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　現場作業で出土した遺
物や確認された遺構の記
録などを整理し，発掘調
査した遺跡の内容につい
て報告書の形でまとめる
作業です。現地調査同様，
知識・技術・経験が求め
られます。
　出土した遺物は洗浄・
註記・接合・実測・トレー
ス・復元・写真撮影など
多くの作業を経て，報告
書に掲載されます。また，
測量した図面を一つの遺構図にまとめたり，撮影した写
真の整理を行い報告書に掲載する挿図と図版を作成し
ます。
　最後に，遺物や遺構のデータを元に原稿を執筆し，遺
構図，遺物実測図等を掲載した報告書を作成します。
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　道路建設や河川改修など開発事業に伴う発掘調査（緊
急発掘調査）を実施しています。記録保存を目的としてお
り，現地調査が終了した後は，報告書作成に向けた整理
作業を行います。
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発掘調査業務発掘調査業務

　発掘調査は土の中に遺
されている情報をできる
限り感知し，必要な情報
は余すことなく記録に留
める必要があり，知識・
技術・経験が要求される
作業です。
　発掘調査では，竪穴建物跡や掘立柱建物跡など多くの
遺構が見つかります。それらを丁寧に調査することに
よって新たな歴史が判明することもあります。
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整理作業整理作業

施設利用案内施設利用案内

アクセスアクセス

埋蔵文化財センターの場所埋蔵文化財センターの場所

開館時間： 8：30～17：00
休 館 日 ： 公開展示期間以外の土日，祝日
   年末年始（12 月29日～ 1月3日）
入 館 料： 無料
駐 車 場 ： 普通車 4台，身障者用 1台

大型バス 2台
（土日，祝日は普通車 36台）
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自動車
 南国 ICから約 15分
 なんこく南 ICから約 10分
 高知龍馬空港から約 15分
JR四国
 「後免駅」下車 徒歩 約 15分
路面電車
 「住吉通」または「東工業前」下車 徒歩 約 6分
路線バス
 「若宮八幡宮前」下車 徒歩 約 3分
 「工業団地前」下車 徒歩 約 10分
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※表紙写真は香南市東野土居遺跡出土 弥生土器壺（弥生時代後期）※表紙写真は香南市東野土居遺跡出土 弥生土器壺（弥生時代後期）
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設置の趣旨設置の趣旨
　高知県立埋蔵文化財センターは，文化遺産を保護し後
世に伝えていくため，平成3年（1991）に設置されました。
　平成24年からは，公益財団法人高知県文化財団埋蔵文
化財センターが発掘調査業務のほか，指定管理者として
県からの委託を受けて施設の管理・運営を行っています。
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業務の内容業務の内容

施設の概要施設の概要
　本館には事務室や展示室・特別収蔵庫・図書室・写真保
管室があり，公開展示や公開講座を行っています。また，
北館には研修室や体験学習室があり，主に公開展示や体
験教室・親子考古学教室などを開催しています。
　南館は主に発掘調査の整理作業を行っており，収蔵庫
では発掘調査で出土した遺物を保管しています。
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　インターネットを活用
し，各種講座や展示会の案
内，発掘調査状況など埋蔵
文化財センターが行う事
業の情報を随時公開して
います。
　また，発掘調査報告書を
はじめとした刊行物をPDF形式で提供し，自由に閲覧や
ダウンロードができます。
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情報公開等情報公開等
ホームページホームページ

物品（県有物）の貸出物品（県有物）の貸出

施設見学等の受入施設見学等の受入
　団体での施設見学・研
修・展示品解説・職場体
験などの受入れを行って
います。
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　発掘調査の成果と出土
した文化財を広く県民の
みなさまに公開すること
により埋蔵文化財に対す
る保護の推進と普及啓発
を図るとともに，県民文
化の振興に寄与することを目的に各種展示会を開催し
ています。併せて展示報告会と展示品解説も開催してい
ます。
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公開講座公開講座

出前考古学教室出前考古学教室

まいぶんセンターまつりまいぶんセンターまつり

　調査員が県内の学校に
出向き，学校と連携して埋
蔵文化財に関する授業や
火起こし，勾玉づくりなど
を体験する歴史学習を行
い，文化財保護に関する普
及啓発を行っています。
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　高知県立埋蔵文化財セ
ンターの活動をより多く
の方に知って頂くととも
に，埋蔵文化財に対する
興味と関心を深め，文化
財保護への意識を高めて
頂くことを目的として体験学習やバックヤードツアー
などを一同に開催しています。
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❖ 埋蔵文化財の発掘調査に関すること
❖ 埋蔵文化財についての調査・研究に関すること
❖ 出土品等の埋蔵文化財関連資料の保管・管理に関す
ること

❖ 埋蔵文化財に関する資料の展示・公開等の普及・活
用に関すること

❖ 高知県立埋蔵文化財センターの管理・運営に関する
こと

❖ その他，埋蔵文化財センター設置目的を達成するた
めに必要な業務
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　考古学の基礎知識及び
地域の歴史や遺跡につい
て興味や関心を高めても
らうために，基本的な歴
史や発掘調査の成果につ
いての各種講座と遺跡か
ら出土した遺物をもと
に，当時の人々がどのよ
うな技法でものづくりを
行ったかを解説しなが
ら，実際にものづくりを
行う体験教室を開催して
います。
　また，夏期には県内の遺
跡や歴史の話や火起こし，
勾玉づくりなど古代の人
の暮らしや生活の一部を
体験して頂く，親子考古学
教室も行っています。
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