
２．普及・啓発・研究等業務

　（１）研修等
　　　全国埋蔵文化財法人連絡協議会事業への派遣
　　　　ア　第１回役員会

期 日 平成２９年５月１０日～５月１２日
会 場 山口県山口市（(公財)山口県埋蔵文化財センター）
派 遣 職 員 専務理事　齋藤　稔、調査研究専門員　氏家信行

　　　　イ　総会
期 日 平成２９年６月１５日～６月１６日
会 場 神奈川県横浜市（ホテルメルパルク横浜、他）
派 遣 職 員 専務理事　齋藤　稔、主任調査研究員　大場正善

　　　　ウ　全国埋蔵文化財調査情報交換会
期 日 平成２９年９月２１日
会 場 東京都多摩市（東京都埋蔵文化財センター）
派 遣 職 員 事務局長　黒坂雅人

　　　　エ　研修会
期 日 平成２９年１１月１６日～１１月１７日
会 場 愛知県名古屋市（ウインクあいち）
派 遣 職 員 専門調査研究員　髙桑　登

　　　　オ　第２回役員会
期 日 平成２９年１１月３０日～１２月１日
会 場 東京都多摩市（東京都埋蔵文化財センター）
派 遣 職 員 専務理事　齋藤　稔、事務局長　黒坂雅人

　　　　カ　ブロック活動
　　　　　　　北海道・東北地区会議

期 日 平成２９年１０月１９日～１０月２０日
会 場 山形県山形市（山形テルサ、他）
派 遣 職 員 専務理事　齋藤　稔、事務局長　黒坂雅人、

業務課長　伊藤邦弘、調整主幹　須賀井新人、
専門調査研究員　菅原哲文、主任調査研究員　天本昌希

　（２）普及啓発
　　　①センター公開事業
　　　　ア　なつやすみ「子どもミュージアム」
　　　　　昨年度より、埋蔵文化財センター単独事業として実施している。
　　　　　山形県内の遺跡から見つかった代表的な出土品を、児童・生徒の夏季休業中に展示した。
　　　　　併せて、体験活動を取り入れて実施した。

期 間 平成２９年７月１８日（火）～８月１８日（金）
会 場 山形県埋蔵文化財センター
内 容 展示：「やまがたの昔むかし２」

体験：火起こし、縄文クッキー、弓矢、ミュージアムで絵を描こう
入 場 者 数 １６名

クルミ割り体験 縄文クッキー体験 火起こし体験
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　　　　イ　平成２９年度　山形県発掘調査速報会２０１７
　　　　　山形県教育委員会主催、(公財)山形県埋蔵文化財センター他２市教委共催で実施した。
　　　　　センターが平成２９年度に発掘調査を行った遺跡の内、５遺跡５件の調査成果と、山形市
　　　　　教育委員会・米沢市教育委員会の各発掘調査成果を報告した。

期 日 平成３０年３月１１日（日）
会 場 山形県生涯学習センター　遊学館
内 容 調査の状況をプロジェクターを使って紹介し、併せて出土品の展示・解説

を実施した。
入場者数 約１５０名

　　　②考古学講座
　　　　ア　特別講演会
　　　　　職員研修として計画した講演会を一般にも開放し、｢考古学講座｣として実施した。

期 日 平成３０年２月２０日（火）
会 場 山形県埋蔵文化財センター
内 容 演題：『中国鄴城(ぎょうじょう)における仏教考古学上の重要発見と研究』

講師：何　利群 氏(東北学院大学大学院客員教授)
解説：佐川正敏 氏(東北学院大学教授)

参加者数 ４６名

　　　　イ　センター談話会
　　　　　センター職員による個人研究の発表会･勉強会を公開し、一般参加者とともに勉強した。

期 日 平成３０年３月１日（木）・８日（木）
会 場 山形県埋蔵文化財センター
テーマ 第１回『墨書土器から見た山形県の古代氏名』(植松暁彦)

第２回『漆の考古学 はじめの一歩 ～漆から何が分かるのか～』(木村恵理)
参加者数 合計　のべ４２名

野田遺跡･下中瀬遺跡の報告発表会場 出土品の展示・解説
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　　　③来所者

　　　ア.見学・研修等
№ 来所者 期　日 人数 内　容

1 大江町教育委員会 2017年4月7日 1 施設利用（出土遺物の鑑定）

2 中山町郷土研究会 2017年4月18日 1 施設利用（赤外線による遺物の鑑定）

3 千葉県民 2017年4月21日 2 施設見学

4 河北町民 2017年4月26日 1 施設見学

5 山形市立蔵王第一中学校　２年生 2017年5月17～19日 3 職場体験

6 山形市民 2017年6月6日 1 施設見学

7
平成29年度
第1回市町村文化財担当者研修会

2017年6月7日 35 施設見学、施設利用（講話･実習）

8 兵庫県民 2017年6月14日 2 施設見学

9 山形県立山形盲学校中学部 2017年6月28日 7 施設利用（校外学習）

10 米沢市教育委員会 2017年7月4日 1 施設利用（赤外線による遺物の鑑定）

11 上山市キャリアスタートウィーク 2016年7月4～6日 5 職場体験

12
山形県立
うきたむ風土記の丘考古資料館

2017年7月5･6日 2 施設利用（写真撮影研修）

13
平成29年度
第2回市町村文化財担当者研修会

2017年7月6日 12
遺跡見学、施設利用（実地研修）
〈野田遺跡〉

14 山形県立寒河江高等学校　2年 2017年7月11日 4 総合的な学習の時間　探求学習

15 東京都民 2017年7月12日 1 施設見学

16
山形県立
うきたむ風土記の丘考古資料館

2017年8月2日 2 施設利用（写真撮影研修）

17 大江町教育委員会 2017年8月10日 1 施設利用（出土遺物の鑑定）

18 川西町立大塚小学校 2017年8月31日 23 遺跡見学〈八幡西遺跡〉

19 舟形町生涯学習センター 2017年9月15日 5 施設見学

20
舟形町教育委員会
『縄文体験講座Part.3』

2017年9月23日 20 遺跡見学〈野田遺跡〉

21 中山地区会 2017年9月24日 － 施設利用（放送設備一式）
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№ 来所者 期　日 人数 内　容

22 秋田県埋蔵文化財センター 2017年10月3日 20 遺跡見学〈野田遺跡〉

23 秋田県埋蔵文化財センター 2017年10月6日 30 遺跡見学〈野田遺跡〉

24 中山地区会 2017年10月8日 － 施設利用（放送設備一式）

25 米沢市教育委員会 2017年10月11日 1 施設利用（赤外線による遺物の鑑定）

26
山形県立米沢興譲館高等学校
SSH事業「異分野融合サイエンス」

2017年10月17日 31 施設見学、施設利用（講話）

27 仙台市縄文の森広場 2017年10月18日 40 遺跡見学〈野田遺跡〉

28 遊佐町立高瀬小学校 2017年10月20日 55 遺跡見学〈野田遺跡〉

29 大蔵中学校同級会 2017年10月23日 40 施設見学

30 南陽市教育委員会 2017年10月24日 1 施設利用（出土遺物の鑑定）

31 東北学院大学文学部 2017年10月25日 3
施設見学
資料見学〈羽黒神社西遺跡〉

32 南陽市教育委員会 2017年10月25日 4 施設利用（写真撮影研修）

33 酒田市教育委員会 2017年11月9日 1 施設利用（出土遺物の鑑定）

34
山形県立霞城学園項等学校
生涯学習講座

2017年11月30日 3 施設見学、施設利用（体験学習）

35 天童市教育委員会 2017年12月11日 1 施設利用（出土遺物の鑑定）

36 寒河江市教育委員会 2018年2月14日 1 施設利用（出土遺物の鑑定）

37 東根市民 2018年3月14日 2 施設見学

38 弘前学院大学 2018年3月19日 1
施設見学
資料見学〈上竹野遺跡〉
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　　　イ.図書閲覧
№ 期　日

1 2017年5月1日

2 2017年10月13日

3 2018年2月21日

　　　ウ.資料調査
№ 期　日

1 2017年5月15日

2 2017年6月9日

3 2017年7月3日

4 2017年8月22日

5 2017年9月11日

6 2017年10月12日

7 2017年10月16日

8 2017年10月30日

9
2017年10月26･27
日

10 2017年11月10日

11 2017年11月13日

12 2017年12月26日

13 2018年2月19～23日

14 2018年2月28日

　　④調査説明会
№ 市町村 遺跡名 開催日 遺跡種別 参加者数

1 川西町 八幡西遺跡（八幡一遺跡） 2017年9月2日 集落跡 48

2 遊佐町 野田遺跡・下中瀬遺跡 2017年11月5日 集落跡 60

東北芸術工科大学　学生 熊ノ前遺跡、野新田遺跡

米沢市民 坂ノ上遺跡、上荒谷遺跡

国立文化財機構　奈良文化財研究所　職員 山形県下出土木質遺物一式

山形市民 太夫小屋１遺跡

東北芸術工科大学　学生 西向遺跡

東北学院大学　教員 オサヤズ窯跡、泉森窯跡、小松原窯跡

新潟大学人文学部　教員 作野遺跡、北柳１遺跡

天童市民 的場遺跡

東北芸術工科大学　教員･学生 山居遺跡

来所者 閲覧目的

吉田建設　埋文調査部　職員 調査のため

埼玉県立さきたま史跡の博物館　職員 玉作１遺跡、高擶南遺跡

来所者 対象遺跡

東北芸術工科大学　教員 中川原C遺跡

慶應義塾大学大学院　学生 お仲間林遺跡

仙台市縄文の森広場　職員 西海渕遺跡

南陽市教育委員会　職員 遺跡調査のため

山形大学基盤教育院　教員 論文作成のため

(公財)新潟県埋蔵文化財調査事業団　職員 北柳１遺跡、砂子田遺跡、作野遺跡
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　　⑤職員派遣等
№ 依頼者名 派遣場所 派遣職員名 期日 内　容

1
名古屋大学大学院人文科
学研究科長

名古屋大学人文科学研究
科

水戸部秀樹
2017年
4月22･23日

科研費プロジェクト｢古代地中海世界
における知の伝達の諸形態｣主催研究
会｢古代エジプトにおける在地社会と
ネットワーク｣

2 うきたむ考古の会
山形県立うきたむ風土記
の丘考古資料館

植松　暁彦
2017年
5月13日

うきたむ考古の会総会講演会　講師
「福島県の復興調査と遺跡」

3 舟形町教育委員会 舟形町中央公民館 齊藤　主税
2017年
5月17日

第１回舟形町文化財保護委員会
及び歴史民俗資料館運営委員会

4
山形県立うきたむ風土記
の丘考古資料館

山形県立うきたむ風土記
の丘考古資料館

大場　正善
2017年
5月20日

｢勾玉･弓矢･石器を作ろう！｣
石器作り技術指導

5 山辺町教育委員会 山辺町役場 黒坂　雅人
2017年
5月26日

山辺町文化財保護審議会

6 寒河江市教育委員会 寒河江市文化センター 髙桑　　登
2017年
5月29日

慈恩寺調査検討委員会での助言･指導

7
東北文教大学･南山形地区
創生プロジェクト委員会

南山形コミュニティーセ
ンター

伊藤　邦弘
2017年
6月17日

東北文教大学･南山形地区創生プロ
ジェクト講座　講師
「奈良･平安時代の窯跡－南山形の発
掘調査から」

8 大石田町教育委員会 大石田町役場 阿部　明彦
2017年
6月23日

平成29年度　第１回
大石田町駒籠楯跡調査検討委員会

9 山形ロータリークラブ 山形グランドホテル 髙桑　　登
2017年
7月12日

例会卓話　講師
「八反遺跡の一括出土銭」

10 長井市史編纂委員会 置賜生涯学習プラザ 菅原　哲文
2017年
7月14日

平成29年度　第１回
長井市史編集委員会及び執筆員会

11 寒河江市教育委員会
寒河江市慈恩寺
慈恩寺上の寺遺跡

髙桑　　登
2017年
7月27日

慈恩寺調査検討委員会での助言･指導

12 舟形町長　森　富広 西ノ前遺跡公園女神の郷 黒坂　雅人
2017年
8月5日

西ノ前遺跡公園女神の郷開園式

13
山形県立うきたむ風土記
の丘考古資料館

山形県立うきたむ風土記
の丘考古資料館

大場　正善
2017年
8月5日

｢勾玉･弓矢･石器を作ろう！｣
石器作り技術指導

14
山形県立うきたむ風土記
の丘考古資料館

山形県立うきたむ風土記
の丘考古資料館

大場　正善
2017年
8月10日

School of JOMON
石器作り実演･講演　講師

15 由理柵･駅家研究会
由利本荘市
本荘グランドホテル

阿部　明彦
2017年
8月26日

歴史講演会　講師
「山形県の古代城柵･駅家研究の現状
について」

16 大蔵村教育委員会
大蔵村赤松生涯学習セン
ター

菅原　哲文
長澤　友明

2017年
9月3日

平成27､28年度上竹野遺跡発掘調査
説明会　講師

17 北村山地域史研究会 東根市職業訓練センター 菅原　哲文
2017年
9月9日

平成29年度「山形学」地域連携講座
における講座　講師
「扇央に栄えた縄文村」
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№ 依頼者名 派遣場所 派遣職員名 期日 内　容

18 北村山地域史研究会 東根市職業訓練センター 髙桑　　登
2017年
9月18日

平成29年度「山形学」地域連携講座
における講座　講師
「古銭が出た－長瀞八反遺跡の発掘
調査－」

19
鹿児島大学埋蔵文化財調
査センター

鹿児島大学、鹿児島県立
埋蔵文化財センター

大場　正善
2017年
9月23日
～10月1日

公開講座　講師
「石から探る旧石器時代の日常」
科学研究費補助金に基づく資料調査

20 米沢市教育委員会
米沢市
花沢ａ遺跡発掘調査現場

水戸部秀樹
五十嵐　萌

2017年
10月4日

花沢ａ遺跡検出遺構の考察及び写真
撮影

21 山形市教育委員会 史跡山形城跡
髙桑　　登
大場　正善

2017年
10月5日

山形城肴町向櫓、土塀基礎石列の空
撮、及び正射図法写真の撮影

22 朝鮮大学校博物館長
朝鮮大学校
順天市順天月坪先史遺跡

大場　正善
2017年
10月18
～21日

韓国大学博物館協会秋季学術大会で
の石器製作実演

23
山形県立うきたむ風土記
の丘考古資料館

山形県立うきたむ風土記
の丘考古資料館

髙桑　弘美
齋藤　　健

2017年
10月22日

第19期考古学セミナー　講師
「服部･藤治屋敷遺跡の調査と古墳時
代木製品」
「板橋２遺跡の調査と古墳時代木製
品」

24 東根市教育委員会 東根市役所 阿部　明彦
2017年
11月1日

東根市文化財保護審議会

25 長井市史編纂委員会 長井市「はぎ苑」 菅原　哲文
2017年
11月2日

平成29年度　第２回
長井市史編集委員会及び執筆員会

26
山形県立うきたむ風土記
の丘考古資料館

山形県立うきたむ風土記
の丘考古資料館

大場　正善
2017年
11月3日

｢勾玉･弓矢･石器を作ろう！｣
石器作り技術指導

27 寒河江市教育委員会
寒河江市慈恩寺
慈恩寺上の寺遺跡

髙桑　　登
2017年
11月14日

慈恩寺調査検討委員会での助言･指導

28
山形県立うきたむ風土記
の丘考古資料館

山形県立うきたむ風土記
の丘考古資料館

伊藤　邦弘
2017年
11月16日

平成29年度　第１回運営協議会

29 南部郷土史愛好会 山形市南部公民館 阿部　明彦
2017年
11月20日

歴史講座　講師
「『出羽国の成立』東北､山形と朝廷
との関わり」

30 山形県教育委員会 山形県庁 髙桑　弘美
2017年
11月21日

山形県文化財保護審議会

31 山形市教育委員会 山形市役所 髙桑　弘美
2017年
12月27日

山形市文化財保護委員会

32
鹿児島大学埋蔵文化財調
査センター

鹿児島市立ふるさと考古
歴史館、鹿児島県立埋蔵
文化財センター

大場　正善
2018年
1月14～21日

科学研究費補助金に基づく資料調査

33
村山市歴史文化基本構想
策定委員会

村山市役所 阿部　明彦
2018年
1月23日

村山市歴史文化基本構想策定委員会

34
山形県立うきたむ風土記
の丘考古資料館

山形県立うきたむ風土記
の丘考古資料館

菊池　玄輝
2018年
2月4日

考古資料検討会
「八幡西遺跡」の調査報告
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№ 依頼者名 派遣場所 派遣職員名 期日 内　容

35
山形県立うきたむ風土記
の丘考古資料館

山形県立うきたむ風土記
の丘考古資料館

伊藤　邦弘
2018年
2月6日

平成29年度　第２回運営協議会

36 山辺ロータリークラブ ＪＡ山形山辺支店 黒坂　雅人
2018年
2月6日

例会卓話　講師
「山形の国宝と縄文の女神」

37 舟形町教育委員会 舟形町中央公民館 齊藤　主税
2018年
3月2日

第２回舟形町文化財保護委員会

38 東根市教育委員会 東根市役所 阿部　明彦
2018年
3月5日

東根市文化財保護審議会

39
山形県教育庁文化財･生涯
学習課

山形県生涯学習センター
遊学館

小林　圭一
高木　　茜
菊池　玄輝
色摩　優吾
水戸部秀樹
五十嵐　萌
植松　暁彦
阿部　明彦
齊藤　主税

2018年
3月11日

平成29年度
山形県発掘調査速報会2017

40
村山市歴史文化基本構想
策定委員会

村山市
農村環境改善センター

阿部　明彦
2018年
3月20日

村山市歴史文化基本構想策定委員会

41 中山町教育委員会 中山町役場 伊藤　邦弘
2018年
3月20日

中山町文化財保護審議会

42 大石田町教育委員会 大石田町役場 阿部　明彦
2018年
3月27日

平成29年度　第２回
大石田町駒籠楯跡調査検討委員会
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　　⑥資料貸出
№ 貸出先 借用目的 貸出期間 資料名 数量

1 (株)テレビユー山形
ニュース特集｢平安時代に庄内
で2度の大津波｣の中で映像資
料として紹介するため

2017年4月10日 矢馳遺跡　写真資料 2

2 舟形町教育委員会
舟形町歴史民俗資料館及び縄文
の女神まつり展示のため

2017年4月27日
～11月30日

西ノ前遺跡 63

3 (株)吉川弘文館
飯村均･室野秀文編『東北の名
城を歩く－宮城･山形･福島編
－』に掲載のため

2017年5月19日 亀ヶ崎城跡　写真資料 1

4
山形県立
うきたむ風土記の丘考古資料館

日本文化財科学会第34回大会
における研究発表のため

2017年6月8日
～6月13日

清水西遺跡 12

5 遊佐町教育委員会
「現代に伝わる縄文のくらし･
風景」展に展示のため

2017年7月21日
～8月30日

吹浦遺跡
同　写真資料

17
15

6 寒河江市教育委員会
寒河江市埋蔵文化財フェアにて
展示のため

2017年7月25日
～8月9日

高瀬山遺跡(ＨＯ地区) 98

7 寒河江市教育委員会
寒河江市埋蔵文化財フェアにて
展示のため

2017年7月27日
～8月8日

高瀬山遺跡　写真資料 9

8 酒田市立資料館
第203回企画展「武士の時代」
の展示資料として

2017年8月1日
～11月30日

亀ヶ崎城跡
同　写真資料

14
13

9 大蔵村教育委員会
大蔵村教育委員会主催上竹野遺
跡発掘調査説明会における広報
チラシとして使用するため

2017年8月4日 上竹野遺跡　写真資料 3

10 長岡市立科学博物館
長岡市馬高縄文館秋季特別展
「東北の土器と火炎土器Ⅱ」に
て展示・掲載するため

2017年9月14日
～11月18日

西ノ前遺跡、中川原Ｃ遺跡
原の内Ａ遺跡、西海渕遺跡
同　写真資料

60
10

11 山形県村山市
村山市教育委員会発行『遠い昔
の村山市』に掲載するため

2017年9月29日

清水西遺跡、宮の前遺跡
羽黒神社西遺跡、作野遺跡
西海渕遺跡、沼田１遺跡
川口遺跡、中村Ａ遺跡
ホームページ掲載写真
等の写真資料

37

12
山形県立
うきたむ風土記の丘考古資料館

参考資料として
2017年11月9日
～11月21日

お花山古墳　写真アルバム 6

13 山形市民
自著『太夫小屋１遺跡　補遺』
に掲載するため

2017年10月6日 太夫小屋遺跡　写真資料 2

14 山形市民
さあべい同人会『さあべい』に
大蔵村上竹野遺跡について掲載
するため

2017年12月6日 上竹野遺跡　写真資料　他 46

15 山形県舟形町
舟形町健康カレンダーへ掲載の
ため

2018年2月5日 西ノ前遺跡　写真資料 9
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　　⑦資料掲載許可
№ 貸出先 資料名 数量

1 (株)テレビユー山形 矢馳遺跡　写真資料 2

2 (株)吉川弘文館 亀ヶ崎城跡　写真資料 1

3 山辺町ふるさと資料館 西ノ前遺跡　写真資料 1

4 舟形町教育委員会 西ノ前遺跡　写真資料　等 11

5
(公財)石川県埋蔵文化財セン
ター

お仲間林遺跡 1

6 山形考古学会 上竹野遺跡 2

7
(公財)仙台市市民文化事業団
仙台市富沢遺跡保存館

押出遺跡　イラスト資料 1

8
山形県立
うきたむ風土記の丘考古資料館

長表遺跡、百刈田遺跡
高擶南遺跡、藤治屋敷遺跡
板橋１遺跡、板橋２遺跡

48

9 寒河江市教育委員会 高瀬山遺跡　写真資料　他 9

10 大蔵村教育委員会 上竹野遺跡　写真資料 3

11 寒河江市教育委員会 高瀬山遺跡　写真資料 2

12
山形県立
うきたむ風土記の丘考古資料館

板橋１遺跡、藤治屋敷遺跡
写真資料

4

13 山形県村山市

清水西遺跡、宮の前遺跡
羽黒神社西遺跡、作野遺跡
西海渕遺跡、沼田１遺跡
川口遺跡、中村Ａ遺跡
ホームページ掲載写真
等の写真資料

37

14 山形市民 太夫小屋遺跡　写真資料 2

15 山形新聞　酒田支社
ホームページ上に公開した野
田遺跡･下中瀬遺跡の写真資
料

3

16 山形市民 上竹野遺跡　写真資料　他 46

17 山形県舟形町 西ノ前遺跡　写真資料 9

18 島根県教育庁文化財課 上高田遺跡 1

自著『太夫小屋１遺跡　補遺』に掲載するため

第25回企画展図録『木と生きる～弥生･古墳時代の
木製品』及び、展示パネル、チラシとして使用す
るため

山形考古第47号巻頭カラー図版として掲載するた
め

借用目的

ニュース特集｢平安時代に庄内で2度の大津波｣の中
で映像資料として紹介するため

飯村均･室野秀文編『東北の名城を歩く－宮城･山
形･福島編－』に掲載のため

夜学講座「南蔵トーク」受講者募集用チラシに掲
載のため

西ノ前遺跡公園女神の郷に設置する遺跡説明看板
に掲載のため

平成29年度いしかわの発掘展「遺跡が語る　発掘
20年の歴史PartⅠ～旧石器から古墳時代編～」で
の展示パネル･解説シートに使用するため

さあべい同人会『さあべい』に大蔵村上竹野遺跡
について掲載するため

島根県古代文化センター発行『島根の古代文化』
第25号に掲載するため

舟形町健康カレンダーに掲載するため

平成29年度第２回コーナー展示「仙山交流in高畠
－押出遺跡と出土遺物－」における展示パネルと
して使用するため

寒河江市埋蔵文化財フェア「縄文時代の水辺とく
らし」展にて展示するため

大蔵村教育委員会主催上竹野遺跡発掘調査説明会
における広報チラシとして使用するため

寒河江市埋蔵文化財フェア「縄文時代の水辺とく
らし」展にて展示するため

第25回企画展『木と生きる～弥生･古墳時代の木製
品』での展示パネルとして使用するため

発掘調査説明会を事前に紙面にて広報するため

村山市教育委員会発行『遠い昔の村山市』に掲載
するため
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　　⑧研究紀要

山形県埋蔵文化財センター『研究紀要』第10号に掲載した論文の、タイトルと執筆者は以下の通りです。

・間接打撃の痕跡…………………………………………………………………………大場正善
　－先史時代珪質頁岩製石器資料に対する技術学的理解のために：その３－

・松島湾における縄文時代晩期の遺跡動態……………………………………………小林圭一

・上竹野遺跡出土の土偶…………………………………………………………………菅原哲文、長澤友明

・山形県庄内地域における奈良･平安時代の土師器について…………………………吉田　満

・庄内地方の平安時代の二つの津波イベントと周辺遺跡の様相……………………植松暁彦

　　⑨出版物
　　　ア.調査説明会資料

発行年月日 　　

八幡西遺跡　第2次 2017年9月2日

下中瀬遺跡 2017年11月5日

野田遺跡 2017年11月5日

　　　イ.調査報告書
シリーズ№ 書　名 発行年月日

229 2018年3月31日

230 2018年3月31日

　　　ウ.その他
発行年月日

平成28年度　年報 2017年5月1日

研究紀要　第10号 2018年3月30日

　　⑩ホームページ

主な項目と内容は以下のとおりです。

・発掘調査遺跡一覧

・発掘調査速報

・整理作業トピックス

・イベント情報

・センター刊行物案内

・埋文やまがた

・センター概要

　（３）情報処理

収蔵図書データベース 新収蔵図書1,810冊 のデータ入力実施(File Maker Pro使用）

埋蔵文化財センター考古学講座、調査説明会、各種イベント情報の提供

調査報告書、発掘調査説明資料などの刊行物等の紹介

Web版広報誌「埋文やまがた」の紹介、およびバックナンバーの閲覧とダウ
ンロード
センターの紹介や、情報公開制度に基づいた、センター情報の提供

整理作業中の遺跡から、話題を取り上げて紹介

書　名

資料名

松橋遺跡発掘調査報告書

馳上遺跡第7･8次　元立北遺跡発掘調査報告書

発掘調査遺跡や整理作業中の遺跡の紹介

調査期間中、遺跡ごとの調査状況を毎週更新して紹介
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