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堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市
泉佐野市、富⽥林市、河内⻑野市、松原市
和泉市、羽曳野市、高石市、藤井寺市
泉南市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町

田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村



1 ルート情報あり 観光

2 ルート情報あり 観光

3 ルート情報あり 観光

百舌鳥・古市古墳群➀ 仁徳天皇陵等（徒歩視察）

補足情報

http://www.city.sakai.lg.jp/kanko/rekishi/sei/index.html関連URL

市町村 堺市
受入可能人数 40人

- 1 -

 平成31年の世界遺産登録をめざす古墳群を歩いて視察。
 ★★アピールポイント★★

世界最大級の面積を誇る墳墓である仁徳天皇陵古墳をはじめとする百舌鳥古墳群。周辺にある博物館で
は、百舌鳥古墳群について詳しく学べる展示やVR体験、シアター上映を行っている。

応神天皇陵には駐車場がありません。

補足情報 (注)一般の方向けの情報となっておりませんので、参
考にご覧ください。

百舌鳥・古市古墳群➁ 応神天皇陵古墳

 平成31年の世界遺産登録をめざす古墳群をヘリコプターで視察。
 ★★アピールポイント★★

地上からは見ることができない古墳群の広大さを確認できる。

百舌鳥・古市古墳群➀ 仁徳天皇陵等（ヘリ視察）

関連URL http://www.city.sakai.lg.jp/kanko/rekishi/sei/index.html

世界文化遺産をめざす百舌鳥・古市古墳群の構成資産のひとつ。古市エリアの中央部に位置する、日本第2
 位の大きさの前方後円墳。
 ★★アピールポイント★★

堺市の仁徳天皇陵古墳に次いで、墳丘の⻑さが⽇本第2位の前⽅後円墳。
墳丘の体積（143万㎥）は第1位である。墳丘の周囲に二重の濠と堤をもつ。

補足情報

関連URL http://www.mozu-furuichi.jp/jp/learn/map/f12.html

受入可能人数 15人

市町村 堺市
受入可能人数 30人

市町村 羽曳野市



4 ルート情報あり 観光

5 ルート情報あり 観光

6 ルート情報あり 観光

百舌鳥・古市古墳群➂ 峯ヶ塚古墳

補足情報

https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/shougaigakushu/bunkazaihogoka/bunkazai/iseki_shokai/関連URL

市町村 羽曳野市
受入可能人数 30人

- 2 -

世界文化遺産をめざす百舌鳥・古市古墳群の構成資産のひとつ。5世紀末頃に築造され、古市古墳群の中で
は内部施設が発掘調査されている数少ない前方後円墳。平成3年の発掘調査で確認された石室から、銀や鹿

 角製などの装飾品を付けた大刀をはじめ3,500 点以上に及ぶ副葬品が発見された。
 ★★アピールポイント★★

実際に古墳に登って見学。

補足情報

百舌鳥・古市古墳群関連（羽曳野市文化財展示室）

世界文化遺産をめざす百舌鳥・古市古墳群の構成資産のひとつ。5世紀初め頃に築造され、古市古墳群の中
 で5番目の規模をもつ大型の前方後円墳。

 ★★アピールポイント★★
沿道から古墳の様子を見学。
隣接する羽曳野市役所屋上から同古墳を含め古市古墳群も見学できる。

百舌鳥・古市古墳群➃  墓山古墳

関連URL https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/shougaigakushu/bunkazaihogoka/bunkazai/iseki_shokai/

古市古墳群及びその周辺から出土した遺物を展示。（展示品の中心は埴輪で、栗塚古墳出土の家形埴輪、
冠帽形埴輪、軽里4号墳から出土した石見型埴輪、その他白鳥陵古墳や安閑天皇陵古墳から出土した埴輪、

 また峯ヶ塚古墳から出土した装飾品など）
 ★★アピールポイント★★

出土した遺物を間近に見学。

補足情報

関連URL https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/shougaigakushu/bunkazaihogoka/bunkazai/siryoukan/6743.html

受入可能人数 30人

市町村 羽曳野市
受入可能人数 30人

市町村 羽曳野市



7 ルート情報あり 観光

8 ルート情報あり 観光

9 ルート情報あり 観光

百舌鳥・古市古墳群➄ 古室山古墳

補足情報 道明寺天満宮〜道明寺〜古室⼭古墳〜仲姫命陵古墳ま
でルート訪問可能。単独訪問も可能。

http://www.fujiidera-kanko.info/spot/komuroyama.html関連URL

市町村 藤井寺市
受入可能人数 30人

- 3 -

 世界文化遺産をめざす百舌鳥・古市古墳群の構成資産のひとつ。4世紀後半に築造された前方後円墳。
 ★★アピールポイント★★

実際に古墳に登って見学。上からは前方後円墳の形を目で見て感じることができる。墳丘の上からは金剛
山地やあべのハルカスを見渡すことができる眺めのいい古墳。

葛井寺〜市⽴⽣涯学習センター〜仲哀天皇陵古墳まで
ルート訪問可能、単独訪問も可能。

補足情報 道明寺天満宮〜道明寺〜古室⼭古墳〜仲姫命陵古墳ま
でルート訪問可能。単独訪問も可能。

百舌鳥・古市古墳群⑦ 仲哀天皇陵古墳

世界文化遺産をめざす百舌鳥・古市古墳群の構成資産のひとつ。応神天皇の皇后である仲姫命が葬られて
 いるとされる。

 ★★アピールポイント★★
沿道から古墳の様⼦を⾒学。墳丘⻑290メートルの前⽅後円墳で古市古墳群の中で2番目の⼤きさを誇る。
拝所からの見学。

百舌鳥・古市古墳群⑥ 仲姫命陵古墳

関連URL http://www.fujiidera-kanko.info/spot/nakatsuhime.html

 世界文化遺産をめざす百舌鳥・古市古墳群の構成資産のひとつ。幅の広い濠と幅の狭い堤が特徴。
 ★★アピールポイント★★

沿道と拝所から古墳の様子を見学。

補足情報

関連URL http://www.fujiidera-kanko.info/spot/chuai.html

受入可能人数 30人

市町村 藤井寺市
受入可能人数 30人

市町村 藤井寺市



10 ルート情報あり 観光

11 ルート情報あり 観光

12 観光

百舌鳥・古市古墳群⑧ 津堂城山古墳

補足情報

http://www.fujiidera-kanko.info/spot/tsudoushiroyama.html関連URL

市町村 藤井寺市
受入可能人数 30人

- 4 -

世界文化遺産をめざす百舌鳥・古市古墳群の構成資産のひとつ。４世紀後半に造られた、古市古墳群にお
 ける大王陵造営の先駆けとなった古墳。内濠からは水鳥形埴輪など、貴重な資料が多数発掘された。

 ★★アピールポイント★★
埋葬施設が発⾒され、竪⽳式⽯室の中に国内最⼤級の⻑持形⽯棺が納められており、実物と同じ兵庫県⾼
砂市産の⻯⼭⽯を使った実物⼤レプリカを⾒学。隣接するガイダンス棟「まほらしろやま」で、出⼟した
埴輪や土器を見学。

補足情報 ・仁徳天皇陵古墳に近接

だんじり会館

 伝統的な作庭技術を駆使した2.6haの美しい築山林泉廻遊式庭園。
 ★★アピールポイント★★

「昭和の小堀遠州」と称えられた中根金作が作庭。抹茶や和菓子も楽しむことができる。

大仙公園日本庭園

関連URL http://www.daisenteien.jp/

 岸和田最古のだんじりや法被など、だんじり祭に関する資料を展示。
 ★★アピールポイント★★

大型マルチビジョンや３D映像でだんじり祭の熱気と迫力を紹介しています。
だんじりの大屋根に乗る大工方の体験や鳴り物体験でだんじりを心ゆくまで実感できます。

補足情報

関連URL https://kishibura.jp/danjiri/

受入可能人数 30人

市町村 堺市
受入可能人数 30人

市町村 岸和田市



13 観光

14 観光

15 観光

岸和田城

補足情報 だんじり会館から徒歩3分

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/36/kishiwadajyo.html関連URL

市町村 岸和田市
受入可能人数 30人

- 5 -

 秀吉が叔父の小出秀政を城主とし、泉州地域の守りの要とした城。現天守閣は昭和29年に再建。
 ★★アピールポイント★★

城内では企画展を開催。天守閣からは泉州一円や国指定名称「岸和田城庭園（八陣の庭）」を鑑賞できま
す。

月曜休館（祝日の場合は、翌火曜日が休館）

補足情報 水曜休館

紀州街道（まちづくりの館）

ＪＡいずみのの地産地消の拠点、「食」と「農」のシンボルです。地域の旬の食材を使った料理を、
 ビュッフェ形式でお届けする「泉州やさいのビュッフェ&カフェ」も併設されています。

 ★★アピールポイント★★
安全・安心で新鮮な農産物を取り揃えた農産物直売所。食と農に関する体験を通じて、農業の役割と大切
さを知ることができる楽しい学びの体験交流館。

愛彩ランド

関連URL http://www.ja-izumino.or.jp/farmstand/index.php

城下町の雰囲気を留め、江⼾時代に岸和⽥の中⼼地であった本町の紀州街道の道筋には、その歴史を物語
 る建築物等が数多く遺されています。

 ★★アピールポイント★★
・ふるさと郷土賞（国土交通省）
・美しい日本の街道を歩きたくなるみち500選
・大阪ミュージアム登録
・岸和田市こころに残るみち景観

補足情報

関連URL http://kishiwadahonmachi.com/

受入可能人数 30人

市町村 岸和田市
受入可能人数 30人

市町村 岸和田市



16 観光

17 観光

18 ルート情報あり 観光

水間寺

補足情報

http://www.mizumadera.or.jp/関連URL

市町村 貝塚市
受入可能人数 100人

- 6 -

奈良時代に、聖武天皇の勅命を受け、僧行基が建立したとされる天台宗の別格本山の寺院、府下最大級の
 本堂、府下唯一の三重塔などが建つ。

 ★★アピールポイント★★
⽔間寺千本搗餅つきなどの⺠俗芸能⾏事が⾏われているとともに、愛染堂の堂前には、お夏清⼗郎の墓所
があり、恋人の聖地に選定され、様々なイベントが行われている。また、寺僧制度があり、地域の人びと
によって守られている寺院である点。

補足情報

犬鳴山七宝龍寺「瀧修行体験」

奈良時代に、僧行基が建立したとされる観音寺の観音院（本堂の国宝孝恩寺観音堂）を引き継いだ浄土宗
 の寺院。

 ★★アピールポイント★★
観音堂は、鎌倉時代に建てられた府下で最古級の木造建造物であるとともに、収蔵庫には、国の重要文化
財である18躯の仏像と板絵1枚が安置されている点。

孝恩寺

関連URL ―

 犬鳴山修験者先達の指導のもと、行者ヶ瀧で瀧修行をする修験道体験。
 ★★アピールポイント★★

関空から車で30分のところにある犬鳴山七宝龍寺は、1300余年の歴史ある古刹。女性も参加できるため、
女人禁制の大峯山に対して女人大峯ともよばれており、女性行者も多く修行している。

補足情報

関連URL http://www.inunakisan.jp/gyouja/taiken

受入可能人数 10人

市町村 貝塚市
受入可能人数 50人

市町村 泉佐野市



19 観光

20 観光

21 観光

い草のコースター作り

補足情報

https://tabica.jp/travels/3165関連URL

市町村 泉佐野市
受入可能人数 20人

- 7 -

 畳をを使ってオリジナルコースターを作る。
 ★★アピールポイント★★

日本の文化の畳を身近に感じられる。

補足情報

ワイワイ！泉だこdeタコパーティ

泉州タオルを丸めたケーキ台に用意したパーツ(花や果物)を自分のセンスでデコレーションし、自分でお
 土産を作る。

 ★★アピールポイント★★
泉州タオルは、130年の歴史を持つタオル発祥の地。泉州タオルを使ってオリジナルなタオルケーキが作
れます。

タオルで世界に一つのケーキ�

関連URL https://tabica.jp/travels/2507

 関空マリーナにて、大阪湾の景色を楽しみながら、泉だこを使ったタコ焼き作り体験をし、試食する。
 ★★アピールポイント★★

地元で捕れる泉だこを使ってのたこ焼き作りで、大阪の粉もん文化を身近に感じてもらえる。

補足情報

関連URL https://www.icp-japan.or.jp/

受入可能人数 ４⼈〜20⼈

市町村 泉佐野市
受入可能人数 20人

市町村 泉佐野市



22 観光

23 観光

24 観光

よさこいdeゑぇじゃないか！！

補足情報

http://nigiwai-p.jp/eejanaika/photo14関連URL

市町村 泉佐野市
受入可能人数 5⼈〜20⼈

- 8 -

大阪府下最大級ともいわれる「ゑぇじゃないか祭り」は、全国各地から100チーム以上が参加するよさこ
 いの祭典。講師によるよさこい踊り体験ができます。

 ★★アピールポイント★★
衣装を身につけ、鳴子を両手に踊ります。よさこいチームによる演舞も観覧できる。

補足情報

富田林市農業公園サバーファーム

 永禄初年(1558〜1561)に創建。
 ★★アピールポイント★★

重要伝統的建造物群保存地区に選定。

富田林寺内町

関連URL ―

 広さ20ha。甲子園球場5個分の広大な敷地。
 ★★アピールポイント★★

農業体験。いちご・ぶどう狩りや野菜の収穫等。

補足情報

関連URL http://www.savor-farm.or.jp

受入可能人数 100人

市町村 富田林市
受入可能人数 ―

市町村 富田林市



25 ルート情報あり 観光

26 ルート情報あり 観光

27 ルート情報あり 観光

天野山金剛寺

補足情報 ※河内⻑野市ルート情報 ID：４

http://amanosan-kongoji.jp/index.php関連URL

市町村 河内⻑野市
受入可能人数 30人

- 9 -

奈良時代に聖武天皇の命により、当時の高僧である行基により開山。4つの国宝と37の重要文化財を保
 有。

 ★★アピールポイント★★
平成の大修理により往時の姿が蘇った境内、新国宝のご本尊や国宝指定候補の屏風、千年杉や四季彩り豊
かな庭園の拝観。

※河内⻑野市ルート情報 ID：８

補足情報 ※河内⻑野市ルート情報 ID：６

関⻄サイクルスポーツセンター

⻄暦701年に修験道の開祖・役⾏者が開創。
 後に弘法大師空海が真言宗の道場とした寺院。

 ★★アピールポイント★★
国宝である美しい本堂の拝観と絵写経の体験。境内で地元野菜を使った精進料理を味わえる。

観心寺

関連URL http://www.kanshinji.com/

1974年に開園。アトラクションに自転車要素を取り入れた「サイクルアトラクション」を楽しむことがで
 きる。

 ★★アピールポイント★★
⾦剛⽣駒紀泉国定公園内のサイクリング（全⻑３km）。⽔陸両⽤⾃転⾞などの変わり種⾃転⾞の試乗。

補足情報

関連URL http://www.kcsc.or.jp/

受入可能人数 50人

市町村 河内⻑野市
受入可能人数 30人

市町村 河内⻑野市



28 観光

29 観光

30 観光

天見温泉 南天苑

補足情報

http://www.e-oyu.com関連URL

市町村 河内⻑野市
受入可能人数 20人

- 10 -

明治・大正時代を代表する建築家である辰野金吾氏が手がけた、国内でも数少ない和風建築を有した温泉
 旅館。

 ★★アピールポイント★★
南北朝時代から高野山に向う旅人を癒したといわれる天見温泉。
明治、大正期の意匠を残す客室で旬素材の日本料理を味わえる。

補足情報

布忍神社

開運松原六社参り（松原市内五社と大阪市一社を元旦から1月15日までに参詣する行事。）執り行い社の
 一社。

 ★★アピールポイント★★
平成29年に⽇本遺産に認定された『1400年に渡る悠久の歴史を伝える「最古の国道」〜⽵内街道・横⼤路
（⼤道）〜』の構成⽂化財。社地は、5世紀前半に即位した反正天皇の丹⽐柴籬宮の伝承地とされます。境
内末社に祀られている⻭神社はめずらしく、⽇本で唯⼀の⽯造の⻭磨き⾯があり、⻭に触れると⻭が丈夫
になるといわれています。

柴籬神社

関連URL https://www.shibagaki.or.jp

開運松原六社参り（松原市内五社と大阪市一社を元旦から1月15日までに参詣する行事。）執り行い社の
 一社。

 ★★アピールポイント★★
大阪府指定有形文化財に指定されている本殿には、狩野探幽が描いたと伝えられている唐獅子絵がありま
す。また、昨年GoogleのCMで全国的に有名になった、現代アーティストのイチハラヒロコとコラボした
吉凶で占わない「恋みくじ」が人気。インパクトのある言葉が心に刺さります。

補足情報

関連URL http://www.eonet.ne.jp/~nunose/

受入可能人数 30人

市町村 松原市
受入可能人数 30人

市町村 松原市



31 観光

32 観光

33 観光

和泉市久保惣記念美術館

補足情報

http://www.ikm-art.jp/index.html関連URL

市町村 和泉市
受入可能人数 30人

- 11 -

落ち着いた佇まいの美術館であり、⽇本と中国の古美術品を中⼼に、浮世絵版画、⻄洋美術などの貴重な
 作品を鑑賞することができます。

 ★★アピールポイント★★
美しい日本庭園の見学。ティールームも併設されており、美術品を鑑賞したあとも、このスペースで心や
すらぐ時間を過ごせます。

補足情報

池上曽根史跡公園

産業廃棄物の最終処分(埋立)地であったものを｢処分場跡地のリサイクル｣という形で再生された公園で
 す。四季折々の花を年中楽しむことができます。

 ★★アピールポイント★★
入場無料。四季折々の花の見学。敷地だけでなく公園内の設備や資材等についてもほとんどがリサイクル
品を使用するなど、通常の公園とは違い、リサイクル・自然と人々の共生・ふれあいの場をテーマとして
います。

和泉リサイクル環境公園

関連URL http://www.dinsgr.co.jp/park/

弥生時代最大級の規模と内容です。遺跡の総面積は約60万㎡と推定され、その中心部は国の史跡に指定さ
 れており公園内には復元された建物や学習館などがあります。

 ★★アピールポイント★★
約80畳の広さを持つ⼤型建物やクスの⽊をくり抜いた直径2mの井⼾の⾒学。

補足情報

関連URL http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/bizikankosan/rekishi/index.html

受入可能人数 30人

市町村 和泉市
受入可能人数 50人

市町村 和泉市



34 観光

35 観光

36 観光

大阪府立弥生文化博物館

補足情報

http://www.kanku-city.or.jp/yayoi/関連URL

市町村 和泉市
受入可能人数 30人

- 12 -

弥生時代の生活や対外交流の様子を紹介しています。また考古学セミナーや弥生文化体験など、楽しく日
 本文化の源流を学ぶことができる催しもあります。

 ★★アピールポイント★★
日本で唯一弥生時代をテーマにした博物館です。

カメラを通して見るとより良く見えるので、カメラ好
きの方に最適です。

補足情報

工場夜景

571 年、欽明天皇の勅命で応神天皇陵の前に設けられた日本最古といわれる八幡宮。宝物として、源頼朝
寄進の「塵地螺鈿金銅装神輿」(国宝)や丸山古墳出土の「金銅装透彫鞍金具」(国宝)など貴重なものが数多

 く収められている。
 ★★アピールポイント★★

収蔵する源頼朝寄進の国宝などの見学。また、八幡宮からは百舌鳥・古墳群の仁徳陵古墳に次いで2番目の
規模を誇る応神天皇陵古墳の様子をうかがうことができる。

誉田八幡宮

関連URL http://www012.upp.so-net.ne.jp/kondagu/index.html

 多数のプラントの夜間照明が工場独特の夜景を見せてくれます。
 ★★アピールポイント★★

近年日本で注目度が高まりつある工場夜景。高石の工場夜景は日本１０大工場夜景の1つです。

補足情報

関連URL http://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka/seisakusuishin/sogoseisaku_ka/osakasenshu_sightseeing_guide/

受入可能人数 40人

市町村 羽曳野市
受入可能人数 30人

市町村 高石市



37 観光

38 観光

39 観光

道明寺天満宮

補足情報 道明寺天満宮〜道明寺〜古室⼭古墳〜仲姫命陵古墳ま
でルート訪問可能。単独訪問も可能。

http://www.fujiidera-kanko.info/spot/tenmangu.html関連URL

市町村 藤井寺市
受入可能人数 30人

- 13 -

土師氏の氏神として成立し、のちに土師氏の子孫でつながりの深い菅原道真とおばの覚寿尼公を祭神とし
 た1400年以上の歴史ある天満宮。

 ★★アピールポイント★★
菅原道真公が愛用したと伝わる国宝の見学。絵馬奉納、御祈祷体験。

葛井寺〜市⽴⽣涯学習センター〜仲哀天皇陵古墳まで
ルート訪問可能、単独訪問も可能。

補足情報 道明寺天満宮〜道明寺〜古室⼭古墳〜仲姫命陵古墳ま
でルート訪問可能。単独訪問も可能。

葛井寺

7世紀中葉に土師氏の氏寺として建立された尼寺。菅原道真公のおばの覚寿尼公が住まわれ、道真公も立ち
寄ったとされる。関⻄風桜餅（道明寺餅）など和菓⼦の材料として知られる「道明寺糒」「道明寺粉」発

 祥の寺としても有名。
 ★★アピールポイント★★

国宝の十一面観音菩薩立像などの見学。御祈祷体験。呈茶。

道明寺

関連URL http://www.fujiidera-kanko.info/spot/doumyouji.html

古代⽒族葛井⽒の⽒寺として、7世紀後半の⽩鳳期に建⽴。 ⻄国三⼗三箇所観⾳霊場の第五番札所として
 信仰を集め、多くの参詣者が訪れる。

 ★★アピールポイント★★
 大阪府下唯一の天平仏で、1043本もの手を持つ珍しい仏像である国宝乾漆千手観音坐像の見学。写経、御
祈祷体験。

補足情報

関連URL http://www.fujiidera-kanko.info/spot/fujiidera.html

受入可能人数 30人

市町村 藤井寺市
受入可能人数 30人

市町村 藤井寺市



40 観光

41 観光

42 観光

市立生涯学習センター（アイセル シュラ ホール）

補足情報 葛井寺〜市⽴⽣涯学習センター〜仲哀天皇陵古墳まで
ルート訪問可能、単独訪問も可能。

http://www.city.fujiidera.lg.jp/shisetsuannaibasu/kyoikubunka/1387002133055.html関連URL

市町村 藤井寺市
受入可能人数 30人

- 14 -

船形埴輪と修羅をモチーフとし、ノアの箱舟を彷彿とさせる巨大でユニークな建物。藤井寺の歴史と文化
 をわかりやすく学べる展示施設がある。

 ★★アピールポイント★★
本市で発見された国の重要文化財である水鳥埴輪などの貴重な歴史資料の見学。

補足情報
春のローズフェスティバル期間中の見頃の土日祝日は
駐車場利用困難かつ公園までの交通が非常に渋滞する
ことがあります。

⻑慶寺

 泉南市の農業の中核となることを目的として建設された農業公園です。
 ★★アピールポイント★★

５月中旬から６月上旬、10月は公園内のデビッド・オースチン・イングリッシュローズガーデンが見ごろ
です。本国英国以外では、デビッド・オースチン・ロージズ社直営のガーデンは唯一ここだけです。特に
春、広い丘陵地に約3,000株の同社の様々な品種が咲きそろう様は圧巻です。

泉南市農業公園花咲きファーム

関連URL http://welcome-sennan.com/tourist-spots/hanasaki-farm

本寺は⾏基の草創であると伝えられており、本尊は⾏基⾃作の秘仏です。境内には⻄国33箇所、阪東33箇
 所、秩父34箇所の本尊観音石仏を祀った御堂などがたたずんでいます。

 ★★アピールポイント★★
市内を⼀望する⼩⾼い丘に位置する⻑慶寺は別名「あじさい寺」と呼ばれています。梅⾬時には、厄除け
の石段として知られる山門までの100段の石段沿い、ふたつの「あじさいの谷」をはじめ、本堂、多宝
塔、2つの様式の異なる三重塔が立ち並ぶ境内を紫陽花が見事に彩ります。見ごろは6月中旬から6月下
旬。また、鐘楼からは、まちなみや大阪湾、関空島が見渡せます。

補足情報

関連URL http://welcome-sennan.com/tourist-spots/chokeiji

受入可能人数 30人

市町村 泉南市
受入可能人数 40人

市町村 泉南市



43 観光

44 観光

45 観光

信達宿の野田藤

補足情報 個⼈宅。⾒学はふじ祭り開催時のみ。近隣の⻑慶寺に
臨時駐車場から徒歩8分

http://welcome-sennan.com/flower-spots/kajimotoke-fuji関連URL

市町村 泉南市
受入可能人数 30人
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 熊野街道沿いにある信達宿の梶本家は野田藤が開花している期間に庭を一般開放しています。
 ★★アピールポイント★★

1本の野田藤に約4万房の花房がつきます。4月中旬から4月下旬は藤が見ごろを迎え、ふじまつりが開催さ
れます。期間中は、藤棚のそばに鑑賞台が設置され、藤棚を上から観ることができます。眼下に広がる藤
はまるで紫の雲海と、毎年国内のみならず国外からも花見客が訪れる春の風物詩となっています。

境内のナギとオガタマノキは大阪府の天然記念物に指
定されています。
※駐車場あり（梅林近く20台、信達神社近く12台）

補足情報

金熊寺（きんゆうじ）梅林・信達神社

 白い大理石の浜辺が広がるマーブルビーチ。
 ★★アピールポイント★★

空・海の⻘と⼤理⽯の⽩のコントラストが夏の昼下がりには⼀層輝きます。⼣⽅には、「⼣陽百選」にも
選定された美しい夕陽を背に関空から飛び立つ航空機も見られます。また、そのロマンチックな雰囲気か
ら大阪府内では初めて「恋人の聖地」としての認定をうけました。白いビーチに設置されたハート型モ
ニュメントは、遠方からも撮影に訪れる人気のフォトスポットです。

マーブルビーチ（恋人の聖地）

関連URL http://welcome-sennan.com/tourist-spots/marble-beach

梅の名所として知られており、信達神社の社叢とともに大阪みどりの百選にも選ばれています。梅林のそ
ばには7世紀創建と伝わる金熊寺の観音院本堂があり、その横には信達神社本殿へまっすぐ向かう参道があ

 ります。
 ★★アピールポイント★★

2月下旬から3月中旬は梅林が見ごろです。約300年の歴史があり、丘の上からは茶店で休憩しつつ、里山
の梅林の風景を楽しむことができます。信達神社の極彩⾊の五間社流造の本殿は、江⼾時代前期の建築で
は大阪府下最古級のものと考えられています。

補足情報

関連URL http://welcome-sennan.com/flower-spots/kinyuji

受入可能人数 30人

市町村 泉南市
受入可能人数 無制限

市町村 泉南市



46 観光

47 観光

48 観光

狭山池、大阪府立狭山池博物館、大阪狭山市立郷土資料館

補足情報 大阪府立狭山池博物館は府の施設ですが、大阪狭山市
立郷土資料館も併設しております。

http://sayamaikehaku.osakasayama.osaka.jp/_opsm/関連URL

市町村 大阪狭山市
受入可能人数 20人
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 大阪府立博物館内の見学。
 ★★アピールポイント★★

狭山池は約１４００年の歴史を持つ貴重な土木遺産です。『日本書紀』、『古事記』にもその名前が登場
し、現在までの狭山池改修には行基、重源、片桐且元等の偉人が関わっています。大阪府立狭山池博物館
ではその歴史を、「治水」「かんがい」の技術とともに紹介しています。

補足情報

地引網体験

古くは「延喜式」に記載されている式内社として知られています。この神社は天正13(1585)年豊臣秀吉の
根来攻めの兵⽕に遭いますが、慶⻑5(1600)年、豊⾂秀頼の命により修復が加えられ、さらに、寛永

 15(1638)年に再建されました。
 ★★アピールポイント★★

境内の拝殿奥には東面して本殿と末社三神社本殿が並び建ち、この2棟は平成5年に国の重要文化財に指定
されています。社蔵のなかには、府指定文化財として土佐光成の筆による三十六歌仙扁額が納められ、境
内には片桐且元が献じたと伝わる石灯籠などの文化財があります。

波太神社

関連URL http://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/shimin/mkatsu/spot/jinja.html

 地元漁師が使用する地引網を使って本格的な地引網体験が可能です。
 ★★アピールポイント★★

地引網体験の後は、獲れたての魚をバーベキューで楽しむことが可能です。

補足情報

関連URL http://www.city.hannan.lg.jp/kankou/kankospot/asobu/1333611817512.html

受入可能人数 40人

市町村 阪南市
受入可能人数 50人

市町村 阪南市



49 観光

50 観光

51 観光

公益財団法人 正木美術館

補足情報 開館は春と秋のみ。駐車場は普通自動車4台分。

http://masaki-art-museum.jp/関連URL

市町村 忠岡町
受入可能人数 10人
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 国宝3件等を所蔵する美術館。
 ★★アピールポイント★★

鎌倉、室町時代の水墨画や墨蹟の名品が有名。

補足情報

とっとパーク小島

広い敷地に動物を放し飼いにした「自然公園」、大阪で唯一イルカショーが見られる「ユーポス シャイ
ニースタジアム」、楽しい乗り物がある「スポーツランド」、夏にはスプラッシュスライダーやループス
ライダーなど５種のスライダーがある「ぷーるらんどＲｉｏ」など、楽しい施設がいっぱいです。行楽

 シーズンには、家族連れや若者でにぎわいます。
 ★★アピールポイント★★

イルカショーやナイトズー、プールランドＲｉｏなど楽しいことがたくさんある。

みさき公園

関連URL http://www.nankai.co.jp/misaki/

関⻄でも有数の釣りスポットである多奈川⼩島地区に、関⻄国際空港⼆期事業で利⽤した⼟砂搬出桟橋を
活用した海釣り公園が平成１９年１０月に、オープンしました。現在では、ふれあい広場も整備されてお

 り、全国初の海釣り公園を併設した「道の駅」でもあります。
 ★★アピールポイント★★

大阪府内では珍しく、海釣りができる。

補足情報

関連URL http://minnaga.com/totopark/chiyoka.html

受入可能人数 100人

市町村 岬町
受入可能人数 1000人

市町村 岬町



52 観光

53 観光

54 観光

いきいきパークみさき

補足情報

http://www.town.misaki.osaka.jp/soshiki/soumu/kikaku/ikiiki_park/関連URL

市町村 岬町
受入可能人数 30人
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 関⻄国際空港⼆期事業で⼟砂を採取した跡地にできた多目的公園。
 ★★アピールポイント★★

⻘⽊松風庵⼯場でお菓⼦作り体験ができる。

補足情報

道の駅 みさき

海洋、海洋プログラムの体験学習、校外学習はもちろんのこと、オリエンテーション合宿やセミナー、研
 修会、勉強合宿、親睦会、スポーツ合宿の他、いろいろな目的にご利用いただけます。

 ★★アピールポイント★★
マリンスポーツを堪能できる。

⻘少年海洋センター

関連URL http://www.osaka-kaiyo.com/

 国道の沿道で、海等を臨む眺望にドライバーや地域住⺠の交流と憩いになる施設。
 ★★アピールポイント★★

魚介や農産物などの地元産品を購入できる。

補足情報

関連URL https://www.michi-no-eki.jp/stations/view/14130

受入可能人数 200人

市町村 岬町
受入可能人数 50人

市町村 岬町



55 観光

56 観光

57 観光

聖徳太子御廟、叡福寺

補足情報

www.taishi-kankou.jp/spot/view/eifukuji.php関連URL

市町村 太子町
受入可能人数 30人
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御廟は､径50mの円墳。叡福寺は､推古天皇が太子の墓を守護する香華所として建立。その後焼失し、豊臣
 秀頼によって再建。

 ★★アピールポイント★★
聖徳太子の御廟見学。2021年に没後1400年を迎える。叡福寺内の聖霊殿(重要文化財)、宝物殿見学。

補足情報

竹内街道、町立竹内街道歴史資料館

叡福寺の南側に位置する。太⼦の死後その乳⺟であった3⼈が仏門⼊り、御堂を建⽴し、冥福を祈ったのが
 始まりと伝えられる。

 ★★アピールポイント★★
阿弥陀如来、十一面観世音菩薩、龍の天井画 見学。

⻄⽅院

関連URL http://www.taishi-kankou.jp/spot/view/saihoin.php

613年に難波と飛鳥京を結んだ「大道」。
 我が国最初の国道。

 ★★アピールポイント★★
2017年日本遺産に認定。
街道の散策。資料館の見学。

補足情報

関連URL www.taishi-kankou.jp/spot/view/takenouchikaido.php

受入可能人数 30人

市町村 太子町
受入可能人数 30人

市町村 太子町



58 観光

59 観光

60 観光

大阪府立近つ飛鳥博物館

補足情報

http://www.chikatsu-asuka.jp/?s=index 関連URL

市町村 河南町
受入可能人数 200人
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「近つ⾶⿃」をはじめとする⼤阪府を中⼼に古墳時代〜⾶⿃時代をテーマとした展⽰や研究・教育など⾏
 う施設。

 ★★アピールポイント★★
埴輪や石棺のほか、150分の１サイズの大仙古墳の模型や藤井寺市で見つかった古代の巨大運搬機修羅な
ど多数展示。建築家安藤忠雄氏が建物の設計を手がける。

補足情報

金剛山

 村内の楠木正成公関連史跡めぐり。
 ★★アピールポイント★★

大阪から３０分で行ける日本伝統の山城史跡。

楠公史跡

関連URL http://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/kankouannai.html

 大阪府最高峰の山。
 ★★アピールポイント★★

国内では珍しい神社と寺が山頂にある山で、健康登山としても有名。

補足情報

関連URL ―

受入可能人数 ―

市町村 千早赤阪村
受入可能人数 20人

市町村 千早赤阪村



61 ルート情報あり 文化

62 文化

63 文化

堺打刃物工程見学・体験

補足情報

http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/seizo/kobo-01.html関連URL

市町村 堺市
受入可能人数 30人

- 21 -

 堺打刃物事業者の工房で作業を見学し、製作を体験。
 ★★アピールポイント★★

プロの料理人の多くが愛用する名品の製作工程を見学できる。

補足情報 月曜休館（祝日の場合は、翌火曜日が休館）

モフ草履

大規模な事務所建築を得意とした渡辺節の作品。装飾の少ないシンプルな外観であるが、列柱を配した玄
 関部などに洋式建築のモチーフが見られる。

 ★★アピールポイント★★
国の登録有形文化財。

岸和田市立自泉会館

関連URL https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/11/

 毛布の縁という泉大津市独自の素材で作った草履を製作する。
 ★★アピールポイント★★

毛布のまちである泉大津市の繊維産業の歴史をPRするため、これまで廃棄していた毛布の縁を有効活用し
て作る「モフ草履」講座を実施している。

補足情報

関連URL http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/kyoikuiinkai/oriamukan/15342311907075.html

受入可能人数 10人

市町村 岸和田市
受入可能人数 30人

市町村 泉大津市



64 文化

65 ルート情報あり 文化

66 文化

「ちぬうみ創生神楽」の観覧と体験

補足情報 ７ｘ７mのスペースが必要

https://www.icp-japan.or.jp/promotion.html関連URL

市町村 泉佐野市
受入可能人数 5⼈〜50⼈

- 22 -

「ちぬうみ創⽣神楽」は、泉佐野市に伝わる⺠話や伝説、神話などを題材に、古典作法にのっとった伝承
 を、形（かた）・舞・音楽などを織り交ぜて創作した舞。古典作法、舞や楽器体験も可能。

 ★★アピールポイント★★
日本固有の神楽舞いで、訪日外国人をおもてなしし、日本の文化を紹介する。

補足情報 ※河内⻑野市ルート情報 ID：３

さをりの森

 ⽇野地区に数百年も昔から伝えられている伝統芸能。河内⻑野市指定無形⺠俗⽂化財。
 ★★アピールポイント★★

日野獅子舞の演舞の観覧。日野獅子舞の歴史や文化等の資料、獅子頭の展示。

日野獅子舞（みのでホール）

関連URL http://www.kankou-kawachinagano.jp/jpn/traditional/

1969年、城みさをさんが始めた｢さをり織り｣。従来の手織りとは異なり、織り方は自由。近年は海外にも
展開。自社設計の織機を使い、手織り教室(体験もあり)を開講｢さをり織り｣の自由な手織りはもはやアー

 トです。｢さをり織り｣独自の考え方は世界各地でも広く受け入れられています。
 ★★アピールポイント★★

英語対応可。｢さをり織り｣の自由な手織りはアートです。単なる織物体験だけでなくアートも体感できま
す。

補足情報

関連URL http://www.saorinomori.com/index.html

受入可能人数 30人

市町村 河内⻑野市
受入可能人数 30人

市町村 和泉市



67 文化

68 文化

69 文化

国史跡海会寺跡広場・泉南市埋蔵文化財センター

補足情報 駐車場あり。大型バス不可。

http://welcome-sennan.com/tourist-spots/kaieji関連URL

市町村 泉南市
受入可能人数 40人

- 23 -

市内の埋蔵文化財を保護するため平成9年4月に設置されました。以来、市内埋蔵文化財の調査・研究・整
 理・保管を行うとともに、文化財普及啓発事業を続けています。

 ★★アピールポイント★★
飛鳥時代の終わり（約1350年前）に建てられた古代寺院「海会寺」跡とその建立を行なったとされる豪族
の居館跡が完全な姿で発見され、国史跡の指定をうけています。その発掘調査での出土品の多くは、国の
重要文化財であり、隣接する泉南市埋蔵文化財センターで常時展示されています。

補足情報 駐車場有（40台）

浪花酒造

本寺は、天平年間に行基により開創されたと伝わる真言宗の寺で、その寺庭は高名な作庭家重森三玲氏に
 よる「法林の庭」です。

 ★★アピールポイント★★
4月下旬から躑躅、そのあと5月には皐月が見ごろとなります。毎年1月には、境内の愛宕権現社におい
て、山伏が護摩を焚く「柴燈大護摩供（さいとうおおごまく）」と「火渡り」が行われます。

林昌寺

関連URL http://welcome-sennan.com/tourist-spots/rinshoji

創業300年の歴史ある酒蔵。和泉⼭脈からの清冽な地下⽔に恵まれ、その井⼾⽔で酒の仕込みを⾏ってい
 ます。手造りにこだわり、心のこもった酒造りを続けています。

 ★★アピールポイント★★
2018年全国新酒鑑評会にて金賞を受賞。(通算5回目)酒蔵は、国の登録有形文化財に指定されており、酒
蔵見学会も可能。

補足情報

関連URL http://www.naniwamasamune.com/

受入可能人数 40人

市町村 泉南市
受入可能人数 30人

市町村 阪南市



70 文化

71 ルート情報あり 食

72 食

機織り体験会

補足情報

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/27232/4449610関連URL

市町村 阪南市
受入可能人数 10人

- 24 -

繊維産業の復興を目的に立ち上がった¨阪南コットンプロジェクトの一環で誕生した団体「紡（つむ
 ぐ）」が機織り体験指導者として体験教室を開催します。

 ★★アピールポイント★★
本格的な機織り機を使用して昔ながらの機織りを体験することが可能です。

補足情報

くら天然魚市場

 千利休のふるさとでの茶の湯体験。
 ★★アピールポイント★★

茶道三千家の指導のもと、茶の湯の作法を体験するだけではなく、実際にお茶を点てることもできる。

利晶の杜

関連URL http://www.sakai-rishonomori.com/

 天然魚のみを取り扱う漁場直送の市場。
 ★★アピールポイント★★

漁場から直送された天然魚の加工工程の見学。販売やイートイン施設が隣接する。

補足情報

関連URL http://www.kura-corpo.co.jp/kura_tennengyo/access.html

受入可能人数 ―

市町村 堺市
受入可能人数 30人

市町村 貝塚市



73 ルート情報あり 食

74 ルート情報あり 食

75 食

道の駅 奥河内 くろまろの郷

補足情報 ※河内⻑野市ルート情報 ID：２

http://www.kuromaro.com/index.html関連URL

市町村 河内⻑野市
受入可能人数 30人

- 25 -

2017年5月に道の駅としてオープン。食べて、遊んで体験できる、様々な施設が集結した南大阪の観光拠
 点。

 ★★アピールポイント★★
地元食材を使った河内野菜のビュッフェバイキング。
交流農園での野菜の栽培、収穫、調理、試食体験。

補足情報 ※河内⻑野市ルート情報 ID：７

有限会社ツムラ本店

享保３年（⻄暦1718年）創醸。太閤秀吉も好んだと⾔われる地酒「天野酒」を蔵元の⻄條合資会社が醸
 造・販売。

 ★★アピールポイント★★
酒蔵周辺の情緒ある古い町並み・酒蔵の見学。吟醸酒・純米酒他、季節に合わせた限定銘柄の試飲・販
売。

天野酒（⻄條合資会社）

関連URL http://amanosake.com/

 明治3年創業。新鮮・安全・めちゃうまい河内鴨を生産販売。
 ★★アピールポイント★★

河内の松原市で明治初期より140年あひる及び合鴨づくり一筋。孵化・飼育から処理、加工、卸・小売ま
で、一貫体制で行っており、畜産業の飼育過程で使用される抗生物質等は一切不使用。その河内鴨の飼育
のため、最近建設した最新の平飼い飼育施設の見学を受け入れします。

補足情報

関連URL ―

受入可能人数 30人

市町村 河内⻑野市
受入可能人数 20人

市町村 松原市



76 食

77 食

78 食

幸南食糧株式会社

補足情報

http://kohnan.co.jp/関連URL

市町村 松原市
受入可能人数 30人

- 26 -

自社ブランド「おくさま印」の精米事業を主軸とし、ギフト・ノベルティ事業、産地ブランディング事業
 など多面的に展開する会社。

 ★★アピールポイント★★
科学的知見を持つ近畿大学農学部との共同開発商品。画期的な精米新製法を用い、美味しく栄養価が高
い。松原市からのコメント:その美味しさから注目されているお米「ゆめぴりか」。このお米の食味を損な
うことなく、従来除去されていた栄養成分を多く残した美味しいお米です。

海鮮BBQ→2,700円／漁業体験+関空クルージング→平
日3,780円、平日以外4,860円／漁業体験+関空クルー
ジング+海鮮BBQ→平日6,480円、平日以外7,560円

補足情報

田尻海洋交流センター

 日本最大、世界でも第二位の規模の製パン業者の大阪第二工場。
 ★★アピールポイント★★

「おいしさと品質で毎日を応援します。」を企業スローガンと定めている。多彩な種類の食パンをはじ
め、調理パン・菓子パン・キャラクターパン・菓子類など数多くの商品を多面的に展開している。

山崎製パン大阪第二工場

関連URL http://www.yamazakipan.co.jp/

 平成6年から漁港施設を核とした複合的な観光事業を展開している。
 ★★アピールポイント★★

・海鮮BBQ ・漁業体験 ・日曜朝市

補足情報

関連URL http://www.tajiriport.com/

受入可能人数 ・海鮮BBQ 140人 ・漁業体験90人

市町村 松原市
受入可能人数 30人

市町村 田尻町



79 食

80 ルート情報あり 食

81 自然

道の駅かなん

補足情報

http://www.osaka-michinoeki-kanan.jp/index.html関連URL

市町村 河南町
受入可能人数 100人

- 27 -

駐車場・休憩施設・地域振興施設が一体となった道路施設で、地域の農産物の展示・ＰＲをはじめ、地場
 農産物、手づくりの加工品等を販売。

 ★★アピールポイント★★
国道309号沿いに位置し、周囲は緑豊かな自然に恵まれ、新鮮野菜が消費者に喜ばれている。エコ栽培の
水越米やなにわの伝統野菜、地場野菜・果物を取り入れた米粉パンやお餅、惣菜、ジャムが人気。

補足情報 大阪観光局情報提供

絶景「りんくう公園の夕陽」

 幕末の嘉永三年(1850年)に創業。茶の製造・卸等を行っています。
 ★★アピールポイント★★

日本茶インストラクター（平成23年7月現在：5名）による「お茶の淹れ方教室」の開催、ISO9001取得、
有機JAS認証、業界初、大阪版食の安全安心認証を取得した工場の見学等を通して、多くの皆様にお茶の
魅力をご紹介しています。

つぼ市製茶本舗

関連URL www.tsuboichi.co.jp/

関⻄国際空港対岸のりんくうタウンにある「りんくう公園」は、⼣陽百選にも選定された絶景のスポッ
 ト。沈みゆく⼣陽が空を⻩⾦⾊に染め上げ、紺⻘へと変わるグラデーションは幻想的。

 ★★アピールポイント★★
関⻄空港の対岸にあるマーブルビーチからの⼣陽は、⼣陽100選に選ばれ、迫⼒満点のロケーション。
4月には、インスタ映えの一押しスポット「Love Rinku」モニュメントも設置された。

補足情報

関連URL http://rinku.osaka-park.or.jp/sunset

受入可能人数 100人

市町村 堺市
受入可能人数 30人

市町村 泉佐野市



82 ルート情報あり 自然

83 自然

84 自然

滝畑ダム

補足情報 ※河内⻑野市ルート情報 ID：１

http://www.pref.osaka.lg.jp/minamikawachinm/m_index/k_takihatadam.html関連URL

市町村 河内⻑野市
受入可能人数 25人

- 28 -

昭和５６年１１月に完成した府内最大級の多目的ダム。ダム周辺は豊かな自然に囲まれた湖水となってい
 る。

 ★★アピールポイント★★
ダム内部（監査廊）の探検・見学。ダム周辺の自然を活かしたアクティヴィティ体験。

補足情報

浜寺公園

春はイチゴ狩、夏はそうめん流し(器・お箸も竹で一から作ります)やブルーベリー狩、秋はさつまいも堀
 り、冬はミカン狩など四季を通じて様々な農業体験が楽しめます。

 ★★アピールポイント★★
自然風景も楽しめます。天候の良い日には大阪湾や｢あべのハルカス｣を一望できます。

いずみふれあい農の里

関連URL http://www.nounosato.com/

明治期から続く日本最古の公営公園で、園内には美しい松林が広がり、日本の名松100選に選ばれていま
 す。

 ★★アピールポイント★★
かつて付近一帯にロシア兵俘虜収容所があった縁から園内には日露友好の像が建てられており、像には当
時のプーチン大統領の寄文が刻まれています。

補足情報

関連URL https://www.osaka-park.or.jp/rinkai/hamadera/main.html

受入可能人数 多数可

市町村 和泉市
受入可能人数 30人

市町村 高石市



85 自然

86 自然

87 自然

岡田漁港

補足情報 体験プログラムやバーベキューは4月から10月の期間
のみ。普通自動車150台、バス駐車可

http://okadaura.org/関連URL

市町村 泉南市
受入可能人数 50人以上300人まで

- 29 -

昭和26年に第1種漁港として指定を受け、多くの魚介類が水揚げされています。毎週日曜日には、朝市が
 開かれ、一般参加できるセりが人気です。

 ★★アピールポイント★★
最近では、産官学連携で漁獲量の減少しつつあるアナゴの養殖に取り組んでおり、注目を集めています。
養殖アナゴは「泉南あなご」として、ふるさと納税返礼品としても人気を集めています。また、地引網体
験、海鮮バーベキュー、関空クルージングなどのプログラムが用意されています。5月中旬から下旬までは
岡田浦砂浜のハマヒルガオが見ごろです。

補足情報 ※ 体験するプログラムにより異なる。1プログラム30
分から150分。宿泊可。

海洋学習会

 昔の日本文化、里山生活体験施設です。
 ★★アピールポイント★★

自然体験や里山生活体験、季節あそび体験など、様々なプログラムが用意されており、里山の良さが味わ
えます。昔の農家を模した宿泊棟では、かまどやいろり、五右衛門風呂が再現され、昔の里山の生活を体
験することができます。

里山の自然学校 紀州わいわい村

関連URL http://www.osakaymca.or.jp/shisetsu/kisenwaiwaimura/

下荘漁協の協力のもと大阪湾の海洋環境学習会を開催します。海の専門員と一緒に、専用船で関空沖を巡
 り、大阪湾に生息する海洋生物の学習を行います。

 ★★アピールポイント★★
タイミングが合えば、関空沖に生息するかわいい「スナメリ」に出会えるかもしれません。

補足情報

関連URL http://hannan-tb.jp/topics/detail.php?pkId=68

受入可能人数 50人

市町村 泉南市
受入可能人数 施設に問合せ必要

市町村 阪南市



88 産業

89 産業

90 産業

堺伝統産業会館

補足情報

https://www.sakaidensan.jp/関連URL

市町村 堺市
受入可能人数 30人

- 30 -

刃物、線香、注染ゆかた、昆布、敷物、和菓子など、堺の伝統産業の逸品と名産品を一堂に集め、展示・
 体験・販売。

 ★★アピールポイント★★
包丁研ぎ、和菓子作り等の実演の見学、お香作りの体験等もできる。

補足情報 (注)一般の方向けの見学等のイベントについてはホー
ムページ等をご確認ください。

明治なるほどファクトリー関⻄

 関⻄電⼒（建設・運営）と堺市（普及啓発事業）の共同実施による⼤規模太陽光発電所。
 ★★アピールポイント★★

全国で初めて電力会社により営業運転を開始したメガソーラー。

堺太陽光発電所

関連URL http://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/newenergy/solar/

 ヨーグルト製造。
 ★★アピールポイント★★

ヨーグルトの製造過程の見学。ヨーグルトの歴史や製法などのパネル展示。

補足情報

関連URL http:/www.meiji.co.jp/learned/factory/

受入可能人数 50人

市町村 堺市
受入可能人数 40人

市町村 貝塚市



91 産業

92 ルート情報あり 産業

93 産業

関⻄国際空港

補足情報 (注)一般の方向けの見学等のイベントについてはホー
ムページ等をご確認ください。

http://www.kansai-airports.co.jp/関連URL

市町村 泉佐野市
受入可能人数 30人程度

- 31 -

関⻄国際空港では、世界最⾼⽔準の環境性と安全性を備えた「環境先進空港」をめざし、クリーンエネル
 ギーの活用を進めている。
 ★★アピールポイント★★

 究極のクリーンエネルギーとして注目を集めている水素に関し「水素グリッドプロジェクト」に取組
み、水素ステーションの設置、燃料電池フォークリフトの導入など、空港施設への大規模な水素エネル
ギー導入に取組んでいる。

(注)一般の方向けの情報となっておりませんので、参
考にご覧ください。

補足情報 ※河内⻑野市ルート情報 ID：５

コーマ株式会社

 平成１６年に簾の産地である河内⻑野市で設⽴。様々な珍しい簾や当時の簾づくりの道具・機械を展⽰。
 ★★アピールポイント★★

歴史的価値の高い貴重な簾、当時の道具や機械、巻物・文献・映像など数多くの資料の展示・見学。

すだれ資料館

関連URL http://sudare.com/

 類例ないソックス製品の企画から染色、製造、出荷まで内製化された一貫工程の生産システムを持つ。
 ★★アピールポイント★★

河内木綿で有名な河内地域(松原市)において、あくまでも国産にこだわり、自社工場において一貫生産し
ています。素材は余分な短繊維を取り除いた高級糸「コーマ糸」。各種競技のアスリートの協力を得て、
立体構造のスポーツ用高付加価値靴下「高機能3Dソックス(FOOTMAX)」を開発しました。リオデジャネ
イロオリンピックで窪木一茂選手もこの靴下(競輪用)を使用しました。

補足情報

関連URL http://www.cooma.co.jp/

受入可能人数 30人

市町村 河内⻑野市
受入可能人数 30人

市町村 松原市



94 産業

95 産業

96 産業

日本人造真珠硝子細貨工業組合展示場(リアーナ)

補足情報

http://jpga-izumi.com/index.html関連URL

市町村 和泉市
受入可能人数 30人

- 32 -

和泉地域の地場産業である「いずみパール・いずみ硝子」を製造する地元企業団体が製品普及のために立
ち上げた展示場です。伝統的な硝子細工や流行のコットンパールまで、幅広い品を展示販売しています。

 またアクセサリー作り体験の可能です。
 ★★アピールポイント★★

いずみパールをつかったアクセサリー作り体験。

(注)一般の方向けの見学等のイベントについてはホー
ムページ等をご確認ください。

補足情報 (注)一般の方向けの見学等のイベントについてはホー
ムページ等をご確認ください。

株式会社光明製作所

 大阪発のイノベーション創出のための産業技術に関する試験・研究機関
 ★★アピールポイント★★

公設としては⻄⽇本初となる国際規格に適合した電波暗室（電磁波試験施設）などの最新設備の⾒学

ORIST（地方独立行政法人大阪産業技術研究所）

関連URL https://orist.jp/

 府を代表するものづくり中小企業（分水栓・止水栓製造）
 ★★アピールポイント★★

今までに全国５３０余りの自治体から当社の止水栓などの製品を採用いただくなど、その豊かな実績と培
われたノウハウ、そして高い技術力は、各自治体から「光明に言えば、どんなことでも対処してくれ
る。」と高い支持を受けています。

補足情報

関連URL https://www.komei-ss.co.jp/

受入可能人数 30人

市町村 和泉市
受入可能人数 50人

市町村 和泉市



97 産業

98 その他

99 その他

テクノステージ和泉

補足情報 (注)一般の方向けの見学等のイベントについてはホー
ムページ等をご確認ください。

http://www.techno-matidukuri.org/index.html関連URL

市町村 和泉市
受入可能人数 20人程度

- 33 -

関⻄国際空港をはじめとした交通網の整備により、都市機能が向上された⼤阪南部における、中⼩企業が
 集積する内陸型の産業拠点として整備されました。

 ★★アピールポイント★★
自然環境に恵まれた産業団地として、近隣に立地する地方独立行政法人大阪産業技術研究所や、大阪府立
南大阪高等職業技術専門校などと連携し、大阪のものづくり拠点のひとつとなっています。

補足情報

WAO体操

右脳と左脳をバランスよく使った読書法である「ブレインブースト」を行う小中学生のようすを見学す
 る。

 ★★アピールポイント★★
本市にある学習塾で実施しているもので、右脳と左脳をバランスよく使うことで1分間に1,600万字を読
む。

飛翔学舎（ブレインブースト）

関連URL ―

 認知症予防を目的とした泉南市独自の体操。
 ★★アピールポイント★★

体操の体験。

補足情報

関連URL http://www.waosennan.jp/wao.html

受入可能人数 60人

市町村 泉大津市
受入可能人数 10人

市町村 泉南市



大阪南部（伝統産業、茶文化、寺社、古墳）を

巡るコース

8：00 新大阪
↓（30分）

8：30 住吉大社
↓（20分）

9：30利晶の杜
↓（10分）

10:45 堺打刃物工程見学
↓（5分）

12:00 ランチ＠つぼ市製茶本舗
↓（15分）

13:15 百舌鳥古墳群
↓（1分）

14：30大仙公園
↓（66分）

16：00 犬鳴山七宝龍寺瀧修行



大阪南部（河内長野市）自然・文化あふれる

エリアを巡るコース（河内長野市提案）

【VOL.1】
9：00 大阪市内（大阪市役所）

↓
10：00 滝畑ダム

↓
11：30 道の駅奥河内くろまろの郷（昼食）

↓（地元食材を使ったバイキング）
13:00 みのでホール

↓（日野獅子舞の見学と
伝統工芸のようじ作成体験）

14:30 天野山金剛寺
↓（国宝の仏像と屏風、日本庭園の拝観、
すだれ資料館の見学）

17：00 大阪市内（大阪市役所）

④14:30天野山⾦剛寺〈ID 4 〉
すだれ資料館〈ID 5〉

③13:00 日野獅子舞（みのでホール）〈ID 3〉

① 10:00 滝畑ダム〈 ID1〉

ルート情報VOL.1

②11:30道の駅奥河内くろまろの郷〈ID2〉

【VOL.2】
13：00 大阪市内（大阪市役所） →14：00 観心寺（国宝の本堂拝観と座禅・絵写経の体験）

→16：30 観心寺にて精進料理（夕食） → 18：00 天野酒酒蔵（酒蔵見学と日本酒の試飲）

→20：00 大阪市内（大阪市役所）

ルート情報 VOL.2

② 18:00 天野酒（⻄條合資会社）〈 ID 7 〉

①13:00観心寺 〈 ID 6〉



【VOL.3】
9：00 大阪市内（大阪市役所）

↓
10：00 滝畑ダム

↓
11：30 道の駅奥河内くろまろの郷（昼食）

↓（地元食材を使ったバイキング）
13:00 関西サイクルスポーツセンター

↓（変わり種自転車体験）
14:30 天野山金剛寺

↓（国宝の仏像と屏風、日本庭園の拝観、
すだれ資料館の見学）

17：00 大阪市内（大阪市役所）

④14:30 天野山 ⾦剛寺 〈ID 4 〉
すだれ資料館 〈ID 5 〉

①10:00 滝畑ダム 〈ID 1〉

ルート情報 VOL.3

② 11:30 道の駅 奥河内 くろまろの郷 〈ID 2〉

③13:00 関⻄サイクルスポーツセンター 〈ID 8 〉

大阪南部（河内長野市）自然・文化あふれる

エリアを巡るコース（河内長野市提案）


