
発行年月日 旧市町村名

1958（S33） 黒埼町

1959（S34） 黒埼町

1965（S40） 西川町

1971（S46） 巻町

1971（S46） 新潟市

1972（S47） 岩室村

1978（S53） 黒埼町

1980（S55） 亀田町

1980（S55） 黒埼町

1980（S55） 豊栄市

1981（S56） 黒埼町

1981（S56） 巻町

1982（S57） 黒埼町

1982（S57） 巻町

1983（S58） 亀田町

1983（S58） 新津市『平遺跡緊急発掘調査報告書』

『緒立八幡神社遺跡』

『中の山遺跡』

『大沢遺跡・Ⅱ－第3次調査概報』

新潟県豊栄市縄文晩期土坑群の発掘調査報告

『新潟・燕特殊改良工事にかかる緒立遺跡第3次発掘調査報告』

『大沢遺跡B´・B地区の調査概報』

『新潟県的場遺跡緊急調査報告書』

『青龍寺遺跡試掘調査報告書』

『新潟・燕線特殊改良工事にかかわる緒立遺跡第1次発掘調査実
績報告』

『三王山遺跡発掘調査報告書』

『緒立遺跡　新潟・燕線特殊改良工事にかかわる緒立遺跡第2次発
掘調査実績報告』

『鳥屋遺跡Ⅰ』

書名 副書名

『緒立遺跡』

『緒立－黒埼村緒立遺跡発掘調査中間報告－』

『中才遺跡の概報』

『上ん原遺跡緊急調査事業調査報告書』



発行年月日 旧市町村名書名 副書名

1983（S58） 黒埼町

1983（S58） 白根市

1984（S59） 巻町

1984（S59） 白根市

1985（S60） 巻町

1986（S61） 新潟市

1986（S61） 新潟市

1987（S62） 小須戸町

1987（S62） 横越町

1987（S62） 黒埼町

1987（S62） 新潟市

1987（S62） 新潟市

1987（S62） 新潟市

1989（H1） 豊栄市

1989（H1） 新潟市

1989（H1） 新潟市

新潟県豊栄市新五兵衛山遺跡第1次発掘調査報告

緊急発掘調査報告書

『新潟市小丸山遺跡・的場遺跡範囲等確認調査報告書』

『新潟市小丸山遺跡範発掘調査概報』

『大江山地区の遺跡』

『新五兵衛山遺跡Ⅰ』

『新潟市南浦原遺跡範囲等確認調査報告書』

『1988年度埋蔵文化財発掘調査報告書』

『城願寺跡・坊ヶ入墳墓－東北電力巻原子力発電所建設計画用地
内埋蔵文化財発掘調査報告書－』

『古屋敷遺跡発掘調査報告書』－松崎地区土地区画整理事業計画
に伴う遺跡範囲等確認調査‐

『六地山遺跡－1982年発掘調査を中心に－』

『九ツ塚』

『小丸山遺跡（小丸山遺跡緊急発掘調査報告書）』

『緒立C遺跡範囲確認調査報告』

『緒立遺跡発掘調査報告書』

『新潟県白根市馬場屋敷遺跡等遺跡範囲確認調査報告書』

『山谷古墳　西蒲原郡巻町福井』

『馬場屋敷遺跡等発掘調査報告書』



発行年月日 旧市町村名書名 副書名

1990（H2） 小須戸町

1990（H2） 巻町

1991（H3） 亀田町

1991（H3） 新津市

1991（H3） 新潟市

1992（H4） 新津市

1992（H4） 新津市

1992（H4） 新津市

1992（H4） 新潟市

1992（H4） 新潟市

1993（H5） 巻町

1993（H5） 横越町

1993（H5） 黒埼町

1993（H5） 黒埼町

1993（H5） 豊栄市

1993（H5） 新潟市

『緒立C遺跡発掘調査概報』

『緒立A遺跡確認調査報告書』

『上土地亀遺跡』

『新潟市的場遺跡　的場土地区画整理事業用地内発掘調査報告
書』

『古津八幡山古墳Ⅰ　1991年測量調査報告』

『上浦遺跡発掘調査報告書』

『山木戸遺跡第1次発掘調査概報』

『1990年度埋蔵文化財発掘調査報告書』

『越後山谷古墳』（コピー）

『山ん家遺跡緊急発掘調査報告書』

『大沢谷内遺跡発掘調査報告書』

『大沢遺跡－縄文時代中期前葉を主とする集落跡の調査概要』

『荒木前遺跡　新潟県中蒲原郡亀田町・荒木前遺跡発掘調査報告
書』

『長沼遺跡発掘調査報告書』

『1989年度埋蔵文化財発掘調査報告書』

『川口甲遺跡発掘調査報告書』



発行年月日 旧市町村名書名 副書名

1993（H5） 新潟市

1993（H5） 新潟市

1994（H6） 新津市

1994（H6） 黒埼町

1994（H6） 新津市

1994（H6） 新潟市

1994（H6） 新津市

1995（H7） 新潟市

1995（H7） 新津市

1995（H7） 新潟市

1996（H8） 豊栄市

1996（H8） 亀田町

1996（H8） 新潟市

1996（H8） 新津市

1996（H8） 新潟市

1997（H9） 新津市

新潟県豊栄市縄文晩期土坑群の発掘調査報告

『平成3・4年度埋蔵文化財発掘調査報告書』

『平成4年度市内遺跡発掘調査報告書』

『八幡山遺跡発掘調査報告書－平成5年度範囲確認調査－』

『緒立C遺跡発掘調査報告書』

『平成5年度新津市内遺跡確認調査報告書』

『新潟市小丸山遺跡　直り山団地建設事業用地内発掘調査報告
書』

『舟戸遺跡発掘調査報告書』

『平成6年度埋蔵文化財発掘調査報告書』

『石動遺跡平成7年度発掘調査概報』

『金津丘陵製鉄遺跡群　居村B・D地区』

『平成7年度埋蔵文化財発掘調査報告書』

『上浦A遺跡　新津市工業団地第2期工事地内発掘調査報告書』

『新五兵衛山遺跡Ⅱ』

『荒木前遺跡第2次調査　新潟県中蒲原郡亀田町・荒木前遺跡発
掘調査報告書』

『八幡山遺跡Ⅰ　遺構編』

『平成5年度市内遺跡発掘調査報告書』



発行年月日 旧市町村名書名 副書名

1997（H9） 新潟市

1997（H9） 新津市

1997（H9） 岩室村

1997（H9） 新潟市

1998（H10） 新津市

1998（H10） 新津市

1998（H10） 新潟市

1998（H10） 新潟市

1999（H11） 豊栄市

1999（H11） 新津市

1999（H11） 新潟市

1999（H11） 新潟市

1999（H11） 新潟市

2000（H12） 潟東村

2000（H12） 新津市

2000（H12） 新潟市

県営圃場整備事業(先進技術導入モデル事業亀田郷地区)に
伴う平成7年度・平成8年度発掘調査報告書

新潟県豊栄市葛塚遺跡発掘調査報告

『川根遺跡発掘調査報告書』

『新潟市前田遺跡　県営かんがい排水事業に伴う発掘調査報告
書』

『葛塚遺跡』

『中谷内遺跡発掘調査報告書』

『大淵遺跡　宅地開発事業に伴う発掘調査報告書』

『山木戸遺跡第2次発掘調査概報』

『平成10年度埋蔵文化財発掘調査報告書』

『新潟県潟東村所蔵の考古資料整理報告－谷川忠嘉美氏収集資
料の調査記録－』

『和納館遺跡』

『平成8（1996）年度埋蔵文化財発掘調査報告書』

『金津丘陵製鉄遺跡群発掘調査報告書Ⅲ　（分析・考察編）』

『細池遺跡発掘調査報告書』

『新潟市埋蔵文化財調査報告書 史跡旧新潟税関発掘調査報告
書』

『平成9年度埋蔵文化財発掘調査報告書』

『笹山前遺跡・城山遺跡・神明社裏遺跡』

『金津丘陵製鉄遺跡群発掘調査報告書Ⅱ　居村遺跡E・A・C地点、
大入遺跡A地点』



発行年月日 旧市町村名書名 副書名

2000（H12） 新潟市

2001（H13） 新津市

2001（H13） 新津市

2001（H13） 新潟市

2002（H14） 新津市

2002（H14） 新津市

2002（H14） 新津市

2002（H14） 新津市

2002（H14） 巻町

2002（H14） 新潟市

2003（H15） 新津市

2003（H15） 新津市

2003（H15） 新津市

2003（H15） 新潟市

2003（H15） 巻町

2003（H15） 巻町

『御井戸遺跡Ⅰ－2002年度確認調査の概要－』

『菖蒲塚古墳・隼人塚古墳－2002年度確認調査の概要』

『南赤坂遺跡－縄文時代前期～中期・古墳時代前期を主とする集
落跡の調査－』

『平成13（2001）年度埋蔵文化財調査年報』

『結七島遺跡発掘調査報告書Ⅰ』

『川口乙遺跡発掘調査報告書』

『結七島遺跡発掘調査報告書Ⅱ』

『東囲遺跡　卸売市場建設に伴う市道東8-273建設事業用地内発
掘調査報告書』

『平成11年度埋蔵文化財発掘調査報告書』

『八幡山遺跡発掘調査報告書』

『寺道上遺跡発掘調査報告書』

『平成12年度埋蔵文化財発掘調査報告書』

『無頭遺跡発掘調査報告書』

『沖ノ羽遺跡発掘調査報告書』

『中谷内遺跡発掘調査報告書Ⅱ』

『内野遺跡発掘調査報告書』



発行年月日 旧市町村名書名 副書名

2003（H15） 新潟市

2004（H16） 新津市

2004（H16） 新津市

2004（H16） 新津市

2004（H16） 新津市

2004（H16） 新津市

2004（H16） 豊栄市

2004（H16） 新潟市

2004（H16） 巻町

2004（H16） 新潟市

2005（H17） 新津市

2005（H17） 豊栄市

2005（H17） 巻町

2005（H17） 新潟市

2005（H17） 豊栄市

2005（H17） 白根市

荻川駅東土地区画整理事業に伴う発掘調査報告書2

新潟県豊栄市下前川原遺跡発掘調査報告

『沖ノ羽遺跡発掘調査報告書Ⅲ』

『甲山遺跡』

『菖蒲塚古墳・隼人塚古墳Ⅱ2003年確認調査の概要』

『平成16（2004）年度市内遺跡発掘調査報告書』

『新潟県豊栄市市内遺跡確認調査報告書　法花鳥屋B遺跡　狐川
渡遺跡』

『平成16年度白根市内埋蔵文化財試掘調査報告書（付　平成13～
15年度調査報告）』

『中谷内遺跡Ⅲ・沖ノ羽遺跡Ⅱ・細池寺道上遺跡発掘調査報告書』

『八幡山遺跡群発掘調査報告書　－第11･12･13･14次調査－　』

『下前川原遺跡』

『新潟市山木戸遺跡　マンション等建設予定地内発掘調査報告書』

『御井戸遺跡Ⅱ－2003年度確認調査の概要－』

『平成15（2003）年度新潟市埋蔵文化財調査年報』

『平成14（2002）年度埋蔵文化財調査年報』

『結七島遺跡発掘調査報告書Ⅲ』

『愛宕澤遺跡発掘調査報告書』

『山王浦遺跡発掘調査報告書』



発行年月日 旧市町村名書名 副書名

2007（H19） 新新潟市

2007（H19） 新新潟市

2008（H20） 新新潟市

2008（H20） 新新潟市

2008（H20） 新新潟市

2008（H20） 新新潟市

2008（H20） 新新潟市

2009（H21） 新新潟市

2009（H21） 新新潟市

2009（H21） 新新潟市

2009（H21） 新新潟市

2009（H21） 新新潟市

2010（H22） 新新潟市

2010（H22） 新新潟市

2010（H22） 新新潟市

2012(H24) 新新潟市

介護老人保健施設「秋葉の郷」建設に伴う発掘調査報告書

宅地造成に伴う下大口遺跡第2次発掘調査報告書

県営圃場整備事業（担い手育成型）満日地区に伴う沖ノ羽遺
跡第8次発掘調査報告書

新潟市立亀田中学校校舎・体育館改築工事に伴う三王山遺
跡第2・4次発掘調査報告書

一般国道403号小須戸田上バイパス整備工事に伴う大沢谷内
遺跡第2・4・6・7・9次発掘調査報告書

荻川駅東土地区画整理事業に伴う結七島遺跡第7～9次発掘
調査報告書

市営下興野中野線道路改良工事事業に伴う結七島遺跡第3
次発掘調査報告書

宅地造成に伴う萱免遺跡第2次発掘調査報告書

大型小売店舗建設に伴う駒首潟遺跡第3・4次発掘調査報告
書

市道正尺・早通線道路改良工事に伴う上大川遺跡第2次発掘
調査

市道荻川新津線道路改良事業に伴う中田遺跡第2次発掘調
査報告書

市道亀田南線建設事業に伴う手代山北遺跡第2・3次発掘調
査報告書

市道結第6号市之瀬線改良工事に伴う発掘調査報告書

（仮称）国道403号小須戸田上バイパス整備工事に伴う大沢谷
内北遺跡第3次発掘調査報告書

県営地盤沈下対策事業新潟南部5期地区沢海揚水機場建設
事業に伴う居屋敷跡遺跡第3次発掘調査報告書

鍋田土地区画整理事業に伴う日水遺跡第3次発掘調査報告
書

『上浦A遺跡第14次調査』

『大沢谷内北遺跡第3次調査』

『三王山遺跡Ⅱ第4・7次調査』

『大沢谷内遺跡Ⅱ第7・9・11・12・14次調査』

『結七島遺跡Ⅴ第19次調査』

『萱免遺跡第2次調査』

『駒首潟遺跡第3・4次調査』

『上大川遺跡第2次調査』

『中田遺跡第2次調査』

『手代山北遺跡第2・3次調査』

『居屋敷跡遺跡第3次調査』

『日水遺跡第3次調査』

『諏訪畑遺跡第3次調査』

『下大口遺跡第2次調査』

『沖ノ羽遺跡Ⅳ第15次調査』

『結七島遺跡Ⅳ第13・15・17次調査』



発行年月日 旧市町村名書名 副書名

2012(H24) 新新潟市

2012(H24) 新新潟市

2012(H24) 新新潟市

2012(H24) 新新潟市

2013(H25) 新新潟市

2013(H25) 新新潟市

2014(H26) 新新潟市

2014(H26) 新新潟市

2014(H26) 新新潟市

2014(H26) 新新潟市

2014(H26) 新新潟市

2015(H27) 新新潟市

2015(H27) 新新潟市

2015(H27) 新新潟市

2015(H27) 新新潟市

2015(H27) 新新潟市

新潟市潟東南小学校体育館建設工事に伴う林付遺跡第2次
発掘調査報告書

宅地造成に伴う結七島遺跡第2次発掘調査報告書

市道鎌倉横川線改良工事に伴う大沢谷内遺跡第2次発掘調
査報告書

県営ほ場整備事業（担い手育成型）満日地区に伴う沖ノ羽遺
跡第11・12次発掘調査報告書

城山屋内体育施設造成工事に伴う峰岡城山遺跡第2次発掘
調査報告書

市道亀田300号線道路改良工事に伴う日水遺跡第2次発掘調
査報告書

県営ほ場整備事業（担い手育成型）両新地区に伴う第11次発
掘調査報告書

（仮称）新赤塚埋立処分地整備工事に伴う四十石遺跡第2次
発掘調査報告書

県営ほ場整備事業（担い手育成型）両新地区に伴う第12次発
掘調査報告書

一般国道403号小須戸田上バイパス整備工事に伴う大沢谷内
遺跡第12・13・14次調査

県営ほ場整備事業（担い手育成型）満日地区に伴う中谷内遺
跡第3・5・6次、内野遺跡第3・4次発掘調査報告書

市道大安寺第5号大関線改良工事に伴う細池寺道上遺跡第3
次発掘調査報告書

県営ほ場整備事業（担い手育成型）両新地区に伴う細池寺道
上遺跡第15・17・18次　西江浦遺跡第4次発掘調査報告書

『大沢谷内遺跡Ⅳ第19・20・21次調査』

『中谷内遺跡Ⅳ第12・15・16次調査　内野遺跡Ⅱ第8・9次調査』

『細池寺道上遺跡Ⅴ第32・38・41次調査　西江浦遺跡第6次調査』

『新潟市文化財センター年報第1号－平成23（2011）年度・平成24
（2012）年度版－』

『史跡古津八幡山遺跡発掘調査報告書－第15・16・17・18・19次調
査』

『細池寺道上遺跡Ⅲ第26次調査』

『細池寺道上遺跡Ⅳ第43次調査』

『新潟市文化財センター年報第2号－平成25（2013）年度版－』

『四十石遺跡第2次調査』

『林付遺跡第2次調査』

『峰岡城山遺跡第2次調査』

『日水遺跡Ⅱ第6次調査』

『細池寺道上遺跡Ⅱ第25次調査』

『沖ノ羽遺跡Ⅴ第18・19次調査』

『結七島遺跡Ⅵ第24次調査』

『大沢谷内遺跡Ⅲ第18次調査』



発行年月日 旧市町村名書名 副書名

2015(H27) 新新潟市

2015(H27) 新新潟市

2016(H28) 新新潟市

2016(H28) 新新潟市

2016(H28) 新新潟市

2017（H29） 新新潟市

2017（H29） 新新潟市

2017（H29） 新新潟市

2018（H30） 新新潟市

2018（H30） 新新潟市

2018（H30） 新新潟市

2018（H30） 新新潟市

2018（H30） 新新潟市

2019（H31） 新新潟市

2019（H31） 新新潟市

2019（H31） 新新潟市

国道460号線改良工事に伴う峰岡上町遺跡第3次発掘調査報
告書

県営ほ場整備事業（担い手育成型）満日地区に伴う沖ノ羽遺
跡第12・15・17次発掘調査報告書

県営ほ場整備事業（経営体育成型）巻東町地区に伴う島灘瀬
遺跡第5次発掘調査報告書

県営ほ場整備事業(経営体育成基盤整備型)道上地区に伴う
第3・5・6次発掘調査報告書

宅地造成工事に伴う舟戸遺跡第2次発掘調査報告書

一般国道403号小須戸田上バイパス整備工事に伴う大沢谷内
遺跡第17次発掘調査報告書

主要地方道新潟中央環状線道路整備事業に伴う第3次発掘
調査報告書

県営ほ場整備事業（担い手育成型）両新地区に伴う細池寺道
上遺跡第21次発掘調査報告書

県営ほ場整備事業（担い手育成型）両新地区に伴う細池寺道
上遺跡第19次発掘調査報告書

県営ほ場整備事業（担い手育成型）両新地区に伴う道上遺跡
第6次、下久保遺跡第3次発掘調査報告書

商業施設建設に伴う赤鏥砂山遺跡第3次発掘調査報告書

県営ほ場整備事業（担い手育成型）両新地区に伴う細池寺道
上遺跡第23次発掘調査報告書

主要地方道新潟中央環状線道路整備事業に伴う川根谷内遺
跡第2次発掘調査報告書

『笊木遺跡第3次調査』

『道上遺跡第6次調査　下久保遺跡第3次調査』

『細池寺道上遺跡Ⅶ第46次調査』

『新潟市文化財センター年報第5号－平成28（2016）年度版－』

『赤鏥砂山遺跡第5次調査』

『細池寺道上遺跡Ⅷ第48次調査』

『川根谷内遺跡第6次調査』

『沖ノ羽遺跡Ⅵ第19・22・24次調査』

『島灘瀬遺跡第5次調査』

『舟戸遺跡Ⅱ第25次調査』

『細池寺道上遺跡Ⅵ第44次調査』

『新潟市文化財センター年報第4号－平成27（2015）年度版－』

『大沢谷内遺跡Ⅴ第25次調査』

『峰岡上町遺跡第3次調査』

『下新田遺跡第6・8・9次調査』

『新潟市文化財センター年報第3号－平成26（2014）年度版－』



発行年月日 旧市町村名書名 副書名

2019（H31） 新新潟市

2019（H31） 新新潟市

2019（R1） 新新潟市

2020（R2） 新新潟市

2020（R2） 新新潟市

2020（R2） 新新潟市

2020（R2） 新新潟市

一般国道403号小須戸田上バイパス整備工事に伴う大沢谷内
遺跡第10・11・12次調査

『砂崩前郷遺跡第3次調査』

『亀田道下遺跡第2次調査』

主要地方道新潟中央環状線浦木工区道路改良工事に伴う浦
木東遺跡第3次発掘調査報告書

『細池寺道上遺跡Ⅸ第50次調査』
県営ほ場整備事業(担い手育成型)両新地区に伴う細池寺道
上遺跡第25次発掘調査報告書

『浦木東遺跡第3次調査』

市道砂崩南線建設事業に伴う砂崩前郷遺跡第2次発掘調査
報告書

市道亀田南線建設事業に伴う亀田道下遺跡第2次発掘調査
報告書

『大沢谷内遺跡Ⅵ第15・17・19次調査』

『新潟市文化財センター年報第7号－平成30（2018）年度版－』

『新潟市文化財センター年報第6号－平成29（2017）年度版－』


