
太子町立竹内街道歴史資料館 
住  太子町山田1855　☎  0721-98-3266
料  大人200円／高大100円／小中50円　※団体は20名以上割引あり。
休  月曜日(祝祭日の場合開館)、年末年始
時   9：30～17：00 （入館16：30まで）

大阪府立近つ飛鳥博物館
住  河南町東山299　☎  0721-93-8321
料  大人310円／高大・65歳以上の方210円
　  ※中学生以下・障がい者手帳をお持ちの方（介助の方1名を含む）は無料。
　  ※団体は20名以上割引、また各種会員割引あり。
休  月曜日（祝祭日の場合翌日休館）、年末年始
時  9：45～17：00 （展示室への入館受付は10：00～16：30まで）

大道旧山本家住宅
住  太子町山田1797
料  100円 (満18歳以上)　開館日  土、日曜日・祝日
時  10：00～16：00 (ただし正午から午後1時は休憩)

住  太子町山田1799　開館日  土、日曜日・祝日　時  10：00～16：00

竹内街道（たけのうちかいどう）【日本遺産構成文化財】
難波と飛鳥京を結んだ「大道」は、わが国最初の国道で、飛鳥時代には大陸
文化伝来のルート、シルクロードの終点として栄えました。さらに江戸時
代に堺と大和を結ぶ「竹内街道」として再生され、大きな役割をはたしまし
た。今も街道沿いに古の「大道」の地名が残っています。

二上山（にじょうざん）
「ふたかみやま」とも呼ばれ、万葉の昔から親しまれてきた山です。
山麓からは石器の材料になったサヌカイト、石棺や礎石に利用された凝
灰岩が採取され、考古学的にも重要な位置をしめています。
また、雄岳山頂には、天武天皇の御子、大津皇子が葬られています。

岩屋（いわや）【国史跡】【日本遺産構成文化財】
奈良時代につくられた石窟寺院跡で、大きな石窟の中央に三重の石塔と、
北壁に仏像三体が浮彫りされています。地元では当麻寺に伝わる曼荼羅
は中将姫が、この石窟でつくったと伝えられています。

鹿谷寺跡（ろくたんじあと）【国史跡】【日本遺産構成文化財】
奈良時代の石窟寺院跡で、地山を彫りのこしてつくられた十三重石塔と如
来坐像三体を線彫りした石窟が今も古の姿を伝えています。付近から奈
良時代の土器や和同開珎が出土しています。

敏達天皇陵【日本遺産構成文化財】
全長113m前方後円墳で、空濠をめぐらしています。太子町につくられた最
初の天皇陵で、第30代敏達天皇と生母石姫皇后の合葬陵と伝えられてい
ます。

用明天皇陵【日本遺産構成文化財】
第31代用明天皇の御陵。天皇陵としては最初の方形墳で、周囲に空濠をも
ち、その規模、構造は蘇我馬子の墓とされる、飛鳥の石舞台古墳と似てい
ます。

推古天皇陵【日本遺産構成文化財】
一辺約60mの方形墳。日本で最初の女帝であり、聖徳太子を摂政にし飛鳥
文化を花開かせた、第33代推古天皇と、その子、竹田皇子（たけだのみこ）
の合葬陵とされています。古い記録には石室内に二つの石棺が安置され
ているとの記録も残っています。　

孝徳天皇陵【日本遺産構成文化財】
第 36 代孝徳天皇の御陵。竹内街道沿いにつくられた径 30m 余の円墳で、

「うぐいすの陵（みささぎ）」の名で美しい御陵の代表として、枕草子にも紹
介されています。かつて、大和の高松塚から出土したものと同じ海獣葡萄
鏡が出土しています。

聖徳太子御廟【日本遺産構成文化財】
叡福寺の北にある径50mの円墳。内部は切石造りの横穴式石室に、奥に太
子の母、穴穂部間人（あなほべのはしひと）皇后の石棺、手前に聖徳太子の
妃の膳郎女（かしわでのいらつめ）の漆塗りのお棺をおいた二つの棺台が
安置されていたところから、三骨一廟と呼ばれています。後に弘法大師を
はじめ多くの高僧が廟内で修行したと伝えられ、我国仏教の聖地としても
重要な位置をしめています。

叡福寺（えいふくじ）【府指定史跡】【日本遺産構成文化財】
推古天皇が聖徳太子の墓を守護する香華所として建立され、のち聖武天
皇の勅願で七堂伽藍が整い大いに栄えましたが、戦国時代末に織田信長
の兵火で焼失しました。その後江戸時代に豊臣秀頼によって聖霊殿が再
建され、次第に伽藍の整備がすすみました。金堂に安置されている如意輪
観音像は止利仏師の作と伝えられ、毘沙門天像は弘仁前後の秀作です。
太子の忌日を偲んで毎年4月11・12日に大乗会式が行われ、地元の春ご
ととし「太子まいり」の名で親しまれています。

二子塚古墳【国史跡】【日本遺産構成文化財】
推古天皇陵の南東200mにある双方墳というめずらしい形の古墳で、連続
した二つの方墳には、ほぼ同形同大の横穴式石室に家型石棺がおさめら
れています。このことから地元には昔から二子塚こそ真の推古天皇と竹田
皇子の合葬陵という伝えも残っています。

一須賀古墳群【国史跡】
太子町と河南町の境界の丘陵に6～ 7世紀にかけてつくられた約 250 基
の古墳から成る。北にある磯長谷古墳群が梅鉢御陵を中心とする大和朝
廷の天皇、大豪族の墳墓であるのに対し、一須賀古墳群は径10m余の横穴
式石室を内部主体とする円墳が大半をしめ、中に蘇我蝦夷の名を伝える
ものもあるが、村落共同体の有力家族の墓と考えられ、それらが尾根ごと
にいくつかの支群を形成する形で分布しています。出土品から、蘇我氏と
深く結びついた渡来系の人々も多く含まれていると思われます。

住  太子町山田2067-1　☎  0721-98-1558
休  火曜日・第2、第4日曜日　時  9：00～15：00

万葉の森案内所 （喫茶・軽食）
二上山登山口にあるログハウス風喫茶店。お米をほうじ茶で炊い
た、この地域ならではの「河内の茶がゆ」も食べられます。

住  太子町太子685-2　☎  0721-98-3324　  休  月曜日・第3火曜日

御菓子司 好月堂
変わらぬ味で地元のお客様に愛されている老舗 好月堂。おすすめ
は、太子最中と修羅の里。太子最中は、ゆずあんを香ばしい皮でつつ
んだ一口サイズの最中で、老若男女問わず人気があります。

住  太子町山田2265-1　☎  0721-98-2786　  休  年末年始
時  9：00～17：00（トイレ・駐車場・公衆電話は24時間利用可能）

道の駅「近つ飛鳥の里・太子」
新鮮な果物や野菜が安く買える朝市を毎週土・日曜・祝日に開催
しています。太子町の特産品も販売しています。トイレ、駐車場有。

住  太子町太子1770　☎  0721-98-0117　休  日曜日　時  13：00～20：00

太子道 まつもと
叡福寺、西方院のすぐそばにあるお店。昔なつかしい駄菓子や太子
町公式マスコットキャラクター「たいしくん」のグッズも販売しています。

お食事処 ふくべ
むかしながらの定食屋さんで、太子町役場のすぐそばにあります。
どこか懐かしい味は地元の方々にも愛されています。
住  太子町山田107　☎  0721-98-1848　休  無（不定休）
時  平日11：00～19：00／日・月曜日 11：00～15：00

住  太子町太子7-5　☎  0721-98-1559　休  無　時  11：00～19：00

オムライス弁当 まいてん
お持ち帰り専門のオムライス弁当のお店。あっさりしたコンソメ風
味の炊き込みご飯にふわふわ卵が自慢です。ソースの種類も豊富！

太子町散策メモ

観る

食べる体験する・学ぶ

買う

叡福寺
住  太子町太子2146　☎  0721-98-0019

西方院
住  太子町太子1663　☎  0721-98-0133

住  太子町葉室800　☎   0721-98-5800
時  11：00～14：30（ランチ）
17：00～21：00（ディナー） ※ラストオーダー20：00

レストラン SAKURA （太子カントリー倶楽部内）
四季折々の食材及び、 併設する SAKURA ファームで栽培した食材を
使用して作られた、お箸で食べられる 創作会席のお店です。ゴルフ
をしない方もご利用いただけます。

ディナー要予約

Centre de village （サントル・ ドゥ・ ヴィラージュ）
焼きたてパン・手作りケーキ・ランチやディナー、コースメニューも
あります。米粉を使ったロールケーキ、太子ロールはもっちりとした食
感が特徴で太子町内外から大人気です。

山田自然観光組合 （フィッシング 他）
住  太子町山田2067-1　☎  0721-98-1558
料  釣り（ヘラブナ） 大人2,000円　休  無（雨天時休）
時  フィッシングセンター 7：00～16：30

住  太子町春日443　☎  0721-98-2552（代）
料  大人（中学生以上） 1,000円／小人（小学生） 900円
　  幼児（3才以上） 700円  ※団体は25名以上割引あり。
開園期間10月1日～11月30日　時  9：30～16：30

バーベキュー
要予約・問合わせ

上の太子観光みかん園
 （みかん狩り・いも掘り・バーベキューコーナー 他）
関西最大規模のみかん園。南向きの斜面に
植えられたみかんの木は 1万本を超え、周
囲を一望できる眺望も魅力のひとつです。
園内にはアスレチック、迷路、売店、バーベ
キューコーナーもあり、みかん狩りはもちろん、一日中楽しめます！

毎年４月11・12日に行われる
叡福寺大乗会式

　聖徳太子ゆかりの地であることから名づけられた太子町。
　町には日本最古の官道「竹内街道」が通り、万葉集にも詠われた名峰
「二上山」、「王陵の谷」と呼ばれる天皇・皇族級の古墳群など、古の文化、
芸術が訪れる人の心を魅了してきました。南河内の開放的な風土と恵
まれた自然の中、太子町を散策してみませんか？

発行：太子町観光・まちづくり協会
〒583-0992　大阪府南河内郡太子町大字山田88
TEL 0721-21-1600　FAX 0721-21-5798
E-MAIL taishi-kanmachi@leto.eonet.ne.jp
【いってみ よってみ 太子町】 https://taishi-kankou.jp
QRコードを携帯・スマートフォンなどで読み取ると、ホームページがご覧いただけます→

※掲載の情報は発行時のものです。変更になっている場合もございますので、
　各施設・お店へお問い合わせください。

豊かな緑と歴史につつまれたまち、太子町。

お問い合わせ

交通のお問い合わせ

2020.6 発行

■金剛バス ☎（0721）23-2286  ■金剛タクシー ☎（0721）23-2300
■富田林交通タクシー ☎（0721）34-2521  ■近鉄タクシー ☎（0721）25-6400

植木農園
太子町産ぶどうの直売店。デラウェア・巨峰・ハニーシードレス・
シャインマスカットなどいろんな種類のぶどうと手作りジャムな
ども販売しています。
住  太子町太子984-1　☎  0721-98-5799（直売所）

住  太子町山田1131　☎  0721-98-4126　休  第3水曜日
入浴料  平日 17時まで 大人930円／小人520円

土日祝17時まで  大人1,000円／小人600円
※入浴受付時間8：00～21：30

太子温泉
100％源泉掛け流しのお湯。岩風
呂と露天風呂があります。太子町
を散策した後は太子温泉にゆっ
くりつかって疲れを癒してくだ
さいね。

太子町竹内街道交流館
竹内街道沿いにある休憩所です。有料で貸館あり。

休む

◀ 岩風呂
▼ 露天風呂

住  太子町太子428-3　☎  0721-98-4992（直売所）　  休  期間中無休
時  9：00～18：00

山村果樹園
広い駐車場と“朝どり”の看板が目印です！種類豊富なぶどうが順に
店頭に並びます。ゆうパックにて全国配達も承っております！ 

住  太子町太子307　☎  0721-98-5865　休  水曜日（祝祭日の場合翌日）
時  平日8：30～18：00 （L.O.17：00）　土日祝8：30～17：00 （L.O.16：00）

きっちん あかり
赤い屋根が目印のお店。和食ランチや洋食ランチが楽しめ、夜はお
まかせ料理など本格的な和食も。
住  太子町山田664-3　☎  0721-21-1786　休  日曜日
時  昼11：00～14：00／夜17：00～21：00（L.O.20：40）

太
子

太子

大阪府太子町
観光マップ
大阪府太子町
観光マップ

たいしちょう

観光ボランティア『太子街人（ガイド）の会』
コース、人数などお気軽にご相談ください。
〈協力費〉 １名あたり200円　※拝観・入館料は別途必要。
〈ご予約〉  1週間前までに予約申込書に必要事項を記入し、FAX・メールにて太
子町観光・まちづくり協会 『太子街人（ガイド）の会』までお申し込みください。

旅のガイドをお探しなら…

科長神社（しながじんじゃ）
太子町で唯一の式内社。級長津彦命(しなつひこのみこと)、級長津姫命
(しなつひめのみこと)を合祀し、そのほか天照大神外六神をまつり、俗に
八社大明神といいます。毎年7月24日から30日の間の日曜日の例祭には、
神輿と地車5台が出され賑わいます。

小野妹子墓【日本遺産構成文化財】
科長神社南側の小高い丘の上に、古くから小野妹子の墓と伝えられる小
さな塚があります。妹子は、推古天皇の時代に遣隋使として、当時中国大
陸にあった隋という大国に派遣された人物です。
妹子が聖徳太子の守り本尊の如意輪観音の守護を託され、坊を建て、朝夕
に仏前に花を供えたのが、池坊流の起こりになったとされています。

西方院（さいほういん）
聖徳太子の死後に、その乳母であった月益姫、日益姫、玉照姫(それぞれ
蘇我馬子、小野妹子、物部守屋の娘とされる)の3人が、剃髪して仏門に入
り、墓前にお堂を建立して、太子の冥福を祈ったのが寺の始まりと伝えら
れます。寺の南側の墓地内には、この三尼公の御廟と伝えられる3基の石
塔が残されています。本尊は、聖徳太子作と伝える阿弥陀如来と恵心僧都
作と伝える十一面観世音菩薩像。

鎌田邸の楠【府指定天然記念物】※一般のご家庭のため敷地への立入りはご遠慮ください。

樹高は25メートル以上、目通し径6メートル、枝張りは東西23メートル、
南北 21 メートルをはかるまれにみる楠の巨木です。竹内街道を歩いてい
ると、春日の集落の中にそびえるこのくすは、一目でわかります。くすのあ
る鎌田家は、春日村の庄屋をつとめた名家です。昭和 49 年に大阪府の指
定天然記念物となりました。

泥掛地蔵（どろかけじぞう）
高さ1.8m余の石仏、創建は平安中期以前とされています。奥にある小さな池
の底の泥土を地蔵尊にぬりつけ祈願すると、できものやはれものなどによく
きくとされ、皮膚病平癒祈願として伝えられています。

住  太子町春日110　☎  0721-98-2323　休  水曜日　時  10：00～18：00

太子ふれあい農園
竹内街道沿いにあるお店。店内には太子町の特産品であるぶどうや
みかん、新鮮なお野菜、お米などがずらりとならんでいます。


