
平成30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30年４月１日から平成31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) 

公共 

薗光寺跡、恩智、郡

川、東弓削等の遺跡 

神立、恩智中町、

郡川、東弓削等

発掘調査(８件 294.9㎡) 

うち下水道工事５件、試掘調査等３件 

市内遺跡 市内一円 国庫補助事業(遺構確認調査等100件 1887.5㎡)

民間 
恩智、太子堂、東郷、

西郡等の遺跡 

恩智中町、太子

堂、桜ヶ丘、泉

町 

発掘調査(５件 643.5㎡) 

うち工場建設２件、共同住宅１件、他２件 

【イ】遺物整理(主なもの) 

 平成30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 内容 

公共 

市内遺跡 市内一円 国庫補助事業の報告書(※刊行は市教委) 

薗光寺跡、恩智、郡

川、東弓削等の遺跡 

神立、恩智中町、

郡川、東弓削等

公共下水道関連の報告書[報告157・159] 

遺構確認調査等の報告書[報告160] 

民間 

中田遺跡 中田 民間開発に伴う報告書[報告158] 

東弓削遺跡 

弓削寺跡 

都塚、柏村町、

東弓削他 
曙川南土地区画整理事業に伴う報告書作成 

 

２ 文化財等活用事業(自主事業) 

（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20日 「『八尾市域出土の韓式系土器』－八尾南遺跡第18次調査出土の鳥足文タタキを施した

土器について－古墳時代中期における渡来人の足跡を探る」15名 

・夏季企画展『八尾を掘る』関連講演会 

７月22日「平成29年度市内発掘調査成果報告会」14名 

９月23日「八尾発掘物語－八尾南遺跡の巻－」29名 

・秋季企画展『やおの弥生時代(前期～中期)－弥生文化の導入と集落の広がり－』関連講演会 

10月28日 「弥生時代の金属器－八尾市域出土の銅鐸について－」22名  

平成31年１月20日 「弥生時代前期～中期の河内の集落について」24名 

【イ】考古学入門講座(埋文センター) 

・『大人のための考古学入門講座』 のべ９名 

   平成31年２月９日 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31年２月16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31年２月23日 第３回「道具から時代を見る－石器の製法や使用痕からみる人の知恵－」 

【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508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407名 
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【エ】歴史ハイキング 

・歴史ハイキング「称徳天皇と道鏡ゆかりの地を歩く－奈良・平城編－」(資料館) ５月20日 16名 

・歴史ハイキング「秋の道明寺周辺を歩く」(資料館) 11月18日 ９名 

・八尾考古学散歩「旧石器・弥生・古墳時代の人々の足跡を探訪」(埋文センター) 12月９日 10名 

（２）発掘調査現地説明会事業  今年度の実施なし 

（３）文化財体験学習事業 

【ア】河内木綿体験学習(資料館) 

 ・８月26日「河内木綿 親と子の体験学習」 33名 

・平成31年１月27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) 

・平成31年３月30日「はた織りをしよう」 ６名 

【ウ】考古学体験 

・８月18日「夏休みこども考古学体験〈石包丁作りに挑戦！〉」 21名(埋文センター) 

・平成31年３月16日「古墳探検 八尾の古墳を探検しよう！」 ４名(資料館) 

【エ】学校の職業体験 

・６月14・15日 龍華中学校 ２名(埋文センター) 

（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２万７千冊の考古学関連図書の収集・閲覧 のべ17名 

【イ】発掘調査報告書等の頒布 

 ・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 

・資料館ミュージアムグッズの販売 

【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 

 ・ホームページに当法人の組織や発掘調査、イベント、出版等に関する情報公開及び更新 

（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。 

・主な連携、協力事業の実施状況 

実施日 内 容 

５月12日 
八尾市青少年育成連絡協議会 青少年指導員地区代表交流会研修 「八尾の歴史

について」への講師派遣 

５月12日 八尾市立しおんじやま古墳学習館「しおんじやま学び場」への講師派遣 

５月22日 大阪経済法科大学「河内学」への講師派遣 

６月15日 NPO法人国際文化研究センター「なみはや歴史講座第98回講演会」への講師派遣 

７月21日 門真市立歴史資料館 歴史講座「河内に残る節句幟」への講師派遣 

７月21日～11月30日 「関西考古学の日2018」への参加 

９月８日 NPO法人すみよし歴史案内人の会「定例会の勉強会」への講師派遣 

10月27日 
八尾市郷土文化推進協議会 史跡めぐり「高安山麓の史跡と自然を訪ねて～国史

跡 高安千塚古墳群を巡る～」 ※前夜の天候不順により中止 

11月３日 
池田市立歴史民俗資料館 平成30年度夏季特別展「クレハトリ・アヤハトリ－池

田に伝わる機織りの伝承－」関連イベント 機織り実演 
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11月17日 東大阪市立郷土博物館「平成30年度特別展示に伴う講演会」への講師派遣 

11月17･18日 「第16回関西文化の日」への参加 

12月９日 
八尾市郷土文化推進協議会 平成30年度文化講演会「応仁の乱と河内」への講師

派遣 

12月15日 高槻市立しろあと歴史館歴史講座「古文書から読み解く三好長慶」への講師派遣 

平成31年１月12日 ＮＰＯ法人河内木綿藍染保存会 総会講演会「河内木綿について」への講師派遣 

平成31年１月19日 
大阪府立近つ飛鳥博物館平成30年度冬季特別展「歴史発掘おおさか2017～2018－

大阪府発掘調査最新情報－」図録の執筆 

平成31年１月27日 門真市立歴史資料館 市民学芸員養成講座「民俗資料の扱い方」への講師派遣 

平成31年２月２日 
八尾市立しおんじやま古墳学習館 しおんじやま学び場「八尾を知る⑧ ～古代

から近世へ・八尾の街道の移り変わり～」への講師派遣 

平成31年２月９日 
柏原市立歴史資料館 文化財講演会「八尾市東部山麓の古墳群と愛宕塚古墳－そ

の歴史と活用－」への講師派遣 

平成31年２月17日 
大阪府立近つ飛鳥博物館平成30年度冬季特別展「歴史発掘おおさか2017～2018－

大阪府発掘調査最新情報－調査成果報告会」への講師派遣 

平成31年３月１日～

20日 
道鏡ウィークin八尾 パネル展示『法王道鏡と由義寺』 

平成31年３月16日 八尾市生涯学習センターかがやき「かがやき歴史講座 第１回」への講師派遣 

平成31年３月21日 
八尾市政策企画部政策推進課「道鏡ウィークFINAL～DOKYOライトトーク・DOKYOデ

ィープトーク～」への講師派遣 

平成31年３月31日 
ＮＰＯ法人寺内町久宝寺 八尾市まちなみセンター講演会「江戸時代の私塾麟角

堂 いくつかの謎を考える」への講師派遣 

４月１日～ 

平成31年３月31日 

市内団体等からの委託販売 

・絵葉書「河内木綿文様のたより」（社会福祉法人未来波障がい福祉サービス「き

っと」） 

・藤田尚保氏絵葉書シリーズ（藤田芳子氏） 

・『八尾の史跡』（新訂版）（NPO法人やお文化協会） 

・「紺屋型紙クリアファイル」他（河内長野市教育委員会） 

 

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：空調設備工事により９月１

日～平成31年２月28日は休館) 

（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～８月31日 1,748名 

平成31年３月１日～３月31日 213名 

【イ】特別展示・企画展示・他 

・特別展示 ｢市制70周年記念 豊作への祈り－大阪府内の農耕儀礼－｣４月28日～６月25日 828名 

・企画展示 新収蔵品展「麟角堂と安田家の人々」４月１日～４月25日 304名 

「世界の衣装」６月30日～８月31日 603名 

新収蔵品展「寄贈された考古資料」平成31年３月１日～３月31日 213名 

・出前展示 「八尾市内文化施設の紹介と活動報告」(市役所ロビー:パネル展示)６月29日～７月13日 

（２）文化財講演会事業 

【ア】資料館歴史講座＜道鏡と奈良仏教＞ ６回 のべ363名 

・10月６日 「法王道鏡の政治権力」 55名 

佐藤 文子氏（本願寺資料研究所研究員） 

・11月４日 「道鏡と奈良時代の密教 －空海登場前史として」 62名 

櫻木 潤氏（高野山大学文学部助教） 
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・12月２日 「正倉院文書にみえる道鏡」 63名 

宮﨑 健司氏（大谷大学文学部教授） 

・１月20日 「称徳天皇の理想を実現した由義宮」 63名 

安村 俊史氏(柏原市立歴史資料館館長) 

・２月11日 「由義寺の東大寺軒瓦と東大寺の瓦」 67名 

廣岡 孝信氏（奈良県立橿原考古学研究所指導研究員） 

・３月24日 「西大寺の発掘調査成果」 53名 

今井 晃樹氏（独立行政法人奈良文化財研究所主任研究員） 

【イ】特別展記念講演会 

・５月19日「農家が伝承してきた農耕に関わる儀礼－河内地方と周辺地域の比較を通じて－」 27名 

藤井 弘章氏（近畿大学教授） 

・６月10日「豊作を祈る －田遊びとおんだ祭り－」27名 

         黒田 一充氏（関西大学教授） 

【ウ】ミュージアムトーク(学芸員が展示室で展示資料を解説)  のべ89名 

・４月１日「安井氏と安田氏」30名 

・５月６日「御田植神事について」24名 

・６月３日「特殊神饌について－唐菓子から－」９名 

・７月１日「韓国・台湾・フィリピンの衣装を中心に」11名 

・８月５日「タイ・インドネシアの衣装を中心に」10名 

・３月３日「八尾の遺跡－あなたの家はどの遺跡？－」５名 

（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、学習の支援 

   学校園  ：９団体 のべ459名 

   一般団体：14団体 のべ306名 

【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)  ４月１日～８月31日、平成31年３月１日～３月31日 462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）、他 11件 769名 

   ６月26日 大阪経済法科大学教養部 120名 

   10月15日 六反南保育園年長 39名 

   11月21日 東大阪市立意岐部東小学校４年生 45名 

   11月30日 龍華幼稚園年長 51名 

  １月16日 藤井寺市立藤井寺小学校１年生 118名 

  １月29日 羽曳野市立高鷲小学校１年生 84名 

   １月31日 東山本小学校３年生 74名  

   ２月20日 刑部小学校３年生 91名 

   ２月25日 北山本小学校１年生 42名 

   ２月25日 北山本小学校１・４年生 41名 

３月13日 高安中学校１年生 64名 

【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 23件 

【オ】その他 

 ・夏休みこどもおもちゃ教室 ４回 のべ484名 

 ・こどもしめなわづくり 12月15日 14名 

 ・ファミリー体験講座 ６回 のべ24名 
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 ・れきみんファミリーデー(観覧料無料)の実施 ４月～８月、平成31年３月(毎月第一日曜日) 

 ・八尾市子ども会向けプログラム事業への協力 

（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：２点］ 

・寄贈品の収受［29件：52点］ 

・寄託品の収受［０件］ 

【イ】館蔵資料の貸出し等 

 ・貸出し件数［９件］、閲覧の許可［14件］、撮影等の許可［18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［470冊］ 

【エ】出版事業 

・特別展図録『市制70周年記念 豊作への祈り－大阪府内の農耕儀礼－』 

・『八尾市立歴史民俗資料館研究紀要第30号・平成30年度館報』 

・『八尾市内と他地域との交流及び比較の史的研究』 

【オ】その他 

・市広報誌への記事提供 

・FMちゃお、J：COM、ＮＨＫ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・展示解説シート作成 

・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) 

（５）人材育成事業 

【ア】ボランティア活動 

・ボランティアとの協働 

古文書ボランティア 活動日：月３回 のべ90名 

古文書目録ボランティア 活動日：月１回 のべ43名 

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15名） 活動日：37回 のべ104名 

【イ】「やお歴民友の会」活動との相互支援 

・総会 ４月22日 24名 

・「友の会だより」の編集会議の支援 ５月18日、６月11日 のべ11名 

・特別展記念講演会支援 ５月19日、６月10日 のべ10名 

・資料館歴史ハイキング ５月20日、11月18日 のべ17名 

・友の会ハイキング「河内長野 天野山金剛寺から天野酒の里へ」 6月24日 16名 

・幹事会の支援 ７月２日 ６名 

・資料館歴史講座支援 10月６日、11月４日、12月２日、１月20日、２月11日、3月24日 のべ101名 

・総会資料の作成 ３月18日 ７名 

・バス見学会「明石・須磨方面」 11月25日 17名 

・やお歴民友の会会員研究発表会 平成31年２月３日 18名 

【ウ】市民研究会「八尾まち歩き研究会」の開催 活動日：11回 のべ423名 

【エ】博物館実習生の受入と指導 

今年度は空調設備工事のため受け入れ中止 
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【オ】教職員研修への協力 ２回 のべ51名 

（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 能楽ゆかりの地 高安の里顕彰能の後援 10月８日 

【イ】河内木綿まつりの実施 ９月15日 のべ276名 

【ウ】河内木綿を栽培しよう！ ４月１日～５月20日 綿の種を資料館で無料配布 42名 

【エ】河内木綿体験農園(資料館隣)の運営 ５月２日～12月９日 

【オ】「市民ご意見番」との意見交換(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。年２回) 

・８月20日、平成31年１月29日 市民ご意見番会議 

【カ】モニタリングの実施 

・入館者のアンケート、ホームページからの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。 

（７）調査・研究業務 

担  当 平成30年度の調査・研究計画 

歴史学担当 
梅田家資料、垣辻家・正願寺・深瀬・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。平成31年度特別展に伴う調査。寄贈された考古資料

の調査。 

民俗学担当 農耕儀礼の調査。八尾の鉄道史の調査。戦争関係資料の寄贈に伴う調査。志

紀郵便局関係資料の寄贈に伴う調査。 

河内木綿担当 伊藤玲子氏所蔵資料の寄贈に伴う調査。館蔵辻合喜代太郎収集染織資料の調

査。館蔵下機の調査。木綿の流通に関する研究。 

『研究紀要 第30号』 

（８）文化財の保存・修繕事業 

・文化財等の保存・修繕［１件］ 

（９）施設利用者の利用状況（空調設備工事により９月１日～平成31年２月28日は休館) 

 開館日数 150日 施設利用者総数 6,195名 

 展示室入館者数 施設事業利用者数 施設外事業（資料館主催）利用者数 

1,961名 3,011名 1,223名

 

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) 

（１）文化財展示公開事業 

【ア】通常展示 ４月１日～６月８日 平成31年２月20日～３月31日 のべ336名 

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収蔵品－」 

ミニ展示 特集 東弓削遺跡（４月１日～６月８日） 

ミニ展示 特集 市域の旧石器～縄文時代の遺跡（平成31年２月20日～３月31日） 

２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13日～９月23日「八尾を掘る －平成29年度発掘調査成果展－」 のべ193名 

・９月27日～平成31年２月15日「やおの弥生時代(前期～中期)－弥生文化の導入と集落の広がり－」  

のべ314名 
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【ウ】掲示板展示 

・１階掲示板 ４月１日～６月８日「発掘速報2017」 

６月13日～９月23日「八尾発掘物語－八尾南遺跡の巻－」 

９月27日～平成31年２月15日「埋蔵文化財調査センターの普及活動」 

平成31年２月20日～３月31日「平成30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」 

【エ】埋蔵文化財の調査作業(内業)の公開 

・整理作業工程の見学 

【オ】施設外展示 

  ・「八尾を掘る－平成29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29日～７月13日 市内文化財施設４館の合同事業 

（２）文化財講演会事業 

・夏季企画展『八尾を掘る』関連の講演会、秋季企画展『やおの弥生時代(前期～中期)－弥生文化の

導入と集落の広がり－』関連の講演会、「考古学入門講座」を実施。 

・かがやき歴史講座第１回「卑弥呼とその時代の八尾」(八尾市生涯学習センター)〈提案業務〉 

（３）文化財体験学習事業 

【ア】小中学校他の団体受け入れ １件 のべ43名 

【イ】出前授業による体験学習の提供 

・４月24日 八尾市立大正小学校 ６年生102名 教職員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）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[17件] 

【イ】文化財の貸出・閲覧等 

・貸出し[６件] 、閲覧許可[６件]、撮影等許可[10件] 

【ウ】その他 

・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」19号・20号の発刊 

・企画展ポスター、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を随時更新、イベント等の広報 

・地元ＦＭ局(ＦＭちゃお)への出演９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・分析等 

（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。 

（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。 
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【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 

（７）文化財の保存、管理に関する事業 

・センター保管資料(遺物コンテナ約7,837箱)の管理、配置表及びデータ化を図った。 

・埋蔵文化財調査センター蔵書[約27,000冊] の管理 

（８）施設利用者状況 

   施設利用者 開館日数 252日 施設利用者数 843名 

施設見学者数 施設事業利用者 施設外事業利用者数 

486名 167名 190名 

 

５ 文化財等提携事業(受託事業) 

（１）八尾市史編纂事業技術支援 [期間 ４月１日～平成31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 

（２）八尾市史考古資料編編集作業等業務 [期間 ５月１日～平成31年３月31日] 

 ・市史考古編２の編集作業、挿図作成、レイアウト版面の作成作業等を行った。 

 

６ その他 

（１）職員研修 ５件 

・５月28日 定期提出書類の作成等に関する説明会 

・９月26日 平成30年度 公共施設における省エネルギー研修会 

・11月16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 

・１月25日 平成30年度滋賀県記念物等担当者研修会議 

・１月28日 平成30年度人権教育セミナー 

 (２)理事会・評議員会の開催状況 

会 議 名 開 催 年 月 日 議   事   内   容 

臨時理事会 
平成 30 年４月１日 

決議の省略による 

・常務理事の選定に関する件 

・事務局長の承認に関する件 

６月定時理事会 平成 30 年６月６日 
・平成 29 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 

６月定時評議員会 平成 30 年６月 22 日 
・平成 29 年度事業報告及び決算承認に関する件 

・理事の任期満了に伴う選任に関する件 

臨時理事会 
平成 30 年６月 22 日 

決議の省略による 

・理事長の選定に関する件 

・常務理事の選定に関する件 

臨時理事会 
平成 30 年７月６日 

決議の省略による 

・平成 30 年度第１号収支補正予算に関する件 

・臨時評議員会の招集の決定に関する件 

臨時評議員会(報告) 平成 30 年７月 13 日 ・平成 30 年度第１号収支補正予算に関する件 

３月定時理事会 平成 31 年３月 20 日 ・平成 31 年度事業計画及び収支予算に関する件 

 

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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