
平 成 29 年 度 事 業 報 告

１．概  要

当文化財センターは設立34年目を迎え、印旛郡市各市町の協力により文化財の調査研究体制が充実整備され、事業の完全遂行をめざして業

務の効率的な運営を図ってまいりました。

受託事業の概要は、発掘調査事業14件、整理報告事業11件であり、受託先については公共事業に係るもの19件、民間事業に係るもの６件で

あり、年度内に終了いたしました。

また、普及事業においては文化財保護思想の涵養と普及を図り、地域住民生活の向上と地域文化の進展に寄与してまいりました。

２．組  織

⑴ 役員等  評議員４名、理事長１名、副理事長１名、常務理事１名（事務局長兼務）、理事８名、監事２名

⑵ 職 員  事務職員２名（事務職員１名、嘱託事務員１名）

        技術職員７名（調査課長１名、庶務課長兼調査課主幹１名、調査係長１名、調査研究員１名、嘱託調査研究員３名）

３．評議員会の開催

⑴ 第６回定時評議員会  平成29年６月21日（水） 会場（公財）印旛郡市文化財センター会議室

      議 題  議案第１号  平成28年度事業報告及び平成28年度貸借対照表、正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認

について

４．理事会の開催

⑴ 第99回理事会  平成29年５月25日（木）  会場（公財）印旛郡市文化財センター会議室

      議 題  議案第１号  平成28年度事業報告及び平成28年度収支決算の承認について

           議案第２号  公益財団法人印旛郡市文化財センター第６回定時評議員会の招集について



⑵ 第100回理事会 平成29年11月24日（金） 会場（公財）印旛郡市文化財センター会議室

      議 題  議案第１号  平成30年度事業の見込みと職員数について

⑶ 第101回理事会 平成30年３月23日（金） 会場（公財）印旛郡市文化財センター会議室

      議 題  議案第１号 公益財団法人印旛郡市文化財センター平成29年度事業計画の変更（案）及び収支補正予算（案）について

          議案第２号 公益財団法人印旛郡市文化財センター平成30年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

５．監査の実施

  平成28年度事業監査は、平成29年５月９日（火）に当文化財センター本部において葉山幸雄監事、勝山 信監事により実施されました。



６．平成29年度受託事業

（単位：円〔消費税込額〕）

番

号
事  業  名 事業者名

遺  跡  名

（種別）所在地
調査内容 契約年月日 契約金額 精算額 備考

1
医学部附属病院予定地埋蔵

文化財調査委託（川栗地先）
成田市

川栗遺跡群Ⅱ（その２）

（集落跡）

成田市川栗字二子塚

740 番 1他

確認調査上層 2,006 ㎡

確認調査下層 414 ㎡

本調査上層 522 ㎡

H29.10.31 17,726,040 17,726,040 成田市

2
成田市所字長山外砂利採取

に伴う埋蔵文化財調査
秀工業株式会社

水神作遺跡（第４次）

（城館跡）

成田市所字鼠台 821 番 1 他

確認調査上層1,772.35 ㎡ H29. 4. 3 5,770,440 5,213,160 成田市

3

成田市所字長山外砂利採取

に伴う埋蔵文化財調査

（本調査）

秀工業株式会社

水神作遺跡（第４次）

（城館跡）

成田市所字鼠台 821 番 1 他

本調査上層 3,000 ㎡ H29. 5.25 25,090,560 25,074,360 成田市

4

平成 29 年度市内遺跡整理

業務委託（平成 28 年度調査

分）

佐倉市

間野台貝塚（第 12 次）

他 14遺跡

（集落跡）

佐倉市内

整理 1,302.50 ㎡

原稿作成
H29. 4.17 3,810,357 3,785,970 佐倉市

5

佐倉市立井野小学校校舎耐

震補強工事に伴う埋蔵文化

財調査（報告書刊行）業務

委託

佐倉市

井野長割遺跡（第 18 次）他

（集落跡）

佐倉市ユーカリが丘

3-1-6

報告書刊行 H29. 5.10 982,800 691,200 佐倉市

6
佐倉城跡（第１次・２次・

３次）整理業務委託
佐倉市

佐倉城跡（第１次・２次・３次）

（城館跡）

佐倉市城内町 277-1 他

整理 1,159.91 ㎡

原稿作成
H29. 4.17 6,228,623 6,165,315 佐倉市

7

佐倉市立南部中学校校舎解

体に伴う埋蔵文化財調査

（整理作業、報告書刊行）

業務委託

佐倉市

神門房下遺跡（Ｅ地点）

（集落跡）

佐倉市神門 432-1

整理 360 ㎡

報告書刊行
H29. 5.10 6,569,640 5,854,680 佐倉市



番

号
事  業  名 事業者名

遺  跡  名

（種別）所在地
調査内容 契約年月日 契約金額 精算額 備考

8 四街道市内遺跡整理業務委託 四街道市

飯塚台遺跡（第６次）他５遺跡

（集落跡）

四街道市内

整理 400 ㎡

原稿作成
H29. 4.14 1,393,200 1,393,200 四街道市

9

平成 29 年度印西市内遺跡

整理業務委託（平成 28 年度

調査分）

印西市

新井堀Ⅱ遺跡他８遺跡

（集落跡）

印西市内

整理 506.50 ㎡

原稿作成
H29. 4.26 2,368,780 2,368,780 印西市

10
県単緊急急傾斜地崩壊対策

委託（株木埋蔵文化財調査）

千葉県         

印旛土木事務所

株木第１号墳・株木第２号墳

（第２次）

（古墳）

印西市萩原 1614 及び

1615 番地

本調査上層 83㎡ H29. 8. 4 3,629,880 3,629,880 印西市

11
土砂災害防止（急傾斜）  

委託（榎台埋蔵文化財調査）

千葉県         

印旛土木事務所

榎台第１遺跡（第４地点）

（集落跡）

印西市平賀 2194-3 他

確認調査上層 1,857 ㎡

確認調査下層 36㎡

本調査上層 1,054 ㎡

H29. 9.29 17,485,200 17,485,200 印西市

12
平成 29 年度道作１号墳

発掘調査業務委託
印西市

道作第１号墳

（古墳）

印西市小林字馬場

2826-1、2826-5

確認調査上層 46㎡ H29. 7.13 4,173,120 4,173,120 印西市

13

印西市武西太陽光発電  

施設の設置に伴う埋蔵文化

財調査

株式会社    

ウエッブウッズ

武西千駄苅遺跡（第２次）

（集落跡）

印西市武西字千駄苅

666 番 1他

本調査上層 1,627 ㎡

整理 1,627 ㎡

報告書刊行

H29. 4. 3 9,930,600 9,459,720 印西市

14

栄町町道 1009 号線道路

改良工事に伴う埋蔵文化財

調査・整理委託

栄町

宮前遺跡

（集落跡）

印旛郡栄町酒直字宮前

547-2 他

整理 2,455.40 ㎡ H29. 4.13 993,600 993,600 栄 町



15

北柏駅北口土地区画整理事

業に伴う埋蔵文化財調査

（復元整理（３））業務

柏市

花戸原遺跡

（集落跡）

柏市根戸字花戸原地先

整理 H29.10.25 6,260,760 5,423,760 柏 市

16

北柏駅北口土地区画整理事

業に伴う埋蔵文化財調査

（発掘調査（３））業務

柏市

中馬場遺跡第９次

（集落跡）

柏市根戸字中馬場

1829-15 ほか

確認調査下層 336 ㎡

下層 42㎡

本調査上層 974 ㎡

整理

H29. 4.27 15,444,000 11,269,800 柏 市

17
豊和 埋蔵文化財調査業務

（整理）
匝瑳市

多古田低地遺跡

（その他）

匝瑳市飯塚地先

整理 1,836 ㎡ H29. 5. 1 25,914,600 25,914,600 匝瑳市

18

（仮称）茂原長柄スマート

ＩＣランプ部整備に伴う埋

蔵文化財調査（整理）

茂原市

国府関遺跡

（集落跡）

茂原市国府関地先

整理 6,530 ㎡ H29. 6.19 15,583,320 15,583,320 茂原市

19

東庄町立東庄中学校自転車

置場等増築工事に伴う埋蔵

文化財調査

東庄町

青馬鷲遺跡

（集落跡）

香取郡東庄町青葉地先

確認調査上層 1,325 ㎡

下層 124 ㎡

本調査上層 837 ㎡

H30. 1.18 10,582,920 10,582,920 東庄町

20
避難道路整備事業に伴う

埋蔵文化財調査業務委託
山武市

小泉低地遺跡（内山1646地点）

（集落跡）

山武市五木田字御用地

3257 他

本調査上層 965 ㎡

整理 965 ㎡

報告書刊行

H29. 4.17 9,329,040 9,329,040 山武市

21

四街道市成台中土地区画整

理事業地内埋蔵文化財整理

委託

四街道市成台中

土地区画整理組合

浮矢遺跡他３遺跡

（集落跡）

四街道市成山

整理 30,610.50 ㎡

報告書刊行
H29. 5.31 7,782,480 5,151,600 四街道市

22
ごみ処理施設用地埋蔵文化

財調査委託
四街道市

金クソ遺跡

（集落跡）

四街道市吉岡字シモ

677-1 他

確認調査下層 1,364.3 ㎡

本調査上層 86.5 ㎡
H29. 7.19 6,340,680 6,340,680 四街道市



番

号
事  業  名 事業者名

遺  跡  名

（種別）所在地
調査内容 契約年月日 契約金額 精算額 備考

23

北柏駅北口土地区画整理事

業に伴う埋蔵文化財調査

（発掘調査（４））業務

柏市

花戸原遺跡（第 12 次）

（集落跡）

柏市根戸字花戸原 293

ほか

確認調査下層 66㎡

本調査上層 3,305 ㎡

整理

H29. 7.28 35,535,240 31,604,040 柏 市

24
聖隷佐倉市民病院増築工事

に伴う埋蔵文化財調査

社会福祉法人   

聖隷福祉事業団

江原台遺跡（聖隷病院第５次）

（集落跡）

佐倉市江原台2丁目36番

1の一部他

本調査上層 1,567 ㎡ H29. 8.31 26,598,240 15,372,720 佐倉市

25

聖隷佐倉市民病院駐車場

貯留槽増設に伴う埋蔵文化

財調査

有限会社滝口産業

遠部台遺跡（第９次）

（集落跡）

佐倉市臼井田遠部台

428-1 他

本調査上層 80.08 ㎡

整理 80.08 ㎡

報告書刊行

H29. 8.30 3,489,480 2,899,800 佐倉市

合 計 269,013,600 243,486,505



７．普及事業等

⑴ 普及事業

番号 事    項 内        容 備       考

１

広報誌「FIELD BOOK」の

発行

埋蔵文化財に対する一般の方々の関心を高めるとともに、当セ

ンターの業務活動を理解していただくため、年１回発行して一

般、文化財関係者に配布した。

第40号 平成30年３月30日発行 3,000部

２

年報の発行 平成28年度に実施した事業内容を取りまとめて発行した。 第33号 平成30年３月23日発行 500部

３

企画展

「最新出土考古資料展」

一般市民、研究者を対象として、当センターの最近の発掘調査

の成果を紹介し、地域の歴史に対する造詣を深めていただき、

埋蔵文化財保護思想の普及・涵養、生涯学習への寄与、併せて

当センターの業務への支持と理解の拡大を目的として開催した。

平成29年７月3日㈪～平成30年６月22日㈮

本部・考古資料展示室

入場者372名(３月末現在)

４

現地説明会 広く一般市民に発掘調査現場を公開し、埋蔵文化財への理解と

関心を深めた。

１．平成29年８月26日㈯

  印西市道作１号墳 86名参加

２．平成29年11月３日㈷

  柏市花戸原遺跡 180名参加

５

講師派遣 １．佐倉市民カレッジ「旧石器時代・縄文時代－印旛沼周辺の

人々－」

２．井野長割遺跡見学会「井野長割遺跡ドキ土器ミュージアム

@イオン&現地ツアーと木こり体験」

３．文化財講座「待山遺跡・待山古墳群発掘調査について」

４．佐倉学入門講座「井野長割遺跡を学ぶ」

５．第 4回印旛地区文化財行政担当者連絡協議会

「発掘現場における基本技術の確認及び習得」

６．井野長割遺跡見学会「井野長割遺跡見学会と火起こし・

塩作り体験」

７．第 4回考古学講座「印旛沼周辺の遺跡について」

１．平成29年６月22日㈭ 調査係長１名

２．平成29年８月26日㈯ 調査係長１名

３．平成29年11月11日㈯ 嘱託調査研究員１名

４．平成29年12月６日㈬ 調査係長１名

５．平成30年１月12日㈮ 嘱託調査研究員１名

６．平成30年２月10日㈯ 調査係長１名

７．平成30年２月18日㈰ 嘱託調査研究員１名



６

職場体験学習 印旛郡市内各小・中学校の依頼による職場体験学習を実施した。 １．平成29年11月１日㈬・２日㈭

佐倉市立根郷中学校２年生４名

２．平成29年11月７日㈫・８日㈬

佐倉市立臼井西中学校２年生２名

３．平成29年11月８日㈬・22日㈬

佐倉市立根郷小学校２年生31名

４．平成29年11月15日㈬・16日㈭

佐倉市立佐倉東中学校２年生４名

５．平成29年11月15日㈬

佐倉市立佐倉東中学校１年生５名

６．平成29年11月16日㈭・17㈮

佐倉市立佐倉中学校２年生４名

７

全国埋蔵文化財法人連絡

協議会関東ブロック地区

協議会連携事業企画

関東ブロック地区協議会加盟組織が連携し、考古学を身近に感

じてもらう取り組みとして、2017関東考古学フェア「スタンプ

ラリー」を実施した。

平成29年６月３日㈯～平成29年11月17日㈮

８
図書室蔵書及び保管資料

の利用提供

卒業論文作成等の研究・学習の場としての利用に供した。 平日

９

ホームページの活用 ホームページを通して当センターの業務や成果等を教育現場、

一般市民、研究者に対して広く公開することによって、当セン

ター、埋蔵文化財及び考古学に対する認識と理解の浸透を図っ

た。

URL http://www.inba.or.jp/



⑵ 研 修

番号 事    項 内        容 備       考

１

安全運転管理者等講習 主催 千葉県公安委員会

内容 「安全運転管理者等に対する講習」

平成29年６月８日㈭

佐倉市民音楽ホール

庶務課長兼調査課主幹１名

２

労務管理講習会 主催 東金労働基準監督署

内容 「労務管理のポイントについて」

   「健康管理およびメンタルヘルス対策について」

平成29年７月21日㈮

東金文化会館

主任主事１名

３

市町村文化財担当職員

講習会

主催 千葉県教育委員会

内容 「千葉県における文化財保護の現状と課題」他 12 講座

平成29年６月８日㈭・９日㈮

千葉県立中央博物館講堂

調査研究員１名


