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Ⅱ　開発事前審査

1 　事前審査内容

⑴　開発事前審査
概　　要 周知化済み・未周知の別に関わらず、遺跡

（埋蔵文化財包蔵地）を良好な状態で保存するためには、
開発事業その他に伴う掘削で破壊されないよう十分な措
置を講じなければならない。そのため、『文化財保護法』
第93条及び第94条によって、事前の届出・通知が事業者
に義務づけられている。実際の運用としては事業の計画
段階から事前の試掘・確認調査の実施や、その結果に伴
う事業設計の詳細な調整まで長期間を要することが多い
ため、可能な限り事前協議を早い段階から実施すること
が肝要といえる。そのため、本市では、土木工事など土
地の掘削・改変を伴う事業について、公共・民間の別を
問わず原則として全て事前審査を行い、必要なものにつ
いては把握次第事前協議の対象とし、埋蔵文化財の保護
上必要な措置を講ずることとしている。
実際にはさまざまな形態の事業があるため、具体的な
審査等の進め方は以下のとおりである。
公共事業 国・県機関の実施する土木事業等について

は、年に 1度、新潟県教育庁文化行政課が一括して関係
機関に照会し、データを所管の市町村に提供して、審査
及び事業者との協議を依頼している。
国・県機関実施事業のうち、平成25年度の新潟市関連

分は50件で、うち、①すでに取扱い中で方針が決まって
いるものが 9 件、②協議不要と判断されたものが31件
（河川内の工事など）、③協議中で取扱い方針未定のもの
が 6件、④新規事業で今後協議を必要と判断したものが
4件であった。その後、③及び④の10件について、関係
部署との協議を行い、取扱いを決定している。
まれに、市町村をまたぐ事業の中で、本市分のデータ

から漏れている場合がある。また、他の事業主体でも起
こりうることだが、何らかの事情で事業が長期間停止状
態になった後再開するような場合、担当者がすでに埋蔵
文化財協議が終了していると錯誤し、報告を行わないと
いうこともあった。このようなことがないよう、県教委
に照会の際注意喚起を依頼している。さらに、年 1度の
照会であるため、年度途中で生起する小規模事業を拾い
きれない場合があり、こうした事業をどのようにして把
握するかが今後の課題である。
本市の実施する事業については、年度ごとに庁内に一

斉照会をかけ、その回答をもとに協議している。
規模を問わず、原則すべての市事業を収拾するため、

審査件数が千件単位と膨大になり、短期間での審査・協
議が困難となっている。そのため、事業主体からも自発
的に歴史文化課へ協議するよう折に触れ呼びかけを行っ
ているところである。
民間事業 事業として最も数の多い建築事業について

は、建築主が建築確認申請を提出する際、本市独自の施
策として「建築確認申請事前調査報告書」の添付を義務
付けている（担当は建築部建築行政課）。その中の項目
に「埋蔵文化財の有無」があることから、建築主はすべ
てこれを調べ、全ての案件について歴史文化課の窓口に
照会して確認番号を取得するため、その時点で把握でき
る仕組みとなっている（なお、公共の建築事業について
も「計画通知」段階で同様の措置を取っている）。
開発行為については、『都市計画法』第32条による事

前協議書が各区役所建設課に提出された後、歴史文化課
を含む庁内関係各課に意見照会があり（各区の開発審査
協議会設置要領に規定されている）、全ての案件につい
て把握し、取扱い方針の決定と協議を行っている。
また、本市では多くの土木事業が農地で行われるた
め、事前に『農地法』に係る転用申請・届出が提出され
ることから、市内に 6 つ（北区・中央区・秋葉区・南
区・西区・西蒲区）存在する農業委員会事務局に情報提
供を依頼し、全件について審査のうえ取扱い方針を決
定、必要なものについて申請代理人と協議を行っている。
このように、民間事業者の行う各種開発等について

は、許認可事務を担当する庁内各課等と緊密に連携し、
事前把握を行っている。
その他、不動産鑑定評価や土地売買検討時の事前調査

に伴う照会も相当数にのぼっている。
しかし、試掘・確認調査を実施し、その結果により改

めて計画変更協議を行うには日数が不足している場合が
少なくないため、今後は各事業者が事前照会をより早い
段階で自発的に行うよう促すための措置が必要である。
現在、開発行為事前協議時の事前相談が開始された段

階で、各区建設課から事業者に対し歴史文化課へも連絡
を取るよう指導する対策が取られている。
また、事前照会にあたっては窓口対応の他FAXを活

用するなど、遠隔地の事業者の負担を少なくし、気軽に
連絡を取れる工夫もしている。
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平成25年度 平成25年度の協議実績の概要は以下のと
おりである。
国・県事業の件数については先に触れたとおりであ
る。国関係では取扱いが必要となったものはなかった。
県関係では、圃場整備及び農道関係がほとんどであっ
た。特に、秋葉区両新地区圃場整備が事業規模を含め大
きな割合を占めている。他には、県立高校の改修にかか
る事業が 1 件あり、試掘調査を実施することとなった
（調査自体は平成26年度となる見込み）。
市事業の審査件数については、平成24年度の1,529件
から691件と大幅な減となっているが、これはむしろ平
成26年度に終了する合併建設計画関連事業分の一時的な
増加が落ち着いたと見るべきであり、平成22年度の670
件、23年度の625件と同様、通常の水準であったといえ
る。内訳としては、建設関係184件（26.6％）、水道関係
157件（22.7％）、道路関係156件（22.6％）、下水道関係
97件（14.0％）が主なものである。
民間事業に係る事前審査については表 2に示した。平
成24年度とほぼ同傾向であるが、件数は6,686件（平成
24年度6,375件に比して4.9％増）と微増している。平成
23年度から24年度への伸び（13％）よりはやや落ち着い
たとみることができよう。
内訳をみると、開発行為は微減（65件から62件）、農
地転用は微増（473件から511件）、建築確認申請に係る
審査件数は微増（4,533件から4,742件）している。建築
確認申請については、平成26年 4 月に施行された消費税
増税前の駆け込み需要の余波が平成25年度に掛けて続い
たためと推察される。

⑵　試掘確認調査
概　　要 事前審査・協議において、遺跡の有無を事

前に把握する必要があると判断した箇所には試掘調査、
すでに周知遺跡となっているが、その詳細な内容が不明
な場合には確認調査を実施している。経費は国庫補助事
業として全て市が負担している。
試掘調査については、公共事業はもちろん、民間事業

の場合もほとんどは事業者の理解と協力を得て実施して
いるが、まれに調査の実施を拒否される場合があり、対
応に苦慮している。本市においては「開発指導要綱」に
文化財保護についての規定がなく（「開発指導要綱」の
技術基準には言及がある）、事前の試掘調査について理
解を得にくい部分がある。今後、関係部署と協議のう
え、改善を図る必要がある。
平成25年度 表 3・ 4のとおり、62件の試掘調査、37
件の確認調査の計99件を実施した。平成24年度の件数と
比較すると試掘調査が 7件増、確認調査が17件減となっ

ている。確認調査が減少した原因としては、平成24年度
は消費税増税の影響で古い民家（多くは丘陵地など遺跡
の多い地域内）の建て替え需要が多かったものが、平成
25年度に入って落ち着いたと推測される。
地域別の件数は、それほど顕著な差はないが、やはり

市街地内の亀田砂丘に多くの遺跡がある江南区、同じく
新津丘陵や埋没自然堤防があり、開発対象となることが
多い秋葉区の調査件数が多くなる傾向が出ている。

⑶　工事立会
概　　要 工事立会は、遺跡の範囲内で行われる各種

土木工事等に対し、原則として事前の試掘・確認調査で
遺跡の内容を十分把握したうえで、新潟県基準（平成11
年 9 月10日付新潟県教育長通知　教文第578号「発掘調
査の要否等の判断基準」）に従って実施している。

表 1　平成25年度公共事業事前審査内訳
事業主体 件数
国 5
県 45
市 691

合　計 741

表 2　平成25年度民間事業事前審査内訳

区　名 審査種別 審査・照会
件数

93条
届出開発行為 農地転用 建築確認 窓口照会 文書照会

北　区 1 1 388 498 2 890 13
東　区 13 111 846 1,182 0 2,152 4
中央区 12 56 950 1,498 1 2,517 1
江南区 10 80 416 644 1 1,151 44
秋葉区 6 83 515 719 0 1,323 37
南　区 4 76 294 428 0 802 3
西　区 14 20 1,000 1,289 2 2,325 5
西蒲区 2 84 333 564 1 984 4
全市合計 62 511 4,742 6,822 7 12,144 111
遺跡に該当 5 25 112 183 0 325 －
試掘調査の

協議をしたもの 11 20 － 546 0 577 －

※建築確認のみの案件（個人住宅など）については周知遺跡の範囲にかかるもののみ協
議の対象としているため、原則として試掘調査は生じない

試掘調査・確認調査・工事立会件数

区　名 調査内容 件　数 埋蔵文化財
検出件数

割合
（%）

北 区
試掘調査 6

18
2 33.3

確認調査 7 5 71.4
工事立会 5 1 20.0

東 区
試掘調査 8

10
1 12.5

確認調査 1 1 100.0
工事立会 1 0 0.0

中央区
試掘調査 6

16
3 50.0

確認調査 0 0 0.0
工事立会 10 9 90.0

江南区
試掘調査 10

37
2 20.0

確認調査 9 8 88.9
工事立会 18 1 5.6

秋葉区
試掘調査 8

47
1 12.5

確認調査 12 6 50.0
工事立会 27 6 22.2

南 区
試掘調査 10

12
0 0.0

確認調査 1 0 0.0
工事立会 1 0 0.0

西 区
試掘調査 5

9
0 0.0

確認調査 3 1 33.3
工事立会 1 0 0.0

西蒲区
試掘調査 9

22
1 11.1

確認調査 4 1 25.0
工事立会 9 1 11.1

合 計
試掘調査 62 99 10 16.1
確認調査 37 22 59.5
工事立会 72 171 18 25.0

事業者別試掘・確認調査件数
区　名 公・民 件　数

北 区 民間 13 13公共 0

東 区 民間 9 9公共 0

中央区 民間 4 6公共 2

江南区 民間 15 19公共 4

秋葉区 民間 16 20公共 4

南 区 民間 10 11公共 1

西 区 民間 7 8公共 1

西蒲区 民間 8 13公共 5

合 計
民間 82

99公共 17
合　計

平成25年度経費（単位：千円）
調査等内容 経　費
試掘調査 14,419
確認調査 7,217
管内踏査

（工事立会） 2,811

表 3　平成25年度試掘調査・確認調査・工事立会件数
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表 4　平成25年度試掘・確認調査一覧（調査番号順）

調査番号
遺跡名

調査種別
開発種別

調査地 種別 遺跡の時代 調査で
確認された時代 調査期間 調査

日数
調査
面積
（㎡）

調査担当 検出遺構 出土遺物 取扱い 備考
遺跡番号 事業者 内容

2013104 － 試掘調査 民間 宅地造成
西蒲区
鱸字浜道下
244番1

－ － － 5/1 1 9 諫山えりか なし なし 取扱不要

2013105 正尺Ａ遺跡
291 確認調査 民間 倉庫

北区
葛塚字正尺
3071番3

遺物
包含地

古墳・平安
江戸後期 古墳・近世 4/22 1 15.3 朝岡政康 なし 土師器（古墳）・近世土師器

近世陶磁器・石製品・木製品 慎重工事

2013106 （下郷南遺跡）758 試掘調査 民間 宅地造成
江南区

横越中央四丁目
3986番1外

遺物
包含地

平安
鎌倉～室町
近世初頭

古代
中世・近世

4/30～
6/12 12 199.04 朝岡政康 溝・井戸・土坑

ピット・性格不明遺構
土師器（古代）・中世土師器・青磁・白磁
珠洲焼・越前焼・北越窯瓦器・近世陶磁器
鍛治関連遺物・粘土槐・石製品・木製品

工事立会 新発見遺跡

2013107 居平遺跡
131 確認調査 民間 個人住宅

秋葉区
小口字居平
979-10外

遺物
包含地 縄文 縄文 5/15 1 4.5 諫山えりか なし 縄文土器 工事立会

2013108 中新田久保遺跡208 確認調査 民間 個人住宅
秋葉区

中新田字道下
484番3

遺物
包含地 平安 － 5/14 1 18.6 朝岡政康 なし なし 慎重工事

2013109 三王山遺跡
419 確認調査 民間 個人住宅

江南区
所島一丁目
760番17

集落跡 平安・中世 平安・近世 5/17 1 12.3 朝岡政康 溝・土坑・ピット 土師器・須恵器（古代）・近世陶磁器 工事立会

2013110（近世新潟町跡）575 試掘調査 民間 集合住宅
中央区

学校町通1番町
5番2外

港町跡 近世 近世 5/23 1 16 朝岡政康 樋・井戸・土坑 近世陶磁器・木製品 取扱不要 周知化せず

2013111 （新道遺跡）
756 試掘調査 民間 葬祭場

西蒲区
巻字新道甲
4121番1外

遺物
包含地 飛鳥～奈良 飛鳥～奈良 5/22・23 2 75 諫山えりか なし 土師器・黒色土器・須恵器（古代）

土製品 工事立会

2013112 － 試掘調査 民間 事務所
南区

下塩俵字土居外
1158番1外

－ － － 5/29 1 32 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013113（山木戸居付遺跡）757 試掘調査 民間 長屋
東区

山木戸四丁目
376番地1外

遺物
包含地

弥生後期
平安・中世 弥生・平安・中世 6/5・6 2 27 諫山えりか なし 弥生土器・須恵器（古代）

珠洲焼・近世陶磁器 工事立会 新発見遺跡

2013114 下西遺跡
397 確認調査 民間 工場解体

江南区
早苗四丁目
255-1外

遺物
包含地 古墳 － 6/14・17 2 48 朝岡政康 なし なし 工事立会

2013115 － 試掘調査 民間 倉庫
西蒲区

升岡字1番割
166-1外

－ － － 5/8 1 22 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013116 正尺Ａ遺跡
291 確認調査 民間 個人住宅

北区
葛塚字正尺
4770番1外

遺物
包含地

古墳・平安
江戸後期 古墳・近世 6/20 1 18 朝岡政康 なし 土師器（古墳）・近世陶磁器 慎重工事

2013117 － 試掘調査 民間 宅地造成
江南区
元町三丁目
309番外

－ － － 6/25 1 34.3 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013118 兎館跡
224 確認調査 民間 農作業場

南区
兎新田
810-1

城館跡 室町 不明 7/2 1 9.1 朝岡政康 溝 なし 慎重工事

2013119 － 試掘調査 民間 診療所
西区

寺尾東三丁目
1696-3外

－ － － 7/3 1 16 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013120 － 試掘調査 民間 宅地造成
中央区
大島字居付
41-20外

－ － 近世 7/9 1 47.5 朝岡政康 なし 近世陶磁器 取扱不要

2013121 － 試掘調査 民間 駐車場
南区
西白根
51番1外

－ － － 5/2 1 58.65 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013122 － 試掘調査 民間 集合住宅
南区

中塩俵字イツケ
85番地5

－ － 近世 6/4 1 10.84 諫山えりか なし 近世陶磁器・鉄製品 取扱不要

2013123 宮浦遺跡
35 確認調査 民間 車庫

東区
河渡本町己
813-3外

遺物
包含地 平安 平安 7/16 1 7.56 朝岡政康 ピット 土師器・須恵器 慎重工事

2013124 － 試掘調査 民間 宅地造成
江南区
亀田水道町
2662番外

－ － 近世 7/17 1 38.9 朝岡政康 井戸（近世） 近世陶磁器・鉄製品 取扱不要

2013125 田ノ浦遺跡
428 確認調査 公共

（市） 市道建設
西蒲区
間瀬
7382-2外

遺物
包含地 縄文中期 － 7/18 1 32 朝岡政康 なし なし 慎重工事

2013126 － 試掘調査 民間 宅地造成
東区

石山二丁目
1493番1外

－ － 近世 7/10 1 22.5 諫山えりか なし 近世陶磁器・石製品 取扱不要

2013127 沖ノ羽遺跡
149 確認調査 公共

（県） 農道建設 秋葉区
満願寺外 集落跡 古墳前期後半

奈良・平安・中世 － 7/26 1 29.7 朝岡政康 なし なし 慎重工事

2013129 － 試掘調査 民間 宅地造成
江南区

亀田東町二丁目
2870番1外

－ － － 7/29 1 33 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013130 － 試掘調査 民間 売買
東区

大山一丁目
6番10外

－ － － 8/5 1 37 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013131 近世新潟町跡
575 試掘調査 公共

（市） 駐輪場
中央区

東堀前通6番町
1061番地

港町跡 － 近世 8/7 1 18 朝岡政康 なし 近世陶磁器・木製品 慎重工事
周知化

（東堀前通6番町
1061番地地点）

2013134 桜大門遺跡
164 確認調査 民間 農業用倉庫

秋葉区
西島字大和
167番外

遺物
包含地 平安 平安・中世・近世 7/22 1 9.16 朝岡政康 ピット 土師器・須恵器（平安）

珠洲焼・近世陶磁器 慎重工事

2013135 － 試掘調査 民間 集合住宅
コンビニエンスストア

東区
寺山二丁目
1301-1外

－ － － 7/31 1 40 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013136 － 試掘調査 民間 共同住宅
東区

中山三丁目
2021外

－ － 近世 8/8・26 2 55.5 朝岡政康 なし 近世陶磁器 取扱不要

2013138 （横井山遺跡）759 試掘調査 民間 介護施設
北区

横井字横井山
361番1外

遺物
包含地 古代 古代・近世 7/19 1 36 諫山えりか なし 土師器（古代）・近世陶磁器

石製品・鉄製品 工事立会 新発見遺跡

2013142 日水南遺跡
391 確認調査 民間 駐車場

江南区
日水一丁目
481外

遺物
包含地

縄文・弥生・古墳
奈良・平安・室町

縄文
弥生～古墳
近世

6/17～26 19 151.06 諫山えりか 経塚・土坑
縄文土器
弥生土器又は土師器（古墳）
近世陶磁器・一石経

工事立会

2013144 － 試掘調査 民間 福祉施設
東区

大形本町五丁目
197-1外

－ 近世 7/12 1 14.7 諫山えりか なし 近世陶磁器 取扱不要

2013145 笹山前遺跡
7 確認調査 民間 個人住宅

江南区
笹山
197番1外

遺物
包含地

縄文・弥生・古墳
奈良・平安 平安・近世 8/19 1 11.2 朝岡政康 なし 土師器・須恵器（古代）

近世陶磁器・土製品・鉄製品 工事立会

2013146 － 試掘調査 民間 電気充填スタンド
灯油注油設備

南区
月潟
222-1外

－ － － 8/20・21 2 80.2 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013147 古津八幡山古墳139 確認調査 公共
（市） 史跡整備 秋葉区

古津字八幡腰 古墳 弥生・古墳 弥生・古墳・近世 6/3～
8/20 40 86 渡邊朋和 土坑・溝状遺構

ピット・性格不明遺構
弥生土器・石器・石製品
近世陶磁器・瓦 史跡整備

2013149 三角耕地遺跡
755 確認調査 公共

（市） 公園造成 西蒲区
横戸

遺物
包含地 飛鳥～奈良 － 8/20～23 4 13.5 諫山えりか なし なし 工事立会

2013150 神谷内遺跡
4 確認調査 民間 個人住宅

北区
神谷内
205番地

製塩跡 奈良・平安 奈良～平安・近世 8/22 1 9 朝岡政康 なし 土師器（古代）・石製品
鉄製品・近世陶磁器 慎重工事

2013151 正尺Ａ遺跡
291 確認調査 民間 集合住宅

北区
葛塚
543-1外

遺物
包含地

古墳・平安
江戸後期 古墳・近世 8/29～

9/13 3 42.9 朝岡政康 畦畔（古墳時代前期）土師器（古墳）・近世陶磁器 慎重工事

2013152 下郷南遺跡
758 確認調査 民間 個人住宅

江南区
横越中央四丁目
3987番3

遺物
包含地 － 古代・中世・近世 8/28～29 2 18 諫山えりか ピット・性格不明遺構 土師器（古代）・中世土師器近世陶磁器・石製品 工事立会

2013153 万坊江遺跡
542 確認調査 民間 個人住宅

西蒲区
打越丙
2327-1外

遺物
包含地 平安～中世 近世 9/19 1 7.5 諫山えりか なし 近世陶磁器 慎重工事

2013154 － 試掘調査 公共
（市） 市有地売却

西区
板井字浦田
2892番地外

－ － 近世 12/26・
27 2 54 諫山えりか なし 近世陶磁器 取扱不要

2013155 塩辛遺跡
134 確認調査 民間 個人住宅

秋葉区
朝日
112番6

遺物
包含地

弥生・古墳・奈良
平安・中世 弥生・古墳・古代 9/6 1 3.64 朝岡政康 なし 弥生土器・土師器（古墳）

製鉄関連遺物 慎重工事

2013156 － 試掘調査 民間 ヘリポート
西区
寺地
3881外

－ － － 9/9 1 44.57 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013157 － 試掘調査 民間 宅地造成
秋葉区
田島字江端
111番外

－ － － 9/12 1 27 諫山えりか なし なし 取扱不要

2013160 － 試掘調査 民間 宅地造成
西蒲区
巻乙
1868-3外

－ － － 9/3・4 2 99 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013161 三王山遺跡
419 確認調査 民間 個人住宅

江南区
所島一丁目乙
1番24外

集落跡 － 中世 10/1 1 9 諫山えりか なし 青磁 慎重工事

2013162 前山遺跡
11 確認調査 民間 共同住宅

江南区
北山字前山
264番外

遺物
包含地 奈良・平安 奈良 10/8・9 2 42 諫山えりか なし 土師器（奈良）・石製品・鉄製品 工事立会

2013163 － 試掘調査 民間 工場・事務所
西区
黒鳥
1450外

－ － － 9/25・26 2 49 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013164 － 試掘調査 民間 福祉施設
西蒲区
大潟
198番地

－ － － 9/27 1 24.25 朝岡政康 なし なし 取扱不要
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2013165 － 試掘調査 民間 宅地造成
東区

中山七丁目
681番1外

－ － － 9/30 1 48.13 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013166（亀田六枚田遺跡）760 試掘調査 民間 宅地造成
江南区
曙町一丁目
707番外

遺物
包含地 古墳～奈良・平安 古墳～奈良

平安・近世 10/2～29 5 117.9 朝岡政康 なし 土師器・須恵器（古代）
近世陶磁器・石製品 工事立会 新発見遺跡

2013168 大藪遺跡
41 確認調査 民間 個人住宅

西区
赤塚字因幡
2405番外

遺物
包含地

縄文・古墳
奈良・平安・鎌倉
南北朝・室町

－ 10/8 1 10.85 朝岡政康 なし なし 慎重工事

2013169 舟戸遺跡
132 確認調査 民間 個人住宅

秋葉区
古津字舟戸
1957-9

集落跡 弥生・古墳
奈良・平安 近世 10/7 1 5.5 諫山えりか なし 近世陶磁器・石製品 慎重工事

2013171 － 試掘調査 公共
（市）

コミュニティ
センター

西蒲区
角田浜
1815-1外

－ － － 10/4 1 18 諫山えりか なし なし 取扱不要

2013172 正尺Ｂ遺跡
265 確認調査 民間 歯科医院

北区
葛塚
4745

遺物
包含地 弥生・古墳 古墳 10/9・10 2 22.71 朝岡政康 土坑状の落ち込み 土師器（古墳）・続縄文土器 慎重工事

2013173 （正尺Ｂ遺跡）265 試掘調査 民間 宅地造成
北区
葛塚
4745

遺物
包含地 弥生・古墳 弥生・古墳 10/10～

11/23 3 50.94 朝岡政康 なし 弥生土器・土師器（古墳） 慎重工事 範囲変更（拡大）

2013174 新津城跡
146 確認調査 民間 個人住宅

秋葉区
山谷町三丁目
4631-7

散布地
城館跡

平安
南北朝～戦国 近世 11/16 1 9.9 諫山えりか なし 近世磁器 慎重工事

2013175 － 試掘調査 公共
（市） 県道建設 江南区

駒込地内外 － － 古代・近世 11/11～
15 5 290.3 朝岡政康 なし 土師器・須恵器（古代）

近世陶磁器・石製品 取扱不要

2013176 細池寺道上遺跡151 確認調査 公共
（市） 市道建設

秋葉区
大安寺
693-3

集落跡 縄文・平安
鎌倉～室町 － 11/18～

22 5 51.44 朝岡政康 土坑・溝・ピット なし 本調査

2013177 － 試掘調査 公共
（市） 市道建設 江南区

亀田大月一丁目外 － － － 12/20 1 26 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013178 － 試掘調査 民間 保育園
東区

大形本町六丁目
23番1外

－ － － 6/11 1 27 諫山えりか なし なし 取扱不要

2013179 八幡前遺跡
415 確認調査 民間 個人住宅

江南区
茅野山一丁目
860-1外

遺物
包含地 弥生・平安 古代・近世 10/1 1 6 諫山えりか なし 土師器（古代）・近世陶磁器 厳重注意 無届着工

2013180 前田遺跡
53 確認調査 民間 個人住宅

西区
赤塚字茶畑
1847番外

遺物
包含地

弥生・古墳
平安・鎌倉

南北朝・室町・江戸
近世 8/19 1 5.32 諫山えりか なし 不明土器・近世陶磁器

鉄製品 慎重工事

2013182 － 試掘調査 民間 産廃施設
西区

小新字緒立
4190番1外

－ － 不明 11/6～11 3 27 諫山えりか なし 鉄製品 取扱不要

2013183 － 試掘調査 民間 工場
南区

西萱場字入用
610番地外

－ － － 11/13・
14 2 36 諫山えりか なし なし 取扱不要

2013184 結七島遺跡
209 確認調査 民間 宅地造成

秋葉区
福島字屋敷付
145外

集落跡 古墳・奈良・平安 近世 10/21 1 27 諫山えりか なし 近世陶磁器 慎重工事 追加確認

2013185 － 試掘調査 公共
（市） 市道建設 江南区

西野外 － － 近世 10/10～
17 4 126 諫山えりか なし 近世陶磁器・石製品 取扱不要

2013186 横井山遺跡
759 確認調査 民間 介護施設

北区
横井字横井山
361番1外

遺物
包含地 古墳 近世 12/2 1 36 諫山えりか なし 近世陶磁器 工事立会 追加確認

2013187 － 試掘調査 民間 宅地造成
南区

西白根字江内
1558番外

－ － － 11/22 1 27 諫山えりか なし なし 工事立会

2013188 原遺跡
126 確認調査 民間 神社

秋葉区
程島
244

集落跡 縄文 縄文・近世 11/25・
27 2 23.25 朝岡政康 ピット・埋設土器 縄文土器・石製品・近世陶磁器 工事立会

2013189 － 試掘調査 民間 宅地造成
中央区

鳥屋野一丁目
696番1外

－ － － 12/3 1 38 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013190 （沢海遺跡）
761 試掘調査 民間 宅地造成

秋葉区
中村字沢海
387番外

遺物
包含地 縄文 縄文・近世 6/13・14 2 30 諫山えりか なし 縄文土器・石器・近世陶磁器 工事立会 新発見遺跡

（平成26年度）

2013191 － 試掘調査 公共
（県） 圃場整備

西蒲区
原字ヒラキ
635-1外

－ － － 10/22～
24 3 99 諫山えりか なし なし 取扱不要

2013192 － 試掘調査 公共
（市） 市道建設 秋葉区

市之瀬地内 － － 近世 11/1～
12/10 3 21 諫山えりか なし 近世陶磁器・石製品 取扱不要

2013193 － 試掘調査 民間 共同住宅
北区

葛塚下大口
348番2

－ － － 10/31 1 9 諫山えりか なし なし 取扱不要

2013194 － 試掘調査 民間 宅地造成
南区
七軒字前
130番1

－ － － 11/21 1 27 諫山えりか なし なし 取扱不要

2013195（近世新潟町跡）575 試掘調査 公共
（市） 駐輪場

中央区
古町通5番町
622

港町跡 － 近世 12/25 1 15 朝岡政康 なし 近世陶磁器 取扱不要 周知化せず

2013196 － 試掘調査 公共
（市） 市道建設 江南区

亀田大月一丁目外 － － － 10/30～
11/1 3 70.3 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013197 － 試掘調査 民間 倉庫
秋葉区

新津字山谷南
4466-3外

－ － － 12/10 1 22.8 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013198 － 試掘調査 民間 宅地造成
中央区
緑町
3437-5

－ － 近世 12/11 1 26.3 朝岡政康 なし 近世陶磁器 取扱不要

2013199 － 試掘調査 民間 宅地造成
秋葉区
大関
17外

－ － － 12/12・
13 2 65.7 諫山えりか ピット なし 取扱不要

2013200 － 試掘調査 公共
（市） 市有地売却

秋葉区
新津本町三丁目
3331番地内

－ － － 12/17 1 27 諫山えりか なし なし 取扱不要

2013201 上土地亀Ａ遺跡272 確認調査 民間 個人住宅
北区

川西三丁目
1841番地

遺物
包含地 古墳・平安 － 12/18 1 9 諫山えりか なし なし 慎重工事

2013202 － 試掘調査 民間 事務所・倉庫
西蒲区
和納
1486-1

－ － － 12/17 1 10 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013203 － 試掘調査 民間 福祉施設
北区
西名目所
4466-1外

－ － － 12/19 1 19 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013204 － 試掘調査 公共
（国） 高速道路建設 江南区

西野地内 － － － 10/15～
12/13 13 563.7 小野本敦 なし なし 取扱不要

2013205 － 試掘調査 公共
（国） 高速道路建設 秋葉区

下新地内 － － － 12/16～
12/18 3 168 小野本敦 なし なし 取扱不要

2013206 － 試掘調査 民間 福祉施設
秋葉区
横川浜
3983番

－ － 近世 1/14 1 24.8 朝岡政康 なし 近世陶磁器・石製品
金属製品・アスファルト 取扱不要

2013208 － 試掘調査 民間 宅地造成
江南区
荻曽根
3-374-1外

－ － － 1/20 1 27.4 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013209 森田遺跡
218 確認調査 民間 個人住宅

秋葉区
朝日
186-4外

遺物
包含地

弥生・古墳
平安・中世 奈良・平安 1/28 1 6 朝岡政康 なし 土師器（古代） 工事立会

2013210 結七島遺跡
209 確認調査 民間 事務所・倉庫

秋葉区
福島
107-4

集落跡 － － 1/29 1 17.6 朝岡政康 水田畦畔 なし 慎重工事 範囲変更（拡大）

2013211 － 試掘調査 民間 農業用倉庫
北区
新鼻
380外

－ － － 1/30 1 24.7 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013212 － 試掘調査 民間 病院建設
南区

上下諏訪木
929-1

－ － － 2/3・4 2 75 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013214 － 試掘調査 公共
（国） 高速道路建設 中央区

紫竹山三丁目外 － － － 12/19～
12/20 2 33.6 小野本敦 なし なし 取扱不要

2013215 前田遺跡
53 確認調査 民間 個人住宅

西区
山崎
1044番地

遺物
包含地 － 弥生 2/21 1 15.4 朝岡政康 なし 弥生土器 慎重工事

2013216 － 試掘調査 民間 大規模太陽光発電
北区
島見町
821外

－ － － 2/24 1 101.8 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013217 － 試掘調査 民間 宅地造成
南区
新飯田
2622-11外

－ － － 2/25 1 32.58 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013221 下新田遺跡
573 確認調査 公共

（県） 圃場整備
西蒲区
道上道下
5040-3外

遺物
包含地 奈良・平安 古代 2/27～

3/8 9 40 諫山えりか 土坑墓・ピット性格不明遺構 土師器・須恵器（古代） 工事立会

2013223 － 試掘調査 公共
（市） 県道建設 南区

松橋外 － － － 3/3～18 5 268.61 朝岡政康 なし なし 取扱不要

2013226 － 試掘調査 民間 事務所
秋葉区

新津東町三丁目
163-1外

－ － － 1/17 1 18 諫山えりか なし なし 取扱不要

2013233 － 試掘調査 公共
（国） 国道建設 西蒲区

峰岡地内 － － － 10/28 1 67 前山精明 なし なし 取扱不要

2013279 亀田六枚田遺跡760 確認調査 民間 宅地造成
江南区
曙町一丁目
707番外

遺物
包含地 古墳～奈良・平安 古代 2/26 1 23.82 朝岡政康 なし 須恵器 工事立会
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具体的には、
・ 予定されている土木工事等により、明らかに遺跡の一
部が破壊され、本来であれば記録保存を目的とした本
発掘調査を実施するべきであるが、掘削範囲がきわめ
て狭小（新潟県基準によれば原則として掘削幅 1ｍ以
下）のもの。

・ 設計上は保護層も含めて掘削が遺物包含層等に及ばな
い見込みであるが、現地での施工が設計通りであるか
立会によって確認する必要が認められる場合などであ
る。
工事立会にあたっては、『文化財保護法』第93条の届

出・同94条の通知に対する取扱い指示文を返送する際、
工事日程が決定次第連絡して立会いを求めるようにして
おり、事業者の計画した工程に従って本市の埋蔵文化財
担当専門職員が現地に赴く形となっている。
ただし、直前の連絡だけでは工事日程との調整が難し

いため、平成25年度からは、特に長期間にわたる大規模
な工事の場合、事業者に協力を求め、あらかじめ施工者
代理人を交えた打合せを綿密に行うようにしている。こ
れにより、工事立会による工程の一部変更など、施工者
側の柔軟な対応について理解を得られやすくなった。
工事立会により遺物や遺構が発見された場合は、その

場で最大限の記録化を行い、出土遺物や記録類は、試
掘・確認調査のものに準じた取扱いとしている。ただ
し、遺跡によっては相当量の遺物・記録類が生じること
があり、年々工事立会件数も増加傾向にあるなかで、そ
の整理体制や方法が確立されておらず、貴重な遺跡情報
としての立会結果が死蔵され、十分に生かされていると
はいえない状況にある。その解消が今後の大きな課題と
考える。
また、個人住宅基礎工事など小規模なものは短期間で

終了するが、大規模開発や圃場整備など長期間にわたる
ものでは限られた人数の職員での対応に困難をきたすこ
とがある。現在は、委託作業員の活用などで切り抜けて
いる状態だが、土壌や遺物を見極めることのできる熟練
作業員は数が少なく、十分な人数が確保できないことが
多く、早急な解決が必要である。
平成25年度 表 5 のとおり、72件の工事立会を行っ

た。平成24年度の49件から大幅な増加である。国道 7号
建設工事に伴う「近世新潟町跡」関係や、引き続き個人
住宅関係の案件が多い。
事前審査に係る試掘・確認調査の概要は次節の通りで

ある。 （廣野耕造）

表 5　平成25年度工事立会（管内踏査）一覧（調査番号順）

調査番号 遺跡名 所在区
調査区 工事原因 調査者 調査期間 遺構 遺物

2013101 近世
新潟町跡 中央区 水道 諫山えりか 4/8 × ○

2013103 近世
新潟町跡 中央区 電線地中化工事 諫山えりか 5/7 × ○

2013128 近世
新潟町跡 中央区 ガス管移設 諫山えりか 6/28 × ○

2013132 近世
新潟町跡 中央区 下水道 諫山えりか 6/7～ × ○

2013133 近世
新潟町跡 中央区 下水道 諫山えりか 5/13～ × ○

2013139 桜大門遺跡 秋葉区 農業用倉庫 諫山えりか 7/22 × ○
2013140 新道遺跡 西蒲区 葬祭場 諫山えりか 8/8 × ×
2013141 法花鳥屋Ａ遺跡 北区 下水道 諫山えりか 7/10～12 × ×
2013143 日水南遺跡 江南区 駐車場 諫山えりか 7/12～25 ○ ○
2013148 舟戸遺跡 秋葉区 車庫 諫山えりか 8/29 × ×

2013158 秋葉遺跡 秋葉区 下水道
（個人住宅引込） 諫山えりか 8/12 × ○

2013159 塚ノ山遺跡 江南区 個人住宅 諫山えりか 8/26 × ×
2013167 大藪遺跡 西区 個人住宅 朝岡政康 9/24 × ×
2013170 中央区 宅地造成 諫山えりか 10/1 × ×
2013181 山木戸居付遺跡 東区 長屋 諫山えりか 9/2～4 × ×
2013207 三王山遺跡 江南区 個人住宅 朝岡政康 1/16 × ×
2013213 舟戸遺跡 秋葉区 消防小屋 廣野耕造 2/4 × ×
2013218 沖ノ羽遺跡 秋葉区 暗渠排水工 諫山えりか 10/28～12/4 × ○
2013219 秋葉遺跡 秋葉区 個人住宅 諫山えりか 12/26 ○ ×
2013220 下新田遺跡 西蒲区 農道 諫山えりか 1/10 ○ ○
2013222 舟戸遺跡 秋葉区 個人住宅 廣野耕造 3/10 × ×
2013224 細池寺道上遺跡 秋葉区 圃場整備 諫山えりか 2/27～3/18 × ○
2013225 元宮遺跡 西蒲区 用水路 諫山えりか 10/20 × ×
2013228 横井山遺跡 北区 介護施設 諫山えりか 10/7～21 × ○
2013229 塩辛遺跡 秋葉区 個人住宅 諫山えりか 3/15 × ×
2013230 細池寺道上遺跡 秋葉区 圃場整備 諫山えりか 10/1～3/31 × ×
2013231 内野遺跡 秋葉区 車庫 諫山えりか 7/12 × ×
2013232 下新田遺跡 西蒲区 用・排水路 諫山えりか 8/1 × ×
2013234 古町遺跡 南区 個人住宅 諫山えりか 7/14 × ×
2013235 砂崩上ノ山遺跡 江南区 個人住宅 諫山えりか 7/19 × ×
2013236 笹山前遺跡 江南区 個人住宅 諫山えりか 10/25 × ×

2013237 大沢谷内遺跡 秋葉区 農業用
パイプライン 諫山えりか 11/27 × ×

2013238 中谷内遺跡 秋葉区 暗渠排水工 諫山えりか 10/1～ × ○

2013239 近世
新潟町跡 中央区 信号機等 諫山えりか 9/10～ × ○

2013240 万坊江遺跡 西蒲区 個人住宅 諫山えりか 9/30 × ×
2013241 正尺Ｂ遺跡 北区 宅地造成 朝岡政康 10/30 × ×
2013242 上浦Ａ遺跡 秋葉区 排水路 諫山えりか 11/1 × ×
2013243 内野遺跡 秋葉区 排水路 諫山えりか 11/23～12/20 × ×
2013244 高矢Ｃ遺跡 秋葉区 農業用倉庫 諫山えりか 10/8 × ×
2013245 草水町2丁目窯跡 秋葉区 車庫 諫山えりか 10/3 × ×
2013246 舟戸遺跡 秋葉区 個人住宅（解体）諫山えりか 9/20 × ×

2013247 近世
新潟町跡 中央区 解体 朝岡政康 11/13 × ○

2013248 下新田遺跡 西蒲区 圃場整備 廣野耕造 4/8 × ×
2013249 江先遺跡 秋葉区 道路 諫山えりか 5/21～10/9 × ×
2013250 下郷南遺跡 江南区 宅地造成 諫山えりか 9/3 × ×
2013251 山崎遺跡 秋葉区 カーポート 諫山えりか 12/21 × ×
2013252 下郷南遺跡 江南区 個人住宅 諫山えりか 12/9 × ×
2013253 下郷南遺跡 江南区 個人住宅 諫山えりか 3/3 × ×
2013254 新道遺跡 西蒲区 看板 諫山えりか 11/15 × ×
2013255 下郷南遺跡 江南区 個人住宅 諫山えりか 11/22 × ×
2013256 正尺Ａ遺跡 北区 個人住宅 諫山えりか 10/3 × ×
2013257 三王山遺跡 江南区 個人住宅 諫山えりか 10/16 × ×
2013258 下郷南遺跡 江南区 個人住宅 諫山えりか 10/21 × ×
2013259 川口乙遺跡 秋葉区 PHS基地局 諫山えりか 10/23 × ×
2013260 正尺Ｂ遺跡 北区 宅地造成 諫山えりか 10/24 × ×
2013261 東島大道下遺跡 秋葉区 倉庫 諫山えりか 10/28 × ×
2013262 三角耕地遺跡 西蒲区 サルビアパーク 諫山えりか 12/1 × ×
2013263 万坊江遺跡 西蒲区 排水路 廣野耕造 6/25 × ×
2013264 下郷南遺跡 江南区 個人住宅 諫山えりか 9/1 × ×
2013265 下郷南遺跡 江南区 個人住宅 諫山えりか 10/16 × ×
2013266 下郷南遺跡 江南区 個人住宅 諫山えりか 11/18 × ×
2013267 下郷南遺跡 江南区 個人住宅 諫山えりか 10/26 × ×
2013268 下郷南遺跡 江南区 個人住宅 諫山えりか 12/30 × ×
2013269 下郷南遺跡 江南区 個人住宅 諫山えりか 11/18 × ×
2013270 中谷内遺跡 秋葉区 農道 諫山えりか 1/18～ × ×
2013271 沖ノ羽遺跡 秋葉区 農道 諫山えりか 11/18～ × ×
2013272 舟戸遺跡 秋葉区 個人住宅 諫山えりか 12/23 × ×
2013273 下郷南遺跡 江南区 個人住宅 諫山えりか 12/27 × ×
2013274 舟戸遺跡 秋葉区 個人住宅 廣野耕造 1/27 × ×

2013275 近世
新潟町跡 中央区 水道 諫山えりか 6/24～7/10 × ○

2013276 舟戸遺跡 秋葉区 個人住宅 廣野耕造 1/27 × ×

2013277 近世
新潟町跡 中央区 道路 諫山えりか 7/4～11/9 × ○




