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第３章 藤井寺市の観光資源と情報発信の現状 

１．観光・交流資源の現状 

（１）歴史的資源 

藤井寺市には、豊富な歴史的資源があり、特に古市古墳群や、葛井寺、道明寺、道明寺天満宮等、

全国の他地域にも引けを取らない豊富な歴史資源があります。 
「古市古墳群」については、世界遺産登録の暫定一覧表に入っており、今後堺市にある百舌鳥古墳

群とともに世界遺産登録されることが期待されています。 
＜藤井寺市内の主要な名所・旧跡＞ 

名所・旧跡 概要 
葛井寺 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されました。 

西国三十三箇所観音霊場の第五番札所として信仰を集め、多くの巡礼者が訪
れています。本尊は、国宝の千手観音坐像です。 

道明寺 道明寺は７世紀中葉に土師氏の氏寺として建立された土師寺を起源とする
菅原道真ゆかりの寺で、本尊は国宝の十一面観音立像です。 

道明寺天満宮 もと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
道真を祭神に加え天満宮となりました。国宝の伝菅公遺品を所蔵していま
す。学問の神様、梅の名所として有名です。 

辛國神社 延喜式にも記載のある古い歴史を持ち、物部の祖を祀ったことに始まりま
す。深い緑に包まれた長い参道は「大阪みどりの百選」に選ばれています。 

伴林氏神社 「延喜式」にも記載された神社であり、軍事を司った大伴氏の祖神道臣命を
唯一祀る神社で「西の靖国神社」と称され、昭和 15 年の新社殿完成の際に
は、靖国神社より明治 5年に建築された手水舎が移築されました。 

黒田神社 「延喜式」にも記載された神社であり、中世より「北條天神」または天王と
呼ばれ、「稲霊」を祀ると言われています。 

志貴県主神社 「延喜式」にも記載された神社であり、かつて志紀県という大和朝廷の直轄
地があり、それを治めていた豪族が奉斎していたことが社名の由来と言われ
ています。 

善光寺 浄土宗智恩院派に属する寺で長野の善光寺の元祖といわれ、元善光寺の名で
広く知られています。 

産土神社 室町時代に神仏習合思想のもとに神宮寺として再建され、明治時代の初期ま
で祭神を牛頭天王としていましたが、現在は素戔嗚命他一柱を祭神として祀
っています。 

古市古墳群 藤井寺市から羽曳野市にかけて、東西南北各4km の範囲に広がる古墳群で、
4 世紀後半から 6 世紀中葉に形成されました。墳丘長 400m を超える巨大古
墳前方後円墳から一辺 10m に満たない小型方墳まで、120 基を超える古墳が
あります。 

国府遺跡 約 2万年前の旧石器時代から中世にいたる人々の生活の跡を残しています。
国の史跡に指定されている遺跡です。 

井真成 中国で発見された墓誌に記録が残る、奈良時代に唐へ渡った日本人遣唐留学
生。藤井寺市出身と言われています。 

東高野街道 石清水八幡宮から洞ヶ峠を通り生駒山西麓を南下し河内長野で西高野街道
に合流する、大阪府下最長の街道です。藤井寺市内では道明寺周辺の道筋が
旧状をよくとどめています。 

長尾街道 江戸時代には和泉、河内、大和を結ぶ重要な街道でした。藤井寺市内では小
山から岡付近の景観が往時の面影を伝えています。 

道明寺の戦い
（史実） 

豊臣家の江戸幕府に対する最後の抵抗を鎮圧するために行われた大坂の陣
（大坂の役）のうち、慶長 20年（1615 年）に発生した大坂夏の陣における
戦いの一つで、道明寺村近辺で行われました。 
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（２）飲食サービス 

「平成 22年度 藤井寺市の観光に関する意識調査」のうち、藤井寺市内・羽曳野市内を訪れている観
光客 324 人を対象に行われた調査結果をみると、藤井寺市に対するイメージとして「老舗や隠れた名店
が多いまち」は 1.2％、「手頃な価格の飲食店が多いまち」は 0.8％と他の項目に比べて非常に少なくなっ
ています。 
また、藤井寺市を観光する上で必要と感じるものとしては、「食事処」は上位に上がっています。 

＜藤井寺市を訪れている観光客の藤井寺市に対するイメージ＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

（再掲 出典：平成 22年度 藤井寺市の観光に関する意識調査） 

＜藤井寺市を観光する上で必要と感じるもの＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

（再掲 出典：平成 22年度 藤井寺市の観光に関する意識調査） 

  
 一方、市内の飲食店は、413店（平成 24年経済センサス）と多く、近年では「藤井寺バル（デラバル）」
といった飲食店巡りのイベントも開催されています。中には創業 100 年以上の老舗もあり、魅力的な飲
食店がたくさんあるにも関わらず、その存在や情報が十分に観光客に伝わっていないと考えられます。 
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（３）ツアー等の体験サービス提供状況 

 藤井寺市内で提供されている観光ツアーや体験サービス等の状況をみると、観光ボランティアの会に

よる観光ガイドやウォークイベントが定期的に行われている他は、近隣地域との連携や鉄道事業者等の

主催によるウォークイベント、地元酒蔵の見学実施などの実績がありますが、不定期もしくは年数回と

限られています。 
 また、藤井寺市内に本社を置く企業や地元商店街等もありますが、いずれも本格的な見学や体験等の

サービスを提供している事業者はほとんどいません。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



50 
 

（４）土産物・特産品 

 藤井寺市の特産品は、道明寺糒、小山団扇、いちじく、地酒等があります。しかし、「平成 22年度 藤
井寺市の観光に関する意識調査」によると、土産物はほとんど知られていません。 
 一方、近年は、地域の事業者により、藤井寺市オフィシャルキャラクター「まなりくん」商品の開発

が進んでおり、新たな土産物としての可能性が高まっています。 
 
＜藤井寺市の特産品＞ 

名称 概要 
道明寺糒 
 
 
 
 
 
 
 
 

その起源は、菅原道真公が太宰府に左遷された際、道明寺の住職であ
った道真公の伯母、覚寿尼が毎日九州に向かってご飯をお供えし、そ
れを下げて人々に分かち与えたところこれを食べると病気が治るとい
う評判がたち、希望者が多くなったためにあらかじめ乾燥貯蔵するよ
うになったことと言われています。現在は和菓子の材料（道明寺粉）
として広く用いられています。 

小山団扇 
 
 
 
 
 
 
 
 

小山団扇の由来は、戦国時代に武田家の軍師山本勘助が三好氏の動き
を探るため、小山に潜伏していたときに隠れ蓑のなりわいとしてうち
わを製造・販売していたことから始まったと伝えられています。後に
徳川将軍家や天皇へ献上されるまでになりましたが、昭和 45年に後継
者がなくなり、小山団扇の名声も途絶えることとなりました。現在は
藤井寺市商工会において小山団扇の復活に取り組んでいます。 

いちじく 
 
 
 
 
 
 
 
 

いちじくは非常に傷みやすいため、消費地に近い場所でしか栽培する
ことができず、昔は夜明け前に収穫したものをリヤカーで大阪市内な
どに運んでいました。 
現在では、流通技術などの向上により安定して美味しいいちじくを提
供できるようになりましたが、それでも地産地消の果物として地元で
も人気となっています。 
特に「朝取りいちじく」は希少性が高く、８月・９月に開催される朝
市において人気商品となっています。 

地酒 
 
 
 
 
 
 
 

葛井寺南大門近くに大正２年より続く蔵元があり、水にも米にもこだ
わりぬいた、ふくよかな味と薫りの清酒を造り続けています。直売所
では創業当時から愛され続けている銘柄「松花鶴」や「富士正」など
の販売を行っています。 

 
＜オフィシャルキャラクター「まなりくん」関連商品＞ 
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（５）宿泊施設 

 藤井寺市内の宿泊施設は、３施設あり、総定員数は合わせて約 90名程度となっており、多くの宿泊観
光客を受け入れるキャパシティはありません。 
 
＜藤井寺市内の宿泊施設＞ 

名 称 定員数 
春日屋旅館 定員 30名。13室。 
成楽旅館 定員 25名。9室。 
旅館千成家 定員 32名。14室。 

（出典：平成 22年 大阪府観光統計調査） 

（６）祭り・イベント 

 藤井寺市内で開催されている祭りやイベントをみると、伝統的なものでは道明寺天満宮・葛井寺など

で行われるものの他、だんじり・ふとん太鼓といった市内各所で行われる秋祭りがあります。また、大

規模なものでは市民まつりがあり、観光客が多く訪れるというよりも、地元の市民が楽しむ内容のもの

も多くなっています。 
 
＜藤井寺市内の主要な祭り・イベント＞ 

名称 概要 
初天神うそかえ祭 
（道明寺天満宮） 

毎年､１月２５日の初天神の日に身代わり災難除け行事として、神職が１年

がかりで奉製した手彫りの「うそ鳥」を参拝者が交換し合い、幸運を祈り

ます。 
梅まつり 
（道明寺天満宮） 

菅原道真を祭神とする同天満宮には、約１万坪の境内に紅白約８０種８０

０本の梅樹が植樹されており、豊かな香りとともにまさに豪華絢爛、 
春の訪れを百花に先立って咲き匂います。期間中（２月上旬～３月上旬）

は、様々な奉納行事や野点などが行われ、多くの参拝者らが訪れます。 
千日まいり 
（葛井寺） 

毎年 8月 9日には葛井寺において千日まいりがおこなわれます。千日まい
りはこの日に参拝すれば４万６千日お参りしたと同じご利益があるとさ

れ、毎年多くの人で賑わいます。 

藤井寺市民まつり 
（しゅらまつり） 

しゅらまつりは、約 4万人もの人がつめかける藤井寺市の市民まつりです。
例年、楽しいステージイベントや、みんなで踊る「河内音頭」、そのほかフ

リーマーケット、縁日コーナー、物産市、各種団体の展示・販売等が行わ

れます。 
秋祭り 
（市内各地） 

毎年 10 月に市内各地で行われ、神社の祭礼とともに、だんじりを曳く地
域やふとん太鼓を担ぐ地域等が見られます。 
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（７）生活文化 

 藤井寺市内の特徴的な生活文化をみると、昭和初期に開発された、春日丘等の落ち着いた町並みの住

宅地があり、百貨店等にも出店する有名な洋菓子屋がある等、「南河内地域の昔ながらのマダム・お嬢様」

といった上品なイメージの生活文化があります。 
 また、手づくり市が定期的に開催されている他、大学生が多く下宿していたり、雑貨・カフェ等の店

が近年次々とオープンする等、シンプルでナチュラル、クリエイティブなライフスタイルを持った若い

世代の生活文化も生まれつつあります。 
 さらに、お好み焼き屋や立ち飲み屋等、大阪らしい、安くて美味しい飲食店等もあり、だんじり・ふ

とん太鼓といった伝統行事、南河内発祥といわれるかすうどんを代表とする食文化等、南河内らしい下

町的な雰囲気の生活文化も根付いています。 
 これらは観光資源として広く知られてはいないものの、藤井寺市の市民の暮らしに根付いた来訪者か

ら見ても魅力的な地域資源と言えます。 
 
＜藤井寺市内の落ち着いた町並みの住宅地＞      ＜洋菓子店やカフェ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜大阪らしいお好み焼き店や居酒屋等＞          ＜商店街＞ 
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（８）市民の活動状況 

①藤井寺市観光ボランティアの会 

藤井寺市観光ボランティアの会は、平成 17年に設立し、市民を中心に約 50名で活動しています。
藤井寺市民や、藤井寺市を訪れる人々を対象に、藤井寺市と近郊の史跡、寺社、文化財などのガイ

ドを行っています。また、学校教育に参加したり、古市古墳群の世界遺産登録に向けての活動も行

っています。 
  （主な活動） 

  ①ガイド活動（秋季ウォーク、春季ウォーク 等） 
  ②イベント活動（市民まつり、梅まつり、藤まつり、福祉まつり、各種ウォーク 等） 
  ③広報活動（会報の発行、チラシの作成・配布、ホームページの運営、PR活動 等） 
  ④研修育成活動（ガイド養成講座、勉強会、見学会、自主見学会 等） 
  ⑤近隣市町村との連携強化（他都市観光ボランティア協会との連携） 
  ⑥学校教育等への協力（市内小学校を対象に郷土教育への協力） 
  ⑦その他（大阪・奈良歴史ウォークへの協力参加、寄付活動等） 
 

 ②まちづくり協議会 

藤井寺市では、藤井寺駅周辺の住民や事業者が中心となった「藤井寺駅周辺まちづくり協議会」、

道明寺・土師の里周辺の住民や事業者が中心となった「道明寺まちづくり協議会」が立ち上げられ、

それぞれまちづくりや賑わいの創出に向けて活動を行っています。 
藤井寺駅周辺まちづくり協議会では、「文化の薫る、暮らし・ふれあい・賑わいのあるまちづくり」

をテーマに、街並み整備部会、活性化イベント部会を設けて、イチョウ並木の整備やマップの制作、

ハロウィンイベント等のイベントの開催等に取り組んでいます。 
道明寺まちづくり協議会では、道明寺地域周辺が舞台となった大坂夏の陣道明寺合戦から４００年

の節目を控え、道明寺合戦まつりをはじめとするイベントの開催等、様々なまちを盛り上げる企画

を実施しています。 
両協議会とも、やる気に満ちた住民・事業者が主体的に活動しており、地域の活性化に向けた市民

の機運は高まっています。 
 

 ③まなりくんサポート隊 

藤井寺市では、オフィシャルキャラクターまなりくんのＰＲ活動のサポートを行う「まなりくんサ

ポート隊」が市民有志で立ち上げられています。「まなりくんサポート隊」では、全国で行われる「ゆ

るキャラ®」イベントに参加し、藤井寺市の PRを行なっている他、まなりくんを活用した地域の活
性化企画の実施、市民の交流会「まなリンクカフェ」の運営、市内の魅力を様々な視点から取材し

て発信する「まなりくん新聞」の発行等の活動に取り組んでいます。 
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２．情報発信の現状 

（１）藤井寺市・藤井寺市観光協会による情報発信の現状 

 藤井寺市及び藤井寺市観光協会が実施している、観光関連の情報発信の現状は以下の通りとなります。 
 市独自で制作した媒体での情報発信としては、年間約 10,000部のパンフレット・マップを市内外で配
布しています。また、藤井寺市観光協会ではホームページが開設されており、年間アクセス数は 15,000
件です。観光協会では Facebookページも開設しています。 
 観光案内所は、藤井寺一番街商店街内のまちかど情報館「ゆめぷらざ」内に 1 箇所開設しており、年
間の利用者数は約 8,000人となっています。 
 その他、藤井寺市のオフィシャルキャラクター「まなりくん」による SNS（Facebook、Twitter）で
の情報発信も行っていますが、こちらは近年閲覧者数が増加しています。 
 
 

（２）民間の各種メディアでの紹介状況 

 マスコミ関係者ヒアリングによると、藤井寺市を含む南河内地域の雑誌等での掲載状況は、他の大阪

府下の地域に比べて少ない状況です。 
 一方、藤井寺市内には、南河内地域の地域情報誌の本社がおかれており、藤井寺市の特集が過去２回

組まれたことがあります。 
 

  


