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4.4 歴史的・文化的環境 

4.4.1 文化財 

対象事業実施区域近傍の文化財及び埋蔵文化財の状況は、指定文化財は表 4.4.1及び図 4.4.1、

埋蔵文化財は表 4.4.2及び図 4.4.2に示すとおりである。 

文化財は、国指定史跡の日根荘遺跡や国宝建造物の慈眼院多宝塔、国指定重要文化財の慈眼院金

堂等、日根荘由来の文化財が多く存在している。 

埋蔵文化財は、対象事業実施区域内には梨谷遺跡、近傍には向井山遺跡、母山近世墓地、母山遺

跡、西ノ上遺跡等が存在している。 

表 4.4.1 対象事業実施区域近傍における指定文化財 

図中 

番号 

注1） 

指定 分野 種別 名称 所在地 指定年月日 

1 
国 国宝 建造物 慈眼院多宝塔 泉佐野市日根野 M36.04.15 

S28.11.14 

2 重文 建造物 慈眼院金堂 泉佐野市日根野 M36.4.15 

3 重文 建造物 意賀美神社本殿 泉佐野市上之郷 T13.4.15 

4 重文 建造物 総福寺鎮守天満宮本殿 泉佐野市日根野 S53.5.31 

5 

史跡 記念物 日根荘遺跡 泉佐野市日根野、

土丸、大木 

H10.12.8 

H17.7.14 

H25.10.17 

6 府 府有形 建造物 日根神社本殿 泉佐野市日根野 S47.3.31 

7 府有形 建造物 日根神社末社比売神社本殿 泉佐野市日根野 S47.3.31 

8 府有形 美術工芸品 慈眼院 木造 大日如来坐像 泉佐野市日根野 S51.3.31 

9 府天記 記念物 慈眼院の姥桜 泉佐野市日根野 S45.2.20 

10 府天記 記念物 北庄司邸のくす 泉佐野市日根野 S48.3.30 

11 府天記 記念物 北庄司邸のいすのき 泉佐野市日根野 S48.3.30 

12 市 市有形 建造物 旧向井家住宅 泉佐野市土丸 H5.12.2 

13 市有形 美術工芸品 絹本著色 仏涅槃図 泉佐野市市場西 H7.4.4 

14 市有形 美術工芸品 木造 阿弥陀如来坐像 泉佐野市土丸 H8.4.4 

15 市有民 民俗 慈眼院こけら経 泉佐野市日根野 H8.4.4 

注1）表中の番号は図 4.4.1に対応している。 

出典：「大阪府の文化財」（大阪府ホームページ https://www.pref.osaka.lg.jp/bunkazaihogo/bunkazai/ 令和3

年12月閲覧） 

「大阪府地図情報提供システム」（大阪府ホームページ https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/cals/tiz

u.html 令和3年12月閲覧） 

「泉佐野市地図情報システム」（泉佐野市ホームページ https://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/toshi/to

shi/menu/toshikeikaku.html 令和3年12月閲覧）より作成 
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図 4.4.1 対象事業実施区域周辺における指定文化財 

  

注）図中の数字は表 4.4.1の図中番号に対応している。 

背景図）国土地理院「地理院タイル（淡色地図）」を使用 
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表 4.4.2 対象事業実施区域近傍における埋蔵文化財 

図中 

番号 

注1） 

名称 種類 

図中 

番号 

注） 

名称 種類 

1 植田池遺跡 集落跡 24 久ノ木遺跡 集落跡 

2 郷之芝遺跡 散布地 25 八王子遺跡 散布地 

3 白水池遺跡 その他 26 屯田遺跡 散布地 

4 小塚遺跡 生産遺跡 27 池ノ谷遺跡 散布地 

5 中嶋遺跡 生産遺跡 28 上之郷遺跡 集落跡 

6 
十二谷遺跡 集落跡・散布

地 
29 

机場遺跡 散布地・集落跡 

7 
日根荘遺跡 十二谷池 その他(荘園

遺跡) 
30 

日根荘遺跡日根神社・慈

眼院 

社寺跡 

8 朝代北遺跡 散布地 31 向井代遺跡 集落跡 

9 山ノ下城跡 城館跡 32 向井池遺跡 散布地 

10 丁田遺跡 散布地 33 棚原遺跡 集落跡 

11 新池尻遺跡 散布地 34 母山遺跡 その他 

12 日根荘遺跡八重治池 その他 35 母山近世墓地 その他の墓 

13 
三軒屋遺跡 集落跡・散布

地 
36 

川原遺跡 散布地 

14 日根野遺跡 集落跡 37 向井山遺跡 散布地 

15 
日根荘遺跡新道出牛神 集落跡・その

他墓 
38 

梨谷遺跡 散布地 

16 
宮ノ前遺跡 集落跡・その

他墓 
39 

西ノ上遺跡 散布地 

17 大坪遺跡 散布地 40 笹ノ山遺跡 散布地 

18 市堂遺跡 散布地 41 土丸遺跡 散布地 

19 日根荘遺跡野々宮(丹生神社)跡 社寺跡 42 土丸南遺跡 散布地 

20 垣外遺跡 散布地 43 土丸・雨山城跡 城館跡 

21 野々宮遺跡 散布地 44 別所北遺跡 散布地 

22 北之前遺跡 散布地 45 別所遺跡 散布地 

23 日根荘遺跡尼津池 その他 46 稲倉池北方遺跡 散布地 

注1）表中の番号は図 4.4.2に対応している。 

出典：「大阪府の文化財」（大阪府ホームページ https://www.pref.osaka.lg.jp/bunkazaihogo/bunkazai/ 令和3年

12月閲覧） 

「大阪府地図情報提供システム」（大阪府ホームページ https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/cals/tiz

u.html 令和3年12月閲覧） 

「泉佐野市地図情報システム」（泉佐野市ホームページ https://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/toshi/to

shi/menu/toshikeikaku.html 令和3年12月閲覧） 

より作成 
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図 4.4.2 対象事業実施区域近傍における埋蔵文化財 

  

注）図中の数字は表 4.4.2の図中番号に対応している。 

背景図）国土地理院「地理院タイル（淡色地図）」を使用 
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4.4.2 歴史的・文化的景観 

対象事業実施区域周辺における歴史的・文化的景観の状況は、表 4.4.3及び図 4.4.3に示すとお

りである。 

重要文化的景観として、鎌倉時代から戦国時代にかけて、九条家の領地である「日根荘」が存在

し、現在においても関係する文化財となる16の史跡、当時から受け継がれる大木の農村景観である

「日根荘大木の農村景観」が選定されている。 

 

表 4.4.3 歴史的・文化的景観資源の状況 

資源名 市町 分類 

日根荘大木の農村景観 泉佐野市 重要文化的景観 

出典：「文化的景観「日根荘大木の農村景観」について」（泉佐野市ホームページ https://www.city.izumisano.lg.

jp/kakuka/kyoiku/bunkazaihogo/menu/keikan/1371687858961.html 令和3年12月閲覧） 

より作成 
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図 4.4.3 歴史的・文化的景観 

背景図）国土地理院「地理院タイル（淡色地図）」を使用 


