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事 業 報 告 書 
令和３年４月１日から令和４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 

植松、久宝寺、心合

寺跡等の遺跡 

植松町、南久宝

寺、大竹他 

発掘調査(22件 3225.6㎡) 

うち下水道工事７件、試掘等７件、他８件 

市内遺跡 市内一円 国庫補助事業(遺構確認調査等96件 1467.75㎡) 

民間 

久宝寺、郡川、東郷、

八尾寺内町、山賀等

の遺跡 

神武町、郡川、

桜ケ丘、本町、

山賀町他 

発掘調査(９件 21,838㎡) 

うち分譲住宅１件、共同住宅３件、区画整理２

件、介護施設１件、工場２件 

【イ】遺物整理(主なもの) 

 令和３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) 

大竹西遺跡 楽音寺 寝屋川流域下水道[報告170] 

植松・恩智・郡川・

高安古墳群・水越・

八尾南・矢作遺跡 

植松町、恩智中

町、黒谷、服部

川、若林町、南

本町 

公共下水道関連の報告書[報告171] 

 

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(埋蔵文化財調査センター) 

・古代史講座『発掘調査から考える八尾の歴史』(会場：安中老人福祉センター)  

  ６月５日 ※中止 

  ７月３日「河内と吉備の交流を示す古墳時代初頭の土器を発見－中田遺跡周辺の調査から－」 

18名 

【イ】大人のための考古学入門講座(埋蔵文化財調査センター) 

・『大人のための考古学入門講座』 のべ３名 

   令和４年２月12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－」 

２月19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26日 第３回「道具から時代を見る－石器・木器・金属器－」 

【ウ】近世古文書講座(歴史民俗資料館) 各24回(月２回 定員16名 ※５月、６月第１回は中止) 

・初級編 『河内屋可正旧記』を読む のべ319名 

・中級編 ｢古文書をすらすら読みましょう｣ のべ300名 

【エ】歴史ハイキング 

・歴史ハイキング「高安千塚古墳群を歩く」(歴史民俗資料館) ※中止 

・歴史ハイキング「聖徳太子ゆかりの太子堂を歩く」(歴史民俗資料館)  10月31日 14名 

・八尾考古学散歩「東弓削遺跡・弓削遺跡を巡る」(埋蔵文化財調査センター) 11月20日 11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(歴史民俗資料館) 

 ・８月29日「河内木綿 親と子の体験学習」 ８名 

・12月４日 原始機体験講座「マフラーを織る」 ５名 

【イ】民俗体験講座(歴史民俗資料館) 

・「はた織りをしよう」５月４日 ※中止 

【ウ】考古学体験 

・８月21日「夏休みこども考古学体験〈銅鏡作りに挑戦！〉」(埋蔵文化財調査センター) １名 

・令和４年３月27日「知ろう！学ぼう！八尾の古墳」 (歴史民俗資料館) 12名 

【エ】学校の職業体験 今年度はなし 

（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28,700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 内 容 

６月20日 

八尾市立しおんじやま古墳学習館 古墳カフェvol.５ 

「ミュージアムで地域が楽しくなる！？作戦会議・八尾編」パネルディスカッ

ション「ミュージアムで八尾が楽しくなるには！？」（オンライン開催）パネ

ラーとして参加 

７月～11月 「関西考古学の日2021」協働開催 ※中止 

11月１日～11月30日 「関西文化の日」協働開催 

11月６･７日 「関西文化の日」に参加。歴史民俗資料館無料入館 

11月13･14日 「関西文化の日」に参加。埋文センター休日開館 

12月１日 
八尾ロータリークラブ 

聖徳太子1400年プロジェクト「八尾は聖徳太子と物部守屋」 

令和４年１月12日 

～２月13日 
「八尾の観光・魅力スポット再発見！スタンプラリー」への協力 

令和４年３月12日 八尾市郷土文化推進協議会文化講演会への講師派遣 ※中止 

令和４年３月21日 
八尾市魅力創造部観光・文化財課 

「木村家住宅見学会現地説明会」 

 



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 ※４月25日～６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】常設展示  

・「大和川流域と高安山 －その歴史と文化－」４月１日～４年３月７日  計2,225名 

・八尾の歯ブラシ、伝統工芸 日本刀ができるまで 

・映像や音声を活かした展示 

 国史跡紹介ビデオ「知ろう！学ぼう！八尾の遺跡－国史跡の紹介－」の作成と公開 

【イ】特別展・企画展・他 

・特別展 ｢八尾の鉄道 開通ものがたり」令和４年３月12日～５月16日(次年度継続事業) 463名 

・企画展 ｢錦絵にみる着物の装いと機織りの風景」８月20日～10月18日 427名 

「南北朝内乱と八尾」６月21日～８月16日 521名 

※以上の企画展示は、緊急事態宣言発出による休館のため会期を変更して実施  

「聖徳太子の時代と八尾」10月23日～12月13日 585名 

民具コーナー展示「昔っておもしろい－道具から昔を知ろう！－」 

12月18日～令和４年３月７日 576名 

スポット展示「寅の郷土玩具」12月18日～令和４年２月３日 298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「大和川流域の繁栄と付替え前の大和川」 

「江戸時代の木綿取り引き『河内名所図会 高安の里』」 

   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(事前申込制) 

＜史料から見た八尾の歴史－南北朝編－＞ 

 ・７月３日「南北朝内乱と仏教－八尾出身の高僧賢耀の一生－」 22名 

橘 悠太氏（独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所） 

・８月15日「畠山基国の河内入国」 26名 

小谷 利明 

・９月26日「楠木正成・正行と河内の合戦」 29名 ※６月19日から変更 

生駒 孝臣氏（花園大学文学部専任講師） 

＜聖徳太子の時代と八尾＞ 

 ・10月30日「河内愛宕塚古墳と聖徳太子の時代」 29名 

森本 徹氏（（公財）大阪府文化財センター） 

・11月20日「聖徳太子と親鸞」 27名 

今堀 太逸氏（佛教大学名誉教授） 

・11月28日「厩戸皇子の人物像」 26名 

竹本 晃氏（大阪大谷大学） 

【イ】特別展記念講演会 

・３月21日「近代における八尾と鉄道－大阪鉄道(初代)の開通とその影響－」 31名 

井田 泰人氏（近畿大学短期大学教授） 

（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  ：３団体 のべ118名 



【イ】河内木綿に関連する体験 

・河内木綿・夢プロジェクト 

市内全小学校第４学年児童へ河内木綿の種を配布し、八尾のブランドであった河内木綿のことを

学ぶ機会を提供した。 

・河内木綿を育てよう！ ４月１日～５月23日 綿の種を資料館で無料配布 25名と７団体 

・河内木綿体験農園(歴史民俗資料館隣)の運営 ３月18日～10月27日 のべ89名 

・ゴールデンウィークは資料館で河内木綿にふれよう！ ５月３日～５日 ※中止 

・卓上機でコースターを織ろう！ ９月19日 12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 16件 1,271名 

   ６月９日 亀井小学校 158名 

   ６月11日 高美小学校 77名 

６月22日 大阪経済法科大学 73名 ※遠隔授業 

11月11日 六反南保育園 28名 

12月６日 永畑小学校 87名 

12月８日 東大阪市立意岐部東小学校 30名 

１月14日 貝塚市立北小学校 52名 

１月20日 曙川東小学校 72名 

１月21日 南高安小学校 144名 

  １月24日 南高安小学校 129名 

  １月27日 高安西小学校 92名 

   ２月７日 南高安小学校 139名 

２月９日 北山本小学校 34名 

２月９日 北山本小学校 37名 

２月10日 高安小中学校前期課程 37名 

   ２月21日 大阪市立丸山小学校 82名 

※学校側の都合による中止 １校、２クラス、46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  

９月16日～令和４年１月19日 ８件 495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105名 

４月４日 「古代のアクセサリー 玉のおはなし」５名 

５月２日 「錦絵にみる着物の装い」中止 

６月６日 「錦絵にみる機織りの風景」中止 

７月４日 「南北朝期の八尾城」14名 

８月１日 「南北朝期の八尾の寺社」16名 

９月５日 「江戸の消火ポンプ、龍吐水」８名 

10月３日 「錦絵にみる着物の装いと機織りの風景」９名 

11月７日 「聖徳太子の時代の八尾の遺跡」13名 

12月５日 「大聖勝軍寺の歴史」16名 

令和４年１月９日 「第一回飛行郵便の話」５名 

令和４年２月６日 「銭箱って何だろう？」７名 

令和４年３月６日 「飾りのついた須恵器の話」12名 

ファミリー体験講座 12回(うち中止２回） のべ81名 



・こどもおもちゃ教室 ４回 ７月30日、８月６日、20日、27日 のべ60名 

 ・こどもしめなわづくり 12月26日 22名 

・八尾市子ども会向けプログラム事業への協力 

 ・八尾の歴史をまなぼう 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 

（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［４件：376点］ 

・寄託品の収受［０件］ 

【イ】館蔵資料の貸出し等 

 ・貸出し件数［１件］、閲覧の許可［７件］、撮影等の許可［27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［371冊］ 

【エ】出版事業 

・特別展図録『八尾の鉄道 開通ものがたり』 

・『八尾市立歴史民俗資料館研究紀要第33号・令和３年度館報』 

【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。 

 ・YouTubeの開設 

   ｢江戸時代の木綿取り引き『河内名所図会』高安の里」を配信した。 

・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 

・歴史民俗資料館利用案内(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 

ボランティアスタッフの会 活動日26回 のべ44名 

古文書ボランティア 活動日：月３回 のべ45名 

古文書目録ボランティア 活動日：月１回 のべ14名 

おもちゃの会 活動日：29回 のべ62名 

【イ】「やお歴民友の会」活動との相互支援 ※４～９月活動休止 

・資料館歴史講座、特別展記念講演会、歴史ハイキング支援 のべ47名 

・友の会総会の支援 ４月25日 16名 

・友の会冊子作成、「友の会だより」編集会議の支援 のべ36名 

・友の会発足30周年記念講演会「明智光秀と摂河泉」 

福島克彦氏（大山崎町歴史資料館）令和４年１月30日 17名 



・古文書部会 月１回活動 活動のべ81名 

・古典部会：月１回活動 活動のべ65名 ※令和３年９月に発足 

【ウ】市民研究会「八尾の街道を歩く研究会」の開催 活動７回 のべ224名 

【エ】博物館実習生の受入と指導 

京都美術工芸大学・京都橘大学・追手門学院大学・近畿大学・佛教大学 ８名 

【オ】教職員研修等への協力 

八尾市小・中学校初任者研修 八尾市教育センター ８月６日 ※中止 

単元「総合的な探究」への発表内容の相談 大阪府立八尾高校生 11 月 12 日 ２名 

単元「総合的な探究」への発表内容の相談 大阪府立八尾高校生 11 月 17 日 ３名 

由義寺と道鏡について－小学生へのつたえかた 曙川東小学校 11 月 19 日 18 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10日収録 12月10日～配信 

・いきいき八尾環境フェスティバルの後援 ※今年度は開催されなかった 

・聖徳太子1400年プロジェクト「八尾は聖徳太子と物部守屋」への参加 

・歴史民俗資料館・埋蔵文化財調査センター、生涯学習センター連携事業「かがやき歴史講座」 

｢江戸時代の河内木綿取引」 ５月23日 ※中止 

｢八尾東部山麓の古墳－その歴史と特徴－」 ８月21日 25名 

｢八尾と鉄道の開通」 12月25日 32名 

【イ】河内木綿まつりの開催 ９月18日・19日 のべ308名 

【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 ※資料発送による開催 

【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質問・問い合わせメールの受付は行った 

【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 令和３年度の調査・研究計画 

歴史学担当 

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)、聖徳太子

と八尾に関する研究、南北朝期の八尾城研究（当館研究紀要に掲載）、沢井文

書翻刻作業（次年度企画展で紹介）、角田家文書の撮影、購入大東家文書の目

録作業、木村家住宅見学会現地説明会 

考古学担当 八尾市の古墳時代後期の遺跡についての調査、八尾の古代氏族物部氏につい

ての研究 

染織(河内木綿)

担当 

女性と子供の服飾研究、館蔵絵画資料にみる着物の装いと機織りの研究、辻

合喜代太郎氏収集染織資料の振袖・小袖の研究、河内木綿の節句幟の調査研

究（『あしたづ』第24号、河内の郷土文化サークルセンター、令和４年３月31

日に掲載） 

民俗学担当 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、コーナー展示「昔っておもしろい－道具から昔を知ろう！－」に伴う

調査 

 

（８）文化財の保存・修繕事業 

・文化財等の保存・修繕［２件：４点］ 

 



（９）施設利用者の利用状況 

 開館日数 240日 施設利用者総数 6,658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 

2,688名 2,403名 1,567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25日～６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～４月24日 令和４年２月24日～３月31日 のべ28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 市域の弥生時代後期の遺跡（４月１日～４月24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21日～９月26日「八尾を掘る －令和２年度発掘調査成果展－」 のべ86名 

・９月29日～令和４年２月18日「やおの古墳時代(初頭～前期)－３～４世紀の墓制－」のべ213名 

【ウ】掲示板展示 

・１階掲示板 ４月１日～４月24日「発掘速報2020」 

６月21日～９月26日「八尾発掘物語－東弓削遺跡、弓削遺跡の巻－」 

９月29日～令和４年２月18日「埋蔵文化財調査センターの普及活動」 

令和４年２月24日～３月31日「発掘速報2021」 

・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－令和２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】かがやき歴史講座 (会場：八尾市生涯学習センター)〈提案業務〉 

・夏季企画展『八尾を掘る』関連講演会 ６月19日※中止 

・秋季企画展『やおの古墳時代(初頭～前期)－３～４世紀の墓制－』関連講演会 10月24日 32名 

・『やお・埋蔵文化財トーク-あの遺跡・遺物は今－１～３世紀の出土土器から見た河内と近江』 

 令和４年１月23日 11名 

（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[１件] 

 



【イ】文化財の貸出・閲覧等 

・貸出し[２件] 、閲覧許可[３件]、撮影等許可[６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」25号・26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８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・分析等 

・フェイスブックの開設 

（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8,290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28,700冊] の管理 

（８）施設利用者状況 

   施設利用者 開館日数 212日 施設利用者数 327名 

施設見学者数 施設事業利用者 施設外事業利用者数 

228名 24名 75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４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 [期間 ６月７日～令和４年３月31日] 

 ・『新版八尾市史 通史編』に掲載するための図表作成等を行った。 

 

６．その他 

（１）職員研修 ０件 

（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 

６月定時理事会 
令和３年６月４日 

（決議の省略） 

・令和２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 

６月定時評議員会 
令和３年６月25日 

（決議の省略） 
・令和２年度事業報告及び決算承認に関する件 

３月定時理事会 令和４年３月23日 ・令和４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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