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№ 刊行年度 報   告   書   名

1 昭和51 横塚山古墳（調査会刊）

2 中条条里遺跡調査報告書Ⅰ

3 楊井薬師寺古墳発掘調査報告書

4 昭和53 万吉西浦遺跡概報

5 万吉西浦遺跡

6 三尻№80古墳

7 中条遺跡群・中島遺跡

8 熊谷市玉井古銭

9 妻沼西南遺跡群Ⅰ（道ヶ谷戸条里・道ヶ谷戸・飯塚南）

10 昭和55 鎧塚古墳

11 三尻遺跡群　上辻遺跡・下辻遺跡

12 中条遺跡群Ⅲ 権現山古墳・常光院東遺跡

13 下向河原・下河原下・本代・下河原上遺跡

14 めづか

15 岩比田（平安・中世）

16 姥ヶ沢遺跡Ⅰ（弥生・古墳時代）

17
中条遺跡群（「昭和52年度～昭和56年度調査遺跡概略」・「昭和58年度調
査・光屋敷遺跡遺構」・「昭和58年度　熊谷市埋蔵文化財調査報告書」）

18 三尻遺跡群　上辻・下辻遺跡

19 江南村遺跡群Ⅰ（古墳・奈良平安時代）

20 天神下・土用ヶ谷戸遺跡

21 三尻遺跡群　黒沢館跡・樋ノ上遺跡

22 江南遺跡群Ⅱ（宮下遺跡・元稲荷遺跡：縄文・古墳時代）

23 三尻遺跡群（若松遺跡・黒沢遺跡・東遺跡）

24 長安寺遺跡

25 江南町内遺跡群Ⅲ（新山遺跡：縄文・古墳・近世）

26 昭和61 三尻遺跡群（庚甲塚遺跡・松原遺跡）

27 寺東・八反田・東耕地・入川・深町遺跡

28 天神遺跡

29 北廓遺跡

30 本田・東台　上前原遺跡（縄文・古墳・奈良平安時代）

31 三尻遺跡群（社裏遺跡・社裏北遺跡・社裏南遺跡）

32 中耕地・西通・東通遺跡

33 平成元 西方遺跡

34 西別府廃寺

35 天神前遺跡

36 平成4 千代遺跡群－江南町千代遺跡群発掘調査報告書－

昭和63

平成3

　　熊谷市刊行発掘調査報告書一覧　（令和２年３月３１日現在）

昭和52

昭和54

昭和56

昭和57

昭和58

昭和59

昭和60

昭和62



№ 刊行年度 報   告   書   名

37 平成5 西別府廃寺(第２次)

38 丸山遺跡発掘調査報告書（平安時代）

39 千代遺跡群－縄文時代編－

40 平成8 大里村南部遺跡群Ⅰ

41 石原古墳7号墳・兵部裏屋敷跡

42 千代遺跡群－弥生・古墳時代編－

43 横間栗遺跡

44 女塚遺跡・女塚4号墳

45 稲荷東遺跡

46 三ヶ尻遺跡（調査会刊）

47 前中西遺跡（調査会刊）

48 塩古墳群　狸塚27号墳発掘調査報告書（古墳時代）

49 西別府祭祀遺跡

50 不二ノ腰遺跡

51 寺東遺跡・別府氏館跡

52 一本木前遺跡

53 奈良東耕地遺跡

54 籠原裏古墳群10号墳（調査会刊）

55 一本木前遺跡Ⅱ

56 瀬戸山遺跡・瀬戸山古墳群

57 肥塚中島遺跡・出口上遺跡・出口下遺跡 肥塚古墳群14･15･16号墳

58 諏訪木遺跡（調査会刊）

59 一本木前遺跡Ⅲ

60 中条氏館跡

61 三ヶ尻遺跡Ⅱ

62 前中西遺跡Ⅱ

63 石原古墳群8号墳（調査会刊）

64 北島遺跡

65 寺内遺跡範囲確認調査関連報告書（縄文・平安・中世）

66 前中西遺跡Ⅲ

67 一本木前遺跡Ⅳ

68 三ヶ尻遺跡Ⅲ

69 一本木前遺跡Ⅴ

70 籠原裏遺跡

71 籠原裏古墳群

72 鵜ノ森遺跡

73 立野古墳群発掘調査報告書（古墳時代）

74 拾六間後遺跡

75 東浦遺跡（調査会刊）

76 上前原遺跡第２次調査発掘調査報告書（縄文・古墳時代）

平成12

平成13

平成14

平成15

平成16

平成17

平成7

平成9

平成10

平成11
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77 諏訪木遺跡Ⅱ・上之古墳群第2号墳

78 拾六間後遺跡Ⅱ

79 藤之宮遺跡

80 箕輪遺跡　上前原遺跡３次、４次

81 石原古墳群第２号墳（調査会刊）

82 前中西遺跡Ⅳ

83
箕輪遺跡４次、５次　中廓遺跡３次　西浦遺跡　元境内遺跡４次　宮脇遺
跡２次　諏訪脇遺跡

84 西別府祭祀遺跡Ⅱ

85 合羽山遺跡（調査会刊）

86 籠原裏遺跡・籠原裏古墳群第１１号墳（調査会刊）

87 宮下遺跡Ⅱ（調査会刊）

88
原谷遺跡　寺内遺跡１０次　中島遺跡２次　西遺跡３次　一本木前遺跡６
次（調査会刊）

89 前中西遺跡Ⅴ

90 西城切通遺跡

91 円山遺跡

92 前中西遺跡Ⅵ

93 埼玉県指定史跡　塩古墳群

94 瀬戸山遺跡・山ヶ谷戸遺跡（調査会刊）

95 西別府祭祀遺跡Ⅲ

96 前中西遺跡Ⅶ

97 西別府遺跡Ⅰ・西別府廃寺Ⅲ

98 樋の上遺跡（調査会刊）

99 王子西遺跡Ⅱ（調査会刊）

100 前中西遺跡　西別府館跡　王子西遺跡　立野遺跡

101 西別府祭祀遺跡、西別府廃寺、西別府遺跡　統括報告書Ⅰ

102 前中西遺跡Ⅷ

103 上之古墳群・諏訪木遺跡

104 南方遺跡Ⅱ

105 萩山遺跡ＰＬ・図版編

106 不二ノ腰遺跡Ⅱ

107 前中西遺跡Ⅸ

108 萩山遺跡

109 石原古墳群Ⅳ・不二ノ腰遺跡Ⅲ・永井太田北廓遺跡・杉之道遺跡・彦松西遺跡

110 石原古墳群Ⅴ・不二ノ腰遺跡Ⅳ

111 籠原裏古墳群Ⅳ（籠原裏古墳群第12・13・14・15号墳）・籠原裏遺跡Ⅲ

112 池ノ上遺跡

113 樋の上遺跡Ⅱ

114 桜山遺跡

115 西別府祭祀遺跡Ⅳ

平成21

平成22

平成23

平成24

平成25

平成26

平成18

平成19

平成20

平成27
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116 諏訪木遺跡Ⅲ

117 前中西遺跡Ⅹ

118 前中西遺跡ⅩⅠ

119 在家遺跡

120 宮下遺跡Ⅳ

121 中西遺跡Ⅰ

122 西別府廃寺Ⅳ

123 北廓遺跡Ⅱ

124 前中西遺跡ⅩⅡ

125 大竹遺跡Ⅰ

126 三ヶ尻古墳群・西別府館跡・上前原遺跡・元境内遺跡・野原宮脇遺跡

127 賢木岡東遺跡

128 中西遺跡Ⅱ

129 諏訪木遺跡Ⅳ

130 肥塚古墳群Ⅱ・肥塚館跡

131 緑川遺跡

132 諏訪木移籍Ⅴ　上之古墳群第3・4号墳

平成30

平成28

平成29

令和元
（平成31）


