
富田林寺内町の探訪 1 

富田林・寺内町へようこそ 



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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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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代表的な建造物 
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興正寺別院（富田林御坊） 

富田林寺内町の探訪 6 



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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 富田林市寺内町出身 

 

 会社員 （横浜市在住）・中小企業診断士 

 

 ボランティア・ガイド （全国通訳案内士） 

 

 地域情報発信サイト 「富田林寺内町の探訪」 

  http://www5d.biglobe.ne.jp/~heritage/ 

 

 

自己紹介 
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 どこでご存知になりましたか？ 

 

 何に惹かれて足をお運び頂けましたか？ 

 

 初めてお越しになりましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 
寺内町へのご興味・ご関心 

 

富田林寺内町の探訪 10 



 古い町並み 

 

 歴史、建築、伝統文化に触れる 

 

 食事、買い物、語らい 

 

 素朴さ、のんびり、リフレッシュ 

 

 
寺内町へのご興味・ご関心 

 

富田林寺内町の探訪 11 



ゆったりとした時の流れ 
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 どこか懐かしい原風景 

 

 ゆったりとした時間の流れ 

 

 贅沢な癒しの時間と空間 

 

 
富田林寺内町の魅力 
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 コンビニがない 

 ケータイ・ショップがない 

 

 公衆トイレがない、喫煙所がない 

 「いわゆる」土産物屋がない 

  （清水寺五条坂参道、浅草寺仲見世通り） 

 

 「何もない」のが魅力⁈ 

 

富田林寺内町の魅力 
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「賑わいと落ち着きのあるまちづくり」 
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「賑わいと落ち着きのあるまちづくり」 
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 「賑わい」と「落ち着き」の両立 

 

 世俗化された観光地を目指していない。 

   今も人々が暮らす生活空間。 

 

 「スローライフ」 

 



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（１５６０年） 
 

 

 

 

富田林・寺内町の成立 
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１５６０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（本堂） 
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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）  
    
   真宗布教の伝道所（ミッション）  
 
    

 

 
 
 

富田林・寺内町の成立 
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１）特権（自治、租税免除） 
 
２）町割・都市計画（寺内町を開発） 
 
３）自衛（戦国時代→土塁、濠、木戸門） 
 
４）防火（高台→用心堀、旅人に注意告知） 
 
 
    

 

 
 
 

富田林・寺内町の成立 
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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） 

 

元禄時代（1703年） ２５２ 戸、１７１１ 人 が暮らす 

 

 

 

 

 

商業の隆盛 

富田林寺内町の探訪 25 



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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河内名所図会（１８０１年） 



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 （ぶどうの産地） 

富田林・寺内町の成立 
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河内名所図会（１８０１年） 

 南河内、都会の地也。いにしへは、富田芝とて、広き野
にてありしが、天正の頃、公命によりて、市店建続きて、
商人多し。特には、水勝れて善れば、酒造る業の家数
の軒をならぶ。又、名産葡萄は農家の前栽に棚作り、
多く栽る。初秋の頃は、鈴のごとく生て、市に出す。其
味、他にまさりて甘美也。葡萄酒も此地の名産としらる。
風土の奇也。 



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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村絵図（１７７８年） 
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土塁（土居） 
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石川 河岸段丘 
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寺内町の入り口（街道口） 
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木戸門（向田坂口→南大伴・円照寺） 
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背割り水路（下水道） 
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「富田林寺内町を時計回りに歩いて巡る」 

コースの見どころ 

富田林寺内町の探訪 37 



富田林寺内町の探訪 38 



地蔵（三昧口、富田林街道） 
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北口地蔵・道標（巡礼街道） 
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念西口（城之門筋） 
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念西口（城之門筋） 
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一里山口（東高野街道） 
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１）東高野街道口 
 
２）高札場（こうさつば）が設けられた 
 
３）一里山口門（木戸門）は、のちに富 田林墓地に 
  移築されたが、第一次室戸台風（昭和9年、1934年） 

     のときに倒壊した 



（北）越井家住宅 
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越井家住宅 
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越井家住宅 
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（旧）万里春酒造・酒蔵 

富田林寺内町の探訪 47 



（旧）万里春酒造・酒蔵 
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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（地酒・廃業） 

酒瓶ラベル 広告看板 
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富栄戎神社 
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山中田坂 
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じないまち展望広場 
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石川（葛城山・金剛山） 



剣先舟（石川の舟運） 
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亀ヶ坂口 
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山家坂 
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竹林（土居・石川河川敷） 

富田林寺内町の探訪 58 



石上露子 「小板橋」跡 
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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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向田坂口（東高野街道） 
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向田坂門→南大伴・円照寺 
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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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仲村家住宅（大阪府文化財） 
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旧・杉山家住宅（重要文化財） 

富田林寺内町の探訪 65 



寺内町センター 
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南河内郡役所跡（石垣） 
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北野家住宅（堺筋） 
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西口地蔵 
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西口地蔵 
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浄谷寺口 
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浄谷寺口 
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浄谷寺（融通念仏宗） 
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（旧）田中家住宅 
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本町公園（石上露子歌碑） 
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商業の衰退（明治以降） 

 

 

富田林寺内町の探訪 76 



１８６８年 

明治維新 

１８９８年 

鉄道開通 

１９４７年 

農地改革 
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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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昭和４０年代頃の商店街 
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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 

   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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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 

太鼓楼 （修理中） 太鼓楼 （修理後） 
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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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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 

新春初鍋めぐり （１月） 
 

じないまち雛めぐり （３月） 
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寺内町燈路（８月） 
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じないまちキモノ散歩 
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落語会・石上露子生誕祭 

落語会（旧万里春酒蔵） 
 

石上露子生誕祭 
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立ち寄ってみたいお店 

陶芸工房 （飛鳥） 
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立ち寄ってみたいお店 

 

自家焙煎・珈琲ショップ（平蔵） 
 

味醂醸造の甕 

富田林寺内町の探訪 95 



立ち寄ってみたいお店 

Italian Cuisine（OASI） コースメニュー （地産地消） 
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立ち寄ってみたいお店 

甘糀 （八町茶屋） 赤ねこ餅 （八町茶屋） 

富田林寺内町の探訪 97 



立ち寄ってみたいお店 

かぼちゃのスープ （マメトコナ） フレンチトースト （マメトコナ） 
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立ち寄ってみたいお店 

パン工房 泰 （本町通り） 
 

寺内さん家のクリームパン（地産地消） 
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立ち寄ってみたいお店 

天然酵母パン（mameten cafe） 絵本・雑貨 （緑の小道） 
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立ち寄ってみたいお店 

喫茶ナロード（本町通り） くつろげる、落ち着いた店内 
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立ち寄ってみたいお店 

天津甘栗（楠公通り） 煎り栗の香ばしい匂い 
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立ち寄ってみたいお店 

ゲストハウス （泊や） 女性専用です 
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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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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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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時間半 
 

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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   ご清聴ありがとうございました。 

富田林寺内町の探訪 
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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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