
４　資料保存活用事業の概況

（１）埼玉県収蔵埋蔵文化財保存活用業務委託事業（埼玉県）

　ア　資料整理業務

　（ア）　埋蔵文化財の分類・整理

　　a 出土品の写真撮影（デジタル） ・久台Ⅲ(339集)

　　完形土器・破片資料・石器　他　 4,000 点

　　b 出土品のデータ作成（デジタル） ・久台Ⅲ(339集)

　　完形土器・破片資料・石器　他　 4,000 点

　（イ）　調査記録類の整理

　　a 写真整理台帳の作成 ・６×７（２Ｂ）モノクロネガフィルム　

　　足洗(136集)～原山坊ノ在家(144集)・金井Ｂ区(146集) 1,164 本

・６×７（２Ｂ）モノクロベタプリント

　　足洗(136集)～原山坊ノ在家(144集)・金井Ｂ区(146集) 11,640 コマ
・35ミリモノクロネガフィルム　

　　花の木他（134集）～樋ノ下（135集） 299 本

・35ミリモノクロベタプリント

　　花の木他（134集）～樋ノ下（135集） 10,764 コマ

・35ミリカラースライド

　　足洗（136集）～稲荷前Ｂ区（145集） 12,005 コマ

　　b 実測図整理台帳の作成 ・遺構実測図原図

　　大山（180集）～中堀（190集） 3,430 枚

　　c 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） 　　新屋敷Ｂ区（123集）～四反歩（130集）　 800 コマ

　イ　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 ・反町（361集）、銭塚Ⅱ（369集）、城敷Ⅰ（369集）、

　　城敷Ⅱ（382集） 320 点

　ウ　情報収集業務

　（ア）　県内外の埋蔵文化財に関する情報収集　 126 件

　（イ）　図書の収集・整理保管（県受入図書） 514 冊

　（ウ）　図書データ作成 2,592 冊

　（エ）　資料室利用者への対応 284 人

　エ　啓発・普及業務

　 (ア)　埋蔵文化財の公開

　　a 遺跡見学会の開催 ・第1回　蓮田市新井堀の内遺跡　平成29年12月16日（土） 366 人見学

・第2回　久喜市小林八束１遺跡　平成30年1月28日（日） 291 人見学

　（イ）　印刷物の刊行・配布

　　a 埋蔵文化財ニュース ・「埋文さいたま」第61号刊行と配布　Ａ4版　12頁　　　 6,000 部

　  b 遺跡見学会資料 ・参加者用　1,000部×2回

・第1回　蓮田市新井堀の内遺跡　見学会資料 1,000 部

・第2回　久喜市小林八束１遺跡　見学会資料 1,000 部

　(ウ)　収蔵資料の活用

　　a「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

　　b 学習用キットの管理・活用 622 セット

契約額

４４，５６０，０００円



（２）公益財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団実施事業

　啓発・普及業務

　ア　まいぶんフェスタの開催

「県民の日　まいぶんフェスタ」

　開 催 日：平成29年11月14日（火・県民の日）

　会　　場：埼玉県文化財収蔵施設 408 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

　イ　集客施設等の展示

　　（ア）ほるたま展の開催

・第一部　八木橋百貨店（熊谷市）　

　期  間：平成29年7月27日（木）～8月１日（火） 1,505 人見学

勾玉つくり体験 227 人参加

・第二部：矢尾百貨店（秩父市）

　期  間：平成29年8月16日（水）～8月21日（月） 1,801 人見学

勾玉つくり体験 194 人参加

・第三部：ららぽーと富士見（富士見市）

　期  間：平成29年10月6日（金）～10月9日（月） 4,070 人見学

勾玉つくり体験 413 人参加

・第四部　そごう大宮店（さいたま市）

　期  間：平成29年11月2日（木）～11月5日（日） 4,033 人見学

勾玉つくり体験 222 人参加

・第五部　県立さきたま史跡の博物館（行田市）

　期  間：平成29年12月9日（土）～平成30年2月12日（月） 4,954 人見学

　　（イ）　特別展示の開催 文化財収蔵施設特別展示「まいぶんどうぶつえん」

 　期　間：平成29年11月13日（月）～11月30日（木） 594 人見学

ピオニウォーク東松山特別展2018「まいぶんどうぶつえん」

　期　間：平成30年2月18日（日）～2月20日（火） 3,415 人見学

　会　場：ピオニウォーク東松山（東松山市）

勾玉つくり体験ほか 151 人参加

平成29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29年7月8日（土）～8月31日（木）

　会　場：さきたま史跡の博物館　企画展示室 14,953 人来場

　エ　遺跡見学会の開催

・北島遺跡（熊谷市）

　期  日：平成29年6月4日（日） 387 人見学

・こども遺跡発掘体験（栗橋宿跡第8地点）

　期  日：平成29年8月3日（木） 6組14 人参加

　　　　　平成29年8月4日（金）  5組13 人参加

・栗橋宿跡（久喜市）
　期　日：平成30年2月25日（日） 322 人見学

　オ　遺跡報告会の開催

・埼玉考古学会・埼玉県埋蔵文化財調査事業団・さきたま史跡の博物館

　第50回遺跡発掘調査報告会

　開催日：平成29年7月30日（日） 120 人来場

　会　場：さきたま史跡の博物館

ほるたま展2017「彩の国古代の色と輝き」

　ウ　県立さきたま史跡の博物館との共同展示



・深谷市・寄居町・埼玉県埋蔵文化財調査事業団コラボ遺跡報告会

　「発掘からわかった深谷・寄居の原風景

　　－寄居ＰＡスマートI.C.関連遺跡等の調査成果－」

　演　題：「深谷市本郷陣屋跡～中・近世の墓跡群か～」（平野哲也）

          「深谷市城西遺跡～埴輪棺の検出された古墳群～」（幾島  審）

 　　  　 「寄居町中山遺跡～古代の製鉄工場～」(澤口和正）

 　　　   「深谷市北坂遺跡～最古の狩人～」(西井幸雄）

   　   　「寄居町中平遺跡～那珂郡・榛澤郡境の有力集落～」（山本　靖）

　開催日：平成29年9月24日（日） 130 人来場

　会  場：深谷公民館

　カ　公開考古学講座

・ほるたま考古学セミナー

　「国境の集落：新たな発見と深まる謎－羽生市屋敷裏遺跡を中心に－」

　演  題：「新発見と謎に満ちた屋敷裏遺跡」（富田和夫）

　　      「土師器にみる広域交渉と謎の須恵器」（福田　聖）

　　　 　 「利根川沿いに分布する古代集落」（滝澤　誠）

　　　　  「最古の口琴をめぐる諸問題」（渡辺清志）

特別講演：「掘ってみて謎が深まる羽生の遺跡

　　　　　　－永明寺古墳の調査成果とともに－」（矢口孝悦）

　期　間：平成30年1月13日（土） 263 人来場

　会　場：大宮ソニックシティ小ホール

　キ　印刷物等

　　（ア） 展示解説パンフレット作成

　発　行：平成29年8月31日 4,000 部

　　（イ） 講座・講演会資料の作成 ・深谷市・寄居町・埼玉県埋蔵文化財調査事業団コラボ遺跡報告会資料

 　発　行：平成29年9月20日 500 部

・ほるたま考古学セミナー「国境の集落：新たな発見と深まる謎」資料
　発　行：平成30年１月13日 800 部

　　（ウ） 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

　ク　研修等の受入

・熊谷市立市田小学校6学年児童　施設見学・体験学習（引率教諭2名含む）

　期　日：平成29年5月12日（金） 38 人受入

・吉見町立西が丘小学校6学年児童施設見学・体験学習（引率教諭2名含む）

　期　日：平成29年6月23日（金） 18 人受入

・東京農業大学第三高等学校公開市民講座前期

　（久喜市栗橋宿跡第8地点）発掘体験

　期　日：平成29年6月25日（日） 11 人参加

・東松山市立北中学校中学生社会体験チャレンジ

　期　日：平成29年7月3日（月）～5日（水） 2 人受入

・熊谷市立大里中学校職場体験学習

　期　日：平成29年7月12日（水）～7月14日（金） 5 人受入

・熊谷市立吉見小学校船木台5丁目子供会（施設見学・体験学習）

　期　日：平成29年7月24日（月） 34 人受入

・熊谷市5年経験者（教員）社会貢献活動体験研修

　期　日：平成29年8月2日（火）・3日（水） 12 人受入

・埼玉県公立高等学校5年経験者社会貢献活動体験研修

　期　日：平成29年8月22日（火）・23日（水） 10 人受入

・埼玉大学・早稲田大学・明治大学・國學院大学とのインターンシップ

　期　日：平成29年8月21日（月）～9月8日（金）の3週間 6 人受入

・ほるたま展2017「彩の国古代の色と輝き」



・久喜市市民大学第二学年講座「利根川東遷と地域の変遷」現地研修会

　場　所：久喜市栗橋宿跡第8地点・西本陣跡

　期　日：平成29年9月27日（水） 12 人見学

・東京農業大学第三高等学校公開市民講座後期

　（久喜市小林八束1遺跡）発掘体験

　期　日：平成29年11月18日（日） 22 人参加

　ケ　講師の派遣

・埼玉県立歴史と民俗の博物館

　演　題：「縄文人の世代を超えた長期戦略」（古谷　涉）

　期　日：平成29年4月15日（土） 165 人受講

・市民プラザ加須

　演　題：「発掘された加須の歴史」（岩瀬　譲）

　期　日：平成29年4月27日（木） 65 人受講

・東松山市きらめき市民大学

　演　題：「反町遺跡について」（劔持和夫）

　期　日：平成29年6月8日（木） 33 人受講

・江戸遺跡研究会第160回特別例会

　演　題：「旧利根川堤防跡の調査成果」（渡邊理伊知）

　期　日：平成29年7月17日（日） 50 人受講

　会　場：東京都埋蔵文化財センター会議室

・埼玉県地域研究発表会

　演　題：「桶川市大平遺跡（牧野陣屋）の調査成果について」（村山　卓）

　期　日：平成29年7月23日（日） 45 人受講

　会　場：埼玉県立歴史と民俗の博物館

・桶川市歴史民俗資料館資料解説講座

　演　題：「川田谷古墳群とその時代」(大谷　徹）

　期　日：平成29年9月23日(土) 40 人受講

　会　場：川田谷生涯学習文化財センター　視聴覚ホール

・埼玉県立歴史と民俗の博物館歴史民俗講座

　演　題：「栗橋宿を掘る」（栗岡 潤）

　期  日：平成29年10月14日（土） 95 人受講

・埼玉県立さきたま史跡の博物館「さきたま講座」第6回　企画展関連講座①

　演　題：「古墳に副葬された大刀の意味」（瀧瀬芳之）

　期　日：平成29年10月14日（土） 88 人受講

・伊奈町立郷土資料館平成29年度第一回企画展関連講演会

  演  題：「長竹遺跡を中心とした県内の環状盛土遺構について」（吉田 稔）

　期　日：平成29年11月12日（日） 101 人受講

　会　場：伊奈町総合センター大ホール

・「羽生学講座Ⅶ」

　演  題：「栗橋関所の発掘調査の事例」（栗岡 潤）

　期  日：平成29年11月18日（土） 18 人受講

　会  場：羽生市民プラザ

・平成29年度子ども大学そうか

　演　題：「古代の草加を知ろう～勾玉つくりに挑戦～」（瀧瀬･堀内紀明）

　期  日：平成29年11月18日（土） 27 人受講

　会  場：草加市立歴史民俗資料館

・埼玉県立さきたま史跡の博物館「さきたま講座」第9回

　　考古学講座⑤ほるたま展関連

　演　題：「宿場町だった頃の栗橋」（栗岡　潤）

　期　日：平成30年1月13日（土） 57 人受講



・埼玉県立さきたま史跡の博物館「さきたま講座」第10回　考古学講座⑥

　演　題：「低地遺跡から蘇る縄文の色彩－

　　　　　さいたま市大木戸遺跡の発掘成果から－」（金子直行）

　期　日：平成30年2月17日（土） 90 人受講

・桶川市歴史民俗資料館平成29年度第3回企画展示「熊野神社古墳の物語」

　演　題：「土器からみた古墳時代の始まり」（福田　聖）

　期　日：平成30年3月25日（日） 42 人受講

　コ　その他普及業務

・文化庁主催「日本発掘－発掘された日本列島2017－」展示解説

　　（江戸東京博物館） 2名×4日解説

　期　間：平成29年6月3日（土）～7月23日（日） 入場者83,113人

・関東考古学フェア　スタンプラリー

　期　日：平成29年6月3日（土）～11月17日（金） 応募者170人

・全埋協関東ブロック「発掘された関東の遺跡2017」遺跡発表会

　（江戸東京博物館）

　期　日：平成29年7月9日（日） 334 人来場

・おおさと夏まつり　勾玉つくり

　期　日：平成29年7月29日（土） 64 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

　「遺跡から見た古代武蔵・相模の世界」（東京都担当）

　演　題：「職人技の夜明け」（魚水　環）

　期  日：平成30年2月3日（土） 322 人来場

　会  場：サンピアンかわさき（川崎市立労働会館）

・蓮田市新井堀の内遺跡出土埋蔵銭特別公開

　期　日：平成30年3月14日（水）～3月18日（日） 4,800 人見学

　会　場：埼玉県文化財収蔵施設

５　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。


