
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 ・夏目／夏目西／弥藤次（346集）～諏訪木Ⅲ（351集）

　　　（デジタル） 　完形土器・破片資料・石器　他 2,500 点

　ｂ出土品のデータ作成 ・夏目／夏目西／弥藤次（346集）～諏訪木Ⅲ（351集）

　　　（デジタル） 　完形土器・破片資料・石器　他 2,500 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

　修理山（158集）～坂東山西／坂東山／後Ｂ／後Ａ／道上
　（166集）

1,007 本

・6×7（2B）モノクロベタプリント

　修理山（158集）～坂東山西／坂東山／後Ｂ／後Ａ／道上
　（166集）

10,070 コマ

・35㎜モノクロネガフィルム

　矢島南（149集）～修理山（158集） 300 本

・35㎜モノクロベタプリント

　矢島南（149集）～修理山（158集） 10,800 コマ

・35㎜カラースライド

　西久保／金井上（156集）～森坂北／森坂／上広瀬北／
　八木上／八木／八木前（165集）

12,012 コマ

　ｂ実測図整理台帳の作成 ・遺構実測図原図

　砂田前（198集）～外東／神田天神後／大久保条里
　（206集）

3,072 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）
　田島／棚田（147集）～柳戸／向山／青棚／新山／
　光山遺跡群（154集）

800 コマ

イ　保存処理業務

（ア）出土金属製品の保存処理 ・宮町（367集）～大西（402集） 300 点

（イ）出土木製品の保存処理 ・反町Ⅰ（361集）～皿沼西／戸森前（391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 432 件

（イ）図書の収集・整理保管（県受入図書） 480 冊

（ウ）図書データ作成 （内訳：県教委322、収蔵施設158、事業団2,189冊） 2,669 冊

（エ）資料室利用者等への対応 118 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　行田市北大竹遺跡　令和2年8月2日（日） 160 人見学

・第2回　寄居町富田庚申塚遺跡　令和2年10月11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64号刊行と配布　A4判　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　行田市北大竹遺跡　見学会資料 1,000 部

・第2回　寄居町富田庚申塚遺跡　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　 429 セット

契約額

45,392,000円
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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

令和2年「県民の日　まいぶんフェスタ」

開催日：令和2年11月14日（土・県民の日） 中止

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2020

・酒づくりの森「秩父錦 酒蔵まつり」（秩父市）

期  間：令和2年4月11日（土） 中止

・春日部ララガーデン（春日部市）

期  間：令和2年7月22日（水）～25日（土） 3,657 人見学

・ららぽーと富士見（富士見市）

期  間：令和2年11月13日（金）～16日（月） 4,483 人見学

・モラージュ菖蒲（久喜市）

期  間：令和2年11月26日（木）～29日（日） 2,362 人見学

・熊谷スポーツ文化公園「産業祭」（熊谷市）

期  間：令和2年11月21日（土）・22日（日） 中止

・そごう大宮店（さいたま市）

期  間：令和2年12月10日（木）～13日（日） 8,644 人見学

・さきたま史跡の博物館（行田市）

期  間：令和3年3月9日（火）～5月9日（日） 3,392 人見学

　　　　緊急事態宣言発令により令和3年3月23日（火）から開館

（イ）出張展示 ＧｕＧｕっと！縄文

・三郷市立郷土資料館（三郷市）

期  間：令和3年2月8日（月）～3月15日（月） 変更

・戸田市立郷土博物館（戸田市）

期  間：令和2年4月19日（日）～5月31日（日） 中止

ＧｕＧｕっと！縄文ｉｎ三郷

・三郷市教育委員会ホームページ　みさとデジタルミュージアム

期  間：令和3年2月9日（火）～3月31日（水）（会期延長） 1,119 人閲覧

・久喜市菖蒲総合支所「ブルーフェスティバル」（久喜市）

期  間：令和2年6月14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2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2年12月12日（土）～令和3年2月7日（日） 1,471 人来場

　　　　緊急事態宣言発令により令和2年12月12日（土）～23日（水）のみ開館

会　場：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3回遺跡見学会　鴻巣市平右衛門遺跡

開催日：令和2年11月8日（日） 130 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53回遺跡発掘調査報告会

開催日：令和3年1月17日（日） 中止

会　場：さきたま史跡の博物館

カ　公開考古学講座

令和2年度ほるたま考古学セミナー

テーマ：「Sound of Silence－音の考古学－」

開催日：令和3年1月9日（土） 中止

会　場：彩の国さいたま芸術劇場

ア　まいぶんフェスタの開催
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キ　印刷物等

（ア）展示解説 ・ほるたま展2020パンフレット

パンフレット作成 発　行：令和3年1月 中止

（イ）講座・講演会 ・令和2年度ほるたま考古学セミナーレジュメ

資料の作成 発　行：令和3年1月9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3回 1 回

（エ）年報の刊行 「さいたま埋文リポート2020」（年報40）

発　行：令和2年8月26日 800 部

（オ）研究紀要の刊行 「研究紀要」第35号

発　行：令和3年3月18日 500 部

ク　研修等の受入れ

・総合教育センター研修（視察）

期　日：令和2年10月22日（木） 11 人受入

・吉見町立西ヶ丘小学校社会科見学

期　日：令和2年11月25日（水） 12 人受入

・駒澤大学考古実習生見学(平右衛門遺跡)

期　日：令和2年11月25･26日（水･木） 19 人受入

期　日：未定 中止

・鴻巣市教育委員会職員研修(平右衛門遺跡)

令和3年1月12日（火）～令和3年2月26日（金） 1 人受入

ケ　講師等の派遣

・飯能市文化財講座

　演　題：飯能の弥生・古墳時代（大谷徹）

期　日：令和2年6月20日（土） 中止

・駿河大学公開講座「市民大学」

　演　題：飯能の縄文時代（金子直行）

期　日：未定 中止

・久喜市立図書館郷土講座

　演　題：栗橋宿について（栗岡潤）

期　日：令和3年2月28日（日） 中止

・さきたま講座

演　題：縄文時代の石器について（入江直毅）

期　日：令和3年3月20日（土）（オンライン公開） 111 人視聴

コ　その他普及業務

・文化庁主催「発掘された日本列島2020」展示解説他

　期　間：令和2年6月6日（土）～8月10日（月・祝）

　会　場：東京都江戸東京博物館

・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2年9月19日（土）～11月29日（日） 不参加

・全埋協関東ブロック「発掘された関東の遺跡2020」遺跡発表会

　開催日：令和2年7月11日（土） 中止

　会　場：東京都江戸東京博物館

・友山まつり

　期　日：令和2年4月25日（土） 中止

　会　場：根岸家長屋門

・県立総合教育センター一般公開日

　期　日：令和2年10月16日（土） 中止

　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

　テーマ：方形周溝墓を考える

　開催日：令和3年1月17日（日） 中止

　会　場：東京都江戸東京博物館

・埼玉大・早稲田大・明治大・國學院大とのインターンシップ

派遣中止
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・事業団オリジナルグッズの企画・製作

・ＳＮＳ（公式ツイッター）による遺跡見学会等の各種情報提供

　フォロワー総数 790 人

  令和2年度ツイート数 47 回

サ　研究及び研究支援等 ・埼玉県キャリア教育実践アワード　参加

　　　（県立大宮工業高校・県立川越工業高校）

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。

　最優秀賞受賞
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