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久喜市教育委員会文化財保護課 平成 29年度事業報告・平成 30年度事業計画 

 

平成 30年 7月 17日(火) 

久喜市文化財保護審議会 

 

 文化財保護課では、「久喜市総合振興計画」・「久喜市教育振興基本計画」に基づき事業を推進します。 

大綱４ 心豊かな人材を育み、郷土の歴史文化を大切にするまち 

７ 歴史・文化の継承と活用 

   ■施策の内容   （３）地域文化資源の発掘   ①調査報告書の刊行     ②歴史的な地域文化資源の情報発信  ③市史編さんの検討 

            （４）文化財の保存・継承   ①指定文化財の保護活動への支援   ②埋蔵文化財包蔵地の適切な保存  ③指定無形民俗文化財の後継者育成・伝承活動への支援 

            （５）文化財の活用      ①指定文化財に関する情報の発信    ②指定文化財の説明板の整備    ③「歴史文化基本構想」策定の検討 

            （６）郷土資料館の充実    ①展示の実施等による所蔵資料の活用  ②市の歴史を紹介する講座の開催等 

            （７）本多静六博士の顕彰   ①本多静六記念館の充実 

 

＜１ 文化財保護審議会に関すること＞ 

事  業  名  等 内 容 ・ 方 法 平成２９年度 平成３０年度 施策の体系 

文化財保護審議会 

久喜市文化財保護審議会条例に基づく所掌事務に関する

事項について審議 

① 文化財の指定及び解除に関すること 

② 市指定文化財の修理復旧又は滅失若しくはき損の防

止の措置に関すること 

③ 市指定文化財の現状変更の許可及び環境保全のため

の必要な施設の勧告に関すること、他 

第１回 平成 29年 7月 3日(月)、菖蒲総合支所 

・文化財の活用について（諮問） 

 （上清久八坂神社の山車行事（天王様）の説明板） 

 

第２回 平成 29年 12月 18日(月)、菖蒲総合支所 

・文化財の活用について（答申） 

 

第１回 平成 30年 7月 17日（火） 

教育委員会会議室 

 ・委嘱式 

・平成 29 年度事業報告・平成 30 年度事業計

画について 

・文化財調査について 

・その他 

 

  ― 

 

 

＜２ 指定文化財に関すること＞ 

事  業  名  等 内 容 ・ 方 法 平成２９年度 平成３０年度 施策の体系 

指定文化財管理、活動補

助事業 

・無形民俗文化財等の保存事業に対して補助金を交付 

・指定有形文化財の所有者等に対し、維持管理に要する

経費の一部として交付金を交付 

・補助金交付 9件 

・交付金交付 53件/60件中 
平成 29年度と同様に実施予定 4-7-(4)-① 

文化財防火デーの周知 
指定文化財所有等へ消防設備等の再点検や防火対策の再

確認を依頼することで文化財防火デーを周知する 

平成 30年 1月 26日の文化財防火デーにあわせ文化財

所有者等に防火･防犯に対する周知を実施 対象 60件 
平成 29年度と同様に実施予定 4-7-(4) 

天然記念物パトロール 

指定天然記念物（6件：清福寺の大イチョウ、鷲宮神社の

マツ並木、川瀬家のイヌマキ、旧渡辺多門家のタブノキ、菖

蒲のフジ、神明神社の社叢）の樹勢状況を調査する 

・平成 29年 5月 30日（火）実施 

 調査員：髙橋委員 

マツ並木：植栽の環境が芳しくなく、近年本数が減少してき

ている。降雨や圧踏等による根の浮き上がりもみら

れる。 

タブノキ：枝の枯れがみられ、枯れ葉が舞う。 

      老化により、地下部と地上部の成長バランスがとれ

なくなってきていると考えられる。 

・平成 30年 5月 17日（木）実施 

調査員：髙橋委員 
4-7-(4)-① 
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＜３ 文化財の保護に関すること＞ 

事  業  名 内 容 ・ 方 法 平成２９年度 平成３０年度 施策の体系 

伝
統
芸
能
伝
承 

郷土伝統芸能後継者

育成事業 

神楽、囃子、獅子舞を演じる団体等が実施する伝承活動

に対し指導者謝金の一部を支援する 
・郷土伝統芸能指導者謝金   ・平成 29年度と同様に実施予定 4-7-(4)-③ 

鷲宮催馬楽神楽伝承

教室 

鷲宮催馬楽神楽を周知するとともに、後継者の育成を図

る（指導者は保存会員） 

・9～10月・8回実施、8回目は鷲宮文化祭で成果発表 

 参加者延べ 62人、会場は郷土資料館及び鷲宮公民館 
・平成 29年度と同様に実施予定 

4-7-(4)-③ 

4-7-(5)-① 

民俗芸能等の周知 
民俗芸能等内容や日時等について、ホームページや SNS

を通じ市民等へ周知を図る 

・ホームページや SNS（ツイッター、フェイスブック）

等を通じ市民等への周知を図った。 
・平成 29年度と同様に実施予定 4-7-(5) 

 

 

＜４ 文化財の公開に関すること＞ 

事  業  名 内 容 ・ 方 法 平成２９年度 平成３０年度 施策の体系 

「吉田家水塚」運営事業 

・水塚の展示・公開（公開日：木・土・日曜日）と適切 

 な管理・運営を図る。 

・団体見学（5人以上）の案内の実施 

・他課等との協働（共催）事業の推進 

・団体見学 9件（385人） 

   小学校  3件（162人） 

一般団体 6件（223人） 

・パネル展「カスリーン台風～あの日から 70年～」 

 9月 14日（木）～3月 29日（木） 

・図書館事業との共催事業 

 10月 18日（土）「水塚で昔ばなしを」 

 協力団体：栗橋おはなしの会 参加者 15人 

・平成 29年度と同様に実施予定 4-7-(5)-① 

本多静六記念館展示案内

事業 

【文化財保護課は展示部分を所管】 

・団体見学者等への案内 

・写真資料等メディア等への貸出し 

・団体見学 14件（588人） 

小学校  10件（486人） 

一般団体 4件（102人） 

・平成 29年度と同様に実施予定 4-7-(3)-② 

本多静六記念館展示改修

事業（新規） 
本多静六記念館の展示を一部改修  

・11月までに改修予定 

 開館後新たに受け入れた養父本多晋や妻銓子

関係資料、巨大な桑の標本資料などを新たに展

示 

4-7-(7)-① 

 

 

＜５ 文化財の調査に関すること＞ 

事  業  名 内 容 ・ 方 法 平成２９年度 平成３０年度 施策の体系 

無形民俗文化財の調査記

録 
指定の有無に関わらず、記録保存を図る 

・「久喜市獅子舞活用実行委員会」が文化庁の補助金

を活用して、市指定文化財４つの獅子舞について継承

用の記録と普及編の映像を専門業者に委託し作成し

た。 

・指定、未指定の無形民俗文化財について写真撮影 

・無形民俗文化財の記録・保存 4-7-(5) 

市指定「久喜八雲神社の

山車行事（天王様・提灯

祭）」調査事業 

久喜八雲神社の山車行事について、平成 28年度から業

務委託で調査報告書作成（３ヶ年計画） 

・祭りの流れと人形山車の調査 

『久喜八雲神社の山車行事調査概報－古写真・提灯屋

と文献資料－』（H28） 

『久喜八雲神社の山車行事調査概報 2－八雲神社及び各

町の人形山車・提灯山車、史（資）料年表－』（H29） 

・補足調査 

・報告書を刊行 

（1,000部） 

4-7-(3)-① 
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＜６ 埋蔵文化財に関すること＞ 

事  業  名 内 容 ・ 方 法 平成２９年度 平成３０年度 施策の体系 

埋蔵文化財の保護 久喜市開発行為等指導要綱に基づく事業者等との調整 79件 ・平成 29年度と同様に実施予定 4-7-(4)-② 

埋蔵文化財の調査 必要に応じて、開発に伴う発掘・試掘調査を実施する 試掘調査 10件実施 ・平成 29年度と同様に実施予定 4-7-(4)-② 

埋蔵文化財発掘調査報告

書刊行事業 
発掘調査後、未刊となっている調査報告書を刊行する  

『神明神社東遺跡・栢間小塚遺跡』の刊行

（500部） 
4-7-(3)-① 

 

 

＜７ 文化財の活用・啓発に関すること＞ 

 内 容 ・ 方 法 平成２９年度 平成３０年度 施策の体系 

文化財講座 
専門家を講師に招いて講座を開催することにより、市民

の歴史・文化財への理解と関心を深める。 

「久喜市の獅子舞」 

平成 30年 3月 24日（土） 

（郷土資料館視聴覚ホール） 

「静御前の伝承」 

平成 30年 9月 22日（土） 

（郷土資料館視聴覚ホール） 
4-7-(3)-② 

出張講座（学校教育支援

事業） 

小中学校に学芸員を派遣し、授業を通じて児童生徒の郷

土の歴史・文化財についての理解と関心を深める。 
講師派遣 15回、参加者 924人 ・平成 29年度と同様に実施予定 4-7-(3)-② 

出張講座（学校以外） 
高齢者大学や市民大学等他機関が実施する講座に講師を

派遣する 
講師派遣 5回、参加者 275人 ・平成 29年度と同様に実施予定 4-7-(3)-② 

久喜歴史だよりの掲載 文化財等を周知するため、広報くきに毎月掲載する 「久喜歴史だより」を毎月掲載 ・平成 29年度と同様に実施予定 
4-7-(3)-② 

4-7-(5)-① 

指定文化財への説明板の

設置及び改修 
指定文化財の説明板を設置する 

・栗橋関所跡碑の仮移転とともに新規設置 

・上清久八坂神社の山車行事 
新設 1基を予定 4-7-(5)-② 

鷲宮催馬楽神楽パンフレ

ット刊行 

鷲宮催馬楽神楽を紹介するためのパンフレットを刊行す

る 
 

鷲宮催馬楽神楽パンフレット作成 

（5,000部） 
4-7-(5)-① 

 

 

＜８ 市史編さんに関すること＞ 

事  業  名 内 容 ・ 方 法 平成２９年度 平成３０年度 施策の体系 

人物ブックレット刊行事

業 
「久喜市ゆかりの人物ブックレット」を刊行する 『内藤正成の活躍』の刊行（500部） 「黙山元轟」の刊行（500部） 4-7-(3)-② 
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＜９ 郷土資料館に関すること＞ 

事  業  名 内 容 ・ 方 法 平成２９年度 平成３０年度 施策の体系 

展

示

事

業 

特別展 
市内の歴史・文化財についてテーマを設けた展示を行う

とともに展示図録を刊行する 

第 8 回特別展「栗橋関所の番士でござる－島田家文書

を紐解く－」 

平成 29年 10月 11日(水)～ 12月 24日(日) 

展示図録 1,000部刊行 

開催日数 62日、観覧者延べ 2,055人 

第 9 回特別展「祈りと願い 彩る獅子－久喜市

の獅子舞展－」 

平成 30年 10月 10日(水)～ 12月 23日(日) 

展示図録 1,000部刊行 

開催日数 62日 

4-7-(6)-① 

収蔵品展 
郷土資料館所蔵資料の中から、久喜市内小学校の副読本

『わたしたちの久喜市』掲載の民具を中心に展示を行う 

・青葉小学校内民俗資料展示室収蔵品展「むかしむか

しの道具たち」（青葉小学校内） 

平成 29年 10月 1 日(日)～12月 24日(日)  

開催日数 26日、観覧者延べ 225人 

・郷土資料館収蔵品展「ちょっとむかしの道具たち」

（郷土資料館展示室 2） 

平成 30年 1月 27 日(土)～3月 31日(土)  

開催日数 52日、観覧者延べ 1,558人 

・青葉小学校内民俗資料展示室収蔵品展は改修

工事に伴い実施予定なし 

・郷土資料館収蔵品展については、平成 29 年

度と同様に実施予定 

4-7-(6)-① 

文化財担当者会東部

地区巡回展 

埼玉県東部地区の水運と鉄道の歴史についてパネルや資

料展示を行う 

埼玉県東部地区文化財担当者会巡回展「埼玉県東部地

区の交通」（郷土資料館展示ホール） 

平成 30年 2月 3 日(土)～3月 18日(日) 

開催日数 36日、観覧者延べ 1,095人 

 4-7-(6)-① 

スポット展示 
郷土資料館所蔵資料の中から、テーマを設けた展示を行

う 
未実施 

・スポット展「助産師さんの往診鞄」 

平成 30年 5月 10日(火)～7月 31日(火)  

開催日数 75日 

4-7-(6)-① 

教

育

普

及

事

業 

歴史講座 
専門家を講師に、最新の研究成果や話題をテーマに講座

を開催し、市民の歴史文化財への理解と関心を深める 

第 8回特別展「栗橋関所の番士でござる－島田家文書

を紐解く－」関連講座（埼玉県教育委員会共催） 

・江戸幕府の交通政策と関所～栗橋関所を中心に～

（郷土資料館視聴覚ホール） 

平成 29年 11月 26日(日) 

参加者 67人 

・栗橋関所番士の系譜と仕事（郷土資料館視聴覚ホー

ル） 

平成 29年 12月 10日(日) 

参加者 68人 

・第 9 回特別展「祈りと願い 彩る獅子－久喜

市の獅子舞展－」関連講座を実施予定 

 

4-7-(6)-② 

郷土の歴史・文化を

学ぶ基礎講座 

市内 4地区の文化財等の歴史や文化に触れるとともに、

知識も深めることで、市民の郷土に対するより深い愛着

心を醸成する 

郷土の歴史・文化を学ぶ基礎講座 

平成 29年 9月 15日（金)～平成 29年 12月 26日（火) 

全 10回開催（講義 6回 郷土資料館視聴覚ホール）、

歴史散歩 4回（市内 4地区）） 

受講者延べ 101人 

・内容・方法等を見直し、実施予定 4-7-(6)-② 

古文書学習会 
市民の生涯学習活動を支援するため、郷土資料館所蔵資

料をテキストに古文書学習会を開催する 

古文書学習会の開催 

平成 29年 5月 12日（金)～平成 30年 3月 2日（金) 

全 12回開催 

参加者延べ 384人 

・平成 29年度と同様に実施予定 

平成 30年 5月 18日（金)～平成 31年 3月 1日

（金) 

全 12回開催予定 

4-7-(6)-① 
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事  業  名 内 容 ・ 方 法 平成２９年度 平成３０年度 施策の体系 

教

育

普

及

事

業 

子ども歴史広場 
夏休み期間中の子どもたちを対象に歴史や文化、民俗行

事等に関する学習機会を設ける講座を開催する 

子ども歴史広場の開催 

①「昔のおもちゃをつくってみよう」 

平成 29年 7月 26日（水) 

②「七夕飾りをつくってみよう」 

平成 29年 8月 2日（水) 

③「勾玉をつくってみよう」 

平成 29年 8月 23日（水) 

参加者延べ 88人 

子ども歴史広場の開催 

① 「楽しい夏の遊びの今むかし」 

平成 30年 7月 25日（水) 

② 「夏の飾りの今むかし」 

平成 30年 8月 1日（水) 

③ 「勾玉づくり」 

平成 30年 8月 22日（水) 

4-7-(6)-② 

図書館・資料館まつ

り 
鷲宮図書館と共催で図書館・資料館まつりを開催する 

図書館・資料館まつりの開催 

「昔のおもちゃを作って遊ぼう」 

平成 29年 11月 11日（土)・12（土) 

参加者延べ 63人 

・平成 29年度と同様に実施予定 4-7-(6)-② 

資料館だよりの刊行 
郷土資料館の情報発信の強化を図るため、収蔵資料のな

かから魅力あるものを取り上げて詳しく紹介する 
資料館だより「笛の音」第 6号を刊行 ・平成 29年度と同様に実施予定 4-7-(6)-① 

資

料

調

査

等 

資料の収集 市内の歴史資料等について収集を行う 歴史資料等の寄贈受入 13件 ・平成 29年度と同様に受入れ予定 4-7-(6)-① 

資料の調査 市内の歴史資料等について調査を行う 調査件数 4件 ・平成 29年度と同様に実施予定 4-7-(6)-① 

収蔵資料の整理 
郷土資料館の展示等に活かすため収蔵資料を整理し 

データベース化を行う 

・民俗資料の整理を実施 

・古文書の目録整理を実施 
・平成 29年度と同様に実施予定 4-7-(6)-① 

郷土資料館ボランティア

の育成 

郷土資料館事業の協力 

市域の歴史・文化財等の調査等 

毎月原則第 2・第 4水曜日活動 

子ども歴史広場、図書館・資料館まつり等への協力 

登録者数 14人 

・平成 29年度と概ね同様の活動を予定 4-7-(6)-① 

学芸員実習生の受入 郷土資料館の専門的な業務を実習 
平成29年8月10日（木）～25日（金）のうち8日 

2人 

平成30年8月8日（水）～24日（金）のうち8日 

6人 
4-7-(6)-② 

学校教育への支援 
・中学校の職場体験学習の受入れ 

・小学校団体見学の展示案内 

・中学校 1校（2年生・4人） 

・小学校の団体見学 14校（3年生 715人） 
・平成 29年度と同様に実施予定 4-7-(6)-② 

生涯学習団体等へ支援 
・生涯学習団体等への郷土学習支援として展示案内を行

う 
7件（200人） ・平成 29年度と同様に実施予定 4-7-(6)-② 

 


