
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 ・神ノ木２（349集）

　　　（デジタル） 　完形土器・破片土器・石器　他 2,500 点

　ｂ出土品のデータ作成 ・神ノ木２（349集）

　　　（デジタル） 　完形土器・破片土器・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

　山王裏（167集）～新屋敷Ｃ区（175集） 1,051 本

・6×7（2B）モノクロベタプリント

　山王裏（167集）～新屋敷Ｃ区（175集） 10,510 コマ

・35㎜モノクロネガフィルム

　金井Ｂ区（146集）～森下他（148集） 300 本

・35㎜モノクロベタプリント

　金井Ｂ区（146集）～森下他（148集） 10,800 コマ

・35㎜カラースライド

　中妻三丁目（159集）～菅原（169集） 12,301 コマ

　ｂ実測図整理台帳の作成 ・遺構実測図原図

　末野Ⅱ（207集）～向原他（233集） 3,368 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） 　向山（155集）～桜山（162集） 800 コマ

イ　保存処理業務

（ア）出土金属製品の保存処理 ・在家（342集）～宝蔵寺/新井宿上一蒔/東町裏（412集） 300 点

（イ）出土木製品の保存処理 ・諏訪木Ⅲ（351集）～清左衛門（416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 491 件

（イ）図書の収集・整理保管（県受入図書） 310 冊

（ウ）図書データ作成 （内訳：県教委176、収蔵施設134冊） 310 冊

（エ）資料室利用者等への対応 141 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　久喜市北２丁目陣屋跡　令和3年9月26日（日） 105 人見学

・第4回　鴻巣市宮前遺跡　　　　令和4年2月6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65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　久喜市北２丁目陣屋跡遺跡　見学会資料 1,000 部

・第4回　鴻巣市宮前遺跡　　　　　　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36校、中学校4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　 401 セット

契約額

45,389,000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

令和3年「県民の日　まいぶんフェスタ」 102 人参加

開催日：令和3年11月14日（日・県民の日）

会  場：埼玉県文化財収蔵施設

　 展示室見学ほか

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

・さきたま史跡の博物館（行田市）

期  間：令和3年3月23日（火）～5月9日（日） 9,205 人見学

ほるたま展2021

・モラージュ菖蒲（久喜市）

期  間：令和3年10月23日（土）・24日（日） 2,763 人見学

・ららぽーと富士見（富士見市）

期  間：令和3年11月6日（土）・7日（日） 2,338 人見学

・そごう大宮店（さいたま市）

期  間：令和3年12月4日（土）・5日（日） 3,816 人見学

・さきたま史跡の博物館（行田市）

期  間：令和3年12月11日（土）～令和4年2月6日（日） 6,073 人見学

・ティアラ21（熊谷市）

期  間：令和4年2月19日（土）・20日（日） 1,065 人見学

ウ　県立さきたま史跡の博物館との共同展示

令和3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3年10月9日（土）～令和3年11月21日（日） 10,151 人来場

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2回　吉見町三ノ耕地遺跡　　

　開催日：令和3年11月28日（日） 81 人見学

・第3回　鴻巣市平右衛門遺跡

　開催日：令和3年12月19日（日） 103 人見学

オ　公開考古学講座

令和3年度ほるたま考古学セミナー

テーマ：「栗橋宿と町の鎮守」

開催日：令和4年1月29日（土） 中止

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2021パンフレット

パンフレット作成 発　行：令和3年10月 4,000 部

・ほるたま展2021パンフレット（さきたま史跡の博物館）

発　行：令和3年12月 1,000 部

（イ）講座・講演会 ・ほるたま考古学セミナー発表要旨

資料の作成 発　行：令和3年12月 500 部

（ウ）発掘情報チラシ ・発掘情報チラシの作成（随時）

（エ）年報の刊行 「年報」第41号

発　行：令和3年8月(500)　令和3年11月（1,500増刷） 2,000 部

（オ）研究紀要の刊行 「研究紀要」第36号

発　行：令和4年3月 500 部

ア　まいぶんフェスタの開催



キ　研修等の受入れ

・加須げんきプラザ職員研修

期　日：令和3年10月18日（月） 4 人受入

・埼玉雑学大学施設見学

期　日：令和3年11月18日（木） 22 人受入

・吉見町立西が丘小学校社会科見学

期　日：令和3年12月7日（火） 11 人受入

・鴻巣市箕田公民館「箕田歴史探訪」

期　日：令和4年2月13日（日） 中止

期　日：令和3年8月16日（月）～8月27日（金） 5 人受入

期　日：令和3年11月24日（水）～11月26日（金） 21 人受入

期　日：令和4年3月3日（木）～3月4日（金） 21 人受入

ク　講師等の派遣

・ほるたま展2020関連講座（さきたま史跡の博物館）

　演　題：「出土木製品からみた栗橋宿のくらし」

期　日：令和3年4月20日（火）（オンライン公開） 175 人視聴

・ほるたま展2021関連講座（さきたま史跡の博物館）

　演　題：「動物のはにわ」

期　日：令和3年12月18日（土） 25 人受講

・ほるたま展ガイドツアー（さきたま史跡の博物館）

期　日：令和3年12月12日（日） 中止

・テーマ展関連講座（さきたま史跡の博物館）

演　題：「新屋敷遺跡から見た古墳のまつり」

期　日：令和4年2月26日（土） 30 人受講

ケ　その他普及業務

・文化庁主催「発掘された日本列島2021」展示

　期　間：令和3年6月5日（土）～7月4日（日） 2 名派遣

　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3年9月～11月（期間短縮） 不参加

・全埋協関東ブロック「発掘された関東の遺跡2021」遺跡発表会

　開催日： 中止

　会　場：

・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

令和2年度延期開催

　テーマ：方形周溝墓を考える

　開催日：令和3年10月2日（土） 154 人来場

　会　場：東京都江戸東京博物館

令和3年度

　テーマ：古墳時代後期から終末期にかけての様相を探る

　開催日：令和4年1月22日（土） 中止

　会　場：神奈川県川崎市宮前市民館

・事業団オリジナルグッズの企画・製作

・ＳＮＳによる遺跡見学会等の各種情報提供

　ツイッターフォロワー総数 1,031 人

  令和3年度ツイート数 25 回

・インターンシップ（埼玉大・早稲田大・國學院大）

・One Day インターンシップ

・One Day インターンシップ



　LINE登録総数 74 人

　令和3年度LINE発信数 2 回

コ　研究及び研究支援等

・研究・学習等支援

　期間：令和3年6月～令和4年3月 92 人受入

サ　情報収集業務

（ア）図書の収集・整理保管（事業団受入図書） 1,924 冊

（イ）図書データ作成 事業団受入図書 1,924 冊

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。


