
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1

資料１

久喜市教育委員会文化財保護課　平成26年度事業報告・平成27年度事業計画

平成27年 3月 14日(土)

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）文化財の保存・継承　　　①文化財・歴史資料等の保護　　　　　②伝統文化継承･伝承活動への支援

　　　　　　　　　　　　（４）文化財の活用　　　　　　①文化財・歴史資料等の展示公開　　　②文化財等の情報提供

　　　　　　　　　　　　（６）地域文化資源の発掘　　　①市史編さんの推進　　　　　　　　　②地域文化資源の情報発信

　　　　　　　　　　　　（７）郷土資料館の充実　　　　①企画展･特別展の開催　　　　　　 　②生涯学習及び学校教育等との連携強化

＜１　文化財保護審議会に関すること＞

事　　業　　名 内　容　・　方　法 平成２６年度 平成２７年度 施策の体系

文化財保護審議会運営事

業

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26年 5月 24日(土)、菖蒲総合支所

・委員委嘱

・市指定文化財の名称変更について（諮問・答申）

第２回　平成26年 12月 13日(土)、郷土資料館

・市指定文化財の候補について、古民家調査について

第３回　平成27年 3月 14日（土)、菖蒲総合支所

・平成26年度事業報告・27年度事業計画について、他

第１回　平成27年 6月（予定）、菖蒲総合支所

・内容：市指定文化財の候補について

第２回　平成27年 10月（予定）、菖蒲総合支所

・内容：（未定）

第３回　平成28年 3月（予定）、菖蒲総合支所

・内容：（未定）

4-7-(3)-①

4-7-(4)-①

＜２　指定文化財に関すること＞

事　　業　　名 内　容　・　方　法 平成２６年度 平成２７年度 施策の体系

指定文化財台帳整備 台帳内容を再確認し、追加・訂正等を行うことにより、文

化財の適切な管理を図る

・文化財保護審議会の答申をもとに、市指定文化財の名

称変更を行った（6月27日定例教委議決・同日告示）

台帳内容の確認を継続的に行うことにより、文

化財の適切な管理を図る

4-7-(3)-①

指定文化財管理、活動補助

事業

・記念物・無形民俗文化財の所有者等へ補助金を交付

・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

【補助金交付要綱の一部改正、交付金交付要綱の制定】

・久喜市指定文化財補助金交付要綱の一部改正し、補助

率等を変更し補助金を交付　9件

・文化財維持管理のための交付金交付要綱を制定し、交

付金を交付　53件/60件中

・菖蒲吉祥院所蔵の県指定文化財3件（絵画）

の修復

・その他については、平成26年度と同様に補助

金・交付金を交付予定

4-7-(3)-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

文化財所有者等に防火･防犯に対する周知を実施（平成

27年 1月 13日付け教文第334号）　対象 63件

・平成26年度と同様に実施予定 4-7-(3)-①

天然記念物パトロール 指定天然記念物の樹勢状況を調査する ・菖蒲のフジ、清福寺の大イチョウ、川瀬家のイヌマ

　キの3件を調査(4月 21日)

・神明神社の樹木（樹種）調査(7月 22日) 

・台風 11号に伴う記念物調査(8月 11日)

・平成26年度と同様に適宜調査を実施予定 4-7-(3)-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２６年度 平成２７年度 施策の体系

文

化

財

整

理

青葉小学校文化財収

蔵庫整理事業

青葉小学校の耐震化工事にあわせ、同校内の収蔵庫を民

俗関係資料及び文化財関係書籍等に特化した収蔵庫とし

て再整備する。

耐震化工事に伴い、全資料を栗橋第2庁舎及び栗橋しず

か館に移動（5月）。工事終了後青葉小学校に移動（12

月）。資料整理作業を実施（2～3月）。

・民俗資料を展示資料として活用できるよう整

　理する。

・文化財関係書籍等を整理する。

4-7-(3)-①

旧町所蔵文化財資料

整理事業

旧町所蔵の民俗・考古資料及び書籍等の文化財関係資料

を青葉小学校に集約し、活用できるよう整理する。

・菖蒲東小学校・栗橋しずか館・上内小学校及び菖蒲

トレセン倉庫の資料を青葉小学校に移動（1～3月）

・青葉小学校に集約した旧町の文化財関係資料

を整理する。

4-7-(3)-①

伝

統

芸

能

伝

承

郷土伝統芸能後継者

育成事業

囃子、獅子舞を演ず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　　対象 20団体 ・平成26年度と同様に実施予定 4-7-(3)-②

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回目の鷲宮文化祭で成果発表

　参加者延べ96人、会場は郷土資料館及び鷲宮公民館

・平成26年度と同様に実施予定 4-7-(3)-②

祭や民俗芸能等の周

知

祭の内容や日時等について、広報紙やホームページ等を

通じ広く市民等へ周知を図る

・広報紙、ホームページ、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26年度と同様に実施予定 4-7-(3)-②

＜４　文化財の展示に関すること＞

事　　業　　名 内　容　・　方　法 平成２６年度 平成２７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）の案内を実施する。

・市民、他課等との協働（共催）事業の推進

・一般入館者1,367人（1月末現在）

　（平成25年度：2,699人）

・栗橋郷土史研究会との協働作業（航空写真説明文）

・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　26人

・平成26年度と同様に実施予定 4-7-(4)-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

・企画展示の開催

・本多静六記念館展示解説ボランティアの育成

・一般入館者7,931人（1月末現在）

　（平成25年度：12,223人）

・第1回企画展「本多静六と秩父の山林」

　9月28日～12月 14日（来館者：1,461人）

・平成26年度と同様に実施予定 4-7-(4)-①

＜５　文化財の調査に関すること＞

事　　業　　名 内　容　・　方　法 平成２６年度 平成２７年度 施策の体系

古民家調査 国が実施している「近代和風建築総合調査」にあわせ、市

内の古民家について調査する

・市内全域で89件・124棟の古民家を調査

　（前回調査結果：237件・321棟）　　

・随時補足調査を実施予定 4-7-(3)-①

民俗芸能等の記録保存 指定無形民俗文化財等を対象に写真・ビデオ撮影等の手

段により記録保存する

・8件の無形民俗文化財について記録保存を行った

　小林神社の水ささら、吉羽天神社の獅子舞、神明神社

　のオヒタキ・筒粥、他

・平成26年度と同様に実施予定 4-7-(3)-①

【新規】久喜八雲神社の山

車行事の基礎調査

久喜八雲神社の山車行事（提燈祭り）について、本調査

を行うための基礎調査を実施する

提燈祭りについて、本調査を行うための基礎調

査を実施する

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２６年度 平成２７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 95件（1月末現在） ・平成26年度と同様に実施予定 4-7-(3)-①

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8件実施（1月末現在） ・平成26年度と同様に実施予定 4-7-(3)-①

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委託事業によ

り刊行する

『丸谷下遺跡発掘調査報告書』の刊行（500部） 『東浦古墳発掘調査報告書』の刊行（500部） 4-7-(3)-①

＜７　文化財愛護思想の普及に関すること＞

事　　業　　名 内　容　・　方　法 平成２６年度 平成２７年度 施策の体系

普

及

・

啓

発

事

業

「文化財お散歩」マッ

プ作成事業

各地区ごとに文化財マップを作成し、また活用を図ること

で、市民の歴史・文化財への理解と関心を深める。

・菖蒲・栗橋地区の文化財散歩を実施

　5月20日、11月 8日、11月 12日（合計32人）

・久喜・鷲宮地区のマップを作成（3月）

各地区「文化財お散歩マップ」の活用を図る 4-7-(4)-②

文化財・歴史講座 専門家を講師に招き、最新の研究成果や話題をテーマに講

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。

第1回　11月 23日、郷土資料館

　①学芸員が解説！地獄田遺跡について、②演者が解説

　する鷲宮催馬楽神楽、③鷲宮地区の獅子舞、④栗橋城

　の機能と構造－栗橋城の実測報告を兼ねて－

第2回　3月14日、郷土資料館

　①幕府代官と栗橋関所、②発掘調査からみた日光道中

　と栗橋宿

・平成 26 年度と同様に実施予定（内容は未

定）

4-7-(4)-②

【新規】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 9回、参加者1,017人（2月末） ・平成26年度と同様に実施予定 4-7-(4)-②

他課、他機関等への

支援

出前講座、公民館事業、市民大学等他機関が実施する文化

財等に関する講座に講師を派遣する

講師派遣 6回、参加者219人（1月末） ・平成26年度と同様に実施予定 4-7-(4)-②

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26年度と同様に実施予定 4-7-(4)-②

指定文化財説明板等設置

事業

指定文化財への説明板の設置及び改修 ・新設4基(寿徳寺・善宗寺(2)・神明神社)、修繕 9基

・神明神社の樹木プレート設置（25種・90枚）

・新設5基を予定 4-7-(4)-①

＜８　市史編さんに関すること＞

事　　業　　名 内　容　・　方　法 平成２６年度 平成２７年度 施策の体系

市史編さん委員等会議 栗橋町史の編集内容等について審議する 編さん委員会1回、編集会議2回及び各部会を開催 ・平成 26 年度より回数を縮小して実施予定

（平成27年度は最終年度）

4-7-(6)-①

古文書講座・学習会 近世古文書解読講座及び古文書学習会講座を開催する 近世講座 5回、学習会11回実施、予習会7回実施 ・平成26年度と同様に実施予定 4-7-(6)-①

市史刊行事業 栗橋町史を刊行する 『通史編　上巻』の刊行（500部） ・ダイジェスト版の刊行 4-7-(6)-①

マイクロフィルム撮影 市指定文化財の古文書の記録保存を図る 岡田家文書の記録保存（4,747コマ）を図った ・実施しない 4-7-(6)-①
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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２６年度 平成２７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5回特別展「発掘！縄文時代のむら―地獄田遺跡展―

」平成26年 10月 18日～12月 27日

第6回特別展

（仮称）「久喜の民俗」（10～12月）

4-7-(7)-①

【新規】青葉小民俗資

料展示室整備事業

青葉小学校内の旧文化財展示室を民俗資料に特化した展

示室として再整備する

展示資料の収集・整理作業を実施 郷土資料館の特別展にあわせ、青葉小文化財展
示室を第2展示室として民俗資料に特化した展
示を行う。
　第6回特別展（仮称）「久喜の民俗」第2展示
室、公開日：木・土・日曜日

4-7-(4)-①

4-7-(7)-①

企画展 収蔵資料を中心に市内の歴史・文化財についてテーマを

設けた展示を行う

未実施 未定 4-7-(7)-①

収蔵品展 小学校の郷土学習の内容に合わせた展示を行う 収蔵品展「ちょっとむかしの道具たち」

7月12日～9月17日、1月17日～2月 22日

・平成26年度と同様に実施予定 4-7-(7)-①

【新規】鷲宮催馬楽神

楽パンフレット刊行

鷲宮催馬楽神楽の魅力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

　B2判、12折・24面蛇腹折仕上げ、5,000部作成

・実施予定なし 4-7-(7)-①

教

育

普

及

事

業

文化財・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

文化財・歴史資料係と共同実施

（上記７参照）

・平成26年度と同様に実施予定 4-7-(7)-②

子ども歴史広場 夏休み期間中の子どもたちを対象に講座を開催する 講座開催 ①7/31 ②8/7 ③8/21

①昔を体験（水鉄砲、万華鏡の作成）、②七夕飾り作り、

③勾玉作り、講座参加者 延べ 110人

・平成26年度と同様に実施予定 4-7-(7)-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 ・10月 25日・26日、農具体験（昔の米作り道具）、民

具体験（そろばん・製麺機等）、参加者延べ 69人

・平成26年度と同様に実施予定 4-7-(7)-②

【新規】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、資料館だよりを

刊行する

資料館だより「笛の音」を創刊した（2月） ・年3回刊行予定 4-7-(7)-②

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　7件 ・平成26年度と同様に受入れ予定 4-7-(7)-①

資料の調査 市内の歴史資料等について調査を行う 催馬楽神楽、提燈祭り、獅子舞等について調査を実施 ・平成26年度と同様に実施予定 4-7-(7)-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26年度と同様に実施予定 4-7-(7)-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3～4回活動（原則毎週木曜日）

子ども歴史広場、図書館・資料館まつり等

平成26年度と概ね同様の活動を予定 4-7-(7)-②

学芸員実習生の受入 郷土資料館の専門的な業務を実習 1人（8月19日～29日の8日間） ・平成26年度と同様に受入れ予定 4-7-(7)-②

学校教育への支援 ・小中学生の職場体験学習等の支援

・小学校団体見学の展示案内

・中学校2校（2年生・5人）

・小学校1校（6年生・5人）

・小学校の団体見学 7校

平成26年度と同様に受入れ予定 4-7-(7)-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 展示案内　24団体 909人（1月末現在） 平成26年度と同様に実施予定

入館者数 8,314人（1月末現在・前年同月比 1,044人増） 4-7-(7)-②


