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１）弥勒寺 

御所市の南端国道 24 号線の風の森峠を南下した東佐味の郷に弥勒寺は建つ。 

この風の森峠は南北朝の戦いの場であった。貞治 4 年(1356 年)楠正行の軍を破った北朝の高師直軍が

吉野山を攻撃し蔵王堂等をことごとく焼き今の五條市から御所市を経て平田庄から高田市へ抜けようと

した時「宮方の群勢ナラビニ野伏ラ数千騎」が現れ高師直の大軍を迎え風の森・巨勢河原・水越峠の三

ヶ所で戦ったという。 

この時高師直軍は伏見寺・高天寺・山田寺等の大伽藍を焼いて京都へ帰ったことが当時の興福寺一乗院

の記録に記されている。その戦いで焼かれた社寺の中に弥勒寺も含まれていたことが弥勒寺から発見さ

れた棟札よりわかるのである。 

「奉上棟大和国葛上郡佐味郷弥勒寺建之所也 大工藤原宗次于時天正七巳卯二月廿二日 施主彦太郎 

敬白」とあり裏面に「楠殿御建之堂今度 快賢敬白」とある。天正 7 年(1579 年)に上棟した弥勒寺は

棟札の裏面に当時の住職快賢がこの寺について「楠殿が御建ての堂といわれていた古い堂を今度新しく

しました」と記しているのであるがおそらく高師直軍によって焼かれた寺院を復興したのであろう。 

現代改修前の本堂が天正 7 年(1579 年)再建の堂宇でないこともわかっている。もう一本の棟札に「文

化五年(1808 年)十二月十七日付で堂宇大破に付修繕方願出・・・」から創建以来何回か建て替えられ

てきたのであるがその再建の一つに「楠殿」がかかわったのは興味深い史実といえよう。本堂改築前の

旧堂は正面客殿風の建物の西半分を佛殿とする南面の重層妻造だった。 

そして 1983 年 4 月 18 日に今の本堂に全面改築されたのである。本堂本尊は弥勒菩薩木像その胎内に

慶安ごろ(1648 から 52)の修理銘鎌倉時代末？の作。釈迦涅槃画像(絹本着色伝湛海筆)がある。 

寺としての規模は小さいが歴史から見て面白く他にも佛像が多くまつられ、境内の無縁佛の中に「石佛」

阿弥陀如来を彫ったものがあり永禄十年(1567 年 安土桃山時代)十一月二十四日と記されている。 

（弥勒寺 資料より） 

 

  

  

 

  



２）峯山百体観音 

改築前弥勒寺境内には、宝形造の薬師堂があった。 

このお堂は、明治の初期に廃寺になった南禅寺のお堂であったことが安置されていた薬師如来像・聖観

音像に記された墨書銘からわかる。この南禅寺というのは弥勒寺の南方 250 メートルの八斗山（峯山と

呼ばれる）の北麓にあった真言宗の寺院で、弥勒寺よりも古く聖徳太子の御開基といわれ本尊薬師如来

は室町時代の作で聖観音像は聖徳太子（622 年没奈良時代）が六千余洲に一洲一体ずつ彫刻せられたと

伝えられる優作で平安時代末の作と見られる。 

その後行基上人がこの寺（710 年頃）を中興し、弘法大師空海（773 年から 830 年）がこの峯山に求聞

持法を修し鎮護国家の祈祷を修行した「淤伽井(あかい)」は大師の御手で掘られた井戸といわれている。

またこの寺は楠公（楠正成公か？）の御祈祷所にて公の献上せられた念持佛毘沙門天王像がある。また

生駒宝山寺を開山した宝山上人（湛海和尚）の前住職地とも伝えられている。 

この峯山を巡り西国三十三番・秩父三十三番・坂東三十四番の礼所は文化 8 年（1812 年）の開創とい

われ百体の石佛が安置されている。明治 42 年 3 月に改修され、その後大正 7 年再興、現在に至ってい

るがよく整備され参詣の人も絶えず毎年 4 月 18 日には観音会式にて峯山の頂上では御供まき等も催さ

れ近郷の人々にも三つ葉つつじの咲くお山に参詣する。その覆屋が赤レンガ造りであるのも珍しくミニ

版の大正建築ともいえる。 

他に十一面観音立像・大威徳明王坐像（牛瀧さん）・地蔵菩薩立像・不動明王立像・本尊薬師如来像の脇

佛に十二神将像、日光・月光両菩薩像が揃い現在は弥勒寺本堂に共に安置されている。 

（弥勒寺 資料より） 

  

  

３）船宿寺 

今から千二百年有余年前の神亀 2 年（725）に、行基菩薩がこの地にこられて庵をむすび、薬師瑠璃光

如来をおまつりになったのがはじまりです。 

心や身の病、悩みをお救いになる薬師如来をおまつりになったので、この地を医王山といわれました。 

寺につたわる古い記録では、葛木の地にこられた行基菩薩の夢の中に老人が現れて『これより東の方へ

行くと、山の中に船形の大きな岩があるから、その岩の上に薬師如来をおまつりするように』と告げら

れました。夢からさめた行基菩薩は、東の山の中に岩をみつけ、そこに御仏をおまつりし、船宿寺と名

づけました。現在その岩場には、岩舟権現がまつられています。 

平安時代になって弘法大師さまの御教えをまもり、その道場として今日にいたっております。 

（船宿寺 パンフレットより） 



 

  

  

４）志那都彦神社（風の森神社） 

高鴨神社と一対になっていると言われる小さな神社で、「風の森峠」の頂上に位置しています。ご祭神は

「志那都比古神」という風の神様で、日本書紀にある国生み伝説の中で、伊耶那岐命（イザナギ）が国

土にかかっている朝霧を息吹により払ったときに生まれた神とされています。 

また、この地は日本の水稲栽培発祥の地と言われており、風の神は五穀豊穣、風水害から守る農業神と

して祀られています。 

（御所市観光ガイド HP より） 

 

  

５）高鴨神社 

本社は大和の名門豪族である鴨族の守護神を祀った社です。 

弥生中期、この地から鴨の一族はひろく全国に分布してゆき、各地で鴨族の神を祀りました。中でも京

都の賀茂神社は有名ですが、本社はそれら賀茂社の総社にあたります。建国の歴史にも本社御祭神は大

きく物語られ、高天原の天孫降臨の説話の中でも、国造りの大業をなされたとあります。 

本社の御本殿には阿遅志貴高日子根命（迦毛之大御神；かものおおみかみ）を主祭神とし、西神社には

母神の多紀理毘売命（たぎりひめのみこと）・天御勝姫命（あめのみかじひめのみこと）・塩治彦命（や

むやひこのみこと）・瀧津彦命（たきつひこのみこと）が、東神社には天照大御神（あまてらすおおみか

み）・天兒屋根命（あめのこやねのみこと）・住吉大神（すみよしのおおかみ）をお祀りしています。 



当神社は全国鴨（加茂）社の総本宮で、弥生中期より祭祀を行う日本最古の神社の一つです。 

主祭神の阿遅志高日子根命（あぢしきたかひこねのみこと）、その御名を迦毛之大御神（かものおおみか

み）；『大見神』と名のつく神様は天照大御神、伊邪那岐大御神と三神しかおられません。）と申され、死

した神をも甦えらせることができる、御神力の強き神様であられます。それゆえ病気平癒、初宮、大祓

い等、甦りに関する信仰が深く、また人の歩む道を目覚めさせて下さる神様として全国より篤く御崇敬

を受けております。 

「カモ」は「カミ」と同源であり「カモす」という言葉から派生し、「気」が放出している様子を表して

います。当神社の神域は鉱脈の上に重なり、多くの「気」が出ていることでも有名です。夏場に参詣さ

れますと、涼しく感じられるのはその為です。「気」は身体に大変よく、ぜひ神域を巡られて神様の「気」

をお受けになられ、心身共に甦られることをお祈り申し上げます。 

（高鴨神社 パンフレットより） 

 

  

  

６）葛城の道 歴史文化館 

四季を通じて懐かしい景観が展開する”葛城の道”は、私たち日本人の心のふるさとといえます。 

葛城の道歴史文化館は、この地を訪れる人々への情報提供や休憩の場、地域の環境保全の活動の拠点の

役割を担う施設として昭和 61 年（1986）10 月に、（財）日本ナショナルトラストの第 1 号のヘリテイ

ジセンターとして建設されました。管理運営は地元住民のボランティアによっておこなわれています。 

ヘリテイジセンターは、地域住民とともに歴史・自然環境を守る拠点として、英国のシビックトラスト

をモデルに進められているまちづくりの文化施設です。財団法人日本ナショナルトラストでは、昭和 59

年（1984）に”葛城の道”を中心とした景観評価と沿道の歴史、自然遺産の調査を実施するとともに、そ

の後数年間をかけて、沿道の解説板や道標を設置するなどの保護事業に着手してきました。 

ヘリテイジセンター「葛城の道歴史文化館」の建設にあたっては、外観が周囲の環境に調和するように

充分配慮し、建築家吉田桂二氏設計による木造二階建瓦葺き、白壁・紅殻格子の本格的な和風建築とし

ました。館内には休憩所とともに、地元の文化財の展示室や集会所を備え、住む人と訪れる人がともに

環境保護への取り組みについて考えていくことができる場所を提供しています。 

（葛城の道歴史文化館パンフレットより） 



 

７）小野郷 八幡神社 

金剛山の東側の中腹、海抜 390m の所に鎮座し、大和三山を見渡せる景勝地にあります。 

銅板葺きの明神鳥居から、103 段の長い石段を登り、神門をくぐると、中央に三間社流造の本殿があり、

応神天皇（誉田別尊）を祭神として祀っています。 

その両脇の一間社流造の摂社に天児屋根命（右殿）と天照大皇神（左殿）が祀られています。本殿を中

心に一段高い基盤上に横一列に並ぶ、群をなす数少ない社殿の景観を形成しています。 

八幡神社は旧村社で、由緒ある古社と思われますが、式内社ではなく創祀についての文献はあまり残っ

ていません。一番古い棟札は天正 4 年（1576 年）と在り、度重なる修復の跡が見られますが、本殿、

摂社は安土桃山時代の建築様式を色濃く伝えております。お社は極彩色に彩られた跡が残っており、本

殿扉の内側には金箔地に鷹が二面、花が四面の見事な国宝級の日本画が描かれています。県内には同時

代に建立された建物はほとんど存在せず、貴重な文化遺産で御所市の文化財に指定されています。 

此地は、歴史的には古く由緒あり、第十五代応神・第十六代仁徳天皇（300 年後半から 400 年初）の頃、

金剛葛城山東麓は最大の氏族であった葛城氏の本拠地として栄えた所であります。 

伏見山菩提寺縁起文（享保 5 年、1721 年）に「・・以小野荘賜於寺封、聖武天皇帝（第四十五代．724

年から 749 年）於東大寺大仏依御造願特命澄八幡大菩薩歓請於当山令鎮守、後弘仁 3 年 3 月（813 年）

空海千日参籠、諸願悉満足、・・」とあり。その後「一千年に垂れる星霜をたて再建せしものと想像す」

との記載が宗教法人設立時の書類に記載があります。また菩提寺古図（室町時代）に「鎮守八幡之宮」

と「客堂」が現在地に記されており、また石段の中段に「御百度石」が上段広場に「御千度石」があり、

かなり古くから信仰のあった神社と推定ができます。 

境内には、多数の境内社があります。若宮八幡神社・十二社神社・高良神社・弁財天神社・槌神社・金

村神社・聖神社。また、明治 41 年（1908 年）には朝妻の八幡神社・春日神社。僧堂の稲荷神社・天照

皇大神社。五百家の八幡神社。林の林神社がここに合祀され、明治 44 年に村社に指定されています。 

（小野郷 八幡神社パンフレットより） 

 

  



  

８）菩提寺 

菩提寺は、奈良時代聖武天皇の頃の名僧、大僧正行基菩薩が留止された所に建てられた道場「菩提院」

のあとである。当時越の大徳といわれた白山の泰澄がこの院で修業され、十一面観音法を修して疱瘡を

しずめ、大法師を授けられた。又、東大寺大佛のご造願に際しては、八幡大菩薩を当山に観請して鎮守

とされた。 

宝亀 4 年（773）、光仁天皇の勅により、佛法興隆のために、当郡の田三町を施入されている。 

平安時代には弘法大師が参籠祈願され、勅願所として又修験道の道場として、子院三十余箇坊がならび

建っていた。 

貞和年間（1350 頃）一山兵火にかかり、とにかくに数院を残した。 

江戸時代貞享年間（1685 頃）本堂、仁王門を復興し、元文元年（1736）には本堂、鐘楼、仁王門と西

ノ坊、東南院、千手院、来迎院、東室院、真藏院の六院が甍をつらねていた。その頃十余町の寺田があ

ったと記されている。 

又、元禄 4 年（1691）痳疹が流行したとき、西ノ坊朝栄権大僧都は丹誠をこめて祈願し、その霊効あ

らたかなものがあった。明治の始め、廃佛のためにおとろえ無住の院が廃されたりして次第に荒廃し、

戦後はわずかに本堂と仁王門を残すのみとなっていた。 

（菩提寺 パンフレットより） 

 

  

  



  

 

９）高天彦神社 

古代豪族、葛城氏の最高神で、記・紀神話の中で、出雲へ国譲りのための使者を命令した高皇産霊神を

祀っています。 

ほかに市杵島姫命（福岡県宗像郡宗像神社三宮に祀られています女神の一人）・菅原道真を祀っています。

神社の形体は古く、桜井市の大三輪神社と同様にご神体は山（神社背後の白雲峰）であるので、本殿は

ありません。高天の広大な大地は、記紀に登場する天孫降臨神話の舞台となったところではないかと言

い伝えられています。 

（御所市観光ガイド HP より） 

 

  

  

10）鶯宿梅と蜘蛛窟 

（鶯宿梅） 

奈良時代、鑑真和上が高天寺の住職だった時に弟子（小僧）が亡くなり悲しんでいたところ、この梅の

木にとまった 1 羽の鶯が「初春の朝毎にやって来るけど、今回はあの小僧さんに会わずにもとの住み処



に帰ります」と鳴いて慰めたことからこの木を鶯宿梅（おうしゅくばい）と呼ぶようになったと伝えら

れています。数年前に元々の古木が枯れてしまい、新しい若木が育ちつつあります 

（現地説明板より） 

 

（蜘蛛窟） 

高天彦神社周辺には、土蜘蛛を埋めたとされる「土蜘蛛塚」、土蜘蛛がいたとされる「蜘蛛窟」がありま

す。「土蜘蛛」とは日本の先住の人であると言われ、戦いに敗れたことからつけられた蔑称ではないかと

言われています。これらはたいへん見つけにくい場所にあります。頑張って探してみてください。 

（御所市観光ガイド HP より） 

 

  

番外）高天原 

高天原とは「古事記」の冒頭「天地（あめつち）のはじめ」に登場する神々の生まれる場所・天津神の

住まう場所です。出雲の国譲りにより天照大神の孫（天孫）瓊瓊杵命（ニニギノミコト）が高天原から

高千穂へ天下る（降臨）したという伝説があります。 

御所市の「高天」の台地は金剛（葛城）山の麓に広がり、この伝説の舞台となった場所であると言われ、

神話の世界にふさわしい雰囲気が漂っています。 

（御所市観光ガイド HP より） 

  

11）高天寺橋本院 

養老 2 年（718 年）高天山登拝の為この地を訪れた行基菩薩が霊地であることを感じ一精舎を建て一心

に冥応し祈った。或る日の事、念想中に容体より光を放ち香気漂う十一面観音菩薩のお姿が現われこの



霊応に深く感じさらに修業を続け、困難と苦悩に屈することなく祈念し続けた。人々は、この姿に高天

上人と呼び尊敬した。 

元正天皇（715 から 724 年）はこの功徳を仰いで、又高天の霊地たるを知り、寺地として与え、十一面

観音菩薩を刻むことを許された（開基）。以来参拝する人々が後を絶たぬ程盛大かつ繁栄を極めた。又天

平 17 年（745 年）には聖武天皇（724 から 749 年）発病の折病気平癒祈願をし、天皇より「宝宥山」

の山号をいただくことになる。 

鑑真和上（735 年来日）を住職に任命されるなど、孝謙天皇（749 から 758 年）も深く帰依され高天千

軒と呼ばれ格式の高い大寺院で金剛転法輪寺七坊の一つとして石寺、朝原寺などと共に権威を誇った寺

であった。又、葛城修験宗の根本道場として役の小角（634 から 701 年）の修業した寺でもあった。 

しかし、元弘の変（1331 年）以後、南朝についた高天寺の修験僧高天行秀らが陰から援助していた事

から北朝方の畠山基国（1333 年）高師直（1348 年）らにことごとく焼き打ちされ、延宝 5 年（1677

年）住職頼勇の手により高天寺の一子院橋本院として復興なる迄 350 年余衰亡の一途をたどっていた。 

（高野山真言宗 高天寺 橋本院 縁起集より） 

 

  

  

  



 

 

12）極楽寺 

当寺開山一和僧都は、18 才の時、南都西塔院の増利僧都の弟子として仏門に入り後、興福寺の座主に迎

えられ、更に人皇六十二代村上天皇天暦 4 年（西暦 950）には勅命により維摩会（維摩経の講釈研究会）

の講師となられ、学徳共に秀で、その徳望は広く諸宗に聞えて居りました。 

併し上人は名利を厭い、専ら修行修学の為静寂なる地を求めて居られました。 

或る時、金剛山の東麓に、毎夜光を放つを遥かに望見せられ、奇異の思いの中にその出所を探し求めら

れました処、そこから仏頭（弥陀仏の頭）が発掘されました。生身の仏様のようであったと申します。

上人は不思議な事に驚き、これこそ有縁の地と考へられ仏頭山と呼び発掘の仏頭を本尊として草庵を結

び、法眼院と名付けられました。時に天暦 5 年（西暦 951）今を去る壱千余年前の事です。 

上人は愈々浄業を修し、念仏の功を積み、屡々極楽の相を感見し、一条天皇の正暦 5 年（西暦 993）紫

雲たなびく中に仏の来迎を受けてこの地に大往生を逐げられました。依って当寺を仏頭山法眼院極楽寺

云はれるのは此のような縁起によると云はれて居ります。 

（仏頭山 極楽寺 沿革の概略より） 

  

  



13）住吉神社 

祭神 上筒男命 中筒男命 底筒男命 息長帯比売命 

本殿 一丈三尺に九尺。 

拝殿 五間半に二間半 

神輿庫 方二間 

境内社 春日神社 八幡神社 

十三重石塔 凝灰岩で造るもの。 

御神体とも称するが、この付近に鶏足寺があったから、その関係のものかと考えられている。九厘を欠

く。棟札（承応 2 年）・懸仏（大日・釈迦）等がある。 

（御所市史より） 

  

14）鶏足寺 

おおよそ 1350 年ほど前に、この地に 4 本足の鶏がいて毎朝大きな鳴き声を響かせていました。うわさ

を聞いた都の臣が役小角をさし向けました。 

これを見た役小角は、これぞ佛鳥この地こそ霊場に誠ふさわしいとして、役小角 51 歳の時小さなお堂

を建てたのが始まりと「米田家家系図」という古文書にかかれています。 

その後 100 年程経って弘法大師が葛城（金剛）に上った時、その地形が天竺（インド）の鶏足山に似て

いるとして鶏足山寶琳寺と名付け、いくつもの僧坊等が建立されました。大地震のため壊滅状態になり

その後再建されましたが、戦国時代に群賊に焼き払われたりして、今の小堂（釈迦堂）のみが残ってい

ます。 

（現地説明文より） 

  

15）高木神社 

祭神 武甕槌命 軽津主命 天児屋根命 比売大神 

本殿 五尺に三尺。 

拝殿 二間半に二間。 

境内社 厳島神社 

本社の名は高木神社であるが、祭神は普通春日神社の祭神として祀られる四柱の神である。 

（御所市史より） 



  

16）春日神社（佐田） 

創祀や由緒などは不詳ですが、祭神として天児屋根命（あめのこやねのみこと）が祀られています。 

 

  

17）重要文化財「中村家住宅」 

本邸は御所市では現存するなかで最も古く、かつ重要な建築である。中世吐田の城主吐田越前守の子孫

中村正勝が慶長頃に建てたと推定される。昭和 43 年に重要文化財に指定された。 

中村正勝は慶長 13 年に名柄村の代官になっているので、この時の建物とすれば代官屋敷という特殊な

建物であったかも知れない。 

柱は全般的に太く、五寸六分外角で、大黒柱に相当するものは土間と室境に二本あるが、これは約九寸

角ある。このように古風な開口装置や納戸構えのある閉鎖的な「なんど」の残っていること、木割が均

整がとれていて、細い柱を使用していないことなどからみて、この家が江戸初期を降らないことを察し

得るが、このようなものの残っているのは全国的に見ても珍しいことである。 

六間取であることと共に、慶長 12 年の棟札を持つ五条の栗山邸、慶安 3 年の棟札のある今井の今西邸

等の町屋と類を同じくするものであるが、当家も恐らく慶長年次を降らない建築として貴重なものであ

る。昭和 47 年 8 月から同 49 年 8 月まで、奈良県教育委員会により改体修理が行なわれた。 

（いにしえの御所を尋ねて（改訂二版） 御所市教育委員会より） 

 

 



18）郵便名柄館「郵便名柄館 Tegami cafe」 

明治 35 年に郵便受取所として始まり、明治 38 年に開局した「名柄郵便局」。大正２年に建てられた木

造平屋建て寄棟屋根の局舎は、地域の人たちの交流の場でもありました。昭和 50 年の移転で長らく空

き家となっていましたが、「この建物を残せたらいいな」と思っていた地域の人たちが中心となって、局

舎設立 100 年の節目に、再生プロジェクトがスタート。約２年かけてリノベーションを行い、平成 27

年（2015）に、郵便の歴史を楽しめる資料館とカフェがある「郵便名柄館 Tegami cafe」として生ま

れ変わりました。外観のさくら色は、創建当時のまま。いろんな思い（手紙）をつないできたこの場所

で、食やイベントを通じて、人と人、人と地域がつながる場所になることを願って、活動をしています。 

（HP：https://tegamicafe.jp/ より） 

 

 

19）長柄神社 

『延喜式』神名帳に記載され、別名姫の宮とも呼ばれ、記・紀神話に登場する「下照姫命」が祀られて

います。この神は天孫降臨神話の国譲りの中で、天雅彦命が高天原から出雲国へ国譲りの使者として遣

わされています。天雅彦命は高天原へ復命に帰らず、出雲国で妻にしたのが大国主命の娘の下照姫です。 

本殿は一間社春日造・檜皮葺・丹塗り、創建年代は不明ですが、建築様式から、1450 年ころと思われ

ます。 

また、『日本書紀』天武天皇 9 年 9 月 9 日条に「朝嬬に幸す。因りて大山位より以下の馬を長柄杜に看

す。乃馬的射させたまふ」とあり、天武天皇が長柄神社にて流鏑馬をご覧になったことが記されていま

す。 

（御所市観光ガイド HP より） 

 

  

 

  

https://tegamicafe.jp/


20）龍正寺 

浄土宗のお寺のようですが、詳細な情報はわかりません。 

 

  

21）葛城一言主神社 

本社に鎮まります一言主大神は、第 21 代雄略天皇(幼武尊)が葛城山で狩りをされたときに、顕現され

ました。 

一言主大神は天皇と同じ姿で葛城山に顕現され、雄略天皇はそれが大神であることを知り、大御刀・弓

矢・百官どもの衣服を奉献したと伝えられています。天皇はこの一言主大神を深く崇敬され、大いに御

神徳を得られたのであります。この大神が顕現された「神降(かみたち)」と伝える地に、一言主大神と

幼武尊(雄略天皇)をお祀りするのが当神社であります。そして、『古事記』が伝えるところによると、一

言主大神は自ら「吾(あ)は悪事(まがごと)も一言、善事(よごと)も一言、言離(ことさか)の神、葛城の一

言主の大神なり」と、その神としての神力をお示しになられております。そのためか、この神様を「一

言(いちごん)さん」という親愛の情を込めた呼び方でお呼び申し、一言の願いであれば何ごとでもお聴

き下さる神様として、里びとはもちろんのこと、古く全国各地からの信仰を集めております。 

当社は全国各地の一言主神を奉斎する神社の総本社で、全国各地には当社に参拝するための講があり、

現代にも篤い信仰を集めています。 

（葛城一言主神社パンフレット「いちごんさん」より） 

 

  

  



 

 

22）高丘宮跡 

綏靖天皇は神武に次ぐ第二代の天皇で、その存在については疑問視されています。 

しかしながらこの辺りは葛城襲津彦の子にして第十六代仁徳天皇の皇后である磐之姫の古郷と言われ、

古事記には磐之姫が熊野に行っている間に天皇が八田若郎女を宮中に入れ遊び戯れている話を知り、大

いに怒って（磐之姫は嫉妬深いことで有名）宮中に帰らず、堀江を遡って山代へ向かい、更に奈良山の

手前まで行き次の歌を詠んだとされます。 

「つぎねふや 山城川を 宮のぼり わがのぼれば あおによし 那良を過ぎ をだて 大和を過ぎ 

わが見がほし国は 葛城高宮 吾家のあたり」 

いずれにしてもこの地が古代の天皇家と深い関わりがあったのではないでしょうか。 

（御所市観光ガイド HP より） 

 

 

23）九品寺 

九品寺を開いたのは奈良時代の僧、行基です。行基は聖武天皇のとき奈良東大寺の大仏造営にかかわっ

た僧で、その生涯は民衆救済のため布教活動を続けています。布教とともに灌漑や港湾施設建設や僧尼

院建設に心血を注ぎ、大仏建立の功績によって、日本で最初に大僧正となっています。 

さて、九品寺はサンスクリット語で、その意味は布教でいう上品・中品・下品で、人間の品格をあらわ

しています。上品の中にも上中下があって中品や下品にもそれぞれ上中下があります。全部で九つの品

があるので九品と名づけられています。その九品寺のご本尊は木造阿弥陀如来像で、国の重要文化財に

指定されています。 

楢原氏は南北朝の戦いのとき、南朝に味方していた楠木正成公のため一族を引き連れて参戦しています。

その戦いに行くとき、一族は身代わりのため石仏を彫って菩提寺だった九品寺に奉納したのが、いまに

伝える千体石仏です。 

（御所市観光ガイド HP より） 



  

  

24）駒形大重神社 

この神社は 10 世紀初頭に醍醐天皇の勅命により、藤原時平が編纂した『延喜式』神名帳に記載された

神社です。 

かつて駒形神社と大重神社は、別々に祀られていましたが、明治 40 年に合祀されて現在に至っていま

す。 

祭神は「葛城稚犬養連網田」で、645 年 6 月 12 日に飛鳥板葺宮の大極殿で蘇我入鹿が暗殺されたとき、

中大兄皇子から入鹿を暗殺せよと命じられた刺客です。また『延喜式』を編纂の時、犬養を大重と書き

間違えたのではないかとも言われています。また他の説では楢原氏の祖先の滋野貞主がまつられている

のではいかとも言われ、定かではありません。楢原氏は中世の豪族で、春日若宮の祭礼に流鏑馬を奉納

するほどの南都の盟主でした。 

（御所市観光ガイド HP より） 

 

 

 

 



25）六地蔵石仏 

御所市大字櫛羅の山麓沿いに鎮座する、鴨山口神社から旧道の坂道を、葛城山に向かって少し歩くと、

集落のはずれに行く手を阻むように、大きな石がどっかりと腰をおろしています。 

この地域は古代から中世にかけて、兄川の出水等により、度々災害が発生し、伝承によれば、六地蔵が

彫られた大きな石も、室町時代に土石流が発生し、現在の場所に流れ着いたと言われ、その大災害に対

し、村人は仏教の六道をもって衆生を救うという、仏法の精神に照らし極楽浄土を願い、その頃に彫っ

たと思われます。 

現在の櫛羅は中世には、倶尸羅を用い、葛城山を急激に下る土砂崩れが度々発生したため、（大和志にも

白砂がある）崩れが語源となっています。村人の強い信仰心から大きな石に刻んだものと考えられ、向

かって右から天上道（日光菩薩）人間道（除蓋障菩薩）修羅道（持地菩薩）畜生道（宝印菩薩）餓鬼道

（宝珠菩薩）地獄道（壇蛇菩薩）となっています。 

（御所市観光ガイド HP より） 

 

 

26）鴨山口神社 

神社の創立は不詳ですが、記録によりますと以前は当神社西北方俗称岸ノ山に鎮座なされておったのが

天災起こり山岳崩れて今の此の地に奉られたと記されております。 

貞観元年（平安時代 859 年から 877 年）第五十七代清和天皇の御代に正五位を授けられており、その

当時すでに神社が創立され奉られていた事が推察されます。 

御祭神の大山祇神は山の神とされています。これは葛城山の入り口に鎮座し当時の住民が重要な作物で

ある稲作造りに必要な雨・風を神に願う気持ちが山の入口にそれを治める神として奉られたものと思わ

れます。また、御相殿に配祀奉る大日霎貴命・御霊大神は、昭和 24 年 2 月文部省より国の重要文化財

に指定を受けその造りは木造で姿は座像で大日霎貴命は衣冠を付けられて大きさは 56 センチです。御

霊大神の方は女神とされ大きさは 50 センチです。尚、造られた時代は藤原時代前期(西暦 800 年代)の

作とされています。 

（式内大社 鴨山口神社 由緒より） 

 

  

 

  



27）崇道天皇宮（崇道神社） 

祭神 崇道天皇（早良親王） 

由来 創立年月日並びに自後の履歴不詳 

御祭神 崇道天皇について、 

崇道天皇は、早良親王に与えられた追写である。早良親王は、父、光仁天皇（四十九代）と母、高野新

笠との間に生まれ、兄は桓武天皇（五十代）である。 

はじめ出家したが、父、光仁天皇が即位すると親王となり 781 年（天応 1）、兄、桓武天皇の即位と同

時に皇太子となった。 

桓武天皇にはすでに皇子があったのであるから、おそらく父、光仁天皇の意志によったものであろう。 

このため桓武天皇と弟、早良親王との間は円満でなく、天皇の信任厚い、藤原種継とも人権問題が絡ん

で不和だったようである。784 年（延暦 3）長岡遷都がおこなわれたが、翌年主唱者の藤原種継は暗殺

された。 

事件の首謀者として、大伴升良や前月病死した大伴家持などがそれぞれ処分されたが、早良親王も関係

者として乙訓寺に幽閉され、自ら食を絶って淡路へ移送される船中で死んだ。 

現在の「続日本記」には関係記事が削られているので詳しくは、わからないが藤原氏政権獲得の犠牲者

として世人の同情も集まったようである。 

そのころ、皇室に種々不幸が起り悪疫も流行したが、みな早良親王のたたりとして恐れられ、800 年崇

道天皇の追写が贈られた。 

長岡京が廃止されたおもな理由もこれによる。京都市右京区の御霊神社にまつられいる。 

 

追記 

奈良時代から平安時代にかけて不遇の死を遂げ、この世に怨みを残した人々の霊魂、つまり怨霊を恐れ

る思想がひろまった。とくに偉大な個性を持った人物ほどのその祟（たたり）は恐ろしいものとされた。

延暦 4 年（785）に没した崇道天皇や延喜 3 年（903）配流地の太宰府で客死した菅原道真がその代表

的なものである。（神社看板より） 

 

 

 

28）鴨都波神社 

第 10 代崇神天皇の御代、大国主命第 11 世太田田根子の孫、大賀茂都美命に勅を奉りて葛城邑加茂の地

に奉斎されたのが始めとされている。 

葛城加茂社、下津加茂社とも称され全国の加茂(鴨)社の根源である。宮中八神の一社にして鎮魂の祭礼

に預かり給う延喜式内名神大社である。事代主神は元来「鴨族」が信仰していた神であり、当社が事代

主神の信仰の本源である。 

大神神社(奈良県桜井市)に祀られる大国主命の子に当たることから、「大神神社の別宮」とも称される。

当社の古い社名は「鴨都味波八重事代主命(かもつみわやえことしろぬしのみこと)神社」であり、「鴨の



水端(みづは)の神」と解され、当地が葛城川と柳田川の合流地点で水に恵まれていたことから、元 「々水

の神」を祀っていたものとする説もある。 

また、神社を中心とする一帯は「鴨都波遺跡」という弥生中期の遺跡で、土器や農具、住居跡が多数出

土しており、古代には鴨族がこの地に住み着いて農耕生活を営んでいたことがわかる。 

終戦までの旧社格は県社。 

（鴨都波神社 パンフレットより） 

 

  

30）道中を彩る曼珠沙華（ヒガンバナ） 

 

  

  

  



   

以下、南都銀行「ええ古都なら（奈良の魅力発見）」に記載されている案内文です。 

 

御所市のホームページには「葛城の道」というコースが紹介されています。「美しい日本の歩きたくなる

道 500 選」にも選ばれ、全コースを歩けば約 15km。風の森から名柄の町並みを経て、近鉄御所駅へ歩

けば約 10km 程度で、自分の体力にあわせて歩くことができます。大阪から水越峠を越えて来る水越街

道と、御所から風の森へと続く山麓をたどる名柄街道が交差する名柄地区には、今でも古い町並みが残

ります。 

風の森のバス停から高鴨神社まではのどかな田園風景の中、雄大な金剛山を望みながらのウォーキング

になります。高鴨神社は全国のカモ（鴨・賀茂・加茂）神社の総本社といわれ、かつて鴨氏という古代

豪族がこの地方を支配していたことを思い出させてくれます。道沿いには「葛城の道」という道標が立

てられているので道に迷うことはありませんが、新しい道が造られたことで、古い街道の面影は残され

ていません。 

道標に導かれながら歩いて行くと、奈良盆地が見える場所に出ます。東には盆地に浮かぶ小島のように

畝傍山が見え、西には金剛山や葛城山が見える展望の道です。山麓線と呼ばれている県道 30 号に出合

う手前で高天彦神社への道と分岐しますが、そのまま進めば南北朝時代には楠木正成の祈願寺であり、

立派な唐門が残されている吐田極楽寺です。寺から道を下っていくと古びた住吉神社が、さらに下ると

歴史の深い面影の残る高木神社・春日神社があり、古い街道の面影を色濃く残した名柄の集落へ続いて

います。 

名柄は宿場町として栄えた町です。江戸時代に造られた町屋や、造り酒屋、大正時代のレトロな郵便局

が街道沿いに並び、町の中央には日本書紀にも登場する長柄神社が鎮座しています。神社は町の中にあ

りながら、何本も巨木が境内に聳え、その歴史の深さを感じさせてくれます。神社の前の道が水越街道

です。かつて多くの人がこの道を登り、峠を越えて大阪と行き交いました。 

葛城の道に戻りさらに進んで行くと、レトロな醤油醸造所が見えてきます。その先には葛城一言主（か

つらぎひとことぬし）神社の石の鳥居が街道の傍に聳えます。多くの参詣者がここから神社へと向かっ

たことでしょう。道は鳥居から大きく東に曲がっていきます。「葛城の道」のコースは一言主神社を経て、

九品寺、駒形大重（こまがたおおしげ）神社、鴨山口（かもやまぐち）神社へと進んで行きますが、街

道は、途中に一言主神社の燈籠を道端に残し、ゆっくりと御所の町に向かって進んで行くのです。 

街道は過去と現在の交差点です。新しく造られた道では出合えない歴史とふれあうことができる場所で

す。そしてそこに残っている神社や燈籠、道標は悠久の歴史の証人として今もそこに佇んでいます。 

 

注）本資料は、商用以外での利用に限ります。文章は、各参照先に著作権があります。また、写真に関

しては、著作権を放棄していませんのでご注意下さい。 

 

編集：気まぐれ写遊人（﨑山晃一） 
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