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公益財団法人 八尾市文化財調査研究会



平成2９年度 公益財団法人 八尾市文化財調査研究会 

事 業 計 画 書 
 

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 原 因 

 

公共 

久宝寺遺跡 南久宝寺・他 都市計画道路整備 

田井中遺跡 志紀 認定こども園建設 

市内遺跡 市内一円 国庫補助事業(156件)、下水道工事 

民間 東弓削遺跡・弓削寺跡 東弓削・他 区画整理 

 

【イ】遺物整理(主なもの) 

＊平成28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 所在地 原 因 

民間 

 

東弓削遺跡・成法寺 

亀井遺跡・他 

東弓削・高美町 

南亀井町・他 

区画整理・児童福祉施設建設 

分譲住宅建設・他 

＊平成29年度の下水道工事に伴う発掘調査の遺物整理及び報告書作成 

＊平成29年1月～12月に実施した国庫補助事業の遺物整理及び報告書作成(※刊行は市教委) 

 

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 (年５回) 会場：埋文センター 

①やお・埋蔵文化財トーク －あの遺跡・遺物は今－ 

「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－」５月21日(日) 

②夏季企画展『八尾を掘る』関連講演会 

「平成28年度市内発掘調査の成果」７月23日(日） 

「八尾発掘物語－久宝寺遺跡の巻－」９月24日(日） 

③秋季企画展『やおの中世<平安～室町時代>－荘園と荘民のくらし－』関連講演会 

「(仮)やおの中世－街道沿いに残る集落－」10月29日(日） 

「(仮)八尾市内の中世寺院」平成30年１月21日(日) 

【イ】大人のための考古学入門講座(２月の土曜日) 会場：埋文センター 

第１回「時代を探る技術 －埋蔵文化財の調査方法について－」平成30年２月３日 

第２回「時代を測る物差 －弥生土器・土師器・須恵器の見分け方－」平成30年２月10日 

第３回「道具から時代を見る －土器・石器・木器・金属器の製法や使用痕からみる人の知恵－」

平成30年２月17日 

【ウ】近世古文書講座 毎月２回、第２・第４土曜日に開講 会場：資料館 

＊初級編（前期４月～９月、後期１０月～３月） 
＊中級編（前期４月～９月、後期１０月～３月） 

【エ】歴史ハイキング 

①歴史考古ハイキング 
「第５回 八尾・考古学散歩－物部氏と聖徳太子の足跡を歩く〈久宝寺・跡部・太子堂遺跡〉」 

12月10日(日) 



②歴史ハイキング 年２回 

「“すみよっさん”を訪ねて」４月、「吹田市立博物館とその周辺の史跡を歩く」11月 

２－(２)発掘調査現地説明会事業 

＊一般又は地元住民への現地説明会を開催し、発掘調査成果を解説するとともに、出土した遺物

の速報展示を行う。 

２－(３)文化財体験学習事業 

【ア】河内木綿体験学習 年２回 会場：資料館 

＊「河内木綿 親と子の体験学習」８月27日(日) 綿の収穫、綿繰り・糸紡ぎ、型染を親子で体験する。 

＊「原始機体験講座 －マフラーを織る－」(12月予定) 毛糸を原始機にかけ、マフラーを織り、機織り

の基本を学ぶ。 

【イ】民俗体験 

＊「はた織りをしよう」（10月の河内木綿まつりで実施） 

【ウ】考古学体験 

①古墳探検「八尾の古墳を探検しよう！」(５月) 

②「夏休みこども考古学体験」会場：埋文センター他 

現場がある場合－「発掘調査の現場を体験しよう」<夏休み期間中又は９月の連休> 

現場が無い場合－「(仮)銅鐸作りに挑戦!」８月26日(土) 
【エ】学校の職業体験(学校からの申請・要請により職業体験者を受入) 

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 約26,000冊の考古学関連図書の収集・閲覧 

【イ】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 

＊ホームページを通じて、当法人の組織や発掘調査、イベント、出版などに関する情報を一般

に公開し、より一層の文化財の普及を図る。 

【オ】過去に実施した「歴史考古ハイキング」のマップを作成（八尾考古学散歩マップ） 

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 

＊他の関連団体との連携事業 他団体等主催の講演会などへ講師派遣 

＊他の関連団体との協働事業 ｢関西考古学の日」・｢関西文化の日｣ 

 

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 

＊１階展示室「大和川流域と高安山 －その歴史と文化－」 

＊２階研修室「銅鐸の製作工程資料」「日本刀のできるまで」「河内木綿体験コーナー」 

新常設展の開始「大和川流域と高安山 －その歴史と文化－」（６月予定） 

【イ】特別展・企画展・他 

①特別展「河内木綿－河内から近江、そして最上へ－」10月７日(土)～11月27日(月) 

  河内木綿の流通をテーマにした展覧会 



②企画展「くらしのなかの竹細工」４月13日(木)～６月11日(日) 

「慈願寺の名宝」６月17日(金)～８月27日(日) 

「難波と大和をつなぐ道」８月30日(水)～10月２日(月) 

③民具コーナー展示「昔っておもしろい」12月２日(土)～平成30年２月26日(月) 

④新収蔵品展「麟角堂と安田家の人々」平成30年３月１日(木)～３月31日(土) 

  麟角堂は戦国時代末に久宝寺寺内町にできた私塾で、今回、寄贈を受けた資料を一堂に会して展示する。 

３－(２)文化財講演会事業 

【ア】資料館歴史講座（計６回） 

＊テーマ「奈良時代を学ぼう！なぜ由義寺が建てられたのか」 
【イ】特別展記念講演会（10月・11月に２回） 

【ウ】ミュージアムトーク（原則毎月第１日曜日に学芸員による展示解説） 

３－(３)文化財体験学習事業 

【ア】小中学校等の団体受け入れ 

＊各学校との連携により、申請・要望によって展示案内及び解説、展示室での生徒の学習支援 

【イ】河内木綿体験コーナーの活用 

＊体験学習(綿繰り・糸紡ぎ体験など) 

【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・糸紡ぎ体験など) 

＊古墳学習(史跡フィールドワークなど)、土器づくりなど 

【エ】体験キットの貸出し 

＊河内木綿体験キット・石臼体験キットの貸出し 

【オ】その他 

＊こどもおもちゃ教室 夏休み４回・冬休み１回 
＊八尾市子ども会向けプログラム集作成事業への協力 

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 

①文化財等の収集・購入 
＊八尾の歴史に関わる文化財等の購入、展示用複製品等の作成 

②寄託品・寄贈品の収受 
＊民間資料の散逸などに伴う緊急性のある資料の保存・活用 
＊太田村梅田家資料及び大窪村庄屋垣辻家文書・木綿資料の寄贈手続きのための整理(継続) 

【イ】館蔵資料の貸出し等 

＊保管する収蔵資料を幅広く活用するため、他の博物館などからの要請に応じて貸出・撮影許可 

【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 

【エ】出版事業 

＊資料館研究紀要第29号・平成29年度館報、特別展図録、特別展・各企画展ポスター及びチラ

シ、ワークシート、利用案内(前期・後期)、新常設展図録など 

【オ】その他 

＊市広報誌・マスコミ・ミニコミ誌への記事提供とＦＭちゃおへの情報提供 

＊ポスターの各機関・市内各学校への掲示依頼 



＊ホームページでの情報提供、メールマガジンの発行 

＊自動車ユーザーへの広報活動 

＊八尾市・当法人の刊行物、ミュージアムグッズの販売 

＊八尾市東部山麓部の古墳情報の整理と発信 
＊市内団体などからの委託販売 【絵葉書『河内木綿文様の便り』】【藤田尚保氏絵葉書シリーズ】 

【河内長野市教育委員会『紺屋型紙ｸﾘｱﾌｧｲﾙ』】【NPO法人やお文化協会『八尾の史跡(新訂版)』】 

３－(５)人材育成事業 

【ア】ボランティア活動及び養成講座 

①ボランティア養成講座 ４月～７月(月２回、原則として第１・３土曜日) 

②ボランティアとの協働 

＊ボランティアスタッフの会(展示解説、河内木綿体験学習、綿や藍の栽培、講演会・歴史ハイ

キング等のサポート)、古文書ボランティア(館蔵古文書の撮影)、古文書目録ボランティア(館

蔵古文書の目録作成) 

【イ】「やお歴民友の会」活動への支援 

【ウ】市民研究会「八尾まち歩き研究会」の開催(通年：原則毎月第３日曜日に活動) [提案事業] 
【エ】博物館実習生の受入と指導 

３－(６)文化財普及事業 

【ア】他の博物館・研究者等との連携 

＊高安薪能の後援(10月) 

＊「いきいき八尾環境フェスティバル」の後援(10月)  

【イ】河内木綿まつりの開催(10月21日(土)・22日(日)) 市内文化財施設・作業所などと連携 

【ウ】河内木綿を栽培しよう！（４月～５月）綿の種の配布 

【エ】河内木綿体験農園(資料館隣)の運営(５月～10月） 

【オ】市民ご意見番との意見交換(年２回 教員、ボランティア、友の会役員から委員を任命) 

【カ】モニタリングの実施(アンケートの実施と投稿メールの受付) 

【キ】パネル展示「八尾市内文化財施設の紹介と活動報告」：市役所市民ロビー 

３－(７)調査・研究業務 

①調査計画 

担  当 平成29年度 

歴史学担当 

八尾市内史跡の研究（中世寺院の研究）（市民研究会と連携した調査） 
 文献・絵図を活用しながら、石造物や道、廃寺跡などを村ごとに調査す
る。市民研究会を組織して市民とともに調査を行う。 

 

考古学担当 
古代氏族の研究 
 八尾市を本拠地のひとつとしていた物部氏を中心とした古代氏族の研究を
行う。 

民俗学担当 
農耕儀礼の研究 
八尾市内および近隣地域の社寺や民間で執り行われている農耕儀礼につい
ての調査・研究を行う。 

河内木綿担当 
木綿流通の研究 
木綿商に残る古文書を分析し、河内木綿の取引量や取引先など木綿流通に
ついて調査・研究する。 

②研究紀要の刊行 展覧会の成果や資料整理の報告等を掲載 



３－(８)文化財の保存・修繕事業 

①文化財の虫害、劣化などを未然に防ぐため、燻煙、防虫剤・調湿材の取替などを行い、適切な保

存を行う。また、補修すべき資料を計画的に修繕 

 

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 

１階展示室「八尾の地宝 －八尾市立埋蔵文化財調査センターの収蔵品－」 

①４月３日(月)～６月９日(金)〈ミニ展示 西京周辺史〉 

②平成30年２月21日(水)～３月30日(金)〈ミニ展示 特集 東弓削遺跡 調査成果を紹介〉 

２階オープンスペースの展示・公開 

「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」の常設展示 

【イ】企画展 

①「八尾を掘る －平成28年度市内発掘調査成果展－」６月14日(水)～９月24日(日) 

  〈ミニ特集 公益財団法人八尾市文化財調査研究会発足35周年 発掘調査の軌跡〉 

②「やおの中世<平安～室町時代>－荘園と荘民のくらし－」９月27日(水)～平成30年２月16日(金) 

【ウ】掲示板展示 

①１階掲示板(年４回展示替) 「八尾市内発掘調査速報 平成28年度」(４月～６月) 

              「八尾発掘物語 －久宝寺遺跡周辺の巻－」(７月～９月) 

              「埋蔵文化財調査センターの普及活動」(10月～平成30年２月) 

              「八尾市内発掘調査速報 平成29年度」(平成30年３月) 

②２階掲示板(常設)     「埋蔵文化財調査センター周辺の史跡・遺跡案内」 
【エ】埋蔵文化財調査作業(内業)の公開  整理作業工程の見学(随時) 

【オ】館外展示 

「八尾を掘る －近年の市内発掘調査の成果より－」(写真パネル及び資料の展示) 
市内文化財４施設(市立歴史民俗資料館、しおんじやま古墳学習館、安中新田会所跡旧植田

家住宅)合同 ６月23日(金)～７月7日(金)、市庁舎ロビー(予定) 

４－(２)文化財講演会事業 

『やお・埋蔵文化財トーク－あの遺跡・遺物は今－』、夏季企画展『八尾を掘る』、秋季企画展『や

おの中世<平安～室町時代>－荘園と荘民のくらし－』に関連した講演会、考古学入門講座の実施 

４－(３)文化財体験学習事業 

【ア】小中学校の団体受け入れ 

＊申請・要望によって展示案内、埋蔵文化財の整理作業の体験や火起こし体験など 

【イ】出前授業による体験学習の提供 

＊支援・連携授業(「校区の遺跡と遺物」など)、観察・体験学習など 

【ウ】体験コーナー 

＊「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整理、閲覧 



【イ】文化財の貸出・閲覧等 

＊文化財の貸出・閲覧及び資料に係る撮影、模写、模造の許可など 

【ウ】その他 

＊展示案内パンフレット(一般用)、情報誌「八尾・よろず考古通信」、ポスター・ちらしなどの

作成、市広報誌への情報掲載、マスコミへの情報提供など、インターネットでの施設案内・イ

ベントなどの広報、ＦＭちゃおへの出演と情報提供、文化財に関する市刊行物及び当法人刊行

図書の販売、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、埋文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 

＊久宝寺遺跡を中心とした考古学成果の収集と当地域各時代の推移について研究し、その成果を

掲示板展示や発掘調査報告会で発表する。 

【イ】埋文センター所蔵資料等の調査・研究 

４－(７)文化財の保存、管理に関する事業 

＊収蔵資料(遺物コンテナ5,676箱・記録保存資料)の管理と配置表の整備 

＊埋蔵文化財調査報告書の整理とデータベース整備 

＊昭和年間調査の収蔵資料の保存・保管状況の確認(資料及びコンテナラベルなどの点検) 

 

５、文化財等提携事業 

５－(１)八尾市史編纂事業技術支援(学芸員の派遣) 

＊市史編纂事業の古文書など調査の技術支援を行う。 

５－(２)八尾市史考古資料編編集作業等業務(受託事業) 

＊「新版 八尾市史考古資料編Ⅰ～遺跡からみた八尾の歩み～」の編集作業を行う。 

５－(３)久宝寺遺跡展示業務(受託事業) 

＊JR久宝寺駅に近接した掲示板に久宝寺遺跡関係のパネル展示を行う。 


	3月理事会表紙
	H29年度事業計画(役員会用)20170602

