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番号 名称・解説 資料 

New 
市内観光の周遊性と滞留時間をアップグレード ――市内周遊観光アプリ「泉南ＮＡＶＩ」 市 Web:泉南 NAVI 

http://www.city.sennan.lg.jp/kanko/k

anko/1492734119366.html   「泉南 NAVI」は、大阪府泉南市の観光情報として、AR による「観光資源」、「おすすめコース」、「プロモ
ーション動画」がすぐに手に入れることができるスマートフォンアプリ。お手持ちのスマートフォンへダ
ウンロードし、市内周遊の手助けをし、スマートフォンの事前設定により日本語、英語での表示が可能で
す。 

 平成 29 年 5 月にリリースされたばかりです、ご利用ください! 

New バラだけではありません! ――農業公園「花咲きファーム」 市 Web:農業公園「花咲きファ

ーム」 
  春・秋、バラの見学で大変なにぎわいを見せる「花咲きファーム」ですが、既存のポテンシャルをより発

揮し集客力 up と賑わいづくりにつなげるために取り組み中! 
 今年はお子様に遊んでいただける「芝生の滑り台」を作る工事とともに、市民の皆さんに芝ザクラを面的

に植え込んでいただきました。今後も季節の農産物マルシェなど、継続してイベント開催していきます! 

New 遅ればせながら頑張ってます! ――ふるさと納税「せんなん応援寄附制度」 泉南市ふるさと納税サイト 
  昨年秋、泉南市のふるさと納税にも遅ればせながら火が着きました!地元の手作りおもちゃ、コーヒー、

花卉、農産物等が大人気で、半年でおおよそ 5 千万円の寄附をいただき、前年比 9 倍にも急成⾧。 
 平成 29 年度は、「目指せ１億円!」を合言葉に 300 点近くのお礼の品を用意し、お待ちしています。皆様

の応援、よろしくお願いします! 

１ 海の活気を体感 ――岡田漁港の朝市 岡田浦漁業協同組合公式 Web 
http://okadaura.org/   日曜日の早朝から岡田漁港で開催される朝市は、新鮮な魚介類が購入できるだけではなく、それらを使っ

た丼やてんぷらも堪能できる。また、一般のお客さんが参加できるセリも実施しており、新鮮な魚介類が
格安で購入することも可能。 

２ 薄桃色のカーペット ――岡田浦砂浜のハマヒルガオ 観光協会 Web 

http://welcome-sennan.com/flower-s

pots/okadaura-hamahirugao 

  岡田漁港の対岸になる砂浜では、５月に薄桃色のハマヒルガオが一面に咲き誇ります。 

３ 産業の総合交流拠点 ――サザンぴあ サザンぴあ公式ブログ 
http://sazanpia.blog48.fc2.com/   市内の特産品を取り扱っており、農家が地元の旬な野菜や果物、また加工品などを提供している。マーブ

ルビーチに隣接しているため、風景を楽しむ休憩場所としても利用していただくことができる。 

4 純白の「恋人の聖地」――マーブルビーチ 観光協会 Web 
http://welcome-sennan.com/tourist-s

pots/marble-beach 

  白い大理石の玉石が敷き詰められた純白の親水海岸。海と空の青色とのコントラストが美しく、そのため
夕日百選、恋人の聖地にも選定されている。 
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5 大物を狙うなら、ここ ――海上釣り堀サザン 海上釣り堀サザン公式 Web 
http://www.sazanfisher.com/   道具はレンタル可能で、初心者が手ぶらでいっても大丈夫。釣り上げた魚は持ち帰ることができ、その場

でさばいてもらうことも可能。 

6 世界に一番近いビーチ ――タルイサザンビーチ タルイサザンビーチ公式 Web 
http://www.taruihama.sakura.ne.jp/   駅からも近く、夏は関空から離発着する飛行機を眺めながら海水浴が楽しめる。 

 2017 夏には、2 日間で数万人のオーディエンスを集める音楽イベントも!こうご期待! 

7 懐かしいけれど新鮮な里山の暮らし体験 ――紀泉わいわい村 紀泉わいわい村公式 Web 
http://osakaymca.or.jp/shisetsu/kisen

waiwaimura/ 

  金剛生駒和泉国定公園内にある里山の暮らし体験施設。コメ作りや野菜作り体験はもちろんのこと、宿泊
棟では囲炉裏、五右衛門風呂、へっついさんを使った昔ながらの生活が体験できる。 

8 燃え上がる躑躅山 ――林昌寺 観光協会 Web 
http://welcome-sennan.com/flower-s

pots/rinshoji-tsutsuji 

  林昌寺は躑躅山とも呼ばれ、その境内には日本庭園にモダンアートを取り入れたと言われる⿁才・重森三
玲（しげもりみれい）作の庭があり、全国から多くのファンが訪れる。その三玲の山庭は、4 月末はツツジ、
5 月はサツキの花によって赤い炎の如く彩られる。 

9 熊野詣の面影を感じる ――熊野街道沿いの街並み 観光協会 Web 
http://welcome-sennan.com/tourist-s

pots/kumanokaido 

  紀州街道信達宿の中心として発達し、本陣跡、旅籠跡、常夜灯が残り、昔の宿場町の様子がしのばれる。
古い家屋は入母屋造りで妻入りのものが多いのが特徴。 

10 世界に誇るローズガーデン ――イングリッシュローズガーデン デビッドオースチンロージズ
社公式 Web 
http://www.davidaustinroses.co.jp/jap

an/Advanced.asp?PageId=2244 

  世界中のバラ愛好家から支持されているデビッド・オースチン氏が直営しているバラ園。世界有数の規模
を誇り、５月と 10 月にはローズフェスを開催 

11 イングリッシュローズ関連の専門ギフトショップ ――イングリッシュローズガーデン・ギフトショップ デビッドオースチンロージズ
社公式 Web 
http://www.davidaustinroses.co.jp/jap

an/Advanced.asp?PageId=2244 

  イギリスの雑貨を仕入れており、量産されない貴重なバラの雑貨が多く、マグカップ、ポストカード、ペ
ーパータオルなどが人気 

12 紫紺の寺 ――⾧慶寺のアジサイ 観光協会 Web 
http://welcome-sennan.com/tourist-s

pots/chokeiji 

  「あじさい寺」とも呼ばれ、山門までの石段沿いや境内は、６月にはあじさいで埋め尽くされる。 

13 初春を告げる梅の香 ――金熊寺梅林 観光協会 Web 
http://welcome-sennan.com/flower-s

pots/kinyuji 

  約 300 年前から続く梅林で、開花時期には山頂で梅を鑑賞しながら鍋が堪能できる。 
 
 



  泉南市 PR 資料 平成 29 年 5 月現在 

p.3 

 

14 泉州の春の風物詩 ――信達宿の野田藤 観光協会 Web 
http://welcome-sennan.com/flower-s

pots/kajimotoke-fuji 

  ４月の開催するふじまつりでは、毎年多くの見物客でにぎわう泉州の風物詩となった。藤を上から眺める
ことができるよう観賞台が設けられ、藤を見下ろすことができる。 

15 まちを見守る大樹 ――岡中鎮守社の大くす Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=1

BrqU8VMKW8 

  樹齢 800 年と想定され、幹周約 8.2ｍ、樹高約 30ｍ、枝が覆う面積は約 300 ㎡を誇り、神木として崇め
られている巨木。大阪みどりの百選、隣の槇と併せて府の天然記念物に指定されている。 

16 信達神社 観光協会 Web 
http://welcome-sennan.com/tourist-s

pots/shindachi-jinja 

 

  昔は金峯と熊野の両神が合祀され「熊野権現」といわれ、のちに金熊寺と信達神社となった。本殿は「五
間流社造」という雄大で美しい造りとなっている。 

17 夫婦円満のパワースポット ――信達神社のなぎ・オガタマノキ 観光協会 Web 
http://welcome-sennan.com/tourist-s

pots/shindachi-jinja 

市 Web サイト:なぎ、オガタ

マノキ 

  熊野に由来する神社はナギを神木とし、その葉は強くてちぎれないことから夫婦円満のパワースポットと
なっている。大阪府指定天然記念物。 

 また、同社にあるオガタマノキも府内随一の規模を誇り、平成 28 年度に同じく府天然記念物の指定を受け
た。 

18 神話の息吹を感じる ――天神の森 観光協会 Web 
http://welcome-sennan.com/tourist-s

pots/tenjin-no-mori 

  日本神話に登場する神武天皇と兄の五瀬命が傷の手当で上陸した場所と言われている。江戸時代に植樹さ
れた松林も合わさり、荘厳な雰囲気を醸し出す 

19 釣人の聖地 ――茅渟神社 茅渟神社公式 Web 
http://www.geocities.jp/chinu_jinjya/   チヌ（黒鯛）の神社として、多くの釣り人が豊漁祈願に訪れる。チヌの刺繍がされたお守りや桶に入った

チヌのお守りを釣り上げるおみくじが人気 

20 高級品の生産地 ――胡蝶蘭のねば～らんど ねば～らんど公式ブログ 
https://ameblo.jp/kotyouran-never/   農業公園に設置したハウスでさまざまな種類、大きさの胡蝶蘭が栽培されている。 

 

21 幻想的な蒼色 ――ウミホタル 市 Web サイト:りんくう海道ブ

ルーツーリズム   自然の砂浜にしか生息しないといわれる、希少な甲殻類「ウミホタル」が生息しており、晩夏には青白い
光も強くなり、幻想的な夜の海を演出する。 
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22 大海原からの使者 ――ウミガメ 市 Web サイト:泉南市の観光資

源-自然・体験   良質な水と砂浜を目指して、数年に１回、ウミガメが産卵のために上陸する。 
 

23 近代遺産でほっと一息 ――Rojica（ロジカ） ロジカ公式 Web 
http://www.roji-ca.com/   昔の面影が色濃く残る街並みの赤煉瓦を活かしたレトロな外観の喫茶店。店内はアンティークなインテリ

アとグランドピアノが置かれ、そのステージで開催される小コンサートやアート展などは人気 
 

24 近畿大学×漁協 ――泉南あなご 観光協会 Web 
http://welcome-sennan.com/gourmet

-spots/anago 

  泉南のアナゴは、かつて大阪湾で一番の漁獲量を誇ったほどの伝統魚でござる。現在は数も少なくなって
おり、このたび世界初のクロマグロの完全養殖に成功した近畿大学水産研究所と地元の漁協が連携してそ
の復活に取り組み、「泉南あなご」としてブランド化を進めている。 

 

25 What will you find at Sennan City? ――泉南市観光ＰＲ動画 Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=S

-wVexjZzoM&t=20s 

  関空に降り立った外国人客目線で泉南市を巡る旅を紹介。途中で知り合った女の子が案内してくれるスポ
ットは刺激的なものばかり。時間を忘れて楽しんだ結果… 

 

26 "MYSTIC JAPAN～関空から始まる聖地・聖地熊野への旅～" ――超広域観光ＰＲ動画 Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=2

j0Np-FTsig&t=1s 

  和歌山県田辺市と奈良県十津川村と連携して制作した、関空から聖地・熊野へ向かう観光ＰＲ動画。関空
イン関空アウトの観光ループの創設を目指す。 
 

27 「せんなん」を好きになってもらうための基本書 ――観光ガイドマップ「恋するせんなん」 泉南市公式 Web 
http://www.city.sennan.lg.jp/kank

o/kanko/1489384701095.html 

  泉南市が有する魅力的な自然・花、歴史・文化、グルメなどの魅力的なスポットのうち、主なスポットを
泉南市のマスコットキャラクター「泉南熊寺郎（くまじろう）」がご案内するイラストマップ。 

 

28 国登録有形文化財 ――山田家住宅 市 Web サイト:山田家住宅 
  山田家は紀州街道に近い泉南市新家中村にあり、代々庄屋職を務めた豪農です。屋敷地には主屋のほか、

米蔵、土蔵、表門、⾧屋門等が建ち並び、市内でも数少ない建築遺構です。 
 山田家は泉南における数少ない豪農屋敷遺構として貴重であり、2002 年、市内では初の登録有形文化財と

して登録されました。 
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29 男神社本殿・男神社の社叢 市 Web サイト:男神社 
  市域西部に位置し、現在に至るまで粥占いなどの神事も連綿と引きつがれている。 

 男神社本殿は全国的にも数少ない五間社流造と呼ばれる建築で、建築様式や部材の特徴から、とりわけ貴
重な江戸時代前期（17 世紀中頃）の建築であると考えられます。建物上部の組物に施された繊細な獅子や
象、花鳥などの彫刻、江戸時代後期のものが残る彩色によって、かつての壮麗な様子をうかがい知ること
ができます。府指定建造物。 

 また、社周辺に広がる社叢は、古くからの自然林が良好に残されており、大阪みどりの百選に選ばれてい
る。5 月には美しいヒメホタルがみられる. 

 

30 古代寺院・国史跡海会寺跡（かいえじあと）と埋蔵文化財センター 史跡海会寺跡広場 

重要文化財海会寺跡出土品 

泉南市埋蔵文化財センター 
泉南市信達大苗代 374 番 4 号 

  1350 年前の白鳳時代、泉南の地（現在は一岡神社に。）に建立された法隆寺式伽藍配置を持つ古代寺院。
発掘調査により、高さ約 30m に及ぶ五重塔を持つ古代寺院の全貌と、隣接地からは寺院を支えた古代有力
豪族の巨大屋敷跡もあわせて見つかっており、古代律令国家のあり方を示す内容が評価され、国の史跡指
定を受けている。 

 また、当地からは瓦や土器だけでなく、寺院特有の金属製品など多くの遺物が発見され、古代寺院の貴重
な資料としては全国で初めて、一括して国の重要文化財指定を受けた。 

 これらは、泉南市埋蔵文化財センターで見学できる。入館無料。 
 

31 美しい赤いつり橋 ――新家大池の幸徳大橋  
  昭和 50 年代、分譲住宅地の開発とともに、新家・大池に設けられた赤いつり橋。全⾧ 120ｍ以上で現在も

市道扱いとされ、地域の大切な交通路となっています。 
 先日、泉南市域で開催された世界的なゲームイベントに、全国から集まった客人たちもこの橋の美しさに

簡単の声を上げておられました。住宅街の中に突如現れる美しいつり橋。ぜひ一度お立ち寄りください。 
 

32 はるか悠久の歴史に思いを馳せて ――珍しい化石が産出する谷・「畦の谷（あぜのたに）」 大阪市報道発表資料 
高校生が大阪で発見した国内最
大級のモササウルス類化石が寄
贈されます 

  泉南市新家の山間の「畦の谷（あぜのたに）」。この周辺はかねてより貝や植物をはじめとする貴重な化石
が見つかる白亜紀地層の露頭があり、化石ファンのメッカとなっていたそうです。 

 近年は、全⾧ 10ｍを超す海の最強生物といわれる「モササウルス」の」貴重な化石も、高校生によって発
見されています。（残念ながら、民間地であることや貴重な化石の散逸防止の観点から、具体的な発見場所
は公にはされていません。） 

 今後、泉南市の大切な地域資源ととらえる一方、貴重な地層の露頭や化石群を適切に維持・管理できる環
境を整えていく必要があるでしょう。 
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33 定住促進情報サイトをご利用ください!  

  市役所 Web サイトの定住促進施策をまとめたページです。ぜひご覧ください! 市 Web サイト:定住促進「せん

なんで暮らそう」 

34 あなたの心の健康をチェック! ――こころの体温計 市の Web サイト:心の体温計 
  泉南市では、こころの健康状態をパソコンや携帯電話から簡単にチェックできるこころの体温計システム

を導入しました。 
 市の Web サイトからご利用いただけます。ぜひご利用ください! 

35 「泉南情報メールサービス」をご利用ください 市の Web サイト:泉南情報メー

ルサービス   泉南情報メールは携帯電話やパソコンへ泉南市のお知らせを配信するシステムです。 
 市の防災関連情報や、各種イベント情報など、現在 18 種の情報を配信中! 
 

36 WAO（輪を）せんなん! ――わすれてもだいじょうぶ、あんしんと おもいやりの町 泉南  

  泉南市では、地域で暮らす高齢者の方が、健康を維持し住み慣れた地域で暮らせるよう、取組みを推進し
ています! 

 泉南市地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者のみなさまが、いつまでも健やかに、住み慣れた地
域で暮らせるように、介護・福祉・健康・医療など、さまざまな面から支援します。 

 

泉南市地域包括支援センター 

市役所・⾧寿社会推進課 

37 なんと市⾧も講師としてあなたの町にうかがいます! ――「伝市メール講座」 泉南市役所・秘書広報課 
  市民の皆さまに行政情報をより知っていただくため、各種行政分野毎のテーマに精通する市職員を講師と

して派遣します。 
 もちろん泉南市⾧も派遣可能です! お申し込みは秘書広報課まで。 

38 泉南市では、子育て支援関連施設が大変充実しています! 子育て支援センター・ひだまり 

 

 

 

子ども総合支援センター 

  在宅の就学前児童と子育て世帯を支援する「地域子育て支援センター」は市域に 4 か所も! 
 特に市中央部の総合福祉センター内にある「地域子育て支援センター・ひだまり」は、ご相談窓口として

の機能はもちろん、出前保育や定期的な子育て支援イベントを開催する拠点施設としてにぎわっています。
詳しくはお問い合わせください。 

 ０歳から 18 歳の子どもや保護者をサポートする「子ども総合支援センター」も公立直営で設置! 
特に、障害のある児童と子育て世帯を支援する他に例を見ない公立施設として多彩な事業を展開していま
す。詳しくはお問い合わせください。 
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39 2021 ワールドマスターズゲームズでは、「オープン・ウォーター・スイミング」の会場に! 泉南市役所・生涯学習課 

関西ワールドマスターズゲーム

ズ 2021 

  東京オリンピック・パラリンピックの翌年、関西一円で開催される、原則 30 歳以上のスポーツ愛好者なら
誰でも参加できる生涯スポーツの世界大会。 

 泉南市のタルイサザンビーチでは、海浜でおこなわれる「オープン・ウォーター・スイミング競技」が開
催されることが決定しています。こうご期待! 

40 泉南市で三世代同居、してみませんか?  

  泉南市内に住宅を新築して三世代同居をはじめると、市税の特例措置により家屋の固定資産税が免除され
ます! 

 平成 31 年度申請分まで対応可能。ぜひご検討ください。詳細は市 Web サイトで! 

市役所・税務課 

市 Web サイト:三世代同居支援 

41 30 年近い歴史を誇る市民協働 ――AＢＣ委員会 ABC 委員会 Web サイト 

https://abc-iinkai.jp/   泉南市 ABC 委員会は、市民による「花と緑につつまれた平和で文化の薫り高い美しいまちづくり」を目指
し、1988 年 5 月に大阪府泉南市に生まれた民間活動団体。「ＡＢＣ」は Amenity and Beautiful Community
の頭文字をとったもの。 

 毎年恒例、春の「ＡＢＣ祭り」をはじめ、年中たくさんの市民活動を通じ、市民主体のまちづくりを進め
ています。 

42 今年の 10 月 2 日から、泉南市役所でパスポート手続きが可能になります! 泉南市役所・市民課 
  平成 29 年 10 月 2 日から、市役所窓口で、パスポート手続き（申請と受取り）ができるようになります。 

 

   
  

   
  

 


