
集番号 書名 収録遺跡名 編集機関 発行年

1 むつ小川原開発予定地域内埋蔵文化財分布調査報告書 表館遺跡、野口貝塚、二ッ森貝塚外 県教育委員会文化課 1973

2
⻘函トンネル資材運搬専⽤道路建設予定地内緊急遺跡
分布調査概報

算⽤師遺跡 県教育委員会文化課 1972

3 むつ小川原開発予定地域内埋蔵文化財試掘調査概報 表館遺跡、発茶沢遺跡、原原種農場遺跡 県教育委員会文化課 1973

4
昭和47年度東北縦貫自動車道埋蔵文化財分布・試掘調
査報告書

鳥海山遺跡、富山遺跡、永泉遺跡、浅瀬石遺跡、
牡丹平南遺跡

県教育委員会文化課 1973

5
国道280号線道路改良工事(今別バイパス)関係埋蔵文
化財試掘調査報告書

五郎兵衛山遺跡、⻄⽥遺跡、浜名Ａ遺跡 県教育委員会文化課 1973

6 東北新幹線関係遺跡分布調査報告書(津軽半島) 岡町遺跡、⽥沢森遺跡、野木和遺跡外 県教育委員会文化課 1973

7 中の平遺跡発掘調査報告書 中の平遺跡 県教育委員会文化課 1973

8
昭和48年度東北縦貫自動車道埋蔵文化財分布・試掘調
査報告書

砂沢平遺跡、大平遺跡、高館遺跡外 県教育委員会文化課 1974

9 むつ小川原開発予定地域内埋蔵文化財試掘調査概報 弥栄平遺跡(3)、発茶沢遺跡(2)、富ノ沢遺跡(1) 県教育委員会文化課 1974

10
むつ小川原開発に伴う新住区予定地内埋蔵文化財分
布・試掘調査報告書

千歳遺跡(2)、千歳遺跡(7)、千歳遺跡(13) 県教育委員会文化課 1974

11 小栗山地区遺跡発掘調査報告書 沢部Ⅰ号遺跡、沢部Ⅱ号遺跡、天王沢遺跡 県教育委員会文化課 1974

12 近野遺跡(1)発掘調査報告書 近野遺跡 県教育委員会文化課 1974

13
今別町浜名遺跡・中宇⽥遺跡・⻄⽥遺跡・五郎兵衛山
遺跡・五所川原市溜池遺跡群発掘調査報告書

浜名遺跡、中宇⽥遺跡、⻄⽥遺跡、五郎兵衛山遺
跡、五所川原市溜池遺跡群

県教育委員会文化課 1974

14 ⻲ヶ岡遺跡発掘調査報告書 ⻲ヶ岡遺跡 県教育委員会文化課 1974

15 富山遺跡 伝永泉寺跡発掘調査略報 富山遺跡、伝永泉寺跡 県教育委員会文化課 1974



16 三厩村中の平遺跡発掘調査略報 中の平遺跡 県教育委員会文化課 1973

17 建設省五⼾バイパス関係発掘調査概報 五⼾町中沢⻄張遺跡 県教育委員会文化課 1974

18
むつ小川原開発に伴う新住区予定地内千歳遺跡(13)発
掘調査略報

千歳遺跡(13) 県教育委員会文化課 1974

19 東北縦貫自動車道関係遺跡分布・試掘調査報告書
程森遺跡、古館遺跡、大面遺跡、永野遺跡、鳥海
山遺跡、沢部遺跡

県教育委員会文化課 1975

20 中里町大沢内溜池遺跡発掘調査報告書 大沢内溜池遺跡 県教育委員会文化課 1974

21 富山遺跡・永泉寺跡発掘調査報告書 富山遺跡、永泉寺跡 県教育委員会文化課 1975

22 近野遺跡発掘調査報告書(Ⅱ) 近野遺跡 県教育委員会文化課 1975

23 土井3号遺跡発掘調査報告書 土井3号遺跡 県教育委員会文化課 1975

24 むつ小川原開発地域関係埋蔵文化財試掘調査概報
睦栄遺跡(1)、発茶沢遺跡(3)、大石平遺跡(1)、富
ノ沢遺跡(2)

県教育委員会文化課 1975

25 中の平遺跡発掘調査報告書 中の平遺跡 県教育委員会文化課 1975

26 ⿊石市牡丹平南遺跡・浅瀬石遺跡発掘調査報告書 牡丹平南遺跡、浅瀬石遺跡 県教育委員会文化課 1976

27 千歳遺跡(13)発掘調査報告書 千歳遺跡(13) 県教育委員会文化課 1976

28 むつ小川原開発予定地域内埋蔵文化財試掘調査概報 弥栄平遺跡(2)、弥栄平遺跡(4)、新納屋遺跡(1) 県教育委員会文化課 1976

29 五⼾町中ノ沢⻄張遺跡・古街道⻑根遺跡 中ノ沢⻄張遺跡、古街道⻑根遺跡 県教育委員会文化課 1976

30 白山堂遺跡・妻の神遺跡発掘調査報告書 白山堂遺跡、妻の神遺跡 県教育委員会文化課 1976

31 泉山遺跡発掘調査報告書 泉山遺跡 県教育委員会文化課 1976

32 鳥海山遺跡発掘調査報告書 鳥海山遺跡 県教育委員会文化課 1977



33
近野遺跡発掘調査報告書(Ⅲ) 三内丸山(Ⅱ)遺跡発掘調
査報告書

近野遺跡、三内丸山(Ⅱ)遺跡 県教育委員会文化課 1977

34 水木沢遺跡発掘調査報告書 水木沢遺跡 県教育委員会文化課 1977

35 石上神社遺跡発掘調査報告書 石上神社遺跡 県教育委員会文化課 1977

36 むつ小川原開発予定地域内埋蔵文化財試掘調査概報 幸畑遺跡(1)、幸畑遺跡(4)、幸畑遺跡(6) 県教育委員会文化課 1977

37 ⻘森市三内遺跡 三内遺跡 県教育委員会文化課 1978

38 熊沢遺跡 熊沢遺跡 県教育委員会文化課 1978

39 源常平遺跡発掘調査報告書 源常平遺跡 県教育委員会文化課 1978

40 ⿊石市高館遺跡発掘調査報告書 高館遺跡 県教育委員会文化課 1978

41 三内澤部遺跡発掘調査報告書 三内澤部遺跡 県教育委員会文化課 1978

42 むつ小川原開発予定地域内埋蔵文化財試掘調査概報 表館遺跡(1)、105号遺跡、弥栄平遺跡外 県教育委員会文化課 1978

43
下北地点原子力発電所建設予定地内埋蔵文化財分布調
査報告書

銅屋遺跡(1)〜(3)、前坂下遺跡(1)〜(13)外 県教育委員会文化課 1978

44 ⽻⿊平遺跡 ⽻⿊平遺跡 県教育委員会文化課 1979

45 杉の沢遺跡 杉の沢遺跡 県教育委員会文化課 1979

46 松元遺跡発掘調査報告書 松元遺跡 県教育委員会文化課 1979

47 近野遺跡 近野遺跡 県教育委員会文化課 1979

48 むつ小川原開発予定地域内埋蔵文化財試掘調査概報 102号遺跡、家ノ前遺跡、103号遺跡、104号遺跡 県教育委員会文化課 1979

49 細越遺跡発掘調査報告書 細越遺跡 県教育委員会文化課 1979



50
むつ小川原港臨港道路に係わる埋蔵文化財発掘事前調
査報告書

表館遺跡(2)、発茶沢遺跡 県教育委員会文化課 1979

51 桔梗野工業団地造成に伴なう埋蔵文化財試掘調査報告書 ⻑七⾕地1号〜8号貝塚 県教育委員会文化課 1980

52 大平遺跡発掘調査報告書 大平遺跡 県教育委員会文化課 1980

53 大鰐町砂沢平遺跡発掘調査報告書 砂沢平遺跡 県教育委員会文化課 1980

54 碇ヶ関村古館遺跡 古館遺跡 県教育委員会文化課 1980

55 大面遺跡発掘調査報告書 大面遺跡 県教育委員会文化課 1980

56 永野遺跡発掘調査報告書 永野遺跡 県教育委員会文化課 1980

57 ⻑七⾕地貝塚遺跡発掘調査報告書 ⻑七⾕地貝塚遺跡 県教育委員会文化課 1980

58 金木町神明町遺跡 神明町遺跡 県教育委員会文化課 1980

59 板留(2)遺跡発掘調査報告書 板留(2)遺跡 県教育委員会文化課 1980

60 五輪堂遺跡発掘調査報告書 五輪堂遺跡 県教育委員会文化課 1980

61 表館遺跡発掘調査報告書 表館遺跡 県教育委員会文化課 1981

62 新納屋遺跡(2)発掘調査報告書 新納屋遺跡(2) 県教育委員会文化課 1981

63 鷹架遺跡発掘調査報告書 鷹架遺跡 県教育委員会文化課 1981

64
国営⼋⼾平原開拓建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査
報告書Ⅰ

前平(2)遺跡、外⻑根(1)遺跡、外⻑根(4)遺跡、外
⻑根(5)遺跡

県教育委員会文化課 1981

65
国営⼋⼾平原開拓建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査
報告書Ⅱ

志⺠(2)遺跡、⽥ノ上遺跡 県教育委員会文化課 1981

66 野辺地町明前遺跡発掘調査報告書 明前遺跡 県教育委員会文化課 1981



67 発茶沢遺跡発掘調査報告書 発茶沢遺跡 県教育委員会文化課 1982

68 山崎遺跡発掘調査報告書 山崎遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1982

69 右ェ門次郎窪遺跡 三合山遺跡 石ノ窪遺跡発掘調査報告書 右ェ門次郎窪遺跡、三合山遺跡、石ノ窪遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1983

70 馬場瀬遺跡発掘調査報告書 馬場瀬遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1982

71
下北地点原子力発電所建設予定地内埋蔵文化財試掘調
査報告書

銅屋(1)〜(3)遺跡、前坂下(1)〜(13)遺跡外 県埋蔵文化財調査センター 1982

72 鴨平(1)遺跡発掘調査報告書 鴨平(1)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1983

73 鴨平(2)遺跡発掘調査報告書 鴨平(2)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1983

74 ⻑者森遺跡 ⻑者森遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1983

75
下北地点原子力発電所建設予定地内埋蔵文化財発掘調
査報告書

前坂下(13)遺跡、南通遺跡、銅屋遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1983

76 鶉窪遺跡 鶉窪遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1983

77 松原遺跡・陣馬川原遺跡・槻ノ木遺跡 松原遺跡、陣馬川原遺跡、槻ノ木遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1983

78 垂柳遺跡発掘調査概報 垂柳遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1983

79 一ノ渡遺跡発掘調査報告書 一ノ渡遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1984

80 浜通遺跡発掘調査報告書 浜通遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1984

81 弥栄平遺跡(2)発掘調査報告書 弥栄平遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1984

82 和野前山遺跡 和野前山遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1984

83 昼巻沢遺跡発掘調査報告書 昼巻沢遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1984



84 韮窪遺跡 韮窪遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1984

85 白山平(2)遺跡発掘調査報告書 白山平(2)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1984

86 牛ヶ沢(3)遺跡発掘調査報告書 牛ヶ沢(3)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1984

87 朝日山遺跡発掘調査報告書 朝日山遺跡 県教育委員会文化課 1984

88 垂柳遺跡 垂柳遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1985

89 尻高(2)・(3)・(4)遺跡発掘調査報告書 尻高(2)遺跡、尻高(3)遺跡、尻高(4)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1985

90 大石平遺跡発掘調査報告書 大石平遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1985

91 表館遺跡Ⅱ 表館遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1985

92 石ノ窪(1)・石ノ窪(2)・古宮遺跡発掘調査報告書 石ノ窪(1)遺跡、石ノ窪(2)遺跡、古宮遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1985

93 売場遺跡発掘調査報告書 大タルミ遺跡発掘調査報告書 売場遺跡、大タルミ遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1985

94
国道338号(鷹架大橋)橋梁整備事業に係る埋蔵文化財
試掘調査報告書

幸畑(7)遺跡、鷹架沼竪穴遺跡、弥栄平(1)遺跡、
弥栄平(3)遺跡

県教育委員会文化課 1985

95 今津遺跡・間沢遺跡 今津遺跡、間沢遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1986

96 発茶沢遺跡発掘調査報告書 発茶沢遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1986

97 大石平遺跡Ⅱ 大石平遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1986

98 弥栄平(1)遺跡発掘調査報告書 弥栄平(1)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1986

99 独狐遺跡発掘調査報告書 独狐遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1986

100 沖附(1)遺跡 沖附(1)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 1986


