平成29年度

事 業 報 告 書

公益財団法人 八尾市文化財調査研究会

事 業 報 告 書
平成29年４月１日から平成30年３月31日

１、埋蔵文化財調査事業(受託事業)
【ア】発掘調査(主なもの)
委託元

遺跡名

所在地

事業名(件数・面積)
・発掘調査(12件 2,885㎡)

公共

民間

恩智、久宝寺、郡川、
志紀等の遺跡

うち、(仮称)志紀認定こども園建設１件、下水
道工事７件、試掘調査等４件

市内一円

・国庫補助事業(遺構確認調査等89件)

東郷、東弓削・弓削

・発掘調査(３件 4,094㎡)

寺跡、矢作等の遺跡

うち、区画整理１件、その他２件

【イ】遺物整理(主なもの)
平成29年度以前の発掘調査の遺物整理及び報告書作成
委託元

遺跡名

公共

市内遺跡

所在地

事業名(件数)
国庫補助事業の報告書(※刊行は市教委)

市内一円
民間

成法寺、弓削遺跡

民間開発に伴う報告書[報告155・156]

２、文化財等活用事業(自主事業)
２−(１)文化財講演会事業
【ア】埋蔵文化財関係講演会(埋文センター)
・やお・埋蔵文化財トーク −あの遺跡・遺物は今−
５月21日(日)「中田遺跡(刑部土坑)出土の吉備系土器について−邪馬台国時代の八尾と吉備地方と
の交流を中心に−」24名
・夏季企画展『八尾を掘る』関連講演会
７月23日(日)「平成28年度市内発掘調査の成果」33名
９月24日(日)「八尾発掘物語 −久宝寺遺跡の巻−」41名
・秋季企画展『やおの中世−荘園と荘民のくらし−』関連講演会
10月29日(日)「八尾の中世 街道沿いに残る集落」９名
平成30年１月21日(日)「八尾の中世寺院−発掘調査の成果から−」24名
【イ】考古学入門講座(埋文センター)
・平成30年２月３・10・17日（土）
『大人のための考古学入門講座』

３回

のべ17名

【ウ】近世古文書講座(資料館)
・初級編 ｢綿や木綿に関する古文書を読みましょう！｣ 24回（月２回） のべ604名
・中級編 ｢古文書をすらすら読みましょう！｣ 24回（月２回） のべ469名
【エ】歴史ハイキング
・歴史ハイキング「“すみよっさん”を訪ねて」４月29日 50名
・歴史ハイキング「吹田岸部の史跡を訪ねて」（台風22号接近のため中止）
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・八尾考古学散歩「物部氏と聖徳太子の足跡を歩く」12月10日

31名

・歴史ハイキング「桜の名所狭山池を訪ねて」平成30年３月31日 28名

２−(２)発掘調査現地説明会事業
・８月20日 東弓削遺跡・弓削寺跡現地説明会 620名

２−(３) 文化財体験学習事業
【ア】河内木綿体験学習(資料館)
・８月27日「河内木綿 親と子の体験学習」 33名
・平成30年１月20日

原始機体験講座「マフラーを織る」

６名

【イ】民俗体験講座(資料館)
・10月21日「はた織りをしよう」
・10月22日「藍の乾燥葉染め」

７名
５名

【ウ】考古学体験
・５月20日「古墳探検 八尾の古墳を探検しよう！」 18名(資料館)
・８月26日「夏休みこども考古学体験〈銅鐸作りに挑戦！〉」 18名(埋文センター)
【エ】学校の職業体験等
・６月15・16日 龍華中学校 ３名(埋文センター)
・11月16・17日 成法中学校 ２名、高安中学校 ２名(資料館)
・平成30年２月８・９日 曙川中学校 １名(資料館)

２−(４)文化財関連資料収集・提供事業
【ア】埋蔵文化財等関係図書の収集並びに閲覧公開
・考古学関連図書(約２万４千冊)の閲覧 のべ９名
【イ】発掘調査報告書の頒布
・埋蔵文化財の発掘調査の成果である発掘調査報告書の頒布
【ウ】事業年報の発行
・地方公共団体や発掘調査等関係機関に無料配布
【エ】当法人事業実施に関する情報の一般公開
・ホームページによる発掘調査、イベント、出版等に関する情報公開と更新

２−(５)文化財等活用連携事業
【ア】文化財関連施設・団体等との連携・協力事業
他の関連団体等との連携事業(文化財関連の団体・施設等主催の講演会等への講師派遣)や協働事業
等を通じて、当法人の有する文化財の専門的な知識や経験を活用し、文化財の幅広い活用を図った。
・老人大学０Ｂ八和会の見学対応 ５/11
・安中新田会所跡旧植田家住宅「由義(弓削)寺関連講座」への講師派遣 ５/13
・八尾市観光ボランティアの会「八尾の魅力セミナー」への講師派遣 ５/16
・悠歩会の見学対応 ５/17
・八尾市立歴史民俗資料館「まち歩き研究会」の見学対応 ５/21
・大阪経済法科大学「河内学」への講師派遣「邪馬台国時代の河内」５/23
・八尾市退職教職員の会の見学対応 ６/２
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・平野区画整理記念会館「教養講座」への講師派遣 ６/16
・全国埋蔵文化財法人連絡協議会近畿ブロック「関西考古学の日2017」への参加 7/15〜11/30
・やお発 次世代へつなぐ高安能未来発信プロジェクト2017「八尾と能」８/３
・八尾市在日外国人教育研究会の見学対応 ８/８
・一般財団法人大阪市コミュニティ協会平野区支部協議会「平野区歴史講座」への講師派遣 ８/27
・八尾市立しおんじやま古墳学習館「しおんじやま学びの場」への講師派遣 ９/２
・生駒市三五会の見学対応 ９/19
・天理市観光協会主催歴史ウォークの講師派遣・見学対応 ９/30
・やお発 次世代へつなぐ高安能未来発信プロジェクト2017「連続講座 河内の歴史文化再考〜ＡＳＩ
ＡＴＯ〜」への講師派遣 10/28
・ＮＰＯ法人寺内町久宝寺「続・久宝寺安井一族について」への講師派遣 10/29
・南高安小学校区まちづくり協議会「由義寺（弓削寺）と八尾の歴史」への講師派遣 11/11
・関西元気文化圏推進協議会「関西文化の日」への参加 11/11・12・18・19
・八尾市郷土文化推進協議会「文化講演会」への講師派遣 11/25
・交野市教育委員会文化財講座記念講演会「信長上洛と私部城」への講師派遣 11/26
・高槻市教育委員会「今城塚古代歴史館講演会」への講師派遣 12/９
・八尾市郷土文化推進協議会「史跡めぐり」への講師派遣 12/９
・都城制研究会への講師派遣 12/16
・大阪府立狭山池博物館「歴史セミナー」への講師派遣 12/17
・門真市立歴史資料館 市民学芸員養成講座「民俗資料(民具)の扱い方について」への講師派遣
平成30/１/28
・八尾市人権文化ふれあい部曙川出張所「由義寺跡発掘」に係る講演会への講師派遣 平成30/２/３
・条里制・古代都市研究会への講師派遣 平成30/３/４
・吹田市立博物館「親子体験学習 藍染にチャレンジ」への講師派遣 平成30/３/18
・八尾ライオンズクラブ「いにしえの由義寺跡から」への講師派遣 平成30/３/29

３、八尾市立歴史民俗資料館の管理運営事業(指定管理による受託事業)
３−(１)文化財展示公開事業
【ア】常設展示
・「大和川流域と高安山 −その歴史と文化−」４月１日〜６月11日 1,245名
・「大和川流域と高安山 −その歴史と文化−」６月17日〜平成30年３月31日(リニューアル) 3,572名
【イ】特別展・企画展・他
・特別展 「河内木綿 −河内から近江、そして最上へ−」 10月７日〜11月27日 539名
・企画展 「くらしのなかの竹細工」 ４月13日〜６月11日 1,154名
「慈願寺の名宝」 ６月17日〜８月27日 1,391名
「難波と大和をつなぐ道」 ８月30日〜10月２日 441名
館蔵民具コーナー「昔っておもしろい」 12月２日〜平成30年２月26日 947名
正月展示「館蔵 宝船展」 平成30年１月５日〜平成30年２月３日 247名
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新収蔵品展「麟角堂と安田家の人々」 平成30年３月１日〜平成30年３月31日 558名
【ウ】速報展
・「由義宮」８月21日〜８月27日 363名

３−(２)文化財講演会事業
【ア】資料館歴史講座
「奈良時代を学ぼう！なぜ由義寺が建てられたのか」 ６回 のべ727名
【イ】特別展記念講演会
・10月22日「近江商人の流通網と河内木綿」烏野
・11月４日「山形商人の上方取引」岩田

茂治氏（近江八幡市文化観光課）20名

浩太郎氏（山形大学教授）31名

【ウ】ミュージアムトーク(学芸員が展示室で展示している資料を解説)
・毎月１回（９月：２回） 計13回 のべ283名

３−(３)文化財体験学習事業
【ア】小中学校等の団体受け入れ
・学校園や各種団体からの申請・要望によって展示案内を実施し、学習を支援
学校園：16団体(のべ995名)
一般団体：28団体
【イ】河内木綿体験コーナーの活用
・体験学習(綿繰り・糸紡ぎ体験等)

600名

【ウ】出前授業による体験学習の提供
・河内木綿の歴史学習、体験学習（綿繰り・糸紡ぎ体験等） 10件(市内４件、市外６件) 1,000名
【エ】体験キットの貸出し
・河内木綿体験キットの貸出し

18件

【オ】その他
・こどもおもちゃ教室 ４回 のべ403名
・こどもしめなわづくり 12月17日
・ファミリー体験講座

６回

21名

のべ67名

・れきみんファミリーデーの実施

10月〜平成30年３月（毎月第一日曜日）

３−(４)文化財資料の収集・提供事業
【ア】文化財資料の収集・購入事業
・購入文化財等資料[２件(３点)]、寄贈品の収受[７件(168点)]、寄託品の収受[５件(５点)]
【イ】館蔵資料の貸出し等
・貸出し件数［７件］
、閲覧の許可［10件］、撮影等の許可［29件］
【ウ】文化財にかかわる図書の収集・管理と図書閲覧コーナーの設置
・受入及び購入図書［462冊］
【エ】出版事業
・常設展図録改訂版『大和川流域と高安山−その歴史と文化−』
・特別展図録『河内木綿−河内から近江、そして最上へ−』
・平成29年度館報・研究紀要第29号
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【オ】その他
・市広報誌・マスコミ・ミニコミ誌への記事提供
・ＦＭちゃお出演と情報提供
・ポスターの各機関・市内各学校への掲示依頼
・特別展・各企画展ポスター及びチラシ・ワークシート作成
・ホームページのリニューアル及び更新

フェイスブック・ツイッターを開設

・メールマガジンの配信
・自動車ユーザー向けの広報活動の実施

JAF会員優待サービスでオリジナルポストカード進呈

・学校教育対応展示の案内パンフレットの配布
・利用案内(前期・後期)の配布
・刊行物の販売(八尾市刊行物、当法人刊行物)
・ミュージアムグッズの販売
・市内団体等からの委託販売
[絵葉書「河内木綿文様の便り」] 、[藤田尚保氏絵葉書シリーズ]、[｢紺屋型紙クリアファイル」
等(河内長野市教育委員会) ]、[「八尾の史跡(新訂版)」(NPO法人やお文化協会)]

３−(５)人材育成事業
【ア】ボランティア活動及び養成講座
・ボランティア養成講座

４〜７月（月２回）

・ボランティアとの協働
①古文書ボランティア 活動日：月３回 のべ133名
②古文書目録ボランティア

活動日：月１回

のべ39名

③八尾市立歴史民俗資料館ボランティアスタッフの会（登録16名） 活動日：50回 のべ160名
【イ】「やお歴民友の会」活動への支援

全体活動日：９回

のべ97名

①古文書部会 活動日：月１回 のべ121名
②石造物部会

活動日：月１回（４〜６月）

【ウ】市民研究会「八尾まち歩き研究会」の運営
【エ】博物館実習生の受入と指導

活動日：10回

のべ391名

大学４校５名

【オ】教職員研修への協力 ２回 のべ103名

３−(６)文化財普及事業
【ア】他の博物館・研究者等との連携
・高安能未来継承事業推進協議会「高安薪能」の後援 10/９
・大阪経済法科大学「いきいき八尾環境フェスティバル2017」10/22（台風21号接近に伴い中止）
【イ】河内木綿まつりの開催

10月21・22日 のべ201名

【ウ】河内木綿を栽培しよう！ ４月１日〜５月21日 綿の種を資料館で無料配布
【エ】河内木綿体験農園(資料館隣)の運営 ４月27日〜10月26日
【オ】「市民ご意見番」との意見交換
・６月30日・平成30年３月２日 市民ご意見番会議（委員：学校関係者、やお歴民友の会、古文書ボ
ランティア、資料館ボランティア）
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【カ】モニタリングの実施
・入館者のアンケート、ホームページから投稿メール等の集計データを「市民ご意見番」で検討し、
改善を図った。
【キ】パネル展示

「八尾市内文化財施設の紹介と活動報告」 ６月23日〜７月７日（市役所ロビー）

３−(７)調査・研究業務
担

当

平成29年度の調査・研究

歴史学担当

梅田家・垣辻家・大東家文書の調査。八尾市内史跡研究「八尾まち歩き研究会」
。

考古学担当

八尾の古代氏族の調査。古代の道に関する調査。

民俗学担当

農耕儀礼の調査。恩智神社の神事。恩智村萩原吉弘氏所蔵資料の調査。

河内木綿担当

木綿の流通に関する研究。恩智村萩原吉弘氏所蔵資料、南木の本村日羅寺所蔵資
料の調査。

『研究紀要 第29号』

３−(８)文化財の保存・修繕事業
・文化財等の修理[０件]

４、八尾市立埋蔵文化財調査センターの管理運営事業(指定管理による受託事業)
４−(１)文化財展示公開事業
【ア】通常展示

４月１日〜６月９日・平成30年２月21日〜３月31日 のべ315名

・一階展示室「八尾の地宝 −八尾市立埋蔵文化財調査センター収蔵品−」
ミニ展示

西京周辺史（４月１日〜６月９日）

ミニ展示

東弓削遺跡の調査成果（平成30年２月21日〜３月31日）

・二階フロア「八尾の遺跡〔埋蔵文化財包蔵地〕について」
「八尾の寺内町と発掘調査成果」
「発掘調
査と整理作業の道具」
【イ】企画展
・６月14日〜９月24日「八尾を掘る −平成28年度発掘調査成果展−」 のべ265名
・９月27日〜平成30年２月16日「やおの中世−荘園と荘民のくらし−」 のべ299名
【ウ】掲示板展示
・１階掲示板 ４月１日〜６月９日「発掘速報2016」
６月14日〜９月24日「八尾発掘物語−久宝寺遺跡の巻−」
９月27日〜平成30年２月16日「埋蔵文化財調査センターの普及活動」
平成30年２月21日〜３月31日「平成29年度市内発掘調査速報」
・２階掲示板(常設)「八尾の遺跡〔埋蔵文化財包蔵地〕について」「埋蔵文化財調査センター周辺の
史跡紹介」「八尾の寺内町と発掘調査成果」「発掘調査と整理作業の道具」
【エ】埋蔵文化財の調査作業(内業)の公開
・内業作業工程の見学<常時>
【オ】施設外展示
・「八尾を掘る−平成28年度市内遺跡発掘調査成果」（市役所ロビー：パネル展示）
６月23日(金)〜７月７日(金) 市内文化財施設４館の合同事業
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４−(２)文化財講演会事業(２−(１)文化財講演会事業に掲載)
・夏季企画展『八尾を掘る』に関連した講演会、秋季企画展『やおの中世−荘園と荘民のくらし−』
に関連した講演会、「考古学入門講座」を実施

４−(３)文化財体験学習事業
【ア】小中学校他の団体受け入れ
・７月13日、10月27日

のべ46名

【イ】出前授業による体験学習の提供
・４月25日 大正小学校 ６年生93名 教師３名
【ウ】体験コーナー
・学習教材として「ちゃれんじ！マグネットパズル −土器・銅鐸・埴輪の形を作ろう」を常設。

４−(４)文化財資料収集・提供事業
【ア】埋蔵文化財に関する図書の閲覧
・閲覧許可[のべ９名]
【イ】文化財の貸出・閲覧等
・貸出し[６件] 、閲覧許可[８件]、撮影等許可[13件]
【ウ】その他
・埋文センター案内パンフレット
・展示案内パンフレット
・センター情報誌「八尾・よろず考古通信」17号、18号の発刊
・ポスター、ちらし等の作成、各機関への掲示依頼
・市広報誌への情報掲載12回、マスコミへの情報提供等
・インターネットでの施設案内、イベント等の広報
・地元ＦＭ局(ＦＭちゃお)への出演６回と情報提供
・刊行物の販売(八尾市刊行物、当法人刊行物)
・アンケートの収集・分析

４−(５)人材育成事業
・学校の要望に応じて、センター業務の体験。

４−(６)文化財調査・研究事業
【ア】八尾市内の埋蔵文化財に関する調査・研究
・これまでの市内発掘調査の成果や、センターに収蔵されている埋蔵文化財を総合的に調査研究した。
【イ】センター所蔵資料等の調査・研究
・企画展開催等に伴う所蔵資料、研究文献等の調査研究
・学校教育・生涯学習教育への活用に伴う調査研究
①最新の市内発掘調査の成果について（企画展「八尾を掘る」開催のための調査研究）
②市内各遺跡の調査成果についての総括（掲示板展示「八尾発掘物語−久宝寺遺跡の巻−」のため
の調査研究）
③市内発掘調査の成果からみた平安時代後期〜室町時代の調査研究（企画展「やおの中世−荘園と
荘民のくらし−」開催のための調査研究）
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④埋蔵文化財調査センターの活動成果について（掲示板展示「埋蔵文化財調査センターの普及活動
の紹介」のための調査研究）
⑤埋蔵文化財情報の発信（「八尾・よろず考古通信」17号、18号の発刊のための調査研究）
⑥市内各遺跡の調査成果についての総括（掲示板展示、通常展開催のための調査研究）

４−(７)文化財の保存・管理に関する事業
・遺物コンテナ7,788箱の管理、配置表及びデータ作成
・八尾市教育委員会の蔵書の管理

５、文化財等提携事業(受託事業)
５−(１)八尾市史編纂事業技術支援

[期間 ４月１日〜平成30年３月31日]

・市史編纂室へ市史編纂業務支援に学芸員２名を派遣

５−(２)八尾市史考古資料編編集作業等業務

[期間 ４月17日〜平成30年３月31日]

・市史時代別遺跡概説編の編集及び特記事項編の一部の執筆を行った。

５−(３)久宝寺遺跡展示業務

[期間 ６月１日〜平成30年３月31日]

・パネル展示３回

６、その他
６−(１)職員研修

５件

・５月17日

人権啓発研修会

・７月25日

社会保険の事務手続き研修会

・11月24日

全国埋蔵文化財法人連絡協議会近畿ブロック埋蔵文化財研修会

・12月６日

労働基準法の応用を学ぶ研修会

・12月８日

公正採用選考人権啓発推進員研修会

６−(２)理事会・評議員会の開催状況
会

議

名

開 催 年 月 日

６月定時理事会

平成29年６月７日

６月定時評議員会

平成29年６月23日

３月定時理事会

平成30年３月15日

臨時評議員会

議

事

内

容

・平成28年度事業報告及び決算に関する件
・定時評議員会の招集の決定に関する件
・平成28年度事業報告及び決算に関する件
・理事の辞任に伴う選任に関する件
・平成30年度事業計画及び収支予算に関する件
・臨時評議員会の招集事項について

平成30年３月28日

・理事の選任について

決議の省略による

・監事の選任について

７、事業報告の附属明細書
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第３項に規定する附属明細書「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。
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