
４　資料保存活用事業の概況

　　埼玉県収蔵埋蔵文化財保存活用業務委託事業（埼玉県）

（１）　資料整理業務

　ア　埋蔵文化財の分類・整理

　（ア）出土品の写真撮影（デジタル） ・森脇(337集)～久台Ⅲ(339集)

　　完形土器・破片資料・石器　他　 4,020 点

　（イ）出土品のデータ作成（デジタル） ・森脇(337集)～久台Ⅲ(339集)

　　完形土器・破片資料・石器　他　 4,020 点

　イ　調査記録類の整理

　（ア）写真整理台帳の作成 ・６×７（２Ｂ）モノクロネガフィルム　

　　谷津・二反田・下向山（131集）～樋ノ下（135集） 1,088 本

・６×７（２Ｂ）モノクロベタプリント

　　谷津・二反田・下向山（131集）～樋ノ下（135集） 10,880 本

・35ミリモノクロネガフィルム　

　　谷津・二反田・下向山（131集）～樋ノ下（135集） 312 本

・35ミリモノクロベタプリント

　　谷津・二反田・下向山（131集）～樋ノ下（135集） 11,232 コマ

・35ミリカラースライド

　　谷津・二反田・下向山（131集）～樋ノ下（135集） 12,909 コマ

　（イ）実測図整理台帳の作成 ・遺構実測図原図

　　山王裏(167集)～原・谷畑(179集) 3,039 枚

　（ウ）カラースライドの複製作成 ・ カラースライドの複製作成　保存用

　　　　　　（フォトＣＤ） 　　東谷(115集)～四本竹(122集)　 800 コマ

（２）　保存処理業務

　ア　出土金属製品の保存処理　 ・宮廻館跡Ⅱ(354集)　 300 点

　イ　出土木製品の保存処理 ・下田町Ⅳ（320集）、金屋条里（331集）、日向（332集）、

飯積（333集）、釣上碇（348集）、諏訪木Ⅲ（351集）、

平沼一丁田（360集）、反町（361集） 320 点

（３）　情報収集業務

　ア　県内外の埋蔵文化財に関する情報収集　 130 件

　イ　図書の収集・整理保管（県受入図書） 541 冊

　ウ　図書データ作成 541 冊

　エ　資料室利用者への対応 210 人

（４）　普及業務

　ア　埋蔵文化財の公開

　（ア）遺跡見学会の開催 ・第１回　久喜市栗橋宿西本陣跡・栗橋宿跡 298 人参加

　平成28年9月11日（日）　

・第２回　熊谷市北島遺跡　　　 　　 平成29年1月14日（土） 494 人参加

　イ　印刷物の刊行・配布

　（ア）学習用キット活用カタログの作成 2,500 部

　（イ）埋蔵文化財ニュース ・「埋文さいたま」第60号刊行と配布　Ａ4版　12頁　　　 3,000 部

　（ウ）遺跡見学会資料 ・参加者用　1,000部×2回

  　第１回　久喜市栗橋宿西本陣跡・栗橋宿跡見学会資料 1,000 部

  　第２回　熊谷市北島遺跡見学会資料 1,000 部

　ウ　収蔵資料の活用

　（ア）「古代から教室へのメッセージ」 ・対象：県内小中学校(40校) 40 校

　（イ）学習用キットの管理・活用 398 セット

（５）　契約額

４４，５６０，０００円



５　自主事業の概況

（１）埋文フェスタの開催

「県民の日　埋文フェスタ」

　開 催 日：平成28年11月14日（月・県民の日）

　会　　場：埼玉県文化財収蔵施設 347 人参加

　　勾玉作り、ガラス玉作り、土器と一緒に写真撮影ほか

（２）集客施設等の展示

　ア　ほるたま展の開催

・第一部　矢尾百貨店（秩父市）

　期　間：平成28年8月4日（木）～8月8日（月） 772 人見学

勾玉つくり体験 272 人参加

・第二部　八木橋百貨店（熊谷市）　

　期　間：平成28年8月18日（木）～8月23日（火） 2,558 人見学

勾玉つくり体験 327 人参加

・第三部　大宮そごう（さいたま市）

　期　間：平成28年9月22日（木）～9月25日（日） 3,734 人見学

勾玉つくり体験 268 人参加

・第四部　県立さきたま史跡の博物館（行田市）

　期　間：平成28年12月10日（土）～平成29年2月12日（日） 5,965 人見学

　イ　特別展示の開催 特別展示2016「発掘！　古の名品展＋まいぶんから

やってきた動物たち」

　期　間：平成28年11月11日（金）～14日（月・県民の日） 8,951 人見学

勾玉つくり体験 183 人参加

平成28年度最新出土品展　「地中からのメッセージ」

　共　催：県立さきたま史跡の博物館・埼玉考古学会

　期　間：平成28年7月9日（土）～8月31日（水）

　会　場：さきたま史跡の博物館　企画展示室 15,310 人来場

（４）遺跡見学会の開催

・旧利根川堤防跡（加須市）

　期　日：平成28年5月14日(土) 149 人参加

・伊勢塚遺跡（深谷市）

　期　日：平成28年6月4日(土) 194 人参加

・栗橋宿西本陣跡（久喜市）こども発掘体験教室

　期　日：平成28年7月27日（水） 8組21 人参加

　期　日：平成28年7月28日（木）  5組13 人参加

（５）印刷物等

　ア　年報の作成 ・「さいたま埋文リポート2016」（年報36）の刊行

　発　行：平成28年7月27日 800 部

　イ　展示解説パンフレット作成

ほるたま動物のもり」の刊行

　発　行：平成28年7月27日 3,000 部

　ウ　研究紀要の刊行 ・「研究紀要」第31号の刊行

　発　行：平成29年3月18日 500 部

　エ　発掘情報チラシ ・遺跡見学会等発掘情報チラシの作成（随時）

　　遺跡見学会　2回　　こども発掘体験　1回 3 回

ほるたま展2016「発掘！　古の名品展PartⅡ＋ほるたま動物のもり」

　会　場：イオンレイクタウン越谷（越谷市）

（３）県立さきたま史跡の博物館との共同展示

ほるたま展2016「発掘！　古の名品展PartⅡ＋



（６）研修等の受入

　期　日：平成28年4月13日（水・施設見学） 43 人受入

　期　日：平成28年5月13日（金・施設見学・体験学習） 30 人受入

　期　日：平成28年5月31日（火）～6月2日（木） 5 人受入

（久喜市栗橋宿西本陣跡発掘体験）

　期　日：平成28年6月26日（日） 11 人参加

　期　日：平成28年7月7日（木）・8日（金） 2 人受入

　期　日：平成28年7月27日（水） 41 人受入

　期　日：平成28年8月1日(月)・2日(火) 10 人受入

　期　日：平成28年8月22日（月）～9月9日（金）の3週間 6 人受入

　期　日：平成28年9月28日（水） 12 人参加

（施設・出土遺物見学）

　期　日：平成28年10月5日（水） 20 人受入

　期　日：平成28年10月14日（金） 13 人受入

　期　日：平成28年10月30日（日） 10 人参加

・久喜市　平成28年度第2回文化財講座

（小林八束１遺跡、栗橋宿跡の整理作業見学）

　期　日：平成28年12月15日（木） 29 人受入

（７）講師の派遣

・東松山市きらめき市民大学

　演　題：「反町遺跡について」（大屋道則）

　期　日：平成28年6月1日（水） 29 人受講

　期　日：平成28年6月7日（火） 77 人受講

・加須市立大越公民館「利根ふれあいセミナー」関連講座

（同日に、遺跡見学もあり）

　期　日：平成28年6月23日（木） 34 人受講

・江戸遺跡研究会　第155回特別例会（江戸東京博物館）

　期　日：平成28年7月17日（日） 40 人受講

・第49回遺跡発掘調査報告会

　　　　　「寄居町中平遺跡の調査」（山本　靖）

　期　日：平成28年7月31日（日） 162 人受講

　演　題：「大越地区の利根川堤防下に眠る埋蔵品とは」（渡邊理伊知）

  演　題：「埼玉県桶川市大平遺跡（牧野陣屋）の調査成果」（村山　卓）

  演　題：「深谷市北坂遺跡（第2・3次）の調査」（西井幸雄）

　　　　　「さいたま市大木戸遺跡（第18・20次）の調査」（大谷　徹）

　演　題：「屋敷裏遺跡出土の口琴」紹介と演奏（渡辺清志）

・熊谷市立大里中学校職場体験学習

・東京農業大学第三高等学校公開市民講座前期

・東松山市立北中学校中学生社会体験チャレンジ

・熊谷市立吉見小学校箕輪地区子供会（施設見学・体験学習）

・熊谷市5年経験者（教員）社会貢献活動体験研修

・埼玉大学・早稲田大学とのインターンシップ

・久喜市市民大学第2学年講座現地研修会（栗橋宿西本陣跡見学）

・加須市立加須公民館「わが町の歴史を知ろう（大越地区）」

・行田市長野公民館（施設見学）

・東京農業大学第三高等学校公開市民講座後期（熊谷市北島遺跡発掘体験）

・羽生市教育委員会　村君小学校開校143年記念集会「村君の昔を探ろう」

・熊谷市立市田小学校6学年児童

・熊谷市第5地区民生委員・児童委員協議会



  演　題：「埼玉県東部地域の古代の遺跡

―荒川附・屋敷裏遺跡を中心に―」(富田和夫)

　期　日：平成28年9月23日（金） 18 人受講

　演　題：「大越地区の文化財について」（吉田　稔）

　期　日：平成28年9月28日（水） 14 人受講

・羽生市教育委員会「羽生学講座Ⅳ」

　演　題：「永明寺古墳の武器について」（瀧瀬芳之）

　期　日：平成28年10月1日（土） 20 人受講

・加須市大越とねの会教養講座

　演　題：「発掘からわかった大越の歴史」（渡邊理伊知）

　期　日：平成28年11月14日（月） 16 人受講

・第103回歴博フォーラム「金鈴塚古墳のかがやき」

　演　題：「装飾付大刀と東国社会」（瀧瀬芳之）

　期　日：平成28年11月26日（土） 257 人受講

　期　日：平成28年11月26日（土） 60 人受講

　期　日：平成29年1月14日（土） 77 人受講

・さいたま市立博物館講座「低湿地遺跡の調査から見た

真福寺泥炭層遺跡の景観」

　演　題：「さいたま市大木戸遺跡の調査」（大谷　徹）

　期　日：平成29年1月22日（日） 50 人受講

　期　 日：平成29年2月1日（水） 35 人受講

　演　題：「県内縄文時代中期の集落について」（上野真由美）

　期　日：平成29年2月18日（土） 91 人受講

・日々輝学園高等学校「よのなか学習プログラム」

　演　題：「考古学という仕事について」（福田　聖）

　期　日：平成29年2月27日（月） 25 人受講

・桶川市歴史民俗資料館企画展「江川が結ぶ縄文のムラ」関連講座

　期　日：平成29年3月26日（日） 60 人受講

（８）研究等 ・岩石の理化学的分析による産地同定の研究

・指定文化財のＸ線撮影（所沢市教育委員会）

(さきたま史跡の博物館)

・平成28年度「さきたま講座」第10回　考古学講座⑥ほるたま展関連

　演　題：「発掘者からの報告―高井・諏訪野・デーノタメ―」（渡辺清志）

・Ｘ線による嵐山町平沢寺出土経筒の銘文判読（嵐山史跡の博物館）

・蛇塚古墳出土の立鼓柄刀・蕨手刀の鑑定(佐久市教育委員会)

・埼玉県内出土銅椀の鉛同位体比分析による産地推定の研究

　演　題：「埼玉における古墳時代前期の玉造遺跡とその背景」（赤熊浩一）

・東部地区文化財担当者会「埼玉県東部地区の古代」関連講演会

・加須市立加須公民館「わが町の歴史を知ろう（大越地区）」関連講座

・山梨県考古学協会2016年度研究集会「近世・近代の治水技術」

　演　題：「旧利根川堤防跡について ～築堤方法の一事例～」（渡邊理伊知）

・平成28年度「さきたま講座」第9回　考古学講座⑤ほるたま展関連

　演  題：「旧石器時代の高原と平原のくらし」（坂下貴則）

・平成28年度古代歴史文化協議会共同調査研究事業「古墳時代の玉類」



（９）その他普及業務

・文化庁主催「発掘された日本列島2016」

　江戸東京博物館　展示・展示解説協力

　期　間：平成28年6月4日（土）～7月24日（日） 76,337 人見学

・関東考古学フェア　スタンプラリー（全埋協関東ブロック）

　期　間：平成28年6月4日（土）～11月18日（金） 122 人参加

・江戸東京博物館「発掘された関東の遺跡2016」

　遺跡発表会（全埋協関東ブロック）

　期　間：平成28年7月10日（日） 317 人参加

・「発見！ 体験！ 埼玉スタンプラリー2016」

　期　間：平成28年7月15日（金）～平成29年1月16日（月）

・おおさと夏まつり（熊谷市大里総合グラウンド）

　「まが玉作り」体験

　期　間：平成28年7月30日（土） 107 人参加

・東京・神奈川・埼玉埋蔵文化財関係財団普及連携事業　公開セミナー

　期　日：平成29年1月8日（日） 417 人参加

・事業団オリジナルグッズ等の企画・製作

　クリアファイル（2種類　６月・１０月作成）　　　　　　　　　3,000 枚

　マスキングテープ（７月作成） 400 個

　ゴム風船（６月作成） 1,000 個

・ほるたまメール倶楽部の情報提供

　会員数 694 人

　「ほるたま展」・遺跡見学会等の各種情報の配信 18 回

６　事業報告の附属明細書

　定款第９条第１項第２号の事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項が存在しないので

作成しない。

　「発掘された中世の姿」（埼玉担当）


