ、ムクノキ、エノキ、コナラ、ミズキなどの落葉広葉

樹が林分を構成し、その間をマダケが繁茂する状態です。林地を構成する樹木は樹高が

高いわりには樹幹が細く、一部にはフユヅタが着生しています。一方、開析谷部分は水

田が公有地化後に侵入した植物の自生地化しており、湿地植生としてのアシ、キショウ

ブ（外来種）などが見られます。
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イ　歴史的調査
（ア）歴史的な経過

①縄文時代まで

旧石器時代の遺跡は、岩槻支台では調査例が少なく、岩槻城跡や真福寺中道南遺跡、

黒谷田端前遺跡などで細石器やナイフ形石器が出土するに留まっていますが、指扇支台、

与野支台、浦和大宮支台、片柳大和田支台、鳩ヶ谷支台では、第二黒色帯とその下層か

ら掻器・削器・彫器等の石器群が出土した明花向遺跡をはじめ、後期旧石器時代の遺跡

が分布しています。

縄文時代を迎えると、鳩ヶ谷支台のえんぎやま遺跡は草創期の数少ない遺跡ですが、

早期には大宮台地の全域に遺跡の分布が広がります。片柳大和田支台の稲荷原遺跡は、

早期前半の「稲荷原式」の標式遺跡です。

縄文時代早期から前期の「縄文海進」期には、台地の縁辺部から開析谷周辺にかけて、

貝塚を伴う集落が形成されます。北宿遺跡、八雲貝塚、篠山遺跡、五味貝戸（指扇）貝

塚などで早期の貝塚が発見されています。前期になると、学史上著名な花積貝塚、黒谷

貝塚、浮谷貝塚、貝崎（深作）貝塚、大谷場（文蔵）貝塚をはじめ、数多くの貝塚が形

成されています。

なお、この時期の貝塚は、中川低地に近い大宮台地東側では主にハイガイ、マガキな

どの鹹水産の貝類から構成され、荒川低地に近い大宮台地西側ではヤマトシジミなどの

汽水産の貝類とハイガイ、マガキなどの鹹水産の貝類とから構成され、貝塚を形成した

遺跡の周辺環境の違いが反映していると考えられています。また、大宮台地の貝塚は住

居跡や土坑などの窪地に貝が堆積している例が大半ですが、大谷場貝塚では崖面に形成

された貝塚も発見されています。

縄文時代前期後半には気候の寒冷化と河川による埋積作用によって海退が進み、貝塚

の減少とともに遺跡数も減少します。中期の中頃からは遺跡数が増加に転じ、後半には

椚谷遺跡、中川稲荷山遺跡、馬場小室山遺跡をはじめ、各地に環状集落が形成されます。

真福寺貝塚周辺では、西原遺跡、新曲輪遺跡、府内三丁目遺跡、黒谷田端前遺跡などが

あります。なお、中期の末から後期の初めにかけて小海進があったとされ、花積貝塚や

椚谷遺跡では貝塚が形成されています。

縄文時代後期には、中期末から

継続する遺跡が多く見られますが、

馬場小室山遺跡、黒谷田端前遺跡

など少数を除けば、多くは後期の

前半で途絶します。そうした中で、

椚谷遺跡では、谷の北岸で中期初

頭から中葉、中期後半、後期前半

という３つの時期の集落が東から

西へと継起し、それと相前後して、

谷の南岸に南方遺跡が形成され、

後期前半から晩期初頭まで継続し

ます。

後期後半から晩期の遺跡はさら

に減少しますが、真福寺貝塚に加

えて上述の馬場小室山遺跡、前窪

遺跡、黒谷田端前遺跡などは晩期

まで継続します。ほかに、裏慈恩
第７図　さいたま市内の主要な遺跡（縄文時代後期から晩期）
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寺遺跡、東北原遺跡、小深作遺跡、氷川神社遺跡、大谷場遺跡、奈良瀬戸遺跡、並木貝

塚などがあります。真福寺貝塚、黒谷田端前遺跡、小深作遺跡、奈良瀬戸遺跡をはじめ、

さいたま市内の遺跡の出土土器は、関東地方における後期後半から晩期前半の土器研究

を進展させる上で、重要な素材となりました。

この時期の貝塚は、裏慈恩寺遺跡、平林寺西遺跡、真福寺貝塚、黒谷田端前遺跡（黒

谷南貝塚）、南方遺跡、並木貝塚などで堀之内式期から安行式期の貝塚が確認されてい

ます。貝の組成はヤマトシジミなど、汽水産のものが主体ですが、ハマグリなどの鹹水

産の貝類も一定量みられ、さらに外洋性の貝類を素材とした貝輪なども出土しています。

晩期まで継続する貝塚は、大宮支台では精進場遺跡（川口市）など、鳩ヶ谷支台南部に

集中します。

また、この時期には、低地における生業の痕跡が市内各地で調査されています。寿能

泥炭層遺跡は大規模な調査例として知られていますが、近年では南鴻沼遺跡や大木戸遺

跡で水場に関わる遺構群が調査されています。ほかに、多数の丸木舟が発見された膝子

遺跡や、晩期の泥炭層遺跡が発見された裏慈恩寺遺跡、奈良瀬戸遺跡などがあります。

そうした中で真福寺貝塚では、既に大正 15 年に泥炭層遺跡の学術調査が行われ、わが

国における泥炭層遺跡調査の嚆矢となりました。

晩期後半を迎えると、散発的に土器が採取される程度となり、遺跡の様相は詳しくは

わからなくなります。そうした中で、岩槻城跡では晩期終末期の遺構群が調査され、白

幡本宿遺跡でも同時期の住居跡が調査されています。ほかに遺物がまとまって出土した

例には、馬場小室山遺跡、大間木内谷遺跡、吉場遺跡などがあります。

②弥生時代から古墳時代

関東地方の縄文時代終末期には、西日本では既に弥生時代を迎えていました。真福寺

貝塚周辺への弥生文化の波及を物語る早い例として、岩槻城跡が挙げられます。岩槻城

跡では、晩期終末に続く弥生時代前期の集落跡が調査されていますが、遺跡数が増加す

るのは中期からです。後期にかけて集落が増加し、集落の周囲に堀を巡らした環濠集落

も見られるようになります。

弥生時代には台地上から低地へと集落域が拡大し、自然堤防上にも集落の広がりが確

認されるようになります。荒川低地の本村遺跡や根切遺跡など、旧入間川によって形成

された自然堤防上にはこの時期の遺跡が数多く形成されています。綾瀬川左岸の自然堤

防上でも後期弥生町式期の底部穿孔土器が発見されています。この土器はこの時代に盛

行した埋葬遺構である方形周溝墓に伴う遺物であり、綾瀬川流域でも沖積地の形成が進

み、自然堤防上に集落の形成が始まっていたことがうかがえます。さらに、古墳時代を

迎えると、綾瀬川左岸の自然堤防上でも尾ケ崎新田深町遺跡や釣上碇遺跡などで集落跡

が調査されています。なお、真福寺貝塚の南約 1.8 ㎞の岩槻支台西縁に位置する横根野

方遺跡では、弥生時代後期（弥生町式）の住居跡から、舟形土製品が出土しています。

③古代以降

古代以降については、広義の行政区画を中心に概観します。古墳時代末期以降、地域

が国や郡（評）に編成されると、大宮台地周辺はおおむね武蔵国に属しました。大宮台

地と近接する荒川低地の主要部は足立郡となりましたが、綾瀬川の左岸は埼玉郡となり

ました。また、市域の元荒川左岸、古隅田川以南は下総国葛飾郡に属したとみられ、さ

いたま市域は２国３郡に亘っていたと考えられます。荒川低地の自然堤防上に位置する

大久保領家遺跡・道場寺院跡や宿宮前遺跡・根切遺跡などは、足立郡衙との関係が推測

される遺跡群です。

中世には、鎌倉と東北地方を結ぶ幹線道である奥大道や、武蔵国府中と奥大道を結ぶ

道が史料に現れ、中世後期には江戸時代につながる村落名も史料に散見されるようにな
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ります。真福寺貝塚では、15 世紀頃の陶器（瀬戸・美濃窯編年の古瀬戸後期）などが出

土しています。また、この時期、岩槻支台の東縁に岩槻（岩付）城が築城され、真福寺

貝塚周辺はその膝下地域となりました。真福寺貝塚の北半分は、「岩付原地」と呼ばれ

る城郭直属の地域となり、畑作を中心とする耕地として開発が進んだとみられます。そ

こは江戸時代には岩槻城に付属する耕地である「東原地」となり、真福寺貝塚の南半分

は真福寺村となりました。

明治維新後、「東原地」は岩槻町に属し、岩槻町大字岩槻字東原となりました。真福

寺村は明治 23 年（1890）、周辺村と合併して柏崎村を構成し、大字真福寺となりました。

昭和８年（1933）～ 12 年に岩槻町、柏崎村それぞれで行われた耕地整理では、町・村

境の整理も行われ、岩槻町大字岩槻字東原の一部が柏崎村大字真福寺に編入されました。

この時期まで、真福寺貝塚で行われた主な発掘調査は岩槻町大字岩槻字東原で行われて

おり、遺跡名が「東原貝塚」と称されることもありましたが、この耕地整理を機に遺跡

の主要部は柏崎村大字真福寺に属することとなりました。

昭和 29 年（1954）、岩槻町・柏崎村は周辺村と合併し、間もなく市制を施行して岩槻

市となり、柏崎村大字真福寺は岩槻市大字真福寺となりました。平成元年（1989）、大

字真福寺の一部から大字岩槻の一部で住居表示が施行され、史跡指定地は城南３丁目と

なりました。平成 13 年（2001）、大宮市・与野市・浦和市が合併してさいたま市が誕生し、

平成 17 年、岩槻市はさいたま市に編入されました。その区域は岩槻区となり、岩槻市

城南３丁目はさいたま市岩槻区城南３丁目となりました。

（イ）真福寺貝塚の調査成果

大宮台地では、日本における考古学の誕生から間もない明治 26 年（1893）には遺跡

の所在が紹介されていますが、真福寺貝塚の紹介はそれよりも遅れ、明治 45 年（1912）

に歴史学者の喜田貞吉が真福寺貝塚を訪れたとの記録が最初です。真福寺貝塚において

発掘調査が行われた記録はさらにその 15 年後の大正 15 年（1926、昭和元年）が最初です。

以後大小の発掘が繰り返されることになります。

真福寺貝塚において行われた調査の概要は『国指定史跡真福寺貝塚総括報告書　第１

集』（文献 55）にまとめられており、それを踏まえて真福寺貝塚の構成と、構成要素ご

とに整理すると、第８図のようになります。

真福寺貝塚は台地上から西側の谷にかけて立地しています。谷際の台地上は、谷際に

標高 10 ｍ前後の谷に向う緩斜面が広がり、その南から東、北を半環状の高まりが取り

巻いています。この高まりの規模は、南北 180 ｍ、東西 120 ｍ程で、高まりの幅は 48

ｍ程度とされています。高まりの最高位はその中央部にあり、おおむね 12.8 ｍ前後です。

また、北・東側に比べて、不明瞭となってはいますが、南西部の谷際にも高まりが続い

ていた可能性があります。これまでに分布が把握されている貝層はほぼ以上の高まりの

範囲に収まり、貝層とともに遺物包含層や遺構群の累積が確認されています。貝層は主

に住居跡や土坑内に廃棄された状態で検出されています。貝層がまとまって形成される

遺構は堀之内式から安行２式頃までですが、住居跡など遺構は安行３ｃ～ｄ式頃まで継

続します。

遺構の状態が詳細に把握されているのは、高まりの北端周辺と中央部に集中していま

す。そこでは住居跡群と土坑（大型の袋状土坑を含む）などからなる居住域が継続して

営まれていたことが明らかです。その範囲からは、埋葬された人骨や、人骨の断片が出

土することもあり、墓が営まれる場合もあったことが窺われます。また、高まりの北端

部分では、複数の石剣や多数の耳飾、亀形土製品などの土製品、焼けた獣骨の集積など

を伴う晩期の大形住居跡が検出されており、集落内の機能配置の点でも注目されます。

いわ つき  はら  ち
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かしわ ざき
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ふくろじょうど  こう
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第１表　昭和 27 年國學院大學発掘調査の出土動物遺体一覧（文献 49）

※ウマやブタは縄文時代より後の時代の掘削により混入した可能性がある

第８図　真福寺貝塚の地形と主要な調査地点
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貝層は汽水産のヤマトシジミが主体で、ハマグリ・カキなどの鹹水産の貝類も含まれ

ています。また、貝の他に、シカ・イノシシ・イヌ・タヌキ等の獣骨や、ボラ・スズキ・

タイ・コイ・フナ等の魚骨、さらにクジラ等が出土しています。また、晩期の遺構から

は製塩土器がまとまって出土する例もあります。

一方、谷の中には未分解の植物遺体からなる泥炭層が厚く形成され、その下部からそ

れに覆われた粘土質土層中に縄文時代晩期の遺物包含層が検出されています。遺物の時

期は主に安行３ｂ・ｃ式で、東北地方の大洞系土器なども伴っています。土器や石器に

第９図　泥炭層遺跡の調査

おお  ぼら
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第 10 図　安行式土器の３区分（山内清男「真福寺貝塚の再吟味」文献 65 掲載図を加工）

安行３式

安行１式 安行２式

加えて、漆塗の櫛や丸木弓、木器未成品などの木製品、クルミ・ドングリ類・ウリ科な

どの植物種実が出土しているほか、杭列なども発見されており、谷内には水場としての

遺構が形成されていたと考えられます。

なお、貝塚部分と泥炭層遺跡とで行われた大正 15 年の大山史前学研究所の発掘調査で

は、貝層部分の出土土器と泥炭層遺跡出土土器とに様相の相違が認められ、前者は真福

寺貝層式、後者は真福寺泥炭層式として設定されました。これを端緒としかつ真福寺貝

塚出土資料を中核的な資料として、縄文時代後期後半から晩期前半の土器型式である安

行式が３区分（安行１式～３式）され、さらに安行３式が３区分（現在は４区分）され

たことは、学史に刻まれた著名な事実です。

以上の他に、縄文時代早期後半野島式土器、前期前半関山式土器、中期前半勝坂式土器、

中期後半加曾利 E 式土器など縄文時代各期の土器や、古墳時代土師器、中世陶器（古瀬

戸後Ⅳ期）など、縄文時代以降の遺物・遺構も確認されており、遺跡内には断続的なが

らも長期にわたる人々の活動の痕跡が残されています。

（ウ）縄文時代の自然環境

真福寺貝塚周辺における古環境の調査には、昭和 61 年度に行われた綾瀬川谷でのボー

リング調査（埼玉県立博物館　1990）と平成７年度に指定地内の泥炭層遺跡（真福寺谷内）

で行われたボーリング調査（文献 44）があります。

昭和 61 年度の調査では、真福寺谷開口部の南南東およそ 900 ｍの綾瀬川谷左岸及びそ

こから台地内に延びる小支谷内において調査が行われ、縄文海進時の古環境の復原が試

みられました。それによると、谷の基底となる洪積層上面標高は -6.89 ｍで、その上位

に厚さ 11.45 ｍの沖積層が形成されていました。沖積層は下部に砂礫層があり、途中に

砂層を介在させつつ貝化石を含むシルト・粘土層が堆積し、その上位に１ｍ程の厚さの

泥炭層が形成され、その上面を表土・盛土層が覆っていました。この内、標高 2.00 ｍ

までのシルト・粘土層では海水生種や汽水生種の珪藻化石の構成比が高く、ここまでが

おお やま   し  ぜん がく けん きゅうしょ

の　じま しき　　　　　　　　 　　　　　　　　　　せき やま しき　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かつ さか
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第 11 図　綾瀬川谷周辺の地質　（文献 40　第 83 図に加筆）

海成層とされました。この海成層上部から検出されたマガキの貝殻の放射性炭素年代測

定では、5,805 ± 70yB.P の年代が示されました。これはほぼ縄文時代中期に相当します。

　最上部のシルト・粘土層では淡水生種の珪藻化石が優占することから、これは海退後

に形成された河成層とされました。小支谷内の泥炭層上部から検出された木片の放射性

炭素年代測定では、1,860±80yB.Pの年代が示されました。これは弥生時代後期に相当し、

その時期までには泥炭層の形成が進んでいたと考えられます。一方、花粉化石分析によ

れば、海成層では樹木花粉が卓越し、コナラ属コナラ亜属が優占しており、周辺には落

葉広葉樹林が形成されていたと考えられます。河成層下部では、イネ科・カヤツリグサ

科など草本花粉が著しく増加し、綾瀬川谷内への草本類の進出が本格化したことが窺わ

れます。樹木花粉ではコナラ属コナラ亜属・コナラ属アカガシ亜属などが優占しますが、

ハンノキ属、トチノキ属も増加し、上部では減少しています。

史跡指定地内の泥炭層遺跡での平成７年度の調査では、４か所のボーリング調査が行

われ、谷の層序、各層の放射性炭素年代測定、珪藻分析、花粉分析、篩別による遺物等

検出などが行われました（調査位置は 19 頁第９図の№ 1 ～ 4））。調査の結果把握された

真福寺谷の基底面（洪積層上面）は平坦ではなく、谷の中心部に向って両岸から傾斜を

帯びていることがわかりました。ボーリング地点ごとに底面標高を示すと、№１：約 4.00

ｍ、№ 2：約 3.45 ｍ、№ 3：約 5.00 ｍ、№ 4：約 5.9 ｍです。この基底面上に有機質の

粘土層が堆積し、その上位を層厚２～３ｍの泥炭層が厚く覆い、さらにその上位に層厚

１ｍの表土層が覆っています。各地点の分析概要を第 12 図に掲げます。

綾瀬川谷における古環境調査と真福寺谷の史跡指定地内での古環境調査とを対比して

みると、真福寺貝塚近傍の綾瀬川谷では、海成層の上面高度は標高２ｍ程度であるのに

対して、真福寺谷では基底面が標高３ｍ以上で、産出する珪藻化石は全て淡水生種です。

真福寺貝塚の集落域には海水の影響は直接は及んでいなかったことが確認されるととも

に、貝層を形成した貝類うち、ヤマトシジミやハマグリ、ハイガイなどの主要なものは、

真福寺谷を下った綾瀬川谷のさらに下流域で採取されたことが想定されます。

花粉化石分析による植生をみてみると、コナラ属コナラ亜属の優占など、大きくは綾

瀬川谷の河成層と真福寺貝塚とは類似した植生環境が想定されますが、真福寺貝塚にお

けるハンノキ属の少なさと、その一方で真福寺貝塚におけるトチノキ属の卓越と晩期の

後の激減は顕著な異同です。トチノキはその種実が縄文人の重要な食料となっていたこ

とが明らかになっています。同じく食料や木材としての利用が明らかにされているクリ

属が一定量を占めていることもあわせ、真福寺貝塚近傍の植生は、真福寺貝塚の人々に
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第 12 図　古環境調査の概要（文献 44）
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より一程度、管理されていたことが想定されます。

（エ）真福寺貝塚の調査成果の評価

以上の調査成果によって、真福寺貝塚の基本的な構成が明らかになりました。真福寺

貝塚は、谷奥に立地し、高まりと谷の水場を伴う環状の集落です。こうした集落の在り

方は、関東地方の縄文時代後晩期における拠点的な集落と共通する集落構成です。また、

貝層や泥炭層遺跡が形成されていることによって、通常の遺跡では保存されない遺物が

良好に保存されており、集落を構成した諸要素が全体として調査されてきたことによっ

て、狩猟・採集には限られない資源利用や生業の様子を把握することができます。

その一方で、真福寺貝塚を総体として把握するには、なおいくつかの課題が残されて

います。これまでの調査の多くは環状の高まりの範囲と谷の中に集中しており、高まり

に囲まれた窪地の中の様子は十分把握されていません。また、調査例が蓄積されている

高まりの範囲内での調査では、調査位置が明確でないものが多く、また特に初期の調査

では遺構や遺物包含層の累積の把握は結果的になされたものが大半です。さらに、貝層

や泥炭層遺跡といった、真福寺貝塚を特徴づける部分でも詳細な調査内容が不明なもの

が多く残されています。調査記録の精査や再調査等により、既往の調査の様子を復原す

る必要があります。遺構の分布状態や時期別の変遷をはじめ、集落の細部の様子にはな

お不明な点が残されています。谷の水場としての利用のあり方やその広がりも未解明で

す。但し、特に包含層が累積した高まりの範囲では、遺構の把握には困難が予想されます。

これまでの泥炭層遺跡での調査でも、湧水と調査区壁の崩壊によって、調査が困難を極

めたことが記録されています。遺跡の本質的価値を正確にとらえるための新たな調査が

必要である一方、安全対策や史跡としての保存に遺漏を生じない調査方法をとる必要が

あります。

さらに、大きな課題として、調査の蓄積とその再整理によって、真福寺貝塚の主要部

分の広がりが、現在の指定地の範囲を大きく超えていることが明らかになりました。真

福寺貝塚を史跡として的確に保存・活用して行くためには、現在の指定地の外側に位置

する重要な部分についても、保存に向けた取組を進める必要があります。

 (4) 社会的調査の結果
　ア　さいたま市の概況

真福寺貝塚があるさいたま市は、埼玉県の南東部に位置しています。東京都心からは

ほぼ 30km 圏です。

さいたま市は、平成 13 年５月に旧浦和・大宮・与野の３市合併により誕生し、平成

15 年４月１日に全国で 13 番目の政令指定都市へと移行しました。さらに、平成 17 年４

月１日の岩槻市との合併を経て、東西 19.6km、南北 19.3km、面積 217.49k ㎡に及ぶ市

域が成立しました。政令指定都市移行と同時に区制が施行され、現在市域は 10 区の行

政区に区分されています。　

平成 28 年２月１日におけるさいたま市の人口は 1,270,834 人で、世帯数は 560,397 世

帯です。人口密度は 5,845 人 /k㎡です。人口・世帯構成は、市外からの転入などが続い

て増加傾向を維持しているものの、高齢化や世帯規模の縮小が並行して進んでいます。

市域の土地利用は、田、畑、山林等の土地利用が年々減少し、一方で、宅地等の土地

利用は増加しています。平成 24 年 10 月 1 日現在、土地利用のうち、優先的かつ計画的

に市街化を図るべき区域である「市街化区域」は 116.98 ㎢（市の総面積の 53.8％）、市

街化を抑制すべき区域である「市街化調整区域」は 100.51 ㎢（市の総面積の 46.2％）です。

市内の事業所数、従業者数についての最新調査年度である平成 21 年の調査結果では、
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事業所数は 43,737 事業所、従業者数は 542,050 人です。市内のすべての事業所を対象

とした平成 13 年と 18 年の調査結果を比較すると、事業所数は平成 13 年調査から平成

18 年にかけて減少傾向で推移していますが、従業者数は逆に増加しています。

平成 22 年国勢調査での就業人口は 585,742 人で、第１次産業就業者は 4,382 人、第

２次産業 108,368 人、第３次産業は 430,826 人です。５年前の平成 17 年国勢調査結果

と比較してみると、就業人口が 1.6％増加、第３次産業では 0.1％増加とほぼ横ばいで

あるのに対して、第１次産業では 23.8％の減少、第２次産業では 11.9％の減少であり、

特に第１次産業に従事する人口割合の減少が著しくなっています。

さいたま市内には、中央部を南北に連絡する新幹線、京浜東北線、宇都宮線、高崎線、

埼京線、埼玉新都市交通（ニューシャトル）、東南部を南北に連絡する埼玉高速鉄道、

南部を東西に連絡する武蔵野線、北部を東西に連絡する川越線、東武野田線等の鉄道各

線を併せて、14 路線 33 駅があります。

また、バス路線も整備されており、民間バス会社 4社により 246 路線（平成 24 年 3 月

末現在）が運行されているほか、コミュニティバスも 6路線（西区、北区、見沼区、桜区、

南区、岩槻区）が運行されています。

さらに、東北自動車道・東京外環自動車道・首都高速道路埼玉大宮線・埼玉新都心線

などの高速道路網には、浦和・岩槻・外環浦和等のインターチェンジが設けられ、高速

道路網や、一般国道 16 号・17 号・122 号・298 号・463 号などの道路網も整備されてい

ます。

さいたま市には、平成 28 年３月１日現在、生涯学習施設として、市立公民館 60 館、

市立図書館 25 館があり、市立及び県立の博物館等も 16 館あります。また、さいたま市

内には、真福寺貝塚を含め、国・県・市指定の文化財 528 件と国登録文化財６件があり

ます。

　イ　真福寺貝塚に関わる法的規制
真福寺貝塚地内に関わる法的規制等には次のようなものがあります。

（ア）文化財保護法（昭和 25 年５月 30 日法律第 214 号）

真福寺貝塚は昭和 50 年７月 19 日に文部省告示第 120 号により国指定記念物（史跡）

に指定されました（平成２年と平成 14 年に追加指定）。史跡指定範囲内は、文化財保護

法により現状を変更する行為等が規制されています（第 125 条）。なお、史跡指定範囲

の周囲は文化財保護法における周知の埋蔵文化財包蔵地となっており（埼玉県遺跡番号

77 － 054）、建築・土木工事などの土地の掘削を伴う行為を行うときには、工事前の通知・

届出が義務づけられており、埋蔵文化財の保存のための措置を講じる必要があります。

（イ）都市計画法（昭和 43 年６月 15 日法律第 100 号）

真福寺貝塚の史跡指定地は都市計画法による市街化区域と市街化調整区域の境界付近

にあたっています。現在の指定地の大半とその北及び西側は市街化区域に含まれており、

用途地域としては第一種低層住居専用地域に指定されています。指定地東端の平成 14

年追加指定地と指定地の東側及び南側は、市街化調整区域に指定されています。市街化

調整区域では、都市計画法の開発許可適用除外の建物か、都市計画法に基づく開発許可

等を受けたもの以外の建物は建築できないなどの行為が制限されています。

（ウ）農地法（昭和 27 年７月 15 日法律第 229 号）

農地又は採草放牧地（第２条第１項）について、所有権を移転する場合または農地以
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第 13 図　都市計画区分図

：史跡指定範囲

：今後保存が必要となる範囲

：第 1種低層住居専用地域

：市街化調整区域 0　　　　　　　      50m

外の用途に転用する場合には農業委員会の許可を受けなければならないとされています

（４ha を超える場合には農林水産大臣の許可）。真福寺貝塚の史跡指定地と近接範囲には

一部農地が所在しています。

（エ）さいたま市屋外広告物条例（平成 14 年 12 月 26 日条例第 109 号）

さいたま市屋外広告物条例では、文化財保護法等により史跡等に指定された地域は屋

外広告物の「禁止区域」とされています（第３条）。但し、法令の規定により表示する

広告物、自家広告物など、適用除外となるものもあります（第７条）。
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第 14 図　土地所有区分図

：史跡指定範囲

：公有地

0　　　　　　　      50m

（5）指定地の状況　　　　　　　　　　　　　　　
　①　土地所有

史跡真福寺貝塚の史跡指定地は 93％が公有地化され、保護されています。

　②　土地利用
土地の利用状況は、およそ 45％が雑種地、28％が畑、11％が山林、11％が原野、5％

が宅地、他に道路や水路となっています。

　③　管理団体
史跡指定当初の管理団体は岩槻市でしたが、市町村合併により平成 17 年度よりさいた

ま市が管理団体となっています。
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第 15 図　土地地目区分図

：史跡指定範囲

：雑種地

：畑

：宅地

：山林

：原野

0　　　　　　　      50m

第 16 図　土地利用区分図

：史跡指定範囲

：草地

：畑

：沼地

：樹林地

：空地

：道路

：水路

0　　　　　　　      50m



真福寺貝塚　土地一覧　公有地化年度順（公有地化率付）

公簿 実測

城南三丁目    923-1 雑種地 284.00 さいたま市(昭50)

城南三丁目    923-2 雑種地 180.00 さいたま市(昭50)

城南三丁目  938 雑種地 271.00 さいたま市(昭50)

城南三丁目    939-1 畑 190.00 さいたま市(昭61)

城南三丁目    939-2 畑 199.00 199.37 さいたま市(平03)

城南三丁目    939-3 畑 37.00 36.95 個人

城南三丁目  940 雑種地 1,236.00 さいたま市(昭50)

城南三丁目  949 畑 671.00 675.50 さいたま市(平12)

城南三丁目    972-1 畑 862.00 850.85 さいたま市(平18)

城南三丁目    972-2 宅地 331.33 345.55 さいたま市(平19)

城南三丁目  998 雑種地 991.00 さいたま市(昭50)

城南三丁目  999 雑種地 991.00 さいたま市(昭50)

城南三丁目 1021 雑種地 783.00 さいたま市(昭50)

城南三丁目   1022-1 畑 345.00 345.70 さいたま市(平05)

城南三丁目   1022-2 雑種地 570.00 570.00 さいたま市(昭63)

城南三丁目   1041-1 原野 262.00 254.70 さいたま市(平04)

城南三丁目 1042 畑 573.00 572.98 個人

城南三丁目   1043-1 畑 357.00 357.00 さいたま市(平01)

城南三丁目   1043-2 宅地 343.48 343.49 さいたま市(平10)

城南三丁目   1044-1 原野 1,809.00 1810.66 さいたま市(平13)

城南三丁目   1044-2 畑 721.00 721.02 さいたま市(平02)

城南三丁目   1045-1 畑 569.00 601.06 個人

城南三丁目   1046-1 雑種地 293.00 さいたま市(昭50)

城南三丁目   1047-1 雑種地 98.00 さいたま市(昭50)

城南三丁目   1047-3 雑種地 13.00 さいたま市(昭50)

城南三丁目   1048-1 雑種地 409.00 さいたま市(昭50)

城南三丁目   1048-3 雑種地 3.30 さいたま市(昭50)

城南三丁目 1049 雑種地 158.00 さいたま市(昭50)

城南三丁目 1050 雑種地 109.00 さいたま市(昭50)

城南三丁目 1051 雑種地 426.00 さいたま市(昭50)

城南三丁目   1053-4 宅地 198.00 198.45 さいたま市(平15)

城南三丁目 1055 雑種地 442.00 さいたま市(昭50)

城南三丁目 1067 雑種地 244.00 さいたま市(昭50)

城南三丁目 1068 畑 604.00 644.93 さいたま市(平09)

城南三丁目 1075 山林 400.00 400.00 さいたま市(昭63)

城南三丁目 1076 雑種地 730.00 さいたま市(昭50)

城南三丁目 1077 山林 565.00 475.66 さいたま市(平24)

城南三丁目 1078 山林 49.00 49.79 さいたま市(平24)

城南三丁目 1079 山林 482.00 519.89 さいたま市(平24)

城南三丁目 1080 山林 604.00 719.21 さいたま市(平24)

合計 18,403.11 10692.76

所有者
（　）内は公有地化年度

土　地 地目
面積（㎡）
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第２表　土地所有・土地利用一覧


