
和泉市環境産業部産業振興室

商工観光担当　観光グループ

和泉市のイメージキャラクター「コダイくん・ロマンちゃん」

弥生浪漫を源にもつ歴史と文化のまち自然ゆたかな和泉市
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大阪府・和泉市のご案内

和泉市の位置

※ 「和泉市」は和泉市役所を起点

※ 各地へは高速道路経由にて算定（高野山は一般道）

和泉市は大阪府南部に位置し、関西空港から車で約30

分。JR関西空港駅から和泉府中駅まで約25分。

関西空港からリムジンバスで和泉中央駅まで約30分。

大阪駅からJR関空快速電車で和泉府中駅まで45分。JR

難波駅から和泉府中駅まで32分。南海難波駅から急行

で和泉中央駅まで30分。

和泉市いずみの国観光おもてなし処和泉府中駅前 和泉市いずみの国観光おもてなし処和泉中央駅構内
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弥生時代の集落跡として全国有数の規模を誇る池上曽根遺

跡のある、長い歴史をもつまちです。和泉市は大阪市内か

らも近く、大型商業施設のある都会でありながら、昔なが

らの里山風景も残っています。大阪のベッドタウンとして

ニュータウンの造成が続いており、特に泉北高速鉄道和泉

中央駅は乗降客が多いです。JR和泉府中駅から和泉中央駅

までは旧家が多いが近年は大規模マンション開発も目立ち

ます。市のモットーは「トカイナカ～子育てしやすいま

ち」を前面にアピールしています。

和泉市 

京 都 市   

77キロ・90分 
 大阪市内    

33キロ・40分 

 関西空港      

25キロ・30分 

奈良市      

54キロ･60分 

高 野 山   

50キロ・80分 白浜温泉   

124キロ・110分 

和歌山市内  

48キロ・50分 

いずみの国観光 

おもてなし処 

和泉中央駅構内 

いずみの国観光 

おもてなし処 

和泉府中駅前 



●和泉市からのご案内

●和泉市における着地型旅行商品のコンセプト※

●和泉市における着地型旅行商品のポイント

その１ 産学官を挙げての受入

その２ 産業ツーリズム（観光・学習）を提供します

その３ ほんものの「体験観光（学習）」を実現します

和泉市のイメージキャラクター「コダイくん・ロマンちゃん」

和泉市の観光の主なテーマを「アート（美術）」とし、既存の観光資源に加え、市内にお

ける一次産業（農業など）、二次産業（工場など）、三次産業、福祉・教育など地域全体

の産業や生業などのすべてを「まち」の活性化の手段ととらえ、着地型旅行商品の開発・

企画・販売を推進します。※旅行商品は旅行会社を通じての企画・販売となります。

日本国内はもとより海外から和泉市にお越しになるお客様に、安全・快適で思い

出に残る旅を提供するため、和泉市の産学官に渡り協力し価値の高い旅行コンテ

ンツを提供します。

アートを核とした芸術関係の視察や体験、また、伝統産業で有名なガラス工房の

バックヤード見学、各種地場産業（食品加工、再生資材）などをテーマとした

様々な産業に関するコンテンツを意義深く、楽しく、安全・快適に提供します。

農業の収穫体験では和泉市の誇る高品質なものを提供、農業や産業に関する出前

授業（学校団体）の実施。また、フルーツを使ったスイーツ類の開発、園地で収

穫された「いちご」を使ったジャムづくり体験など、高い価値や学習効果のある

体験学習を提供します。
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和泉市まちづくりの基本方針として「交流人口の拡大」を掲げております。

和泉市の自然・歴史・文化等の従来から存在する観桜資源と新たな集客施設について、そ

れぞれの魅力を融合した新たな魅力の創出により、和泉市以外の人が和泉市内を巡回し、

繰り返し訪れていただけるような取り組みを進め、昼間人口（観光客）が増加する活気あ

るまちづくりに取り組むこととしています。



いずみふれあい農の里（和泉市農業体験交流施設）

その他和泉市では四季折々の地元産農作物収穫体験が

実施可能です。詳しくはいずみふれあい農の里までお

問い合わせください。
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料金 お一人様４００円

可能人員 1日最大体験１００名

概要
生産者（農家）のお話と収穫体験（堀った

株が小さい場合800ｇ/1株保証）

可能人員 1日最大体験１００名

概要
生産者（農家）のお話と収穫体験／お土産

１㎏付き

さつまいも堀り体験

期間 ９月上旬～１１月上旬

いずみふれあい農の里は、春はいちご狩り、初夏はたまねぎ収穫体験、夏はブルーベリー狩りやとう

もろこし収穫体験、秋はみかん狩りや芋掘り、他にも郷土料理教室やそば打ち体験、いちご大福作り

やスイーツ作り等々。いつ来てもその季節の旬を、自然の中で体験することができます。「農業で人

の心のふれあいを提供する」をモットーに、農業の魅力を知ってほしい、豊かな自然に触れてほし

い、こんな想いで体験農業に取り組んでいます。

収穫体験例（秋バージョン）

みかん狩り体験

期間 １０月中旬～１２月上旬頃

料金 お一人様７５０円

和泉山脈のすそ野、標高約300mに位置し、

大阪湾・淡路島・神戸・大阪市内の高層ビル

群が臨めます。いずみふれあいの里は、農業

に関する講座、野菜栽培講習、竹細工等の体

験教室、野菜収穫体験や収穫した野菜を使っ

た郷土料理体験など、農業を通じたレクレー

ション活動やグリーンツーリズムの活動の場

を提供しています。バーベキュー施設も併設

しており、4~6人対応の野外炉を10基設置し

ています。

和泉市 着地型観光コンテンツのご案内 

体験・視察・学習・交流 



いちご狩り「いずみ小川いちご農園」

可能期間　 ２月下旬～５月中旬

駐車場　　 大型バス駐車可能

時間制限 あり（３０分）

佐竹ガラス流工房（とんぼ玉作り体験）

可能期間　 年中　

定休日　　　日・祝

駐車場　　 なし

時間制限 あり（１００分）

和泉市久保惣記念美術館

美術館写真

コープ・ラボたべるたいせつミュージアム

コープラボ写真
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関西最大級のいちご園、高設栽培で土のつかな

い清潔ないちごが食べられます。子供さんや高

齢者の方、障がいをお持ちの方でも比較的楽な

姿勢で収穫体験が楽しめます。紅ほっぺ・さち

のか・あきひめ・おいＣベリー・かおり野等々

毎シーズン様々な品種を栽培しております。

工芸用の色ガラス素材という特殊なガラス。普

通のガラスより柔らかく、細工が施しやすいた

め、細かな立体や沢山の色を組み合わせること

が出来ます。また、このガラス棒を日本で唯

一、自社生産し、全国に出荷している場所でも

あります。ガラス棒は和泉市の地場産業でもあ

り人工真珠やガラス工芸品を制作するための素

材にもなっており、社屋は、国の登録文化財に

も指定されています。

国宝2点、重要文化財29点をはじめとする日本と

中国の古美術品を中心に、浮世絵版画、西洋美

術などを含む約11,000点の貴重な作品を所蔵

し、ピカソ・ゴッホなど世界が憧れるコレク

ションを有する落ち着いた佇まいの美術館で

す。鑑賞が終わりましたら、併設のティールー

ムにて敷地内にある美しい日本庭園を見ながら

心やすらぐ贅沢な時間をお過ごしください。

商品検査センターでありながら、5つのゾーン

【食の安全ゾーン】【食育ゾーン】【ワーク

ショップゾーン】【ライブリゾーン】【体験

ゾーン】を”見て、触って”楽しめる工夫が満

載。子どもから大人まで、来館者自ら参加・体

験をとおして、「食の安全」と「食育」を学べ

る施設となっております。



学校交流

学校交流イメージ写真

槇尾山施福寺（まきおさんせふくじ）

施福寺写真

松尾寺

松尾寺写真

池上曽根史跡公園

史跡写真

全国屈指の規模と内容を誇る弥生時代の集落史

跡で、国史跡に指定されています。遺跡中心部

では、約80畳の広さを持つ大型建物や、クスの

木をくり抜いた直径2ｍの井戸などが発掘されま

した。大型建物の柱は年輪時代測定法から紀元

前52年の伐採と判明しました。史跡公園では、

これらを復元し公開しています。弥生文化全般

を広く対象とする全国で唯一の博物館が隣接し

ています。

6

和泉市内には義務教育機関（小、中学校）をはじめ、市

立幼稚園（４園）・市立小学校（２０校）・市立中学校

（８校）・市立小中一貫校（１校）、府立高校（３校）

（※公立の小学校、中学校は全校とも学校給食は校舎内

で調理しています。）に加えて桃山学院大学１校があり

ます。生徒の語学能力の向上や国際理解に資することな

ど、訪日教育旅行の意義を理解し、積極的に受け入れを

していきたいと考えています。

和泉市一帯は大阪府内でも古くから開けた場所で和泉国の中心地であり、国府があったことから近代

に入り「和泉町」と名付けられました。全国屈指の規模と内容を誇る弥生時代の「集落史跡」で国史

跡に指定、また、施福寺に代表される古寺等、多くの文化財を有しています。

西国三十三観音霊場の第４番札所として知られ

ています。その歴史は古く、行基や弘法大師も

修行したと言い伝えられる天台宗の寺院です。

和泉市地方の代表的な名刹で、寺宝「槇尾山大

縁起」は国の重要文化財に指定されています。

日本の歴史ある寺院を訪れることは、単に宗教

的な体験だけではなく、その建築物や庭園な

ど、日本古来の文化を学べる非常に意義の高い

体験学習でもあります。

白鳳時代に役行者が如意輪観音の像を刻んで安

置したことが寺の起こりといわれています。戦

国時代、織田信長に敗れ諸堂宇は破棄されまし

たが、豊臣秀頼により再建されました。また、

府天然記念物に指定されているクスは、市内最

大の巨木で、樹齢約700年、高さは38ｍありま

す。

歴史を巡る（学ぶ） 



信太森葛葉稲荷神社

神社写真

Ｃａｆｅ　ＴＥＮＴＯ

写真

ANTIQUA　TREE　CAFÉ（アンティカツリーカフェ）

自然に囲まれた癒しカフェ「花菜おに工房」

ホテルルートイン大阪和泉

ＨＴＬ写真

客室は200室あり、駐車場は135台完備。阪和

自動車道、岸和田和泉インター出口から直ぐの

場所にあり、バスの移動にも便利です。向かい

には、商業施設「ららぽーと和泉」があり、お

買い物やお食事にも大変便利です。
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創建は、和銅元年（708年）です。そしてこちらの

神社は阿倍保名と葛の葉姫の恋物語が言い伝えられ

ています。陰陽師・阿倍晴明は信太の森の白狐から

生まれたという「葛葉伝説」の舞台としても知られ

ています。また、「千枝クス」や「夫婦クス」と呼

ばれる樹齢約2000年のクスの巨木は市天然記念物に

指定されています。

和と洋が融合した雰囲気の良い古民家カフェ。薬膳

プレートや酵素玄米カレーが人気です。地産地消を

心掛け、地元で採れた新鮮食材や体に優しい元気に

なる食材を使いながら、お客様がほっこりとした気

分になれるよう、人と食のつながりの輪を大切にし

ています。

和泉市のおしゃれカフェの代名詞とも言えるくらい

有名なお店で、外観もとってもスタイリッシュで

す。カフェ＆レストランの他にも、アパレル、家

具、雑貨と様々なジャンルが揃うお店。スイーツメ

ニューも充実しており、ランチ以外のティータイム

の立ち寄りにもおすすめです。

市街地から離れた山奥に、日々たくさんのお客様を

よぶカフェ。うっそうと茂る木々に囲まれ、美しい

空気を胸いっぱいに吸うことが出来る当地。石窯を

使い、パンを焼いたり燻製を作ったり、他ではマネ

の出来ないような豊かな調理法から生まれる、美味

しいメニューが揃っています。

カフェで食べる 

泊まる（ホテル） 



高野山より一般道経由　和泉市へ（約50キロ・80分）

白浜から高速道路経由　和泉市へ（約124キロ・110分）

農の里にて「いちご狩り体験」（持ち帰りは不可）

関西空港（約25キロ30分）.大阪市内（約33キロ40分）

高野山より一般道経由　和泉市へ（約50キロ・80分）

白浜から高速道路経由　和泉市へ（約124キロ・110分）

アンティカツリーカフェにてご昼食

本格イタリアンシェフがお届けするお料理をご賞味ください！

関西空港（約25キロ30分）.大阪市内（約33キロ40分）
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15:10 （発）

↓

各地へ移動

かつて埋め立て処分場だった跡地を整備し、自然あふれる憩いの場

として再生された公園です。季節の花が咲きほころぶ四季の魅力を

お伝えします。14:20 （発）

14:30 道の駅いずみの山愛の里 （着） 大阪泉州では初めての(国土交通省登録)道の駅で、朝採れのフルー

ツや野菜のショッピングをお楽しみいただけます。また、フード

コーナーで販売されているできたて米粉パンは安くて風味も絶品で

すよ!

13:20 和泉リサイクル環境公園 （着）

↓

「コミュニティ施設」で、園内で採れたいちごを使った「ジャムづ

くり」を地元農家の女性グループの指導のもと体験いただきます。

出来上ったいちごジャムは各自お土産にお持ち帰り下さい！

12:20 ANTIQUA　TREE　CAFÉ （着）

13:10 （発）

↓　（一例）

↓

12:00 （発）

10:00 いずみふれあい農の里 （着）

和泉市フルーツとお花満喫プラン②（通年実施）

時刻 場所・施設 内容

朝 高野山又は白浜 （発）

各地へ移動

↓

↓　（一例）

12:20 ANTIQUA　TREE　CAFÉ （着） アンティカツリーカフェにてご昼食

13:10 （発）

ジャムづくり体験 「コミュニティ施設」で、園内で採れたいちごを使った「ジャムづ

くり」を地元農家の女性グループの指導のもと体験いただきます。

出来上ったいちごジャムは各自お土産にお持ち帰り下さい！

体験60分

（発）

↓　　　　徒歩、移動 ※2～4月以外では別のフルーツ収穫体験が可能です。

体験30分 冬でも温かいビニールハウスの中で、赤くてキュートないちごを存

分にご賞味いただきます。

10:00 いずみふれあい農の里 （着）

朝 高野山又は白浜 （発）

↓

形態：一般観光（国内、インバウンド）のお客様・高野山、南紀白浜起点半日コース

和泉市フルーツ満喫プラン①（2月～5月実施を想定）

時刻 場所・施設 内容

和泉市 着地型観光モデルコースのご案内 



高野山より一般道経由　和泉市へ（約50キロ・80分）

白浜から高速道路経由　和泉市へ（約124キロ・110分）

アンティカツリーカフェにてご昼食

本格イタリアンシェフがお届けするお料理をご賞味ください！

関西空港（約25キロ30分）.大阪市内（約33キロ40分）

　

　

↓

↓

商工観光担当観光グループでは、農業や福祉関係など、様々な視察旅行もコーディネイトをします。
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↓

各地へ移動

14:50 観光おもてなし処

「和泉府中駅前」

（着） 観光案内所に関する視察

職員が説明を行います。15:30 （発）

13:10 ※観光おもてなし処

「和泉中央駅構内」

（着） 観光案内所に関する視察

職員が説明を行います。※隣接するミュージアムタウン案内14:30 （発）

国宝2点、重要文化財29点をはじめとする日本と中国の古美術品を

中心に、浮世絵版画、西洋美術などを含む約11,000点の貴重な作品

を所蔵する美術館です。

11:50 （発）

↓　（一例）

12:00 ANTIQUA　TREE　CAFÉ アンティカツリーカフェにてご昼食

本格イタリアンシェフがお届けするお料理をご賞味ください！12:50

↓

11:00 和泉市久保惣記念美術館 （着）

形態：観光案内所等視察コース

時刻 場所・施設 内容

　 各地 （発）

↓

各地へ移動

↓

13:40 和泉リサイクル環境公園 （着）かつて埋め立て処分場だった跡地を整備し、自然あふれる憩いの場

として再生された公園です。季節の花が咲きほころぶ四季の魅力を

お伝えします。14:40 （発）

白鳳時代に役行者が如意輪観音の像を刻んで安置したことが寺の起

こりといわれています。戦国時代、織田信長に敗れ諸堂宇は破棄さ

れましたが、豊臣秀頼により再建されました。また、府天然記念物

に指定されているクスは、市内最大の巨木で、樹齢約700年、高さ

が38ｍあります。
13:30 （発）

12:50 松尾寺 （着）

↓

創建は、和銅元年（708年）です。そしてこちらの神社は阿倍保名

と葛の葉姫の恋物語が言い伝えられています。陰陽師・阿倍晴明が

信太の森の白狐を母として生まれたという「葛葉伝説」の舞台とし

ても知られています。また、「千枝クス」や「夫婦クス」と呼ばれ

る樹齢約2000年のクスの巨木は市天然記念物に指定。

　

11:15頃 （発）

11:45 ANTIQUA　TREE　CAFÉ （着）

12:40 （発）

↓　（一例）

↓

　

10:30 信太森葛葉稲荷神社 （着）

和泉市今昔物語

時刻 場所・施設 内容

朝 高野山又は白浜 （発）



　

和泉市内にて宿泊：ルートイン大阪和泉

ホテルにて朝食

弥生時代の集落史跡を散策

各種の交流を実施後、各地へ移動

　

車庫見学・説明付

※小学校のみ受け入れ。事前に学校より鉄道への応相談

弥生時代の集落史跡を現地スタッフから説明

見学後、園内にて昼食（各自お弁当）

現地スタッフの説明を受けた後、館内自由見学

各地へ移動

14:00 (発)

↓

13:00 大阪府立弥生文化博物館 (着)

↓

徒歩

↓

10

11:00 池上曽根史跡公園 (着)

(発)

↓

↓

9:00 ※泉北高速鉄道光明池車庫 (着)

形態：校外学習　日帰りコース

時刻 場所・施設 内容

　 各地 (発)

↓ （発）

各地へ移動

↓

13:10 池上曽根史跡公園 （着）

11:30 和泉市内学校 （着） 和泉市内の学校にて学校交流

昼食は学校給食体験13:00 （発）

久保惣記念美術館に収蔵されている北斎、写楽、モネ、ゴッホの作

品を現代クリエイターがリライト(再描写)を写真に収めよう。11:10 （発）

↓

↓

10:20 フォトジェニクスポット （着）

かつて埋め立て処分場だった跡地を整備し、自然あふれる憩いの場

として再生された公園です。季節の花が咲きほころぶ四季の魅力を

お伝えします。10:00 （発）

↓

9:20 和泉リサイクル環境公園 （着）

２日目

時刻 場所・施設 内容

9:00 和泉市内ホテル （発）

　 各地 （発）

夕刻 和泉市内 （着）

形態：訪日教育旅行　１泊２日コース

１日目

時刻 場所・施設 内容



１．現地下見のお手伝い

※ 詳しくは当商工観光担当観光グループまでお問い合わせください。

商工観光担当観光グループは、和泉市の「観光協会」的な役割とご認識下さい。

それを前提に、受け入れにあたり、次の通り対応させていただきます。

１．和泉市内における観光をトータル的にコーディネイトするお手伝いをします

２．代金について

※

３．アテンドについて

その他、ご利用に関する詳しい要件については、ご利用時にご説明ご相談をさせていただきます。

企画 和泉市　産業振興室 商工観光担当 観光グループ

〒594-8501　大阪府和泉市府中町二丁目7番5号

和泉市のイメージキャラクター「コダイくん・ロマンちゃん」

当面、観光グループにお問い合わせいただいたグループ案件については、原則として和泉市内滞在

中、コンシェルジュがアテンドし、スムーズな旅行運営のご協力をいたします。

TEL0725-99-8123　FAX0725-41-1778

E-mail：shoukan@city.osaka-izumi.lg.jp

作成日2020年10月

11

教育旅行の受入について

学校行事で和泉市に来られる予定があり、事前に下見を実施される場合、当商工観光担当観光グルー

プ職員が同行、ご案内します。（原則無料）

当観光グループでは、コンテンツの販売をおこないません。体験・観光・食事を複合した、トータ

ル的なコーディネイトのお手伝いをさせていただきます。

当観光グループで、和泉市内の着地型観光をコーディネイトさせていただいた場合、各旅行会社・

観光関連事業者で旅費見積もりをお願いいたします。

「訪日教育旅行」で学校交流のコーディネイトをご依頼いただいた場合、また、その他の視察

旅行で視察の施設のコーディネイトをお引き受けした場合、和泉市内での体験学習または施設

の見学を1ヶ所以上組み入れることとします。

着地型観光の申込、受入れについてのご案内 


