
「出土遺物の交流と結
ゆ い

」
‐自治体間相互応援協定締結 20 周年記念‐の記録

1．はじめに

　展示会の経緯と経過
　生涯学習課文化財保護担当では、2 ～ 3 年に
1 度の周期で、文化財の展示会を開催している。
近年は、土地区画整理に伴う大規模な発掘調査
が行われ、新たな発見や数多くの土器が発掘さ
れていることから、当初は、平成 27 年度開催
の展示会は、「最新出土品展」を漠然と平成 26
年夏に考えていた。実際の平成 27 年度予算積
算時に、平成 27 年度は和光市制施行 45 周年
であることから市全体の周年記念事業の一環と
して展示会を行うこととなった。
　企画段階において周年記念事業なので、全体
的に祝賀ムードを盛り上げるため、和光市のみ
ならず、近隣市や友好都市まで含めた展示会と
し、新潟県十日町市の国宝で有名な笹山遺跡の
火焔型土器を展示できないかとの話も持ち上
がった。以下、経過を時系列でまとめる。

２．平成 26 年度の準備

　上記の経過のとおり「最新出土品展」のテー
マから考え直し、十日町市の火焔型土器等を展
示することを検討した。
　国宝の土器は、借用展示が困難であるため 1、
国宝指定以外の火焔型土器の借用展示を考え
た。電話で十日町市に問合せたところ、国宝と
同等の文様構成の土器もほかにあるので、貸し
出しできる旨の話を頂いた。
　ここで展示テーマを改めて再考することとし
た。通常の特別展の展示は、自身の自治体で所
有・所管・所在している資料を基幹としたり導
入的要素として「テーマ」を決め、そこから関
連する資料の選択と借用の打診、正式借用とな
る流れである。しかし、今回は、「市制施行 45
周年」、「友好都市の火焔型土器」を要素として

鈴木　一郎

取り入れ、自治体間相互応援協定を締結してい
るほかの友好都市も踏まえ「遺物の移動や交
流」をテーマとして考えた。会場は、和光市民
文化センター企画展示室と展示ホールとした。
期日は、11 月初旬に市民まつりなどの予約が
既に入っており、連続して使用できる、平成
27 年 11 月 19 日（木）～ 12 月 6 日（日）が
開催期日となった。会場借り上げは、仕込みに
前 2 日、片付けに後 1 日を予約した。
　上記に併行して資料借用予定の新潟県十日町
市、長野県佐久市、栃木県那須烏山市、埼玉県
東松山市、朝霞市、志木市、新座市などに借用
の打診連絡を行った。その後、各自治体の遺跡
調査報告書を元に、借用候補の選出を行う。候
補は、火焔型土器と同時期の縄文土器、その次
は、和光市の出土品と関連がある遺物で、櫛描
簾状文系統の弥生土器や移動・交易が窺えるヒ
スイ、ガラス質安山岩、黒曜石のほか古代の官
衙に伴う遺物などを対象とした。

３．平成 27 年度の準備

　平成 27 年度は、展示予定遺物一覧を含めた
展示会開催要項を確定し、借用予定遺物のコ
ピーを付け各市へ送付した。それと共に、電話
連絡し 5 月から６月にかけて挨拶と遺物・遺
跡の下見を兼ねた現地確認を行った 2

　。現地
では、借用予定土器を実見して、破片復元の土
器か完形の土器かを確認し簡易な写真撮影を行
い、借用土器を決定した。その他展示会に伴う
講演会の講師の打診も合わせて行った 2。下見
後、正式に借用依頼書と記念講演会の講師依頼
書を送付した。
　7 月から 8 月は、借用遺物の個数、大きさが
決まったことで、展示品運送業務委託の仕様書
を作成し、入札準備を行う。同じく展示用ガラ
スケース借上げの仕様書を作成し入札準備を行
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う。主な借用遺物が決まったことで、ポスター・
パンフレットの割付などを行う。ポスター・チ
ラシ・パンフレット 3 点セットで印刷業者を
選択し、仕様書ではポスターとチラシ・パンフ
レットの表紙は同じ写真とデザインにする（日
時や説明文は若干異なる）。ポスター・チラシ
は早く納品させ、パンフレットは開催日直前の
納品とした。
　9 月から 10 月は、「展示ケース等借上げ」の
指名競争入札が、9 月 24 日に行われ、業者が
決定した 3。
　「展示品運送業務委託」については、当初美
術品梱包輸送技能取得士試験 2 級以上を持つ
専門スタッフと仕様に入れたが、入札参加業者
からの質疑により技能資格を持つ者が対象事務
所にはいないため、同等の技能を持つ 5 年以
上の経験者と切り替えた。その他、賠償責任保
険の質疑もあり、掛け金の算出のために、借用
都市の文化財担当へ連絡をとり、土器の補修費
を各指名業者へ連絡した 4。次回から仕様書に
は、賠償責任保険の補償額を記載する必要があ
る。
　「ポスター・チラシ」が先にできあがり、関
係所管及び博物館・資料館へ発送し周知を図
る。
　ポスター（図 1）は、「出土遺物の交流と結」
‐ 自治体間相互応援協定締結 20 周年記念 ‐
の題名から、友好都市との交流と大古の遺物の
移動や同系統の土器の関係が判るように地図の
友好都市のそばに遺物を配置し、円想を配した
5。
　展示会での受付・案内兼用の臨時職員（パー
トさん）の採用と出勤シフト割り、担当職員の
土日出勤シフトの調整のほか、美術品専用運搬
車と借用先の施設の調整などを行う 6。
　写真パネル、展示解説パネル、キャプション
などは、パソコンにより編集・出力を行い、の
り付き発泡パネルに貼り付け、全て手作りで
行った。

４．開催・展示

　展示会場は、企画展示室と展示ホールからな
るが、横長のガラスケースが大小 2 箇所据付け
られている展示ホールをメイン展示場として、
企画展示室を小テーマ展示として展開した。
　展示ホールは、出入り口が 2 箇所あるが、
人の流れを考え、市役所事務棟側を入口・受付
とし、横書き表題、写真、あいさつパネルなど
を設置（図 2-1) 独立ガラスケースの火焔型土
器をアイキャッチとして、あいさつボード横に
展示した（図 2-2）が、火焔型土器全体を一周
り見たいとの要望があり、会場内ロビーに独立
で一周見られるように移動した。
　展示ホール右手の最初の据付けガラスケース
小（長さ 4.7 ｍ）内には、十日町市出土火焔型
土器、那須烏山市出土大木系加曾利Ｅ古手土
器、佐久市出土焼町式土器、志木市出土勝坂
式土器の縄文時代中期の派手な文様の土器を
集め、展示した（図 3）。和光市出土の縄文時
代中期土器は振り向いた反対側（入り口から左
手）のテーブル上に露出展示した。盗難・いた
ずらを危惧しテグスを張り、内部に鈴を入れた
（図 4）。
　展示室内は、移動・交流を小テーマとし、借
上げた個別のガラスケースを用い、黒曜石ガラ
ス質黒色安山岩の流通、各都市出土ヒスイなど
の実物の他、原産地写真パネル・地図・写真、
原産地同定済みの黒曜石（図 5-1,2,3）、越後と
南東北が分布圏の三十稲場式土器を十日町市
と和光市出土の 2 点を並べて展示した（図 6）。
稲荷山古墳の鉄剣レプリカと東松山市出土の三
角縁神獣鏡レプリカで西日本からの影響を少し
示した。企画展示室は、11 × 17 ｍの 187㎡の
部屋であるが、展示パネルで半分に仕切り、パ
ネルの後ろは、荷物・梱包財置き場のバックヤー
ドとした。展示パネルで区切った小スペースに
は、十日町市、那須烏山市、佐久市、東松山市、
新座市、和光市の観光パンフレットや自治体間
の交流事業の写真パネルの展示を行った。
　展示ロビーに戻ると右手の据付ガラスケース
大（長さ 12.3 ｍ）に佐久市出土の信州の櫛描
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廉状文の弥生中期土器（栗林式）、同じ文様系
統の東松山市の櫛描廉状文の弥生土器（岩鼻
式）、和光市・朝霞市の櫛描廉状文の弥生土器
を展示し（図 7-1,2）、東松山市の西日本からの
影響がある古墳時代前期の土器や埼玉県内で製
作されたとみられる埴輪などを展示した。
　このガラスケースと対比するように、左手側
には、和光市出土の弥生時代後期前葉の櫛描簾
状文の土器のほか、東海地方の疑似縄文が施さ
れ菊川式の影響を受けている後期中葉土器と古
墳時代前期の土器を展示した（図 8）。
　奈良・平安時代は、佐久市の官衙的遺跡出土
の円面硯、墨書土器、鉈尾（帯金具）、和光市
出土の円面硯、墨書土器、刀子、巡方（帯金具）、
新座市出土の須恵器坏、那須烏山市出土の須恵
器坏、官衙遺構の写真、古代東山道の写真パネ
ルなどでまとめた（図 9-1,2）。
　据付ガラスケース大の最後尾には、和光市と
各都市の防災協定の協定書と調印式の写真を展
示した。　　

5. 記念講演会

　展示会に伴い、記念講演会を、会期中の平成
27 年 11 月 29 日（日）別棟の和光市民文化セ
ンター小ホールにて開催した。
   午前 10：15 から「吹上貝塚とその時代」と
題した小林達雄國學院大學名誉教授の記念講演
があり 7、午後 1：15 からは、各都市の担当者
から展示遺跡の説明と遺物の説明などスライド
を交えた報告会を行った。参加者からは「他県
の展示品を見られ、その説明が聞けて非常に良
くわかりためになった」などの意見を多数いた
だいた。
　記念講演会は、遅滞なく盛況のうちに終了し
た。この講演会のバックヤードでは、講演会場
の受付、避難誘導員、記録写真撮影、講師案内、
司会進行など少数のスタッフが何役も兼務し、
非常にタイトなスケジュールであった。　　

6. おわりに

　今回の展示会は、初めに市制施行記念の冠が
あり、友好都市との交流の中で、ほかの都市の
土器も展示できないか、特に国宝で有名な火焔
型土器を借りることはできるのかなどのがテー
マの下敷きにあった。友好都市のとの交流が
テーマであるため、似たもの（器形・文様）、
移動してきたもの（文様系統）、交易してきた
もの（特別な石材）などを考え、「出土遺物の
交流と結」との題名となった。
　十日町市では、笹山遺跡出土の火焔型土器が
国宝に指定されており、一般の方にも良く知れ
れている土器である。国宝の借用には、「国宝、
重要文化財又は重要有形民俗文化財の出土品及
び公開に関する規則」により借用は難しいと考
えられた。十日町市の遺跡の発掘調査報告書を
見ると、ほかの遺跡でも火焔型土器が多数出土
しているので、確認したところ、「笹山遺跡出
土土器で国宝と同等の火焔型土器もあり、そち
らなら貸し出し可能。」との話があった。修復
時期が前後したため、国宝指定となっていない
土器があり、十日町市の手続きだけで貸し出し
ができる土器も必要として、国宝指定を行って
いない土器をお借りすることができた。
　友好都市の交流と火焔型土器から「出土遺物
の交流と結」との題名の展示会を開催し、18
日間の開催で延べ 3,414 人の見学者が訪れたこ
とは、手前味噌であるが良かった展示ではない
かと思う。

【註】

1．国宝重要文化財は、重要有形民俗文化財の出品及

び公開に関する規則第 5 条第 6 項により、文化庁長官

の承認を受けた博物館あるいは、その他の施設でない

と公開できないため。

2．挨拶と資料調査は、6/2朝霞、6/2志木、6/5十日町市、

6/10 さきたま史跡の博物館鉄剣・東松山埋蔵文化財

センター、6/26 佐久市、6/30 那須烏山市、6/24 新

座市と各都市への挨拶と資料調査が 6 月になってしま

い、和光市も相手都市も 6 月の議会対応で忙しい時期

の訪問であった。
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3.　4 社指名した内 2 社が辞退。落札価格 462,000 円

で決定した。

4．保険金査定は、指定文化財においては、売買が成

立しないため金銭的価値が０円となるため、割れた場

合の修復費用を査定額とした。４社指名した内１社が

辞退。落札価格は 918,380 円で決定した。対象遺物の

保険額は 100 万近くから 15 万までの金額差が有る。

この賠償保険は、運送する展示品が対象となるため、

近隣市から借入する土器については対象外となるた

め、近隣から職員の梱包搬送で借りてくる遺物に対し

ては、梱包から緊張した。

5.　禅における書画のひとつで、今日は友好な都市の

つながり（結）と交わりを意識した。

6．展示品運送業務委託は、期間　平成 27 年 11 月 5

日～ 12 月 15 日までの間に、借用・返却の梱包、運送

を 4 地点で３往復する契約である。ちょうど、秋季の

展示会と重なるため、借用先と美術品運搬専用車の日

程調整に苦労した。

7．考古学史でも知られている「吹上パターン」を提

唱した小林先生の講演録は、『和光市デジタルミュー

ジアム紀要』第 2 号（2016）に収録済み。

すずき　いちろう（和光市教育委員会）

事業記録

・会場　和光市民文化センター企画展示ホール

・会期　平成27年11月19日（木）

　　　　～12月6日（日）、（18日間開催）

・会場借上期間　平成27年11月17日（火）

　　　　　　　　～12月7日（月）21日間

・見学者数　延べ3414人

　　　　　 （1日平均189 . 6人）

・展示資料　211点（表1展示資料目録）

・記念講演会

　　平成27年11月29日（日）

　　和光市民文化センター小ホール

　　講師　小林達雄（國學院大學名誉教授）

　　　　　菅沼　亘（十日町市職員）

　　　　　小林眞寿（佐久市職員）

　　　　　鈴木芳英（那須烏山市職員）

　　参加者　138人

・印刷物

　　ポスターA3判（4色）　100枚

　　チラシ A4判両面（表4色・裏1色）　2000枚

　　パンフ A4判16ページ（全4色）　1500部
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No. 資料 時期 遺跡・遺構等 所有・保管 備考
1 火焔型土器 縄文時代中期 笹山遺跡 十日町市博物館 【市指定文化財】
2 王冠型土器 縄文時代中期 笹山遺跡 十日町市博物館 【市指定文化財】
3 火焔型土器 縄文時代中期 野首遺跡 十日町市博物館
4 王冠型土器 縄文時代中期 野首遺跡 十日町市博物館
5 深鉢形土器 縄文時代後期 野首遺跡 十日町市博物館 （三十稲場式）
6 ヒスイ加工品 縄文時代中期 梶花遺跡 十日町市博物館
7 深鉢形土器 縄文時代中期 寄山遺跡 佐久市教育委員会 （焼町土器）
8 壺形土器 弥生時代中期 根々井芝宮遺跡 佐久市教育委員会
9 甕形土器 弥生時代中期 根々井芝宮遺跡 佐久市教育委員会
10 甕形土器 弥生時代中期 根々井芝宮遺跡 佐久市教育委員会
11 甕形土器 弥生時代後期 北西ノ久保遺跡 佐久市教育委員会
12 壺形土器 弥生時代後期 北西ノ久保遺跡 佐久市教育委員会
13 壺形土器 弥生時代後期 西一本柳遺跡 佐久市教育委員会
14 壺形土器 弥生時代後期 西一本柳遺跡 佐久市教育委員会
15 須恵器　円面硯 平安時代 聖原遺跡 佐久市教育委員会
16 須恵器　坏 平安時代 聖原遺跡 佐久市教育委員会 （墨書土器）
17 帯金具　巡方 平安時代 聖原遺跡 佐久市教育委員会
18 帯金具　丸鞆 平安時代 聖原遺跡 佐久市教育委員会
19 帯金具　鉈尾 平安時代 聖原遺跡 佐久市教育委員会
20 帯金具　丸鞆 平安時代 聖原遺跡 佐久市教育委員会
21 石槍（ガラス質黒色安山岩） 旧石器時代 八風山遺跡群 佐久市教育委員会
22 石槍（ガラス質黒色安山岩） 旧石器時代 八風山遺跡群 佐久市教育委員会
23 ナイフ形石器（黒曜石：和田鷹山） 旧石器時代 八風山遺跡群 佐久市教育委員会
24 削器（黒曜石：和田鷹山） 旧石器時代 八風山遺跡群 佐久市教育委員会
25 石核（黒曜石：蓼科冷山） 旧石器時代 八風山遺跡群 佐久市教育委員会
26 石核（黒曜石：蓼科冷山） 旧石器時代 八風山遺跡群 佐久市教育委員会
27 ガラス質黒色安山岩　原石 ‐ 八風山遺跡群 佐久市教育委員会
28 深鉢形土器 縄文時代中期 新道平遺跡 那須烏山市教育委員会
29 深鉢形土器 縄文時代中期 新道平遺跡 那須烏山市教育委員会
30 深鉢形土器 縄文時代中期 新道平遺跡 那須烏山市教育委員会
31 硬玉（ヒスイ）製　垂飾 縄文時代中期 新道平遺跡 那須烏山市教育委員会
32 須恵器　坏 平安時代 長者ケ平官衙遺跡 那須烏山市教育委員会
33 須恵器　坏 平安時代 長者ケ平官衙遺跡 那須烏山市教育委員会
34 甕形土器 弥生時代後期 岩鼻遺跡 東松山市教育委員会 （岩鼻式）
35 甕形土器 弥生時代後期 岩鼻遺跡 東松山市教育委員会 （岩鼻式）
36 甕形土器 弥生時代後期 岩鼻遺跡 東松山市教育委員会 （岩鼻式）
37 甕形土器 弥生時代後期 高坂二番町遺跡 東松山市教育委員会 （吉ヶ谷式）
38 壺形土器 古墳時代前期 五領遺跡 東松山市教育委員会
39 台付甕形土器 古墳時代前期 五領遺跡 東松山市教育委員会
40 壺形土器 古墳時代前期 五領遺跡 東松山市教育委員会 （東海地方西部系）
41 壺形土器 古墳時代前期 五領遺跡 東松山市教育委員会 （畿内系）
42 人物埴輪 古墳時代 上松本遺跡下松５号墳 東松山市教育委員会
43 三角縁陳氏作四神二獣鏡（複製） 現代（複製） 高坂古墳群出土資料の複製 東松山市教育委員会
44 ヒスイ輝石（原石標本） - 糸魚川市小滝川採取 朝霞市教育委員会
45 甕形土器 弥生時代後期 稲荷山・郷戸遺跡 朝霞市教育委員会
46 朝顔形埴輪 古墳時代 柊塚古墳 朝霞市教育委員会
47 円筒埴輪 古墳時代 柊塚古墳 朝霞市教育委員会
48 人物埴輪 古墳時代 柊塚古墳 朝霞市教育委員会
49 硬玉（ヒスイ）製　大珠 縄文時代中期 西原大塚遺跡 志木市教育委員会
50 深鉢形土器 縄文時代中期 西原大塚遺跡 志木市教育委員会
51 深鉢形土器 縄文時代中期 西原大塚遺跡 志木市教育委員会
52 深鉢形土器 縄文時代中期 西原大塚遺跡 志木市教育委員会
53 ナイフ形石器 旧石器時代 西原大塚遺跡 志木市教育委員会
54 剝片（ガラス質黒色安山岩） 旧石器時代 西原大塚遺跡 志木市教育委員会
55 剝片（ガラス質黒色安山岩） 旧石器時代 西原大塚遺跡 志木市教育委員会
56 剝片（ガラス質黒色安山岩） 旧石器時代 西原大塚遺跡 志木市教育委員会
57 剝片（ガラス質黒色安山岩） 旧石器時代 西原大塚遺跡 志木市教育委員会
58 須恵器　坏 平安時代 駒形遺跡 新座市教育委員会
59 須恵器　坏 平安時代 駒形遺跡 新座市教育委員会
60 須恵器　坏 平安時代 駒形遺跡 新座市教育委員会
61 須恵器　坏 平安時代 駒形遺跡 新座市教育委員会
62 瓦 平安時代 駒形遺跡 新座市教育委員会
63 稲荷山古墳出土金錯銘鉄剣（複製） 現代（複製） 稲荷山古墳 埼玉県立さきたま史跡の博物館
64 深鉢形土器（ダイズ属の種子混入） 縄文時代中期 越後山遺跡（2次） 和光市教育委員会
65 深鉢形土器 縄文時代中期 越後山遺跡（2次） 和光市教育委員会
66 深鉢形土器 縄文時代中期 越後山遺跡（2次） 和光市教育委員会
67 深鉢形土器 縄文時代中期 越後山遺跡（2次） 和光市教育委員会
68 炉体土器 縄文時代中期 妙蓮寺遺跡（5次） 和光市教育委員会
69 深鉢形土器 縄文時代中期 妙蓮寺遺跡（4次） 和光市教育委員会
70 深鉢形土器 縄文時代中期 妙蓮寺遺跡（4次） 和光市教育委員会
71 深鉢形土器 縄文時代中期 妙蓮寺遺跡（4次） 和光市教育委員会
72 深鉢形土器（獣面付） 縄文時代中期 妙蓮寺遺跡（5次） 和光市教育委員会
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73 深鉢形土器（獣面or人面付） 縄文時代中期 吹上原遺跡（2次Ａ区） 和光市教育委員会
74 深鉢形土器 縄文時代中期 吹上原遺跡（2次Ａ区） 和光市教育委員会
75 深鉢形土器 縄文時代中期 吹上原遺跡（2次Ａ区） 和光市教育委員会
76 浅鉢形土器 縄文時代中期 吹上原遺跡（2次Ａ区） 和光市教育委員会
77 浅鉢形土器 縄文時代中期 吹上原遺跡（3次Ａ区） 和光市教育委員会
78 深鉢形土器 縄文時代中期 吹上原遺跡（2次Ａ区） 和光市教育委員会
79 深鉢形土器 縄文時代中期 吹上原遺跡（2次Ａ区） 和光市教育委員会
80 深鉢形土器 縄文時代中期 吹上原遺跡（2次Ａ区） 和光市教育委員会
81 炉体土器 縄文時代中期 吹上原遺跡（2次Ａ区） 和光市教育委員会
82 深鉢形土器 縄文時代中期 吹上原遺跡（2次Ａ区） 和光市教育委員会
83 深鉢形土器 縄文時代中期 吹上原遺跡（2次Ａ区） 和光市教育委員会
84 深鉢形土器 縄文時代中期 吹上原遺跡（2次Ａ区） 和光市教育委員会
85 深鉢形土器 縄文時代中期 吹上貝塚（昭和34年調査） 和光市教育委員会
86 深鉢形土器 縄文時代中期 吹上貝塚（昭和34年調査） 和光市教育委員会
87 深鉢形土器 縄文時代中期 吹上貝塚（昭和34年調査） 和光市教育委員会
88 深鉢形土器 縄文時代中期 吹上貝塚（昭和34年調査） 和光市教育委員会
89 深鉢形土器 縄文時代中期 吹上貝塚（昭和34年調査） 和光市教育委員会
90 深鉢形土器 縄文時代中期 吹上貝塚（昭和34年調査） 和光市教育委員会
91 深鉢形土器 縄文時代中期 吹上貝塚（昭和34年調査） 和光市教育委員会
92 深鉢形土器 縄文時代中期 吹上貝塚（昭和34年調査） 和光市教育委員会
93 深鉢形土器 縄文時代中期 吹上貝塚（昭和34年調査） 和光市教育委員会
94 浅鉢形土器 縄文時代中期 吹上貝塚（昭和34年調査） 和光市教育委員会
95 深鉢形土器 縄文時代後期 吹上原遺跡（2次Ａ区） 和光市教育委員会
96 深鉢形土器 縄文時代後期 吹上原遺跡（4次） 和光市教育委員会
97 深鉢形土器 縄文時代後期 吹上原遺跡（4次） 和光市教育委員会
98 深鉢形土器 縄文時代後期 吹上原遺跡（2次Ａ区） 和光市教育委員会
99 深鉢形土器 縄文時代後期 吹上原遺跡（2次Ａ区） 和光市教育委員会
100 深鉢形土器 縄文時代後期 吹上原遺跡（2次Ａ区） 和光市教育委員会
101 甕形土器 弥生時代中期 午王山遺跡（6次） 和光市教育委員会
102 壺形土器 弥生時代中期 午王山遺跡（8次） 和光市教育委員会
103 壺形土器 弥生時代中期～後期 午王山遺跡（72号住居） 和光市教育委員会
104 鉢形土器 弥生時代中期～後期 午王山遺跡（72号住居） 和光市教育委員会
105 台付甕形土器 弥生時代中期～後期 午王山遺跡（72号住居） 和光市教育委員会
106 台付甕形土器 弥生時代中期～後期 午王山遺跡（72号住居） 和光市教育委員会
107 甕形土器 弥生時代中期～後期 午王山遺跡（72号住居） 和光市教育委員会
108 壺形土器 弥生時代後期 午王山遺跡（9次） 和光市教育委員会
109 甕形土器 弥生時代後期 午王山遺跡（8次） 和光市教育委員会
110 甕形土器 弥生時代後期 午王山遺跡（6次） 和光市教育委員会
111 壺形土器 弥生時代後期 午王山遺跡（6次） 和光市教育委員会
112 甕形土器 弥生時代後期 午王山遺跡（6次） 和光市教育委員会
113 甕（広口壺）形土器 弥生時代後期 午王山遺跡（2次） 和光市教育委員会
114 台付甕形土器 弥生時代後期 午王山遺跡（4次） 和光市教育委員会
115 壺形土器 弥生時代後期 午王山遺跡（12次） 和光市教育委員会
116 鉢形土器 弥生時代後期 午王山遺跡（4次） 和光市教育委員会
117 台付甕形土器 弥生時代後期 午王山遺跡（4次） 和光市教育委員会
118 壺形土器 弥生時代後期 午王山遺跡（3次） 和光市教育委員会
119 壺形土器 弥生時代後期 午王山遺跡（8次） 和光市教育委員会
120 壺形土器 弥生時代後期 午王山遺跡（2次） 和光市教育委員会
121 台付甕形土器 弥生時代後期 午王山遺跡（4次） 和光市教育委員会
122 壺形土器 弥生時代後期 午王山遺跡（4次） 和光市教育委員会
123 壺形土器 弥生時代後期 午王山遺跡（7次） 和光市教育委員会
124 高杯形土器 弥生時代後期 吹上遺跡（3次） 和光市教育委員会
125 壺形土器 弥生時代後期 吹上遺跡（3次） 和光市教育委員会
126 鉢形土器 弥生時代後期 吹上遺跡（3次） 和光市教育委員会
127 壺形土器 弥生時代後期 吹上遺跡（3次） 和光市教育委員会
128 高杯形土器 弥生時代後期 吹上遺跡（3次） 和光市教育委員会
129 壺形土器 弥生時代後期 吹上原遺跡（2次Ａ区） 和光市教育委員会
130 壺形土器 弥生時代後期 吹上原遺跡（2次Ａ区） 和光市教育委員会
131 壺形土器 弥生時代後期 吹上原遺跡（3次Ａ区） 和光市教育委員会
132 器台 古墳時代前期 市場峡・市場上遺跡（24次） 和光市教育委員会
133 器台 古墳時代前期 市場峡・市場上遺跡（24次） 和光市教育委員会
134 高杯 古墳時代前期 市場峡・市場上遺跡（24次） 和光市教育委員会
135 壺形土器 古墳時代前期 市場峡・市場上遺跡（24次） 和光市教育委員会
136 台付甕形土器 古墳時代前期 市場峡・市場上遺跡（24次） 和光市教育委員会
137 壺形土器 古墳時代前期 市場峡・市場上遺跡（24次） 和光市教育委員会
138 土師器　坏 古墳時代後期 市場峡・市場上遺跡（21次） 和光市教育委員会
139 土師器　坏 古墳時代後期 市場峡・市場上遺跡（21次） 和光市教育委員会
140 甑 古墳時代後期 市場峡・市場上遺跡（21次） 和光市教育委員会
141 長胴甕 古墳時代後期 市場峡・市場上遺跡（21次） 和光市教育委員会
142 大型の壺形土器 弥生時代後期 吹上原遺跡 和光市教育委員会
143 大型の壺形土器 弥生時代後期 吹上原遺跡 和光市教育委員会
144 甕形土器 弥生時代後期 午王山遺跡（3次） 和光市教育委員会
145 壺形土器 弥生時代後期 午王山遺跡（2次） 和光市教育委員会
146 甕形土器 弥生時代後期 午王山遺跡（9次） 和光市教育委員会
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147 甕形土器 弥生時代後期 午王山遺跡（14次） 和光市教育委員会
148 黒曜石製　石器 旧石器時代 午王山遺跡（8次） 和光市教育委員会 蓼科冷山群
149 黒曜石製　石器 旧石器時代 市場峡・市場上遺跡（14次） 和光市教育委員会 諏訪星ヶ台群
150 黒曜石製　石器 旧石器時代 市場峡・市場上遺跡（24次） 和光市教育委員会 箱根畑宿群
151 黒曜石製　石器 旧石器時代 市場峡・市場上遺跡（24次） 和光市教育委員会 神津島恩馳島群
152 黒曜石製　石器 旧石器時代 市場峡・市場上遺跡（24次） 和光市教育委員会 和田鷹山群
153 黒曜石製　石器 旧石器時代 城山南遺跡（1・2次） 和光市教育委員会 蓼科冷山群
154 黒曜石製　石器 旧石器時代 城山南遺跡（1・2次） 和光市教育委員会 和田小深沢群
155 黒曜石製　石器 旧石器時代 市場峡・市場上遺跡（14次） 和光市教育委員会 諏訪星ヶ台群
156 黒曜石製　石器 旧石器時代 越後山遺跡（2次） 和光市教育委員会 蓼科冷山群
157 黒曜石製　石器 縄文時代前期 市場峡・市場上遺跡（10・11次）和光市教育委員会 神津島恩馳島群
158 黒曜石製　石器 縄文時代前期 市場峡・市場上遺跡（10・11次）和光市教育委員会 和田鷹山群
159 黒曜石製　石器 縄文時代前期 市場峡・市場上遺跡（14～16次）和光市教育委員会 神津島恩馳島群
160 黒曜石製　石器 縄文時代中期 吹上原遺跡（3次） 和光市教育委員会 神津島恩馳島群
161 黒曜石採掘場付近で採集した黒曜石原石 - 和田峠 個人
162 ヒスイ製大珠 縄文時代中期 越後山遺跡（2次） 和光市教育委員会
163 ヒスイ製垂飾 縄文時代後期 丸山台遺跡 和光市教育委員会
164 お土産品のヒスイ（5点） - 糸魚川市のお土産屋 個人
165 ヒスイ海岸で採集したヒスイに似た石 - 糸魚川市ヒスイ海岸 個人
166 抉状耳飾（白雲母） 縄文時代前期 吹上原遺跡（2次Ａ区） 和光市教育委員会
167 深鉢形土器（三十稲場式） 縄文時代後期 丸山台遺跡 和光市教育委員会
168 パーライト（黒曜石製） 現代 - ㈱有山造園提供
169 須恵器　甕 古墳時代後期 吹上原遺跡（3次Ｂ区） 和光市教育委員会
170 須恵器　甕 古墳時代後期 吹上原遺跡（3次Ｂ区） 和光市教育委員会
171 須恵器　甕 古墳時代後期 吹上原遺跡（2次Ａ区） 和光市教育委員会
172 須恵器　壺 古墳時代後期 吹上原横穴墓 和光市教育委員会
173 須恵器　提瓶 古墳時代後期 吹上原遺跡（2次Ａ区） 和光市教育委員会
174 須恵器　坏 奈良時代 午王山遺跡（9次） 和光市教育委員会
175 須恵器　坏 奈良時代 午王山遺跡（9次） 和光市教育委員会
176 須恵器　坏 奈良時代 吹上遺跡（3次） 和光市教育委員会
177 須恵器　坏 奈良時代 吹上遺跡（3次） 和光市教育委員会
178 須恵器　坏 奈良時代 吹上遺跡（3次） 和光市教育委員会
179 須恵器　坏 奈良時代 吹上遺跡（3次） 和光市教育委員会
180 須恵器　坏 奈良時代 吹上遺跡（3次） 和光市教育委員会
181 須恵器　坏 奈良時代 吹上遺跡（3次） 和光市教育委員会
182 土師器　坏 奈良時代 吹上遺跡（3次） 和光市教育委員会
183 須恵器　坏蓋 奈良時代 下里遺跡（1次） 和光市教育委員会
184 須恵器　坏蓋 奈良時代 吹上遺跡（3次） 和光市教育委員会
185 須恵器　坏（墨書土器） 奈良時代 吹上遺跡（3次） 和光市教育委員会 「定」
186 須恵器　坏（墨書土器） 平安時代 漆台遺跡（1次） 和光市教育委員会 「大」
187 須恵器　坏（墨書土器） 平安時代 市場峡・市場上遺跡（19次） 和光市教育委員会 「井」
188 須恵器　坏（墨書土器） 平安時代 市場峡・市場上遺跡（19次） 和光市教育委員会 「吉井」
189 須恵器　坏（墨書土器） 平安時代 市場峡・市場上遺跡（7次） 和光市教育委員会 「吉井」
190 須恵器　坏（墨書土器） 平安時代 峯前遺跡（1次） 和光市教育委員会 「加万」
191 須恵器　坏（墨書土器） 平安時代 峯前遺跡（1次） 和光市教育委員会 「守」
192 須恵器　坏（墨書土器） 平安時代 仏ノ木遺跡（5次） 和光市教育委員会  「尺」又は「艮」
193 須恵器　円面硯 平安時代 漆台遺跡（1次） 和光市教育委員会
194 刀子 平安時代 市場峡・市場上遺跡（19次） 和光市教育委員会
195 刀子 平安時代 市場峡・市場上遺跡（7次） 和光市教育委員会
196 刀子 平安時代 四ツ木遺跡（3次） 和光市教育委員会
197 緑釉陶器片（3点） 平安時代 吹上遺跡（3次） 和光市教育委員会
198 帯金具　巡方 平安時代 吹上遺跡（3次） 和光市教育委員会
199 石製紡錘車 平安時代 市場峡・市場上遺跡（7次） 和光市教育委員会
200 鉄製紡錘車 平安時代 峯前遺跡（5次） 和光市教育委員会
201 鉄鏃 奈良時代 下里遺跡（1次） 和光市教育委員会
202 鉄鏃 平安時代 仏ノ木遺跡（4次） 和光市教育委員会
203 鉄鎌 平安時代 市場峡・市場上遺跡（21次） 和光市教育委員会
204 縦矧板冑（鉄製） 古墳時代 吹上原遺跡 和光市教育委員会
205 ガラス玉（6点） 古墳時代 吹上原遺跡 和光市教育委員会
206 ガラス玉（2点） 弥生時代 吹上原遺跡 和光市教育委員会
207 災害時相互応援協定書 平成7年 佐久市-和光市 和光市危機管理室
208 災害時相互応援協定書 平成8年 朝霞地区４市 和光市危機管理室
209 災害時相互応援協定書 平成8年 烏山町（現那須烏山市）-和光市 和光市危機管理室
210 災害時相互応援協定書 平成16年 十日町市-和光市 和光市危機管理室
211 災害時相互応援協定書 平成24年 東松山市-和光市 和光市危機管理室
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図 1　展示会ポスター
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図 2-1　展示会場正面
図 2-2　アイキャッチの火焔型土器

図 3　ガラスケース（小）展示状態

図 4　露出展示 縄文土器
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図 5-1　平置展示ケース

図 5-2　ケース内拡大 図 5-3　平置ケース内配置予定図

図 6　独立ケース展示状態
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図 7-1　ガラスケース（大）展示状態

図 7-2　ケース内拡大

図 8　露出展示 弥生時代土器
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図 9-1　奈良・平安時代 展示状態

図 9-2　平安時代 円面硯

図 10　展示ホール全体
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図 11　友好都市の紹介

図 12　小学校の見学
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図 13　遺物返却

図 14　遺物返却・確認

図 15　遺物返却・確認


