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Random Walks （乱歩）：偏屈老人の気侭な紀行文 

第 14 回 飯盛山と野崎観音（その１：野崎駅から飯盛山山頂まで） 

筆者：林 久治 （記載：2016 年 10 月４日） 

（１）前書き 
私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気

侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介を
記載することに心掛ける所存です。 

私は、最近、大阪湾の歴史を少々研究している。古代大阪湾の研究で、私は「日

下津」になぜか関心を持っている。そこでは、様々な歴史的な事件が起きている。

第７回（第７回/f）は「神武東征」と「四條畷の戦い」を紹介し、第８回（第８回

/f）では「三好長慶」と「大和川の付替え工事」を紹介し、第９回（第９回/f）では

「野崎参り」と「片町線」の紹介をした。 
以上の紀行文においては、私は現地には行かず、ネット上で散策して記事を書い

た。しかし、一度は現地を踏破したいと思っていた。９月の中旬に、私共夫婦は孫

達の世話で大阪の北千里に滞在していた。この期間は、台風が来たりして、雨が多

くて蒸し暑かった。幸い、９月 25 日には天候が回復したので、「野崎観音」を参詣

し、「三好長慶の居城」があった飯盛山（海抜 314ｍ）に登山することとした。 

 
（２）北千里から野崎まで 
 ９月 25 日の当日は、午後は 30℃以上になり、雨も予報されていたので、朝早く

出発して、先に飯盛山に登り、下山後に野崎観音に参詣する計画を立てた。北千里

は大阪東部の山脈の麓にあり、野崎は大阪西部の山脈の麓にある。しかし、大阪は

東京よりずっと狭いので、北千里から野崎まで１時間弱で行ける。当日に利用した

電車は次の通りである。 
７時 37 分：阪急北千里駅から、地下鉄堺筋線直通の普通電車に乗車。 
８時 07 分：地下鉄堺筋線・南森町駅に到着。ＪＲ東西線に乗換。 
８時 13 分：ＪＲ東西線・大坂天満宮駅から、片町線四条畷行き普通電車に乗車。 
８時 22 分：片町線・野崎駅に到着。 
 第９回（第９回/f）の「片町線」で書いたように、片町線の歴史は次の通りであ

る。（第９回では詳しく書いたが、今回は概略を記す。） 

1895 年 8 月 22 日：浪速鉄道により片町駅 - 四条畷駅間（12.98km）が開業。 
1899 年 5 月 15 日：野崎仮停車場が開業。 

1907 年 10 月 1 日：片町線が国有化される。 

1932 年 12 月 1 日：四条畷駅 - 片町駅間が関西の国電区間では初めて電化された。 

1987 年 4 月 1 日：国鉄民営化により、西日本旅客鉄道株式会社（JR 西日本）となる。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW7.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-8.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-8.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-9.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-9.pdf
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1997 年 3 月 8 日：JR 東西線が開業。福知山線（JR 宝塚線）・東海道本線（JR 神戸

線）と片町線との直通運転を開始。同時に京橋駅 - 片町駅間が廃止された。正式な

線名としては、「片町線」が残っている。 

2005 年 4 月 25 日：「JR 福知山線脱線事故」が発生。直通運転の片町線を利用する

乗客の多数が死傷。 
 私は飯盛山と野崎観音の散策のために、東京の自宅で資料を集めていた。ところ

が今回、大阪に来た時にはそれらの資料を東京に忘れてしまった。そこで、野崎駅

で飯盛山の登山地図などを貰おうと考えていた。当日、野崎駅の窓口では、粗末な

印刷の「野崎駅周辺案内図」しかくれなかった。大東市の観光案内書を駅には置い

てなかったのである。そこで私は、仕方がないので、自分の記憶に頼って飯盛山の

登山をするはめになった。図１には、飯盛山と野崎観音との周辺の地図を示す。 

 
図１．野崎駅（①）→野崎観音（慈眼寺：②）→飯盛山の地図 
図４のＨ地点と図６のＩ地点とＪ地点も記載した。 

① 
② 

Ｈ地点 

Ｉ地点 Ｊ地点 
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（３）飯盛山登山 
野崎駅（図１の①）から野崎観音（慈眼寺：図１の②）までの道は、駅でもらっ

た案内に書いてあった。駅から慈眼寺までは約１ｋｍであった。日曜日の朝だった

せいか、沿道の商店は殆ど閉まっていた。野崎観音には、「のざき観音」と「羅漢

堂再建の勧進寄進のお願い」との簡単なパンフレットしか置いてなかった。図２に

示した境内案内図は、１）のサイト/lより借用した。私は予定通りに、野崎観音の参

詣は後回しにして、先ず飯盛山の登山を始めた。図２にあるように、登山口は「本

堂」と「三十三観音堂」との間（図２の③）にあった。そこには、次ページの図３

左にあるような案内板があった。 

 
図２．野崎観音（慈眼寺）の境内案内図 （１）のサイト/lより借用） 
 
 図３の案内板から少し奥に進むと、「野崎観音・みはらし台」があった。そこに

は、次ページの図４のような案内地図があった。私は「この地図は、飯盛山山頂へ

の案内図のようだが、そのことが明記されていない。地元の人には周知なので書い

ていないのだろうが、私のような初めての者には不親切だ。入口を間違えると、と

んでもない所に行く心配があるので、誰かに聞いてみよう」と思った。幸いそこに

老人がいたので、「飯盛山山頂はこの道を行けばいいのですか？」と尋ねた。老人

が「そうだ」と答えてくれたので、私は安心して登山を開始することができた。 

③ 

http://www.yusanwalking.com/2014/05/blog-post.html
http://www.yusanwalking.com/2014/05/blog-post.html
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図３．野崎観音境内から飯盛山へのハイキングコース 左：ハイキングコース入口

（図２の③、図４のＡ）にある案内板。この入口から少し登ると、「野崎観音・み

はらし台」がある。右：図４のＢ地点の少し上に、飯盛山登山道の立札があった。

ここから山頂までは約 75 分だそうである。 

 
図４．「野崎観音・みはらし台」にあった案内地図 
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私が飯盛山に登った経路は次の通りであった。Ａ，Ｂ，等は図４の地点である。 
Ａ地点：飯盛山登山ルートらしき案内地図（もっと、親切な説明が必要） 
Ｂ地点：石建九重層塔があった。（写真撮影） 
Ｂ－Ｃ間：図３右の写真のような、飯盛山登山道の立札があった。以後は、このよ

うな立札が次々と現れるので、安心して登山できた。この立札から右手の道には吊

橋があり、左手には野崎城址があるそうである。私は野崎城址の方へ行った。 
Ｃ地点：休憩所（海抜 80ｍの標識あり） 
Ｅ地点：展望休憩所（海抜 111ｍの標識あり） 
Ｆ地点：「野崎城址」の立派な石碑があり、案内板に城址の地図と説明があった。

写真５の下に、「野崎城の説明」を緑文字で記載する。 
Ｇ地点：「吊橋ルート」との合流点である。 
Ｈ地点：せせらぎに小橋が架かっている。写真５で示すように、ここの道は崩れて

いた。私は付近にいた老人に「土砂崩れですか？」と尋ねた。老人は「猪だ」と答

えてくれた。（なお、図１にもＨ地点の場所を記載した。） 

 
写真５．Ｈ地点の「せせらぎ」と「猪被害」 
「野崎城」の説明文 

野崎城は、飯盛山南西の尾根、標高約 111ｍの地点に築かれていた中世の山城で、城域

は南北約 200ｍ、東西約 180ｍと推定されています。当時の山城は、尾根上の防御のため

「堀切（空堀）」と「廓」と呼ぶ平坦地を設け、そこに簡単な建物を建てるのが通例で、

野崎城も南東側に堀切を持つ本廓（現在地）と、その西側の尾根傾斜面に三段に設けられ
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た四つの廓から構成されています。当時は深野池が山麓まで迫り、飯盛山からの尾根が最

も突き出している当地は、眼下の東高野街道を掌握することができる、地勢的に要衝の地

でした。 
「太平記」によると、四條畷合戦（1348）において、北朝軍の縣下野守がこの地に陣を

置き、南朝軍の楠木正行と対峙した記述があり、この頃から、戦略上重要な地点であった

ことが推定されます。応仁の乱（1467）以降の戦国期には、この地域でも頻繁に合戦が行

われていたことが、当時の日記である「尋尊大僧正記」や「後法典院記」などに記され、

その中に「野崎城」の文字を見ることができることから、この城が 15 世紀中頃には築か

れていたことが推定されます。このように、軍事上重要な役割を担った野崎城は、北東の

山上に飯盛城が築かれた 16 世紀中頃以降は、その出城としての機能も有していたと考え

られます。（平成 23 年 11 月 大東市教育委員会） 

 
図６．図４のＦ地点付近にあった案内地図 
 
 図４のＦ地点付近には、更に先までの案内図があった。その一部を図６に示す。

前ページでは、Ｈ地点までの登山道を紹介した。次には、それ以降を紹介する。 
Ｉ地点：海抜 140ｍ。ここには、「七曲コース」と「竹道コース」との分岐点であ

るとの「立札」があった。図６の案内地図には「七曲コース」しか書かれていなか

ったので、私は「七曲コース」を選択した。「七曲入口」から上は、羊腸の急坂が

10 分ほど続いた。曲り角は七ケ所よりはるかに多くあった。当日は、夏の名残で湿

度が高く、全身あせだくになった。 
Ｊ地点：「七曲の急坂」を登り切ると、平坦な道がしばらく続き、やがて池が見え

てきた。この池が「辻ノ新池」で、池の海抜は 215ｍである。飯盛山山頂までの三

分の二に到達したことになる。「辻ノ新池」から上には、さらに急坂が 10 分ほどあ

り、ここを登り切ると尾根道に出た。「杉むら峠」まで来ると、「山頂まで 10 分」

の標識があった。私は 10 時半ころに山頂に到着した。 
 飯盛山の登山コースは色々あり、大変分かり難い。結局、私が採用したコースが

一番整備されていることが、後で分かった。２）のサイト/eには、私が採用したコ

ースの写真が沢山掲載されている。 
 
（４）飯盛城址 
 飯盛山山頂（海抜 314ｍ）には、飯盛城址と楠木正行の銅像があった。先ず、飯

盛城址を紹介する。山頂には、「飯盛城址」と刻まれた立派な石碑と、説明文付き

の案内図があった。次ページの図７に、「飯盛城址案内マップ」と「飯盛城址の石

http://blog.goo.ne.jp/morinikoisite/e/38e0c97476e8444cf98db2886c09611e
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碑」を示す。案内マップの右には、飯盛城址の説明が書いてあった。その内容を、

図７の下に、緑文字で記載する。 

 
図７．飯盛城址案内マップ（枠内は、飯盛城址の石碑） 
「飯盛城」の説明 

飯盛城は、生駒山脈の北部にそびえる標高 314ｍの飯盛山に築かれた中世の山城です。

飯盛山は、東側の深い谷を有し、北と西側は非常に険しく、また河内平野や遠くは京都ま

で一望できることから、軍事的に重要な場所とされていました。そのため、南北朝時代に

は城が築かれたと推定され、本格的に整ったのは、畠山の家臣、木沢長政が居城とした享

禄４年（1531）の頃とされています。 

その後、交野の土豪であった安見直正が城主の時期もありましたが、永禄３年（1560）

には室町幕府の実力者であった三好長慶が畿内平定の本拠地として入城し、政治・文化の

中心地となりました。また、長慶はキリスト教にも寛容で城下での布教を許可し、多くの

家臣がこの城で洗礼を受けています。（河内キリスタン） 

長慶が城主であった全盛期には、南北約 1200ｍ、東西約 500ｍの城域に、大小 70 の郭

（防衛するための場所）が築かれていたといわれ、全国でも有数の山城といえます。しか

し、長慶も入城の４年後には亡くなり、天正４年（1576）頃には、織田信長の勢力によっ

て廃城になりました。（平成 22 年２月 大東市教育委員会） 

図７の本丸展望台からの眺望は、大阪では最も素晴らしい眺望の一つである。当

日、私が撮影した写真を、次ページの写真８に示す。 

 

四條畷市 
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写真８．飯盛山山頂の本丸展望台からの眺望。写真の中央は河内平野で、弥生時代

には飯盛山の山麓まで海であり（河内湾：第７回/fを参照）、古代には大きな湖（河

内湖：第７回/fを参照）で、中世には深江池が残っていた（第８回/fの図１を参照）。

上方のビル群は大阪市中心部である。ここは、古代から「上町台地」と呼ばれた半

島であった（第７回/fを参照）。大阪湾の向こうには淡路島が見え、双眼鏡を持った

人が「明石大橋（矢印の場所）が見える」と言っていた。 
 
 第８回/fでは「戦国天下人・三好長慶」について紹介した。三好長慶は阿波を本国

として、天才的戦略で讃岐、淡路、畿内諸国を支配して、室町幕府の実権を握った

「戦国の英雄」である。しかし、彼が本拠地とした飯盛城址には、彼の銅像は建っ

ていない。その代わり、飯盛山山頂には楠木正行公の大きな銅像と、公の銅像の再

建に尽力した「田伐兼松氏」の小さい銅像が建っている。その理由を、以下に考察

してみよう。 
 つい最近まで、三好長慶の銅像は飯盛城址にも、本国の阿波にもなかった。長慶

は足利将軍の陪臣（三好氏は幕府重臣・細川氏の家臣）であった。室町幕府の初代

将軍・足利尊氏は後醍醐天皇を吉野に追放し、北朝の天皇を擁立して南朝と戦った

ことは周知の事実である。戦前の皇国史観の時代には、南朝を正統としていたので、

尊氏は朝敵として憎まれていた。長慶は、その足利将軍を「下克上」で傀儡とした

ので、戦前は「大悪人」の烙印を押されていた。そのために、長慶を顕彰する銅像

は日本国内になく、その代わりに、飯盛山山麓の「四條畷の戦い」で戦死した忠

臣・楠木正行の大きな銅像が飯盛山山頂に建立されていた。（第７回/fを参照） 
 第８回/fに記載したように、最近（2014 年７月６日）、三好長慶の銅像が堺市の

南宗寺に、日本で初めて建立された（３）のサイト/eを参照）。その銅像の写真を

次ページの図９に示す。長慶は堺の商人を優遇し、堺の発展に大きく貢献したので、

今でも堺の人々に慕われているようだ。 

明石大橋 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW7.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW7.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-8.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW7.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-8.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW7.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-8.pdf
http://sakai-tikutiku.biglife-hoken.com/index.php?FrontPage
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図９．三好長慶の銅像（本写真は、４）のサイト/8から借用） 
 
 本記事は予想外に長くなってしまったので、読者の方々には退屈を感じる方もお

られることであろう。今回はここで筆を置く。次回には、飯盛山山頂にある二体の

銅像（楠木正行と田伐兼松の銅像）と、野崎観音を紹介する予定である。 
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