
２　埋蔵文化財センター事業

ア　発掘調査（受託事業）

所 在 地 遺　跡　名
面　　積

(㎡)
調　査　期　間

契約金額
（円・税込み）

盛岡市 岩洞湖E遺跡 1,233 R1.9.1～R1.10.31 18,566,900

紫波町 北条館跡 4,800 H31.4.8～R1.11.27 115,252,706

矢巾町 上矢次Ⅰ遺跡 1,700 H31.4.8～R1.6.15 18,681,300

北上市
奥州市

境・山下遺跡 600 R1.9.1～R1.11.11 20,117,900

北上市 二子城跡 10,901 H31.4.4～R1.7.31 60,545,100

〃 成田岩田堂館跡 62,386 H31.4.4～R1.11.28 198,540,100

〃 二子城跡 9,000 R1.7.16～R1.10.31 33,788,700

７遺跡 90,620 （通常事業） 465,492,706

宮古市 沼里遺跡 305 R1.7.8～R1.7.31 11,471,900

〃 根井沢穴田Ⅳ遺跡 158 R1.8.1～R1.8.28 8,741,700

洋野町 板橋Ⅱ遺跡 3,270 H31.4.8～R1.5.30 26,532,000

〃 北玉川遺跡 1,379 R1.5.30～R1.6.26 19,075,100

〃 伝吉Ⅱ遺跡 2,490 H31.4.8～R1.5.30 28,282,100

一関市 下渋民遺跡 123 R1.7.1～R1.7.12 8,632,800

〃 勝善遺跡 1,001 R1.7.9～R1.8.30 17,070,900

〃 根城館跡 950 R1.9.1～R1.9.30 10,455,500

市 陸前高田市 米崎城跡 2,770 H31.4.8～R1.5.30 36,630,000

９遺跡 12,446 （復興事業） 166,892,000

16遺跡 103,066 632,384,706

（H30　18遺跡 51,405 597.223,800）

三陸国道事務
所

国

県南広域振興
局土木部一関
土木センター

県

陸前高田市

合　　計

小　　計

（１）　埋蔵文化財の調査、整理、保存、記録及び資料の作成、公開等の事業

企業局

県

岩手河川国道
事務所

委 託 者

岩手山麓農業
水利事業所

盛岡広域振興
局土木部

県南広域振興
局土木部

国

北上市

小　　計

市



イ　出土品整理（受託事業）

所 在 地 遺　跡　名
契約金額

（円・税込み）

山 田 町 沢田Ⅲ遺跡 25,666,300

〃 間木戸Ⅰ遺跡 16,273,400

宮 古 市 高根遺跡 21,709,600

洋 野 町 北ノ沢Ⅰ遺跡 44,964,700

〃 宿戸遺跡 41,786,800

〃 鹿糠浜Ⅰ遺跡 44,335,500

県 宮 古 市 田鎖車堂前遺跡 12,798,000

市
大 船 渡

市
長谷堂貝塚 5,152,680

８遺跡 212,686,980

（H30　12遺跡 269.252,640円）

ウ　その他の調査等業務（受託事業）

契約金額
（円・税込み）

14,741,824

　　　　　　　　　　（H30 13,862,266円）

大船渡市

委 託 者

合　　計

岩手県教育委員会 柳之御所遺跡発掘調査等業務

委 託 者

整　理　期　間

Ｈ31.4.2～R2.3.31

Ｈ31.4.2～R2.3.31

Ｈ31.4.2～R2.3.31

Ｈ31.4.2～R2.3.31

Ｈ31.4.1～R1.6.28

業　　務　　名

Ｈ31.4.2～R2.3.31

Ｈ31.4.1～R2.3.31

契　約　期　間

Ｈ31.4.2～R2.3.31

Ｈ31.4.1～R2.3.20

国
三陸国道事務
所

沿岸広域振興局土
木部宮古土木セン
ター



エ　報告書の発刊（受託事業）

発行部数
契約金額

（円・税込み）

709 石峠Ⅱ遺跡 300部 A4判 1470頁 14,058,000

710 中平遺跡 300部 A4判 212頁 1,815,000

711 青猿Ⅰ遺跡 300部 A4判 330頁 3,003,000

712 千徳城遺跡群 300部 A4判 294頁 2,780,580

713 上川代遺跡 300部 A4判 714頁 6,215,000

714 サンニヤⅢ遺跡 300部 A4判 148頁 1,399,860

715 田ノ端Ⅱ遺跡 300部 A4判 274頁 2,561,900

716 杉の堂遺跡 300部 A4判 536頁 4,867,500

717 万丁目遺跡 300部 A4判 660頁 6,243,600

718
田鎖車堂前遺跡、田鎖
館跡、田鎖遺跡

300部 A4判 1300頁 12,139,200

719 長谷堂貝塚 300部 A4判 ５１６頁 4,824,600

720 下村遺跡 300部 A4判 １３０頁 1,186,900

61,095,140

34,532,784円）

オ　発掘調査報告書（略報）の発刊（受託事業）

320部 A4判

県

市
村

県南広域振興局土木部

県南広域振興局北上農
村整備センター

沿岸広域振興局宮古土
木センター

普代村建設水産課

大船渡市建設課

遺　　跡　　名 規格委　　　　託　　　　者

三陸国道事務所国

第721集 令和元年度発掘調査報告書

（H30　15遺跡（15冊）

合　　計 14遺跡（12冊）



　　　カ　埋蔵文化財の公開・普及啓発事業（受託事業）

実　施　時　期 場　　　所 参加者等

令和元年11月29日(金)
　　　   　～
令和元年12月１日(日)

一関文化センター 573人

令和２年２月１日（土）
岩手県民会館
中ホール

406人

令和元年12月６日（金） 県立博物館 39人

令和元年６月 140号
令和２年２月 141号
　各1,100部

第40回埋蔵
文化財発掘
調査技術講
習会

　埋蔵文化財調査に携わる県内市
町村職員等の考古学上の特別研
修として、職務に必要な知識 ・技
能の習得を行った。

　「縄文時代石器の概要と石器使用痕

　　分析」

　講師　弘前大学准教授

　　　　　　上　條　信　彦　氏

所報「わらび
て」の発刊

　岩手県文化振興事業団及び県
内市町村教育委員会で行う発掘
調査成果及び埋蔵文化財関係等
の諸情報を提供した。

事　業　名 事　　業　　内　　容

第40回埋蔵
文化財展

　「事業団プレゼンツ」として実施
し、地元の文化財を中心とした展
示を行った。

第41回埋蔵
文化財公開
講座

　埋蔵文化財への理解を深めるた
め、考古学等の最新情報の成果を
研究者を招いて一般向けに分かり
やすく講演した。

　演題　「岩手県域における室町・戦国期

　　　　　の政治的枠組み」

　講師　岩手大学教授

　　　　　　菅　野　文　夫　氏



　　キ　埋蔵文化財の公開・普及啓発事業（自主事業）

実　施　時　期 場　　　所 参加者等

令和元年11月29日(金)
　　　　    ～
令和元年12月１日(日)

一関文化センター 573人

令和元年７月27日(土)
　
令和元年８月３日(土)

北条館跡

成田岩田堂館跡

140人

130人

令和元年７月
センターHP

に掲載

令和２年２月１日(土)

県民会館
中ホール
（公開講座と同日
開催）

406人

令和２年３月
発行部数

　450部

令和元年7月29日(月)
　　　　　　～
令和元年7月30日(火)

埋蔵文化財センター 703人

令和元年11月２日(土)
　　　　　　～
令和元年11月６日(水)

田野畑村アズビィ楽
習センター 352人

（２）　職員派遣

派 遣 （ 出 向 ） 期 間

平成31年4月1日
           ～
令和２年3月31日

派 遣 （ 出 向 ） 先 派 遣 （ 出 向 ） 人 員 備 考

公益財団法人福島県文
化振興財団

1名
復興関連発掘調査支援
前田遺跡（川俣町）調査担当

(再掲)
第40回埋蔵
文化財展

　
　「事業団プレゼンツ」として実施
し、地元の文化財を中心とした展
示を行った。

現地説明会
現地公開

　地域住民や報道関係者を対象
に、文化財愛護思想の普及を図る
ため、遺跡の発掘調査成果を公開
した。

東日本大震
災復興関連
調査展

東日本大震災からの復興関連調
査の成果を巡回展として公開し
た。

年報の発刊

　当センターが平成29年度に実施
した発掘調査・研究、普及その他
様々な業務を集約し、その成果を
掲載した。

第22回遺跡
報告会

　
　復興関連調査遺跡の中から代表
的な遺跡について、スライド映写・
遺物展示などで広く一般に調査成
果を報告した。

研究紀要の
発刊

　埋蔵文化財及び調査技術関連
諸分野についての研究成果を掲
載した。

体験教室

　
　小学生を対象として、体験を通じ
て歴史や埋蔵文化財への理解を
深めてもらった。

事　業　名 事　　業　　内　　容
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