
～～新緑の六甲山系散策～～
♪♪初夏の六甲山 穂高湖のマイナスイオンに包まれて英気を養う♪♪

摩耶山～穂高湖～長峰山 三角点踏破の旅



■スケジュールと携行品

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

予定時刻予定時刻予定時刻予定時刻 場所場所場所場所 行程行程行程行程 備考備考備考備考

10:0010:0010:0010:00
阪急神戸線阪急神戸線阪急神戸線阪急神戸線
王子公園駅王子公園駅王子公園駅王子公園駅

集合集合集合集合
イベントスタートイベントスタートイベントスタートイベントスタートですですですです！！！！！！！！
時間厳守時間厳守時間厳守時間厳守でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

登山研修所登山研修所登山研修所登山研修所
旧旧旧旧ハンターハンターハンターハンター住宅住宅住宅住宅

道道道道すがらすがらすがらすがら眺眺眺眺めるめるめるめる

10:3010:3010:3010:30
上野道登山口上野道登山口上野道登山口上野道登山口

（（（（神戸高校側神戸高校側神戸高校側神戸高校側））））
いよいよいよいよいよいよいよいよ登登登登りりりり道道道道のののの開始開始開始開始でででで
すすすす。。。。

ケーブルカーケーブルカーケーブルカーケーブルカーにににに乗乗乗乗ればればればれば登登登登らなくてもらなくてもらなくてもらなくても目目目目
的地的地的地的地にににに行行行行けますがけますがけますがけますが、、、、今回今回今回今回はははは乗乗乗乗りませんりませんりませんりません

五鬼城山五鬼城山五鬼城山五鬼城山
展望広場展望広場展望広場展望広場

景色景色景色景色がきれいですがきれいですがきれいですがきれいです☆☆☆☆

旧天上寺山門下旧天上寺山門下旧天上寺山門下旧天上寺山門下
ここからここからここからここから階段階段階段階段320320320320段段段段
☆☆☆☆休憩休憩休憩休憩15151515分分分分

うへぇうへぇうへぇうへぇ。。。。。。。。。。。。

11:3011:3011:3011:30 摩耶山三角点摩耶山三角点摩耶山三角点摩耶山三角点

12:0012:0012:0012:00 掬星台掬星台掬星台掬星台
☆☆☆☆休憩休憩休憩休憩15151515分分分分
※※※※トイレトイレトイレトイレ有有有有

13:0013:0013:0013:00 穂高湖穂高湖穂高湖穂高湖
☆☆☆☆休憩休憩休憩休憩60606060分分分分
※※※※奥摩耶奥摩耶奥摩耶奥摩耶ドライブウェイドライブウェイドライブウェイドライブウェイ沿沿沿沿
いにいにいにいにトイレトイレトイレトイレ有有有有

マイナスイオンマイナスイオンマイナスイオンマイナスイオンをををを浴浴浴浴びながらびながらびながらびながら待待待待ちにちにちにちに
待待待待ったごったごったごったご飯飯飯飯のののの時間時間時間時間☆☆☆☆
このこのこのこの間間間間にににに元気元気元気元気のあるのあるのあるのある人人人人ははははシェールシェールシェールシェール槍槍槍槍にににに
行行行行きませんかきませんかきませんかきませんか？？？？？？？？時間時間時間時間かからずにかからずにかからずにかからずに登登登登るるるる
ことができことができことができことができ、、、、絶景絶景絶景絶景らしいですよらしいですよらしいですよらしいですよ～～～～

14:0014:0014:0014:00 穂高湖出発穂高湖出発穂高湖出発穂高湖出発

14:3014:3014:3014:30
長峰山三角点長峰山三角点長峰山三角点長峰山三角点

天狗塚天狗塚天狗塚天狗塚
天狗塚天狗塚天狗塚天狗塚のてっぺんにのてっぺんにのてっぺんにのてっぺんに登登登登るときはるときはるときはるときは気気気気をををを付付付付
けることけることけることけること！！！！！！！！

15:4015:4015:4015:40 長峰山登山口長峰山登山口長峰山登山口長峰山登山口 ここからここからここからここから一般道一般道一般道一般道になりますになりますになりますになります
疲疲疲疲れたれたれたれた体体体体ににににムチムチムチムチ打打打打ってってってってアスファルトアスファルトアスファルトアスファルトをををを
歩歩歩歩きますきますきますきます。。。。。。。。。。。。。。。。

16:0016:0016:0016:00
阪急神戸線阪急神戸線阪急神戸線阪急神戸線

六甲駅六甲駅六甲駅六甲駅
解散解散解散解散



■ルートマップ（王子公園駅から摩耶山神戸高校登山口まで）

旧ハンター
住宅

10：30
神戸高校
登山口

王子公園駅の様子です。ここで待合せします。
時間厳守にご協力ください～♪

王子公園の方へ向かって進みます

王子公園内に入っていきます。
動物園周辺を通りますが、今回は動物園に
は行きません。。。。
残念

王子公園駅
10：00出発

※トイレ当分ないので
済ませておきましょう。

神戸登山研修所
誰か登ってるかも♪

王子公園から一般道へ出て右折します。
車に気を付けてっっ！！！



■ルートマップ（王子公園駅から摩耶山神戸高校登山口まで）

しばらく一般道を歩きます。
■左折ポイント
右手の看板を見よう☆

神戸高校を右手に通過します 道なりにまっすぐ進み、突き当ったら右に
曲がります
※神戸高校を巻き込んで進む感じです

10：30神戸高校登山口
さあ！ついたよ☆
がんばりましょう♪



■ルートマップ（登山口～五鬼城山展望公園～旧天上寺）

まずは五鬼城山展望公園へ
向かいます
案内板に従い右へ～～

こっちからくるよ♪

ここの分岐はどこへ行っても
摩耶山には行けますがせっ
かくなのでいいいいいいいい景色景色景色景色をををを堪能堪能堪能堪能し
ていきます♪♪じゃ～～～ん

つぎいくよ、つぎ☆



■ルートマップ（登山口～五鬼城山展望公園～旧天上寺）

階段を上ると～～？ じゃじゃ～～～ん

つぎはこっち～～♪

ここでもいい景色がみられ
るらしいですが、若干地味
なのでスルーしてどんどん
行きます♪

五鬼城山展望公園をあと
にし、摩耶山の三角点目
指してどんどんいきますよ
～♪



■ルートマップ（登山口～五鬼城山展望公園～旧天上寺）

ずんずんいきますよ～

登山道はきちんとしてあるので
迷うことはなさそうです☆

標識に従って左に曲がります。
直進でケーブルカー「虹の駅」
です。
※トイレあり
※エスケープあり

標識に従って左に曲がります。
右折でロープウェイ「虹の駅」で
す。
※トイレあり
※エスケープあり



■ルートマップ（登山口～五鬼城山展望公園～旧天上寺）

青谷道との分岐を右折す
ると

天上寺の山門があります。

うへぇ

うへぇ

石段を300段以上登ります

やったぁ。
着いたよーーーっっ
休憩しましょう♪（15分）
※トイレはありません



■ルートマップ（登山口～五鬼城山展望公園～旧天上寺）

★★★「摩耶山天上寺」豆知識★★★
天上寺の歴史は、大化２年（西暦６４６年）の昔、孝徳天皇の勅願を受けたインドの高僧法道仙人が開創されたことに始まります。
弘法大師として知られる高僧空海は、唐に留学された際当時中国で女人守護のみ仏として盛んに崇拝されていた梁の武帝自作の香木造りの仏母
摩耶夫人像を日本に請来され、当寺に奉安されました。
これ以来当山の名を「仏母摩耶山」（略して摩耶山）、寺の名を摩耶夫人尊の昇天された「利天（とうりてん）」にちなみ、「口利天上寺」（略して天上
寺）と呼ぶようになりました。

天空の大舞台からの眺め。晴れた日には淡
路島や明石海峡大橋が見え、空気の澄んだ
日には遥かに小豆島まで望めます。

おめでたカエルさまいわく
「われこそは摩耶の

おめでた蛙なるぞ
なでてみな 家内しあわせ
子ら孫らすこやか 万万歳なるぞ！」



■ルートマップ（旧天上寺～摩耶山三角点～掬星台）

正面本堂跡の左側から奥
に進みます

三社権現跡の分岐を尾根コース（奥の院道）に進みます。
森林浴コース（観音道）のほうが涼しそうですが、スムー
ズに三角点に行きたいので尾根コースをチョイス♪

とにかくひたすら登ります

開けた場所に出ると、正
面に奥の院跡の解説版
があります。
ここは右に進みます☆



■ルートマップ（旧天上寺～摩耶山三角点～掬星台）

天狗岩を見つけたら三角点はもうすぐ！！
天狗岩の右奥に摩耶山三角点があります。

じゃじゃ～～～ん！！
摩耶山三角点
標高699ｍ

踏破！！！

みんなで三角点を踏んだらさっ
さと次へ行きましょう♪
三角点の左にある舗装路へ降
りる道に向かいます。

舗装道路に出たら右折します。



■ルートマップ（旧天上寺～摩耶山三角点～掬星台）

道なりに進むと。。。
ほら！！
見えてきた☆

12：00
掬星台に到着しました！！！
※トイレあり
※自動販売機あり
※エスケープあり

たぶんトイレ
ここらへん

景色きれい☆

★★★「掬星台」豆知識★★★
掬星台の平坦地は戦時中に高射砲陣地として整備され
たもので、摩耶山に通じる西六甲ドライブウェイも軍事
道路として整備されたものです。
名前の由来は「手で星を掬(すく)えそうなほどの夜景」が
広がっていることからつけられたんだそうです。



■ルートマップ（掬星台～天上寺～穂高湖）
おなかもすいてきたので穂
高湖に向かいま~す。

ご飯はもう少しの辛抱です

天上寺方面へ向かいます

穂高湖



■ルートマップ（掬星台～天上寺～穂高湖）

森の小道ルートを通ってゆきます
ので穂高湖までは迷うことはないと
思います。

13：00
穂高湖到着！！！
マイナスイオンに包まれながら

ごはんごはん♪この石塔から
200ｍ

★★★「穂高湖」豆知識★★★
六甲山地の山上にある湖沼の中では修法ヶ原池に次ぐ大きさ
で、残念ながら人口湖です。
森林と一体化しているような風情があって上高地の大正池に似
ているところから命名されたといわれています。
もともと農業用のため池だったのですが、昭和30年代まではス
ケートもできたそうですよ☆



■ルートマップ（穂高湖～シェール槍～長峰山三角点）

シェール槍の登り口
頭が赤と青に塗り分けられた白いポールが立って
おり、これがシェール槍登り口の目印☆
ただ。。。これどこにあるんだろう？？

登り口が見つかって、時間
に余裕がありそうなら登っ
てみよう！！！

シェール槍ピーク
あっという間に登れて、ものすごく気持ちがいい
と評判☆

杣谷峠方面へ
向かいます

シェール槍
らしい

いやっほ～～～☆

★★★「シェール槍」豆知識★★★
穂高湖をちょうど半周したあたりに登り口があり、
標高669ｍありますがちょっとした飛び出た岩み
たいなところです。
名前の由来は昔シェールさんという方が好んで
歩かれたところであるとか、遠くからみると槍が
岳のように見えるとか、基本的に大した意味はな
いみたいです（＾＾；）



■ルートマップ（穂高湖～シェール槍～長峰山三角点）

たぶんトイレ
ここらへん

穂高湖出発

長峰山三角点
天狗塚

何度かアップダウンのあ
るコースです

奥摩耶ドライブウェイ沿い
にはトイレあり
※クサイ

穂高湖を出発し杣谷
峠方面へ向かいます

すぐに杣谷峠
に着きます

天狗塚方面（左）へ向
かいま～す！
ここから先に分岐はあ
まりありません。



■ルートマップ（穂高湖～シェール槍～長峰山三角点）

ゆる～～く下ったりものすごく急な階段を延々と登ったり、
さっきせっかく登ったのにまた下ったり、標識にびくっとし
ながら、ほとんど分岐なく登っていきます。

神戸市立自然の家のオリエ
ンテーリング用の標識がい
くつかあるみたいです。

う～ん。。

まだまだ。。

もうこのころにはヘ
ロヘロのはず（笑）



■ルートマップ（穂高湖～シェール槍～長峰山三角点）
14：30長峰山三角点

着着着着いたよいたよいたよいたよ～～！！～～！！～～！！～～！！
お疲れ様でした！！！

もちろん塚の上に登っちゃいます☆
高所恐怖症高所恐怖症高所恐怖症高所恐怖症のののの人人人人はははは要注意要注意要注意要注意！！！！！！！！

落ちないようにね！！
三角点ふみま～～～す♪

★★★「天狗塚」豆知識★★★
長峰山の頂上標高687ｍにあり、花崗岩の巨石
です。
天狗塚の上からは右に摩耶山、左には須磨淡路、
天気の良い日には遠く四国まで見えるそうです♪



■ルートマップ（長峰山三角点～長峰山登山口）

六甲駅方面へ出発しま～す

この辺りは分岐も多いみたいです
が、標識も多く設置されていますの
で、道に迷くことはなさそうです♪

ものすごく急でステップのない下り
坂が多数出現します。

心心心心のののの準備準備準備準備をををを！！！！！！！！

神戸市が見下ろせるところに来たら勾配
がゆるくなります。
もう少しで関電の鉄塔に到着します～♪



ところどころにあるいい景色を眺めながら
のんびり歩きます♪
写真撮りすぎると遅くなっちゃいますよ☆

この時期草が生い茂って足元が見えづらいことがあるかもしれませ
ん。六甲山系でヒルの目撃情報は見当たらないが、マムシの目撃は
多いらしいです。。
でも大丈夫！！！
その中でこの長峰山でのマムシの目撃情報は（他の山と比較して）た
いへん少ないんだそうですよ☆
それでも山には危険がつきものです。
長袖、長ズボンは必ず着用しましょう～

■ルートマップ（長峰山三角点～長峰山登山口）



ｷﾀ━(ﾟ∀ﾟ)━!

急な下りの始まり。。。
そして分岐点はほとんどありません。
すると。。。？？ 鉄塔来ました！

ここは下をくぐって先に進みます。
鉄塔を下から眺めるなんてなんか新鮮☆
関電の鉄塔ですが、景観を損なわないように
緑色に塗ってあります（笑）

鉄塔を過ぎると石段と丸太の階段を進みます。
勾配が強いですが、あともう少しですので頑張りましょう♪

■ルートマップ（長峰山三角点～長峰山登山口）



人工物が増えてきました！！
もう少しですよ～

小さな沢を渡ります。

■ルートマップ（長峰山三角点～長峰山登山口）



急な勾配はもうほとんどありま
せん☆

ここで自然道は終わり近いです。
ここからフェンスを二つ超えて進んでいきます。

ついに疲れた体に堪えるアス
ファルト登場

15：40長峰山登山口到着です！！
六甲学院方面へ進みます。
ここから延々とアスファルトを下って
いきます。

■ルートマップ（長峰山三角点～長峰山登山口）



分岐①

分岐③

分岐④分岐②

分岐⑤

■ルートマップ（長峰山登山口～阪急神戸線六甲駅）

ここからかなり急な下り坂です。六甲
学院東側を脇目も振らず下っていきま
す。

分岐①

分岐①



■ルートマップ（長峰山登山口～阪急神戸線六甲駅）
分岐②
橋を渡って右折

分岐②
右折後の分岐を左側の道へ

分岐③
幹線道路に出ますので左折
します。

分岐②



■ルートマップ（長峰山登山口～阪急神戸線六甲駅）

分岐④
六甲山登山口交差点を右折
します。

こっち

分岐⑤

分岐④

分岐⑤



■ルートマップ（長峰山登山口～阪急神戸線六甲駅）

阪急神戸線六甲駅

お疲れ様でした～～～☆


