
新版八尾市史編纂の基本方針 

 

１．市史編纂の目的 

 

八尾は、およそ 1 万年前の旧石器時代から人の足跡がみられ、弥生時代には亀井や恩智

に大きな集落が形成され、古墳時代には多くの古墳が造られるなど、古代国家の成立を考

えるうえで重要地域である。また、物部守屋と蘇我馬子による丁未の乱や称徳天皇と弓削

道鏡による西京造営など正史にも登場する豊かな歴史をもっている。 

 

先人は、こうした郷土の歴史を残そうとして『中河内郡誌』（大正 12 年）、『久寶寺村誌』

（昭和 3 年）、『志紀村誌』（昭和 30 年）などの歴史書を著してきた。八尾市では、市制 10

周年を迎えた昭和 33 年に『八尾市史』、昭和 35 年に『八尾市史 史料編』を刊行し、長き

にわたり本市の歴史を学ぶための基本的な書物となった。その後、昭和 49 年から昭和 53

年にかけて『（近代）史料編』Ⅰ～Ⅲと史跡や文化財の写真を集めた『文化財編』、昭和 58

年に『（近代）本文編』、昭和 63 年には『増補版 八尾市史（前近代編）本文編』が編纂さ

れ、一応の完結をみた。しかし、それから既に四半世紀が経過し、多くの研究成果が蓄積

されることとなった。さらに歴史研究の進展により、古来より政治、経済の中心であった

畿内に位置する八尾市は、最新の成果に基づく全国的な視点にたった市史の編纂が急務と

なってきた。 

一方、かつては、田園地帯が広がっていたまちには道路が整備され、住宅やマンション

が立ち並ぶ都会の風景がみられるようになり、近年、交通や通信機能の拡大がもたらした

急速な変化は、地域社会や人々の暮らしにも大きな変革をもたらした。人口は増えたが、

昔日の八尾の風俗、風景を知っている人たちは少なくなり、資史料の散逸が懸念されるな

かで、早急な調査、保存が求められている。 

 

本市は、昭和 41 年以来、4 次に亘る総合計画によって、まちづくりを推進してきた。そ

の間に高度経済成長や石油ショック、バブルによる好景気、そしてその崩壊に伴う失われ

た 10 年という目まぐるしい経済変化を経験し、整備はハードからソフトに移行するなか、

その主体は行政から市民主導へと舵がきられた。平成 23 年度からの第 5 次総合計画では、

安全、環境、にぎわい、子どもの成長、魅力発信、協働をキーワードに 21 世紀のまちづく

りのための新しい方向性を示している。 

  しかし、行政が目指す将来像や新世紀に相応しい持続可能なシステムを組み込んだまち

づくりにしても、先人の歩みや願いを切り離して考えることはできない。地域の成り立ち

を理解し、それらを踏まえて八尾市政の未来を構想し、実現していくためには、歴史を重

視しなければならない。また、市民に八尾を再発見してもらい、故郷を愛する心を育んで

もらうためにも、最新の研究成果や情報を盛り込んだ新しい八尾市史の編纂を進めること

は大きな意味を持つものである。 

 

 



２．これまでの市史編纂の歩み 

八尾市史は、市制 10 周年事業を契機として刊行され、その後、周年を迎える毎に追加し

て編集、刊行されてきた。 

                              [☆‐市史本編、◇－紀要] 

 昭和 33 年 11 月  ☆『八尾市史』刊行 （市制 10 周年事業） 

   昭和 35 年 ３月  ☆『八尾市史 史料編』刊行  

  

  昭和 43 年 11 月   市制 20 周年記念事業として、『近代編』の編纂が決定 

昭和 45 年 10 月   教育委員会に市史編さん室を設置 

   昭和 46 年 ６月  ◇市史紀要第１号『行政区画の変遷』（53年 3 月に改訂版） 

   昭和 47 年 ３月  ◇市史紀要第２号『縞帳－河内・大和－』 

   昭和 49 年 ９月  ◇市史紀要第３号『八尾の歴史』 

11 月  ☆『（近代）史料編Ⅱ』刊行 

◇市史紀要第４号『河内木綿の販路-河内から近江-』 

   昭和 50 年 12 月  ☆『（近代）史料編Ⅰ』刊行 

   昭和 51 年 ３月   ◇市史紀要第５号『縞帳（続）－丹波－』  

 第６号『八尾の条里制』 

   昭和 52 年 ３月  ☆『文化財編』刊行 

   昭和 53 年 ３月  ☆『（近代）史料編Ⅲ』刊行 

   昭和 55 年 ９月   ◇市史紀要第７号『中世八尾城の所在について』 

   昭和 58 年 12 月  ☆『（近代）本文編』刊行 

 

    昭和 60 年 １月   ◇市史紀要第８号『八尾市小字名表』  

第９号『久宝寺寺内町の町割』 

 昭和 63 年 10 月 『八尾市史』の改訂版である☆『増補版 八尾市史（前近代編）本

文編』刊行（市制 40 周年記念事業） 

                          

 

３．これまでの市史の課題 

  既刊の市史は、本市の歴史をコンパクトにまとめたもので、市の成立ちや史跡等につい

ての情報を与えてくれるものであった。しかし、基本は昭和 33 年に作成されたものであり、

また、近代編も刊行から 30 年近い歳月が流れており、次のような課題がみられる。 

   (1)個別に文化財の説明はあるが、歴史的な位置づけがなく、物語性に乏しい。 

   (2)部分的な調査しか行っていない事項や資史料の取扱いが十分ではないものがあり、

現在の視点からみて新たな解釈を求められるものがある。 

   (3)最新の文化財調査の情報や昭和 50 年代以降の記述が収録されていない。 

   (4)写真や図面がモノクロであり、また生活風景の写真が少なく、その時代の生活が想

像できない。 

   (5)史料編掲載の古文書は、読み下し文や説明がなく、一般には分かりにくい。 

   (6)これまでの市史編纂の資史料データや写真などの記録類が残されていない。 



４．新しい市史編纂の方向性 

  郷土に誇りを持ち八尾の歴史をまちづくりや生活に活かすための視点と文化財や史跡に

対する理解が市民に備わっていることを目標として、以下の方向性に基づき編纂を進める。 

(1) 古代より政治・経済の中心であった畿内に位置する八尾が、日本史の中で果たして

きた役割を明らかにするために他地域との歴史的な繋がりも含めて記述する。 

(2) 八尾の歴史、伝統文化の検証をするうえで欠かせない資史料を次世代に伝えるため、

時代の流れや歴史的評価の変化に左右されず、学問的に価値がある資料編の編集に

重点をおくとともに、市域に限らず周辺及び関連地域の資史料を総合的に扱う。 

(3) 様々な世代にとって読み易くするため、優しい文章で記述し、写真や図表を多く用

い、また、市民に親しみやすい市史にするため、刊行形態についても工夫し、新た

な市史の形態を提示する。 

    (4) 資史料調査を十分に行うため、学識研究者だけでなく、財団法人八尾市文化財調査

研究会をはじめ、市民、NPO 団体、地域の研究者や学校も参画して収集する体制を

つくるとともに、市民への周知のために情報発信や意見交換の場を設ける。 

(5) 収集した資史料の散逸を防ぎ、適正に整理・保存し、市民に広く公開してまちづく

りや生涯学習、学校教育などへの活用に努める。 

 

５．対象項目 

Ａ）民俗      ①無形民俗文化財（人生儀礼・年中行事・民話・伝承） 

②有形民俗文化財（衣食住・生業・交通・信仰） 

Ｂ）美術工芸    絵画、彫刻、陶芸、染織 

Ｃ）考古      ①記念物（古墳・城跡・遺構） 

②考古資料（土器・金属製品・石製品・木製品） 

Ｄ）建造物      建築物、石造物 

Ｅ）文書      編年史料、寺社関係文書、村関係文書、行政関係文書、書籍、典籍 

Ｆ）歴史資史料   古絵図・地図・古写真・絵葉書   

Ｇ）特記     【古代】物部氏（聖徳太子）、高安城、由義宮（道鏡） 

            【中世】寺内町 

            【近世】大和川付替え、河内木綿、郷塾、街道 

            【近代】鉄道 

【現代】八尾空港 

 

６．基礎的調査項目 

  ①民俗調査  （習俗・伝承・年中行事・信仰・祭礼・生業・民具等） 

  ②美術工芸調査（寺社の絵画・彫刻・工芸品・陶芸・染物） 

③考古資料調査（市内出土遺物・市外で保管されている八尾市域出土遺物） 

④建造物調査 （寺院・神社・古民家・近代建築・町並み） 

  ⑤石造物調査 （石仏・道標・石碑・石塔・燈籠・狛犬・墓標等） 

  ⑥史料等の調査（庄屋・寺社・行政関係等の文書、新聞記事等） 

  ⑦その他   （自然・地理的環境調査、写真・絵葉書等） 



７．市史の構成 

  「読む人に優しい市史」を基本として、調べるために手に取るから、気軽に読めるような

新しい市史像を提示するため、従来の通史編、資料編だけでなく付帯刊行物も作成する。

また、八尾市の歴史を語るうえでの基礎となる資料編は、学術的な裏付けを必要とするが、

説明文や読み下し文を添付し、出来るだけ市民の方にも分かりやすいものを作成する。 

 

  Ａ)通史編 

   八尾市域における地理的な成立ちや史跡や文化財についての調査、研究の成果、書物

に残された物語などを、現在の歴史学研究を十分反映し、全国的な視点から歴史的な位

置を行って叙述したものである。 

１巻  先史時代～古代 

２巻 中世～近世 

３巻 近代～現代 

 

Ｂ)資料編 

 通史編の根拠となるものであり、今後の歴史の検証に寄与するため、普遍的な学問的

な価値を持つものに重点を置き、各資史料については、出来るだけ説明を付与するもの

とする。また、旧市史の「史料編」に記載されているもので重要な項目については、字

句や内容を見直して再掲する。 

１巻 民俗 

２巻 美術工芸 

３巻 考古 

４巻 建造物（建築物・石造物） 

５巻 文書（古代～中世） 

６巻 文書（近世Ⅰ） 

７巻 文書（近世Ⅱ） 

８巻 文書（近世～近代） 

９巻 文書（近代～現代） 

 

Ｃ)別冊 

      歴史を習い始めた中学生から高校生が教材としても活用できるように挿図を増やし、

図録的のように分かり易くまとめたコンパクトな冊子で、編纂期間内に数冊刊行する。 

『やさしい八尾市史（仮称）』 別巻１～Ｘ巻 

 

Ｄ)付帯刊行物 

   (1)５.対象項目の G)特記は、八尾にとって重要な歴史的事象であり、市民の関心も

高いため、市史に十分反映できない場合は、分かり易く、写真を多く取り入れた冊子

を刊行する。 

『市史叢書』１～Ｘ巻  

     (2)通史や資料編に十分掲載できなかったものや継続的な調査が必要な事項について



は、研究成果を別途公表する。 

 『市史紀要』１～Ｘ巻  

 

８．刊行計画 

(１) 刊行媒体について 

近年の電子書籍の発達は目覚しく、今後の歴史研究の基礎資史料として長く活用され

るためにはデジタル化を進める必要があり、発刊時点における最新のデジタル媒体によ

る頒布に努めなければならない。しかし、技術革新の進歩は著しく、将来的にはデータ

が再生機器に対応できない場合もあることから印刷物である書籍版も併せて刊行する。 

(２) 刊行スケジュール 

通史編の基本となる資料編の作成には調査を含めて、少なくとも 5年以上の期間が必

要になる。しかし、市史編纂についての情報を出来るだけ早く市民の方に公開していく

ことが重要であることから、市史叢書や紀要を随時刊行していくことが望まれる。 

《作成の流れ》①編集・調査方針の決定 ⇒ ②資史料の所在確認・調査・収集 ⇒ ③研究・資史料

翻刻・写真撮影 ⇒ ④原稿執筆 ⇒ ⑤編集・校正 ⇒ ⑥印刷・製本 ⇒ ⑦刊行 

  編纂期間や市史の構成の見直しが必要な場合は、資史料調査や収集の状況等を勘案し

たうえで、市史編纂委員及び市史編集委員と十分協議し、変更を図らなければならない。 

 

Ａ）通史編 

 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

先史時代～古代          刊行   

中世～近世           刊行  

近代～現代            刊行 

Ｂ）資料編 

民俗       刊行      

美術工芸         刊行    

考古      刊行       

建造物        刊行     

文書（古代～中世）       刊行      

文書（近世Ⅰ）      刊行       

文書（近世Ⅱ）        刊行     

文書(近世～近代)          刊行   

文書（近代～現代）         刊行    

Ｃ）別冊 

やさしい八尾市史

（仮称） 

   刊行    刊行    刊行 

Ｄ）付帯刊行物 

市史叢書    随時刊行 

市史紀要    随時刊行 

・編集方針の決定 

・資史料収集 

・調査・分析 

・研究 

・写真撮影 

・原稿執筆 

・編集、校正 



９．市史編纂を進めるための組織体制 

 市史編纂委員によって決定された基本方針にしたがって、学識経験者等で構成される市

史編集委員が刊行する市史の編集方針を決定し、それぞれの市史編集委員が所属する専門

部会で、調査や執筆の実務を行う。 

調査に際しては、財団法人八尾市文化財調査研究会や歴史民俗資料館と協力し、全市的

な悉皆調査を実施する。また、郷土の歴史に深い造詣をもつ市民にも参加をしてもらう組

織作りが必要である。さらに学校や NPO 団体などと連携し、地域に根ざした調査を行う。 

  市史編纂の組織体制としては、以下のとおりとなる。 

 

(1)市史編纂委員 

   学識経験者及び行政職員等によって構成され、市史編纂の基本方針並びに運営計画を

決定する。 

（2)市史編集委員 

   専門部会の長である学識経験者等によって組織され、調査・研究の方向性、資史料収

集の選別、市史の編集や掲載資史料の選択を行う。 

(3)専門部会 

    資料編に合わせて、考古、古代/中世、近世、近/現代、民俗、美術、建造物の７つの部会

で構成し、市史編集委員を含めた学識経験者の他、調査担当者や執筆担当者によって組

織される。資史料の収集、調査や研究、保存と市史の執筆などの実務を行う。 

(4)市史編纂室 

   長期間にわたる市史編纂事業を円滑に遂行していくために市史編纂室を設け、次の業

務を行う。 

  ・ 市史編纂委員、市史編集委員、専門部会員の会議に関する事務 

・ 市史編集委員や専門部会員が必要とする資史料の調査、収集等の調査補助業務 

・ 近世から現代文書の収集、目録作成、解読等の調査業務 

・ 市民や NPO、学校等との協働に関する事務 

・ 市史編纂事業を市民に広く周知するための講演会や展示会の開催に関する事務 

    

また、上記の業務を行うにあたり事務担当職員及び古文書・資料調査のための専門職

員等を配置する。 

    

    

 

 


