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兵庫県埋蔵文化財発掘調査報告書のＷｅｂ公開について 

 
 
 
 
１．発表概要 
 

兵庫県教育委員会が県内の埋蔵文化財を発掘調査した成果については、これまでに合

計485冊の『兵庫県文化財調査報告』として刊行しています。 
今回、報告書をいつでもどこでも利用していただけるよう、デジタル化してＷｅｂで

公開することとしました。 
詳細は別紙のとおりです。 

 

 

２．問い合わせ先 
   兵庫県教育委員会事務局 文化財課 文化財班 （直通）078-362-3784 

 
担当  垣内拓郎 

  
 



文化財課 

兵庫県埋蔵文化財発掘調査報告書のＷｅｂ公開について 

 

１ 概 要 

 兵庫県教育委員会が県内の埋蔵文化財を発掘調査した成果については、1966年３月から

2016年３月までに合計485冊の『兵庫県文化財調査報告』(以下、報告書)として刊行して

います。これらの報告書は、県立考古博物館や県立図書館、県内の公立図書館等で保管し、

閲覧できますが、刊行部数が少ないことから、閲覧場所や利用者数は限られていました。 

今回、報告書をいつでもどこでも利用していただけるよう、デジタル化してＷｅｂで公

開することとしました。これにより、多くの人にインターネットを通じて気軽に利用して

いただけるようになります。まず、第一弾として既刊485冊のうち94冊を公開します。 

 

２ Ｗｅｂ公開先と公開日時 

 公 開 先：全国遺跡報告総覧 

 代 表 U R L：http://sitereports.nabunken.go.jp  

 兵庫県 URL：http://sitereports.nabunken.go.jp/ja/list/28/28000 

 公 開 日 時：平成28年12月22日15:00～ 

 

※全国遺跡報告総覧とは（別紙参照） 

全国各地で発行された埋蔵文化財の発掘調査報告書を電子化し、インターネット上で

一元的に全文検索・閲覧できるようにしたデータベース。神戸大学など 21 の国立大

学が報告書の電子化に取り組み、国立文化財機構 奈良文化財研究所がその成果を引

き継いで平成27年6月より公開・運営している。全国から多くの利用がある。 

 

３ 今回公開する報告書について 

 別紙一覧表のとおり（※Ｗｅｂ公開にあたり著作権法に係る許諾が不要のもの） 

  ※原則１ファイル100MB以下に圧縮したPDF形式のデータで公開する。 

 

４ 期待できる効果 

 ○入手困難な報告書を全国の一般の方から研究者までの多くの人が、インターネットを

介していつでもどこでも気軽に閲覧・入手でき、報告書の活用の機会や場が広がる。 

 ○地域の埋蔵文化財や歴史、文化への理解を深め、地域学習や研究活動を促進する。 

 ○激甚災害時でも調査データが保全され、復旧･復興に必要なデータにアクセスできる。 

 

５ 今後の予定 

 ○平成28年度以降に新しく刊行するものについては随時公開予定。 

 ○平成27年度までの既刊報告書については順次追加し、平成31年度までに全冊公開を

目指す。 

 ○兵庫県立考古博物館のホームページのリンクからも閲覧可能にする予定。 

 

６ 問い合わせ先 

兵庫県教育委員会事務局 文化財課 （直通）078-362-3784  担当 垣内拓郎 



兵庫県文化財調査報告　Ｗｅｂ公開（第１弾）
NO. シリーズ番号 書  名 副  書  名 発行年月日 所在地

1 第8冊 兼田遺跡　-兵庫県姫路市兼田- 1973（昭和48）年3月31日 姫路市

2 第15冊 笹田古墳 山陽自動車道関係埋蔵文化財調査報告 1982（昭和57）年3月31日 たつの市

3 第17冊 田多地小谷遺跡 六方川災害復旧工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1983（昭和58）年3月31日 豊岡市

4 第20冊 庄境2号墳（1） 近畿自動車道関係埋蔵文化財調査報告 1983（昭和58）年3月 篠山市

5 第21冊 夕垣古墳群・夕垣遺跡 1983（昭和58）年3月31日 養父市

6 第22冊 沢原5号墳・高田遺跡 1983（昭和58）年3月31日 養父市・朝来市

7 第23冊 龍子長山1号墳 1984（昭和59）年3月31日 たつの市

8 第26冊 松ノ本古墳群 近畿自動車道舞鶴線に伴う埋蔵文化財調査報告書 1985（昭和60）年3月31日 丹波市

9 第28冊 養久山42・43号墳 山陽自動車道関係埋蔵文化財調査報告 1985（昭和60）年3月31日 たつの市

10 第29冊 前東代遺跡Ⅲ 播但有料自動車道建設にかかる埋蔵文化財発掘調査報告書 1985（昭和60）年3月31日 姫路市

11 第32冊 明石城跡Ⅱ 1986（昭和61）年3月20日 明石市

12 第35冊 多利向山古墳群 近畿自動車道舞鶴線に伴う埋蔵文化財調査報告書 1986（昭和61）年3月31日 丹波市

13 第37冊 桑原遺跡 国鉄福知山線複線電化工事に伴う発掘調査 1986（昭和61）年12月 三田市

14 第38冊 中井古墳群・中井鴨池窯跡 山陽自動車道関係埋蔵文化財調査報告 1987（昭和62）年2月28日 たつの市

15 第41冊 庄境1号墳Ⅴ 近畿自動車道舞鶴線関係埋蔵文化財調査報告 1987（昭和62）年2月28日 篠山市

16 第44冊 墓山古墳 国道176号線拡幅工事に伴う発掘調査 1987（昭和62）年3月31日 三田市

17 第46冊 多利遺跡群Ⅶ 近畿自動車道舞鶴線関係埋蔵文化財調査報告書 1987（昭和62）年3月31日 丹波市

18 第53冊 芝崎遺跡 一般国道175号線拡幅工事に伴う発掘調査 1988（昭和63）年1月31日 神戸市

19 第56冊 鴨庄古窯跡群（1）－南1号窯跡－ 近畿自動車道舞鶴線建設に伴う 1988（昭和63）年3月31日 丹波市

20 第58冊 養久・乙城山Ⅶ 山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財調査報告書 1988（昭和63）年3月31日 たつの市

21 第59冊 中後瀬遺跡Ⅷ 山陽自動車道関係埋蔵文化財調査報告 1988（昭和63）年3月31日 姫路市

22 第64冊 寺中遺跡Ⅳ 淡路縦貫道関係埋蔵文化財調査報告書 1989（平成元）年3月31日 洲本市

23 第66冊 小犬丸遺跡Ⅱ 県道竜野相生線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1989（平成元）年3月31日 たつの市

24 第69冊 上構遺跡 揖保川流域下水道建設に伴う発掘調査報告 1990（平成2）年3月30日 揖保郡太子町

25 第71冊 籠谷古墳・宅原遺跡 中国自動車道改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1990（平成2）年3月31日 神戸市

26 第74冊 戸井町坪1号窯 1990（平成2）年3月30日 川西市

27 第78冊 鈩田遺跡 淡路縦貫道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1990（平成2）年3月31日 南あわじ市

28 第80冊 浪滝遺跡 1990（平成2）年3月30日 豊岡市

29 第83冊 住吉宮町遺跡 住吉駅南線一部新設工事及び住吉駅ビル建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1991（平成3）年1月31日 神戸市

30 第85冊 長礒遺跡 満願寺川災害復旧助成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1991（平成3）年3月31日 川西市

31 第86冊 七日市遺跡（Ⅱ） 国道175号線交通事故防止対策工事に伴う発掘調査報告書 1990（平成2）年12月28日 丹波市

32 第87冊 有年原・田中遺跡 赤穂市立原小学校新築工事に伴う埋蔵文化財調査報告書 1991（平成3）年2月28日 赤穂市

33 第88冊 深江北町遺跡（Ⅱ） 県公営住宅深江札場団地建替事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1991（平成3）年3月30日 神戸市

34 第89冊 鷹取町遺跡 須磨郵便局移転建設に伴う埋蔵文化財調査報告書 1991（平成3）年3月15日 神戸市

35 第90冊 落地遺跡 1991（平成3）年3月30日 赤穂郡上郡町

36 第91冊 北園遺跡 都市計画街路尼崎港川西線道路改良工事に伴う発掘調査報告書 1991（平成3）年3月 伊丹市

37 第98冊 大垣内遺跡 加古川河川改修に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1991（平成3）年3月31日 西脇市

38 第102冊 鴨庄古窯跡群（2）上牧2・7・8号窯跡 近畿自動車道舞鶴線建設に伴う 1991（平成3）年3月 丹波市

39 第103冊 洲本城武家屋敷跡 洲本山手公舎建設事業に伴う発掘調査報告書 1991（平成3）年9月30日 洲本市

40 第105冊 上ノ島遺跡 県公営住宅尼崎立花第1団地改築工事に伴う埋蔵文化財調査報告書 1992（平成4）年3月15日 尼崎市

41 第107冊 下相野窯址　－近世丹波焼の調査－ 近畿自動車道舞鶴線建設に伴う埋蔵文化財調査報告書 1992（平成4）年3月31日 三田市

42 第108冊 堂田・八反長 水尾川河川改修工事に伴う埋蔵文化財調査報告書 1992（平成4）年3月31日 姫路市

43 第110冊 大国山遺跡 一般県道飾東宝殿停車場線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 1991（平成3）年度 加古川市

44 第111冊 野村構居跡 一級河川加古川河川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 1991（平成3）年度 西脇市

45 第112冊 西河原遺跡 1992（平成4）年3月31日 神戸市

46 第114冊 緑ヶ丘遺跡 1992（平成4）年3月 伊丹市

47 第117冊 喜多中世墓群 1992（平成4）年3月31日 丹波市

48 第118冊 柏原陣屋跡（奈良時代遺構の調査） 1993（平成5）年1月 丹波市

49 第119冊 岡遺跡 1993（平成5）年3月31日 西脇市

50 第123冊 伊丹郷町 宮の前地区市街地再開発事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 1993（平成5）年度 伊丹市

51 第124冊 西木之部遺跡 近畿自動車道舞鶴線関係埋蔵文化財調査報告書 1993（平成5）年3月31日 篠山市

52 第128冊 大田町遺跡 神戸市大田郵便局等新築工事に伴う発掘調査報告書 1993（平成5）年3月31日 神戸市

53 第129冊 石垣山古墳群　石垣山遺跡 余暇村公園都市計画公園整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1993（平成5）年3月 多可郡多可町

54 第130冊 岩井城跡 但馬空港建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1994（平成6）年3月 豊岡市

55 第132冊 御坂遺跡 県道三木三田線特殊・改良一種事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 1994（平成6）年3月31日 三木市

56 第133冊 与呂木遺跡 一般県道三木環状線道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 1994（平成6）年3月 三木市

57 第134冊 六角遺跡 山陽自動車関係埋蔵文化財調査報告 1994（平成6）年3月31日 姫路市

58 第136冊 山崎山古墳群 県道竹野久美浜線道路改良工事に伴う山崎山3・4・5号墳の発掘調査 1994（平成6）年12月20日 豊岡市

59 第138冊 宮脇遺跡 山陽自動車道関連埋蔵文化財調査報告 1995（平成7）年2月28日 たつの市

60 第139冊 緑ヶ丘窯址群Ⅱ（ⅩⅢ） 山陽自動車関係埋蔵文化財調査報告 1995（平成7）年3月31日 相生市

61 第140冊 大陣原古窯跡群 山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1995（平成7）年3月31日 たつの市

62 第145冊 小田城跡 中小河川（東条川）改修事業に伴う発掘調査報告 1995（平成7）年3月31日 小野市

63 第146冊 高田小山ノ下遺跡 一般県道住吉住永線道路改良事業に伴う発掘調査報告 1995（平成7）年3月 小野市

64 第149冊 吉田南遺跡（足田地区）・北王子遺跡 県立看護大学建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1995（平成7）年3月31日 神戸市

65 第151冊 西ヶ原遺跡 山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1996（平成8）年3月29日 三木市

66 第153冊 奧遺跡　宮ノ沢城跡　淡河上中遺跡 山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1996（平成8）年3月29日 神戸市

67 第154冊 田井野遺跡 山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1996（平成8）年3月29日 三木市

68 第156冊 大釜瓦窯跡 山陽自動車関係埋蔵文化財調査報告 1997（平成9）年3月31日 姫路市

69 第157冊 小名田窯跡 山陽自動車関係埋蔵文化財調査報告 0997（平成9）年3月31日 神戸市

70 第162冊 楠・荒田町遺跡 神戸大学附属病院構内遺跡 1998（平成9）年3月31日 神戸市

71 第163冊 小戸遺跡 阪急電鉄宝塚線等（川西市）連続立体交差事業に伴う発掘調査報告書 1997（平成9）年3月31日 川西市

72 第164冊 有岡城跡・伊丹郷町Ⅱ 都市計画道路伊丹飛行場線道路改良工事に伴う発掘調査報告 1997（平成9）年3月31日 伊丹市

73 第170冊 山本北垣内遺跡 宝塚山本西団地建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 1998（平成10）年3月16日 宝塚市

74 第171冊 神出窯跡群 神出浄水場拡張工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1998（平成10）年3月31日 神戸市

75 第172冊 山宮遺跡 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業に伴う発掘調査報告書 1998（平成10）年3月31日 豊岡市

76 第175冊 白沢放山遺跡（白沢6号窯） 山陽自動車道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1998（平成10）年3月31日 加古川市

77 第177冊 禿山遺跡他Ⅳ 本州四国連絡道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 1998（平成10）年3月20日 淡路市

78 第178冊 まるやま遺跡Ⅴ 本州四国連絡道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 1998（平成10）年3月20日 淡路市

79 第180冊 八反田遺跡 1998（平成10）年3月31日 佐用郡佐用町

80 第181冊 塩淵3号墳 神谷ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1999（平成11）年3月31日 姫路市

81 第182冊 高畑町遺跡Ⅱ 西宮待機宿舎新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1999（平成11）年3月30日 西宮市

82 第183冊 清水遺跡 県道桑原北山揖保川線緊急道路整備事業に伴う発掘調査報告書 1999（平成11）年3月31日 たつの市

83 第184冊 白沢3・5号窯ⅩⅩⅨ 山陽自動車道関係埋蔵文化財調査報告 1999（平成11）年3月31日 加古川市

84 第186冊 久留美・跡部窯跡群ⅩⅩⅩ 山陽自動車道関係埋蔵文化財調査報告 1999（平成11）年3月31日 三木市

85 第187冊 高畑町遺跡（Ⅰ） 県営西宮北口（2期）住宅建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1999（平成11）年3月31日 西宮市

86 第188冊 安倉南遺跡 県営宝塚安倉南住宅建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1999（平成11）年3月31日 宝塚市

87 第190冊 北摂ニュータウン内遺跡調査報告書Ⅴ 1999（平成11）年3月31日 三田市

88 第192冊 福島平唐山遺跡　福島古墳群　福島龍王谷遺跡 有馬富士公園線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1999（平成11）年3月 三田市

89 第193冊 福島古墳群（13・14号墳） 都市公園整備事業（県立有馬富士公園）に伴う発掘調査報告書 1999（平成11）年3月31日 三田市

90 第194冊 三田城跡 2000（平成12）年3月31日 三田市

91 第195冊 高畑町遺跡Ⅲ ルネシティ西宮高畑町建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 2000（平成12）年3月30日 西宮市

92 第196冊 明石城跡Ⅲ 県立明石公園石垣都市災害復旧事業に伴う発掘調査報告書 2000（平成12）年3月31日 明石市

93 第197冊 袴狭遺跡 小野川放水路事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 2000（平成12）年3月31日 豊岡市

94 第199冊 波毛遺跡・川添遺跡 一般国道28号（洲本バイパス）建設事業に伴う発掘調査報告書 2000（平成12）年3月17日 洲本市

平成28年12月22日公開

※遺跡の所在地名については、平成28年時点の地名で表記しています。



「全国遺跡報告総覧」は、埋蔵文化財の発掘調
査報告書を全文電子化して、インターネット上で
検索・閲覧できるようにした“電子書庫”です。

前身となる全国遺跡資料リポジトリ・プロジェ
クトにより構築されたシステムとコンテンツを国
立文化財機構 奈良文化財研究所が引き継ぎ、平成
27(2015)年6月より公開しています。

公開以降、全国各地で発行された発掘調査報告
書が一元的に検索・閲覧できるデータベースとし
て、全国から多くの利用があり、また報告書の登
録機関数も順調に増えています。

全国遺跡報告総覧とは？

全国遺跡報告総覧のご紹介

報告書※をインターネット上で公開で
きます。無償で登録できます。 ※圧縮版に限る

全国遺跡報告総覧プロジェクト
（※21大学と33機関で構成）

代表機関：奈良文化財研究所
(担当：高田 ytakata@nabunken.go.jp)

事務局：島根大学附属図書館
メール：rar@lib.shimane-u.ac.jp
電話：0852-32-6088

総覧の特長

お問い合わせ

http://sitereports.

nabunken.go.jp

全文検索可能

データ保全/災害対策

利用統計情報

情報発信に貢献

報告書17000冊に対し全文検索可能です。収録文字数
は13億字です。類例調査を漏れなく効率的にできます。
検索結果のPDFデータはダウンロードできるため、屋外
などで報告書電子データを活用できます。

自機関ＨＰへのURLリンクや、埋文活用事業・各種イベ
ント（現地説明会・企画展・体験事業等）を登録できる機能がありま
す。文化財に興味がある全国の方々へ効果の高い情報発信
が可能です。

自機関コンテンツのダウンロード状況等を確認できます。

公開活用に効果！

全国遺跡報告総覧プロジェクト

データを東日本・西日本に冗長化し分散保管しています。
激甚災害においてもデータを保全し、今後の調査に活用
できるようデータを守ることができます。


