
調査事業団

調査事業団

平成9･10年度 釈迦堂遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

平成9年度 下馬場遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

平成9年度 道灌林遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

平成8年度 大塚遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

平成8年度 蟹沢遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

平成8年度 前原遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

調査事業団

調査事業団

平成7年度 和泉Ａ遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

平成7年度 得法寺廃寺遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

平成7年度 海道遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

平成6年度 大堀・中ノ沢遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

平成5年度 大堀遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

工　事　経　歴

　　埋　文　工　事

工　　事　　名 発　注　者 施工場所
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平成14年度 巳ノ明遺跡発掘調査事業 五泉市 新潟県

平成14年度 南谷地遺跡発掘調査報告書作成事業 五泉市 新潟県

調査事業団

平成14年度 南谷地遺跡発掘調査事業 五泉市 新潟県

調査事業団

平成14年度 仲田遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

平成14年度 浦廻遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

平成14年度 道端遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

平成13年度 道端遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

平成13年度 正尺Ａ遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

平成13年度 日沿道関係一次調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

調査事業団

平成12年度 正尺Ｃ遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

平成11年度 松影Ａ遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

平成11年度 馬見坂遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

工　事　経　歴

　　埋　文　工　事

工　　事　　名 発　注　者 施工場所
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平成17年度 下国府遺跡発掘調査業務委託 佐渡市 新潟県

平成17年度 市内新潟地区における埋蔵文化財 新潟市 新潟県

　　　　試掘・確認・立会調査支援業務委託

平成17年度 沢田・桜林遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

平成17年度 野地遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

平成16年度 宝珠寺石塔調査 村松町 新潟県

平成16年度 下沖北遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

　　　　　　　　　及び関連諸工事 調査事業団

平成16年度 野中土手付遺跡発掘調査支援業務 北蒲原郡加治川村 新潟県

平成16年度 東原町・下沖北遺跡発掘調査作業 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

平成15年度 余川中道遺跡遺物実測委託業務 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

平成15年度 巳ノ明遺跡発掘調査報告書作成事業 五泉市 新潟県

平成15年度 野中土手付遺跡発掘調査支援業務 北蒲原郡加治川村 新潟県

平成15年度 榎表遺跡発掘調査事業 五泉市 新潟県

平成15年度 壇風城跡発掘調査業務 佐渡郡真野町 新潟県

平成15年度 東原町遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

工　事　経　歴

　　埋　文　工　事

工　　事　　名 発　注　者 施工場所
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平成20年度 沖ﾉ羽遺跡出土遺物整理業務(整理作業) 新潟市 新潟県

平成20年度 細池道上遺跡発掘調査にかかる支援業務 新潟市 新潟県

平成20年度 山口遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

平成20年度 中田原遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

平成20年度 北前田遺跡Ⅱ発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

平成20年度 荒町南新田遺跡発掘調査作業 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

　　　　　　　　　　　及び関連諸工事 調査事業団

平成19年度 御井戸Ｂ遺跡出土遺物整理業務（整理作業） 新潟市 新潟県

平成19年度 野地遺跡遺物選別・水洗作業（整理作業） (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

平成19年度 三王山遺跡発掘調査にかかる支援委託業務 新潟市 新潟県

平成19年度 豊栄長場遺跡発掘調査支援委託業務 新潟市 新潟県

　　　　　　　　　　　及び関連諸工事 調査事業団

平成19年度 萱免遺跡本発掘調査作業支援委託業務 新潟市 新潟県

　　　　　　　　　　　及び関連諸工事 調査事業団

平成19年度 西郷・大蔵・萩原遺跡発掘調査作業 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

平成19年度 北前田・北新田遺跡発掘調査作業 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

平成18年度 大沢谷地遺跡発掘調査にかかる支援業務委託 新潟市 新潟県

平成18年度 西郷・武左衛門・城所道下遺跡 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

　　　　遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 調査事業団

平成18年度 岩ノ原遺跡発掘調査作業及び関連諸工事 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

工　事　経　歴

　　埋　文　工　事

工　　事　　名 発　注　者 施工場所
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平成22年度 岡原遺跡発掘調査委託 常陸大宮市 茨城県

平成22年度 富沢遺跡第145次発掘調査業務 仙台市教育委員会 宮城県

平成22年度 小室台遺跡（1-4）埋蔵文化財発掘作業業務 船橋市 茨城県

　　　　　　　　　　　　支援業務委託

平成22年度 富沢遺跡第144次発掘調査業務 仙台市教育委員会 宮城県

　　　　　　　発掘調査作業支援業務委託

平成22年度 大沢谷地遺跡（6･7区）発掘調査にかかる 新潟市 新潟県

　　　　　　発掘調査作業及び関連諸工事 調査事業団

平成22年度 松原田中遺跡1区･2区埋蔵文化財 (財)鳥取県教育文化財団 鳥取県

平成22年度 柄目木遺跡Ⅱ･村前東B遺跡・村前東A遺跡 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

平成21年度 狭間貝塚遺跡にかかる埋蔵文化財 潮来市 茨城県

　　　　　　　　　　　確認調査作業委託

　　　　　　　　　　　　　支援業務委託

平成21年度 旧巻町出土品等再整理業務委託 新潟市 新潟県

平成21年度 荒町南新田遺跡発掘調査報告書作成　業務委託 新潟市 新潟県

平成21年度 大沢谷地遺跡（5･6区）発掘調査にかかる 新潟市 新潟県

平成21年度 向大浦遺跡･上空野中丸遺跡･小坂居付遺跡 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

　　　　　　　発掘調査作業及び関連諸工事 調査事業団

平成21年度 柄目木遺跡Ⅱ･村前東B遺跡・村前東A遺跡 (財)新潟県埋蔵文化財 新潟県

　　　　　　　発掘調査作業及び関連諸工事 調査事業団

工　事　経　歴

　　埋　文　工　事

工　　事　　名 発　注　者 施工場所
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平成23年度 印内台遺跡群(55）埋蔵文化財調査　整理作業                                    船橋市 千葉県

平成23年度 印内台遺跡群(60）埋蔵文化財調査　発掘作業                                      船橋市 千葉県

平成23年度 西高野南遺跡発掘調査業務 坂東市 茨城県

平成23年度 東成井山ノ神遺跡発掘調査業務 石岡市 茨城県

平成23年度 不特定遺跡（腰越遺跡）発掘調査委託 館山市 千葉県

平成23年度 文化財調査業務（市道H-1-005号線） 旭市 千葉県

平成23年度 史跡古津八幡山遺跡確認調査支援業務 新潟市 新潟県

平成23年度 羽茂条理遺跡発掘調査支援業務 佐渡市 新潟県

平成23年度 平成23年度　大野田遺跡発掘調査                            仙台市教育委員会 宮城県

  　　　　　　　　整理報告書作成業務

平成23年度 大沢谷内遺跡(6・8・9区）発掘調査                             新潟市 新潟県

　　　　　　　　　にかかる支援業務委託

平成23年度 向大浦遺跡・上空野中丸遺跡発掘調査       （財）新潟県埋蔵文化財 新潟県

　　　　　　　　　　報告書作成業務 調査事業団

平成23年度 小坂居付遺跡Ⅱ発掘調査作業及び関連諸工事 （財）新潟県埋蔵文化財 新潟県

　　　　　　　　　　及び関連諸工事 調査事業団

工　事　経　歴

　　埋　文　工　事

工　　事　　名 発　注　者 施工場所
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平成24年度 (仮称）南部保険福祉センター　 市原市 千葉県

　　　　　　　　　　　出土遺物保存処理

平成24年度 古津八幡山遺跡確認調査支援業務　　　　　　　　　　　　　　新潟市 新潟県

平成24年度 宇津木遺跡第2次発掘調査業務 足利市 栃木県

平成24年度 原遺跡(第3・4・5・6次）遺物整理業務 柏市 千葉県

平成24年度 不特定（腰越遺跡）埋蔵文化財整理作業 館山市 千葉県

平成24年度 下新田遺跡発掘調査支援業務　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟市 新潟市

平成24年度 埋蔵文化財包括地試掘調査業務 坂東市 茨城県

　　　　　　　　(整理等その2）業務

平成24年度 大日道遺跡発掘調査業務 坂東市 茨城県

平成24年度 清崎隠殿遺跡発掘調査支援(その2）業務　　 糸魚川市 新潟県

平成24年度 清崎隠殿遺跡発掘調査支援　　　　　　　　　　　　　　　糸魚川市 新潟県

　　　　　　　　整理作業(その2）

平成24年度 清崎隠殿遺跡発掘調査支援業務 糸魚川市 新潟県

平成24年度 大野田遺跡他発掘調査　整理報告書作成業務 仙台市教育委員会 宮城県

平成24年度 小室台遺跡(1）埋蔵文化財調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　船橋市 千葉県

平成24年度 大沢谷内遺跡発掘調査支援業務委託 新潟市

平成24年度 富沢遺跡第146次発掘調査業務 仙台市教育委員会 宮城県

平成24年度 小船渡遺跡・姫御前遺跡Ⅲ発掘調査作業　　　 （財）新潟県埋蔵文化財　 新潟県

　　　　　　　　　　及び関連諸工事 調査事業団

平成24年度 小坂居付遺跡Ⅲ発掘調査作業　　　　 （財）新潟県埋蔵文化財　　 新潟県

　　　　　　　　　　及び関連諸工事 調査事業団

工　事　経　歴

　　埋　文　工　事

工　　事　　名 発　注　者 施工場所
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平成25年度 富沢遺跡第147次発掘調査業務 仙台市教育委員会 宮城県

平成25年度 片岸貝塚埋蔵文化財発掘調査業務委託 （公財）日本文化財保護協会 岩手県

平成25年度 富沢駅周辺土地区画整理事業関係 仙台市教育委員会 宮城県

　　　　遺跡発掘調査報告書Ⅴ・Ⅵ作成

　　　　　　　　　　　支援業務委託

平成25年度 行屋崎遺跡発掘調査業務委託 田上町 新潟県

　　　　　　　　整理報告書作成業務

平成25年度 松原田中遺跡(1区）埋蔵文化財発掘調査 （公財）鳥取県教育文化財団 鳥取県

平成25年度 大沢谷内遺跡発掘調査支援業務委託 新潟市 新潟県

平成25年度 大野田遺跡他発掘調査　 仙台市教育委員会 宮城県

平成25年度 小船渡遺跡Ⅱ・余川中道遺跡Ⅲ （財）新潟県埋蔵文化財　　 新潟県

　　　　　　発掘調査作業及び関連諸工事 調査事業団

平成25年度 山口遺跡Ⅲ発掘調査作業及び関連諸工事 （財）新潟県埋蔵文化財　　 新潟県

調査事業団

工　事　経　歴

　　埋　文　工　事

工　　事　　名 発　注　者 施工場所
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　　　　　　　　　　　報告書作成業務 調査事業団

平成26年度 行屋崎遺跡発掘調査報告書作成業務委託 田上町 新潟県

　　　　　　　　　　　支援業務委託

平成26年度 金屋遺跡Ⅲ・余川中道遺跡Ⅱ発掘調査 （財）新潟県埋蔵文化財 新潟県

平成26年度 行屋崎遺跡発掘調査整理作業業務 田上町 新潟県

平成26年度 松原田中遺跡3区.5区埋蔵文化財発掘調査 （公財）鳥取県教育文化財団 鳥取県

平成26年度 富沢駅周辺土地区画整理事業関係 仙台市教育委員会 宮城県

　　　　遺跡発掘調査報告書Ⅴ・Ⅵ作成

平成26年度 新発田城跡(第26地点）発掘調査業務委託 新発田市 新潟県

平成26年度 平田遺跡埋蔵文化財発掘調査業務委託 （公財）日本文化財保護協会 岩手県

平成26年度 松原田中遺跡埋蔵文化財発掘調査 （公財）鳥取県教育文化財団 鳥取県

　　　　　　　　　　　支援業務委託

平成26年度 新町遺跡・柄目木遺跡Ⅳ発掘調査作業 （公財）新潟県埋蔵文化財 新潟県

　　　　　　　　　　　及び関連諸工事 調査事業団

平成26年度 宝田遺跡Ⅱ発掘調査作業及び関連諸工事 （公財）新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

工　事　経　歴

　　埋　文　工　事

工　　事　　名 発　注　者 施工場所
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平成27年度 平成27年度　境古河ＩＣ周辺地区 境町長 千葉県

　　　　　　　埋蔵文化財試堀調査業務委託

平成27年度 板山館跡出土遺物実測業務委託 新発田市 新潟県

平成27年度 住吉遺跡出土遺物実測業務委託 新発田市 新潟県

平成27年度 宝田遺跡Ⅱ発掘調査報告書作成業務 （公財）新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

平成27年度 新町遺跡発掘調査報告書作成業務 （公財）新潟県埋蔵文化財 新潟県

調査事業団

平成27年度 五十公野館発掘調査業務委託 新発田市 新潟県

平成27年度 下水遺跡第13地点埋蔵文化財発掘調査業務 秋谷　康男 千葉県

平成27年度 境塚遺跡Ⅲ・蕪木遺跡Ⅱ発掘調査作業 （公財）新潟県埋蔵文化財 新潟県

　　　　　　　　　　　　及び関連諸工事 調査事業団

工　事　経　歴

　　埋　文　工　事

工　　事　　名 発　注　者 施工場所
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