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【会議録】 

■教育長あいさつ 

■会長あいさつ 

■報告案件 

会 長： 案件１の越谷遺跡内の埋蔵文化財調査の範囲内おける掘削について事務

局より説明をお願いする。 

事務局： 事務局から案件の説明を行う前に、１点会議資料についての修正箇所を

報告する。 

     案件２のタイトルを会議開催の通知文では、「日本庭園学会及び日本考

古学協会の意見について」とさせていただいていたが、誤りがあったので、

本日の会議では「8月9日の越谷遺跡本調査区の現場検証と今後の調査方針

について」というタイトルに変更させていただいている。 

     それでは、改めて、案件１の越谷遺跡内の埋蔵文化財調査の範囲内にお

ける掘削について説明する。 

資料１は、今回の事案について、令和４年７月２７日付けで、組合から

本町に対して提出された報告書である。 

今回、６月２９日から越谷遺跡の発掘調査を開始したが、現在、発掘調査

を一旦停止しているところである。本報告書を基に、その経緯を説明させて

いただく。 

４ページの「３．経緯」をご覧いただきたい。 

越谷遺跡の埋蔵文化財調査については、令和３年１月に島本町ＪＲ島本駅

西土地区画整理組合から本町に対して、立会調査の協力について依頼があっ

たため、令和３年３月に立会調査を実施したものである。その結果、埋蔵文

化財の存在を確認した。 

そのため、令和３年４月に再度、越谷遺跡の確認調査を実施した結果、そ

の調査地点においても、埋蔵文化財の存在を確認した。 

これらの調査結果を基に、発掘調査の実施について組合と協議を重ねてき

ており、令和４年２月及び他区域で調査依頼をした４月には、本町から文書

でも発掘調査の実施について依頼した。 

その後、令和４年５月に、組合から越谷遺跡の発掘調査を実施する旨の回



 

答があったため、令和４年６月２０日付けで本町と島本町ＪＲ島本駅西土地

区画整理組合で、発掘調査実施についての覚書を締結し、令和４年６月２９

日から発掘調査を開始した。 

なお、今回の調査地については、組合により、本町との協議中にも関わら

ず、盛土造成と盛土内に汚水管、マンホール及び側溝が設置されたことが明

らかとなったため、埋蔵文化財調査については、盛土及び既設構造物を全て

撤去した上で実施するようお願いをし、組合に全て撤去していただいた。 

その実施内容について、業務代行者である株式会社フジタに対し、現地立

会いのもと確認したが、今回の土木工事及び撤去工事については、地表面よ

り下の土層に影響を及ぼすような工事ではないと聞いていたことから、本町

としては、その情報を信用し、対外的な説明を行っていた。 

しかしながら、発掘調査を進めた結果、令和４年７月１日に、組合による

発掘調査前の工事により地表面より下の土層まで掘削が行われていることが

明らかになった。 

ここまでが、今回の事案が発覚した経緯である。 

そのため、本町としては、埋蔵文化財調査の実施について協議中にもかか

わらず、埋蔵文化財に影響を与える可能性がある掘削が行われたこと、再三

確認したにも関わらず、当初から地表面より下まで掘削する計画であったこ

とから、発掘調査を進める前に、今回の案件についての検証を進めている必

要があると考え、発掘調査を一旦停止したものである。 

そして、令和４年７月６日に組合及び株式会社フジタに確認したところ、

当初から、構造物の埋設のため地表面より下まで掘削する計画であったこと

が判明したので、令和４年７月１１日付けで、本町から組合及び株式会社フ

ジタに対して抗議文を発出した。 

なお、組合及び業務代行者は、本事案について真摯に猛省をされており、

７月２６日に株式会社フジタの執行役員以下関係者が本町に謝罪に来られて

いる。 

また、本報告書において、最初に組合から、お詫びと、改めて、越谷遺跡

の発掘調査について協力することが述べられている。 

「本町との協議中にも関わらず、盛土造成内に汚水管、マンホール及び側



 

溝が設置された経緯」及び「埋蔵文化財調査の実施について協議中にも関わ

らず、埋蔵文化財に影響を与える可能性がある掘削が行われた経緯」に関す

る組合の見解としては、「２．当組合の見解」の４行目から記載されており、

「掘削工事着手前の令和４年３月１７日に、掘削箇所は盛土部分である事か

ら支障がなく、当組合としては埋蔵文化財調査を実施する考えがないことを

説明したうえで工事を行ったもので、組合としては令和４年３月１７日時点

で掘削工事を進めてよいものと認識をしておりました。その後、組合とフジ

タで検討した結果、改めて埋蔵文化財調査に協力する方針を決め、本町との

協議を継続して令和４年６月２０日に覚書を締結し、埋蔵文化財調査にご協

力させていただくことになりました」と報告を受けている。 

また、「当初から、構造物の埋設のため、地表面より下まで掘削する計画

であったことについての経緯」に関しては、２ページ目の２行目から記載さ

れており、「当組合・フジタともに当初計画から掘削する範囲は盛土部分で

ある事を確認し、農地表土を除いた地表面より下の土層に干渉する懸念がな

いとの認識で本町に説明をしておりました。 

しかしながら、１箇所の断面のみでの確認であり、実施計画においては汚

水本管の必要勾配等を詳細検討して計画しており、その際に地表面を考慮し

た実施計画が十分になされないまま掘削工事を実施したものです。本来であ

れば、実施計画をよく検証の上、本町に説明すべきであった点について、貴

町に対し重ねてお詫び申し上げます。」と報告を受けている。 

また、今回の事案について検証するため、資料として、６ページのものが

令和２年度に公益財団法人大阪府文化財センターと協同で実施した発掘調査

や越谷遺跡の立会調査や確認調査の前の発掘調査を実施する範囲を取り決め

た図面、７ページのものが汚水管等の設置に伴う日程のわかる工事日報、８

ページから２１ページが掘削を伴う土木工事等の位置や深さがわかる詳細図

面及び盛土の位置や厚さがわかる詳細図面として提出されているものである。 

ページを前後するが、５ページの報告書の「５．発生原因」のところには、

「本町から汚水管等が盛土内におさまっているのか？」と尋ねた際に、組合

が「おさまっている」と答えた理由などが記されている。 

実際の工事については、８ページの掘削詳細図をご覧いただきたい。 



 

今回の土地区画整理事業では、越谷遺跡内において、「ロ」の字型の道路

が計画されており、平成２９年度に確認調査を青色の範囲で３か所実施して

いる。当初の道路形状は、今の道路形状より右側にずれており、その道路形

状を基に、確認調査の位置を設定しているため、右側に寄ったものとなって

いる。 

この確認調査において、発掘調査の対象となるようなものが見つからなか

ったので、当初、この地域は発掘調査の対象にならなかった。 

その後、組合から緑で記した範囲の工事立会に、協力して欲しい旨の依頼

があったので、協力する旨を回答し、令和３年３月４日の立会調査を実施し

た。その立会調査において、鎌倉時代の遺物包含層や遺構面となる可能性の

ある土層を確認したので、再度、確認調査を実施することとした。 

令和３年４月１４日～令和３年４月１６日に赤色の部分で確認調査を実施

した結果、弥生時代～古墳時代の遺構面や平安時代の遺構面と考えられるも

のが確認できたので、その後、協議を重ね、紫色の範囲で発掘調査を実施す

ることとした。 

この範囲において、工事が実施されたのが、黄色で記された汚水管とマン

ホールなどである。 

この図面は、右側が北になり、南北に長い調査区を２本設定しているが、

下側を東トレンチ、上側を西トレンチと呼んでいる。 

これらのトレンチに並行するように、汚水の本管が設置され、道路の東西

両側は宅地となるため、その宅地への取付管が設置されることとなった。ま

た、⑧の位置には、マンホールが設置されている。これらが盛土より下まで

掘削が行われた工事の主なものである。 

次は、資料の９ページにより説明する。 

資料の９ページ以降は、それぞれの断面図が記載されているが、一番上の

赤色で記された線が、盛土後の高さとなる。その下の「農地表面」と記され

ているのが、盛土前の田んぼであった時の地表面の高さとなる。その下の、

その田んぼの耕作土より下を「当初地盤」と記されている。旧地形の地表面

より下まで掘削が行われた範囲を、黄色の網掛けで表現されており、汚水本

管や汚水取付管、一部、道路側溝などにより掘削されていることがわかるか



 

と思う。 

１０ページ以降、一つずつの断面が記されているが、この詳細については、

資料が多いので、省力させていただく。 

次は、２２ページの資料２により説明する。 

先ほど説明させていただいた掘削行為が発覚した令和４年７月１日以降、

発掘調査を一旦停止しているが、令和４年８月９日に、文化財保護審議会の

皆様に現状を確認していただくため、令和４年８月５日～令和４年８月８日

に、工事によって影響が受けた箇所がわかるように清掃作業を行った。 

その時の写真に、掘削された箇所や盛土、遺構面の位置などを記したもの

が、資料２である。 

資料２の上段の写真は、西トレンチの西壁のものであるが、壁際に汚水取

付管⑦と記した掘削範囲が、遺構面の下まで行き、現在、掘削を止めている

平面上にまで続いていることがわかるかと思う。 

これらの汚水取付管が平面で確認できるものは、この汚水取付管⑦くらい

であるが、壁面においては、それぞれの汚水取付管による掘削行為の痕跡が

確認できた。 

次は、２７ページにより説明する。 

９ページで見ていただいたとおり、汚水取付管より汚水本管の方が深くな

るため、その跡が上段の写真に写っている。右上に写っているのが、西トレ

ンチの南壁であるが、その南壁に汚水本管の際に掘削した痕跡が見られ、平

面上に続いている。下段の写真や２８ページの写真に進むにつれて、南から

北に進んでいくが、３０ページ上段の南端から約２５ｍ地点まで汚水本管の

跡が続いている。 

次に東トレンチの説明に移る。３１ページにより説明する。 

下段の写真のように、壁に汚水取付管の掘削の痕跡が見られるが、東トレ

ンチにおいては取付管の痕跡が平面的に確認できるものはなかった。 

しかし、汚水本管については、上段の写真のとおり、南壁にはっきりと汚

水本管の掘削の痕跡が確認できる。また、壁際から少し離れ、写真手前側に

汚水本管の掘削の痕跡が確認できる。このように、掘削の痕跡が途切れてい

ることから、汚水本管による掘削はこの面より、あまり深くまでは行ってい



 

ないものと思われる。 

３７ページにより説明する。 

上段から下段、左のページから右のページに進むにつれて、南から北側に

移動していくように掲載しているが、東トレンチ全域にわたって、汚水本管

の掘削の痕跡を確認できることがわかるかと思う。 

このような状況と資料１の図面を照らし合わせた結果、概ね齟齬はない

が、汚水本管等に入った土を取り出して、その深さまで確認を行った訳では

ないので、今後、発掘調査を進めながら、検証を続けていきたいと考えてい

る。 

会 長： 事務局からの報告について何か意見はないか。 

委 員： 汚水管等は、現在も、土中に存在しているのか？ 

事務局： 発掘調査前に、組合により汚水管等が設置されたので、組合と協議を行

い、撤去をしていただいている。そのため、現在、発掘調査の範囲内にお

いては、汚水管等は存在しないが、それらの設置及び撤去作業の際に掘削

した痕跡を確認した。 

委 員： 汚水管が設置された時期は、いつ頃か？ 

事務局： 資料１の４ページに経緯が記されており、令和４年４月１日から令和４

年５月１３日に設置したと報告を受けている。 

委 員： それまでに協議を実施しているならば、この位置まで掘削したら、遺跡

を傷つける恐れがあるという情報は、組合にも伝わっていたのではない

か？ 

事務局： この範囲は、発掘調査を実施する必要があることを組合に伝え、協議を

重ねてきたところである。 

     本町としても、この範囲に盛土が行われることについては、把握してい

た。しかしながら、汚水管等については、本町としても把握しておらず、

設置された後に気がついたため、組合に尋ねたところ、「汚水本管及び取付

管の掘削工事は、盛土内におさまっている」との回答いただいた。 

組合のそのような言葉によって確認を行っており、図面等の提出していた

だき、確認したものではない。 

委 員： 資料１の下から６行目に記載されている「埋蔵文化財調査を実施する考



 

えがないことをご説明したうえで工事を行ったもの」というのは、工事の

掘削が盛土より下には及ばないから、組合としては、発掘調査を実施する

つもりはないと判断をしたという意味か？ 

事務局： 先ほど、担当から説明させていただいたが、資料１６ページのとおり、

今回の越谷遺跡の発掘調査範囲は、当初の土地区画整理事業の調査範囲の

中には、入っていなかった場所である。 

     その後、立会調査及び確認調査を行い、協議を重ねていく中で、本町と

しては、この場所についても発掘調査が必要と判断した場所である。 

     それに対して、組合からは「確認調査までは実施するが、発掘調査を実

施することはできない」と言われたため、本町としては、「発掘調査が必要

な範囲であるため、発掘調査を実施していただきたい」と伝え、協議を重

ねてきたところである。 

     しかしながら、４ページのとおり、令和４年３月１７日に、組合から

「これ以上の発掘調査を実施しない」と回答された。 

     そのように言われても、本町としては、発掘調査を実施していただく必

要があることを伝え、協議が継続しているつもりであったが、組合として

は、発掘調査を実施しないことを伝え、汚水管等の敷設工事を進めたよう

である。 

     本町としては、汚水管等の敷設工事が進められているという認識がなか

ったため、判明した後に、口頭で確認を行ったものである。 

委 員：  土木工事等が行われる際には、「埋蔵文化財発掘の届出」や「土木工事

計画届出書」が提出されるようであるが、今回は提出されていなかったの

か？ 

事務局： 今回の土地区画整理事業の範囲については、埋蔵文化財包蔵地の範囲内

であるため、組合から大阪府に対して「埋蔵文化財発掘の届出」を提出い

ただいている。 

     ただし、今回の土地区画整理事業は、約１３ｈａと非常に広大な面積で

あることから、汚水管等の図面まで提出いただき、計画変更の度に、図面

を提出いただくと膨大になりすぎることから、大阪府、本町、組合の協議

の下、道路形状や計画範囲を示した図面を提出していただくこととなった。 



 

委 員： 大阪府下の埋蔵文化財行政等に携わっておりますが、通常、試掘調査や

立会調査成果を基に、遺跡の範囲や深さを示し、どのような発掘調査を実

施する必要があるのか協議しながら、進めていくことがスタンダードなこ

とではないかと考える。 

     今回の資料では、島本町がどのような調整を行ってきたか知ることはで

きないが、遺跡の範囲や深さなどのデータの共有については、島本町とし

ても、改善すべき点はないか、より丁寧にすべき点はないかなどというこ

とを考えていただきたい。組合が猛省されているということは、よく理解

したが、今後の島本町の文化財保護行政をより円滑に行うためにも、申し

あげておく。 

事務局： 今後の対応については、後の案件で説明させていただこうかと考えてい

たが、先に説明させていただくと、今回の事案については、先ほど事務局

から説明したとおり、確認については、組合との口頭でのやりとりを信用

しており、本町としてもチェック体制が甘かったと反省しているところで

ある。今後については、対応していく必要があるものと考えている。 

     ただ、今回の事案については、協議中でも、埋設されるということが伝

えられておらず、本町としても想定していなかったことですので、汚水管

等の掘削が行われる前に、図面の提出を求めるタイミングがなかったもの

と考える。 

     そのため、今後の対応としては、協議が長期化するような事案について

は、関係部署と連携し、情報共有することが必要と考える。 

     例えば、今回のような汚水管等の埋設は、工務課が担当部署となるが、

工務課に届出が行われる場合は、生涯学習課に届出や図面を提出する必要

があることを促していただく。 

     また、業者の方々は、既に承知いただいているかと思うが、届出の提出

が必要なことを啓発することを目的として、関係部署の窓口に資料４を掲

示していただき、今後、このような事案が発生しないようしたいと考えて

いる。 

委 員： 故意ではないと信じているが、このような遺跡の破壊という問題が発生

した場合は、経緯をしっかりと分析して、今後、このようなことが発生し



 

ないように努めるということしか方法はないかと考える。 

     個人的な感想で言うと、遺跡が破壊されたことは事実であるが、全体か

ら見れば、まだ十分に遺跡の調査を実施できるものと考える。今後、事業

主と調整を行い、発掘調査については町がリーダーシップをとり、現在確

認できる遺跡に対しては、しっかりと調査を行っていく必要があるものと

考える。 

会 長： 他に意見がなければ、案件２の8月9日の越谷遺跡本調査区の現場検証と

今後の調査方針について事務局より説明をお願いする。 

事務局： ３９ページの資料３により説明する。 

今回の事案が発生したことにより、今回の事案に対してしっかりとした

検証を行い、審議会の皆様にもご意見をいただいた上で、発掘調査を再開

する必要があると考え、本日の審議会を開催しているが、日本庭園学会及

び日本考古学協会から越谷遺跡の発掘調査について現地視察の申し出がき

ておりましたので、第三者から意見をいただく必要があるものと考え、令

和４年８月９日に、日本庭園学会の足立佳代氏、日本考古学協会の山川均

氏、豊田裕章氏、文化財保存全国協議会の小貫充氏、奈良女子大学の前川

佳代氏の５名の方に現地を確認していただいた。 

その後、現地確認していただいた検証結果や今後の発掘調査の進め方に

ついて、現地視察に来ていただきました前川氏が、来られた他の４名の意

見や来られなかった方々の意見も含めて、とりまとめて提出されたものが

資料３である。 

この文書は、「１．はじめに」、「２．概要」、「３．報告」、「４．今後の

調査方針に関する提言」、「５．本調査に対する意見と対応策」、「６．最後

に」で構成されているが、４０ページの「２．概要」の「⑴工事破壊の検

証」で、今回の掘削行為について述べられており、資料１で、組合から報

告があった内容と齟齬は見受けられない。 

主に今後の発掘調査の進め方について、述べられているのは、４２ペー

ジの「４．今後の調査方針に関する提言」のところである。 

全文は読まないが、例えば、４３ページの1つ目と２つ目の中黒では、

掘削された深さや形状を明らかにするため、汚水本管や汚水取付管の掘削



 

の痕跡内に入った埋め戻し土を取り除くことや立会・確認調査のトレンチ

内に入った埋め戻し土を取り除き、断面を確認しながら調査を進めること

が述べられている。 

下から２つ目の中黒では、「園池とみて全体を一つの遺構として調査を

進め」ることが述べられ、一番下の中黒では、「西トレンチ周辺の埋め土

を取り除き、旧地形を掘りだすこと」などの提案いただいている。 

現地を確認いただき、検証に参加いただくとともに、様々なご提案をい

ただいたので、今回いただいた意見を参考にさせていただきながら、事業

主である組合と協議を行い、発掘調査を進めていきたいと考えている。 

会 長： 事務局からの説明について何か意見はないか。 

委 員： ４４ページの「本調査に対する意見と対応策」において、島本町の本調

査の方法に関して問題があると記載されているが、島本町の発掘調査の方

法に本当に問題があったのか？ 

事務局： 本町としては、立会調査及び確認調査結果を基に、発掘調査の際に、調

査の対象とする場所や遺構面、遺物包含層などを決定している。 

     州浜盛土と呼ばれている場所については、鎌倉時代の遺物包含層の直下

を遺構面の可能性があり、その鎌倉時代の遺物包含層については一次堆積

と考え、人力掘削により掘り進めるよう事業主である組合と協議してきた。 

     遺構面直上の遺物包含層よりも、上の層においても、遺物を含む層はあ

るが、その直下に遺構面と考えられる土層が存在しないこと、遺物包含層

より上の土層については、かなりしまりが悪く、二次堆積である可能性が

高いものと考え、重機を用いての掘削作業を行っている。しかし、予想を

していなかった遺構の発見に対処することできるよう、また、土層内に含

まれている遺物を回収することを目的に、調査員が横につきながら掘削を

進めているため、本町の発掘調査手法に問題があったものとは考えていな

い。 

委 員： 本日は、大阪府教育庁文化財保護課の職員にも、特別委員として参加い

ただいているが、島本町の発掘調査の方法は、他市町村とは異なるやり方

をやっており、問題があるような仕方であったのか教えていただきたい。 

委 員： 行政が実施する記録保存のための発掘調査の取扱いについては、大阪府



 

で基準を定めている。 

     二次堆積であることが明らかな遺物包含層だけで形成される土層、遺物

の包含状況が稀薄な土層及び自然堆積層は、記録保存対象とはせず、発掘

調査は要しないという基準を設けている。これは、文化庁の通知に基づい

て、各都道府県で基準を作っているが、ほぼ全国的に同様の基準がなされ

ている。 

     今の事務局の説明によると、調査の所見を、そのように持った上で対応

したのであれば、基準と照らし合わせても齟齬はないものと考える。 

委 員： 日本庭園学会及び日本考古学協会から要望があったと伺っているが、資

料３の文責として前川氏の名前が挙がっているので、前川氏の最終的な文

案だと思われるが、物事には色々な見方がある。この文章では問題がある

と判断するという評価がなされているが、一つの意見として参考にすれば

良いかと考える。 

委 員： 学会、特に庭園史を研究されている方や町民にとっては、水無瀬離宮の

発見というのは、大変望まれていることかと思われるが、願望が出ている

ようにも思われる。 

     一方で、手作業での掘削や一層ずつの調査等といった膨大な作業量のこ

とを提示している。実際に、そのようなことが可能であるのか疑問である。 

     そして、先ほど特別委員も述べられたように、町は非常に一般的な発掘

調査の手法で実施した上で、町としての解釈をもっている。町としては、

所謂、州浜と呼ばれている場所についても、自然堆積である可能性が高い

と考えている。 

     本当に、州浜と言うものに結び付けられるのかということは、これから

の調査成果や遺物の出土状況などを検討していきながら、進めていくしか

ないものと考える。 

     最初から、どちらかに決めてかかって調査を進めるのは危険がある。地

層や遺物が出ただけで、離宮や庭園というのは早計ではないかと考える。 

     町には、できる限りの発掘調査を実施した上で、自然堆積であるか州浜

であるか、できるだけクリアになるように進めていただくしかないであろ

う。 



 

     あえて、州浜を見つけようとして調査を進めるのは、先入観を入れすぎ

ではないかと考える。発掘調査を進めるうえで判明した調査結果を、客観

的かつ正確に突き詰めていくべきであろう。 

委 員： 島本町の発掘調査手法は、大阪府の基準にも、文化庁の通知にも齟齬が

ないということであるので、発掘調査内容や出土遺物などの分析を慎重に

行いながら、進めていっていただきたい。 

委 員： 当然、遺跡の完全な調査するのであれば、土層を１面ずつ手作業で調査

を行うのが良いかと思うが、そのためには、膨大な経費や期間が必要とな

ってくる。 

     極端な例を言えば、町が土地を全て買い上げて、町の経費で調査を行う

のが一番良いと決まっているが、現実的には島本町の単位では不可能であ

ろう。そのような中で、どのような形で実施すれば良いかと言うと、先ほ

ど町が述べたような発掘調査手法となる。 

     考古学にとっては、ある程度の先入観も必要であるが、町としてできる

ことは、慎重に、現実的に可能な手法で発掘調査を実施していくことだけ

であろう。 

委 員： 当然、発掘調査も大事であるが、可能であれば、古文書などといった文

献資料を一つは固めておくのが良いかと思う。 

     江戸時代の文献であっても、この地域の痕跡が残されている可能性があ

り、絵図などは有力な資料になり得るものである。可能であれば、大変か

とは思うが、文献の発掘を行えば、未調査部分も多いため、手掛かりが見

つかる可能性がある。 

委 員： 当該遺跡の旧村名は、何になるのか？ 

事務局： 桜井村である。 

委 員： 近世の絵図などがあり、桜井村について確認を行えば、また新しいこと

が見えてくることもあるであろう。 

     何とか古い地図を調達したいが、あまり無いようであるので、大変かも

しれないが、そのような作業を行えば、考古学以外にも何かわかるかもし

れない。 

     大河ドラマに取り上げられているかどうかは関係なく、島本町や町民に



 

とって、水無瀬離宮は重要な遺跡であるので、大阪府はもちろん、国の関

係部局と調整しながら、慎重に調査を進めていただきたい。 

会 長： 他に意見がなければ、案件３の今後の埋蔵文化財の手続きと越谷遺跡の

発掘調査について事務局より説明をお願いする。 

事務局： まず、今後の越谷遺跡の発掘調査について説明する。 

越谷遺跡の発掘調査の範囲内における掘削行為については、組合から提

出いただいた資料１の報告書及び工事日報並びに詳細図面と発掘調査現場

の検出作業を行うことにより、ある程度検証作業が行えたものと考える。 

しかしながら、現在は平面的な確認のみであるため、掘削された場所の深

さや範囲については、未だ明らかではないところも残っている。 

その点については、今後、発掘調査作業を進めていきながら、検証作業を

行っていきたいと考えている。 

今後の埋蔵文化財の手続きについては、６４ページの資料４により説明

する。 

本町では、都市計画課に開発関係の届出や申請が行われ、上下水道部の工

務課のも水道工事等の申請が行われているので、先日より、この両課の窓口

に資料４を掲示していただくとともに、土木工事等を行う際には、生涯学

習課と協議するようご案内していただいている。 

このように、本町内においても、連携を密にして、情報共有することによ

り、生涯学習課が把握しないまま、土木工事等が行われることを防いでいき

たいと考えている。 

会 長： 事務局からの説明について何か意見はないか。 

委 員： 資料４の中に、「埋蔵文化財包蔵地」という言葉が出てくるが、それは

どういうものであるのか？町で遺跡分布図は作っているかと思うが、その

範囲のことで良いのか？ 

事務局： 所謂、遺跡のことである。新たな遺跡が見つかった際に、遺跡の発見届

が大阪府に提出されることとなるが、遺跡として認定されれば、大阪府文

化財情報管理システムに登録される。その遺跡の範囲内という意味で、埋

蔵文化財包蔵地という言葉が使用されている。 

委 員： 町の遺跡分布図内に、線でくくられているのか？ 



 

事務局： 本町の地図上に、遺跡の範囲を線でくくり、色分けしたものを公開して

いる。 

委 員： その遺跡内で、遺跡を破壊するような行為が行われる場合には、発掘調

査を実施しなければならないというような規定はあるのか？ 

事務局： 島本町の規定ではないが、文化財保護法により遺跡の範囲内において掘

削行為を行う際には、届出を提出することが決められている。 

     その届出に添付された図面を見て、遺跡にどれだけの影響を与えるのか

検討する。遺跡の影響が大きいのであれば発掘、影響が小さいのであれば

立会調査、影響が無いのであれば、工事を進めても良いが、慎重に工事を

実施するといった指示内容を考え、大阪府に意見を添えて、進達する。そ

の上で、大阪府が最終判断を行うものである。 

委 員： それは、善意に任されているのか？ 

事務局： 発掘調査の指示が出れば、その事業主に対して、必要な事項は指導する

が、発掘調査の実施についての強制力はないため、実際に実施していただ

けるかどうかは、事業主の善意という形になる。 

委 員： 補足をする。周知の埋蔵文化財包蔵地というのは、文化財保護法の中に

記載された遺跡のことである。この周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内にお

いて、開発工事を行う際は、工事着工６０日前までに届出をしなければな

らないという規定があるので、その届出は町を経由して、大阪府に提出さ

れる。その開発内容に応じて、発掘調査・立会調査・慎重工事のいずれが

必要なのか判断し、行政指導の文書を、大阪府から発出している。 

     今回については、開発事業者は、大阪府教育委員会教育長名で、発掘調

査を実施してくださいという行政指導を受けた上で、実際の発掘調査につ

いては、町と費用や期間について調整を行うという流れになる。 

委 員： 越谷遺跡は、その遺跡の中に線引きされている範囲であるのか？ 

事務局： そうである。 

     今回の土地区画整理事業は、尾山遺跡と越谷遺跡の２つ遺跡の範囲内で

ある。 

委 員： 範囲内ということは、基本的に「発掘調査をしなければならない」とま

では厳しくはないようであるが、発掘調査の対象となる可能性があるとい



 

うことか？ 

委 員： 今回の開発計画については、町からの「この開発計画に対しては、発掘

調査を実施することが適当である」という副申をいただいた上で、開発事

業内容と照らし合わせて、大阪府から開発事業者に対して、「発掘調査を

実施してください」という指導をしている。 

委 員： 水無瀬離宮と考えられる範囲については、既に、遺跡分布図内にその範

囲が記されているのか？ 

事務局： 水無瀬神宮周辺については、水無瀬離宮跡という遺跡がある。 

     その他に場所においても、発掘調査等により遺跡が見つかった場所につ

いては、事業主に遺跡の発見届を提出していただき、大阪府と遺跡の種類

や範囲等の変更について協議を行っているところであり、遺跡が存在する

ことが確実な場所については、既に認定されている。 

委 員： 資料４に「土木工事計画届出書」というものが記載されているが、これ

についても、説明いただきたい。 

事務局： 埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う際に、工事着工６０日前までに

届出をするというのは、文化財保護法により決められた手続きである。し

かしながら、本町では、条例によって、埋蔵文化財包蔵地の範囲外におい

ても、協議するよう定めているところであり、「土木工事計画届出書」と

いうものを提出していただいている。この「土木工事計画届出書」も、文

化財保護法で規定された届出と同様に、工事着工６０日前までに図面を添

付して提出していただき、埋蔵文化財包蔵地の範囲外であっても、近くに

遺跡が存在する場所や大きな開発の時には、本町から発掘調査・立会調

査・慎重工事のいずれかの指示をさせていただき、事業主の方々に、ご協

力いただいているところである。 

委 員： 町は、文化財保護法で定められている基準よりも、より厳しい基準によ

り、指導していると理解した。 

事務局： 本町では、埋蔵文化財包蔵地内で掘削される際には、文化財保護法のと

おり届出を提出していただき、埋蔵文化財包蔵地の範囲外で掘削される時

にも、条例により把握できるようにしている。 

会 長： この案件について何か意見はないか。なければこれにて、文化財保護審



 

議会を閉会とする。 
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