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令和元年度文化財保護・調査・普及事業について 

 

１．文化財保護・調査  

事業者と調整協議し、必要な発掘調査の実施等、埋蔵文化財保護業務を実施する。また、文

化財審議会委員や各分野の研究者の協力を得て、指定・未指定の文化財の調査を継続して行う。

必要に応じて、郷土資料館・飛ノ台史跡公園博物館と連携する。 

 

① 取掛西貝塚保存事業 ※詳細は、報告（3）取掛西貝塚保存事業を参照。 

 遺跡名 場所 調査期間 

取掛西貝塚(8) 飯山満町 1 
令和元年 6月 10日～9月 30

日予定 

   

② 開発等に伴う発掘調査・整理作業予定 

遺跡名 時代・主な検出遺構 備考 

東中山台遺跡群(72) 中世台地整形区画他 直営・調査中 

夏見大塚遺跡（34） 奈良・平安時代竪穴住居跡他 直営・調査中 

中野木台遺跡（24） 縄文時代中期竪穴住居跡他 委託予定 

その他本調査 3件予定 縄文時代・古墳時代 直営、委託 

その他 

確認調査 32件予定 

 直営（市内遺跡 4 件

含む） 

 

③ 報告書刊行予定 

遺跡名 時代・主な検出遺構 備考 

令和元年度市内遺跡発

掘調査報告書 

 
国庫補助事業 

取掛西貝塚  

－第1次～7次発掘調査概要

報告書－ 

 国庫補助事業 

5 月 19 日日本考

古 学 協 会 に て

300部配布終了 

宮本台遺跡群(72) 古墳時代前期竪穴住居跡他 直営 

東中山台遺跡群(68) 奈良・平安時代竪穴住居跡他 委託 

東中山台遺跡群(69) 
縄文時代早期炉穴・中世台地整

形区画他 
委託 

東中山台遺跡群(71) 古墳～平安時代竪穴住居跡他 委託 
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④ 市費単独整理作業 

遺跡名 時代・主な検出遺構 備考 

海老ケ作貝塚(2) 縄文時代中期竪穴住居跡他 土器実測委託予定 

取掛西貝塚（5）－Ⅱ 縄文時代早期住居跡他 次年度継続 

取掛西貝塚総括 縄文時代早期～古墳時代 次年度継続 

 

⑤ 指定・未指定文化財調査予定 

文化財名    調査内容 備考 

市内の神楽の調査 
市内 5 つの神楽について、記録を

作成する。 

 

市内の祭礼の調査 市内で行われる祭礼の調査。  

市内の古民家調査 
古民家の解体時に調査し、記録保

存を行う。 

 

   

⑥ 下野牧二和野馬土手 

未指定部分の指定を目指し、指定部分については、年 2回草刈・樹木伐採を実施し、保

護に必要な維持管理続けていく。昨年同様、近隣の小学校に野馬土手の貴重性を伝えて

いく。 

 

⑦ 神楽伝承者（団体）交流会 

   昨年度に引き続き、市内の神楽伝承者（団体）の交流会を 11月に実施する。 

    

⑧ 指定文化財補助事業 

市内の指定・登録文化財の管理伝承費や緊急修繕等に対し、補助を行っていく。 

活動休止中の市指定文化財｢神保ばやし｣の採譜を地域の団体の協力を得て実施する。 

 

２．普及事業  

引き続き、遺跡マップおよび取掛西貝塚パンフレットの作成、文化財・遺跡説明板の設置

を行う等、普及活動を積極的に行う。 

 

①  文化財・遺跡説明板の設置・改修予定 

 文化財・遺跡名 設置場所 設置数 

指定文化財の説明板の建替え 検討中 3基予定 

遺跡説明板の設置 検討中 6基予定 国庫補助 
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②  遺跡見学会開催予定 

遺跡名 開催日 

取掛西貝塚（8）芝山東小出前授業・見学会 6月 21日（金） 

取掛西貝塚（8）明大博物館友の会見学会 7月中 

取掛西貝塚（8）中教協 見学・講義 7月 3日（水） 

取掛西貝塚（8）芝山西小 6年生 発掘体験 7月 9～20 日 

取掛西貝塚（8）市議会公共施設見学 7月 9日（火） 

取掛西貝塚（8）芝山高校見学会 7月 9日以降 

取掛西貝塚（8）小中学校教員初任者研修 見学会 8月 2日（金） 

取掛西貝塚（8）報道記者向け説明会 8月 5～9 日 

取掛西貝塚（8）小中学校教頭会見学会 8月 8日（木） 

取掛西貝塚（8）市民向け見学会 8月 10日（土） 

取掛西貝塚（8）地権者向け見学会 8月 24日（土） 

開発等に伴う発掘調査で開催可能時に開催予定  

 

③ -１ 講師派遣・講座予定 埋蔵文化財 

  講演名 (担当) 開催日 参加人数（予定） 

小中学校教員初任者研修 座学【取掛西貝塚】 6月 5日（水） 150人 

まちづくり出前講座（西部公民館） 6月 12 日(水) 80人 

動物考古学会発表（千葉市生涯学習センター） 

【取掛西貝塚】 
6月 15 日(土) 

    

縄文大学 10月 9･23･30日(水)  

まちづくり出前講座（夏見公民館） 10月 10日（木）  

まちづくり出前講座（薬円台自治会館） 10月 15日（火）  

まちづくり出前講座（坪井公民館） 11月 8日（金）  

千葉県北西部地区文化財行政担当者協議会 

文化財発表会【取掛西貝塚】 
12月 14日(土) 

 

千葉県北西部地区文化財行政担当者協議会 

展示【取掛西貝塚】 飛ノ台史跡公園博物館 

11月 2日(土)～ 

12月 15日(日) 

 

市民大学校講座 2月 28日(金)  

取掛西貝塚記念講演会 第 4弾 

勤労市民センター 
3月 14日(土) 

 

 

③ -２ 講師派遣・講座予定 歴史文化財 

  講演名 (担当) 開催日 参加人数（予定） 

寿大学「小室の歴史」 小室公民館 6月 27日(木)  
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④ 研修生・職場体験受け入れ予定 

名称 学校・団体名 受入日 参加者数 

職場体験 御滝中学校 11月 14・15日 4人程度 

 

⑤ 吉澤野球博物館資料展示室  

船橋市では、平成 27 年度に「吉澤野球博物館」（本中山 1 丁目）から譲り受けた資料を、

平成 29 年度に、船橋市総合体育館（船橋アリーナ・習志野台 7 丁目）内に「吉澤野球博物

館資料展示室」を設置し、展示しています。業務の所管替えにより、歴史文化財係に民俗の

学芸員が配置となり、企画展の開催・展示替え及び未整理の資料の整理を行う。 

企画展・展示替え予定 開催日 

常設展入れ替え 

イチロー（鈴木一朗）に関する資料を展示。 
7月 1日(月)～ 

企画展「野球の道具 2」 

グラブやユニフォーム等の野球道具特集し、展示。 

8月 1日(木)～ 

9月 2日(月) 

 

 

 

  


