
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
・西浦/野本氏館跡/山王裏/銭塚(340集)～
　社前/八日市Ⅱ(345集)・八木上Ⅲ(347集)

　　　（デジタル） 　完形土器・破片資料・石器　他 4,073 点

　ｂ出土品のデータ作成
・西浦/野本氏館跡/山王裏/銭塚(340集)～
　社前/八日市Ⅱ(345集)・八木上Ⅲ(347集)

　　　（デジタル） 　完形土器・破片資料・石器　他 4,073 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

　居立・前(151集)～上太寺(157集) 1,011 本

・6×7（2B）モノクロベタプリント

　居立・前(151集)～上太寺(157集) 10,110 コマ

・35㎜モノクロネガフィルム

　榎戸(141集)～稲荷前(B区・C区)(145集) 280 本

・35㎜モノクロベタプリント

　榎戸(141集)～稲荷前(B区・C区)(145集) 10,080 コマ

・35㎜カラースライド

　清水上(152集)～向山/上原/向原(155集)・上太寺(157集)
　修理山(158集)

12,350 コマ

　ｂ実測図整理台帳の作成 ・遺構実測図原図

　新屋敷D区(194集)・末野(196集)・宿東(197集)
　南久我原(201集)～大杉(203集)

3,005 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） 　稲荷台(139集)～金井(B区)(146集) 800 コマ

イ　保存処理業務

（ア）出土金属製品の保存処理 ・大木戸(355集)・まま上(358集)
　平沼一丁田(360集)～古里古墳群(363集)・元宿(365集)
　銭塚(369集)～川越田Ⅱ(375集)
　野中/癭ヶ谷戸(377集)～大沼(379集)・中尾(381集)
　城敷Ⅱ(382集)・富田後(385集)・番戸(387集)
　内郷/窪(388集)

300 点

（イ）出土木製品の保存処理 ・反町Ⅰ(361集)・元宿(365集)・城敷Ⅱ(382集)
　富田後(385集)・皿沼西/戸森前(391集)
　平沼一丁田(393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 246 件

（イ）図書の収集・整理保管（県受入図書） 329 冊

（ウ）図書データ作成 （内訳：県教委199、収蔵施設130、事業団2,121冊） 2,450 冊

（エ）資料室利用者等への対応 165 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　羽生市北尾崎北遺跡　令和元年11月4日（月） 403 人見学

・第2回　行田市北大竹遺跡　令和2年3月8日（日） 中止

（イ）印刷物の刊行・配布

　ａ学習用キットカタログの作成 2,500 部

　ｂ埋蔵文化財ニュース ・『埋文さいたま』第63号刊行と配布　A4版　12頁 6,000 部

　ｃ遺跡見学会資料の作成 ・参加者用　1,000部×2回

・第1回　羽生市北尾崎北遺跡　見学会資料 1,000 部

・第2回　行田市北大竹遺跡　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37校、中学校3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　 528 セット

契約額

４４，９７９，３４５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

令和元年「県民の日　まいぶんフェスタ」

開催日：令和元年11月14日（木・県民の日） 287 人参加

会  場：埼玉県文化財収蔵施設

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2019「GuGuっと！縄文」

・第一部：矢尾百貨店（秩父市）

期  間：令和元年8月1日（木）～8月5日（月） 644 人見学

勾玉つくり体験 83 人参加

・第二部：八木橋百貨店（熊谷市）

期  間：令和元年8月29日（木）～9月2日（月） 544 人見学

勾玉つくり体験 63 人参加

・第三部：ららぽーと富士見（富士見市）  

期  間：令和元年10月3日（木）～10月6日（日） 4,138 人見学

勾玉つくり体験 183 人参加

・第四部：モラージュ菖蒲（久喜市）

期  間：令和元年10月25日（金）～10月29日（火） 5,079 人見学

勾玉つくり体験 164 人参加

・第五部：そごう大宮店（さいたま市）

期  間：令和元年10月7日（木）～10月10日（日） 10,942 人見学

勾玉つくり体験 68 人参加

・第六部：県立さきたま史跡の博物館（行田市）

期  間：令和元年12月7日（土）～令和2年2月9日（日） 7,260 人見学

【追 加】：匠大塚（春日部市）日光街道埼玉県六宿講演会と連携

期　日：令和元年10月6日（日） 200 人見学

【追 加】：三郷市立郷土資料館（三郷市）

期　日：令和2年3月7日（土）～4月12日（日） 中止

ウ　県立さきたま史跡の博物館との共同展示

令和元年度最新出土品展「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：令和元年7月4日（木）～8月30日（金） 1,629 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

・第１回：上宿遺跡（志木市）子ども発掘体験教室

開催日：令和元年8月8日（木）・9日（金） 20 人参加

・第２回：油面宿跡（嵐山町）

開催日：令和元年8月17日（土） 166 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52回遺跡発掘調査報告会

開催日：令和元年7月28日（日） 120 人来場

会　場：埼玉県立さきたま史跡の博物館

ア　まいぶんフェスタの開催



演　題：「久喜市小林八束１遺跡の調査」（加藤隆則）

演　題：「熊谷市北島遺跡（第25～28次）の調査」（砂生智江）

演　題：「久喜市栗橋宿西本陣跡の調査」（大塚邦明）

・久喜市教育委員会・埼玉県埋蔵文化財調査事業団連繋遺跡報告会

テーマ：発見・発掘！日光道中よみがえる栗橋宿

演　題：「江戸幕府の交通政策～日光道中を中心に～」（杉山正司）

　　　　「栗橋宿の成り立ちと宿場の様子」（池尻 篤）

　　　　「栗橋関所と番士屋敷跡」（福田 聖）

　　　　「栗橋宿本陣跡」（村山 卓）

　　　　「栗橋宿西本陣跡」（栗岡 潤）

開催日：令和元年11月24日（日） 290 人来場

会　場：久喜市栗橋文化会館イリス

カ　印刷物等

（ア）展示解説 ・ほるたま展2019パンフレット

パンフレット作成 発　行：令和元年8月1日 4,000 部

（イ）講座・講演会

発　行：令和元年11月24日 500 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2回 1 回

キ　研修等の受入れ

・熊谷市船木台地区民生委員施設見学

期　日：平成31年4月18日（木） 18 人受入

・吉見町立西ヶ丘小学校児童施設見学

期　日：令和元年6月14日（金） 15 人受入

・熊谷市立吉見小学校2年生施設見学

期　日：令和元年6月19日（水） 57 人受入

・熊谷市立大里中学校職場体験学習

期　日：令和元年7月1日（月）～7月3日（水） 4 人受入

・熊谷市立吉見小学校箕輪地区子供会活動

期　日：令和元年7月24日（水） 52 人受入

・熊谷市立吉見小学校冑山地区子供会活動

期　日：令和元年8月6日（火） 17 人受入

勾玉つくり体験 12 人参加

期　日：令和元年8月19日（月）～9月6日（金） 3 人受入

ク　講師等の派遣

・東松山市きらめき市民大学

演　題：「縄文時代真ん中あたり」（渡辺清志）

期　日：令和元年6月6日（木） 30 人受講

　 ・東松山市きらめき市民大学

演　題：「縄文時代のくらし」（加藤隆則）

期　日：令和元年11月8日（金） 13 人受講

・立正大学博物館企画展記念講演

演　題：「熊谷市江南地域における埴輪と埴輪窯」（大谷 徹）

期　日：令和元年12月7日（土） 30 人受講

・埼玉県立さきたま史跡の博物館「さきたま講座」第7回

演　題：「旅するひと～縄文人は交流する～」（渡辺清志）

期　日：令和元年12月14日（土） 72 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：「縄文時代人の世界観」（吉田 稔）

期　日：令和2年1月18日（土） 60 人受講

・久喜市教育委員会・埼玉県埋蔵文化財調査事業団連繋遺跡報告会

・埼玉大・早稲田大・明治大・國學院大とのインターンシップ（平右衛門遺跡ほか）



ケ　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 8 名派遣

　期　間：令和元年6月1日（土）～7月21日（土）

　会　場：東京都立江戸東京博物館 83,698 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　間：令和元年6月１日（土）～11月31日（土） 241 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：令和元年7月13日（土） 231 人来場

・おおさとまつり

　期　日：令和元年10月12日（土）

　会　場：熊谷市大里総合グランド

・県立総合教育センター一般公開日

　期　日：令和元年10月19日（土） 1,500 人来場

　会　場：県立総合教育センター

・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

　開催日：令和２年1月11日（土）

　会  場：戸田市文化会館 339 人来場

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。

　会　場：山崎製パン総合ｸﾘｴｲｼｮﾝｾﾝﾀｰ飯島藤十郎社主記念LLCホール

台風中止

　テーマ：万葉のくらし―考古学から見る武蔵・相模のひとびと―（埼玉担当）


