
船着場からの遊覧船の運航や、街道沿いの定期市や野外ジャズコンサート等の様々なイベントが
開催され、また、駅周辺には商業施設やひらかたパークもあることから、組み合わせ次第で多様な
楽しみ方ができる。

ルートの概略図

推奨ルート名 ひらかた（歴史街道・淀川水辺）コース

平成22年度

淀川のひらけた眺望を楽しむ水辺の散策路と歴史的な面影が残る街道を歩く散策路。２つのルートも平坦なコースで
短時間にまわることができる。京阪の枚方市駅・枚方公園駅からのアクセスも容易。

ランダム情報

延　　長 約4km

みずべプロムナード推奨ルート

プロムナードの概要等 ガイドマップ有無 有

推奨年度

推奨ルートNo 10

地先名（起終点） 枚方市新町～枚方市堤町

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平２４情使、　第７１０号）」

プロムナードの状況写真



地先名（起終点） 京阪電鉄淀駅～枚方大橋左岸 延　　長 約16km

推奨ルート名 淀川（淀～枚方）コース 推奨ルートNo 14

みずべプロムナード推奨ルート

推奨年度 平成22年度

プロムナードの概要等

京阪淀駅の前に広がる淀城趾公園から桂川沿いに桂川・宇治川・木津川の三川が合流する御幸橋を渡り、淀川の堤
防や河川敷を通って枚方大橋に至る散策路。電車やバスなどの公共交通機関とのアクセスが容易。

ランダム情報

秀吉の時代には城下町として栄えた伏見は、当時、大坂～伏見を繋ぐ淀川の舟運と、伏見～京都
市内の陸路との中継点となっていた。江戸時代には角倉了以による高瀬川改修により舟運交通の
中継点としてさらに栄えていた。宇治川と淀川の人やものの流れの歴史に思いを馳せながら散策
できる。

ルートの概略図

ガイドマップ有無 有

プロムナードの状況写真

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平２４情使、　第７１０号）」



芥川は、京都府と大阪府の府境界のポンポン山に近い小塩山(京都市西京区)から流れ出る出灰
(いずりは)川と、明神ケ岳から流れ出る田能川を源流域とする。芥川を源流から高槻市内まで散策
するコース周辺には、大原野森林公園、淳和天皇陵(小塩山)、樫舟神社、樫田温泉、神峰山寺、
八坂神社、浄園寺、芥川山城跡、摂津峡公園など歴史や自然資源が豊富である。

ルートの概略図

芥川最上流の源流域から高槻市内にいたる芥川の水辺風景や里山風景を楽しむコース。

ランダム情報

推奨ルート名

ＪＲ高槻駅～高槻市樫田地区 延　　長

芥川里山散策コース

平成23年度

約21ｋｍ

プロムナードの概要等 ガイドマップ有無 無し

推奨年度

推奨ルートNo 15

地先名（起終点）

みずべプロムナード推奨ルート

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平２４情使、　第７１０号）」

プロムナードの状況写真



宇治川左岸を通り、三川合流部の御幸橋を渡り、淀川左岸を通るルート。水辺の自然、歴史景観を楽しむことがで
きる。

ランダム情報

流域ミュージアムにも位置づけられた、伏見、三栖閘門を経て、春には1.4kmの桜のトンネルを
楽しめる淀川河川公園背割堤地区、淀川のワンドなどを散策できる。

ルートの概略図

京阪中書島（三栖閘門）～京阪樟葉 延　　長 約16km

プロムナードの概要等 ガイドマップ有無 無し

推奨ルート名 宇治川－淀川散策ルート 推奨ルートNo 17

地先名（起終点）

みずべプロムナード推奨ルート

推奨年度 平成22年度

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平２４情使、　第７１０号）」

プロムナードの状況写真

背割堤公園三栖閘門



芥川から淀川右岸を通るルート。水辺の自然、歴史、景観を楽しむことができる。

ランダム情報

芥川を歩いて、淀川を歩いて、大山崎まで進む。
途中、大塚地区淀川河川公園や鵜殿など、自然を体験できる。
大山崎周辺には西国街道沿いに観光地に隣接している。

ルートの概略図

みずべプロムナード推奨ルート

地先名（起終点） JR高槻（芥川）～阪急大山崎 延　　長 約16km

プロムナードの概要等 ガイドマップ有無 無し

推奨年度 平成22年度

推奨ルート名 淀川右岸散策ルート 推奨ルートNo 20

プロムナードの状況写真

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平２４情使、　第７１０号）」

鵜殿のヨシ焼き 水無瀬離宮
淀川河川公園（大塚）樟葉わんど



みずべプロムナード推奨ルート

ランダム情報

背割堤地区を起終点として、淀川河川敷、枚方大橋などを巡るルート。

ルートの概略図

プロムナードの概要等 ガイドマップ有無 無し

淀川の自然を感じながら、爽快なサイクリングを楽しむロングルート。

地先名（起終点） 背割堤地区 延　　長 約30km

推薦年度 平成24年度

推奨ルート名 淀川三川合流域　淀川河川敷ロングルート 推奨ルートNo 26

プロムナードの状況写真

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平２４情使、　第７１０号）」

淀川河川公園背割提地区 京街道



みずべプロムナード推奨ルート

ランダム情報

背割堤地区を起終点として、離宮八幡宮、淀城跡、浜納屋などを巡るルート。

ルートの概略図

プロムナードの概要等 ガイドマップ有無 無し

天王山麓の寺社と旧淀町の史跡を巡るルート。

地先名（起終点） 背割堤地区 延　　長 約12km

推奨年度 平成24年度

推奨ルート名 淀川三川合流域　大山崎・淀ルート 推奨ルートNo 27

プロムナードの状況写真

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平２４情使、　第７１０号）」

離宮八幡宮 淀川河川公園背割提地区



ランダム情報

背割堤地区を起終点として、サントリー山崎蒸留所、水無瀬神宮などを巡るルート。

ルートの概略図

プロムナードの概要等 ガイドマップ有無 無し

東海道新幹線や名神高速道路が通り、交通の要所にありながらも、歴史のある閑静な街大山
崎。古くから豊富な「水」にちなんだ名所を巡るルート。

地先名（起終点） 背割堤地区 延　　長 約13km

推奨年度 平成24年度

推奨ルート名 淀川三川合流域　大山崎ルート 推奨ルートNo 28

みずべプロムナード推奨ルート

プロムナードの状況写真

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平２４情使、　第７１０号）」

サントリー山崎蒸溜所 水無瀬神宮



ランダム情報

背割堤地区を起終点として、山田家長屋門、淀城跡公園、などを巡るルート。

ルートの概略図

プロムナードの概要等 ガイドマップ有無 無し

宇治川、桂川に挟まれた城下町、淀を巡るルート。壮大な山田家長屋門は、かつて京都一の湖
だった巨椋池の漁業の繁栄振りが感じられます。

地先名（起終点） 背割堤地区 延　　長 約15km

推薦年度 平成24年度

推奨ルート名 淀川三川合流域　淀ルート 推奨ルートNo 29

みずべプロムナード推奨ルート

プロムナードの状況写真

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平２４情使、　第７１０号）」

山田家長屋門（東一口集落） 淀城趾・與杼神社



「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平２５情使、　第８５４号）」

ランダム情報

木津川左岸を通り、八幡市内の名所を巡るルート。　水辺の自然、歴史景観を楽しむことができる。

背割堤地区を起終点として、流れ橋、松花堂庭園、石清水八幡宮などを巡るルート。

ルートの概略図

プロムナードの状況写真

延　　長 約15km

52

プロムナードの概要等

推奨年度 平成25年度

ガイドマップ有無 無

推奨ルート名

地先名（起終点） 背割堤地区

推奨ルートNo淀川三川合流域　八幡ルート

流れ橋 石清水八幡宮

みずべプロムナード推奨ルート



「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平２５情使、　第８５４号）」

西国街道に沿って、合戦の歴史と名水の地を巡るルート。

阪急大山崎駅からスタートし、西国街道に沿ってサントリー蒸留所、水無瀬神宮などを巡る
ルート。

ルートの概略図

プロムナードの状況写真

ランダム情報

地先名（起終点） 阪急大山崎駅～JR島本駅 延　　長 約6km

ガイドマップ有無 有プロムナードの概要等

推奨年度 平成25年度

希望ルートNo推奨ルート名 淀川三川合流域　大山崎・島本エリアルート 53

水無瀬神宮

みずべプロムナード推奨ルート



古事記、日本書紀の時代から幕末までの歴史建造物などを巡るルート。

京阪樟葉駅からスタートし、安養寺（大阪府指定有形文化財）、市民の森（鏡伝池緑地）、交
野天神社本殿・末社八幡神社本殿（重要文化財）などを巡るルート。市民の森では６月には
花菖蒲が見頃を迎える。

推奨年度 平成25年度

推奨ルート名 淀川三川合流域　樟葉・橋本ルート 推奨ルートNo 54

地先名（起終点） 京阪樟葉駅～京阪橋本駅 延　　長 約6km

プロムナードの概要等 ガイドマップ有無 有

ランダム情報

ルートの概略図

プロムナードの状況写真

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平２５情使、　第８５４号）」

久修園院 市民の森（鏡伝池緑地）

みずべプロムナード推奨ルート



推奨年度 平成25年度

推奨ルート名 淀川三合流域　淀・久御山ルート 推奨ルートNo 55

地先名（起終点） 京阪淀駅～大池神社 延　　長 約7km

プロムナードの概要等 ガイドマップ有無 有

ランダム情報

宇治川、桂川に挟まれた城下町、淀を巡るルート。かつて水に浮か町だった淀と久御山の
隠れた魅力が再発見出来る。

京阪淀駅をスタートし、淀城址、巨椋池排水機場などを巡るルート。

ルートの概略図

プロムナードの状況写真

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平２５情使、　第８５４号）」

淀城址

みずべプロムナード推奨ルート



京阪中書島駅から、京街道に沿って寺田屋、三栖閘門、淀城址、御幸橋を巡り、そこから東
高野街道に入って松花堂庭園へ向かうルート。

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平２５情使、　第８５４号）」

推奨年度 平成25年度

推奨ルート名 淀川三川合流域　淀・八幡ルート 推奨ルートNo 57

京阪中書島～松花堂庭園 延　　長 約12km

プロムナードの概要等 ガイドマップ有無 無

ルートの概略図

ランダム情報

京街道から東高野街道を通るルート。　三栖閘門、御幸橋を経由しながら歴史街道を散策
する。

地先名（起終点）

プロムナードの状況写真

寺田屋 御幸橋

みずべプロムナード推奨ルート


	REP08_13-5.pdf
	REP08_14-4
	REP08_14-5
	REP08_15-2
	REP08_15-5
	REP08_17_1
	REP08_17_2
	REP08_17_3
	REP08_17_4



