
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 ・久台Ⅲ（339集）

　　　（デジタル） 　完形土器・破片資料・石器　他 4,000 点

　ｂ出土品のデータ作成 ・久台Ⅲ（339集）

　　　（デジタル） 　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

　稲荷前B・C区（145集）、田島・棚田（147集）～城北（150集） 1,355 本

・6×7（2B）モノクロベタプリント

　足洗（136集）～新屋敷Ａ区（140集） 13,550 コマ

・35㎜モノクロネガフィルム

　金井B区（146集）～居立・前（151集） 301 本

・35㎜モノクロベタプリント

　金井B区（146集）～居立・前（151集） 10,836 コマ

・35㎜カラースライド

　金井B区（146集）～居立・前（151集） 12,016 コマ

　ｂ実測図整理台帳の作成 ・遺構実測図原図

　今井川越田（191集）～塔頭・地神（193集）、北島Ⅳ（195集）　3,242 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DVD） 　下向山（131集）～大野田西（138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）、大木戸Ⅰ（355集） 300 点

（イ）出土木製品の保存処理 ・元宿（365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 236 件

（イ）図書の収集・整理保管（県受入図書） 459 冊

（ウ）図書データ作成 （内訳：県教委282、収蔵施設133、事業団1110冊） 2,403 冊

（エ）資料室利用者等への対応 295 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　飯能市芦苅場遺跡　平成30年9月9日（日） 431 人見学

・第2回　久喜市小林八束1遺跡　平成30年11月17日（土） 360 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62号刊行と配布　A4判　12頁 6,000 部

　ｂ遺跡見学会資料の作成 ・参加者用　1,000部×2回

・第1回　飯能市芦苅場遺跡　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（小学校39校、中学校1校） 40 校

　ｂ｢学習用キット｣の管理・活用 ・対象：県内小中学校、高等学校、生涯学習団体等　 558 セット

契約額
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（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

平成30年「県民の日　まいぶんフェスタ」

開催日：平成30年11月14日（水・県民の日） 475 人参加

会  場：埼玉県文化財収蔵施設

勾玉つくり・ガラス玉つくりほか

イ　集客施設等の展示（ほるたま展ほか）

（ア）ほるたま展 ほるたま展2018「土の中から顔だした」

・第一部：そごう大宮店（さいたま市）  

期  間：平成30年8月2日（木）～8月5日（日） 6,861 人見学

勾玉つくり体験 68 人参加

・第二部：矢尾百貨店（秩父市）

期  間：平成30年8月15日（水）～8月20日（月） 935 人見学

勾玉つくり体験 103 人参加

・第三部：八木橋百貨店（熊谷市）

期  間：平成30年9月6日（木）～9月11日（火） 852 人見学

勾玉つくり体験 123 人参加

・第四部：ららぽーと富士見（富士見市）

期  間：平成30年10月26日（金）～10月29日（月） 4,403 人見学

勾玉つくり体験 125 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30年12月8日（土）～平成31年2月11日（月） 5,835 人見学

・第六部：ピオニウォーク東松山（東松山市）

期  間：平成31年2月16日（土）～2月19日（火） 5,463 人見学

勾玉つくり等体験 185 人参加

ウ　県立さきたま史跡の博物館との共同展示

平成30年度最新出土品展「地中からのメッセージ」

共　催：さきたま史跡の博物館・埼玉考古学会

期　間：平成30年7月7日（土）～9月2日（日） 13,569 人来場

会　場：埼玉県立さきたま史跡の博物館　企画展示室

エ　遺跡見学会の開催

・小林八束１遺跡（久喜市）

開催日：平成30年6月10日（日） 731 人見学

・小林八束１遺跡こども遺跡発掘体験（久喜市）

開催日：平成30年8月8日（水）・9日（木）

・栗橋宿跡（久喜市）

開催日：平成31年2月3日（日） 391 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51回遺跡発掘調査報告会

開催日：平成30年7月29日（日） 127 人来場

演　題：「蓮田市新井堀の内遺跡（第１次）の調査」（上野真由美）

会　場：埼玉県立さきたま史跡の博物館

・桶川市教育委員会・埼玉県埋蔵文化財調査事業団共同遺跡報告会

テーマ：「ここまでわかった桶川史－近年の発掘調査から－」

演　題：「若宮Ⅰ遺跡第２次発掘調査速報」（藤沼昌泰）

　　　　「前原遺跡の調査成果」（黒坂禎二）

　　　　「楽中遺跡の調査成果」（魚水　環）

　　　　「大平遺跡の調査成果」（村山　卓）

開催日：平成30年10月21日（日） 104 人来場

会　場：桶川市立桶川東公民館大ホール

ア　まいぶんフェスタの開催
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カ　公開考古学講座

平成30年度ほるたま考古学セミナー

テーマ：スポーツと考古学

演　題：「観客と競技の場」（田中広明）

　　　　「弓で矢を射る」（劔持和夫）

　　　　「人馬一体」（堀内紀明）

　　　　「縄文人、海へ山へ」（黒坂禎二）

特別講演：「相撲人の誕生」（塚田良道）

開催日：平成31年1月12日（土） 164 人来場

会　場：熊谷市立文化センター文化会館ホール

キ　印刷物等

（ア）展示解説 ・ほるたま展2018パンフレット

パンフレット作成 発　行：平成30年7月31日 4,000 部

（イ）講座・講演会 ・桶川市教育委員会・埼玉県埋蔵文化財調査事業団共同遺跡報告会発表要旨

資料の作成 発　行：平成30年10月12日 500 部

・ほるたま考古学セミナー発表要旨

発　行：平成30年12月28日 800 部

（ウ）発掘情報チラシ ・発掘情報チラシの作成（随時）

遺跡見学会　第1回～第5回 5 回

ほるたま考古学カレンダー　10月版～2月版(随時発行) 5 回

ク　研修等の受入れ

・草加市立両新田小学校4学年児童遺跡見学（毛長沼外瓦Ａ遺跡）

期　日：平成30年4月26日（木） 70 人受入

・熊谷市立市田小学校6学年児童施設見学・体験学習

期　日：平成30年5月13日（金） 34 人受入

・熊谷市立大里中学校職場体験学習

期　日：平成30年7月3日（火）～7月5日（木） 1 人受入

・東松山市立北中学校中学生社会体験学習

期　日：平成30年7月5日（木）～7月6日（金） 2 人受入

・大宮そごう福袋発掘体験（小林八束１遺跡）

期　日：平成30年7月8日（日） 10 人参加

・埼玉大・早稲田大・明治大・國學院大とのインターンシップ（栗橋宿跡ほか）

期　日：平成30年8月20日（月）～9月7日（金）の3週間 2 人受入

・埼玉県埋蔵文化財専門職員研修Ⅰ（小林八束１遺跡ほか）

期　日：平成30年8月29日（水）～9月26日（水）のうち6日間 15 人受入

・入間地区社会教育協議会文化財保護担当者部会遺跡見学（芦刈場遺跡）

期　日：平成30年8月29日（水） 15 人受入

・国交省関東地方整備局江戸川河川事務所インターンシップ（栗橋宿跡第9地点）

期　日：平成30年9月5日（水） 4 人見学

・日本大学文理学部地理学科遺跡見学第1回（小林八束１遺跡）

期　日：平成30年9月12日（水） 11 人見学

・久喜市市民大学第2学年遺跡見学（栗橋宿跡第9地点）

期　日：平成30年9月26日（水） 9 人見学

・精明郷土史研究会遺跡見学（芦苅場遺跡）

期　日：平成30年9月28日（金） 12 人見学

・埼玉社会保険労務士会熊谷支部施設見学

期　日：平成30年10月10日（水） 34 人受入

・日本大学文理学部地理学科遺跡見学第2回（小林八束１遺跡）

期　日：平成30年11月1日（木） 18 人見学

・魏志倭人伝シリーズ8「関東平野の巨大古墳と渡来文化」ツアー施設見学

期　日：平成30年11月27日（火） 19 人見学

・埼玉県社会福祉事業団嵐山郷職員遺跡見学（古里古墳群）

期　日：平成30年12月13日（木） 91 人見学



・国交省関東地方整備局利根川上流河川事務所長OB会遺跡見学（栗橋宿跡第9地点）

期　日：平成30年12月20日（木） 19 人見学

・早稲田大学文学部城倉研究室・シリア国文化省古物博物館総局

期　日：平成30年12月27日（木） 13 人見学

・羽生市教育委員会幹部遺跡視察（北尾崎北遺跡）

期　日：平成31年1月8日（火） 4 人見学

・羽生市幹部遺跡視察（北尾崎北遺跡）

期　日：平成31年2月5日（火） 12 人見学

ケ　講師等の派遣

・埼玉県立伊奈学園総合高等学校 歴史研究会

指　導：日本考古学協会第84回(2018年度)総会高校生ポスターセッション

　　　　　「関東有数の製鉄遺跡埼玉県伊奈町の大山遺跡の製鉄炉について」

　　　　　　事前指導　（赤熊浩一）

期　日：平成30年4月29日（日） 4 人参加

・東松山市きらめき市民大学

　 演　題：「反町遺跡を語る」（大谷 徹）

期　日：平成30年5月30日（水） 30 人受講

・埼玉県立歴史と民俗の博物館文化財講習会

演　題：「大木戸遺跡における低湿地調査の成果」（金子直行）

期　日：平成30年7月27日（金） 101 人受講

・越谷市制60周年記念越谷市文化財講演会

演　題：「古代の越谷を考古学で考える」（福田 聖）

期　日：平成30年7月29日（日） 207 人受講

会　場：越谷市中央市民会館

・吉見町学童保育所古代体験学習（活用職員訪問）

体　験：勾玉づくり、火おこし、黒曜石試し切り、縄文文様つけ、ぬり絵

期　日：平成30年8月22日（水） 42 人体験

・奈良国立文化財研究所文化財担当者専門研修「地質考古調査過程」

演　題：「遺構と調査プラン設計遺跡調査事例②」（田中広明）

期　日：平成30年9月6日（木） 29 人受講

・「古代から教室へのメッセージ」フォローアップ授業

テーマ：「江戸時代の庶民のくらし」

期　日：平成30年9月28日（金） 96 人受講

学　校：富士見市立鶴瀬小学校6学年

・熊谷市史刊行記念講演会　通史編上巻 原始・古代・中世の部

演　題：「縄文的暮らしを探る」（細田　勝）

期　日：平成30年11月3日（土） 40 人受講

・羽生市立郷土資料館企画展「土の中に眠っていた羽生の歴史」関連講座

演　題：「屋敷裏遺跡を中心とした利根川右岸の遺跡について」（富田和夫）

期　日：平成30年11月4日（日） 51 人受講

・東松山市立市の川小学校講和朝会

演　題：「埋蔵文化財調査事業団のお仕事」（入江直毅）

期　日：平成30年11月27日（火） 589 人受講

・奈良国立文化財研究所古代官衙・集落研究集会『官衙・集落と大甕』

演　題：「関東における官衙・集落と大甕」（田中広明）

期　日：平成30年12月7日（金） 249 人受講

・埼玉県立さきたま史跡の博物館「さきたま講座」第8回

演　題：「久喜市小林八束1遺跡から考える縄文のマツリ」（細田　勝）

期　日：平成30年12月8日（土） 73 人受講

・シンポジウム「野本将軍塚古墳の時代」

演　題：「比企の前方後方墳と集落出土土器」（福田 聖・青木 弘）

期　日：平成30年12月9日（日） 921 人受講

会　場：東松山市民文化センター

・東京国際大学教職実践演習

演　題：「埋蔵文化財調査事業団に関わる話」（藤田栄二）

期　日：平成30年12月11日（火） 50 人受講



・桶川市歴史民俗資料館企画展「川田谷古墳群を支えた古墳時代のくらし」講座

演　題：「群集墳と集落の展開について」（青木 弘）

期　日：平成30年12月16日（日） 38 人受講

・埼玉県民話語り協議会「ふるさと再発見講座(後期)」

演　題：「古墳時代の刀剣について」（瀧瀬芳之）

期　日：平成30年12月22日（土） 24 人受講

会　場：桶川市べに花ふるさと館

・千葉県教育振興財団出土遺物公開事業「千葉寺地区の遺跡展」講演会

演　題：「古代の開発」（田中広明）

期　日：平成31年1月20日（日） 150 人受講

・埼玉県民話語り協議会「ふるさと再発見講座(後期)」

演　題：「縄文人の暮らしと祈り」（細田　勝）

期　日：平成31年2月23日（土） 30 人受講

会　場：桶川市べに花ふるさと館

・埼玉県立さきたま史跡の博物館「さきたま講座」第11回

演　題：「埼玉の平安時代の土器生産」（富田和夫）

期　日：平成31年3月9日（土） 72 人受講

・羽生市教育委員会「羽生学講座」Ⅷ　公開講演会

演　題：「茂手木遺跡について」（滝澤　誠）

期　日：平成31年3月16日（土） 40 人受講

会　場：羽生市民プラザ

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2018－」展示解説他 9 名派遣

　期　間：平成30年6月2日（土）～7月22日（土）

　会　場：東京都立江戸東京博物館 72,154 人入場

・全埋協関東ブロック　関東考古学フェア　スタンプラリー

　期　日：平成30年6月2日（土）～11月30日（金） 246 人応募

・全埋協関東ブロック「発掘された関東の遺跡2018」遺跡発表会

　開催日：平成30年7月14日（土） 250 人来場

　会　場：市川市八幡市民民館（全日警ホール）

・おおさと夏まつり　勾玉つくり

　期　日：平成30年7月28日（土）

　会　場：熊谷市大里総合グランド

・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

　テーマ：「遺跡が語る天変地異」（神奈川担当）

　演　題：「遺跡から見えた災害と復興」（水村雄功）

　開催日：平成31年1月20日（日） 157 人来場

　会  場：横浜市南公会堂ホール

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。
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