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富田林市（南河内） 
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寺内町の町並み 
きり絵 近藤好幸氏 
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寺内町の町並み 
きり絵 近藤好幸氏 
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ゆったりとした時の流れ 
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代表的な建造物 
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旧・杉山家住宅（重要文化財） 
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仲村家住宅（大阪府文化財） 
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富田林・寺内町の成立 
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近畿地方の寺内町 
 

  大阪府  八尾、久宝寺、枚方、富田、貝塚、大ケ塚 

 

  奈良県  橿原市今井町 

 

  京都府  山科本願寺 

 

富田林・寺内町の成立 
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戦国時代（１５６１年） 
 

 

 

 

富田林・寺内町の成立 
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１５６１年 

富田林・寺内町 

１５９０年 

秀吉・天下統一 

１６００年 

関ヶ原の戦い 
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富田林・寺内町の成立 



興正寺別院（一向宗） 

  本願寺第１６世証秀上人 

 

富田林・寺内町の成立 
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興正寺別院（富田林御坊） 
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興正寺別院（本堂） 
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興正寺別院（襖絵） 

竹梅の図 松の図 
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河内名所図会（１８０１年） 
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河内名所図会（１８０１年） 

 石川（大和川の支流） 

 東高野街道 

 小高い河岸段丘 

富田林・寺内町の成立 
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宗教自治都市 
    

     寺内町＝お寺の境内にニュータウンを造成 
        
   八人衆 
        荒芝地を購入・開墾 (広さ約２万坪、銭百貫文）  
    
   特権（自治権・租税免除）  
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村絵図（１７７８年） 
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土塁跡 

郡役所跡 山家坂 
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町割 （都市計画） 
  南北３５０ｍ、東西４００ｍ（楕円形） 

  南北六筋、東西七町（碁盤目） 

  背割り水路（下水路） 

富田林・寺内町の成立 
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町割（都市計画） 

村絵図 （１７７８年） 町割 

富田林寺内町の探訪 24 



自衛・防火（都市計画） 

   当て曲げの辻 

  用心堀 

  火の用心を知らせる石標（向田坂） 

 

富田林・寺内町の成立 
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当て曲げの辻 

富田林寺内町の探訪 26 



足元（路面）には 

用心堀（南会所町） 用心堀（岩永橋） 
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火の用心(石標） 

町中くわえきせる 
ひなわ火無用 

 
 向田坂（東高野街道） 

 １７５１年 
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  租税免除（特権） 

 

  東高野街道、石川の舟運 
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商業の隆盛 
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  江戸幕府直轄地 

 

  南河内の経済の中心地 
   （５１職種、１４９店舗） 

 

 

 

商業の隆盛 
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酒造業、木綿商、材木商、油屋 

 

  江戸時代の商家は往時の繁栄が偲ばれる 

    大火や空襲(戦災）に遭わず町家が現存 

 

 

 

 

商業の隆盛 
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旧・杉山家住宅（重要文化財） 

富田林寺内町の探訪 33 



仲村家住宅（大阪府文化財） 
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酒造業 
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「富田林の酒屋の井戸は、

底に黄金の水がわく」 

酒造業 
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酒造業・木綿商 

「天下一正宗」 （十津川屋） 木綿仕切帳 

富田林寺内町の探訪 37 



木綿商 
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味醂醸造 
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味醂醸造 

味醂醸造用の甕 地面に埋めている甕 
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材木商 
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材木商 
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油屋 
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商業の衰退（明治以降） 
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１８６８年 

明治維新 

１８９８年 

鉄道開通 

１９４７年 

農地改革 

富田林寺内町の探訪 45 

商業の衰退（明治以降） 



近代化 → 競争力を失う 

     

鉄道開通 → 人の流れが変わる 

 

農地改革 → 地主の衰退 

商業の衰退（明治以降） 
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酒造業（地酒・廃業） 

酒瓶ラベル 広告看板 
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町家の博物館 



重要伝統的建造物群保存地区 
   江戸時代～昭和初期 

   伝統的建造物約１８０棟、外観修景・保存 

 

町並み景観 

  街路灯、電柱、交通標識、案内石標 

寺内町の町並み 
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寺内町の町並み（昭和） 
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寺内町の町並み（現在） 
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町家の表情 
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  入母屋造り 

  土蔵 

  煙出し（越し屋根） 

  虫籠窓（むしこまど） 

  格子窓 
 

 

 

町家の表情 
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入母屋造り 

富田林寺内町の探訪 54 



間取り 
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建築様式（切妻） 

兜（かぶと）造り 八棟造り 
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土蔵 
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土蔵 
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屋根 

旧・杉山家住宅（重文） 仲村家住宅(府文化財） 
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屋根 
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煙出し（越し屋根） 
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上げ見世（上げ床机） 

折り畳んだ状態 手前に広げた状態 
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屋根瓦 
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屋根瓦 
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屋根瓦（興正寺別院山門） 
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厨子二階・虫籠窓（むしこまど） 
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厨子二階・虫籠窓（むしこまど） 
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魔除け（鍾馗さん） 
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格子窓 

荒格子（無双戸） 出格子 
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格子窓 

一体型出格子 一体型出格子 
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出格子窓 
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窓 
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駒寄せ 
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駒つなぎ 
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持ち送り 
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忍び返し（防犯） 
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袖うだつ（防火） 
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防火 

防火水漕 「水」 防火水槽 
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足元（路面）には 

背割り水路 背割り水路 
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町並み景観保存 
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重要伝統的建造物群保存地区 
   江戸時代～昭和初期 
   大火や空襲(戦災）に遭わず貴重な町家が現存 
   伝統的家屋１８０棟、外観修景・保存 

 

町並み景観 

  街路灯、電柱、交通標識、案内石標 

町並み景観保存 
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１９７３年 

町並み保存運動 

１９８３年 

旧杉山家住宅 

重文指定 

１９９７年 

重伝建地区指定 
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町並み景観保存 



町並み景観保存 

鐘楼 （修理中） 鐘楼 （修理後） 
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町並み景観保存 

メーターボックス メーターボックス 
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町並み景観保存 

大正時代の建物 
大正時代の洋館建築 

（旧・三和銀行富田林支店） 
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町並み景観保存 

じないまち交流館 じないまち展望広場 
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町並み景観保存 

新築住宅 陶芸工房（改装） 
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町並み景観保存 

マンホールの蓋 意匠タイル（本町公園） 
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町並み景観保存 

案内石標 案内地図 (本町公園） 

富田林寺内町の探訪 89 



城之門筋（日本の道百選） 

富田林寺内町の探訪 90 



明治の女流歌人・石上露子 

本名 杉山タカ（１８８２～１９５９） 
南河内一の大地主・杉山家の長女とし

て生まれました。幼時から古典や漢籍、

琴などに親しみ、二十歳頃から『明星』

などに短歌，詩、小説などを発表しまし

た。雅号は夕ちどり。 

 

山崎豊子の小説 「花紋」のモデル 
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地域活性化 
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居住人口減少（少子高齢化） 
     

空き家・空き地の増加 

 

地元商店街の衰退 

地域活性化 
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地域活性化 

イベント開催 
じないまち散歩 
（毎月第２土曜日） 
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地域活性化 

ボランティア・ガイド ボランティア・ガイド 
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寺内町燈路（８月） 
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立ち寄ってみたいお店 

陶芸工房 
 

珈琲ショップ（紅梅蔵） 
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立ち寄ってみたいお店 

アロマセラピー 
 

世界各地の雑貨 
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立ち寄ってみたいお店 

Italian Cuisine（OASI） 赤ねこ餅（八町茶屋） 
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立ち寄ってみたいお店 

寺内町せんべい 柏屋葛城堂（富田林駅前） 
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若い世代が住みやすいまちづくり 
  （住環境の維持・整備） 

  

歴史的建造物の保存・継承 

 
 

地域活性化 
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ユネスコ世界遺産に登録？？ 
 

２０ＸＸ年Ｘ月Ｘ日 
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さあ寺内町散策へ 
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町家（民家）は非公開 
 

所要時間 約１時間 
 

休憩所（お手洗い） 
   コンビニはありません 

 

寺内町散策 
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富田林・寺内町の探訪 
 

いよいよ最後ですが。。。 
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浄谷寺 
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恋文薬師 

薬師堂 薬師如来像 
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皆さんの願い事が叶いますように。。。 
 
 

長い時間のご清聴ありがとうございました 

じないまちボランティアガイドの会 
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富田林・寺内町の探訪 

じないまちボランティアガイドの会 
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