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文化芸術活動の充実

主な取組

担当課

○

文化芸術活動への参加の促進

○

子供たちの文化芸術活動の充実

○

障害者の文化芸術活動の支援

○

県立美術館などにおける活動の充実

○

オリンピック・パラリンピックなどの開催を契機とした文化芸術活動の振興

特別支援教育課・義務教育指導課・文化資源課
主な事業

事業名

埼玉県芸術文
化祭の開催

「古典の日」
関連の取組

予算額
（千円）

事業の概要

事業の自己評価

担当課

○地域文化事業
市町村や文化団体との共催により、地域に密着
した伝統芸能、音楽コンサート、美術展覧会など
県内各地で開催
・令和２年８月～令和２年12月に実施（４市町、
10団体参加）
※当初51団体を予定
・参加者数：14事業、474,556人
○第70回埼玉県美術展覧会
令和４年度以降に延期（県民の創作した美術作
品を近代美術館で展示・公開（日本画、洋画、彫
刻、工芸、書、写真の６部門）
）
○芸術文化ふれあい事業
文化団体が学校や公民館などに出向いて、公演
や実技指導を行う事業
・音楽、美術、舞踊、演劇・演芸、文芸、生活文
12,641
化、国際交流の７分野、49メニュー
・参加者数：30事業 1,855人
※当初60事業を予定
○文化団体・イベントマッチング事業
発表の機会を求める文化団体と、県内で開催さ
れるイベントの主催者をマッチングする事業。新
型コロナウイルス感染症拡大の影響によるイベ
ント中止等のため、モデルケースのみ実施。
※当初30団体を予定
・参加者数 ２団体 78人
○協賛事業
埼玉県芸術文化祭の趣旨に賛同して行われる
各種芸術文化事業を県芸術文化祭の協賛事業と
して承認
・期間：令和２年４月～令和２年12月
・承認件数：52事業
・参加者数：329,397人

○地域文化事業
当初は事業承認数が１事業増加し、
事業内容も、伝統芸能、市民文化祭、
展覧会など多彩な内容を計画してい
たが、新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により、37事業が令和２年度の
実施を見送った。実施した14事業で
は、参加した地域住民から「参加でき
て喜ばしい」との声が寄せられてい
る。
○芸術文化ふれあい事業
メニュー数が１増加し、事業数は約
10事業の増加を見込んでいたが、新型
コロナウイルス感染症拡大の影響に
より、事業実施時期を延期するなどし
たため、実施事業数は減少した。障害
文資
者支援施設等での利用拡大を図り、新
たに５施設での利用があった。新しい
ニーズの開拓をしている。
○文化団体・イベントマッチング事業
当初は県内各地のイベントに30団
体をマッチング予定だったが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響によ
り１イベント２団体のみのマッチン
グとなった。参加した団体からは、
「成
果発表の貴重な場となった」
、イベン
ト側からは、
「イベントの内容が広が
ってよかった」との声が寄せられてい
る。
○協賛事業
協賛申請の増加に向け、より広く周
知する必要がある。

11月１日の「古典の日」の記念事業として、さい
たま文学館が「講談で楽しむ義士伝－赤穂事件の序
章 松の大廊下」を開催。
0
・開催日：令和２年10月24日
・参加者数：200人
・講師：外山澄輝氏 （いきいき埼玉市民講師）

古典の日記念事業の講演会は、応募
多数かつ感染防止のため、会場をさい
たま文学館文学ホールから桶川市民
文資
ホールに移して開催した。
本事業を通じて県民の古典に対す
る興味や関心を高めることができた。
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子供たちの文
化芸術活動に
触れる機会の
充実

文化庁との共催により、文化芸術団体を学校に派
遣し、演劇等の巡回公演を実施する。また、芸術家
新型コロナウイルス感染症拡大防
による鑑賞指導や実技指導を行うワークショップ 止のため、中止にした学校も複数あっ
などを通して、子供たちが芸術を身近なものと体感 たが、実施した学校からは、芸術家と
0
文資
できる機会の充実を図る。
身近に接する貴重な体験を図ること
ができるなど、充実した取組であった
・芸術家の派遣事業 実施校数 31校
という声が多かった。
・巡回公演事業
実施校数 57校

障害者の生涯を通じた多様な学習活動推進事業 → 施策13参照

埼玉県小・中
学校等音楽会
の開催

美術館・博物
館における教
育・普及事業

特教

音楽の表現及び鑑賞の活動を通して、情操豊かな
児童生徒の育成と教職員の指導力の向上を図るた
令和２年度は地区大会及び中央大
149 め、県内10地区で実施する地区大会のうち、特に優 会について令和２年４月の時点で中 義指
れた学校による発表について、中央大会として開催 止の決定をした。
する。

○歴史と民俗の博物館
・
「ものづくり工房」通常体験メニュー
藍染めハンカチなど：８種類
開館日実施 参加者数：2,204人
・
「ものづくり工房」特別体験イベント
江戸組紐キーホルダーと眼鏡紐作りなど：
４種類 ６回 参加者数：41人
・歴史民俗講座：３回 参加者数：119人
○さきたま史跡の博物館
・さきたま講座の開催：年４回 参加者数：290人
○嵐山史跡の博物館
・歴史講座１の開催：中止
・歴史講座２の開催：中止
○自然の博物館
・自然史講座の開催：年４回 参加者数：79人
・観察会の開催：年２回 参加者数：19人
0 ○川の博物館
・かわはく研究室の開催：年10回
参加者数：520人
○近代美術館
・教育普及プログラム「ＭＯＭＡＳのとびら」の実
施：年４回 参加者数：119人
○文書館
・古文書講座：年５回 参加者数：141人
・子供体験事業
キット販売：240セット（はんこ、巻物、立体
地図、和本）
子供地図教室：年１回 参加者数：17人
・学校との連携（出前授業）
：年２校
参加者数：115人
○さいたま文学館
・古典文学講読講座の開催：年３回
参加者数：306人
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各館では、多彩な体験プログラムを
実施している。新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、参加人数の制限
や一部事業の開催中止等があったも
のの、校外学習等で来館した児童生徒
文資
には、体験事業や展示見学等を行い、
文化芸術に触れる機会の充実を図っ
た。また、県民の郷土埼玉の歴史や伝
統文化に対する理解を深める各種講
座を提供することができた。

●埼玉県芸術文化祭への参加者数（人）
［出典：埼玉県による実績調査］
1,600,000
1,400,000
1,200,000

施策指標の
達成状況・
原因分析

1,000,000

文資

800,000
600,000
参加者数

H29

H30

R1

1,468,000 1,172,164 1,114,789

年度目標値

R2

R3

R4

R5

805,886

1,478,500 1,484,000 1,489,500 1,495,000 1,500,000

【原因分析】
新型コロナウイルス感染症の影響により、
「埼玉県美術展覧会」を始めとする多くのイベントが延期・
中止又は縮小開催となり、参加者数が減少したため、年度目標を達成することができなかった。
文化芸術活動は、特に児童生徒がプロの作品や演奏に接する機会を得られる点で、子供たちの成長に大きな意
味をもたらすことにつながり意義が大きいと思う。地域の文化祭や美術館等での普及事業などでは参加者の年代
等を分析し、事業が訴求できていない層や地域への働き掛けを工夫して、数値目標である参加者数の増加に向け
学識経験者の
た対策を取っていただきたい。
意見・提言
新型コロナウイルス感染症の影響はあったものの、県内の美術館・博物館においては、校外学習等を通して児
童生徒の体験学習支援を着実に実施しており、出前授業などのアウトリーチ活動も行われている。今後、社会教
育施設と学校教育との連携をより一層推進していってほしい。
引き続き各特別支援学校において、芸術家等を招き、生徒に直接実演・講演等を行うことにより、障
特教
害のある子供たちの文化芸術活動を支援していく。
令和３年度の小・中学校等音楽会の開催については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から
中止した。今後の開催については、共催者である埼玉県音楽教育連盟と連携を図りながら、安全な運営 義指
について検討していく。
今後の取組

県民が身近に文化芸術に親しみ、交流し、創造する場を作るため、埼玉県芸術文化祭において多様な芸
術活動を実施・支援するとともに、広報等により参加者の拡大を図る。
県展の延期を受けて令和３年度に開催される「Ｗｅｂ美術展 ｉｎ Ｓａｉｔａｍａ」は、入選等の審
査を実施しない美術展として参加者の間口を広げるとともに、県展にはなかった「グラフィック部門」を 文資
設け、若年層の参加を促す。
各県立博物館・美術館等では、館内での体験学習に留らず、体験学習キットの販売やＷＥＢ上での動画
配信など、より多くの方が参加可能な教育・普及事業を実施していく。
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伝統文化の保存と持続的な活用

主な取組
担当課

○

伝統文化の保存・活用・価値の再評価

○

伝統文化の魅力発信と学ぶ機会の充実

○

市町村の取組への支援

文化資源課
主な事業

事業名

予算額
（千円）

事業の概要

事業の自己評価

担当課

文化遺産調査
活用事業

埼玉の歴史文化を再発見し、埼玉の魅力を世界に発
信するため、潜在的な歴史文化遺産を新たに掘り起こ
すための学術調査を実施するほか、文化財の保存活用
に関する計画（文化財保存活用地域計画）を作成する
市町村に対して支援を行う。また、
「博物館・美術館等
を活用した子供パワーアップ事業」として、新しい視
点での博学連携プログラムを周知する。
○無形民俗文化財調査研究として、映像作品「番匠免
の大般若経祭り」作成、
「玉敷神社のお獅子さま」ア
ンケート調査実施・集計（令和３年３月）
○自然遺産調査研究として、入間川本流域を中心とし
5,911
た「入間川流域自然遺産」の植物分野における現地
調査（狭山市・入間市）
、動物分野の定点調査、地質
分野の現地調査を実施
○歴史遺産調査研究として、江戸時代後期に編さんさ
れた「新編武蔵風土記稿」
（大里・秩父地域）の現地
調査を実施
○地域の文化財保存活用のマスタープラン策定支援
事業については、全市町村を対象とした文化財保存
活用地域計画に関する研修会を開催（年３回）
○研究委嘱の成果である博学連携による学習プログ
ラムの普及のために、「博学連携スキルアップ研修
会」を実施

文化遺産調査活用事業について
は、潜在的な歴史文化遺産を新たに
掘り起こすための学術調査につい
て、各分野の調査テーマに基づき、
計画的に調査を行い、新たな資料の
収集と公表ができた。
無形民俗文化財調査では映像作
品の作成、自然遺産調査では令和元
年度から開始した入間川流域自然
遺産についての本調査、歴史遺産調
査では「新編武蔵風土記稿」に係る
文化財に関する文献調査及び現地
調査を実施した。
文資
また、研修会を通して文化財保存
活用地域計画作成のノウハウを市
町村に伝えることができた。
子供パワーアップ事業について
は、県内博物館・美術館の職員に博
学連携スキルアップ研修会を開催
し、博学連携の技能の向上を図るこ
とができた。
また、研究指定校での研究成果や
県立博物館・美術館等での取組を博
学連携リーフレットにまとめ、博学
連携による質の高い教育活動を県
内小・中学校に普及した。

文化財保護事
業補助

文化財の所有者・管理者等が行う文化財の保存事業
に対し補助金を交付し、指定文化財の適切な管理を図
る。
○国指定文化財、県指定文化財の保存事業に対する補
助金の交付（国指定11件、県指定39件）
140,573
○埋蔵文化財包蔵地内で行われる建設工事に先立ち、
市町村が実施する試し掘り等の調査に対する補助
金の交付（41件）
○県指定無形民俗文化財の後継者養成を目的とした
事業に対する補助金の交付（６件）

新型コロナウイルス感染症の影
響により完遂できなかった事業が
複数あったが、申請のあった事業や
文資
緊急対応の大半については円滑に
実施することができ、文化財の保存
措置を適切に行うことができた。

文化財管理事
業

国指定文化財の維持管理経費の一部補助を行うと
国指定文化財の防災設備保守点
ともに、国指定史跡「比企城館跡群」のうち「菅谷館
検に係る経費に対して補助を行う
跡」に関する保存活用計画策定の準備を行う。さらに、
ことで、文化財の適切な管理に成果
14県での共同研究を実施し、文化財の基礎情報につい
3,502
文資
があった。
て充実を図る。
「菅谷館跡」保存活用計画の策定
○国指定文化財管理事業補助（16件）
へ向けて、基礎的な資料の収集・確
○「菅谷館跡」保存活用計画策定準備
認作業を進めた。
○「古代文化」に関する全国14県共同研究の実施
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史跡埼玉古墳
群保存活用事
業

本県を代表する文化遺産であり、学術上の価値が特
に高く我が国文化の象徴である特別史跡に指定され
ている埼玉古墳群は、大型古墳９基を中心とする東日
奥の山古墳の整備工事（周堀の遺
24,845 本屈指の古墳群である。この埼玉古墳群の恒久的な保 構表示）を実施した（令和元年度及 文資
存を図るとともに、その価値を顕在化させ、広く県民 び２年度の２か年で実施）。
に公開するために必要な整備を行う。
○奥の山古墳整備工事（令和２年６月～令和２年10月）

埋蔵文化財保
存活用事業

県が収蔵する出土文化財の整理・保存を推進し、埋
蔵文化財保護思想の啓発を図る。
○ぜい弱な出土品である金属製品、木製品の保存処理
52,217
を実施（令和２年４月～令和３年３月）
○遺跡見学会を実施（令和２年４月～令和３年３月）
○「古代からの教室へのメッセージ事業」を40校で実
施（令和２年４月～令和３年３月）

出土品の適切な保存処理を行う
とともに、遺跡見学会の実施や学習
用キットの貸出しを行うなど、学校
教育や社会教育の場で埋蔵文化財 文資
保護思想の啓発を図るとともに、生
涯学習の推進に資することができ
た。

文化財収蔵施
設収蔵庫増設
事業費

出土文化財の収蔵スペースを増設し、適切な保存管
文化財収蔵施設第２収蔵庫に温
理や活用を図る。
湿度管理室を新設し、金属製品や木
○第２収蔵庫改修工事に伴う収蔵資料の移動（令和２
172,770
製品など、ぜい弱な出土品を安定的 文資
年７月、令和３年３月）
に保存することができるようにな
○第２収蔵庫改修工事（令和２年９月～令和３年３月）
った。
○出土品取扱基準の見直しに係る有識者会議開催

県立博物館・
美術館等にお
ける活動の充
実

県立博物館・美術館等における主な企画展・特別展
○歴史と民俗の博物館
・特別展「武蔵国の旗本」(R2/3/20～R2/5/10)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
・特集展示「特別展『武蔵国の旗本』を振り返る」
「太平記絵巻の修理を終えて」
（R2/7/18～R2/9/6)
観覧者数：3,385人
・企画展「新収集品展2018・2019」(R2/10/10～
R2/11/23)
観覧者数：3,114人
・特別展「銘仙」(R3/1/2～R3/2/14)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
・ＮＨＫ大河ドラマ特別展「青天を衝け～渋沢栄一
新型コロナウイルス感染症拡大
のまなざし～」(R3/3/23～R3/5/16)
防止のための臨時休館により、博物
観覧者数：9,965人
館等への来館を中止する期間が多
○さきたま史跡の博物館
くあった。
・企画展「盾持人埴輪の世界」
（R2/9/12～R2/11/23）
そこで、
「おうちでミュージアム」
観覧者数：18,332人
と題し、ＳＮＳを使って、臨時休館
・最新出土品展「地中からのメッセージ」
（R2/12/12
した博物館等の展示や収蔵品など
～R3/2/7 ※R2/12/24～臨時休館）
の動画や写真を紹介する取組を行
観覧者数：1,417人
0
った。例えば、歴史と民俗の博物館 文資
○嵐山史跡の博物館
では、開催中止となった企画展「武
・企画展「戦国の比企 境目の城」（R2/12/5～
蔵国の旗本」を紹介する動画を公開
R3/2/14 ※R2/12/24～臨時休館）
した。その結果、
「おうちでミュー
観覧者数：771人
ジアム」には、６万件を超えるアク
○自然の博物館
セスがあった（令和３年４月時点）
。
・企画展「地図と模型で見る埼玉の大地」
（R2/2/11
博物館等への来館を中止する中
～R2/8/30 ※R2/2/29～R2/5/31臨時休館）
でも、多くの方に博物館等の活動を
観覧者数：27,131人
知っていただくことができた。
・特別展「埼玉記念物100年―埼玉の天然記念物って
どう思いますか？―」(R2/9/26～R3/2/28 ※
R2/12/24～臨時休館)
関連展示：
「#埼玉巨樹番付」
（R2/12/1～R3/2/28
※R2/12/24～臨時休館）
観覧者数：15,806人
・企画展「新収集品展」
（R3/3/13～R3/6/20 ※～
R3/3/21臨時休館）
観覧者数：18,167人
○川の博物館
・企画展「埼玉の森と林業」
（R2/3/7～R2/6/21 ※
～R2/5/24臨時休館）
観覧者数：2,768人
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・特別展「楽しい美味しい江戸の水辺」
（R2/7/11～
R2/9/6）
観覧者数：13,511人
・企画展「タカ・ハヤブサ・フクロウ ～荒川流域
の猛禽類～」
（R2/9/26～R2/11/23）
観覧者数：10,936人
・企画展「海苔・川苔・のりのり！」（R3/1/23～
R3/4/18 ※～R3/3/21臨時休館）
観覧者数：1,955人
○近代美術館
・
「Ｎｅｗ Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ Ｏｂｊｅｃ
ｔｓ 写真と映像の物質性」(R2/6/2～R2/9/6）
観覧者数：7,488人
・「ＭＥＤＥ ＳＵＷＡＲＵ－今日みられる椅子」
(R2/9/26～R2/11/3）
観覧者数：5,560人
・
「上田 薫」(R2/11/14～R3/1/11 ※R2/12/24～臨
時休館）
観覧者数：6,185人
・
「コレクション ４つの水紋」(R3/3/23～R3/5/16）
観覧者数：4,811人

オリパラおも
てなしミュー
ジアム

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会や
ラグビーワールドカップ2019を契機として、国内外か
らの来訪者に対する県立美術館・博物館の「おもてな
し環境」を整備し、埼玉の魅力を世界に発信するとと
もに、郷土や我が国の歴史・文化を誇りに思う心を醸
成する。
○歴史と民俗の博物館
・企画展「太平記絵巻」
（令和３年度に延期）開催準
備
公開に必要な展示台や図録・ブックレット等を製
作
○さきたま史跡の博物館
19,489
・企画展「盾持人埴輪の世界」の開催
○嵐山史跡の博物館
・企画展「実相 忍びの者」
（令和3年度に延期）開
催準備
企画展開催に先立ち、企画展図録（日本語版・英
語版）を制作
○近代美術館
・ホームページ・作品解説の翻訳
○県立博物館・美術館施設８館合同
・多言語ホームページ更新
※東京オリンピック・パラリンピックの開催延期に
伴い、多言語パンフレットの作成・配布は中止

各博物館・美術館等では、オリン
ピック・パラリンピックの機運醸成
に向けて、それぞれの館の特性や収
蔵コレクションを生かした様々な
事業を展開することができた。
新型コロナウイルス感染症拡大 文資
防止のため、オリンピック・パラリ
ンピックに合わせて開催予定だっ
た企画展の一部が延期となったが、
令和３年度の開催に向け、準備を行
った。

渋沢栄一・大
河ドラマ関連
プロジェクト

特別展では、渋沢が中心となり、
日米友好のために行われた人形交
大河ドラマ「青天を衝け」の主人公となる渋沢栄一
流に焦点を当て、県内に残る「青い
の生涯や功績等を紹介する展覧会を歴史と民俗の博
4,971
目の人形」12体を展示するなど、経 文資
物館で開催し、多くの方に足を運んでいただけるよう
済人としてだけではなく、様々な分
広報を行う。
野で活躍した渋沢の姿を多面的に
紹介することができた。

文化資源を活
用した地域活
性化の推進

さきたま史跡の博物館を中核と
し、行田市や行田商工会議所、観光
令和元年度に特別史跡に指定された埼玉古墳群を
部局等の参画を得て実行委員会を
通じて、関係市町村や地元企業等との連携により、地
組織し、古墳に関する各種プログラ
0 域を盛り上げる事業を実施する。
文資
ムを実施した。これにより、古墳と
・県内古墳ツアーやグッズ開発、アート・プロジェ
いう文化財への興味関心を高める
クトの実施等
とともに、埼玉古墳群への新規客層
を取り込むことができた。
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文化遺 産調査
活用事 業のう
ち
地域の 文化財
保存活 用 に 係
る市町村の取
組への支援

文化遺産調査
活用事業のう
ち
博物館・美術
館等を活用し
た子供パワー
アップ事業

文化財保存活用地域計画の作成に着手した市町村
に対して、作成協議会のオブザーバー、委員として作
秩父市・白岡市の協議会へ出席
198
文資
成支援を実施するとともに、作成を検討している市町 し、適切に作成支援を行った。
村に対する助言を実施する。
博学連携スキルアップ研修会で
平成30年度・令和元年度の研究委嘱の成果である博
は、市町の文化財行政主管課、生涯
学連携による学習プログラムの普及により、学校によ
学習・社会教育主管課、指導事務主
る博物館の利用を促進する。
管課、県内博物館・美術館等の職員
○研究指定校８校と博物館・美術館等の連携による実
を対象に、博学連携の技能の向上を
践事例を県内に広め、
「博物館活用ガイドブック」を
図ることができた。特に、博物館展
多くの学校で役立ててもらえるよう「博学連携スキ
示の学校利用促進に焦点を当て、そ
ルアップ研修会」を開催する。
のために必要なスキルを伝達した。
・回数：年１回
博物館活用のリーフレットの作
・参加者数：32人
成・配付を進め、博学連携を進める
1,209
文資
・会場：行田市郷土博物館
ポイントや県立博物館・美術館等の
○研究指定校での研究成果や県立博物館・美術館等で
学校教育支援の取組について、各教
の取組を基に「博物館活用リーフレット」を作成し、
育事務所、市町村の指導事務主管課
県内小・中学校に配布する。
（令和３年３月）
を通して普及に努めた。
○令和元年度まで研究を委嘱していた研究指定校８
川越市立川越小や行田市立忍中
校のその後の取組状況を把握し、持続可能で大きな
と行田市郷土博物館の研究後の取
効果が期待できる博学連携の方法を示す。
組をリーフレットに掲載した。
○新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組の下で
ホームページやＺｏｏｍを活用
の博学連携による教育活動について研究し、方策を
した博学連携の取組について研究
示す。
を深めている。
●県立博物館等の年間利用者数（人）
［出典：埼玉県による実績調査］

施策指標の
達成状況・
原因分析
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【原因分析】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和２年２月29日から全館を臨時休館とした。（令和２
年５月19日に文書館再開、５月26日に歴史と民俗の博物館、川の博物館再開、６月２日にさきたま史跡
の博物館、嵐山史跡の博物館、自然の博物館、近代美術館、さいたま文学館再開。）その後、令和２年
12月24日～令和３年３月21日に再び全館を臨時休館としたことにより、年度目標値を達成することが
できなかった。
文化遺産・文化財の保存管理、活用に内容の充実した事業が継続的に実施されていて、高く評価したい。また、
博物館でコロナ禍の臨時休館に対応すべく実施された「おうちでミュージアム」企画は、アフターコロナにおい
てもいわゆるデュアル開催につながる試みであり、大変良かった。このような活動も含め、県ＨＰで事業の企画
学識経験者の や成果を一層積極的に発信していただきたい。
意見・提言
様々な制限がある中で、工夫をしながら事業や展覧会などを開催された様子がよく理解できる。臨時休館とし
た博物館等の展示等をＳＮＳで紹介する「おうちでミュージアム」は大変良い取組である。迅速な対応もさるこ
とながら、職員自ら動画を制作することは、現場を知っているからこそできることも多くあり、その結果として
６万件を超えるアクセスがあったことは、大きな成果である。

今後の取組

各県立博物館・美術館等では、資料の収集・保管・調査を行うとともに、充実した魅力ある展示など
を実施していく。
文資
ＳＮＳやＹｏｕＴｕｂｅなどのＷＥＢを活用した情報発信を積極的に行っていく。
貴重な文化財を適切に保存し、後世に伝えるため保存事業や防災対策に補助金を交付する。
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