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【せたがわ・うじがわ】

瀬田川・宇治川瀬田川・宇治川

　瀬田の唐橋の下流左岸に建部大社が

ある。建部大社は源頼朝が伊豆国に流

される道中に立ち寄り源氏の再興を祈

願し、後に成就したことから出世開運

の神として有名になった。8月17日に

は大神輿を乗せて瀬田川を下る「船幸

祭」が行われる。右岸422号道路沿い

に蛍谷貝塚を過ぎると、右手に口を開

いたコンクリート施設が見える。大津

市内の小河川を地下で結んで洪水を軽

減する大津放水路である。

　石山貝塚の手前に石山寺がある。石

山寺は東寺真言宗、如意輪観音を本尊

とし、聖武天皇の命で良弁僧正が747年

に創建した。その後は京都の清水寺、

奈良の長谷寺と並ぶ霊場となり、西国

三十三箇所13番札所ともなった。近江

八景の一つ「石山秋月」でも有名で、

紫式部がここに参籠して「源氏物語」

の着想を得たと言われる。

　石山寺は、硅灰石（天然記念物）と

呼ばれる珍しい岩が顔を出していると

ころに建造された（写真2）。この岩は

寺の名の由来にもなっている。山門

（東大門） を進むと、先ずこの奇岩の

「くぐり岩」がある。さらに階段を昇

ると巨大な珪灰岩が大きく波を打つ庭

に出る。左上の本堂（国宝）、右上の

多宝塔（国宝）はこれを基盤に建って

いる。多宝塔から少し歩くと、瀬田川

の眺めが絶景である。その横に月見亭

が張り出すように建つ（写真3）。紫式

部や多くの文学女房はここからの月を

愛でたことであろう。

　境内を一通り巡ってくると、阿迦井

堂という小さなお堂があって、岩陰か

ら水が湧いている。湧水を湛えた池は、

青葉に紅葉に四季折々の色かげを写す。

　門前の通りには名物しじみ釜めしの

店が並ぶ。この辺りの瀬田川は、昔か

ら琵琶湖特産セタシジミの産地であっ

た。しじみにはマシジミ、ヤマトシジ

ミ、セタシジミがあるが、琵琶湖の淡

水に棲むセタシジミは、真水の川に棲

2．瀬田の唐橋から石山寺へ
　探訪の出発点はやはり瀬田の唐橋で

ある（写真1）。琵琶湖を間近に控え、

瀬田川を東西に結ぶ橋は古くはこれ一

本であった。壬申の乱の戦場ともなり、

京の都の防衛上、「唐橋を制するもの

は天下を制す」と言われ、歴史上交通

と戦略上の要衝であった。橋自体は琵

琶湖の水を流す拠点でもあるので、時

として洪水に耐えられず、何度も架け

変えられている。近江八景の一つ「瀬

田の夕照」としても有名である。

　橋の西詰めに日本最初の自記水位計

がある鳥居川水位観測所がある。1900

（明治33）年設置以来、1日の欠測もな

く、現在は他の５つの湖岸水位観測所

と共に琵琶湖の水位を観測している。

1．概　要
　瀬田川は琵琶湖の湖尻から流れ出る

唯一の自然河川である。滋賀県と京都

府の境界で名前を宇治川と変える。こ

こまで約16km、そこから宇治市の中心

に架かる宇治橋まで約9km、さらに約

15km下流の地点で左から木津川、右か

ら桂川が合流し淀川となり、大阪湾に

注ぐ。この流路が淀川の本流で全長

75.1kmある。淀川水系は近畿地方で最

も重要な１級水系で、下流京阪

神1,400万人の水がめである琵琶

湖の水は、ほとんど瀬田川、宇

治川を通じて流送される。

　琵琶湖国定公園の範囲は瀬田

川沿いに宇治橋まで伸びている。

数々の景勝や歴史とロマンを秘

めた川筋であるだけでなく、こ

の川は明治時代から琵琶湖の水

を制御する重要な河川構造物、

宇治発電所に始まる電力開発の

先端を行く近代技術の見せ場で

もあった。

写真１　瀬田の唐橋

写真２　石山寺の硅灰石岩塊

写真３　石山寺月見亭
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むマシジミより汽水域に棲むヤマトシ

ジミに似ている。琵琶湖にはこの他に

鮒ずし、小あゆの佃煮、鴨なべ、近江

牛など、美味しい名物が多い。

3. 瀬田川洗堰から宇治川へ
　石山寺から瀬田川洗堰に向かう途中、

石山制水門がある（写真4）。ここから

宇治市にある宇治発電所へ約11kmの

水路で導水される。9割がトンネルで、

1913年に完成して以来、最大60m3/sの

水量で32,500kwの電力を産み続け、当

時の関西の産業界を支えた。しかしこ

の辺りの水路やトンネルの壁面には、

季節になるとトビケラの幼虫の巣が張

り付き、抵抗が増えて流量が落ちると

いう。その時期には壁面掃除がされる。

　対岸からは大日山がせり出している。

昔、この辺りは大戸川からの土砂堆積

による八つの島が形成され「黒津八島」

と呼ばれた。この浅瀬の狭窄部は軍事

上重要拠点のため浚渫が許されず、上

流および琵琶湖沿岸はいつも水害に悩

まされていた。そのため沿湖民はシジ

ミ採りにことよせて川底を掘る「川浚

え」を行ったと言われている。

　瀬田川洗堰は（洗堰：通常時堰の上

から水を流すタイプのものをいう）は

土地の名前で南郷洗堰とも言う（写真5）。

琵琶湖の水位１cm分の水量は約670万

m3、これは中小規模のダム１基分の貯

水量に相当する。従って琵琶湖の水位

をここで制御することは治水、利水の

両面で重要で、近畿の水の安全・安心

を握っている拠点である。1905年にレ

ンガと石で築かれた初代洗堰は32門の

通水門を持ち、それ以前の50m3/sから

200m3/sに、さらに河川改修を行って

400m3/sに流下能力を高めた。

　現在の洗堰は1961年に新造され、10

門のゲートによって800 m3/sの水を流

すことができる。これによって琵琶湖

岸の浸水被害を防ぐと共に、水門を操

作することで湖水の貯留を制御するこ

ともできる。琵琶湖総合開発の一環で、

精度よく確実に補給水を下流に流すた

めのバイパス水路が併設された。傍に

は魚と遊べる南郷水産センターがある。

　旧洗堰は土木の重要な遺構であり、

当時の工事事務所の看守場とともに一

部が左岸側に保存されている。すぐ近

くに水のめぐみ館「アクア琵琶」があ

り、琵琶湖や瀬田川周辺の水文化や災

害、自然環境を学ぶことができる。旧

洗堰の実物大の模型もあり、当時の角

落とし堰（人力で木の角材を１本ずつ

落とし水を堰き止める）が再現されて

いる（写真6）。操作には全閉に48時間、

全開に24時間かかったと言うが、今は

電動堰となり操作指令が出て上下流の

安全を確認しながら、約６時間程度で

全閉、全開の操作が可能となった。

　瀬田川洗堰のすぐ下流、左岸側より

大戸川が合流する。大戸川流域もかつ

ては美林であったが、田上山周辺から

建材に燃料にと乱伐され、明治時代に

はその改修事業にオランダ人技師デ・

レーケの指導を得て近代砂防が進めら

れることになった。

　大戸川の合流点を過ぎ、関津あたり

にくると両岸の山が迫り瀬田の峡谷に

入る（写真7）。ここはカヌーの名所、

川幅が一気に狭まり流れが岩肌を噛む。

立木観音（安養寺）の看板が見えると、

すぐに鹿跳に至る。

　ここには花崗岩が流水によって削ら

れた奇岩甌穴（米かし岩）がある。鹿

跳の名は弘法大師が急流を渡れないで

いると白い鹿が現れ、大師を背に乗せ

て岩を渡り跳んで霊木に導いたという

ことからきている。右岸側に建立され

たのが立木観音、しかし境内に行くに

は670段の石段を登りきらないといけ

ない。その苦労が報われるのか毎月17

日の月参りやお正月には参拝客で賑わ

う。鹿跳橋を渡って約3kmに、高さ40m

を越える大岩壁に阿弥陀三尊と不動明

王が彫られた富川磨崖石仏がある。

　鹿跳橋より下流へしばらく行くと右

に折れる上り坂の一般道があり、そこ

を2kmほど入ると長石鉱山がある。こ

この長石は陶器の釉薬として良質であ

り、近郊の信楽焼でも使われている。

それに岩間山を後ろ盾に、花崗岩を浸

透する水も良質で、ボトルウォーター

として売り出されている。瀬田川はや

がて京都府に入り、ここで宇治川と名

を変える。

4. 宇治川上流―水力発電の巣
　曽束大橋を左岸に渡る所は、もう天

ヶ瀬ダムの湛水区間である。この貯水

池は宇治平等院にちなんで鳳凰湖と名

付けられている。そこから左岸道路を

約2.5km下ると、対岸の湖面に放水口

が見える（写真8）。何の放水口かと地

図を見ると、山深い喜撰山（標高416ｍ）

の懐に喜撰山ダムがあり、そこからの

放水口であるが、ダムはここからは見

えない。「わが庵は都の辰巳しかぞ住

む世を宇治山と人はいふなり」と百人

一首に歌った六歌仙の一人、喜撰法師

は、都から見て方角も合うし、この地写真４　宇治発電所石山制水門

写真５　瀬田川（南郷）洗堰

写真６　「アクア琵琶」内の旧洗堰模型

ししとび

うわぐすり
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名と関係があるのだろう。だが「無名

抄（鴨長明）」によると、その庵は宇

治市三室戸寺の奥に住みかの跡があり、

喜撰洞という洞窟も山腹にあるという。

　喜撰山ダム（堤高91ｍ）は揚水式発

電所の上池として建設され、下池の鳳

凰湖との間の地下に喜撰山発電所があ

り、1970年から最大466,000kWの発電

をする。わが国の発電の大半が火力、

原子力に頼る現状にあって、夜間に上

池に水を上げ、昼間に下池に水を落と

す過程で発電をする大型の純揚水式発

電は、関西ではここが第１号であり、

上下の湖水を蓄電池として水の有効活

用がなされている。喜撰山ダム湖畔の

管理地域には一般の人は立ち入れない。

天ヶ瀬ダム（堤高73ｍ）の完成は1964

年であるが、この建設によって上流に

あった志津川ダム（別名：大峰ダム、

堤高35ｍ、1924年竣工）とその直下に

あった大峰発電所が水没した。

　志津川ダムからの導水による志津川

発電所は天ヶ瀬ダムの下流にあるため、

建物としては残ったが、発電機能は失

われた。現在、旧導水路内は京都大学

の地殻変動観測点として利用されてい

る。天ヶ瀬ダムは、琵琶湖、瀬田川の

洪水時に流れてくるとされる流量（計

画高水流量）1,360m3/sをダムによっ

て840 m3/sに調節、更に下流の淀川本

流の洪水時には160 m3/sに抑える洪水

調節と、発電（最大92,000kW）および

水道用水供給の３つの機能を持つ多目

的ダムである（写真9、10）。天ヶ瀬ダム

は都市近郊では珍しいアーチダムなの

で、宇治の多くの文化財と合わせて観

光スポットとして多くの人が訪れる。

　このように２つの近代ダムと発電所

が建設されたが、既述の宇治発電所は

１世紀以上も悠然と機能を発揮し続け

ている。現在、3つの発電所で最大58万

kWの発電が可能であり、ここは大都

市近郊の水力発電の巣とも言うべき地

域となっている。

　最近、あちこちの水域で動植物の外

来種によって在来種の生息環境が脅か

されている。琵琶湖のブラックバスや

カナダモの繁殖はよく知られているが、

天ヶ瀬ダム下流にも優占種となってい

る外来生物がいる。それはカワヒバリ

ガイ、アメリカナミウズムシ、フロリ

ダマミズヨコエビという底生動物であ

り、いずれも生息密度が高い。これら

がはびこる原因にはダム湖で発生する

プランクトンなどが考えられている。

5. 宇治の水めぐり
　瀬田川を下って宇治に入るには、天

ヶ瀬ダムの下流側を右に下り白虹橋を

渡って右岸を行くのが面白い。この橋

からダム本体の偉容を見上げ、その右

に天ヶ瀬発電所、左に旧・志津川発電

所を見ることができる。

　白虹橋のすぐ下流には歩行者用の天

ヶ瀬吊り橋がある。やがて右岸川岸に

ごつごつした岩の群が見られるが、そ

の一つが亀石である。垂仁天皇が宇治

の美女に会う助けをした亀と日本書紀

にある。今後の治水計画によって水位

変動が激しくなると、この亀は今まで

以上に潜ったり甲羅干しをしたりする

回数が多くなるのではないだろうか。

　下流に向けて歩くと観流橋があって、

橋の下を勢いよく大量の水が何とも言

えない躍動感と共に宇治川に合流して

いる。これこそ瀬田川から水路トンネ

ルで送られてきた水である。この宇治

発電所の建物はというと、木陰を通し

てその奥の方にかいま見られるだけで

ある。建設当時は、発電所に落下する

６条の水圧鉄管（ペンストック）が山

肌に荒々しく張り付き、その偉業が力

強く感じられたに違いない。しかし、

そこに植林された樹木は今や山肌を覆

写真１２　宇治橋
写真７　
瀬田の渓谷

写真８　喜撰山揚水発電所取放水口

写真９　天ケ瀬発電所（正面）と天ケ瀬ダム

写真１０　天ケ瀬発電所の発電機

写真１１　宇治上神社
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　中州に渡ると

橘島には宇治川

先陣の碑がある。

義経の家来が義

仲軍を攻めるべ

く雪解けの川で

先陣を争った平

家物語のエピソ

ードに因んでい

る。塔の島には

わが国最大の石塔といわれる魚霊供養

の十三重石塔が立っている（写真13）。

宇治橋に近い橋寺放生院の宇治橋断碑

とあわせ、これらは宇治の３石塔碑と

して名高い。中州と左岸との間は狭く、

下流端に坊主堰堤があるため流れが緩

やかである。その上流で観られるのが

宇治の名物、鵜飼いである。

　中州を左岸に渡ると、そこは平等院

を囲む街並みである。平等院（世界遺

産）は、平安時代中期に隆盛を誇った

太政大臣、藤原道長の別荘を、息子の

頼通が1052年に寺院に改めたものであ

る（写真14）。当時の宇治は都びとの別

荘地や避暑地であり、紫式部が源氏物

語の宇治十帖の舞台にしたことで有名

である。「源氏物語」を映像などで紹

BOD 1mg/L前後と大変良好である。

しかし、天ケ瀬ダムの表層CODは最近

でも3mg/Lを超えることもあり、富栄

養化現象の制御の難しさを示している。

さらに、夏場の底層湖水は貧酸素化し

CODも高いと考えられる。

　　　　　　　　　　　  （村岡浩爾）

い、発電所は見事な自然の風景のなか

に潜んで存在している。

　宇治の水めぐりとして最初に訪れる

スポットは、宇治上神社（世界遺産）の

境内にある桐原水である（写真11）。そ

の近くの宇治神社の境内にも同名の桐

原水がある。宇治には古七名水（桐原

水、阿弥陀水、浄土水、高浄水、公文

水、百夜月井、泉殿）といわれる井戸

があるとされるが、今日でもこんこん

と湧いているのはここだけで、あとの

井戸は利用もなく枯れかかっているか、

石碑が残っているだけに過ぎない。名

水だけでなく、宇治はお茶どころ、古

七名茶園や名陶、朝日焼（朝日山の麓）

というのもある。宇治は山に囲まれ渓

谷がダムに注ぐ地形であるが、意外に

滝の名所は少ない。

　山間が開けたこの辺りの宇治川は川

幅が広く、左岸寄りに中州が横たわっ

ている。上流から塔の島と橘島で、ほ

とんど繋がっている。右岸からこの島

に行くには朝霧橋を渡る。下流には有

名な宇治橋が眺められる（写真12）。宇

治橋は646年、僧の道登によって築か

れたというが、その後戦乱や洪水の度

に架け変えられた橋である。宇治とい

う地名は万葉集の18首に出てくるが、

宇治橋という名は出ない。瀬田の唐橋、

山崎橋と並ぶいにしえの３大橋と言わ

れる。橋の上流側には三の間という張

り出し部分が再現されている。昔はこ

こから水を汲み上げたようで、秀吉の

茶会で使う水を汲んだという桶が橋の

東詰め南にある通園茶屋に残っている。

介する「源氏物語ミュージアム」は宇

治橋右岸より約８分のところにある。

　平等院の阿弥陀堂（現在の鳳凰堂、

国宝）を囲む阿字池は、元来宇治川の

氾濫湿地であり、当時は水位が宇治川

の水位と連動していたという。今はそ

の様子はないが、この水は周辺の地下

水が集まったとみられる。宇治古七名

水の一つ、阿弥陀水は鳳凰堂の左楼近

くに井戸跡と石碑だけ残す。浄土水も

境内の浄土院の庭にあるとされるが、

痕跡は見当たらない。井戸の名称など

は不明だが境内の不動堂の庭には立派

な井戸があり、現在でも使われている。

平等院に隣接する縣神社にも活きた井

戸がある。県通りを宇治橋に戻る途中

に橋姫神社があり、七名水の一つ公文

水の碑が立つ。

　もう一度宇治橋に立って川を眺めよ

う。奥の山影辺りの上流には鮎汲み場

があって、漁師が鮎掛けをし、その前

を柴を運ぶ柴船が行き来していたとい

う。宇治から淀にかけての両岸には覆

い掛け茶園が続き、河畔には潅漑用の

川瀬の水車が大正時代まで並んでいた。

今、橋の東詰めから見る西に沈む夕日

は宇治川の波立つ流れを光らせている。

この風景は昔と変わらない。

6. 瀬田川・天ケ瀬ダムの水質
　唐橋のBODと天ケ瀬ダム（鳳凰湖）の

CODの経年変化（図1）をみると、唐橋

の場合1980年代までは2mg/L前後で推

移しているが、琵琶湖流域の洗剤規制

などで瀬田川の水も改善され、最近は

写真１３　十三重石塔

写真１４　平等院

図1　瀬田川・天ケ瀬ダムの水質経年変化

あがた

あがた
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第
2
章
　
宇
治
川
水
系

【ふしみのかわ・だいごのかわ】

1．伏見の川・醍醐の川の概要
　伏見は京都市最南端の区で、宇治を

経て奈良に至る大和街道の入り口でも

ある。伏見と言えば、酒処で有名であ

るが、酒造りには良質で豊富な地下水

が欠かせない。「伏見」の名は「伏水」

が由来とも言われる。その代表格は御

　伏見区とは言っても、桃山丘陵の東、

すなわち山科盆地の南を流れる主な川

は山科川（長さ約15km）である。その

支川に1級河川合場川（長さ約2km）が

あり、さらに支流に日野川（長さ約2km）

がある。日野の里には鴨長明方丈石や

親鸞聖人誕生院など、長い歴史の香り

が漂っていて、その北には、世界遺産

で知られる醍醐寺があり、名水でも知

られている。

　伏見の南方には、以前、巨椋池とい

う広大な池が存在した。昭和の初期に

干拓されて、今は農地や宅地になって

いるが、向島地区や一口地区に往時の

面影が残っている。

2．伏見の川の歴史と文化
〔伏見区中央部〕

　伏見の中央北端に伏見稲荷で名高い

稲荷山がある。山頂付近には一周約30

分の周回路（お山めぐりルート）が整

備されているが、東端付近にある薬力

瀧から北谷沿いに下ると、清明瀧、清

瀧、白瀧、御壺瀧、五社瀧を経て、三

ノ橋川に至る。三ノ橋川は、下流で東

福寺の通天橋の下を流れ、伏見街道の

第三橋、琵琶湖疏水の下をくぐって、

鴨川へ注いでいる。

　一方、周回路の一ノ峰（稲荷山山頂）

から南谷を下ると、末廣瀧、白菊ノ瀧、

鳴瀧、七面瀧、青木ノ瀧、弘法ノ瀧、

命婦ノ瀧を経て、深草に至る。深草の

丘陵には、近畿各地に分布する大阪層

群の露頭があり、多くの化石が採取さ

れている。

　その約1.5km西方、名神高速道路京

都南インターチェンジのすぐ南、国道

１号線の東側に、方除けの神社として

有名な城南宮がある（写真1）。社殿を

取り囲むように、５つの庭からなる楽

水苑が作られており、中でも「平安の

庭」は大きななだらかな曲線をもつ池

を中心として、曲水の流れも作られ、

香宮の御香水であろう。湧水をもらいに

来る人が今も絶えない。近くには酒造会

社が32もあり、水面と酒蔵の取合せが

独特の景観を醸し出している。

　その伏水の水源となっているのが、

桃山丘陵で、北側に稲荷山（233m）が

ある。桃山丘陵の北端にある大岩山

（182m）からは七瀬川が西方に流れ出し、

東高瀬川（長さ約5km）に合流する。

　伏見港は淀川の川港である。京都の

街中の舟運と言えば、高瀬舟が有名で

あるが、その通路であった高瀬川の流

末が伏見港なのである。伏見港にはも

うひとつ、琵琶湖疏水の末端がつなが

っている。伏見港と淀川（宇治川）の

水位には以前からかなりの

落差があり、舟の出入りに

は閘門を必要とした。今で

は宇治川の水位が低下した

ことから、この閘門は本来

の機能を失っているが、最

近になって修景工事が施さ

れ、モニュメントとしての

機能を果たしている。伏見

港につながる濠川や宇治川

派流では、近年の環境復元

ならびに町おこしの一環で、

十石舟や三十石船も復活し、

寺田屋浜や大蔵記念館浦な

どの船着場は観光客で賑わ

っている。 写真１　城南宮

写真２　東高瀬川

写真３　七瀬川

伏見の川・醍醐の川伏見の川・醍醐の川

お  ぐら いけ

ごうかわ

いもあらい

やく りき

お  つぼ

ふし   み
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平安貴族の優雅な行事である「曲水の

宴」の再現が行われている。

　城南宮のすぐ西側で１号線と鴨川の

間に、12世紀から14世紀頃まで代々の

上皇により使用されていた院御所であ

った鳥羽離宮跡があり、公園になって

いる。

　伏見の中央部を流れる川は東高瀬川

で、三栖で宇治川に合流する（写真2）。

以前は上流端に鴨川からの水が流れ込

んでいたが、今は縁が切れている。東

から合流する七瀬川は、伏見区深草地

域の大岩山に源を発する、流域面積3.7

km2、河川延長約５kmの１級河川であ

る（写真3）。川幅が狭く、暗渠部もあ

ることから、治水安全度が低く、浸水

被害がたびたび発生したため、1992年

度から京都市によって都市基盤整備河

川改修事業が進められ、2007年度に二

層式河川の区間が完成した。平常時は

浄化施設を通して、二層式河川の上層

部のみに水が流れ、せせらぎ風の憩い

の場となっている。増水時には大半の

水は下層部の暗渠を通って東高瀬川に

流出する。

　七瀬川の合流地点から下流の東高瀬

川は国の直轄区間となっており、すぐ

下流で疏水放水路が合流する。琵琶湖

疏水（鴨川運河）は南区内で鴨川の東

を南流した後、伏見区にある関西電力

墨染発電所横の船溜まりインクライン

跡（写真4）で一旦暗渠となり、東住吉

橋のあたりで南流して伏見港に向かう

濠川と、西流して東高瀬川に向かう疏

水放水路に分かれる。濠川は往時栄え

た伏見城の濠である。

　東高瀬川の東隣には普通河川である

旧高瀬川が流れているが、これは河川

と呼ぶにはあまりにも小さな溝と化し

ている。この溝を下ると、やがて出合

橋の近くで濠川に出るが、ここは濠川

から宇治川派流が分岐する点で、近年、

伏見港と合わせて景観を良くし、親水

性を高めるとともに、生物にも配慮し

た環境整備がなされ、最近では十石舟

や三十石船が往来する（写真5）。

　濠川の末端は伏見港である。以前は

ここが京都と大阪をつなぐ淀川舟運の

港として賑わったが、今は三栖閘門が

その面影を残すのみとなっている（写真6）。

しかし、2003年の世界水フォーラムの

際、閘門の旧操作室を改装して三栖閘

門資料館が開設され、伏見みなと広場

として新たな賑わいを見せている。閘

門のタワーに上ると、対岸には向島の

広大な遊水地が広がり、さらに南方に

は巨椋池を干拓してできた農地や向島

ニュータウンも遠望できる。広場の西

側には国土交通省淀川河川事務所伏見

出張所があり、構内にある上流域流域

センターは河川レンジャーの活動拠点

になっている。

　東高瀬川が宇治川に合流するところ

に京都大学防災研究所宇治川オープン

ラボラトリーがある。その敷地は7万m2

にも及び、大学の水理実験施設として

は世界一の規模であろう。最近、構内

の中庭の一部に巨椋池流域の1/200ス

ケール模型が作られ、市民の防災と環

境学習に供されている。

　観月橋の北東部にある丘陵地は桃山

丘陵と呼ばれ、伏見城のあった所であ

る。伏見城は豊臣秀吉と徳川家康によ

って、３度にわたって築城され栄えた

が、焼失したり取り壊されたりして、

廃城となった後には桃の木が植えられ

て桃山と呼ばれるようになった。しか

し、現在ではその面影はない。

　山上に聳える伏見桃山城大小天守閣

は1964年に建立されたもので、周囲は

公園となっている。伏見城北側の外堀

の遺構を利用して1993年に開設された

伏見北堀公園は、区民の憩いの場とな

っている。

〔伏見区東部〕

　桃山丘陵の東、伏見区東部を流れる

主な川と言えば、「山科川」である（写

真7）。山科川は京都市山科区から伏見

区へ流れる、宇治川の支流で、山科区

の中央部を南へ貫流した後、小栗栖地

区で緩やかに南西に向きを変えて伏見

区に入り、六地蔵地区から西にまっす

ぐに流れて伏見区桃山与五郎町と桃山

町伊賀の境で淀川（宇治川）右岸に注

いでいる。JR奈良線と京阪電車宇治線、

地下鉄東西線の駅が近接する六地蔵の

周辺は、長らく湿地帯であったところ

であるが、宇治川上流の天ケ瀬ダムの

建設と山科川の改修による治水安全度

の向上に伴って宅地化が進み、今やこ

の地域の賑わいの中心となっている。

ここから下流の山科川は宇治川の背水

が及ぶ区間であり、国の直轄となって

いる。その上流は同じ１級河川であっ

ても、京都府の管理する指定区間とな

っており、京の川づくり事業の一環と

して環境整備がかなり進んでいる。

　この山科川の支川に１級河川合場川

があり、日野地区東部の山地から西に

流れ出て、地下鉄「石田」駅の西で山

科川に合流する。合流点のすぐ下流に

は、京都市の東部水環境保全センター写真４　墨染発電所横の船溜まり 写真５　宇治川派川

写真６　三栖閘門
み　 す

あい   ば  がわ

お  ぐり   す

みやこ
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がある。合場川の源流部は供水峠であ

るが、峠のすぐ手前に供水を祀る祠が

あり、春の彼岸から秋の彼岸までの半

年間、湧水が出る。その麓近くには鴨

長明が方丈記を表した庵のあったとさ

れる方丈石がある。すぐ下流には野外

活動センターがあり、そこからしばら

くの区間は地元不動講町の方々によっ

てホタルを育てる運動が続けられてい

る。合場川の勾配は急で、洗掘を防ぐ

ため、底面もコンクリートで固められ

たいわゆる三面張りとなっているが、

普段の水量はごく少ない。近くには日

野小学校と春日野小学校という２つの

小学校があり、春日野小学校の横で、

支流の日野川が合流する。

　日野川は、宇治市の天下峰に源を発

し、宇治市の区間では普通河川である

が、京都市に入ってからは準用河川に

指定され、改修がなされている。途中

の野色地区にはホタル護岸が整備され、

近年までホタルの飛翔が見られたが、

ここ数年はそれも見られなくなってい

る。そのすぐ下流からは、元の川筋に

人家が張り付いていて改修が行えず、

1kmほどに渡って地下に暗渠の放水路

が掘られ、洪水はそちらへ流れるよう

になった。分派点の約500m下流にある

岡西橋のたもとに、法界寺と親鸞聖人

の誕生院がある。その約500m下流で先

に述べた地下放水路が旧河道と合流し、

そこから下流は、かなり断面の大きな

河道となり、両岸には高さ１m程の転

落防止柵が施されている。

　改修後は毎年川浚えが行われ、河床

が平らに均されるため、生物がほとん

ど住めない状況になっていたが、地元

の日野川水辺の会の要望によって、最

近では、日野橋よりも下流の区間は定

期的な浚渫を行わなくなっている。

　日野橋の下流約300mのところに保育

園があるが、2003年にその横の20mの

区間で堤防を後退させてワンドを設け、

階段で水際まで降りられるよう環境整

備が行われた。地元ではこれを「はぐ

くみワンド」と称している（写真8）。

その保育園ではさらに、正門前の水田

跡を利用したビオトープ整備も行って

いる。

　合場川の合流点より約1km上流側で

山科川に合流する支川として、万千代

川があり、上流部に世界遺産の醍醐寺

がある（写真9）。下醍醐寺の仁王門より

北へ黒門を出てすぐ右側に威独水井戸

がある。不動滝を経て上醍醐寺に上る

と、醍醐水があり、名水として知られ

ている。醍醐寺の北、旧奈良街道、新

町バス停の少し北に「おこうずいさん」

と呼ばれる独鈷水がある。以上、威独

水、醍醐水、独鈷水を醍醐三水と呼ぶ。

　また、山科川の西、小栗栖地区から

伏見に通じる山中には、弘法大師杖の

水がある。

　ところで、この醍醐地区に、琵琶湖

疏水の水を導く洛東用水路がある。こ

れは第一疏水藤尾分水口より、延長11km

に及ぶ灌漑水路で、1892年以後徐々に

南に延伸され、1948年に日野まで到達

したが、その約半分は応急的な素掘り

水路であったため、日野までは水が到

達せず、現在、醍醐から南の部分は廃

止されている。しかし、山科から醍醐

寺裏までは用水路として健全に守られ

ており、毎年5月3日に水路掃除をして

保守されている。

〔伏見区南部（向島と巨椋池）〕

　向島は、元は伏見の南に広がってい

た巨椋池の中の湿地帯であったが、豊

臣秀吉が文禄年間に伏見城を築くにあ

たって、宇治川の川筋を伏見へ北上さ

せるために槙島堤（宇治堤）を築き、

大和街道（奈良街道）を豊後橋（現在

の観月橋）に直結させ、近隣住民の一

部をここに移住させた（写真10）。1595

写真７　山科川（小栗栖付近）

写真８　日野川はぐくみワンド 写真９　醍醐寺 写真10　観月橋

写真11　宇治川ヨシ原

写真12　巨椋池干拓地内の内田蓮園

い どく すい

だい ご   すい

どっ  こ   すい 
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（文禄3）年、家康は向島の私邸において

観月の宴を催し、そこに正客として秀

吉を招いている。秀吉はこの観月の宴

をたいそう楽しみ、後に自分も月見の

城を築いた。それが向島城である。秀

吉没後、向島城は家康の居城とされた

が、1620（元和6）年に伏見城とともに

破却された。かつて城があった辺りに

は現在向島ニュータウンができ、城跡

としての面影は全くないが、名残とし

て、本丸町、二の丸町、鷹場町などの

地名が残されている。近鉄向島駅のす

ぐ前から東方600mにわたって、向島中

央公園があり、中央から東西に幅約２

mのせせらぎ水路が流れ出ている。水

源は地下水で、鉄分が多く含まれてい

るが、メダカ、ホタルの生息やハスの

開花も見られ、市民の憩いの場となっ

ている。

　向島の北端に位置する宇治川左岸河

川敷には広大なヨシ原が広がり、ツバ

メの塒地として、全国的に知られてい

る（写真11）。その中央部を第二京阪道

路が横切ることになった時、照明の向

きや色等、その影響を緩和する工夫が

なされた。一方、その東側の河川敷に

は軟式野球場９面、少年野球場４面を

有する宇治川公園が広がり、市民のス

ポーツ振興に役立っている反面、自然

環境を侵していることから、国土交通

省宇治川河川保全利用委員会ではその

漸次縮小を提言している。

　向島の西方から久御山町北部、宇治

市西部にかけては、広大な農地が広が

っている。これは巨椋池干拓地で、京

都府南部の穀倉地帯となっている。そ

の西北端、国道１号線の直近の一口地

区に、内田蓮園があり、100種類ほどの

ハスが栽培されている（写真12）。また、

そのそばに巨椋池の動植物を鎮魂する

大池神社があり、漁業記念碑が建って

いる。すぐ南には、かつて巨椋池漁業

権の総帥として御牧13ケ村の庄屋であ

った山田家があり、風格のある長屋門

が残っている。そのすぐ傍らには、前

川と呼ばれる巨椋池排水幹線が流れて

おり、両岸の堤は桜の名所となってい

る。

　前川の下流端すなわち宇治川左岸へ

の合流点には、巨椋池土地改良区の管

理する基幹排水施設である巨椋池排水

機場、すぐ隣には、国土交通省の管理

する久御山排水機場があり、巨椋池地

区の内水災害を防止している。巨椋池

排水機場の一画には巨椋池まるごと格

納庫があり、巨椋池の資料とともにジ

オラマ模型が展示されている。

3．伏見の川の環境
　伏見の伏流水の水質は、酒造に用い

られることからもわかるように、概ね

良好である（図1）。しかし、旧巨椋池

流域の地下水は鉄分が多く、空気に触

れると酸化して赤茶色の沈殿を生じる

ことがある。主な河川の水質は概ね環

境基準を満たしているが、山科川の一

部や七瀬川において、やや水質が劣っ

ている。日野川においても平常時は概

ね水質が良好であるが、ときおり晴天

時であるにもかかわらず、川が白濁し

て、魚が浮き上がるようなこともある。

下水道整備ができており、本来汚水が

河川に流れ込むことはないはずである

が、不注意により、汚水を雨水側溝な

どに流すことがあるのであろう。また、

面積が減ったとは言え、農地からの肥

料や農薬の流出も、下流の大阪湾への

負荷を考えると、一層の抑制を心がけ

る必要があろう。

　地下水に鉄分が多いことを反映して、

河原に生育するヨシの根に水酸化鉄が

付着して固形化し、周囲の土が侵食さ

れたあとに幼児や動物に似た形の鉄の

固まりが残存しているところがある。

全国的に有名なのは愛知県の高師原で、

高師小僧と命名され、天然記念物に指

定されている。伏見の近辺では、八幡

市木津川御幸橋近辺の河岸崖に多く見

られる。

　伏見区内の鴨川には大きな堰（落差

工）が２つあり、魚類の遡上を妨げて

いた。鴨川の最下流部で桂川への合流

点に近い龍門堰は落差が２m近くあった

が、2011年度から、京の川の恵みを活

かす会の努力によって、アユの遡上期

に仮設魚道が設けられ、かなりのアユ

澤井健二（2006） 関西の川歩きNo.20 伏見の川・

　日野川―伏水・舟運で栄えた町と歴史の里の

　今―，環境技術，35(1)，70-72．

田中明成（2005） 親鸞聖人ゆかりの地 京都・日野

　の里，いなば明成苑出版部．

が遡上するようになった（写真13）。そ

の後、2013年の台風18号による豪雨時

にこの堰のすぐ上流で越水被害が生じ

たことから、2015年にこの堰は撤去さ

れた。また、名神高速道路のすぐ上流

側にある今井堰にも2013年度から仮設

魚道が設けられるようになった。活か

す会ではさらに上流の落差工にも徐々

に仮設魚道の設置を拡大しており、近

い将来、鴨川の全域にアユの遡上する

ことが期待されている。

　　　　　　　　　　　  （澤井健二）

写真13　鴨川龍門堰と市民団体による
　　　　仮設魚道の設置

図1　伏見の川におけるBOD年度平均値の
　　  経年変化
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大戸川大戸川

　ダムサイト予定地の約1.5 km上流に

は、小規模な水路式の水力発電所、関

西電力大戸川発電所（最大出力1,600

 kw  写真1）がある。1911（明治44）年の

建設で、当初は旧京都電燈牧発電所と

して京都市に送電していた。発電所建

屋はほぼ当時の煉瓦造りのまま現役保

存されており、土木学会選定「現存す

る重要な土木遺産2800選」のAランク

に指定されている。

4．紫香楽宮跡
　大正時代に信楽町黄瀬・牧で300余り

の礎石からなる遺跡が発掘され、聖武

天皇が造営した紫香楽宮（742～745）と

比定された。しかし、1960年代後半に

その北約2 kmの宮町で圃場整備事業が

実施された際に、巨大な柱根や遺物が

出土し、1986年に宮町遺跡が紫香楽宮

跡（19.3 ha）と比定された。なお、黄

瀬牧遺跡は、礎石の配列から東大寺に

先駆けて大仏を建立した甲賀寺跡と考

えられている。

5．朝宮茶と信楽焼
　信楽町の特産は茶と陶器である。茶

は信楽盆地西部の丘陵地（300～400 m）

朝宮地区で栽培されており、古くから

朝宮茶として日本五大銘茶（朝宮、狭

山、宇治、静岡、大和）のひとつに数

えられている。一方、狸の置物で有名

な信楽焼は、紫香楽宮の瓦を焼いたの

が始まりと伝えられ、こちらは日本六

古窯（信楽、備前、丹波、越前、瀬戸、

常滑）のひとつに数えられており、多

くの窯元・販売店が軒を連ねている。

ちなみに、名画の複製陶板で有名な大

塚オーミ陶業（株）の工場も信楽にある。

信楽駅の北東約1.5 kmに広がる丘陵地

には滋賀県立陶芸の森があり、陶芸館

や信楽産業展示館、創作研修館、星の

広場などが整備されている。

6．信楽高原鐵道列車衝突事故
　JR東海道線（琵琶湖線）草津駅で草

津線に乗り換え、貴生川駅で信楽高原

鐵道に乗り換えると、終点が信楽駅で

ある。信楽で世界陶芸祭が開催されて

いた1991年5月14日、信楽発貴生川行き

普通列車（4両編成）と京都から乗り

入れた超満員のJR臨時快速列車（3両

編成）が黄瀬で正面衝突し、双方の乗

客・乗員42名が死亡、614名が重軽傷

を負う大惨事を起こした。乗客・乗員

合わせて107名が亡くなったJR福知山

線列車脱線事故（2005年4月）の14年

前のことである。黄瀬の事故現場の傍

では、慰霊碑が安全軽視の経営による

事故は二度と繰り返されぬよう見守っ

ていたのではあるが。

　　　　　　　　　　　  （國松孝男）

と言われたほど流入土砂量が多い暴れ

川で、下流瀬田川・淀川の治水にも影

響を与えた。明治政府は1873（明治6）

年に「淀川水源砂防法」を制定して、

1878年から山腹緑化と流路安定工など

の近代的砂防工事を進めた。

　支流天神川にはお雇い外国人の１人

で、1873年に招聘され30年以上滞在し

たオランダ人土木技師デ・レーケが指

導し、田辺義三郎が設計した砂防堰堤

「鎧堰堤」（堤高6.8 m、幅4.0 m、11段

の石積み造）が、当時の石組みのまま

現存している。砂防事業は2007年に終

了した。

3．大戸川ダム計画
　大津市上田上牧地先に下流域の洪水

対策と淀川の治水事業の一環として大

戸川ダムが計画されている。すでに設

計・用地買収・移転などの補償を完了

し、県道１６号大津信楽線の付替工事が

続いているが、ダム建設は現在、凍結

されている。しかし、消費税を増税し、

国土強靱化をスローガンにして大型公

共事業を復活させて経済成長路線を進

める国の政策を背景に、2017年12月の

県議会でダム本体の早期着工を求める

決議案が可決されるなど、凍結解除が

少なからざる市民の反対を押し切って

政策決定されるのは時間の問題かもし

れない。

1．流域の概要
　大戸川は流域面積190 km2、河川延

長38 kmの１級河川である。滋賀県の東

南端で京都府と三重県に接する辺りに

発し、信楽山地（標高約400～700 m）を

北流して甲賀市信楽町黄瀬付近で流路

を西に変え、田上山地（同約400～600 m）

北部を流れ、田代川が流入する付近で

大津市に入る。最下流では背割堤によ

ってしばらく瀬田川に併行するように

合流する（タイトル写真）。中～上流域を

占める旧信楽町（164 km2、一部流域外

を含む）の人口は13,739人（2005年）、

水稲作付面積は300 ha、森林率は82 ％

である。田上山地は深層風化が進んだ

花崗岩地域独特の急峻な地形で、京阪

神のハイカーには湖南アルプスとして

知られている。

2．田上山地の砂防
　大戸川流域は木材や薪炭などの過度

な利用によって江戸時代にはすっかり

禿げ山になっており、「水七合に砂三合」

写真１　関西電力大戸川発電所



　田邊家は幕府に仕えた家であったが、朔郎が

生まれた9ケ月後に父親が亡くなった。その後

の明治維新で生活は困窮し、この時の母親の辛

苦が朔郎の不屈の精神を養ったと言われる。

　１８７１（明治4）年に叔父の田邊太一が外務省に

任官し、しばらくの間平和に過ごせるようにな

った。叔父の勧めもあり工部大学校（現・東京

大学）に入学したが、叔父が破産し学資が工面

できなくなり、借金をして学業を続けた。

　工部大学校の目的は新しい日本の国土造りで

あり、田邊朔郎は「東海道筋并京都大坂」での

学術研究が命じられ、琵琶湖疏水をテーマに取

り上げた。

　山を踏査しているとき、

足を滑らせ右手の中指を

岩に打ちつけ骨折した。

治療するお金が無くて骨

膜炎を悪化させ1年半激

痛に耐えて、「琵琶湖疏水

工事の計画」をまとめた。

京都府に任官が決まり、

その支度金でやっと手術をしたが、右手中指は

短くなってしまった。１９４４（昭和１９）年、８２歳

で逝去した。

田邊朔郎 琵琶湖疏水〔勝矢〕
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　「白川と文学」と言えば、祇園新橋地区の白

川南通に建つ吉井 勇の「かにかくに」歌碑が有

名である。１９５５年建立の歌碑には、吉井 勇「祇

園歌集（１９１５）」の「かにかくに祇園は恋し寝る

ときも枕の下を水のながるる」が刻まれている。

にかくに祇園は嬉し酔ひざめの枕の下を水の流

るる』であったように思う…」と述べている。

しかし、２００９年に吉井の草稿が発見され、「こ

れは何かの思い間違い」と書いていることが判

明した。もっとも、この部分はペンで線が引か

れ雑誌に掲載されなかった。研究者は、「谷崎に

恥をかかせまいという吉井の配慮がうかがえる

一級の資料」と評価している。

　祇園新橋地区の白川河畔は映画やテレビドラ

マのロケ地でも有名である。白川にかかる巽橋

の映像は、一力茶屋とともに祇園を象徴するシ

ーンとして多用されている。

白川と文学・映像 白川〔古武家〕9

　平安京は唐の都を模した東西４.５km、南北５.２

kmの規模で、桓武天皇により７９４年に建設され

た。区画制度の条坊制により東西１３大路、南北

１１大路で区切られ（一辺の区画約５５０m）、東西

の列は条（一～九条）、南北の列は坊（朱雀大路

を中心に左京、右京に一～四坊）と呼ばれた。

中央北辺の大内裏（１.１×１.４km）には朝堂院、

大極殿、豊楽院（宴会場）、内裏（１７０×２１５m）、

諸官庁が配された。天皇が住む内裏の中心は儀

式の場である紫宸殿で、周りに清涼殿（住居）、

七殿五舎（後宮）が置かれた。大内裏南に朱雀

門，朱雀大路南に羅城門があった。

　貴族の住居であった寝殿は固定的間仕切りが

なく、外部とは妻戸や格子で隔てられ、内部で

は障子（現在の襖）、御簾や移動式の屏風、几帳

などが使われた。主人夫妻が住む中心部の母屋

（もや）と女房が住む周辺の廂（ひさし）が区別

され、外周に

は簀子（すの

こ）と言う濡

れ縁が付いた。

母屋の面積は

１００m2程度で

ある。

平安京大内裏と寝殿 京の川〔古武家〕11

　鴨川の過去の歴史は水害との戦いであった。

平安京への遷都以来、洪水に悩まされており、

平安時代初期の８２４（天長元）年には、鴨川の治

水工事を担当する防鴨河使（ぼうがし）がおか

れ、水害の防止にあたった。平安文化が最盛期

を迎える頃より洪水の被害が多くなり、白河法

せぬものは、鴨川の水、スゴロクの賽、山法師の

み」と三不如意の嘆きを発せられるほどであった。

　１９３５（昭和１０）年6月２９日に京都をおそった

豪雨は降雨量２６９.９ミリで、洪水となって広範囲

の浸水と大きな被害をもたらした。三条大橋を

始め３０以上の橋を流失させ、無傷で残ったのは

コンクリート造りの3橋にすぎなかった。

　この被害を受け、１９３６（昭和１１）年から大規模

な改修工事に着手し、柊野堰堤や河道の掘削・

拡幅、落差工の建設などを行った。２００９（平成

２１）年7月の３２３ミリの降雨でも大きな被害は

免れた。

昭和10年の大雨 鴨川・明神川〔勝矢〕
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　１９５３年9月２５日に上陸した台風１３号により、

宇治橋下流では、右岸の無堤地区が浸水し、浸

水面積は２７５haに及んだ。さらに、木津川、桂

川の増水の影響を受け、宇治川の水位が上昇し、

向島下流約2kmの左岸堤防約４５０mが破堤する

に至った。このため、木津川より東、宇治川に

至るまでの佐山、御牧地区、巨椋池干拓地一帯

が２５日間の長期にわたり浸水した。

　この災害の後、宇治川の上流に天ケ瀬ダムが

建設されることになり、１９６４年に完成した。

１９６５年9月１７日の台風２４号では、観月橋付近の

外環状線に宇治川の水が流れ込み、一帯が浸水

した。

　２０１３年9月１６日の台風１８号では、氾濫は免れ

たものの、宇治川は相当に増水し、堤防からの

漏水が数

カ所で見

られるな

ど、緊迫

感が漂っ

た。

宇治川の氾濫 伏見の川・醍醐の川〔澤井〕6

　１１８５（寿永4）年に平家一門は壇ノ浦で滅亡し

た。翌年に御白河法皇は、子供である高倉天皇

の中宮であり生き残った建礼門院を大原寂光院

に訪ねられた。若狭街道は監視されていたので、

夜の明けないうちに鞍馬街道を進み、江文峠を

越えて遠回りをされた。人跡の絶えた道を進み、

ようやく寂光院に至られた。法皇は庭の池に浮

草がただよい、錦をさらすかのようであるのを

見られて、「池水に みぎはのさくら 散しきて な

みの花こそ さかりなりけれ」と詠まれた。

　御庵室に入られると、建礼門院の御製とおぼ

しき歌があった。「思ひきや み山のおくに 住ひ

して 雲ゐの月を よそに見んとは」

　建礼門院は後白河法皇の来訪を戸惑ったが、

阿波内侍に促されて対面された。そして、自ら

の運命を仏教の世界観である六道になぞらえて

語られた。物

語のテーマで

ある「諸行無

常」を象徴す

る場面である。
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宇治川の破堤（1953年、京都大学防災研究所展示資料）

流出する三条大橋（京都府提供）

寂光院

祇園の白川巽橋

田邊朔郎

京都御所紫宸殿

皇の院政時代以

降は回数も被害

も大きくなった。

白河法皇（１０５３

～１１２９）が「朕

（ちん）が心に任

　この歌につい

て、谷崎潤一郎

は「磯田多佳女

のこと（１９４７）」

の中で、「私の記

憶によれば、こ

の歌は最初、『か
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