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(Walking)わがまちウォーキング
hits@tcn,zaq,ne,jp URL=http://hankaku.main.jp椿 弘人

【第１回】わがまちの主要道路

［枚方亀岡線］府道６号線
正式には「大阪府道・京都府道6号枚方亀岡線 。」

（註）大阪府枚方市から京都府亀岡市に至る主要地方道

起点 枚方市枚方大橋南詰交差点

終点 京都府亀岡市安町

枚方市から高槻市にかけては国道170号および国道171号と重複

◆路線延長：25.1068km（実延長） 大阪府管理延長：19.086km、京都府管理延長：6.0208km

◆高槻市と亀岡市を南北まっすぐに結んでいるため、大阪から国道9号への抜け道としても利

用される

◆このシリーズで取り上げるのは、以下の１０路線の予定。

①府道６号線 枚方亀岡線 ②府道７９号線 伏見柳谷高槻線 ③府道１１５号線 萩［ ］、 ［ ］、 ［

谷西五百住線、④府道４６号線［茨木亀岡線 （清阪街道 、⑤府道４３号線［豊中亀岡］ ）

線 、⑥府道１０９号線［余野車作線 、⑦府道１１０号線［亀岡街道 、⑧府道７３４号］ ］ ］

線［柳谷島本線 、⑨府道１２５号線［安満前島線 、⑩府道６７号線［西京高槻線］］ ］

主要地方道と一般都道府県道（註）

都道府県道（および政令指定都市内の市道）のうち、主要なものであるとして国土交通

大臣が指定した道路を主要地方道という。主要地方道と特例都道以外の都道府県道は、一

般都道府県道と呼ばれる。

今回は、名神高速道路以北、緑が丘３丁目～大阪・京都府境までの区間を取り上げる

北（大阪・京都府境）から、南に下っていく。

◆ が である。緑色の太線 府道６号線

◆ 部分：2012年4月12日に発生した法面の土砂崩落により、亀岡市上矢田町から亀岡市東赤の矢印

別院町小泉（大阪府

境）まで全面通行止

め規制が行われてい

たが、2012年8月3日

に解除された。

◆ (ｽｷﾞｵ)の集杉生

落には、春日神社と

妙楽寺がある （杉生。

については 「樫田地、

区（丹波国桑田郡 」）

シリーズで詳述 ）。

◆ をす樫田トンネル

ぎて、 の集落。田能

樫船神社と神宮寺が

ある。田能から東に

中行くと高槻霊園、

畑 二料の集落。西は

の集落。

東に行くと
高槻霊園

二料
に向かう

妙楽寺
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桂香寺

奥ノ谷池

亀岡
に向かう
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◆田能の中心に、樫田小学校と第五

中学校がある。

◆東の には、大宮神社と妙音寺中畑

がある。

◆田能からは に沿って道がつ田能川

づき、出灰にいたる。

森林観光センター（樫田温その中間に

。（ 。）泉）がある 本誌No.14で取り上げた

◆田能川は、 (ｲｽﾞﾘﾊ) と合流し出灰 川

て、 となる。芥川

◆出灰(ｲｽﾞﾘﾊ)の集落には、素盞嗚(ｽ

ｻﾉｵ)神社と願成寺がある。なお、地図

上に光明寺とあるが、これは1989年に

できた比較的新しい宗教施設。

◆出灰には両国橋がある 丹波国 現。 （

樫田地区）と山城国(現京都市西京区)

の境にかかる。

◆図の の区間は、京都市紫色の矢印

内を走る。

◆出灰から原盆地までは、芥川沿いに

山道を走る。

◆東の山地には、 と (ｶ本山寺 神峯山寺

ﾌﾞｻﾝｼﾞ)があり、さらに北東にポンポン山

がある （本山寺は本誌No.16で、神峯山。

寺はNo.32でとりあげた ）。

◆途中に「たかつきフラワーパーク」

の施設がある。採石場跡を利用して2000

年(平成12年）にオープンしたテーマパー

ク「植物園 。当時入場料が800円で「高」

いなぁ」と思った。2003年閉鎖。当時の

「フラワーパーク前」というバス停も廃

。（ 「 」止された なおその前はたしか 野呂橋

という名前のバス停だった。----そうい

えば 「しょうぶ園口」バス停もしょうぶ、

園廃止で「田能口」という名前に変わっ

たっけ ）。

◆ にはいる 「歩射神事 「大蛇原盆地 。 」
ぶしゃ

祭」で有名な八坂神社がある。
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◆原には旧跡がたくさんあるが

別項で取り上げる。

◆原盆地の東は (日吉桧尾川水系

芥川水台、成合、安満など)、西は

。系

◆ 、 の住宅街(かな安岡寺 松ヶ丘

り急な坂)を下り、 にいたる。服部

◆服部の旧跡については別項。

なお、神服神社は本誌No.4で、安

岡寺はNo.14でとりあげた。

三好◆芥川は、原盆地をでると

を迂回して大きく東に、そして山

西に湾曲して を形成する。摂津峡

。◆三好山には芥川山城跡がある

(三好山の名はこの地を領有した三

好慶長にちなむ----別の機会に詳

述 ）。

三島の山岳寺院
わがまち周辺の寺院、とくに山岳寺院について 『高槻市史』は一項を設けている （第1巻 Ⅲ古代、 。

の高槻、第2章 p.389～391）

わがまちをWalkingするさい大いに参考になるので、引用しておく。なお小見出しは私が勝手につ

けたもの。

三島の山岳寺院

平野部の白鳳以来の寺院とは別に、北方の山中や山麓には、平安時代にはいっていくつ

。 、 、 、かの新たな寺院が建立された 大字原の山中にある本山寺 神峰山寺 大字成合の悉壇寺

神服神社の北山にある安岡寺、大字奈佐原の霊仙寺などがそれである。

このような山岳寺院が平安時代の初期につくられるのは、畿内において一般的にみとめ

られる事象である。

呪術的な山岳崇拝と融合

ところで、山間や谷間の洞窟などで瞑想し、はげしい苦行の末に神秘的な霊感をうるこ

とを仏教の理想とすること自体は、古くからあったことで、行基が大和の生駒山中に草庵

をつくって修業したように、呪術的な山岳崇拝と融合した信仰であった。

自主的な信仰・民問布教の禁止

、 。「 、律令国家はこの山林行者に対して きわめて警戒的な態度をとった 山林に停り住み

詐って仏法をかたらい、自ら教化をなして伝習業を授け、書符を封印して薬を合せ毒を作

らん者」は勅禁を犯したものとして捕縛することを命じている （ 続日本紀』天平元年四。『

月条 ）僧尼令が全篇にわたって仏徒の自主的な信仰を禁止しているように、律令政府註１

の仏教政策の基調は、仏教を国家秩序の維持に役立てようとするもので、思想的には儒教

緑が丘三

摂津峡

東は、
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西は、
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淨圓寺
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の法治主義を重視し、仏教をそれに従属させることにあった。官の大寺である薬師寺、大

安寺に僧侶の統制機関をおいて、勝手に出家し僧侶になることを厳禁し、民問布教を禁止

した。

禁止令の解除

しかし、このような政府の禁止令にもかかわらず、仏教の世俗化に抵抗して、山林を重

。 。んずる仏教徒が多く輩出した 最澄・空海の教界改革はこのような背景のなかで行われる

奈良時代末の光仁朝にはすでに、山林行者を禁制した道鏡を追放するとともに、山林修行

の禁を解いており（ 続日本紀』宝亀元年十月条 ）桓武朝もこれを継承し、山林行者『 註２

神叡の弟子勝虞を律師にむかえている。

本市北方の山中に仏堂が建立されるにいたった背景は以上のようなものである。

なかでも と はその代表的な例であり、この寺は大和吉野の金峰山寺とな本山寺 神峰山寺

らび称される寺院である。

本山寺と神峰寺はもと同じ寺院であり、前者は後者の奥院にあたり、現在の神峰山寺は

もとの里坊と考えられる。縁起に光仁天皇の子の開成皇子が本寺を開いたとあるのは、さ

きにみたように、山岳寺院がこの頃に政府の許容するところになった事実にもとづいて、

いわれることであろう。 や も神峰山寺と同様の縁起をもっているから、この安岡寺 霊仙寺

時期に聞かれた寺とみてよかろう。

桧尾川の中流域にあった は、いまはまったくその跡をとどめない。成合の春日神悉檀寺

、 。『 』社境内地がその遺跡と推定されており 平安時代後期の軒瓦が出土している 三代実録

貞観十六（八七四）年十二月条に悉檀寺を官寺の例に預からしめたとあるから、相当な規

模の伽藍をもつ寺院であったらしい。同じ資料には、貞観五年に本寺を天台別院にしたと

ある。

『続日本紀』天平元年729AD四月条には 「勅。内外文武百官及天下百姓。有学習異端、蓄椿註１ 、

積幻術。圧魅呪咀、害傷百物者。首斬、従流。如有停住山林、詳道仏法。自作教化。伝習授業。

封印書符。合薬造毒。万方作怪。違犯勅禁者。罪亦如此。其妖訛書者 」とある。。

『続日本紀』宝亀元年770AD十月条には 「僧綱言。奉去天平宝字八年勅。逆党之徒。於山椿註２ 、

林寺院。私聚一僧已上。読経悔過者。僧綱固加禁制。由是。山林樹下。長絶禅迹。伽藍院中。永

息梵響。俗士巣許。猶尚嘉遁。況復出家釈衆。寧無閑居者乎。伏乞。長往之徒。聴其脩行。詔許

之 」とある。。

【資料】

「攝津志」にみる山河 旧跡等・
「攝津志 （日本 ）については、本誌No.20を参照。」 輿地通志畿内部巻四九乃至六一攝津國

よ

ここでは 「巻五三攝津國之五島上郡」に記載されているものをあげる。、

［山川］神峰山、原山、阿武山、神奈備森、磐手森、水無瀬山、水無瀬川、淀河、玉川、檜尾川、

筑紫津（在津江村 、櫻井、磐手池、井口ノ井(在安満村 、小井(在下村)、水ノ尾泉(在原） ）

村 、花井、一ノ井ノ泉(在郡家村））

［神廟］阿久刀神社、野見神社、神服神社、三島鴨神社、春日神祠(在東天川村 、上牧神祠、廣瀬）

神祠、水無瀬廟、安満神祠、関明神祠(在山崎関戸町 、八幡神祠(在高槻八幡町 、三輪神） ）

祠(在富田村）

［陵墓］能因塚、待宵小侍従墓(在櫻井村 、大塚(在大塚村 、荒塚（今城陵在郡家村）） ）
キ

［ ］ ）、 、 ）、 、 ）、 、佛刹 興楽寺(在柱本村 霊松寺 光徳寺(在真上光徳邑 安岡寺 金龍寺(在成合村 本山寺

神峯山寺、普門寺、正興寺、教行寺、慶瑞寺、伊勢寺、梶原寺

喬 墅(在廣瀬村）、芥川城、故高槻堡(在西天川村）、上ノ御牧(在上牧村）、中御牧(在柱［古蹟］惟 親王

本村）、故関(在三島江村）、大原駅、櫻井古亭、松永久秀故居(在東五百住村）、鵜殿村


