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序  文 
 
 
 
昨年度、奄美が日本復帰をはたして 50 年目の節目の年をむかえました。本町でも様々

な復帰関連の行事を行いましたが、日本復帰をはたした当時と比べてみると、社会構造の

急激な変化には、目をみはるものがあります。本町でも、住宅造成や公共事業の件数が増

加してきています。町民の生活が飛躍的に改善されていく中で、開発事業と文化財保護の

調整が必要となる事例が増加してまいりました。 
 そのような事情から、瀬戸内町では、平成 15 年度より独自に町内の遺跡詳細分布調査

を実施してまいりました。調査の結果、瀬戸内町にも多くの埋蔵文化財が存在している事

実が解りました。本町の埋もれた歴史が解明されることにより、町民全体が地域の歴史・

文化に対する理解を深めていただく事を期待しております。また、開発事業と埋蔵文化財

保護をめぐる事前調整を円滑に進めていくため、本書が文化財保護における基礎資料とし

て各関係機関で活用されるよう念願いたしております。 
今回の詳細分布調査報告書は、埋蔵文化財だけでなく民俗学・近代史の面でも充実して

おり、多方面の研究者の方に本書の活用が期待されます。近代史の面では、近代化遺産の

分布図を記載してあります。瀬戸内町には、近代化遺産が良好に残っていることが知られ

ておりますが、平成 17 年度は戦後 60 周年ということもあり、文化財の分布調査に戦争遺

跡も含めて調査を行う予定でおります。 
文末ではありますが、御指導いただいた鹿児島県教育庁文化財課の先生方、調査指導を

していただきました琉球大学法文学部教授の池田榮史先生、名瀬市教育委員会の高梨修先

生、助言・協力をしていただきました関係者の皆様に対して、衷心より厚く御礼申し上げ

ます。 
 
 

平成 17 年 3 月 
 

瀬戸内町教育委員会  

教育長 徳永 敬次  
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例  言 
 
１ 本書は、瀬戸内町教育委員会が、平成１５（２００３）年度から実施継続している「瀬

戸内町遺跡詳細分布調査」の調査成果に関する正式報告である。 
 
２ 当該分布調査は、瀬戸内町教育委員会が独自に実施継続しているものである。 
 
３ 本書で使用した地形図は、瀬戸内町所有のものを複製転用したものである。 
 
４ 瀬戸内町は、集落数が多く、集落規模に差があるため、各集落別に遺跡所在箇所を示

している周辺地形図の縮尺は、統一されていない。 
 
５ 遺跡分布図は、遺跡の範囲を確認しやすいように実線で引いたが、これは表面採集調

査で確認された範囲であり、実際の発掘調査などによりその範囲が変動する可能性があ

る。また、未調査地区も存在するため、開発事業については遺跡範囲内外にかかわらず

調整が必要である。 
 
６ 本書の編集は、鼎丈太郎（瀬戸内町教育委員会嘱託員）が担当した。本書の執筆は、

主として鼎丈太郎が担当したが、第４章第６節の既刊文献より作成した軍事施設・配備

部隊一覧作成は河津梨絵（瀬戸内町教育委員会臨時職員）が、第５章第１節の遺物散布

地の民俗空間の箇所は、町健次郎（瀬戸内町教育委員会）が執筆した。 
 
７ 本書における写真撮影は主として鼎が担当した、挿図作成は主として鼎が担当したが、

第４章第６節の既刊文献より作成した軍事施設・配備部隊一覧の挿図は、河津が担当し、

第５章第１節の遺物散布地の民俗空間の写真及び挿図は、町が担当した。 
 
８ 分布調査および報告書作成に際して、池田榮史氏（琉球大学法文学部教授）、髙梨修氏

（名瀬市教育委員会）、池村茂氏（徳之島町文化財保護審議会委員、工房海彩代表）、前

田芳之氏（瀬戸内町文化財保護審議会会長）、清さつき氏（名瀬市教育委員会嘱託員）、

上田伊津夫（諸鈍シバヤ芸能保存会会長）の指導、助言・協力をいただいた。 
 
９ 瀬戸内町内の埋蔵文化財包蔵地ならびに他の文化財の保護・保存については瀬戸内町

教育委員会で対応している。諸開発事業（公共・個人）を計画する場合、事前に瀬戸内

町教育委員会へ文化財の有無についての確認が必要である。 
 
10 当該分布調査に係わる調査記録や採集遺物等の一切は、瀬戸内町立図書館・郷土館（瀬

戸内町教育委員会）で保管されている。 
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139 諸鈍トクハマ遺跡採集資料 

140 諸鈍トクハマ遺跡採集資料 

141 諸鈍城跡遠景 

142 諸鈍城跡調査風景（ファームテ） 

143 諸鈍城跡調査風景 

144 諸鈍城跡調査風景 

145 諸鈍クリ遺跡遠景 

146 諸鈍クリ遺跡遺物散布地（大屯神社） 

147 諸鈍クリ遺跡採集資料 

148 諸鈍カネク遺跡遠景 

149 諸鈍カネク遺跡遺物散布地（旧家林家） 

150 諸鈍カネク遺跡遺物散布地（ミャー） 

151 諸鈍カネク遺跡採集資料 

152 諸鈍サト遺跡遺物散布地 

153 諸鈍サト遺跡採集資料 

154 野見山オオサト遺跡遠景 

155 野見山オオサト遺跡遺物散布地 

156 野見山オオサト遺跡採集資料 



157 秋徳集落遺跡遺物散布地 

158 秋徳集落遺跡採集資料 

159 請阿室集落遺跡遠景 

160 請阿室集落遺跡遺物散布地 

161 請阿室集落遺跡採集資料 

162 請阿室集落遺跡採集資料（ゴホウラ） 

163 琉球大学地学巡検（チャート露出地点） 

164 文化財保護審議会大山調査風景 

165 池地アガンマ遺跡遺物散布地 

166 池地集落伝世品（郷土館所蔵） 

167 池地アガンマ遺跡採集資料（ゴホウラ） 

168 池地アガンマ遺跡採集資料 

169 池地オーコーバリ遺跡遺物散布地 

170 池地オーコーバリ遺跡遺物散布地 

171 池地オーコーバリ遺跡遺物散布地 

172 与路集落遺跡遠景 

173 与路集落遺跡遺物散布地 

174 与路集落遺跡採集資料 

175 与路集落遺跡採集資料 

176 与路集落遺跡採集資料（ゴホウラ） 

177 武名のミャー 

178 武名のシマゴスガナシ 

179 嘉入のトネヤ 

180 三浦のアシャゲ 

181 須子茂の神道 

182 須子茂の神山（中央の小高い山） 

183 阿多地の浜辺 

184 俵のゥボツガナシ 

185 伊是名 宗家の庭の神アサギ（仲田） 

186 伊是名 宗家の庭の神アサギ（勢理客） 

187 名瀬市小湊「マー」の広場（隣接する中央

宅地が「按司屋敷」） 

188 手安のオドン 
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