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４-４ 都市環境 

４-４-１ 文化財 

事業計画地周辺における文化財は、有形文化財及び古文化紀念物については表４-８８(1)～

(2)及び図４-３１、埋蔵文化財については表４-８９及び図４-３２に示すとおりである。 

事業計画地周辺には、文化財保護法(昭和 25年法律第 214号)、大阪府文化財保護条例(昭和

44年大阪府条例第 5号)、和泉市文化財保護条例(平成 8年和泉市条例第 14号)、岸和田市文化

財保護条例(平成 8年岸和田市条例第 22号)に基づく登録又は指定文化財等が「有形文化財」が

79件、「埋蔵文化財」が 51件存在する。 

 

 

表４-８８(1) 事業計画周辺における文化財の状況(有形文化財及び古文化紀念物) 

番号 指定 分野 種別 種別 2 名称 文化財所在地 指定年月日 

1 

国 

国宝 
美術工芸品 工芸品 青磁鳳凰耳花生 

和泉市内田町 

(和泉市久保惣 

記念美術館) 

M39.4.14 
美術工芸品 書跡等 歌仙歌合 S13.7.4 

重文 

美術工芸品 絵画 紙本金地著色源氏物語図 H25.6.19 

美術工芸品 絵画 絹本著色孔雀経曼荼羅図 S54.6.6 

美術工芸品 書跡等 紙本墨書如意輪陀羅尼経 T7.4.8 

美術工芸品 書跡等 紙本墨書宝篋印陀羅尼経 T7.4.8 

美術工芸品 絵画 紙本墨画 布袋図 S11.5.6 

美術工芸品 絵画 紙本著色 伊勢物語絵巻 S14.5.27 

美術工芸品 絵画 紙本著色 十王経 S16.7.3 

美術工芸品 絵画 絹本著色 鍾馗図 S17.6.26 

美術工芸品 絵画 絹本著色 山崎架橋図 S27.7.19 

美術工芸品 絵画 絹本墨画 達磨図 S28.11.14 

美術工芸品 絵画 紙本著色 山王霊験記 T6.4.5 

美術工芸品 絵画 紙本著色 駒競行幸絵詞 S6.12.14 

美術工芸品 絵画 紙本墨画 枯木鳴鵙図 S10.4.30 

美術工芸品 工芸品 牡丹蝶鳥鏡 S28.11.14 

美術工芸品 工芸品 菊花双鶴鏡 S28.11.14 

美術工芸品 工芸品 蓬莱山方鏡 S28.11.14 

美術工芸品 工芸品 唐津茶碗(三宝) S31.6.28 

美術工芸品 工芸品 黄瀬戸立鼓花生 S34.6.27 

美術工芸品 工芸品 梅花桧垣群雀鏡 S34.6.27 

美術工芸品 工芸品 響銅水瓶 S35.6.9 

美術工芸品 工芸品 鵲尾形柄香炉 S35.6.9 

美術工芸品 考古 画文帯神獣鏡 S47.5.30 

美術工芸品 書跡等 紙本墨書 伏見天皇宸翰宝篋印陀

羅尼経 

S10.4.30 

美術工芸品 書跡等 紙本墨書法華経化城喩品 S10.4.30 

美術工芸品 書跡等 箔散料紙墨書法華経方便品 S10.4.30 

美術工芸品 書跡等 紙本墨書 一山一寧墨蹟 S14.5.27 

美術工芸品 書跡等 聖一国師墨蹟法語(蝋牋) S29.11.14 

美術工芸品 書跡等 大覚禅師墨蹟上堂語 S31.6.28 

美術工芸品 書跡等 大字法華経薬草喩品 S34.6.27 

美術工芸品 書跡等 熊野懐紙藤原範光筆 S34.12.18 

美術工芸品 書跡等 貫之集下断簡 S35.6.9 

美術工芸品 彫刻 木造 胎蔵界八葉院曼荼羅刻出龕 S10.4.30 

府 府有形 美術工芸品 書跡等 松尾寺文書一括 S50.3.31 

市 市有形 

美術工芸品 絵画 真言八祖像 H27.4.21 

美術工芸品 絵画 役行者像 H12.3.13 

美術工芸品 考古 槙尾山経塚出土品 H11.3.11 

美術工芸品 工芸品 独鈷杵 H29.4.14 

美術工芸品 工芸品 三鈷杵 H29.4.14 

注)表中の番号は、図４-３１に対応 

出典：大阪府大阪府内指定文化財一覧表(令和 3年 12年閲覧、大阪府ホームページ)  
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表４-８８(2) 事業計画周辺における文化財の状況(有形文化財及び古文化紀念物) 

番号 指定 分野 種別 種別 2 名称 文化財所在地 指定年月日 

2 

府 府有形 美術工芸品 工芸品 不動明王及び二童子像 

和泉市まなび野 

(和泉市いずみ

の国歴史館) 

H29.4.14 

市 

市有形 美術工芸品 工芸品 牡丹唐草文三足香炉 H27.4.21 

市有形 美術工芸品 典籍 大般若経 H30.3.8 

市有形 美術工芸品 彫刻 地蔵菩薩立像 H17.3.22 

市有形 美術工芸品 彫刻 千手観音立像 H17.3.22 

市有形 美術工芸品 彫刻 地蔵菩薩立像 H17.3.22 

市有形 美術工芸品 彫刻 慈恵大師坐像 H17.3.22 

市有形 美術工芸品 彫刻 大日如来坐像 H25.4.5 

市有形 美術工芸品 彫刻 銅造如来立像 R2.4.7 

市有形 美術工芸品 工芸品 桐雪持ち笹文様唐織小袖 H31.4.3 

市有形 美術工芸品 歴史 和泉市旧町村役場公文書 H23.3.23 

市有形 美術工芸品 典籍 大般若経 H29.4.14 

市有形 美術工芸品 古文書 黒鳥村中世文書(旧安明寺文書) H28.5.13 

市有形 美術工芸品 考古 上町遺跡出土埴輪棺 H23.3.23 

3 

国 重文 建造物 建築物 積川神社 本殿 

岸和田市積川町 

T3.4.17 

府 府有形 
美術工芸品 工芸品 積川神社 扁額 S45.12.7 

美術工芸品 彫刻 木造 男女神像 S45.12.7 

市 市天記 記念物 天然 

記念物 

積川神社の椋 S41.3.22 

4 
府 府有形 建造物 建築物 山直神社本殿 

岸和田市内畑町 
S48.3.30 

市 市天記 記念物 天然 

記念物 

山直神社社叢 S49.4.27 

5 府 
府天記 記念物 天然 

記念物 

松尾寺のやまもも 

和泉市松尾寺町 

S50.3.31 

府史跡 記念物 史跡 松尾寺境内 S45.12.7 

府有形 建造物 建築物 松尾寺金堂 S46.3.31 

6 府 府天記 記念物 天然 

記念物 

松尾寺のくす S48.3.30 

7 府 府天記 記念物 天然 

記念物 

春日神社のまき 和泉市春木町 S49.3.29 

8 市 市有形 美術工芸品 彫刻 千手観音立像 和泉市国分町 H30.3.8 

9 市 市有形 美術工芸品 彫刻 大日如来坐像 和泉市平井町 H25.4.5 

10 
市 

市天記 記念物 天然記

念物 

稲葉町薬師堂跡の榧 
岸和田市稲葉町 

S41.3.22 

市有形 建造物 工作物 稲葉町薬師堂跡 

石造宝篋印塔 

S31.8 

11 市天記 記念物 天然 

記念物 

稲葉町菅原神社社叢 S49.4.27 

12 府 府天記 記念物 天然 

記念物 

若樫のサクラ 和泉市若樫町 H17.1.21 

13 市 市天記 記念物 天然 

記念物 

大沢神社の杉 岸和田市大沢町 S41.3.22 

14 市 市天記 記念物 史跡 光忍上人塚古墳 岸和田市上白原

町 

S31.5.15 

15 市 市史跡 記念物 史跡 神於寺跡 岸和田市神於町 S31.8 

16 
市 

市史跡 記念物 史跡 小金塚古墳 
岸和田市岡山町 

S52 

17 市史跡 記念物 史跡 岡山御坊跡 S31.8 

18 府 府天記 記念物 天然 

記念物 

山直大嶋邸のびゃくしん 岸和田市包近町 S45.2.20 

19 国 重文 美術工芸品 書跡等 修善講式残簡 和泉市仏並町 S42.6.15 

20 市 市有形 美術工芸品 彫刻 弥勒菩薩坐像 和泉市春木町 H23.3.23 

注)表中の番号は、図４-３１に対応 

出典：大阪府大阪府内指定文化財一覧表(令和 3年 12年閲覧、大阪府ホームページ) 
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出典：大阪府地図情報システム(令和 3年 12月閲覧、大阪府ホームページ) 

 

 ：事業計画地  ：市境   

①、③～⑳ :指定文化財  

②   :有形文化財  

 (図中の番号は表４-８８(1)～(2)の番号に対応)  

図４-３１ 事業地周辺における文化財の状況(有形文化財及び古文化記念物) 
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表４-８９ 事業計画周辺における文化財の状況(埋蔵文化財) 

番号 市名 文化財名称 種類 

1 

岸和田市 

水込遺跡 集落跡 
2 黒石遺跡 集落跡 

3 儀平山古墳 古墳 

4 山直中遺跡 集落跡 

5 土居城跡 城館跡 

6 蓮華光寺跡 社寺跡 

7 石塚古墳 古墳 

8 芝ノ垣外遺跡 集落跡 

9 土井ノ木遺跡 集落跡 

10 中之社遺跡 集落跡 

11 宮の後遺跡 集落跡 

12 積川廃寺 社寺跡 

13 稲葉城跡 城館跡 

14 稲葉墓地 その他 

15 堂ヶ峰廃寺 社寺跡 

16 神ノ木山遺跡 散布地 

17 西方寺遺跡 散布地 

18 沢峰遺跡 散布地 

19 具足遺跡 散布地 

20 上白原遺跡 散布地 

21 山直神社遺跡 散布地 

22 山直墓地 その他 

23 内畑城跡 城館跡 

24 神於銅鐸出土地 その他(銅鐸出土地) 

25 神於寺瓦窯跡 生産遺跡 

26 神於寺跡 社寺跡 

27 光忍上人塚古墳 古墳 

28 河合古墳 その他 

29 河合城跡 城館跡 

30 大沢城跡 城館跡 

31 勝福寺跡 社寺跡 

32 転法輪寺跡 社寺跡 

33 神福寺跡 社寺跡 

34 どぞく遺跡 集落跡 

35 箱谷古墳 古墳 

36 赤山古墳群 古墳 

37 尾生遺跡 集落跡 

38 たな川塚古墳 古墳 

39 福田城跡 城館跡 

40 意賀美神社遺跡 集落跡 

41 南ノ坊古墳 古墳 

42 

和泉市 

大床遺跡 散布地 

43 春木庄遺跡群 散布地 

44 松尾寺境内 社寺跡 

45 和泉丘陵 A63地点遺跡 散布地 

46 和泉丘陵 A54地点遺跡 散布地 

47 陶邑窯跡群 谷山池地区 生産遺跡 

48 和泉丘陵 B8号古墳 古墳 

49 和泉丘陵 B7号古墳 古墳 

50 和泉国分寺跡 社寺跡 

51 黒石古墳群 古墳 

注)表中の番号は、図４-３２に対応 

出典：大阪府地図情報システム(令和 3年 12月閲覧、大阪府ホームページ) 
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出典：大阪府地図情報システム(令和 3年 12月閲覧、大阪府ホームページ) 

 ：事業計画地  ：市境 
 

：埋蔵文化財(図中の番号は表４-８９の番号に対応) 

 

 

 

図４-３２ 事業地周辺における文化財の状況(埋蔵文化財)  
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４-４-２ 景観 

(１)都市景観 

「大阪府景観計画」(平成 20年策定)および「和泉市公式ホームページ」(令和 3年 12月閲

覧、和泉市ホームページ)によると、事業計画地は、大阪府の景観計画区域のいずれにも該当

しない景観計画区域外にあたる。 

なお、和泉市による景観計画及び景観条例等は策定されていないが、事業計画地は和泉市

の「和泉コスモポリス地区地区計画」(最終変更:平成 18年 3月 17日市告第 62号)の区域内

に位置する。 

「和泉コスモポリス地区地区計画」によると、地区計画の目標として、世界をリードする

先端技術産業の育成を目指し、和泉中央丘陵西部地区等との連携を図った内陸部の緑豊かで

快適な環境の中の産業団地(テクノパーク)の形成を目標とし、周辺の自然環境と調和した内

陸型で環境に優しい都市型工業や研究開発機能を中心とした産業団地づくりを目指すとされ

ている。 

また、整備方針として、道路･公園･緑地については土地区画整理事業により整備されるの

で、これらの機能･環境が損なわれないよう維持･保全を図り、優れた街並みや良好な産業団

地環境を形成するため、建築物の用途、規模、配置、高さ、形態又は意匠、垣又は柵の構造

等に留意して整備を行うよう方針として定められている。なお、地区整備計画は表４-９０に

示すとおりである。 

事業計画地に隣接する岸和田市は、「岸和田市景観形成基本方針」(平成 20 年 11 月策定)

により、景観形成の基本目標「豊かな自然環境と歴史的環境が織り成す『個性的快適環境都

市』の創生」を実現するため、景観形成の方針が定められている。また、岸和田市景観計画

において、事業計画地北西側は、残された自然と農村集落景観の保全を目標にした「里の景

観区」、南西側は、自然環境の保全と自然に親しむ機会の増大を目標にした「自然緑地景観区」

に指定されている。 
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表４-９０ 和泉コスモポリス地区地区計画の地区整備計画 

建築物等に関する事項 

建築物等の用途の制限 

工場のうち次に掲げるものは建築してはならない。 

1.石油精製業 

2.パルプ製造業、化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油化学系基礎製品製

造業（一貫して誘導品を製造するものを含む。）コークス製造業、セメント製造業並びに電気供

給業 

建築物の敷地面積の最

低限度 

建築物の最低敷地面積は 1500㎡とする。 

ただし、公共公益施設については、市長が止むを得ないと認めた場合はこの限りではない。 

壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は次のとおりとする。 

ただし、公共公益施設については、市長が止むを得ないと認めた場合はこの限りではない。 

1.唐国久井線道路境界線については 5ｍ以上とする。 

2.その他区画道路境界線については 2ｍ以上とする。 

建築物等の高さの最高

限度 

建築物の高さの限度は 30ｍとする。 

ただし、階段室、昇降機塔、塔屋、屋窓、その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積

の合計が当該建築物の建築面積の 8 分の 1 以内の場合においては、その部分の高さが 5ｍまでは当

該建築物の高さに算入しない。 

建築物等の形態又は意

匠の制限 

1.建築物等の外観は周辺環境と調和するものとする。 

2.敷地内の広告物又は看板(建築物に設置するものを含む)は自己の用に供するもの(府自家用広告

物許可基準で定義されるもの)に限定するとともに、次のいずれかに該当するものを設置しては

ならない。 

(1)屋上又は屋根に設置するもの。 

(2)周辺の美観･風致を損なうもの。 

かき又はさくの構造の

制限 

道路(歩行者専用道路を含む)に面する敷地の部分(門柱･門扉の部分を除く)にかき又はさくを設置

する場合は、次に掲げるものとしなければならない。 

1.透視可能なフェンス等 

2.生け垣 

 

 

 

(２)歴史的･文化的景観 

「和泉市公式ホームページ」(令和3年10月閲覧、和泉市ホームページ)によると和泉市は、

旧石器時代の石器が発見され、古来から人々が生活を営んでいたと考えられる。市内には土

器、石器、木製品等貴重な文化財が数多く出土した全国有数の弥生時代の集落遺跡が点在す

る。 

事業計画地周辺には、国宝･重要文化財の指定箇所もあり、社寺の歴史的な建造物や石仏、

史跡も国･大阪府･和泉市･岸和田市に文化財指定されている箇所がある。これら文化財のほか

にも、大小の古墳が山麓に、石仏や石碑などがおもに旧集落を中心に残っている。(表４-８

８(1)～(2)、表４-８９、図４-３１及び図４-３２参照) 


