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淡河 河川沿いに集落がある

昭和60年3月
自然と文化財のまち 淡河町からコピー

淡河神影工房

神影との連携について 地域の歴史を学ぶ 2019/11/30

神戸市北区淡河町
・淡河町は、昭和33年に神

戸市に合併した農村区域、
南に帝釈丹生山系が位置し、
淡河川沿いに東西に開けた
区域。

・淡河村と上淡河村は神戸
市合併の約半年前の昭和
32年7月に合併して淡河村
になった。

・現在の北神地区の各町は
摂津国有馬郡であったが、
淡河は美嚢郡で現在の三
木市などとの繋がりが大き
かった。

・美嚢郡の他の町村は現在、
三木市に属する。

Wikipediaから

神影 石峯寺
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本報告は、上記の「古地図で見る神戸」大国正美氏の解説を参考にしている。

古地図で見る神戸

2003年から2009年に開催された神戸歴史セミナーも参考にしています。

日時 テーマ 講師

第1回 2003年7月5日 淡河本町周辺の史跡 神戸市教育委員会 丹治康明氏

第2回 2004年1月25日 「有馬氏系図」を考える 大手前大学 小林基伸氏

第3回 2004年7月16日 豊臣秀吉と北神戸地域―淡河町の成立と発
達を中心として―

神戸国際大学 桑田優氏

第4回 2005年2月5日 湯ノ山街道と秀吉の播磨支配―城郭遺構と
発掘調査の成果から―

兵庫県教育委員会 山上雅弘氏

第5回 2005年8月6日 淡河市場・城下町と秀吉の楽市制札 大阪市立大学 仁木宏氏

第6回 2006年3月11日 農村歌舞伎舞台について 兵庫県立神戸高校 永田實氏

第7回 2006年8月27日 中世の石峯寺と周辺の村々 （財）元興寺文化財研究所嘱託研
究員 坂本亮太氏

第8回 2007年2月25日 竹林寺本堂の解体修理中間報告 神戸市教育委員会文化財課
山口英正氏 村井正範氏

第9回 2007年8月26日 江戸時代の久留米藩士淡河来訪記
～長松寺・天正寺と淡河旧領主有馬家～

神戸大学大学院人文学研究科地域連
携センター 木村修二氏

第10回 2008年2月23日 中世の輝き―石峯寺伝来の佛教美術― 神戸市立博物館学芸員 川野憲一氏

第11回 2008年11月29日 特別企画 フィールドワーク＆地図づくり 淡
河町の戦国を歩く

第12回 2009年2月22日 展示会 発掘！淡河の歴史

神戸大学大学院人文学研究科地域連携センターによる http://www.lit.kobe-u.ac.jp/~area-c/ougoseminar.html
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法道仙人と播磨の寺
• 石峯寺

白雉2年（651年）法道仙人開基 孝徳天皇勅願所

天平19年（747年）行基参詣し、薬師堂建立・熊野社勧請

弘仁14年（823年）三重塔建立、大日如来を安置

• 大国氏の著書によると、「金堂・薬師堂・三重塔・阿弥陀堂の伽藍配置
から11世紀頃の創建ではないか」とされている。

• 法道仙人伝承の分布（播磨の21か寺） 嶺相記

法道（ほうどう）は、インドの仙人で、6-7世紀頃、中国・朝鮮半島を経由し

て、日本へと渡ってきたとされる。播磨国一帯の山岳などに開山・開基とし
て名を遺す、数多くの勅願寺を含む所縁の寺がみられる。 (wikipedia）

神戸市、三木市、加東市、小野市、加西市、

多可町（八千代）、加古川市、神河町（神崎）、福崎町、

市川町、姫路市 → その他計60寺以上

• 法道仙人伝承

12世紀後半に長谷寺系の観音霊場形成の動き

一乗寺、清水寺を核として13-14世紀に急速に普及 歴史セミナーから

淡河庄と鎮守

荘園の範囲 庄内：野瀬、北畑、南畑、中村山崎《中山》、三津田、神田、
撫石（石峯寺）

東畑、大戸田、小戸田、勝雄（西下、東下、中）、南萩原、北
萩原、木津、行原、南僧尾、北僧尾

境界 屏風村（八田庄）、竹原村（吉川庄）、小部（押部庄）

荘園の成立 金峰山道円寺領（平安時代後期）
道円寺講堂 長日供養法 鳥羽院御願 播磨国淡河庄
武家領（北条得宗（とくそう）家）鎌倉時代
室町以降は不明

山田庄との山境：弘安（1278～）から江戸時代まで
※山田庄は京都の六条八幡宮領

荘園の鎮守 淡河八幡宮と宮司足利氏

氏子 淡河庄の範囲に該当

神戸歴史セミナー資料より

平安時代：淡河、山田、志染庄は奈良西大寺の荘園

鎌倉時代：副執権北条時房の所領となり、孫の朝盛が地頭代に
なる。 （藤田寛文氏提供資料から）
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淡河と鎌倉時代の仏教

《律宗と淡河》

• 弘安4年（1281年）奈良西大寺 叡尊が淡河領主 北
条時俊に招かれ、石峯寺本堂落慶法要に下向

• 石峯寺で布薩（ふさつ）・菩薩戒・殺生禁断

《時宗と淡河》

• 一遍上人・他阿真教（たあしんきょう）

• 正応2年（1289年） 粟河殿の妻が、一遍上人から最
後の念仏礼

• 淡河庄領主 時俊が真教上人らに時宗を起こすこと
をすすめる

《鎌倉時代末の宗教運動の中心人物（聖）が二人も訪
れるのは希有の地域・・・・但し、地元には根付かず》

中世の淡河庄と近辺の寺社など

●石峯寺

奈良井

●明要寺
（丹生山）

八田庄

竹原村

●法光寺

吉川上庄

●蓮華寺

山田庄押部庄

☆淡河八幡宮

☆淡河八幡宮
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石峯寺の坊
坊・子院
（寺と同じ境内にあり寺に付属する小寺）

年 史料 坊数

貞亨3年
（1686）

備考録 10

享保元年
（1716）

淡河組書上/播磨鑑 18

元文4年
（1739）

覚 16
（+8）

美濃郡史 14

坊の位置は、神影だけではなく、北側の
奥吉川（北大門村）にも位置していた。

歴史セミナーから

備考録では、吉川庄宮脇村《三木市》に
ある若宮八幡宮の神宮寺と早田村《同》
の岩福寺も石峯寺の末寺と示されており、
江戸時代の石峯寺の勢力がしのばれる。
（古地図で見る神戸：大国正美氏）

石峯寺の組織
（共同組織）

• 衆徒（しゅと、寺に止宿している僧）の存在・・集団行動

• 学侶（がくりょ、学問を行う僧）⇔堂衆（どうしゅう、修行を行う僧）

（財源）

• 荘園＋寄進田畠/税の免除

大口スポンサー → 荘園領主

小口の寄進（地元住民・淡河からの寄進田）

（石峯寺略年表では）

• 1303年,14年などに奈良井村の増田寄進す などの記述がある。

• 江戸時代には将軍家から70石を賜す

（伽藍配置）

• 北方背面奥に金毘羅山、右奥に龍が峯、南面のなだらかな丘陵地、青
龍、白虎、朱雀、玄武の四神を満たす。

• 往時は70余りの寺院・坊舎が東西2里、南北1里に点在した。
（石峯寺発行の案内による）
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十輪院

宝池坊

竹林寺
安楽坊

不動坊

大泉坊芝居小屋

石峯寺村絵図

龍が峯

金毘羅山

Photo : Kobe City Museum / DNPartcom

龍が峯

貝吹山

打越山（山城跡）

北方背面に金毘羅山
右奥には龍が峯
南面の丘陵地

青龍、白虎、朱雀、玄武の4神を
満たす地に伽藍を配置し、

一段下がって、寺院、坊舎が建
立された。

金毘羅山
石峯寺の伽藍配置

Photo : Kobe City Museum / DNPartcom

淡河庄絵図《石峯寺周辺》
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淡河庄絵図（全体）
石峯寺

淡河本町辺り

Photo : Kobe City Museum / DNPartcom

〈石峯寺絵図〉

寛政3年（1791） 江戸時代
十輪院所蔵
神戸市文書館資料から

石峯寺境内

参道
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芝居小屋について

• 石峯寺絵図には、石峯寺の正面に芝居小屋の表示がある。（木
小屋と表現されている）

• 地誌「金波斜陽」によると享保14年（1719）では、寺数18だが、僧
は22人、門前百姓16件109人と記載されている。

• 従って、参詣客狙いと想定されるが、常設だったのか、観客席の
規模などは不明

• 石峯寺を中心とした地域文化の厚みがしのばれる。（古地図でみる
神戸《大国正美氏》から）

• 播州石峯寺略年表（昭和52年）によると、1789年（寛政元年） 定茶屋前の大
工小屋を芝居小屋に改造す（伝）という表示がみられる。

8月9日は俗に「九日（ここのかび）」といって、石
峯寺の大祭であった。本堂前には2基のやぐら

が組まれ、播州音頭があり、歌舞伎小屋がかか
り、参道には夜店が百軒程ならび、本堂と薬師
堂では説教があり、遠近から参詣の善男善女の
群集が境内境外に充満し、夜が更けるまでにぎ
やまであった。昭和10年頃までのことである。
昭和57年3月発行「ふるさと淡河の伝承行事あれこれ」より

撫石村

• 神影村は明治12年に石峯寺と撫石村が一緒になった
もの

• 康法3年（1344）の「平政氏禁制」に、「撫石湯屋」という
湯屋が登場する。→南北朝時代からの地名であること
がわかる。

• 5-6月の田植え時期に用水を湯屋に使うことを禁じてい
るとされている。

→ 芝居小屋と並んで、興味深い点である。

• 地誌「金波斜陽」によると享保年間、22軒128人と記載
されており、檀那寺は十輪院とされている。

「古地図で見る神戸」大国正美氏の解説による。
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撫石村

撫石村之内迎山畑一円絵図
（神戸市立博物館寄託）

Photo : Kobe City Museum / DNPartcom

・撫石村本郷を除く北部範囲が示
されている。

・次ページの「石峯寺撫石村文政
4年（1821年）裁許絵図」と殆ど同
じ区域

・図の下左辺りが、現在の神影公
会堂の辺り
・池が多数存在している

石峯寺撫石村文政4年（1821年）裁許絵図

本図は、文政4年に両村で畑地の境界を
巡って争論がおき、天保10年（1839年）に和
解した際の図面

淡河町や現在は三木市になる2つの村や法
光寺が仲裁人となって決着

この図は撫石村全域を示すものではない。

中央は西払川、一番左の道は、淡河から吉
川（三木市）に通じる道

「古地図でみる神戸」（大国正美氏）によると、
撫石には撫石温湯という湯屋があった

左下の区域は別の図で撫石村地神との記
述もあり森も描かれている。八坂神社とその
背後の森と思われる。
（古地図でみる神戸「撫石」の項を要約）

石峯寺村と撫石村

Photo : Kobe City Museum / DNPartcom
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石峯寺（聖岡）城

龍が峯

岩塀

金毘羅山

貝吹山

柳大師

切岸岩 土塁

堀切
堀切

城跡

金比羅（西側）

現在は、有馬ロイヤルゴルフ場の隣接
地になるが、西南方向へ緩やかな地形
が続き、加古川北部から姫路方面が見
渡せる

←登り口
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龍が峯

龍が峯 境内から登山

経塚（きょうづか）とは、経典を土中に埋納した塚。仏教的な作善行為の一種で、経塚
を造営する供養のことを埋経という。(wikipedia）

大正11年(1922年） 龍が峯山頂の経塚から 銅経筒1口、経巻6
巻、和鑑3面が出土

紀年銘のある経塚としては、兵庫県下 最古のもの（石峯寺の庭園と
歴史文化：石峯寺からお借りしました）

龍が峯 経塚出土品

1990年市立博物館 石峯寺展パンフレットから

銅
鋳
製
経
筒

朱書法華経 巻7
永久5年2月18日歳次

丁酉
勧進僧壽万

朱書法華経 巻8
永久5年3月15日

勧進僧十万

瑞花鴛鴦
八稜鏡
ずいかえん
おうはち
りょうきょう

松喰鶴鏡
まつくいつ
るきょう

爪蝶雀鏡
うりちょう
じゃくきょう

永久５年＝1117年
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龍が峯の地形

• 本堂との標高差51m

• 頂部に小山状のマウンド、マウンド周辺を削平し、盛り土した

• 盗掘抗らしい穴がある。昭和29年に神戸高校の社会科研究

会調査によると、壺片が出土したとし、おそらく天文年間のも
のと推測している。（神戸市立博物館紀要第8号森田稔氏よる）

頂部

削平

龍が峯安置の瓦製 龕（ずし）

龍が峯経塚頂部に安置されていた。

切妻平入屋根をもった神殿造りのの家形、正面軒先に
軸摺が残っており、両開きの戸がついていたものと思わ
れる。
大きさは高さ49.6cm×底部54.2cm×28.8cm（推定）
正面右側に作者名と天文2年7月という銘がある。
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打越山の
山城跡

山頂付近
・土塁跡

・鬱蒼たる植生に変
化しており、周辺が
見渡せない。

壕（堀切）の跡がわか
る箇所

尾根筋が、神戸市と三
木市の境界になります。

貝坂地蔵堂（奥の院）

吉川町字坊垣
東光坊跡と伝えられている。
山の中には五輪塔が放置されている。
ここから北側に御嶽山清水寺が遠望される
（昭和62年7月24日行われた 吉川町（当時）南水上ふるさと散歩第6回資料による）

同じ資料によると
字藤谷に元禄14年(1701年）に絶坊した池の坊跡があり、現在は田地になっ
ている。
天文・天正の頃(1500年代）、行超国という高僧がいて学徒を訓育
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石峯寺周辺の

文化環境保全区
域

文化的環境とは、

「地域における人々の生活又
は生業及び当地域の風土に
より形成された景観地で我が
国民の生活又は生業の理解
のため欠くことのできないも
の」

2004(平成16)年5月の文化財

保護法の改正後、文化財とし
て位置づけられることとなり
ました。

石峯寺周辺は1974年に神戸
市から指定されています。

文化環境保全区域

重要文化財 薬師堂、三重塔

地域の文化遺産とは

神戸市指定 文化環境保存区域（石峯寺及びその周辺） → 石峯寺だけではない。
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神影の神社（八坂神社）

小山の頂上にある神社
昭和57年3月発行「ふるさと淡河の伝承
行事あれこれ」よると
10月9日の栗節句が祭りで、当時は、境

内で子供相撲が奉納され、勝負に関係
なく賞金がもらえる。という記述がある。

撫石村地神の表示があり、現在の八
坂神社と背後の森と思われる

金波斜陽には「八王子の森」が記載
されており、現在の八坂神社と考えら
れる。（古地図でみる神戸による）

神影の神社（天神社）

昭和57年3月発行「ふるさと淡河の伝承行事あ
れこれ」よると

農村歌舞伎舞台
花ふり祭り（元旦に行われる豊作起源の神事）
おもどり祭り（11月25日に行われる）
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神影の里

神影と東畑の境付近

お借りした資料

（石峯寺）
• 神戸市立博物館紀要第8号《1991年3月》
• 企画展石峯寺展《1990年4月》
• 神戸市立博物館紀要第11号《1994年3月》
• 石峯寺の庭園と歴史文化
• 新修神戸市史中間報告展示会中世石峯寺の古文書と出土品
• 兵庫県立神戸高校社会科研究会「播州石峯寺」（1954.10.10）

（淡河自治協議会）
• 自然と文化のまち「淡河町」（昭和60年《1985年》3月
• 摂播国境のまち淡河（淡河自治協議会発行）
• 文化財手帳ｰ北区ｰ北区役所（昭和49年《1974年》
• 淡河町の将来展望（昭和58年3月）
• ふるさと淡河 伝承行事あれこれ
• 淡河の史跡めぐり 石峯寺のここのかび大祭
（奥吉川町衣笠さん）
・吉川町南水上 ふるさと散歩

その他 淡河町 藤田寛文氏から、参考資料を提供いただきました。
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