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Ⅰ　新潟市の埋蔵文化財保護行政について

概　　要 本市では「文化財に関する事項」は、市長
部局の歴史文化課が補助執行することとされている。文
化財行政のうち埋蔵文化財行政については、埋蔵文化財
担当及び平成23年 7 月に教育機関として開館した文化財
センター（西区木場）が所管している。
事務分掌としては、開発事前審査、試掘・確認調査、

工事立会、古津八幡山遺跡を除く史跡管理を埋蔵文化財
担当が、本発掘調査、保存処理、収蔵保管、展示活用、
史跡古津八幡山遺跡の史跡整備と活用・管理等を文化財
センターが行っている。
開発事前審査 開発事前審査では、民間開発や公共工

事に対する事前協議を行い、『新潟市試掘確認調査基準』
（平成19年 4 月 1 日）に基づいて試掘・確認調査の要否
を判断している。また、本市は平成19年 4 月 1 日より政
令指定都市となったため、『文化財保護法』第93条及び
第96条に基づく事務については、新潟市教育委員会（以
下「市教委」）が『新潟市埋蔵文化財取扱要綱』（平成19
年 4 月 1 日）に基づいて『文化財保護法』に伴う指示を
行っている。
本発掘調査 本発掘調査は、民間や国・県などの原因
者から新潟市が受託して、「埋蔵文化財本格発掘調査事
業」として実施している。また、本市が原因者の場合は
関係各部署からの依頼を受託し、同様に実施している。
平成25年度の埋蔵文化財本発掘調査と整理作業に係る
事業費は表 1の通りである。内容に本発掘調査と表示され
ているものが、今年度に本発掘調査を実施した事業であ
り、事業費には調査費の他に整理作業費が一部含まれてい
る。また、本発掘調査の表示がないものは、前年度以前に
本発掘調査が行われた事業であり、整理作業費や報告書
を刊行したものについては報告書刊行費が含まれている。
1㎡あたりの発掘調査単価（決算額／調査面積）平均

は、21,608円と、例年と比べてそれほど変わらない。
埋蔵文化財・史跡 新潟市内には、埋蔵文化財包蔵地

が724か所（平成26年 3 月31日時点）存在する。平成25
年度は、試掘調査による新発見遺跡が 5か所ある。今後
も試掘調査等による増加が見込まれる。
史跡は、国指定史跡が 3 か所、県指定史跡が 2 か所、

市指定史跡が18か所ある（表 2）。国指定史跡について
は、古津八幡山遺跡において、平成25年度から古津八幡
山古墳復元整備工事が進められている。詳細は、Ⅴで記
載されている。
国・県指定史跡については、史跡に指定された後に、

地域振興のためにどのように活用していくかが、課題と

いえる。活用の一例として、古津八幡山古墳復元整備の
ために行われた確認調査の成果を基にシンポジウムを開
催した。また、文化財センターでは平成26年度から企画
展を行っており、記念すべき第 1回に県史跡の的場遺跡
及び緒立遺跡をテーマとして取り上げている。このよう
に、今後も史跡を活用した取り組みも必要といえる。市
指定史跡については、指定されている史跡の件数が各区
によって偏りがある。新潟市で重要な遺跡とは市内の地
域の歴史を語る遺跡と考えられるため、各地域での視点
も視野に入れた指定及び保存・活用が今後必要になって
くる可能性もある。 （金田拓也）

調査番号 原因者 事業名 遺跡名 内容 事業費
（円）

調査面積
（㎡）

㎡単価
（円） 担当

2013001 民　間 小規模緊急
発掘調査事業

小丸山東
遺跡

本発掘調査
整理作業 1,030,000 116.1 8,872 遠藤恭雄

2013002 新潟市 大沢谷内遺跡
発掘調査事業

大沢谷内
遺跡

本発掘調査
整理作業 66,500,000 2,128.0 31,250 相田泰臣

2013003 新潟市 峰岡上町遺跡
発掘調査事業

峰岡上町
遺跡

本発掘調査
整理作業 40,500,000 2,080.4 19,467 前山精明

2013004

県農地 両新地区ほ場整備
発掘調査事業

細池
寺道上
遺跡

本発掘調査
整理作業 69,355,730 2,814.6 24,641 立木宏明

2007005
2008006
2010003
2011005
2012006

整理作業
報告書刊行 3,644,270 － － 立木宏明

2012005 西江蒲
遺跡

2013005
県農地 道上地区ほ場整備

発掘調査事業
下新田
遺跡

本発掘調査
整理作業 47,500,000

1,875.0
23,810 龍田優子

2013006 120.0
2005002
2006005
2007004
2008002

県農地 満日地区ほ場整備
発掘調査事業

沖ノ羽
遺跡

整理作業 27,000,000 － － 遠藤恭雄2011002
2012004

中谷内
遺跡

2011003
2012003

内野
遺跡

2012002 新潟市 峰岡城山遺跡
発掘調査事業

峰岡上町
遺跡 報告書刊行 343,350 － － 立木宏明

2012007 新潟市 日水遺跡
発掘調査事業

日水
遺跡 報告書刊行 355,950 － － 立木宏明

合　　計 256,229,300 9,220.1 － －
平　　均 － － 21,608 －

国指定史跡

名称 指定年月日 所在地
菖蒲塚古墳 S5.4.25 西蒲区竹野町2676

旧新潟税関 S44.6.20
S55.2.19 中央区緑町3437

古津八幡山
遺跡

H17.7.14
H23.2.7

秋葉区
金津・古津・蒲ヶ沢

県指定史跡

名称 指定年月日 所在地
的場遺跡 H6.3.29 西区的場流通 1

緒立遺跡 H6.3.29 西区黒鳥字根潟・緒立流通 2

市指定史跡

名称 指定年月日 所在地

上城跡 S35.2.12 西蒲区竹野町1901番地外

下城 S35.2.12 西蒲区竹野町2157番地外

館ノ腰 S36.3.16 西蒲区馬堀（白山神社境内）

巻館跡 S40.3.24
S57.3.26

西蒲区巻甲3104番地
西蒲区巻甲3028番地

天神山城址 S43.9.12 西蒲区石瀬・岩室温泉・間瀬
松岳山城址 S43.9.12 西蒲区室温泉
樋切遺跡 S48.3.30 西蒲区五之上
間瀬銅山跡 S49.6.1 西蒲区間瀬
煮坪 S50.9.4 秋葉区草水町3-9551
幸清水 S50.12.2 秋葉区秋葉 1

上ン原遺跡 S51.3.9 西蒲区竹野町
山谷古墳 S60.1.30 西蒲区福井

東島城跡 S60.3.4 秋葉区東島字城ヶ平1043-5
桜清水 S61.1.14 秋葉区中村148

八幡山遺跡群 H5.1.20 秋葉区古津字八幡腰外
ひさかき清水 H5.1.20 秋葉区田家1-4

手掘石油井戸 H5.1.20 秋葉区田家字山親割7578
馬堀用水遺跡 H8.11.28 西蒲区馬堀

表 2　新潟市内指定史跡一覧

表 1　平成25年度新潟市本発掘調査・整理作業事業費一覧




