
コース順序

JR 王寺駅（スタート） 

0.4 ㎞ 和の鐘 

みちびきの像 

1.5 ㎞ 達磨寺 

葛下川修堤碑 

  薬井 

 薬井瀧の北遺跡 

 寺院推定地 

 片岡の司 

 片岡城跡 

太 神 宮 燈 籠 

3.7 ㎞ 乳たれ地蔵 

4.2 ㎞ 白山姫神社 

尼寺廃寺跡 

5.3 ㎞  永福寺 

神武天皇遥拝所 

6.4 ㎞ 火幡神社 

7.1 ㎞ 泉の広場（昼食） 

7.6 ㎞ 芦田池 

8.0 ㎞ 親殿神社 

8.7 ㎞ 孝霊天皇陵 

9.5 ㎞ 片岡神社 

放光寺 

 井戸の地蔵さん

10.4km  JR 王寺駅 

（ゴール） 

合計 10.4 km

観光コース２：王寺標準コース 10.4 ㎞ 

王寺観光ボランティアガイドの会 
リーベル王寺東館5階　王寺町地域交流センター内

TEL　0745-33-6668　/　FAX0745-33-3001

 E-mail oujiguide@outlook.jp

ホームページ　http://oujiguide.web.fc2.com/
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王寺町の人口  王寺町の人口  23,130 人 （26年 2月末）                    

王寺町花 さつき  王寺町木 梅  面積 7，0ｋ㎡ 

コース  歩程１０km 

王寺駅（集合）→和の鐘→達磨寺→乳たれ地蔵→尼寺廃寺跡→白山姫神社→永福寺→火幡神社→ 

泉の広場（昼食）→芦田池→親殿神社→孝霊天皇陵→放光寺・片岡神社→王寺駅（解散） 

○葛下川（かつげがわ） 

久度は昔、中洲だった 

  久度は大和川の北流と南流に囲まれる中洲だった。 

南流は現在の葛下川の北を流れていた。 

  葛下川も香滝の付近から北北西に向かい、張井の北西方から西流して 

大和川に合流し、葛下川の東が広瀬郡、西が葛下郡だった。 

葛下川 水源 

金剛山地・岩橋山（標高 658m）付近の麓、太田地区などが水源。太田や兵家地区のあちこちから伏

流水として染み出し、小溝となって流れているのが葛下川の源流かと思われる 

葛下川 改修碑 

  葛下川は二上山を水源（実際には金剛山地・岩橋山付近の麓）として北に 

向かって流れ、曲がりくねりながら王寺村を経て大和川に注いでいる。 

葛下川の水は大雨が降るたびに勢いよく流れだし、そのたびによく堤防が 

決壊していた。 

そこで、明治 22年から堤防のかさ上げや屈折を２㎞ほど改修し、 

川幅を広げた。この工事により、川底に埋もれた田畑は１町半にもなり、 

明治 24年 12月に完成した。 

風船ダム 

  王寺町内の葛下川流域に 2ヶ所風船ダムがあり、流量を調整している。 

 

昭和 57 年の水害 

  昭和 57年 7月 31日から 8月 3日にかけての豪雨は、台風 10号とそれに続いての低気圧による 

  もので、王寺町に大きな被害をもたらした。 

葛下川の流れは、大和川の激流に阻まれて大和川に合流できず、溢水した水は JR王寺駅の線路 

下通路を流れて久度に氾濫地域を拡大した。また鎌窪橋のやや上流水路でも溢水し張井・門前 

で氾濫した。大和川と葛下川の堤防に囲まれた形の王寺駅一帯は水の逃げ場がなく、一時は人 

の首まで浸かる水位となった。その反省から、堤防のかさ上げ工事や久度と本町の内水ポンプ 

場の開設を進めた結果、その後の奈良盆地を襲った水害で他の地域は被害を受けても、王寺町 

では殆んど被害が出なかった。 

 

葛下川 

 

改修碑 
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○和の鐘（やわらぎのかね） 

平成元年(1988年)、ふるさと創生事業として現在の「和の鐘」が建設された。 

この名称は、聖徳太子の『十七条憲法』の「以和為貴」の精神に由来して 

おり、昭和 40年(1965年）には町民憲章に記載されるとともに町歌にも歌 

われるようになった。 

 

○みちびきの像 

昭和 31年(1956年)、登校途中の小学生の列にトラックが突っ込み、 

下級生をかばおうとした上級生と下級生あわせて、２人死亡２人重傷 

という惨事があり、二度と悲惨な事故を起こさないでほしいという願い 

を込めて、交通安全のシンボルとして建立された。今の像は平成 6年 

(1994年)に再建されたものである。 

 

○達磨寺（だるまじ） 

達磨寺は、13世紀前半に勝月上人が達磨大師の墓であると伝えられていた 

古墳の上に三重塔を建立して開基されたと考えられている。その後東大寺 

や興福寺などの弾圧や松永久秀の戦火によって荒廃したが、そのたびに 

復興をとげた。特に室町幕府の保護のもと大規模な復興がなされた。 

慶長 7年(1602年)の徳川家康朱印状は、家康が達磨寺に寺領 30石と境内竹林 

を寄付することを記したものである。以来、達磨寺は門前村を領地として支配するようになった。 

15代将軍のうち 12通の朱印状が現存している。 

永享 2年(1430年)に椿井法眼集慶が彫った本尊の木造彩色達磨坐像、建治 3年(1277年)に院恵・院道

が造立した木造彩色聖徳太子坐像、寺宝の絹本著色涅槃図、文安 5 年(1448 年)在銘の中興記石幢は、

いずれも重要文化財に指定されている。 

 

聖徳太子と飢人伝説 

『日本書紀』推古天皇21年(613年)の条をはじめとする諸書によると、 

聖徳太子（厩戸皇子）が磯長谷から斑鳩へ帰る途中、片岡山を通り 

かかったところ、瀕死の飢人に出会った。太子はその飢人に飢えと 

寒さをしのぐための食物と自分の衣類とを与えた。 

後日、使者をやって飢人の様子を見に行かせたところ、すでに息絶えていた 

ので丁重に葬った。それから数日後に墓の様子を見に行かせると、屍骸は消え衣服だけがたたまれ

て、棺の上に置かれていた。太子はその飢人が真人であったことを悟るというものである。 

後世、この真人こそが達磨大師であるという説が起きて達磨寺の由来になった。 

（万葉歌） 家にあらば 妹（いも）が手纏（てま）かむ草枕 客（たび）に臥やせる この旅人あわれ 

       ～家にいたならば妻の手枕をするだろうに 草枕で旅先で倒れているこの旅人は 

ああ いたわしい                     聖徳太子作 

 

和の鐘 

 

みちびきの像 

 

達磨寺 

 

問答石 
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達磨寺での問答歌（版木による） 

     しな照るや 片岡山のいひにうへて 臥せる旅人哀れおやなし   聖徳太子 

     いかるがや 富の小川の絶えばこそ 我が大君の御名をわすれめ  旅人（達磨大師）  

 

達磨寺古墳群 

「飢人伝説」と結びついた古墳は、達磨寺本堂の下（3号墳）にあり、 

片岡飢人の墓だという伝承がある。本堂の北東（1号墳・2号墳）を含め、 

小規模な 3基の古墳は 6世紀末ごろに造られた古墳で、内部に横穴式石室 

があり、達磨寺古墳群と呼ばれている。本堂の東北隅にある古墳（1号墳） 

は復元すると径 15ｍ、高さ 4ｍ以上の円墳で、東に開口する全長約 6ｍの 

両袖の横穴式石室をもっており、石室の見学も可能である。 

 

雪丸像 

聖徳太子が飼っていた雪丸という名の愛犬を象ったとされる石像で、 

もとは本堂の鬼門つまり東北に祀られていた。それは、雪丸自身が臨終 

のさい、「死ねば本堂の東北隅に葬ってほしい」と話したからだといい、 

雪丸は言葉を話せ、お経も唱えることができたと言われている。 

雪丸が死んだあと、聖徳太子が自ら石工に命じて雪丸像をつくらせたと 

いい、1月 1日に雪丸が鳴けばその年は豊作になるという言い伝えがある。 

 

薬師石 

目を閉じて近寄り、両手で石を抱くことが出来れば病気 

が全快するという、霊験あらたかな石である。 

 

松永久秀の墓 

達磨寺の寺記によると、信貴山城が信長軍により落城し久秀が自害したさい、 

筒井順慶が達磨寺に埋葬したとある。 

 

片岡武士団の墓 

  片岡八郎利一：後醍醐天皇の詔を奉じられた護良親王に従い、十津川に赴き高野山に移ろうとした

とき、追撃の軍を相手に壮絶な最期をとげた。片岡八郎の忠義の死により親王は難を

逃れた。大正４年、正５位に任じられる。 

        その後、片岡八郎の討ち死にしたあたりに花折塚と呼ばれる塚ができた。その墓の前

を通る人々が、八郎の忠義な心をしのび、山中の花を折って供えたところから折華塚、

後に花折塚とよばれるようになった。今でも毎年片岡会がお参りに行っている。 

石心松操顕彰碑：昭和 15年（1940年）片岡八郎の出身地、王寺町において皇紀 2600年の記念事業

として、王寺小学校の校庭に片岡八郎顕彰碑「石心松操」が建設された。  

片岡新介春利：筒井順慶妹婿で筒井軍として、松永弾正と片岡城で戦い善戦するも敗れ、翌年病死

する。 

 

1号墳 

 

雪丸像 

 

松永久秀の墓 

 

 

薬師石 
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達磨寺方丈  

松永久秀により焼き払われ衰微していた達磨寺であったが、豊臣秀頼の命 

を受けた片桐且元により、禅宗寺院の塔頭の方丈形式を残して再興され 

（棟札によれば、方丈は寛文７年 1667年京都の工匠によって建立）、 

現在では「奈良県指定文化財」です。 

亀集庭という石庭も名園である。 

 

一夜竹 

  達磨大師お杖竹ともいい、一夜にして根付いたという。蓬莱竹。 

熱帯・亜熱帯原産。九州・沖縄地方では生垣に植えられている。 

幕末のころ、叩き砕いて火縄に使われたという。 

 

達磨会式 

  4月 11日に行われる達磨会式は、王寺の中でも大きなお祭りのひとつで、 

稚児行列・戦没者慰霊・大般若経の転読が行われる。稚児行列に参加する 

のは境内にある片岡の里保育園の園児たちで、王寺小学校から達磨寺まで 

を稚児衣装に身を包んだ園児たちが練り歩いていく。笙や篳篥を吹くもの 

3名が稚児たちを先導する。行列が達磨寺に到着すると戦没者の慰霊法要が 

営まれる。本堂での読経には住職のほか、南禅寺より僧侶 7名ほどが加わる。 

  近年までは、小学校でも午後からは休暇になっていた。 

  境内には多くの屋台が出され、大いに賑わっていた。 

 

 

○片岡城跡（かたおかじょうあと）上牧町 

片岡氏は 16世紀初頭に片岡城を築き、これを本城としていた。「大和国 

葛下郡片岡系図」には、片岡城を築いたのは片岡国春であると記されている。 

片岡城が永禄 12年（1569）に松永久秀によって攻め落とされた後、城は修復 

されて松永の支城になった。 

葛下川をのぞむ丘陵の先端近くを利用し、急崖と丘麓の 

湿田による要害の地に構えられた片岡城は、4つの曲輪 

と空堀からなり、曲輪１が本丸に相当し、その南面から 

のルートが大手にあたる。現状から、曲輪１・２は 

片岡氏時代に、曲輪３・４は松永氏時代に築かれたと 

考えられる。 

また、孝霊天皇馬坂陵の奥に、馬ヶ背城があった。 

これは、信貴山城からの松永弾正軍への備えと考えら 

れる。ここからは、信貴山城・片岡城ともよく見える 

位置にある。 

 

達磨寺方丈と庭園 

 

一夜竹 

 

稚児行列 

 
葛下川から片岡城跡を望む 

 

片岡城の廓の状況（上牧町ＨＰより） 
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片岡城落城と片岡氏 

片岡新介春利：筒井順慶妹婿で筒井軍として、松永弾正と片岡城で戦い善戦するも敗れ、翌年病死す

る。 

片岡弥太郎春之：春利の子。香芝の木辻城に籠り時を待つ。松永弾正の死後、筒井氏が伊賀に国替え

になったとき大和にとどまり、豊臣秀長に仕える。 

大坂の陣と片岡氏 

  大坂の陣では、大坂方の要請で大阪城に籠城したものが多い中、春之は雲也と号し王寺村に引き籠

り弟・春正は籠城せず、池の原に止住したという。 

  達磨寺住職の話では、達磨寺に残党が籠り徳川に反抗したため、所領を10分の1に減らされた。 

弁慶の七つ石 

王寺町に残る伝説のひとつ。ただし、河川の改修のためか実際にはみあたらない。 

畠田の東端にあたる香滝に１個あり、香芝市平野に６個ある。これらは弁慶に追いつこうとして飛

んできた石、あるいは弁慶が投げた石のひとつが香滝へ来たのだといわれている。 

 

○乳たれ地蔵（ままたれじぞう） 

 ・「ままかけ地蔵」あるいは「ままだれ地蔵」と呼ばれる。 

敷地内正面に自然石を祀る石製の祠があり、婦人の母乳の出が良くなる 

として信仰を集める。 

・『香塔寺略縁起』によれば「推古天皇の乳母の乳の出が悪いのが、祈願に 

より出が良くなったという。」宝暦 14年の石灯篭が置かれ、安置される 

状況を見ると山をかたどった自然石を祠に納めたものとも考えられ、本来 

は当地域に見られる大峰山上講のような修験道や山岳信仰の遺品であった 

かもしれない。 

 ・また別の説では、片岡新之助という殿様の乳母の乳が出なくなったので、 

城内の庭石を一心に拝んだらまた乳が出るようになった。その石を地蔵さんとして祀ったとも伝わ

る。（旧王寺町史） 

・伽藍は松永弾正の片岡城攻めにより焼失し、現在の場所に移された。 

・六斉念仏碑があり、当地に広まりを見せた念仏信仰の展開を示すものである。 

・役行者石造刻：石造りの役行者像が祀られている。総高６０cmあまりの自然石製で役行者坐像を肉

彫りしている。もと別の地に有ったものを移したという。 

 

・昭和４７年に現在の地蔵堂を新築する時、傍にあった柳の木が伐り倒され 

た。この柳の木は、かつて参詣に来た婦人たちが、母乳が良く出るように 

と乳をかけたという祈願のこもった木で、木は乳で白くなっていた。 

伐り倒した木の扱いに困り信貴山玉蔵院の住職に相談した。その夜、 

住職の夢に地蔵さんが現れたので、住職はその木で地蔵さんを彫り 

現在でも地蔵堂に祀られている。 

８月２３日に数珠繰りなどの行事を行う。 

 

乳たれ地蔵 

 

玉蔵院住職作柳の木の地蔵 
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○尼寺廃寺跡（にんじはいじあと）   香芝市 

僧寺と尼寺の関係が指摘される北廃寺跡と南廃寺跡からなる  

・7世紀中頃に創建された寺院跡 

・平成 8年の調査で、塔の基壇下から日本一大きいと言われる心礎が 

出土。 

・東西、南北ともに幅 3.8ｍ・厚さ 1.8ｍ＝8畳ほどもある大きさの石。 

 （地下の心礎は埋め戻され見ることは出来ない） 

・基壇上には心礎をはじめ計 13個が残存。 

・塔の北側に、南北約 16ｍ・東西 10ｍの金堂跡と見られる基壇が確認さ 

れている。 

・出土の瓦などから 7世紀中ごろから建設を始め、奈良時代後半まで存在。 

  その後焼失したと推定されている。 

・法隆寺式伽藍配置である。 

           

 

 

 

 

 

 

 

これまでの発掘成果 

・塔基壇は一辺７．０８ｍ、地下１ｍの処で日本最大級の心礎が発掘された。 

・心礎柱座の底に厚さ５～６ｃｍの炭が敷かれていたが、これは腐食防止と思われる。また柱座から 

多くの舎利荘厳具が出土した。 

・出土瓦の最も古いものは坂田寺式のもので７世紀中葉ころのものと推定される。焼けた瓦が多いこ 

とから寺院は焼失したと推定される。 

・伽藍配置は東向きの法隆寺式伽藍配置と推定される。 

（南方面に門跡がない、金堂と思われる堂跡は南北に長いなどが理由とされる。）  

現存する古代寺院の心礎の大きさの１・２・３位と著名な心礎の大きさ 

順位 寺院名称 心礎の大きさ、単位：ｍ 心礎表面積、単位：平方ｍ 

１ 大和尼寺廃寺 ３．８×３，８ １４．４４ 

２ 大和久米寺 ３．９×２，９ １１．３１ 

３ 河内西琳寺 ３．０×３，０ ９．００ 

 

尼寺廃寺跡 

 

【尼寺南遺跡（般若寺）】 

2004年の南遺跡（現般若院境内）の発掘調査で 2つの基壇が確認された 

東側基壇は南北約 14ｍ、西側基壇は約 12ｍの正方形と推定される 

出土瓦から７世紀中葉から建築が始まったと推定される 

 

http://narajisya.blog.eonet.jp/mahoroba/2008/07/post-c180.html
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  大和若草伽藍 ２．７×２．４ ６．４８ 

  大和飛鳥寺 ２．６×２，４ ６．２４ 

  大和川原寺 ２．５×１．９ ４．７５ 

  大和法隆寺 １．８×１．８ ３．２４ 

  大和唐招提寺 １．９×１．６ ３．０４ 

  攝津四天王寺 １．５×１．５ ２．２６ 

参考資料：尼寺の古瓦と寺院跡（古代律令時代の香芝）郷土史研究家 小泉俊夫 氏（故人） 

香芝市インタ－ネット版より 

 

・その結果、香塔寺東側（北遺跡）の土壇から、 

法隆寺と同じ半地下式の巨大な塔心礎を発見し、 

１２個の耳環を含む舎利荘厳具が検出され、 

北側の金堂跡とみられる土壇と共に、徐々に 

寺跡の様子が明らかになってきた。 

  ・そのため、研究者の間では、寺の創建年代や 

伽藍の配置、建立にかかわった人やその集団 

などについて、いろいろと意見が交わされている。 

  ・古墳時代の後期、大陸の須恵器製造の新技術が 

導入され、新時代の幕あけを迎えた片岡の里に、 

僧寺と尼寺などが建立され、仏教文化を通じて 

葛城山麓の古代文化圏へと接続して、同じ葛城の 

地域としてのまとまりができていく。 

 

○白山姫神社（しろやまひめじんじゃ） 

・「大和志」によればもと火幡神社の摂社だったとある。 

畠田地域の氏神として、火幡神社と氏子を二分している。 

・元禄９年（１６９６年）３月に奉納されている石灯には 

白山
はくさん

権現
ごんげん

御神前
ごしんぜん

と刻され、加賀
か が

白山
はくさん

と関係があったことがうかがえる。 

・隣接する香塔寺とは、江戸時代には神仏習合の状態にあった。 

・ご祭神「白山比咩命
しろやまひめのみこと

」は五穀豊穣を祈願する神として、厚い信仰を 

あつめていた。 

・見事な石造唐獅子一対は、弘化２年（１８４５年）１２月に氏子が奉納 

したものである。 

・摂社として、金毘羅神社と春日社がある。 

・神社入り口の石鳥居は、もと明神山の送迎太神宮にあったものとみられ、 

同じく神社入口の石段には、送迎太神宮の道標が転用されている。 

 

白山姫神社拝殿 

 

尼寺廃寺・北遺跡配置図 

 

白山姫神社 
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・昔は当社境内で「なもで踊り」があり、雨乞いを祈ったという。 

・3月の祭りの際、初誕生を迎えた子供たちの絵馬奉納がある。 

 

○永福寺（えいふくじ） 

・行基によって開基されたといわれる 

・京都知恩院の直末寺である。 

・本尊釈迦如来坐像は寄木造（平安後期） 

・地蔵菩薩立像は一木造（平安後期） 

・十一面観音（室町時代） 

・境内の 7重の塔も松香石を使い、平安時代の様式である。 

 

  太神宮さんの灯篭 

   小黒から明神さんへ通じる道が県道から別れるところに雄大な石柱が立ち、東面に「太神宮」、 

北面に「御領主様武運長久」と刻まれている。これは伊勢神宮のいわば遥拝所である。 

昔は畠田全体として祀り、祭りの日には出店もでて続々とお参りした。 

愛宕大権現 

   火伏の神様。京都の愛宕山頂の勝軍地蔵を勧請して各地に奉祀したもので、講を中心として祭り 

が行われてきた。祭りは 4月 23日で数珠繰りをする。 

送迎太神宮 

   明神山山頂の水神社の場所にはかつて、太神宮が祀られていた。阿波の国から伊勢へのおかげ参

りが起こったのをきっかけに、1830年に祭神オオヒルメノミコトを祀ったのが始まりであるとい

う。このとき、畠田村に伊勢神宮のお札が降り、当所を元伊勢だといって次第に参詣が増え、内

宮（送迎太神宮）、外宮（亀山太神宮）、宇治橋に天岩戸、店や茶店まで出来大いに賑わった。翌

1831年に郡山藩の命令で両宮とも焼き払われた。 

 

○火幡神社（ほばたじんじゃ） 

・天児屋根命、神宮皇后、誉田別命、玉依姫命、天照大神が祀られる神社。 

延喜式の神名帳に記されており、古くは大同元年８０６年に所領が与え 

られたとする記録がある。 

・鳥居前の石灯篭１対は、明神山の送迎太神宮から移設したものと考えら 

れる。 

・創建当初の祭神は、火乃戸幡姫の命で機織りの集落が周りに多かったと 

思われる。 

・産業振興祈願の庶民の神で、広く信仰を集めてきた。 

・戦国乱世の時代に五穀豊穣の神等が合祀され現在に至る。 

畠田城跡 

・火幡神社から東一帯の丘陵地に畠田城跡があったとされる。 

    土坑、土師器、陶器が出土。 

 

永福寺 

 

火幡神社 
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○芦田池（あしだいけ） 

・本町の辺りは昔から葦田と呼ばれ、葦が茂っていたことから 

放光寺古今縁起には葦田池と書かれていた。 

・あしたの原とは、葛城山から馬見丘陵にはさまれた葛下川 

流域一帯をさしたと思われる。 

・この地は歌の名所として、数々の名歌が残されている。 

  あすからは 若菜つまむと 片岡の  

      あしたの原は けふぞやくめる  柿本人麻呂 

  この歌の意味は、 

（明日からは若菜を摘もうとして、 

片岡の朝の原は，今日は野焼きをしているようだ。） 

（片岡のあしたの原で野焼きの煙が上がっている。 

明日から若菜摘みでもしようと気が急いでいるのだろう．） 

・この芦田池は、「日本書紀」によると、推古天皇１５年（６０７年）の冬に大和の国に新しく造られ

た４つのため池（肩岡池、高市池、藤原池、菅原池）の一つ、肩岡池のことであり、官立の「ため

池」であるとも云われている。 

 

・また、「枕草子」では、「原はたか原、みかの原、あしたの原」と書かれた「片岡の葦田の原」であ

り、歌の名所として知られている。 

 

・また、王寺町といえば、聖徳太子と深く関わりがあり、多く伝説が残されている。 

芦田池は東に向かって葛下川から片岡城址を望む歴史とロマンを感じさせる場所である。 

○親殿神社 

片岡道春が春日若宮から祭神を勧請して「親殿」と名づけ、片岡武士団が 

戦勝祈願や軍議をする場所であった。拝殿には、戦勝にまつわる絵馬が 

数多く奉納され、町内最古の絵馬は、親殿神社に奉納された合戦図 

（1790年）のもので、今は奈良県の民族博物館にある。 

 

絵馬の奉納（町史編纂時の絵馬の数） 

   久度神社： ８４枚  舟戸神社：３７７枚  片岡神社 ：３４１枚   

   親殿神社：３２４枚  火幡神社：５２４枚  白山姫神社：２６６枚 

 

○孝霊天皇片岡馬坂陵 

王寺町唯一の天皇陵である。孝霊天皇は、孝安天皇の第 2皇子で『古事記』 

『日本書紀』に記される第 7代天皇である。奈良県磯城郡田原本町の黒田 

廬戸宮で崩御され、この地に葬られたとされる。また孝霊天皇の子で、 

倭迹迹日百襲媛命（やまとととひももそひめのみこと)の同母兄弟の彦五十狭芹彦命 

(ひこいさせりひこのみこと吉備津彦命）は桃太郎伝説のモデルと云われている。 

 

 

第 7代孝霊天皇陵 

 

親殿神社 

 

芦田池 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%AD%E8%BF%B9%E8%BF%B9%E6%97%A5%E7%99%BE%E8%A5%B2%E5%AA%9B%E5%91%BD
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○放光寺（片岡王寺） 

現在の放光寺は、片岡王寺といわれた古代寺院の跡に建つ黄檗宗の寺院で、 

延宝 8年(1680年)に再興され、十一面観音坐像を本尊としている。 

『放光寺古今縁起』によれば「敏達天皇第 3皇女の片岡姫が葛下郡片岡中山 

に営んだ片岡宮を寺に改め、片岡寺と称したことにはじまり、聖徳太子を 

はじめ用明・推古・舒明・孝徳・聖武天皇らの崇敬を得て、皇寺（王寺） 

と称された」とある。この片岡王寺が、王寺町の町名の起源と考えられて 

いる。 

ただ、敏達天皇皇女の片岡姫の名は『古事記』『日本書紀』には見えず、その実在は定かでない。片岡

王寺の伽藍は永承元年（1046年）の雷火による焼失を契機に衰退したが、その遺跡は現在の王寺小学

校を中心とする位置に存在し、南向きの四天王寺式伽藍配置であったことと推定されている。また、

基壇跡も明治時代までは残っていた記録がある。 

 

・２００４年には、国道１６８号線改良事業に 

伴って、王寺小学校グランド部分で発掘調査 

を行なったところ、片岡王寺に関わる奈良 

時代の掘っ立て柱塀と石積み溝が検出され、 

平城宮のものと同じ文様をもつ鬼瓦が出土 

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○片岡神社（かたおかじんじゃ） 

『延喜式』の葛下郡十八座「片岡坐神社」に比定される式内社である。 

記録によると正暦 5年（994年）疫病や天変地異が続いたため、中臣氏人が 

救済を祈願して奉納したとある。八幡大神、住吉大神、豊受大神、清滝大神、 

天照大神が祀られ、放光寺の鎮守社である。現在は金計、大原、住吉の 3社 

をも片岡神社に合祀し本殿西側の小祠に祀られている。境内には、羽根つき 

に使われるムクロジの大木がある。 

 

放光寺 

 

片岡王寺・伽藍配置図 

 

片岡神社 


