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公益財団法人 八尾市文化財調査研究会

事 業 報 告 書
令和２年４月１日から令和３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
公共

遺跡名

所在地

事業名(件数・面積)

恩智、教興寺跡、高

恩智中町、教興

安古墳群等の遺跡

寺、黒谷、他

市内遺跡

市内一円

うち下水道工事５件、試掘等５件、他３件
国庫補助事業(遺構確認調査等103件 1,846.25㎡)

跡部、久宝寺、郡川、 春 日 町 、神武
民間

発掘調査(13件 339.25㎡)

発掘調査(13件 21,767㎡)

東郷、八尾寺内町等

町、郡川、東本

うち分譲住宅４件、共同住宅３件、区画整理２

の遺跡

町、本町、他

件、他４件

【イ】遺物整理(主なもの)
令和２年度以前の発掘調査の遺物整理及び報告書作成
委託元

公共

民間

遺跡名

所在地

内容

市内遺跡

市内一円

国庫補助事業の報告書(※刊行は市教委)

恩智遺跡

恩智中町・北町

公共下水道関連の報告書[報告169]

教興寺跡、高安古墳

教興寺、大字山

群、矢作遺跡、他

畑、高美町、他

久宝寺、萱振、東郷、
八尾南遺跡

公共事業関連の報告書[報告167]

龍華町、緑ヶ丘、
北本町、若林

民間開発に伴う報告書[報告166・168]

町、他

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(八尾市文化会館プリズムホール)
・やお・埋蔵文化財トーク －あの遺跡・遺物は今－ ※中止
５月24日「１～３世紀の地域間交流－河内と近江との関係－」
・夏季企画展『八尾を掘る』関連講演会

※中止

７月18日「八尾を掘る－平成31・令和元年度発掘調査成果報告会－」
９月27日「八尾発掘物語－八尾発掘物語

東郷遺跡、萱振遺跡の巻－」

・秋季企画展『やおの古墳時代(初頭～前期)－３～４世紀のようす－』関連講演会
10月25日「古墳時代初頭～前期の地域間交流」20名
令和３年１月17日「古墳時代初頭～前期の河内の集落」23名
【イ】古代史講座(八尾市立安中老人福祉センター)
・『発掘調査から考える八尾の歴史』
12月５日「再発見！東弓削遺跡」23名
令和３年２月６日

「蘇る八尾の中近世都市－寺内町－」18名

【ウ】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』
令和３年２月６日

のべ９名

第１回「時代を探る技術－埋蔵文化財の調査方法について－」

２月13日

第２回「時代を測る物差－弥生土器・土師器・須恵器の見方－」

２月20日

第３回「道具から時代を見る－石器・木器・金属器－」

【エ】近世古文書講座(資料館) 各12回(月２回 ※４～９月は中止)
・初級編 『河内屋可正旧記』を読む のべ163名
・中級編 ｢古文書をすらすら読みましょう！｣ のべ165名
【オ】歴史ハイキング
・歴史ハイキング「西国街道と明智光秀ゆかりの地を歩く」(資料館) ※中止
・歴史ハイキング「尼崎を歩く」(資料館)

※中止

・八尾考古学散歩「東郷遺跡・萱振遺跡を歩く」(埋文センター)
（２）発掘調査現地説明会事業

11月21日 12名

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)
・「河内木綿 親と子の体験学習」 ※中止
・原始機体験講座「マフラーを織る」

※中止

【イ】民俗体験講座(資料館)
・「はた織りをしよう」

※中止

【ウ】考古学体験
・８月22日「夏休みこども考古学体験〈銅鏡作りに挑戦！〉」(埋文センター) ※中止
・令和３年３月20日「知ろう！学ぼう！八尾の古墳」 (資料館)

18名

【エ】おうちで藍染めを楽しもう！(資料館)
・藍の乾燥葉染めセットを配布 ８月15日～23日 ６セット
【オ】おうちでボード織りを楽しもう！(資料館)
・ボード織りセットを配布 10月11日 16セット
【カ】学校の職業体験
・６月 龍華中学校 (埋文センター) ※中止
（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28,300冊の考古学関連図書の収集

閲覧

のべ３件

【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
【オ】『考古資料からみる八尾の歴史

改訂版』の作成のための資料収集

（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
４月～令和３年２月

内

容

八尾市生涯学習センターかがやき「かがやき歴史講座」への講師派遣

７月～11月

「関西考古学の日2020」協働開催 ※中止

11月１日～11月30日

「関西文化の日」協働開催

※中止

11月14･15日

「関西文化の日」に参加。埋文センター休日開館

12月17日

一般社団法人八尾市観光協会・特定非営利活動法人八尾市観光ボランティアガイ
ドの会 八尾の魅力セミナー えぇとこ八尾!を楽しく学ぼう 後期コース
「東高野街道－歴史と史跡、ちょっぴり鉄道も－」への講師派遣

令和３年３月６日

京都府立山城郷土資料館 相楽木綿織物セミナー
「河内木綿の歴史と特徴」への講師派遣

令和３年３月14日

重要文化財旧杉山家住宅指定管理者株式会社アスウェル
「河内木綿について」への講師派遣

令和３年３月20日

八尾市生涯学習センターかがやき「かがやき歴史講座」への講師派遣

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

※４月１日～５月20日－新

型コロナウイルス感染症拡大防止のため、12月23日～令和３年１月22日－屋上漏水点検工事のため
臨時休館)
（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－」５月21日～12月21日
令和３年１月23日～３月31日

計4,311名

映像や音声を活かした常設展示へ更新
ロビー設置の地形模型の改修、ロビーへデジタルサイネージシステムの設置(大阪平野の地形の変化
紹介とビデオ閲覧)、展示コーナーでの映像を使っての資料解説、QRコードを利用した展示解説シ
ートの充実

【イ】特別展示・企画展示・他
・特別展示 ｢八尾の鉄道 開通ものがたり」※中止
・企画展示 ｢道鏡に出会う－木造道鏡禅師坐像造立記念－」５月21日～８月10日 537名
コーナー展示「河内木綿の機織り道具」８月15日～10月12日 252名
コーナー展示「高安の古墳からみつかった副葬品」10月16日～12月21日 457名
民具コーナー展示「昔っておもしろい」令和３年１月23日～３月22日 510名
スポット展示「厄除けの札と郷土玩具」９月25日～12月21日 557名
スポット展示「牛の郷土玩具」令和３年１月23日～３月22日 510名
・映像展示
考古資料に関する映像展示「由義寺

発見」

河内木綿に関する映像展示「大和川の付替えと河内木綿」
近代資料の映像展示「八尾の歯ブラシ」
（２）文化財講演会事業
【ア】資料館歴史講座
【イ】特別展記念講演会

※中止
※中止

【ウ】資料館学芸員によるリレー講座
＜研究紀要第31号の研究報告＞
・11月15日

「畠山義就と女房衆」小谷

利明

・12月20日

「河内鉄道株式会社について」舩曳

24名
将仁

32名

・令和３年２月21日 「昭和30年代の高安千塚古墳群・高安古墳群の写真記録」樋口めぐみ
・令和３年３月21日 「河内の襦袢と紅板締め」李 煕連伊 16名
（３）文化財体験学習事業
【ア】小中学校等の団体受け入れ

23名

・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 ：１団体 のべ38名
【イ】河内木綿に関連する体験
・河内木綿・夢プロジェクト ※中止
・河内木綿を育てよう！

４月１日～５月17日

綿の種を資料館で無料配布

９名と８団体

・河内木綿体験農園(資料館隣)の運営 ３月21日～10月28日 のべ115名
・小学校等団体見学の希望にあわせて綿繰り・糸紡ぎ体験や石臼体験

※中止

【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 17件 1,252名
６月16日 大阪経済法科大学 63名
７月30日 高美小学校 81名
11月５日 永畑小学校 89名
11月９日 東大阪市立意岐部東小学校 29名
11月16日 東大阪市立北宮小学校 92名
11月18日 南山本小学校 85名
11月20日 山本小学校 88名
11月26日 龍華幼稚園 41名
１月14日 高安小中学校前期課程 39名
１月14日 高安小中学校前期課程 52名
１月27日 南高安小学校 130名
１月28日 北山本小学校 22名
１月28日 北山本小学校 30名
２月３日 龍華小学校 111名
２月４日 南高安小学校 139名
２月10日 八尾小学校 108名
２月25日 高安小中学校前期課程 53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、火起こし道具の貸出し
５月21日～令和３年３月31日 20件 968名
【オ】その他
・資料館へ行こう！の実施
ミュージアムトーク(学芸員による展示解説 16名定員 事前申込制) のべ68名
10月11日 「機織りの道具いろいろ」13名
11月１日 「高安の古墳と副葬品」16名
12月６日 「高安山の開発」15名
令和３年２月７日 「幻のフィルムまんが「武者修行魔法退治」をみる」15名
令和３年３月７日 「音楽を楽しむ 今と昔」９名
ファミリー体験講座 ※中止
・ゴールデンウィークは資料館！ ※中止
・れきみん＆しおんじやまde歴史クイズラリーに挑戦！ ※中止
・こどもおもちゃ教室 ※中止
・こどもしめなわづくり ※中止
・八尾市子ども会向けプログラム事業への協力
・八尾の歴史を学ぼう 各企画展・特別展で子供向けや一般向けの解説シートを作成し配布
・やおれきみんキャラクターで遊ぼう！ ８月１日～31日
資料館のキャラクターがデザインされた手作りおもちゃの型紙をホームページ等で配信 希望者
には窓口で配布。14 セット

（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［３件：３点］
・寄贈品の収受［０件］
・寄託品の収受［０件］
【イ】館蔵資料の貸出し等
・貸出し件数［３件］
、閲覧の許可［４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［446冊］
【エ】出版事業
・『八尾市立歴史民俗資料館研究紀要第32号・令和２年度館報』
・資料館歴史叢書の刊行
資料館歴史叢書１『奈良時代を学ぼう！なぜ由義寺が建てられたのか』
・館蔵品図録 染織資料１『辻合喜代太郎氏収集染織資料１』
・館蔵品図録 近代資料１『伊藤國蔵氏絵葉書コレクション１』
【オ】その他
・市広報誌への記事提供
・FMちゃおに情報提供
・博物館・大学・寺社等へポスターの郵送・掲示依頼
・学校教育対応展示の案内パンフレットの配布
・各企画展ポスター及びチラシ・展示解説シート、常設展パンフレット作成
・近鉄駅構内でのポスター掲示による広報
・ホームページのリニューアル及び更新

フェイスブック・ツイッターの更新

ホームページを活用し、学芸員がセレクトする館蔵資料紹介コーナー｢お･き･に･い･り｣や業務内
容をフェイスブックやツイッターで積極的に発信した。
館蔵資料紹介コーナー｢お･き･に･い･り｣

歴史資料：１．大坂の陣、２．八尾市内の古絵図、３．館蔵中世文書、４．八尾の宗教史料はおも
しろい、５．江戸時代に流行した太平記、６．大和川関係資料
考古資料：１．古代人の表現力、２．八尾へようこそ！、３．いのりとみのりの道具、４．八尾の
唯一と最古、５．古墳からみつかったもの、６．八尾市のなぞを考える
河内木綿：１．二棒縞、２．三棒縞、３．いろいろな格子縞（二棒）、４．いろいろな格子縞（三
棒）、５．大小いろいろな弁慶縞（弁慶格子）、６．縞揃女弁慶
近代資料：伊藤國蔵氏寄贈絵葉書コレクションから
１．ヴェルサイユ条約調印
郵便飛行記念

平和記念、２．第一回郵便飛行記念

その１、３．第一回

その２、４．鉄道開通50周年記念、５．第六回極東選手権競技大会、６．

第一回・第三回国勢調査記念
・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
・資料館利用案内(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 ※４～９月は中止
古文書ボランティア 活動日：月３回 のべ24名

古文書目録ボランティア

活動日：月１回

ボランティアスタッフの会
おもちゃの会

活動日：９回

活動日８回

のべ８名
のべ14名

のべ16名

【イ】「やお歴民友の会」活動との相互支援 ※４～９月活動休止
・友の会会議の支援 11月２日、12月７日 のべ12名
・資料館学芸員によるリレー講座支援 11月15日、12月20日、２月21日、３月21日 のべ31名
・やお歴民友の会会員研究発表会の支援 令和３年１月24日

14名

・古文書部会 月１回活動 のべ30名
【ウ】市民研究会「八尾の街道を歩く研究会」の開催 ※中止
【エ】博物館実習生の受入と指導
近畿大学、佛教大学 ５名
【オ】教職員研修への協力
刑部小学校４年生 国語単元の学習のためのパンフレットの提供（125部）９月２日
（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
コロナ対応無観客公演インターネット無料配信の後援 10月11日収録 12月１日配信
・いきいき八尾環境フェスティバルの後援
リモート開催であったため、体験学習は行わなかった。
【イ】河内木綿まつりの実施

※中止

【ウ】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) ８月５日、令和３年３月17日
【エ】モニタリングの実施
・入館者のアンケートは中止、ホームページからの投稿メールは受付を行った。
【オ】パネル展示「八尾市内文化財施設の紹介と活動報告」 ※中止
（７）調査・研究業務
担

当

歴史学担当

考古学担当
染織(河内木綿)
担当

民俗学担当

令和２年度の調査・研究計画
河内畠山氏の研究(当館研究紀要に掲載)、大和川付け替え工事史に関する研究
(基本史料の翻刻)、久宝寺安井家文書の研究(基本史料の翻刻)、沢井文書(図書館
作成以外)目録作業、資料館ホームページ｢お･き･に･い･り｣の資料解説、垣辻家
文書の撮影、購入大東家文書の目録作業、角田家文書の撮影、垣内墓地調査にか
かる報告書、八尾市史建築編にかかる文献調査
八尾市東部山麓の古墳の研究、八尾の考古学史について、資料館ホームペー
ジ｢お･き･に･い･り｣の資料解説
女性と子供の服飾研究、『八尾市立歴史民俗資料館 館蔵品図録 染織資料１
辻合喜代太郎氏収集染織資料１』刊行に伴う調査、辻合喜代太郎氏収集染織資料
の外国製染織資料の調査、資料館ホームページ｢お･き･に･い･り｣の資料解説、河
内木綿商木村家文書の河内木綿の流通の研究、コーナー展示「河内木綿の機織り
道具」に伴う調査
八尾の鉄道史に関する調査、伊藤國蔵氏寄贈資料絵葉書、切手、郷土玩具の調査、
館蔵幻灯機用フィルム及び玩具映画フィルムの研究、資料館ホームページ｢お･
き･に･い･り｣の資料解説

（８）文化財の保存・修繕事業
・文化財等の保存・修繕［１件：１点］

（９）施設利用者の利用状況
開館日数 232日 施設利用者総数 4,311名
展示室入館者数

施設事業利用者数

1,773名

施設外事業(資料館主催)利用者数

1,268名

1,270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

※４月１日～５月

20日－新型コロナウイルス拡散防止のため臨時休館)
（１）文化財展示公開事業
【ア】通常展示

４月１日～６月12日

令和３年２月17日～３月31日

のべ50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 市域の弥生時代前～中期の遺跡（４月１日～６月12日）
ミニ展示

特集

市域の弥生時代後期の遺跡（令和３年２月17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17日～９月27日「八尾を掘る －平成31・令和元年度発掘調査成果展－」 のべ90名
・９月30日～令和３年２月12日「やおの古墳時代(初頭～前期)－３～４世紀のようす－」のべ245名
【ウ】掲示板展示
・１階掲示板

４月１日～６月12日「発掘速報2019」
６月17日～９月27日「八尾発掘物語－東郷遺跡、萱振遺跡の巻－」
９月30日～令和３年２月12日「埋蔵文化財調査センターの普及活動」
令和３年２月17日～３月31日「発掘速報2020」

・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

※中止

・「八尾を掘る－平成31・令和元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～７月

市内文化財施設４館の合同事業

（２）文化財講演会事業
【ア】夏季企画展『八尾を掘る』関連の講演会※中止、秋季企画展『やおの古墳時代(初頭～前期)－３
「考古学入門講座」
～４世紀のようす－』関連の講演会、
【イ】かがやき歴史講座 (八尾市生涯学習センター)〈提案業務〉令和３年３月20日
（３）文化財体験学習事業
【ア】小中学校他の団体受け入れ

今年度の実施なし

【イ】出前授業による体験学習の提供

今年度の実施なし

【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[３件]

【イ】文化財の貸出・閲覧等
・貸出し[２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」23号・24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７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。
【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8,008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28,300冊] の管理
（８）施設利用者状況
施設利用者 開館日数 219日 施設利用者数 385名
施設見学者数

施設事業利用者

施設外事業利用者数

245名

36名

104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～令和３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）八尾市史図表作成等業務
・『新版八尾市史

[期間 ６月１日～令和３年３月31日]

八尾市域の小字図(仮称)』及び『新版八尾市史

作成等を行った。

通史編』に掲載するための図表

６．その他
（１）職員研修 ３件
・８月26日 令和２年度第１回埋蔵文化財担当職員等講習会(オンライン)
・10月13日

公益法人制度運営セミナー

・令和３年２月３日 令和２年度第２回埋蔵文化財担当職員等講習会(オンライン)
(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

令和２年６月３日

６月定時評議員会

令和２年６月24日

臨時理事会

令和２年６月24日

３月定時理事会

令和３年３月25日

議
事
内
容
・令和元年度事業報告及び決算承認に関する件
・定時評議員会の招集の決定に関する件
・令和元年度事業報告及び決算承認に関する件
・評議員の任期満了に伴う選任に関する件
・理事の任期満了に伴う選任に関する件
・監事の任期満了に伴う選任に関する件
・理事長の選定(案)に関する件
・常務理事の選定(案)に関する件
・令和３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。

