
 

 

小見出し № 標題 提供者 

その１ 枚方 1 渚院(『河内名所図会』)  

その２ 伊加賀 2 意賀美神社(枚方上之町)  

3 八幡神社(磯島元町)  
その３ 磯島 

4 八幡神社鳥居  

5 甲斐田町  
その４ 甲斐田 

6 長泉寺(甲斐田町)  

その５ 春日 7 春日神社(春日元町１丁目)  

8 楠葉平野山瓦窯跡出土の四天王寺創建時素弁

八葉蓮華文軒丸瓦(飛鳥時代) 
枚方市教育委員会 

その６ 楠葉 

9 くずはモール  

10 敬応寺(招提元町３丁目)  
その７ 招提 

11 招提元町3丁目  

12 杉２丁目から１丁目を望む  
その８ 杉 

13 大杉祠(杉２丁目)  

その９ 田宮 14 田宮本町(正面が浄光寺)  

15 光善寺(出口２丁目)  
その10 出口 

16 水面廻廊(桜町付近)  

17 春日神社(茄子作３丁目)  
その11 茄子作 

18 方形周溝墓(茄子作遺跡) 枚方市教育委員会 

19 正俊寺(長尾宮前２丁目)  
その12 長尾 

20 石造十三重塔  

21 中宮平和ロード(中宮西之町)  
その13 中宮 

22 百済寺跡(中宮西之町)  

その14 中振 23 蹉 神社(南中振１丁目)  

24 二ノ宮神社(船橋本町1丁目)  
その15 船橋 

25 船橋川  

26 旧村野村高札場 (村野本町)  
その16 村野 

27 村野神社 (村野本町)  

28 陸軍用地標柱(香里ヶ丘２丁目)  
その17 香里ヶ丘 

29 旧香里製造所煙突(香里ヶ丘８丁目)  

30 東見付(新町１丁目)  
その18 岡・岡新町 

31 宗左の辻に立つ道標(岡本町)  

32 養父元町  
その19 養父 

33 比丘尼塚古墳の須恵器 枚方市教育委員会 



  

34 春日神社(津田元町１丁目)  
その20 津田 

35 津田サイエンスコア(津田山手２丁目)  

36 下島付近の京街道(牧野下島町)  
その21 上島・下島 

37 船橋川  

その22 山之上 38 竹細工製作風景 枚方市教育委員会 

39 翠香園ふれあい公園(翠香園町)  
その23 走谷 

40 翠香園ふれあい公園(翠香園町)  

その24 穂谷 41 そうめんの門干し 枚方市教育委員会 

42 杉ヶ本神社(片鉾本町)  
その25 片鉾 

43 郊祀壇の説明板(杉ヶ本神社)  

その26 渚 44 旧渚院観音寺鐘楼(渚元町) 枚方市教育委員会 

45 旧田中家鋳物民俗資料館(藤阪天神町)  
その27 藤阪 

46 復元竪穴式住居(同資料館)  

47 旧泥町(三矢町)  
その28 泥町・三矢 

48 西見付(堤町)  

49 田口氏墓(田口３丁目)  
その29 田口 

50 山田神社(田口１丁目)の勧請縄 枚方市教育委員会 

51 牧野車塚古墳(車塚１丁目) 枚方市教育委員会 
その30 小倉 

52 牧野車塚古墳史跡標柱  

53 春日神社(野村南町)  
その31 野 

54 野村元町  

55 片埜神社本殿(牧野阪２丁目)  
その32 坂 

56 片埜神社石造灯籠  

57 厳島神社末社春日神社本殿(尊延寺５丁目)  
その33 尊延寺 

58 才次郎の墓(尊延寺５丁目)  

59 禁野車塚古墳(宮之阪５丁目) 枚方市教育委員会 
その34 禁野 

60 禁野火薬庫土塁(上野２丁目)  

61 宇山１号墳横穴式木室と木棺直葬墓 枚方市教育委員会 
その35 

宇山 

62 宇山１号墳出土銀象嵌直刀鍔 枚方市教育委員会 

その36 蹉 63 蹉 神社(南中振１丁目)  

その37 香里園 64 創造の森(香里園山之手町)  

その38 氷室 65 そうめんの門干し 枚方市教育委員会 

その39 山田 66 山田池浮御堂  

67 御殿山生涯学習美術センター  
その40 御殿山 

68 御殿山神社(渚本町)  

69 菅原神社(藤阪天神町)  
その41 菅原 

70 菅原神社(長尾宮前１丁目)のテンダイウヤク  



71 片埜神社南門(牧野阪２丁目)  
その42 牧野 

72 九頭神廃寺屋瓦出土状況  

73 東高野街道(出屋敷元町１丁目)  
その43 出屋敷 

74 円通寺(出屋敷元町１丁目)  

75 久修園院(楠葉中之芝２丁目)  
その44 楠葉中之芝 

76 楠葉砲台跡標柱(楠葉中之芝２丁目)  

その45 川越 77 南部生涯学習市民センター  

78 牧野車塚古墳鰭付円筒埴輪出土状況 枚方市教育委員会 
その46 車塚 

79 牧野車塚古墳墳丘テラス葺石出土状況 枚方市教育委員会 

80 鷹塚山(高塚町)  
その47 高塚 

81 鷹塚山遺跡出土分銅形土製品 枚方市教育委員会 

82 王仁公園  
その48 王仁公園 

83 平和の像(王仁公園)  

84 御茶屋御殿跡  
その49 枚方上之町 

85 旧万年寺石塔  

その50 交野ヶ原 86 惟喬親王遊猟(『河内名所図会』)  

※ 上記表中[提供者]欄が空欄の写真は、市議会事務局で撮影。 

 

 

協力：枚方市教育委員会 社会教育課 

枚方市立中央図書館 市史資料室 

                                                       (財)枚方市文化財研究調査会 

                            表紙：「穂谷・大和棟の家」伊藤 隆 

 


