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〝代々木八幡住居址の発掘作業と発掘された土器の破片〟
約4千年前の住居址が見事に発掘さ

れその当時の床面が序々に1950年の日

の光に照らされて来ている。竹べらで

丹念に黒土を除けると埋つている土器

が顔を出す。しかしみんな底がない。
土器を埋めて食物の貯蔵所にしたり又

器をのせる台にでもしたのではなかろ

うか？

手前に見える土器の大きな破片は明

らかに加曽利E式のもので模様と模様

の間には泥の中から縄文がはつきり見

える。写真には見えないが石器もたく
さん出て来ている。区では此の住居趾

をそつくりそのまま復元して残したい

と計画中であるが、ただ新聞紙上に発
表になつてから、心ない見学者達のた
めに遺跡の中に立入られたりその辺を

掘りかえされたりして現場が荒らされ

るので困つている。公徳心に訴えで御

協力を願う次第である。



お米屋さんの
登録が始ります

今回いよいよ公団が廃止されること

になりお米屋さんの登録制が実施され

ることになつた。お米屋さんになりた

い人は規定の設備を設け都知事の認可

を受けることによつて3月1日から、お

米屋さんを開業することができるので

ある。

区民の皆さんはこのお米屋として都

知事に申請（立候補）した店舗に明
年1月15日から22日迄の間に自分の希

望する店舗へ次の要領で登録し3月1日
からはその登録したお米屋さんから主

食の配給を受けることになる。若し登
録した店舗が規定の登録定数に達しな
いで不合格になつた場合は、後日他の

合格店舗といつしよになることとなつ
ている。

1．入場券と登録まづ登録前に、皆
さんの手許に市区町村長の印が押して
ある入場券を御渡しするからこの入場
券に世帯人員と世帯主名を記入、捺印

し出張所に提出する。すぐ照合を受け

て区長の設置した『登録所（各出張所

単位に設置する）』に備付けの登録台

帳へ自分がこんど買いつけにしようと

思う登録申請者名（米屋名）が記載し

てある登録台帳〓「世帯主又は受配責
任者」の住所氏名を記入捺印すること

で登録したことになるのである。

登録した店舗と消費者との結びつき

は1ケ年間である。

1．工場事業用労務加配関係

工場事業用労務加配主要食糧の消費

者は明年1月10日までに区長（区経済

課）に申出て、同じく市区町村長印が

押してある工場事業場用入場券の交付

を受け裏面に工場事業場名と受配者総

人員数を記入し受配代表責任者の記名

捺印をした後、所轄の労働基準監督署

の証明を受け前記期間内に同じ方法で

登録する。

議会レポート
12月1日土木建築委員会

舗装道路に関する件

12月1日同友倶楽部総会
社会党総会

12月5日総務委員会
昭和24年度東京都渋谷区歳入歳出
決算に関する件

東京都渋谷区議会図書室運営規程
に関する件

東京都渋谷区議会事務局長書記の

給料等に関する条例中改正の件

12月11日文化委員会

11日土木建築委員会

12月12日教育委員会

12月13日厚生総務委員会

12月15日定例区議会

日程第1議員提出議案第8号

東京都渋谷区議会事務局長と書記の
給料等に関する条例中改正の件

日程第2議員提出議案第9号

東京都渋谷区議会図書室運営規程制

定の件

日程第3議案第37号

東京都渋谷区長等の給料等に関する

条例中改正の件

日程第4議案第38号

渋谷区選挙管理委員の報酬と費用弁

償条例中改正の件

日程第5議案第39号

東京都渋谷区議会の調査や公聴会に

出頭した者の費用弁償条例中改正の件
日程第6議案第40号

東京都渋谷区監査委員条例中改正の件

日程第7議案第41号

東京都渋谷区営浴場条例中改正の件

日程第8議案第42号

東京都渋谷区立公園条例中改正の件
日程第9議案第43号

工事請負契約締結の件

日程第10

昭和24年度東京都渋谷区歳入歳出決

算認定の件

選挙管理委員長の改選

当区選挙管理委員会委員長の任期は

今回終了となつたので11月29日改選を

行い、その結果同日付で次のように決

定した。

小松崎信選挙管理委員会委員長

松本孝二同副委員長

建築士制度の制定まで
こんどわが国で始めて建築物の設計

や工事監理を司さどる技術者の免許登

録制が施行されることになりこれを建
築士法という。本法の特色は技術的な

資格検定を主眼として構成されている

ことと建築士を1級建築士と2級建築

士の2階級に区分したことである。

わが国は木造建築については長い歴

史と伝統を持つているため木造建築物

の設計、工法、材料については貴重な

技能を有する者が多いが木構造以外の

建築特に鉄筋コンクリート構造等の近

代的大建築或は多人数の使用に供する

特殊の建築物については歴史も新しく

設計技術者の数も少いのである。近代

的な大建築物は近代的な構造工学、衛

生工学その他特殊の知識や技能を必要
とするので一般木造建築の設計技術者

と別個にし前者を1級建築士後者を2級

建築士として取扱うことになつた。
申請の受付期日は第1次は12月25日

まで第2次は26年4月1日から30日まで

で、第1次に申請した方は第2次に申請

することは出来ない。選考申請資格の

ある方で希望の方は申請用紙に必要事
項を記入し履歴書を添えて都建築局へ

提出して下さい。

粉食券は
麦製品クーポンに変更
明年1月1日より実施

主要食糧である麦製品の品質向上を

図ると共に消費者のし好に合った配給
を行うため、粉食券に代る麦製品のク

ーポン（主要食糧選択購入切符）制が

明年1月1日から実施されることとなつ
た。

◎クーポンで配給する品目は次の麦製

品である。

パン生めん及びゆでめん乾めん

類小麦粉精麦

◎クーポンの交付を受ける者

消費世帯用主要食糧購入通帳や生産世
帯用主要食糧購入通帳で主要食糧の配

給を受けている者

◎クーポンの種類

クーポンは原則として1食券（130瓦）

3食券（390瓦）6食券（780瓦）の3種
類となつている。

◎クーポンの交付時期

区長は毎年3月31日、6月30日、9月30日

12月31日までにそれぞれ4半期分のク

ーポンを消費者に交付する。

◎クーポンの使用方法

消費者が乾めん類、小麦粉、精麦を買
いたい時はこのクーポンで小売販売業

者用（お米屋さん）から購入する。又
パンを買いたい時はパン製造販売業者

から自由に購入する。

ゆでめん等を買いたい時はめん小売販

売業者から購入する。

◎クーポンの有効期限

クーポンの有効期限は第4半期の始つ

た日から数えて4ケ月とする。

渋谷税務事務所の
建設敷地きまる

渋谷区内の都税一切の事務を扱う税

務事務所は去る8月開設以来、区役所

庁舎の一部と水道営業所の一部を借り

て事務をとつているが、この程敷地が

区役所西側の北谷町50番地に決定した

工事は福岡組が請負いすでに整地工事

に着手している。竣工は来年3月頃と
なるであろう。



遺跡、古代住居址の発堀
本年5月から当区では渋谷区史編さ

ん事業を行つているが、その事業の一

環として遺跡の発掘を計画したのであ

るが幸いに代々木本町にある代々木八
幡神社境内で住居址の発掘に成功した

遺跡の探査や発掘については、どうし

て分るのか？どうやつて掘るのか？等
というのか大方の疑問であるらしく以

下大体の説明を行つてみる。

◇遺跡の探査

（イ）3千年も4千年もの前の遺跡のある

場所は東京地方では大体ローム層台地
の上にあるからその様な台地の上を探

す。

（ロ）台地の上に土器や石器または貝塚
の貝が露出している所が見つかれば、

そこに遺跡があることが解る。

（ハ）代々木八幡の遺跡の場合は地表面
に土器や石器の散布が少なかつたが神

社の工事の時等に土器石器が多く出て
いたことが解つた。

（ニ）そこでどの辺が遺跡の中心である

かを調べるために先づ細い鉄の棒でボ

ーリングすると土器にボーリング棒が
あたつてどの辺に土器が多いかが解り

また表面の黒土が深いか浅いかによつ

て竪穴がある可能性の多い個所を知る

ことが出来る。

（ホ）この様に遺跡の中心が分り遺物の

多い所が知れるとそこにトレンチと称
する溝を何本も掘る。

（ヘ）その溝から土器や石器が出土しま

たローム層と呼ぶ赤土の面にそつて掘
りさらうとローム層が急に落ち込んで

いる所に当る場合がある。

◇竪穴住居趾の発掘

（イ）前の（ヘ）の様な場合、一応住居趾が

あるらしいと推定するのであるが、代

々木八幡では丁度住居址の炉の所にト

レンチが通つたため今の土間の様にデ

コボコした堅いロームの面とまた周壁

と炉の焼土が発見されたために住居址
があることが判然とした。

（ロ）そこで更に住居址の範囲を知るた

めに十文字にトレンチを何本か入れる

大体の住居址のプランが分るからその

範囲の黒土を掘り上げて赤土の面即ち

住居址の床面を出す。

（ハ）一応掘り上げた所でこんどは床面

を清掃すると更に床面にいくつもの黒

土の落込みが見つかる。その黒土の落

込みをきれいに掘上げると柱穴が出て
くる訳である。

郷土史の模範授業

区教育会中学部会では社会科の研究

教授を12月6日外苑中学校の2年1組、

3年4組、3年5組で行つた。

3年4組は社会科地理でわれわれの生

活費の問題を取りあげ民主的社会にお
いて経済生活はどのように営まれ且つ

協力したらよいか？というテーマとし

生徒の家庭を中心として消費生活の具

体的な検討を行い3年5組はわれわれの
生活と内閣を題目として公民的な内容
を持つた学習を行つた。

2年1組は生徒に最も近い環境から国

史を理解さすべく戦後初めての試みと
して郷土史を取りあげ今回は武士のお

こりを課題とし

た。此の授業で

生徒学習班によ

る渋谷の歴史は
中々活発で注目

の的であつた。

国大樋口教授

文理大教授、都

区指導主事等多
数参観し総合的

な合評を行つた

青少年の福祉をはかる

協議会開催

最近とみに青少年の不良化や犯罪が
増加して社会の重大問題となつている
がこの根本原因を追求し青少年の福祉
を図ろうと11月28日午後1時半から区
役所第1会議室で児童福祉委員、民生

常務委員、司法保護司、児童福祉司、
各小中学校福祉担当者、警察署少年係
都、区関係職員等多数出席して児童福
祉研究協議会が開催された。
この協議会では

1．福祉法の徹底

2．児童の校外生活の指導について

3．地区における関係機関の連絡
4．問題児童の個別指導

が議題となつたが、問題をつきつめ

て行くと社会政策の貧困となつて青少
年が不良化することが多いようである

子供だけが責められない、結局大人も

反省しなくてはならないという結論も
出たりした。

区民軟式庭球大会

大向、大和田、猿楽各小学校で12月

9日、10日の両日にわたつて区民の軟式
庭球大会を行つた。

区が主催で区体育会が後援し試合は

ダブルスと個人戦が行われ、区内に在

勤したり在住したりしている人々が多
数参加した。熱戦の結果次のチームが

優勝し1位から3位までには賞品として
ラケツトが贈られた。

1位猿楽クラブ
{
福田嘉四郎
橋本貞夫

2位〝
｛

村田敏彦
野口信正

3位交通局
{稲葉信雄
八尋倹作

柱穴の状態

A――黒土の落こみ
B――ローム層
C――床面

Aトレンチの断面

Bトレンチの断面

A．Bの点線内――トレンチ
C――――――焼土
D――――――〓壁
E――――――黒土

F――――――ローム層
円は居住趾の形を示す

（写真は郷土史

を授業中の所）



代々木八幡の石器時代住居址
渋谷昔ばなし（其28） 樋口清之

区内丘陵上は早く海底から隆起して

石器時代人の集落が方々に営まれたこ

とは前に申し上げましたが、代々木八

幡宮の境内もその代表的な遺跡の一で
あります。大体渋谷区内の石器時代は

縄文式土器文化の中期にはじまるのが

普通で．又その時期が極盛期でもある

のですが、代々木八幡遺跡からは従来

多数の中期土器（主に加曽利E式）に
混じて、前期の関山式土器と呼ばれる
胎土の中に植物せんいを混ぜた古い様

式のものも出て、我渋谷文化開始の上
限を示す貴重な資料となつていました
今夏上原中学校の若林先生等が調査せ

られた時に、多くの土器片と石斧石鏃

等と共に、その発掘溝の1部に、住居
址の床と思われる堅い部分があり、あ

るいは完全な住居址があるのではない

かと思われました。これを機会に区史

編さん委員会の永峰氏等が附近をボー
リングして、ほゞその存在を確めまし

たので、今回委員会の手で徹底的に調
査をすることになり皆様御承知の如き
住居址を一戸分完全に掘り上げました
この住居址は、今日知られる渋谷区

内最古の家屋の構造を示す資料として
貴重であることは勿論ですが、同時に
変転流動の激しい東京の市内に珍らし
くも完全に残り、かつ完全に掘り上げ
られたものとして稀有のものでありま

す。これによりますと、直径6米位の

大さに、地面を約20糎程掘り下げ、そ

の周壁に近く排水溝を持ち、又、周壁

に沿つてその内側に柱穴があって、中

央に土器の壺2個を埋めた炉がありま

す。こんな形の家は、おそらく周りの

柱（おそらく人間の身長位の高さ）を

まつすぐ埋め立て、それを上で横にし

ばつて横木で止め，その上に上屋の骨

組みとして十字形又は井形に組まれ

た梁を架し、その上へ円錐形の屋根組

みを立て、屋頂中央部から四面へ古る

木を放射状に下して地面に達せしめた

いわば唐傘を地面に伏せたような家で

上には杉皮か茅が葺かれて居つたと思

われます。その一方（多くは南方と思

う）に出入口を作り、屋頂をあけて排
気採光孔を作り、更にその頂上に小屋

根をかけたものと想像します。今日の
ところ渋谷の低地の泥炭層から出る木

材がくり、かし、なら等でありますか

ら、おそらく当時の家も此等を用材と
し作られて居つたと思います。冬暖
かく夏凉しい家ですが、地面に直接草

や木の枝葉を敷いて住みますのでやゝ
湿気が多く、それを調節するため炉で
焚火がたえず行われて居つたと想われ
ます。こんな家はこの集落でも他と同

様教十個群集、一軒には精々7．8人の
人が住んだことゝ思います。

臨川小学校先生

留学生試験に合格

過日行われた第3次留学生試験の受験
者は7800名で合格者は521名と発表さ

れている。臨川小学枚に奉職中の金杉

益男先生は栂井校長の良き理解のもと

に受験、見事金的を射止めたのである
が小中学校の先生方としては氏が唯1

人の合格者であつた。

金杉先生の留学研究題目は言語学の
研究その他教育一般宗教々育等であつ
て現下日本の道徳低下の面等に何か寄

与できればと語っている。

米国への出発は明年7月頃で約1ケ年
大学で勉強して来るがその間の学資は

本部が紐育にある国際教育協会が出資
するそうである。

栂井校長は御祝いをのべる記者に「
卒直にいいますと大変嬉しく又少し困

ります。というのは何事にも非常に熱

心でPTAの会もやつて貰つておりま

すが当分どうも困るでしよう」とさも

嬉しそうに語つた。

「校長先生がほんとによく理解して

下さつたので英語の勉強等もすること

が出来たそのお蔭です」と慎しみ深く

金杉先生は語った。

職員だより

釣友会のはぜつり大会
職員の親睦会である文化会の釣友会

では、はぜつり大会を11月26日川崎の

潮浜で朝の10時から午後4時まで行っ

た。当日は薄曇りで風の強い日であつ

たが、18名の部員が参加して腕を競い

はぜ釣りの1位は340匁、又大物釣りは
1位35匁で釣竿の賞品がそれぞれ贈ら
れた。

青色申告の帳簿記帳実習会
区内の青色申告者達や商店街連合会

々員等を対照として青色申告に伴う帳

簿記帳の実習会を12月12日13日の2日

間、午後5時30分から9時頃まで幡代小

学校と大向小学校で行う。

講師は東京税務代理士会渋谷部会員

が2名で新規格による帳簿の型式を実
際の面について種々指導するのである

主催は区役所と国税庁、都商工指導所

となつている。

未亡人を慰める会
12月16日公会堂で

12月16日午後1時から区公会堂で渋
谷区婦人民生委員会と渋谷区婦人の会

が主催となつて区内の未亡人を慰める

会を開催する。

現在渋谷区内には約1000名以上の未

亡人が住んでいるが、その中招待され

る人達は60才未満で18才以下の子弟を

養育中の方達だけである。
来賓として区長、議長、民生事業助

成会長等からあいさつがあるが社会事

業家で有名な山高しげり女史も激励の

言葉をのべることになつている。
その他演芸として映画びわ詩吟奇術万

才等を催して楽しい半日を過すことに

なつている。

人事異動

11月22日附で次のように人事異動が

発令された。

経済課産業係長を命ずる

主事皆川毅（教育課勤務）

産業係長事務取扱を免ずる

主事中山才次郎（経済課長）

渋谷消防署長の交替
かねて区民におなじみ深かった関口

渋谷消防署長は消防庁警防部警防課長

に栄転し又同署内にある第5予防事務
所飯田所長は消防庁予防部調査課長に

栄転した。署長の後任としては消防署

でも新進気鋭の噂高い前中野消防署長
栗又英雄氏を迎えた。

3氏の歓送迎会は去る11月29日午後3

時から区公会堂で盛大に行われ席上防
火協会消防団からそれぞれ記念品が関

口課長に贈呈された。

（写真は留学する金杉先生（左）と栂井
校長）

（写真は公会堂の歓送迎会）


