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　その結果，弥生時代から古墳時代の集団墓地が発見されました。墓は，高さ１ｍ以上の板状立石

のまわりにつくられていると考えられます。また，墓に副葬した，あるいは供えられたと思われる

多くの壺や鉄器なども出土しています。

　今回発見された立石土坑墓は，成川遺跡（指宿市山川），松之尾遺跡（枕崎市）に次ぐ３例目に
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学ぶ・深める・活用する　～考古学の世界～学ぶ・深める・活用する　～考古学の世界～
　こう　　　こ　　　がく

　埋蔵文化財センターや発掘現場では，７月から８月にかけて，児童・生徒や教員，市町村教育委

員会職員を対象に，多くの体験活動や研修を行いました。

　新任の教員や，市町村教育委員会職員を対象にした，考古
学の入門講座です。見学や体験活動を通して，埋蔵文化財保
護行政についての理解を深めることができました。 

フレッシュ研修，埋蔵文化
財専門職員養成初級講座
フレッシュ研修，埋蔵文化
財専門職員養成初級講座

　小中学校・高校・特別支援学校で，10年以上の経験をつんだ教員
向けの研修です。文化財を活用した授業の報告では，各校の取組や
課題についての意見が多く出され，充実した研修になりました。

パワーアップ研修パワーアップ研修

　市町村の埋蔵文化財専門職員のための中級講座です。報告書
作成のための，より専門的な研修が実施されました。また，全
体討論が実施され，情報交換が積極的に行われました。

埋蔵文化財専門職員養成
中級講座
埋蔵文化財専門職員養成
中級講座
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遺跡見学をしてみませんか？
みる・しる・感動！

　当センターでは，県内各地で遺跡の発掘調査を行っています。各遺跡で
は，団体・個人を問わず発掘見学をいつでも受け入れています。詳細は，
各発掘調査事務所へお問い合わせください。ここに紹介している遺跡以外
の情報については，当センターまで直接お問い合わせください。

日本最古の落とし穴群（空中撮影）日本最古の落とし穴群（空中撮影）鍬出土状況（上部の山鍬は現代のもの）鍬出土状況（上部の山鍬は現代のもの）壷出土状況壷出土状況

弥生土器出土状況弥生土器出土状況石鏃石斧，石錘と石鏃

①　縄文時代後期から晩期の土器・
　石器。特に石器は，石斧，石錘・
　磨製穿孔具など種類が豊富。
②　平成19年12月下旬まで
③　0995-22-6344

①　古墳時代の立石土坑墓と見ら
　れる遺構や遺物多数（板石14基
　完形土器170個など）。
②　平成19年12月下旬まで
③　0993-24-5805

①　縄文時代早期の集石や石鏃の
　ほか，中期から後期にかけての
　落とし穴など。
②　平成20年３月中旬まで
③　0994-84-1988

①　弥生時代の竪穴住居跡や土器・
　石器，縄文時代早期の集石，土
　器・石器など。
②　平成20年３月中旬まで
③　0994-78-2445

凡例　①主な遺構や遺物　　②調査予定期間　　③連絡先

①　主に古墳時代の成川式土器，
　須恵器のほか，鍬などの木製品
　も良好な保存状態で出土。
②　平成20年２月下旬まで
③　0993-77-1150

①　昨年度の調査で国内最古の落
　とし穴発見。今年度は，南側へ
　範囲を拡張して調査。
②　平成19年12月下旬まで
③　0997-27-9737

天神段・野方前段遺跡
てん じん  だん   ・   の   がた  まえ  だん

宮ヶ原遺跡
みや　が　はら

下ノ原Ｂ遺跡
しも　の　はら

南摺ヶ浜遺跡
みなみ すり  が   はま

大津保畑遺跡
おお   つ    ぼ   ばた 

中津野遺跡
なか   つ   の

　　　　　　　　　　　　　　 じょうもん                                  ばん  き

                                                                         いし おの       せき  すい

                       　ま  せい  せん こう   ぐ                                 ほう ふ

　　　　　　　　　　　　　　                                                    せき  ぞく 　　　　　　　　　　　　　　                  たて  あな

　　　　　　　　　　　　　　                  かくちょう

　　　　　　　　　　　　　　                   くわ                  

南摺ヶ浜遺跡

至 鹿児島

JR指宿駅

至 山川至 開聞

226
中津野遺跡270

20
至 加世田

至 吹上

至 谷山

南さつま市
金峰支所

金峰中

下ノ原Ｂ遺跡
267

404

至 宮之城

至 大口

曽木の滝

川内川

照日神社
荒佐

天神段・野方前段遺跡

269

至 鹿屋

至 岩川

64
504

269
513

516

495

521

71

月野

63

宮ヶ原遺跡
至 鹿屋

至 牧之原 至 末吉

岩川

仏山

恒吉
投谷八幡

百引

至 鹿屋

大津保畑遺跡

大ソテツ

至 西之表

至 南種子

58
坂井

南界小

郵便局
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昔の南九州の墓ってどんなの？

地下式横穴墓

地下式板石積石室墓

地下式横穴墓

地下式板石積石室墓

南摺ヶ浜遺跡の立石土坑墓

　南摺ヶ浜遺跡で集団墓(立石土坑墓)が発見され注目を集めて
います。そこで，当時の南九州独特の墓について紹介します。
　弥生時代～古墳時代の南九州では，高塚古墳のほかに「地下
式横穴墓」と「地下式板石積石室墓」，「立石土坑墓」などの
墓制があります。この３つの墓制について説明します。

　地表から深さ約２ｍの竪穴を掘りその最

下部から横方向に掘り進み羨道（竪穴から

玄室へ向かう道），玄室（棺・遺体を納め

る部屋）を設けるもので，大隅半島と大口・

伊佐，姶良北部に見られます。副葬品（死

者と共に埋葬されるもの）には武具や馬具

のほか，土師器や須恵器もあります。

   深さ約１ｍの竪穴を掘り，扁平な板

石で方形や円形の石室をつくり，その

中に遺体と剣や鏃などの副葬品を納め，

天井は板石で魚の鱗のように積み上げ

て，ドーム状に屋根を覆い，部屋をつ

くるもので，主に人吉盆地・川内川流

域で発見されています。副葬品は，ほ

とんどが鉄製の武具です。

　遺体を納める施設の一角に

板状の石を立てたもので，指

宿市の南摺ヶ浜遺跡では，立

石の周りに壷などが供えられ，

その下に埋葬施設(土坑墓)が

つくられています。指宿市の

成川遺跡や枕崎市の松之尾遺

跡で発見されています。

地下式板石積石室墓の模式図 石室の葺石（大口市平田１２７号地下式板石積石室墓）

葺 石

石 室

南九州の墓の分布図

←立 石

←供献土器

遺　体
↓土坑墓→

地下式横穴墓の模式図

玄 室

羨 道

竪
穴

高塚古墳

地下式板石積石室墓

地下式横穴墓

立石土坑墓

立石土坑墓の想像図

立石土坑墓

湧水町馬場地下式横穴１号墓

どくとく
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アカホヤ火山灰

縄文時代早期該当層

表層

人骨

ゆうすい

↑↑
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   日本最古の落とし穴
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TEL 0995-48-5811・FAX 0995-48-5820
    E-mail:maibun@jomon-no-mori.jp

　「大津保畑遺跡落とし穴シンポジウム」開催！「大津保畑遺跡落とし穴シンポジウム」開催！
　 　～今，よみがえる３万年前の種子島～

１　日　時：平成19年10月27日（土）13時～16時

２　場　所：中種子町文化会館「種子島こり～な」

３　主　催：鹿児島県，鹿児島県教育委員会

４　共　催：中種子町，中種子町教育委員会

５　後　援：西之表市教育委員会　南種子町教育委員会　　　　　

    昨年度の現地説明会の様子(根木原遺跡) 

地域が育む「かごしまの教育」県民週間  ～関連行事の紹介～
　本センターでは「かごしまの教育」県民週間に伴い，下記の行事を行う予定です。詳細につ
きましては，お問い合わせください。

　当センターでは，国道58号改良事業に伴い，中種子町坂井で大津保畑遺跡の発掘調査を行
いました。調査の結果，約3万年前の落とし穴（獲物を獲るための罠）が発見され，日本最古
のものであることが分かりました。大津保畑遺跡は，新たに建設する道路の下になりますが，
今後の研究や活用に備えるため記録保存となります。
　そこで，日本で最初に落とし穴による狩猟を行っ
た種子島の先史・古代のロマンについて語り合う場
として，このたびシンポジウムを開催することにな
りました。
　当日は，日本旧石器学会会長の稲田孝司岡山大大
学院教授らを迎え，「3万年前の種子島」についての
基調報告とシンポジウムを行います。
　入場料は無料で，どなたでも参加できますので，
皆様，ぜひお越しください。

  当センターの見学は，土曜・日曜・祝日・年末
年始を除き，毎日午前９時～午後５時まで，入館
料は無料です。お近くにお越しの節はぜひお立ち
寄りください。
　なお，センターのホームページは，上野原縄文
の森(http://www.jomon-no-mori.jp)からお入りく
ださい。

行事名 内　　　容
大津保畑遺跡 10月27日（土）

10:30～11:30現地説明会
（中種子町）

10月28日（日）
9:00～12:00

下ノ原Ｂ遺跡 11月10日（土）
現地説明会

1回目 10:00～12:00

（大口市）

2回目 14:00～16:00

1回目 10:00～12:00
2回目 14:00～16:00

土木の日 11月10日（土）
フェスタ

（鹿屋市）
宮ヶ原遺跡 11月17日（土）
現地説明会

（曽於市）

日　　　時

終日開催

・ 落とし穴シンポジウム開催　　
　（詳細は上記参照）

・ 日本最古の落とし穴の説明会開催

　の生活体験ほか
　土している状況の説明会及び古代
　　縄文時代・古墳時代の遺物が出

　示，古代の生活体験ほか
　関連の遺跡の紹介，出土遺物の展
　　鹿屋バイパス・東九州自動車道

　活動ほか
　状況の説明会及び発掘などの体験
　　縄文時代の遺物が出土している
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