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西京魅力再発見 ふれあいウォーキング 

松尾コースその１編（阪急嵐山駅～天皇の杜古墳 約６ｋｍ） 

 

・東海自然歩道 

東海自然歩道は、八王子（明治の森高尾国定公園）と大阪・箕面（明治の森箕面国定公園）

を結ぶ 1 都 8 県 2 府（約 90 市町村）に及ぶ全長 1697.2km の自然歩道 

 1969（昭和 44）年、厚生省（現在：環境省に継承）が長距離自然歩道をつくるのを提案。

1970（昭和 45）年から関係自治体の協力のもとに整備が始められ、1974（昭和 49）年完

成。 

 

・嵐山東公園 トイレ有 

中ノ島公園から松尾橋に至る桂川河川敷の公園

で、野球場のあるグランドや児童公園、散策広場

があり、桂川サイクリングロードも通っています。 

中ノ島公園入口の嵐山河原町にはソメイヨシ

ノ・ヤマザクラ・エノキの大木が多くあり、区民

誇りの木に指定されています。春の桜と秋の紅葉

は多くの観光客や地元の方などで賑わいます。ま

た、区民の方の散策や憩いの場所ともなっていま

す。 

 

・近年、温泉が発掘され、嵐山温泉源泉施設があります（所有管理 嵐山温泉開発株式会

社）。嵐山の各旅館に配られています。 

 

・一ノ井堰碑 昭和５５年建立 

 原文 秦氏本系帳によれば山城地方の開発につとめた大豪族秦氏

が秦の昭王の事績にならって、当時の日本にはたぐい稀な葛野大堰

（かどのおおい）をつくったとされている。そしてその築造の時期

は五世紀頃と考えられ、その場所はこの地付近と推定されている。

また応永二十六年（１４１９）に描かれた桂川用水路図には法輪寺

橋のやや下流の右岸に一ノ井と云う名称で用水取入口が記入されて

いるが、それから見れば現在地かそれと同一場所であることに間違

いない。その当時この樋門は松尾桂川岡の十ヶ郷の農地灌漑用水路

として潤っていた 

 昭和五十五年二月建之 一之井堰並通水利組合 
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古代には大堰川は洪水を起こす暴れ川で、五世紀頃に朝鮮半島から渡来した秦氏が高度

な土木技術で中ノ島や多くの堰を造り、大堰川からの流れを緩慢にしました。同時に右岸

から取水して多くの水路をつくり、洪水調整と農作物の灌漑用取水口を設置して、農業用

水路として利用して、京の人々の穀倉供給地帯となりました。 

一ノ井堰碑の前は、保津川下りの船の引き上げ場所になっています。 

 

・ 渡月橋 （全長１５４メートル・現在のものは昭和９年改築） 

平安時代前期に法輪寺の僧道昌が、現在より上流に参道と

して架橋したのが始まりです。（当時は、法輪寺橋と呼ばれて

いました） 

江戸時代に角倉了以が移築しました。渡月橋という名前の

由来は、一説に亀山上皇の「くまかけて月の渡るに似る」と

詠んだことからきているといわれています。 

 

・嵐山は、大堰川右岸の標高３８２メートルの山です。山頂

には室町時代の応仁の乱の頃の嵐山城址の礎石が残存してい

ます。 一般的には、渡月橋中心に大堰川両岸周辺をいいま

す。春には桜、秋にはもみじの紅葉が見事で、京都の観光名

所でも１、２を争う大勢の観光客で賑わいます。近年では、

温泉を発掘して、宿泊の観光客に喜ばれています。 

 １２月に行われる嵐山花燈籠や渡月橋のライトアップは、人気行事の一つです。 

人力車の観光の呼び込みも威勢良く多くの観光客に声を掛けられています。ゆったりし

た観光人力車で、ちょっと雰囲気のかわった京都観光を楽しむにはよいかもしれません。

引き手の方が個々に観光地のガイドを丁寧にしてくれます。 

平成１９年１０月１９日に小倉百人一首歌碑巡りが完成しました。日本の古典文学及び

文芸の普及・啓発として次世代に実際に歩いて体感してもらおうというものです。 

※京都商工会議所創立１２０周年記念事業の一環 

 

・智福山 法輪寺 （通称嵯峨の虚空蔵さん） 真言宗五智教団 仁和寺末寺 

 天長６年（８２９）空海高弟の秦氏出身の道昌が一本に刻

んだ虚空蔵
こ く ぞ う

菩薩を本尊として安置したのが始まりです。 

 通称、嵯峨の虚空蔵さんと親しまれ、知恵の神様として信

仰されています。京都に古くから伝わる行事で、福徳と知恵

を授かる十三詣や天皇家からも奉納される針供養などが有名

です。 

※虚空蔵菩薩・・・古来漆器業・工芸技術の守護仏、丑寅年生の守護尊 
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渡月橋の小橋付近の法輪寺入口から入ると長い階段があり、山門をくぐると市内や桂川

の眺望のよいスポットがあります。右手には人形塚が見られ、御所人

形の形の石像があります。山麓のもみじの紅葉を通り抜けると法輪寺

本堂前の階段の直ぐ下にでます。 

法輪寺舞台は、渡月橋、比叡山、双ヶ丘、御室の塔、曼荼羅山など

京都市内が一望できる絶景スポットでお奨めです。 

 舞台入口の大木のカツラの木があり圧巻です。 

 

法輪寺を後にして南に下ると、古い民家が建ち並び、かつての日本の原風景を思い出さ

せる東海自然歩道を歩きます。 

 

・二尊山 西光院 洛西観音霊場第二十九番札所 

平安時代の俳人西行が出家直後、ここに庵を結んだことが

起源と言い伝えられ、「西行ゆかりの寺」として知られていま

す。寺伝によれば、後鳥羽天皇元年（１１８３）の開創とな

っています。明治四十一年（１９０８）に旧西光寺と街道南

にあった西光庵と合体して、西光院と字号を改められました。

各寺院の阿弥陀如来像二体で、山号を二尊山とされました。 

西行お手植えと伝わる古木の「西行桜」があり、樹下には「櫻元のおしゃかさま」の石

像があります。 

※ 西行（１１１８～１１９０） 歌人 俗名佐藤義清 

※ 子供の成長を祀られた子育観世音菩薩が脇尊として厨子に安置されている。 

 

・蔵泉寺 洛西観音霊場第二十八番札所 

寺の参道入口には、夢想国師が西芳寺から天龍寺に法話を聞

きに歩かれた時に途中休まれた腰掛石があります。 

 この寺は、室町時代に開創された臨済宗相国寺に属する尼寺

です。本尊は十一面観世音菩薩です。 

※夢想疎石（１２７５～１３５１）七人の天皇から号を贈られたことから「七朝帝師」と称され

る。 

・東光山 薬師禅寺 （通称・はしご地蔵）臨済宗天龍寺派 

 地蔵堂には子供の寝小便を治すと伝わる小さいお地蔵様が

安置されています。 

 祈願成就のお礼には、子供の歳と同じ段数の手作りのはし

ごを奉納する慣わしが古くからあります。大小とりどりの奉

納されたミニチュアのはしごを見ることができます。 
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・松尾大社 祭神大 山 咋
おおやまくいの

神
かみ

（山の神）・市
いち

杵島
きしま

姫
ひめの

命
みこと

（航海守護） 

 京都最古の神社の一つで、秦氏の氏神から、平安京遷都後

は京都の洛西の王城鎮護の社ともなっています。 

 お酒の神様としても有名で、全国各地の酒や味噌などの醸

造の会社の信仰が篤い。「亀の井」の水を入れると腐らないと

いう言い伝えがあります。（延命長寿のご利益がある） 

 本殿は、室町時代に建てられた「松尾造」という両流れ造りの珍しい建造物で、重要文

化財に指定されています。 

 庭園は、松風苑など三庭からなり、造園家の重森三玲・完途父子の作によります。その

他に一の井の山吹、あじさい苑などがあり、四季折々の景色が楽しめます。 

最近、古代の磐座跡も公開され、磐座登山ができるようになりました。登山道の京都市

内の眺望は見事なものです。 

※松尾山 標高２２３メートル 山には七つの谷に分かれる、霊亀滝上流は大杉谷 

第二の鳥居にぶら下がる榊は、古代の古い注連縄の伝統を伝えるものです。 

【参考】区民誇りの木・ムクノキ お酒資料館西側 

 

・月読神社 松尾七社の一 延喜式
え ん ぎし き

の名神大社 

 当社の創建はすこぶる古く、７０１年４月以前の鎮座と思われます。月読尊を祭神とす

る延喜式内社で、現在は松尾大社の境外摂社になっています。以前は、壱岐県主の祖押見

宿禰の子孫（松室家）が神主を代々世襲していました。 

 【安産石】月
つき

延石
のべいし

といわれ、神功皇后
じんぐうごうごう

（１７０～２６９）

が征韓遠征の折、筑紫の国でこの石でお腹をなでて、無事応

神天皇を出産したと伝わります。後に三つに割れ、その一つ

がこの地に納められました。 

※ 舒明天皇が月読尊の神託を受けて奉納（飛鳥時代） 

 

・アンティークマイセン・日本画 京都花鳥館 

 花と鳥を題材とした作品を中心に、ドイツの至宝マイセン

窯の磁器作品と、花鳥画の第一人者、上村淳之画伯の日本画

作品が展示してあります。 

 マイセンは名作が多く生み出された 18 世紀から 19 世紀の

アンティーク・マイセンが中心で、中でも「スノーボール」「勿

忘草(わすれなぐさ)」といった、小さく愛らしい花をモチー

フとした器や飾り壷のコレクションは、世界的にも稀な品揃えとなっています。京セラの

元社長さんの陶磁器コレクションを個人的に公開されているものです。入場料は少し高い

ですが、超一流品が揃えられ感動する、また、満足いく展示となっています。 
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・谷ヶ堂最福寺 開山延朗上人旧跡地 

 八幡太郎源義家四世の孫といわれ、比叡山で修行し天台密

教を極め、安元二年（１１７６）に開山した松尾山寺の旧地

に最福寺谷ヶ堂を建立しました。七伽藍も整備され、四十九

の楼閣を並べ、５重の塔婆などあった大寺院の旧跡に建つ小

堂です。お堂には、延朗上人の等身大の坐像が安置されてい

ます（非公開）。 

 

・華厳禅寺（通称・鈴虫寺 正式名・妙徳山華厳寺）臨済宗永源寺派  

 享保七年（１７２２）鳳潭
ほうたん

上人
しょうにん

が、最福寺谷

ヶ堂の故地を選んで華厳宗の寺院を創建しまし

た。現在では、臨済宗永源寺派に属する宗派に

かわっています。前々住職が鈴虫を一年中鳴か

すことに成功し、近年「鈴虫寺」と親しみを込

めて呼ばれています。本堂内で行われる鈴虫説

法も大人気です。 

 山門前のお地蔵様は草鞋を履いておられ、一願を念じると家の前まで願いを叶えに来て

くださるというので「幸福地蔵」と呼ばれ、日本全国から多くの観光客が祈願に訪れます。 

 

・ 飛龍山 玄忠院 浄土宗知恩院派 トイレ有 

 中桂にある極楽寺の末寺の一つでした。前々住職までは、

その住職が兼任しておられたようです。 

 最近立て替えられ、濱中応彦
はまなかおうげん

氏作の雲龍の水墨画の襖絵が

あり、迫力が感じられます。入口にお地蔵様が置かれ、季節

の花なども供えられ風情があります。 

 

・地蔵院（竹の寺） 旧歌人藤原家良の山荘跡地 

 南北朝時代、貞冶
じょうじ

六年（１３６７）足利管領細川頼之
よりゆき

が夢

想国師の高弟宗鏡
すきょう

禅師（＝碧潭周皎
へきたんしゅうこう

）に帰依し開創しました。

山号は衣笠山で、俗に「谷の地蔵」と呼ばれています。境内

の竹の美しさから「竹の寺」とも呼ばれています。 

 庭は、頼之自愛の庭と伝えられ、平庭の枯山水庭園で、大

小様々に置かれた石は、十六羅漢遊行の姿をあらわしている

といわれています。当時は、正面に男山八幡まで見通せ、借景に取り込まれていたそうで

す。（京都市登録名勝） 

※幼少の頃に生家があった一休禅師（1394～1481）が修行した寺としても知られています。 
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・葉室山 浄住寺 洛西観音霊場第三十番札所 

 寺伝によれば、弘仁（８１０～２４）の頃嵯峨天皇の勅願

により滋覚大師円仁が開創しました。弘長年間（１２６１～

６３）、葉室の領主葉室定嗣が出家し、奈良西大寺の叡尊を請

じて中興し、葉室家の菩提寺としました。その後、大伽藍の

寺院は兵火で焼失し荒廃しますが、元禄六年（１６９３）鉄

牛禅師が入山され、黄檗宗の禅寺として再興されました。 

 本堂正面に懸かる「祝国」は、鉄牛禅師の書とされ、本尊の聖観音菩薩は、観音堂に奉

安されています。萩や秋のもみじの紅葉がきれいな、静寂とした落ち着いた庭です。 

 

・葉室 SL公園 コッペル C型機関車 

 一昔前を思い起こさせる実物の SL 機関車と信号が置かれてい

ます。休憩場所としては最適です。 

 

・山口家住宅（別名 苔
たい

香
こう

居
きょ

）「苔のかおりする住まい」 

 代々この地の庄屋を営んだ旧家です。茅葺の長屋門があり、

１９９９年国の登録有形文化財に指定されています。中には

入れませんが、母屋は江戸末期から明治初めの木造瓦葺の建

築物で、二つの茶室があるといわれています。 

 門前の道路を挟んだ小さな広場には、織部燈籠が配置され

ています。 

※ 表札の苔香居は、上村松篁筆です。 

 

・葉室御霊神社 葉室家の鎮守社 

 この地は平安時代、葉室家の荘園でした。約１０００年前

より鎮守の森として、葉室家の霊を祀る葉室神社が創建され

ていました。御霊信仰と共に神仏習合となり、葉室御霊神社

と名称が改められました。社殿は、大納言葉室頼考郷が元禄

二年建立。 

 

・染殿地蔵尊 （京都市指定有形文化財 広見寺） 

 染殿皇后（文徳天皇女御）が懐妊し、後の清和天皇を安産

祈願したとされる地蔵菩薩です。お腹に二重の帯があり、腹

帯地蔵、子安地蔵とも呼ばれ地元では信仰されています。本

堂内には、立派な厨子や十二神将像が安置されています。 

※像高２１５メートル 寄木造り 鎌倉時代初期の作とされる 
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・天皇の杜古墳 

 古墳時代前期（四世紀）に属する桂川右岸地域を統括した

有力豪族（首長）の古墳で、全長八十三メートルにわたる京

都市内では最大級の保存状態のよい前方後円墳です。 

 名前の由来は、この古墳が文徳天皇（平安時代の天皇）の

御陵とされてきたことから名付けられました。平成６年、史

跡公園として整備され、ベンチや屋根のある休憩所があり、

区民の散歩や憩いの場所となっています。冬には、多くの野鳥が観察できるスポットです。 

 古墳上に生えている巨木のヒノキは、区民誇りの木に指定されています。 

※一説に、桓武天皇夫人藤原吉子
よ し こ

（伊予親王生母）を葬った大岡墓でないかといわれています。 

 

「西京区魅力再発見ふれあいウォーキング」松尾コースその１のゴールは、天皇の杜古

墳史跡公園です。国道九号線には四条烏丸行きと京都駅行きの市バスが運行しています。

約２０分歩くと阪急桂駅に行くことができます。 

 

玄忠院 天龍図 

西芳寺川ソメイヨシノ 松尾大社 雪の一の井川 

玄忠院 本尊阿弥陀如来立像 


