第5章 木津川水系

木津川上流
【きづがわじょうりゅう】

えてくれる。
な支流と木津川が流れている。

川が北に曲がる手前に阿保宿があり、

なお、木津川の名前の由来は、奈良

には、大村神社がある。この神社の本

伊賀地方の木材が伐採され、川によっ

殿の横には要石があり、地震を呼ぶ大

て現在の京都府木津川市付近にまで運

ナマズを石が押さえているということ

ばれたのであるが、木材が陸揚げされ
る地点が、
「き
（木）のみなと（津）」と呼

かなめ いし

服部川（右）
と柘植川（左）
の合流点

写真１

で、
地震の神様として有名である
（写真3）。
阿保の北方には国指定名勝および史
じょ の こし

ばれたことによっている。

ろからの地盤の上昇で準平原となった

跡城之越遺跡がある。ほ場整備の際に

柘植川は、伊賀市東北部の加太峠付

が、地震による断層により低地が形成

立石や貼り石がある大溝が発見された。

近を源流とし、柘植盆地を西に流れて

された。最も落ち込みが大きかった伊

大溝には、３つの小さな泉がありそこ

伊賀市市街地の北部で服部川に合流し

賀・大山田地区に約400万年前に大山田

から湧き出た水が集まって水路となっ

ている（写真 1 ）。服部川は、三重県伊

湖ができ320万年前まで続いた。これが

ており、当時は水に関する祭礼が執り

か ぶと

1．地形・地質

この辺りの中心となっている。町の東

かん が

盆地に官衙や寺社を造営するときに、

木津川は、淀川の支流の一つで、三

賀市と津市の境にある布引山地の伊賀

古琵琶湖の始まりである。次いで、約

行われていたのではないかと推定され

重県の布引山地（通称、青山高原）に

越峠付近を源流とし、大山田盆地を西

300万年前から270万年まで阿山湖がで

ている（写真4）。現在は、展示として

端を発し、大阪府と京都府の境あたり

に流れ伊賀市市街地北西部で木津川に

き、甲賀湖（阿山湖後期）、蒲生湖沼群

水を循環させているが、発掘した当時

で淀川に合流している。ここでいう木

流入している。木津川は、服部川と同

と消長を繰り返しながら、次第に北上

は水が流れていたそうである。

さか げ

あ お

津川上流部は、三重県と京都府の境よ

様に布引山地の坂下を源流とし、阿保

り上流を対象としており、そこには北

盆地を西にそして上野盆地を北に流れ

大山田湖には土砂が堆積し、古琵琶

ている。木津川は、その後、伊賀市西

湖層といわれる地層が形成された。服

北部から笠置山地を

部川ではこの地層の露出を見ることが

刻みこむように岩倉

できる。また、平田の交差点より西側

峡の渓谷を形成して

の川沿いにせせらぎ運動公園があるが、

西に流れている。

その西端に350万年前のものとされるゾ

つ げ

から順に柘植川と服部川の二つの大き

これら三河川の集
水域は、滋賀県甲賀
市の一部を含んでい
る他はほぼ伊賀市全
域となっている。
上野盆地およびそ
の周辺部は、中新世
（約2300万年〜約500
万年前）のころには、
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していった。

ウ・ワニの足跡化石のレプリカがある
（写真2）。

写真２

服部川にあるゾウ・ワニの
足跡化石（レプリカ）

2．歴史・文化
上野盆地は、奈良盆地から東国への
交通路であり、古くからの遺跡や史跡
がある。
〔木津川〕
木津川が阿保盆地を流れるあたりは

浅い海だと考えられ

初瀬街道が並行しており、盆地の東端

ている。500万年前こ

に伊勢路宿があって大きな常夜灯が迎

い せ

じ

写真３

大村神社拝殿
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かん べ

近鉄伊賀神戸駅から北方に神戸神社
おおひるめのむちのみこと

がある。この神社は、大日

貴命（天

照大神の別称）を主祭神としているが、
やまと ひめのみことせいき

のである。近年数が減ってきている
が、田に水を入れる季節の風物詩とな

あな ほの みや

服部川が上野盆地に流入する手前は
両側から丘陵が迫る中ノ瀬がある。そ

っている（写真6）。

の中ごろの道路際に、中ノ瀬磨崖仏が

倭姫命世記によれば倭姫命が天照大神
を祭る場所を捜し歩いた途中、この地

時が偲ばれる。

ある（写真9）。真ん中が伝阿弥陀三尊

〔服部川〕
服部川の最上流部、県道42号と国道

像、向かって右側に地蔵菩薩像、左側

ったとされており、元伊勢と呼ばれて

163号（伊賀街道）が出会うあたりに、

に不動明王像である。これらは、新大

いる
（写真5）。拝殿の奥に立派な本殿が

芭蕉の有名な句

仏寺を創建した宋系の石工によって彫

（穴穂宮）に垂仁天皇66年から4年間祀

られたとされている。

あり、伊勢神宮が20年に一度の遷宮で
建て替えられるとき、その古材を譲り

を刻んだ猿蓑塚がある（写真7）。

写真６

道が服部川を渡る手前の四つ辻に、

服部川に沿って走る伊賀街道を下る

鍵屋の辻で仇討を果たした渡辺数馬に

天之真名井と呼ばれる泉があって、い

と、藤堂（津）藩が津と伊賀の間で公

加勢した荒木又右衛門の生誕之地の大

つも枯れることなく水がわき出でている。

用の荷物を運ぶのに設けた伊賀八宿の

きな石碑がある。実際に生まれたとさ

一つ平松宿にでる。

れている荒木村は、石碑よりやや南に

受けて建て替えられている。境内には、
あめ の ま

な

い

うえばやし

上林には、国道422号に沿って水路が
ある。田植えの頃になると水路から田

その西側、川を挟んだところに新大

に水をくみ上げる水車が並ぶのが、上

仏寺がある（写真8）。平安時代末期の

林の水車群である。水車の板の端に付

源平の争いの時に、奈良の東大寺大仏

けた空き缶で水をくみ上げる簡便なも

殿が焼失するが、その復興に尽力した
しゅんじょう ぼう ちょう げん

俊乗坊重源上人が開設した寺院である。
そま

つ

み ゑ

猿蓑塚

階に、柘植を代表する松尾芭蕉、橋本
はかる

策、横溝利一に関する資料が展示して
ある。橋本は、明治時代に活躍した医

その街中に、
都美恵神社がある
（写真10）。

師で甲状腺リンパ腫の病気である橋本

の廬舎那仏（国指定重要文化財）のほ

この神社は、由来では出雲民族の神を

病を発見し、世界的に知られている。

か、木造俊乗上人坐像（同重文）など

祀るとされる古い神社であるが、名前

資料館から柘植川を挟んで反対側の

がある。

については神戸神社と同じく倭姫命が

山際に、萬壽寺と福地城址がある。萬

に出る。伊賀市は、三重県でも古墳の
じ おん じ

田で最大規模の前方後円墳の寺音寺、
なり つか

珍しい副葬品が出土した鳴塚、盛土が
せん どう

無くなり玄室と羨道だけが残っている
つじ どう

辻堂の三つの古墳が有名である。また
おおとものみ

この地には、壬申の乱に敗れた大友皇
こ

いがの うね め やかこのいらつめ

子の母であった伊賀采女宅子娘の生誕
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大海人皇子が吉野から美濃に逃れる際
大和街道の上柘植宿がおかれていた。

多い地域である。この付近では、大山

神戸神社拝殿

写真７

最上流部の柘植は、壬申の乱の際、

人はそれらの山から木材を切り出す作

街道を進むと伊賀八宿の一つ平田宿

写真５

〔柘植川〕

に通った場所で古来より交通があり、

る しゃ な ぶつ

城ノ越遺跡

ある。

伊賀には、東大寺領の杣山があり、上
業を指揮したのである。寺には、本尊

写真４

上林の水車群

の地と伝わり、これらの古墳群から往

あへ と

み ゑのみや

しばらく天照大神を祀った敢都美恵宮

壽寺には、松尾芭蕉の墓碑がある（写

よりとったとされている。

真11）。芭蕉の祖先は福地氏の一族で

近くに徳永寺がある。この寺は、徳
川家康が堺から三河に脱出する際に、

あるとされており、城址は芭蕉公園と
なっている。

立ち寄ったとされている。瓦には徳川

柘植川が上野盆地に出るあたりに、

の紋である三つ葉葵がついており、ま

大和街道の佐那具宿がある。その南東

た藤堂家代々の寄進状が市の文化財と

に三重県最大規模の国史跡御墓山古墳

して残っていて、徳川幕府との特別の

がある。五世紀前半に築かれた前方後

関係をうかがわせる。

円墳で、被葬者は、孝元天皇の皇子で

高台にある柘植歴史民俗資料館の２

さ

な

ぐ

み はか やま

四道将軍の一人として北陸地方に派遣
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おおびこのみこと

された、大彦命と伝えられている。
名阪国道一宮インターチェンジの南
あえくに

年に藤堂高虎が伊勢および伊賀の領主

■■■

大和街道（奈良街道）の宿場町として

として封ぜられた時、豊臣方との戦に

栄えたところである。山手の方に本尊

側に、伊賀一ノ宮の敢国神社がある（写

備えて改築されている。本丸の西側に

の国指定重要文化財十一面観音立像が

真12）。658（斉明天皇4）年の創建で、

は、日本有数の高さを誇る石垣が築か

ある観菩提寺がある
（写真17）。正月に

大彦命、少彦名命、金山比

命の三柱

れている。城内には、国指定重要文化

は県無形文化財の修正会が開催され、

が祀られている。伊賀だけではなく、

財俳聖殿、芭蕉翁記念館、忍者博物館

東大寺の修二会（お水取り）が二月堂

広く信仰を集めている神社である。

などがある。

に行われるのと対比して、正月堂と呼

すくな ひこ なのみこと

かなやま ひ めのみこと

城の南にある国史跡旧崇廣堂（写真

しゅ しょう え

しゅ に え

写真１１ 松尾芭蕉の墓碑

伊賀市の市街地は、上野盆地の北部

数少ない藩校で、藤堂藩が1821（ 文政4）

いる（写真15）。

年に設立したものである。崇廣堂の講

木津川に架かる長田橋へ上る坂の途

伊賀上野城（写真13）は、市街地の北

堂は三方を広縁で囲まれた大きな建物

中、右手に淀川遡航終点碑が立ってい

寄りにある。この城は、1585（ 天正13）

で、正面には上杉鷹山が書いた扁額

る（写真16）。岩倉峡には、大きな岩盤

にある丘陵の上にある。

年に大和郡山から移封された筒井定次
によって近世の城郭として建設された
が、関ケ原の合戦の後、1608（ 慶長13）

があってその上流部は湖のようになっ

（レプリカ）がかかっている。
お

た

城の西にある県指定文化財旧小田小

ていたのを、慶長年間（1596〜1615）に

学校本館は、1881（明治14）年に地元

筒井定次が京都の豪商、角倉了以に要

の寄付によって建てられたもので、木

請してこれを除去させた。角倉は、同

造の小学校校舎としては三重県で最も

時に水路を開き、高瀬舟での船運を長

古いものである。

田まで開通させた。この碑は、淀川改

西大手の交差点から坂を下ると、鍵

新大仏寺大仏殿

写真１２ 敢国神社（伊賀一ノ宮）

修百周年の記念に、港があった小田に

屋の辻に出る。ここは、日本三大仇討

建てられたものである。なお、船運は、

の１つである伊賀越仇討のあった場所

安政の大地震（1854）によって船の通

で、鍵屋の辻史跡公園となっている。

行が困難となり、廃止となった。

その道路際に洪水の記録標が建ってい
写真８

やま すげ

大和街道を奈良方面に行くと山菅に津

14）は、建物が現存している日本でも

〔伊賀市内〕

ばれ多くに人が参拝する。島ケ原から

にし ひ なた

城の南の上野西日南町には、芭蕉の

る。このあたりは幾度も浸水しており、

門人の服部土芳の草庵であった蓑虫庵

記録標の最高水位は2.52ｍと記されて

がある。伊賀市には芭蕉ゆかりの草庵
が五つあったが、現存しているのはこ

写真１３ 伊賀上野城

の草庵だけである。
〔岩倉峡・島ケ原〕
岩倉峡は川の中に大小の岩が散在し、
両側から山塊が迫って渓谷美をなして
いる。岩倉から右岸の道路を川下に進
写真９
中ノ瀬磨崖仏
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むと岩倉峡公園がある。
写真１０ 都美恵神社

川を下ったところにある島ヶ原は、

写真１４ 旧崇廣堂
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幡の関所跡がある（写真18）。

魚種も豊富で、伊賀川漁業協同組合、

久米川は他に比べて高い値を示してい

〔伊賀忍者〕
三河川の流域には、忍者に係る史跡
が幾つもある。
伊賀地方は、平安時代以降東大寺の

る。2007年頃までは減少傾向を示して

服部川上流漁業協同組合があってアユ

いたが、その後やや増加し、3〜4mg/L

漁が行われている。また、服部川支流

となっている。この流域では、1988（ 昭

にある馬野渓谷では、渓流釣りが盛ん

和63）年から2000（平成元）年にかけ

である。

て大規模な開発が行われ、生活排水の

荘園となっており、他の地方のように

流入による影響とみられる。比自岐川

国守・地頭が戦国大名としてその地を

は、小さな変動は見られるが、ほぼ1mg/L

執筆にあたり、現地の案内から資料・

支配する形ではなく、多くの地侍が小

前後の値を示している。この川は農村

写真の提供まで、木津川源流研究所

さな館を築いて勢力を争っていた。そ

地帯を流れる川で、農村集落排水処理

川上

のような小競り合いの中で活躍したの

施設が2000年から稼働していることも

謝意を表する。

が忍者で、敵の情報収集や敵地でのか

水質が良好である一因と考えられる。

く乱など行っていたが、それらの忍者

1999（平成11）年の流域住民へのア

を束ねていたのが上忍で、伊賀には服

ンケート調査によれば、やや汚い34％、

参考文献

部、百地、藤林の三家の上忍がいたと
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川のBODが環境基準の2mg/L以下にな

写真１7

観菩提寺（正月堂）

大和街道

写真１8

藤堂藩関所跡

ほうじろ

り始めた時期で、住民が厳しい目で河
川を見ていたことが示されている。

東部山中の喰代に、伊賀では大規模
であった百地氏の砦跡がある。

3．環
〔水

境

質〕

写真１５ 洪水の記録標

辞

聡氏の協力を得たことを記して
（山本

攻）
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伊賀市によって測定されている。いく

体長100 cmを超える夜行性の両生類で、

つかの測定点のうち、木津川と服部川

日中には見ることが難しいが夕方には

道．

の合流点下流の岩倉橋、服部川と柘植

姿を見せることもある。

http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/kaidou/
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川の合流点下流の伊賀上野橋、伊賀市
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街地南部を流れる久米川が木津川に合
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流する直前の芝床橋、比自岐小盆地を
ひ

じ

三重県環境生活部文化振興課，みえの歴史街

き

流れる比自岐川が木津川に入る手前の
ひじき

枅川橋の4地点のBODを図1に示す。
木津川と服部川は、以前は2〜3mg/L
写真１６
淀川遡航終点碑

138

であったが、2007（ 平成19）年頃からは、
1mg/L以下となっている。これに対し、

図1

木津川、
服部川等のＢＯＤ経年変化
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第5章 木津川水系

名張川
【なばりがわ】

遡ると赤目四十八滝渓谷で有名な赤目
岳地帯を源流とする宇陀川であり、青

川（丈六川）と合流する。約4kmの渓

蓮寺ダムを擁する支流の青蓮寺川を合

谷は徒歩で散歩できるが、滝の数は48

わせ、名張川は水流の豊かな河川であ

滝ではなく、赤目五瀑（不動滝・千手

る。約1500万年前〜258万年前に発生

滝・布曳滝・荷担滝・琵琶滝）を主と

した日本列島の誕生は、太平洋プレー

する20滝である（写真1）。渓谷には、

トとフィリピン海プレートの沈み込み

滝の景観や整備された歩道もあり、大

によるユーラシア大陸から切り離され

気中にフィトンチッド成分（テルペン

た現象であり、火山活動が活発化し、

類）が豊かな所であり、森林浴を楽し

伊賀盆地の地帯は、中央構造線に隣接

むことができ、環境省の名水百選に指

写真４

香落渓（屏風岩）

定されている、また、名張川本流の上
流は比奈知ダム
（写真2）
を擁する長瀬・

1．地形・地質

太郎川と呼ばれ、清流が続く、支流の

名張川は、伊賀盆地の西端に発展す

青蓮寺ダム（写真 3）を擁する青蓮寺川

る名張市を流れる全長62kmの1級河川

を約10km 遡ると、香落渓と呼ばれる

である。源流は比奈知ダムを擁する上

景勝地がある（写真4）。特に、安山岩

流にあり、下流の月ヶ瀬渓流を経由し

質の牛落岩・屏風岩・鹿落岩・天狗柱

か おち だに

岩・雨宿岩などは秋の紅葉とともに川

て高山ダムから木津川左岸に流入する。
主支流は、室生赤目青山国定公園の山

写真１

赤目四十八滝（霊蛇滝）

写真５

室生ダム

歩きには最も適した景観である、渓谷
を遡ると奈良県曽爾村の高原地帯に出
る。

しているため火成岩の一種
である安山岩（SiO2、
約60%）

青蓮寺ダムは1971年に完成したが、

や花崗岩（SiO2、
約70〜80%）

比奈知ダムは水没する民家の反対運動

で覆われている。

で計画してから28年後の1998年に完成
した。青蓮寺ダムはアーチ式コンクリー

したがって、名張川流域
には奇形の屏風岩や深い渓

トであり、堤高82m、流域面積100km2、

流や滝が点在している。伊

貯水量2,720万m3であり、名張川流域の

賀盆地の南側は鈴鹿山脈の

写真２

比奈知ダム

農地（125ha）と木津川流域の農地

最西部に位置するが、日本

（3,300ha）に灌漑用水を流出して、名

列島創世記の火山活動で生

張市へ0.19m3/sと奈良市へ2.3 m3/sの

じた室生火山群の火成岩地

水道用水を供給している。
比奈知ダムは重力式コンクリートダ

帯に続いている。

ムであり、堤高70.5m、流域面積75.5km2、
貯水量2,080万m3であり、名張市へ 0.3

1.1 上流部

m3/s、奈良市へ0.6m3/s、京都府へ0.6

名張川に沿って、国道165
号線を主な支流の宇陀川を
140

写真３

青蓮寺ダム

m3/sの飲用水を供給している。青蓮寺
141

ダムと比奈知ダムには三重県企業庁の

真7）。なお、三重県の河川水質に関す

管理する発電所があり、最大2,000kw

る定点観測点（家野橋）
は中流部にある。

水中に見え隠れする藻を意味する。
名張市を東西に貫く国道165号線は、
古来、初瀬街道と呼ばれ、名張郡の隣

の発電を行っている。
国道165号線の赤目口交差点を過ぎ

の伊賀国には国府が置かれ、伊勢国府

1.3 下流部

て宇陀川の上流に向かうと、右岸の関

名張川中流部にそって県道80号線を

へと続く東海道の幹線道路であった。

西電力室生発電所から宇陀川は大きく

下ると奈良県の山添村に入る。川幅が

名張川に支流の青蓮川が合流する地

蛇行する、室生寺口の交差点を国道28

広くなり、梅林で名高い月ヶ瀬渓谷に

点に積田神社がある
（写真10）。神社の

号線の方面に左折すれば、室生ダムに

至るが、1969年に淀川水系で最初に建

でる（写真 5）。奈良盆地は古代から水

設された高山ダム（月ヶ瀬ダム）にて、

の豊富な河川が少なく水不足に悩まさ

梅林の一部と高山村（京都府南山城村）

来する。日本書紀には、白鳳時代に起

中臣鎌足の次男である藤原不比等の命

れていたが、1974年の室生ダム完成に

が水没した。高山ダムは1959年9月に

こった 壬申の乱 （672年）に挙兵した

により常陸国の鹿島神社から祭神を遷

より灌漑用水と飲用水の供給を受けて

発生した伊勢湾台風による名張川の氾

大海人皇子（後の天武天皇）は吉野川

した折に、平城京に入洛するため、こ

いる。ダム形式は重力式コンクリート

写真７

名張川中流部（平井亭付近）

由緒書によると、藤原一族の氏神を祭
る春日大社（奈良市）の奥宮と称され、

濫と水害を契機に防災と利水を目的と

の離宮から初瀬川（宇陀川）を経て横

の地に逗留して横川で禊をした霊地で

であり、堤高63.5m、流域面積136km2

して建設された。高山ダムは重力式アー

川（名張川）に至り、
「隠駅家」を焼き

あり、768年にこの神社が建立された

貯水量1,700万m3であり、奈良盆地へ灌

チダムであり、堤高67m、
貯水量5,680万m3

続いて「伊賀駅家」を焼いたと記載さ

と伝えられている。境内の

漑用水や飲用水を供給する水瓶である。

である（写真8）。

れている。藤原京や平城京時代に名張

跡の水が濁ると、奈良市の 猿沢の池

名張川の高山ダム直下から木津川に

の地は都人が伊勢神宮に参拝する宿場

が濁ると伝わる。平城京の奈良時代か

流入する地点に高山発電所があり、出

鏡池

史

でもあった。駅家は飛鳥・奈良・平安

ら大和朝廷の畿内は、東端が伊賀国

名張川の中流部は、伊賀盆地の最西

力6,000kwを発電している。月ヶ瀬渓谷

時代にかけて、全国の主要な幹線道路

（三重県）であり、西端が播磨国（兵庫

部に立地する名張市の中心部で、支流

は約10km続くが、1 万数千本の梅林で

に設けられていた。幅10〜12mの駅路

県）で、北端が山城国（京都府）と近

の宇陀川と合流し、北東に蛇行しなが

は、毎年、2月中旬から3月下旬まで梅

は全長6,000kmと驚くべき長さであり、

江国（滋賀県）で、南端が紀伊国（和

ら木津川に流入する（写真 6）。名張市

祭りが開かれ、白梅・紅梅と渓谷美の

南都（平城京）や北都（平安京）から

歌山県）の吉野川を含む紀ノ川流域で

の中心部から下流部の月ヶ瀬渓谷に連

絶景に多くの観光客で賑わう（写真 9 ）。

先端の防人が防衛する砦に通じ、公文

あった。

なる中流部へは高低差の少ないなだら

梅林の歴史は鎌倉時代に遡り、紅染（染

書の通達や租庸調の運搬や交通の中継

国道165号線を下り伊賀市方面に行

かな流れであり、安山岩や花崗岩の岩

料）と烏梅（薬剤）の目的で植樹され

地として、官吏や兵や馬が配置されて

くと、近鉄大坂線の美旗駅に隣接して

肌の点在する風光明媚な眺めである
（写

た。なお、京都府南山城村は宇治茶で

いた、伝馬に乗った役人には伝符や駅

5〜6世紀の古墳群が点在する（写真11）。

有名な産地であり、隣接する奈良県山

鈴が配布され、15〜16kmの間隔に設置

添村で栽培された煎茶は奈良茶と呼ば

された駅家を通過して、地方の国府に

れ同様に愛好されている。現在、梅干

到達する。

1.2 中流部

の産地でもある。

万葉集（巻一）には、持統天皇の伊
勢神宮参拝に随行した夫に思いをはせ

2．歴史・文化

た妻の歌が載っている。

名張川や名張市に使われる「名張」の
地名は日本書紀（巻第二十八：天武天
なばりのうまや

写真６

142

名張川・宇陀川合流地点（新町橋付近）

皇）に記載されている「隠駅家」に由

（注）沖津藻：隠にかかる枕詞であり、

写真８

高山ダム
（月ヶ瀬ダム）
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前方後円墳の馬塚古墳（全長142m）が

なる実姉の大来皇女との姉弟の愛情を

最も大きく、垂仁天皇の皇女である安

連想させる。

部氏系の吾娥津姫の祭壇が設けられて
いた。したがって、伊賀盆地は古代か

3．環

ら大和文化圏であり、現在も奈良文化

3.1 生態系

の影響を受けている。

境

名張市や上野市を抱える伊賀盆地は

近鉄大阪線の桔梗が丘駅から国道165

名張川を含む木津川水系に属している

号線沿いに「観阿弥ふるさと公園」が

が、三重県・滋賀県に連なる鈴鹿山脈

あり、観阿弥創座之地を刻む顕彰碑が

図1

夏目廃寺の伽藍配置

ある
（写真12）。室町時代に入る直前の
南北朝時代に能楽の始祖と呼ばれる名

と三重県・奈良県に展開する室生赤目

観阿弥創座之地顕彰碑（左）
と
観阿弥立像（右）

写真13

名張藤堂家の旧正門（太鼓門）

青山国定公園および奈良県・三重県・
名張市の中心部には、織田信長・豊

京都府に跨る月ヶ瀬渓谷の周辺山岳地

張郡の観阿弥が猿楽の一座を結成した。

臣秀吉・徳川家康の三代に仕えた名武

帯には、ブナ・ナラ等の落葉樹の自然

後に、室町幕府の三代将軍である足利

将の藤堂高虎（津藩主：32万石）の養

林は存在するが、スギ・ヒノキ・マツ

義満に観世座を許され、嫡子の世阿弥

子であり、本家から1.5万石を賦与され

等の常緑樹は奈良県の大峰山系を除い

と共に、現在の観世流能楽の基礎を築

た名張藤堂家の当主である藤堂高吉の

て殆ど植林されている。またカエデ・

いた。名張駅前には、旅姿の観阿弥の

武家屋敷と太鼓門が史跡として公開さ

ウメ・サクラ等の落葉樹は殆ど明治以

銅像が設置されている（写真12）。

れている（写真13）。

降に植林されている。森林の植生は、

写真９ 月ヶ瀬渓谷（五月橋近辺）

写真12

特筆すべきは、名張中央公園に夏見

伐採と植林の歴史に伴って景観が大き

廃寺の遺跡があることである（図1）。

く変貌する。伊賀盆地では、亜種を含

この寺は薬師寺（奈良市）の縁起によ

む1,769種が確認され、木津川水系では、

ると、天武天皇の長女である大来皇女

512種が確認されている。

が名張郡に父の菩提を弔うために昌福

加えて、野生動物の分布は森林の保

寺を建てたと記録されている。この寺

全計画に依存しているが、伊賀盆地に

が夏目廃寺と推定されている。

おける公式調査で、哺乳類では、ニホ

遺跡の入り口には、夏目廃寺展示館

ンサル・ノウサギ・モグラ・キツネ・

（写真14）があり、大来皇女の弟の大津

コウモリ・アナグマ・イノシシ・リス

皇子を偲んだ歌が万葉集（巻二）に記

等の27種が確認されている、鳥類は162

カモ・ハヤブサ・タカ等44種が生息する。

載されている。

種が確認され、木津川流域では、サギ・

爬虫類はカメ・トカゲ・ヤモリ・ヘ

写真14

夏目廃寺展示館（名張中央公園内）

ビ等の13種であり、
両棲類はサンショウ

写真10
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積田神社

の和歌に秘められた心境を解説するビ

ウオ・カエル・イモ

デオを観ると、折口信夫の「死者の書」

リ等13種であるが、

（岩波文庫）に展開される主人公・大津

特に、赤目四十八滝

皇子の亡骸と愛人の耳面刀自への恋慕

周辺では、有名なオ

や、天武天皇の命で伊勢神宮の斎宮と

写真11

美旗古墳群（馬塚古墳）

オサンショウウオが
145

天然記念物として指定されている。木

3.3 洪水防災とダム
2009（平成21）年10月8日未明、台風

津川流域では、爬虫類が７種であり、

18号による大雨で、名張市の市街地を

両棲類が７種確認されている。

る台風や集中豪雨は日本列島の宿命で
あり、砂防やダムの役割を再認識でき
る。下記のグラフを参照されたい。
（奥野年秀・和田安彦）

伊賀盆地における昆虫類は、ヘイケ

流れる名張川が氾濫する恐れが発生し

ボタルやゲンジボタルの発生地も多く

た。水資源機構・木津川ダム総合管理

あり、トンボ・チョウ・ハチ等3,337種

所は、降雨量や河川水位を考慮して名

参考文献
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，
講談社学術

であり、木津川水系では、871種が確認
された。

図３ 名張川の水質の経年変化
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の排水や農園・ゴルフ場の除草剤・殺

的な洪水調節が河川の氾濫を防いだ例

ナマズ・カニ・エビ等60種以上確認さ
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等による生活排水対策により、河川の

水資源機構（2010）木津川ダム総合管理事務所

BODや高山ダムの湖水のCODが改善さ

概要．

れつつある（図3）。

水資源機構（2010）特集：名張川上流 3ダム統

青蓮寺川の香落漁業組合では、毎年

合操作による洪水調整，
水とともに．

３月にアユの稚魚を600〜700kg（ 10万〜
13万匹）を放流しており、6月下旬の解
禁には、体長23〜27cmのアユが釣れる。
図２ 木津川水系魚類等生息リスト
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図４ ダム群による洪水調節
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第5章 木津川水系

京田辺市の中央部を流れる馬坂川に

木津川中下流

は大きな農業用の堰があるが、その堰
の上流では毎年桜の季節にボートカヌー

【きづがわちゅうかりゅう】

体験のイベントが行われている。その

が進められている。

西方には、とんちで有名な一休禅師で

笠置大橋の直上流は日本の遊びカ

知られる一休寺がある。

ヌー発祥の地として賑わい、水辺の楽
校に指定されている。その直下流左岸

1．概

要

木津川は上流部の三重県から京都府

写真２

〔久御山・八幡エリア〕

上津屋橋（流れ橋）

八幡市の上津屋と久御山町の間に
こう づ

や

からは白砂川が合流し、キャンプ場と

は日本で最初にデレーケ他により築か

1953年に建設された上津屋橋は流れ橋

して賑わっている。

れたもので、100年以上経った現在も

とも呼ばれ、時代劇の舞台として映画

その下流で右岸から合流する和束川

その姿を残しており、砂防歴史公園と

によく登場する（写真2）。2014年まで

の上流部丘陵地は、上質な茶の産地と

なっている。そのほか、井手町の南谷

に21回橋げたが流出し、たびたび流さ

して知られている。

川はゲンジボタルが生息し、ホタル公

れる橋桁を回収して復旧するには多額

園が整備されている。

の費用がかかるため、2015年に橋脚の

〔木津川・精華エリア〕

に入ると、南山城村、笠置町、和束町、

木津川市加茂地区には、かつて恭仁

このエリアで近年、竹蛇籠製作プロ

補強と橋桁のかさ上げが行われたが、

木津川市、精華町、井出町、京田辺市、

京が置かれていた。さらに下流の木津

ジェクトという、注目すべき川づくり

2017年、台風21号に伴う増水により、

城陽市、久御山町を経て、八幡市で宇

地区は奈良の都への入り口にあたり、

が進められている。このプロジェクト

またも流された。流れ橋のすぐ南には、

治川と合流し、淀川となる。

JR奈良線と関西線が出会う。泉大橋の

は当初、京の川の恵みを活かす会とや

やわた流れ橋交流プラザ四季彩館があ

下流で川筋は北に大きく向きを変え、

ましろ里山の会によって始められたが、

り、賑わっている。

河幅も広がって、砂州が顕著となる。

その後、木津川グループ河川レンジャー

この砂州とそれによって形成される瀬

が中核的役割を担っている。

2．自然と文化
〔南山城･笠置･和束エリア〕
南山城村では左岸から名張川が合流

と渕やたまりなどの水陸移行帯の存在

ここから下流右岸側は久御山町で、
その北半には巨椋池干拓地が広がって

2015年には井手町玉水橋の下流に６

いる。木津川の堤防は砂質で抵抗力が

し、その直下流に大河原発電所取水堰

により、多様な生態系を育むとともに、

基の竹蛇籠が設置され、魚類の生息環

小さいことから、破堤の危険性が高く、

堤がある。これよりも下流には堰がな

水質の浄化に寄与している。

境改善に顕著な効果が認められた。さ

近年その補強工事が進められている。

く、淀川水系の中で最も自然の残され

このエリアの西部には1978年以来、

らに2017年には、竹蛇籠を用いた中聖

八幡市男山の東麓を流れる大谷川で

た河道になっている。JR関西本線大河

関西文化学術研究都市（愛称けいはん

牛水制も設置され、その効果が期待さ

は、度重なる水害を軽減するため、1965

原駅の近くでは、かわまちづくり整備

な学研都市）の建設が進められている。

れている（写真1）。

年、1988年、1992年に八幡排水機場が

精華町から流れ出た山田川が、木津
川市との境界付近で木津川に合流する。
〔井手･城陽･京田辺エリア〕
木津川中流部の支川からは多くの土

写真１
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竹蛇籠水制

城陽市南部には大阪層群からなる山

順次整備され、治水安全度は向上した

砂利採取地があり、周辺の青谷川沿い

が、平常時の下流部（放生川）への流

には有名な梅林がある。

量が減少し、底泥が堆積するなど、環

木津川市、京田辺市や城陽市の木津
りゅう さく

ば

境保全上の課題がある。地元では、そ

砂が流出し、河床は高く天井川を形成

川河川敷にある堤外民地は流作場と呼

の環境再生と賑わいの創出を願って、

している。それらの支川の上流には多

ばれ、洪水時の遊水機能を有するほか、

安居橋の周辺で、たいこ橋さざなみフェ

くの砂防ダムが築かれているが、中で

水が運ぶ肥料成分を受け、茶をはじめ

ストが展開されている。

も不動川の上流に数多くある石積堰堤

とした農作物の栽培が盛んである。

あん ご ばし

（澤井健二）
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column

column

18 大阪城の堀

中河内の川〔澤井〕

21 深山水路と周辺の自然環境

安威川・神崎川〔服部・村岡〕

現在の大阪城（当時は大坂城と書かれた）の

たが、その東を並行して流れる平野川（往時は

江戸時代中期、車作村では高地の田畑への用

キ、オオサンショウウオ、アジメドジョウ、オ

内堀と外堀は徳川幕府によって作られたもので

百済川と呼ばれた）との間の地域は湿地帯を形

水が不自由で米作りに苦労していた。村の庄屋

グルマなど４,０００種以上の動植物が確認されて

ある。その昔、豊臣秀吉によって作られた城郭

成し、大坂城を外敵から守る要塞として好条件

畑中権兵衛（晩年 権内）は、自力で延べ２,２００m

いる。

は東西南北約2km四方の広大なもので、その外

をなしていた。大坂冬の陣のときに、淀君は外

にも及ぶ測量をし、約２０年かけて水路を完成さ

堀は惣堀と呼ばれた。その北辺に当たるのは現

堀（惣堀）のみを埋めるという条件で家康との

せた。安威川の水を上流から取水することは、

在の第二寝屋川で、往時は平野川と呼ばれてい

和議に応じた

下流の村々の反対にあうと予想されるので、出

た。西辺は現在の東横堀川である。南辺に当た

が、実際には

来上がった水路を木の枝や枯葉などで覆い隠し

るのは空堀（からほり）で、当時から水は湛え

内堀までうず

ながら工事を進めたと伝えられる。

られていなかったようである。東辺にあったの

められて敗北

が猫間川（ねこまがわ）であるが、現在は埋め

した。

この水路を深山水路（または権内水路）とい
い、田畑は潤い、飲料水の源ともなり、車作地

立てられて姿を消している。

区周辺は自然と人が共存した里山として繁栄し

猫間川は往時、高麗川（こまがわ）と呼ばれ

た。自然環境が豊かで、オオタカ、オオムラサ

19 天の川伝説と七夕祭

天野川〔海老瀬〕

22 猪名川と多田神社

深山水路

猪名川〔服部・奥野・高原〕

交野市史によれば、古くからの稲作の甘野の

この縁で川の日でもある7 月7 日は、機物神

多田神社は、元多田院とも多田権現社ともい

つ大蛇が一匹、射抜かれており、もう一匹は山

地と砂の多い天野川の河床や、織物技術を持つ

社、星田妙見宮、星の里いわふねを主とした交

われ、関西の日光ともいわれる大社である。第

を崩して逃げた。水が流れ出た跡に、多くの肥

渡来人の秦氏の機物神社などで、織女星と牽牛

野市をあげての七夕祭の大イベントとなる。

５６代清和天皇の孫、源経基の長子、源満仲をは

えた田が現れたことから「多田」と名付けられ

星の中国の七夕伝説より天野川の名称が定着し

じめ頼光、頼信、頼義、義家を祀ってある源氏

たと伝えられている。猪名川は、これより上流

たとされる。七夕伝説から、牽牛と織女の出会

発祥の地である。

に多数の支流があり、昔からたびたび氾濫し、

いの逢合橋や、橋渡しのカササギの名の鵲橋の

多田の由来は、９６８（康保 5）年、大阪住吉大

地域の人々はその猛威を恐れていたが、満仲が

ほか、天津橋・羽衣橋等の天野川の橋名や、天

社に参籠した摂

鼓ヶ滝の岩山を切り開くなど治水事業に力をい

野が原、星の森、星ヶ丘、星田の地名がつく。

津守満仲が神託

れ、沼地を開拓して多くの田畑を造ったといわ

７８５年に桓武天皇が交野市柏原に星祭の土壇

により矢を放ち

れる。古来から、武運長久、家運隆昌、厄除開

「郊祀壇」を築かれて天帝を祀る儀式をされた。

落ちた先を訪ね

運の守護神として崇敬され、頼光公「鬼退治の

また、交野には北極星と妙見菩薩信仰の関係す
る星田妙見宮が存在し、空の星との関係が深い。

機物神社の七夕まつり

20 今城塚古墳
芥川中流部で支川如是川との間にある今城塚

唄」の掲示や貴乃花など歴代横綱の奉納手数入

ると、大きな沼

芥川〔海老瀬〕
はにわ公園や遊歩道のある「いましろ大王の杜」

に九つも頭をも

多田神社拝殿

23 新淀川の開削

史跡公園となり公開された。北隣に古代体感ミ

オランダ人技師デレーケの援助を得て、①宇治

延喜式等によると６世紀の大和朝廷の大王墓で、

ュージアム「今城塚古代歴史館」も併設される。

川の付け替え、②毛馬洗堰・閘門の建設、③新

学会では継体天皇の真の陵墓とされる。すぐ東

淀川の開削、④瀬田川の浚渫、洗堰の建設をも

の茨木市に、宮内庁管理の継体天皇陵とされる

って、琵琶湖淀川流域を改造しようとした。

太田茶臼山古墳もある。３４０m×３５０mの二重

１８８５
（明治１８）年の大洪水の後、淀川中流付

環濠の前方後円墳で、大和・河内のほかで、畿

近から河川が一直線になるように整備するとと

長年の間に、地震や戦国時代の砦の造成のほ

もに、地図の通り毛馬の付近から大きく開削を

家型埴輪

して、守口付近から大阪湾まで一気に流下させ

か、付近住民の魚釣り場や犬の散歩道等で墳丘

た。それ以降、淀川大堰から河口までの下流の

や環濠の崩壊があった。発掘調査の後、現在は
周囲を柵で囲んで整備され、水と緑に恵まれた

150

大川と大阪市内河川〔福永〕

旧淀川の氾濫を抑えるために、明治新政府は、

は、古墳形状や埴輪の年代、古事記・日本書記・

内北部の淀川流域での存在ゆえに注目に値する。

記念植樹もみられる。

淀川は新淀川、毛馬水門から下流は旧淀川と呼
整備後の今城塚古墳

ばれる。

新淀川の開削と以前の支流（淀川河川事務所HPより）
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都祁・柳生の里川
【つげ・やぎゅうのさとがわ】

1．地形・地質

では、茶の栽培が盛んである。
大柳生の里（タイトル写真）の入り口の
森の中には大柳生の氏神夜支布山口神

幕末家老小山田主鈴の旧宅が佇む。

3．水利用・水環境

社が鎮座している。さらに多聞神社、

布目川には奈良市北野山町に布目ダ

金龍寺が佇む。さらに下り山添村に入

東福寺、南明寺と神社仏閣が続く。南

ムが、また白砂川には支川で奈良市須

ると岩を噛む荒瀬や渓流が続き、その

明寺の脇の道を進んだところには柳生

川町を流れる前川に須川ダムがあり、

先に布目ダム湖が現れる。ダム湖畔を

宗矩とお藤が馴れ初めたお藤の井戸が

奈良市の水道水源となっている。布目

東側へしばらく廻ると湖岸に石仏が積

ある。大柳生から国道369号を西に行

ダムは洪水調節と水道用水確保を主な

まれている。かつて山添村大字北野小

くと、柳生街道随一の名刹、円成寺が

目的として水資源開発公団（現 独立行

字ウチカタビロの塚に祀られていたも

ある。春日堂・白山堂は国宝、国重文

政法人水資源機構）が1991年に竣工し

のである。北に進むと牛ケ峯岩屋桝型

の楼門は入母屋造、檜皮葺である。

た多目的ダムで、
有効貯水量15,400千m3、

岩が奥深い山中にある。

堤高72m、堤頂長322mの重力式コンク

〔打滝川〕

布目川上流の支川深江川は高原の水

打滝川中流の水間の里は小盆地で、

リートダムである。布目ダムの上流部

布目川・白砂川・打滝川の流域は大

を集めて奈良県都祁村を流れる。山麓

奈良、伊賀、都祁、笠置の要衝であっ

には土砂流入防止のために設けられた

和高原であり、名張断層に沿って東流

からの流れは都祁水分神社の丘を大き

た。その下流には柳生一族の里（写真1）

副ダムがある。

する宇陀川の北側に位置している。高

く迂回する。付近は大和川の源流でも

が静かにあり、柳生新陰流の創始者・

須川ダムは奈良市が1969年に竣工し

原の標高は200〜800mで、三川はいず

あり藺生地区が分水嶺となっている。

柳生石宗斎や柳生十兵衛にゆかりの史

た奈良市水道用水専用ダムで、有効貯

れも地形に沿って北に流下している。

古代、都祁の地には闘鶏国があった

跡が多く残されている。阪原峠を下り

水量793千m3、堤高31.5m、堤頂長107m

三川の流域の地質は西日本の東西方向

といわれている。都祁水分神社は大和

たところを東に進むと戸岩谷の谷間に

のアーチダムである。布目ダムではア

に分布する「領家帯」と呼ばれる花崗

の水分四社（都祁・宇陀・吉野・葛城）

天乃石立神社が鎮座し、近くには一刀

オコは2008年以降発生していないもの

岩類などの基盤岩で構成されている。

の一つで大和川と木津川の分配を司る

石が見える。下に下りて北へ進むと柳

の淡水赤潮は2000年以降、出現してい

布目川は奈良県北部の笠置山地を流

水の神として崇敬されてきた。国重文

生宗矩の建てた旧柳生陣屋跡、その北

る。一方、ダム下流の鷺千代橋地点の

れる木津川の支流で、源は天理市福住

である一間社春日造檜皮葺本殿の左奧

には柳生八坂神社が建っている。八坂

水質はＡ類型（ BOD 2.0mg/L）を満た

町である。また白砂川は奈良市南東境

には長田王が712年に伊勢斎宮へ行く

神社を下り国道369号を跨いで山を上

している。

の長谷町と天理市福住町との境付近に

途中立寄った山辺の御井がある。

ると柳生十兵衛が門弟を錬成した正木

奈良市と山添村が結成した布目・白

坂道場があり、さらに登ると柳生家の

砂川水質協議会は水道水源としての布
目川・白砂川の水質を保全し後世に安
全な水を引き継ぐため、河川の清掃活

源を発し、峡谷を下り京都府笠置町で

〔白砂川〕

木津川に注いでいる。流域面積は各々

白砂川上流の南田原町付近では落差

菩提寺である神護山芳徳禅寺がある。

86.2 km2、84.2km2である。打滝川は奈

工が多く、白砂を溜めている様が見ら

芳徳寺から里へ下りた西に旧柳生藩の

良市別所町南部を源とし、笠置町で白

れる。少し下流で田原の里を流れる和

砂川右岸に注いでいる。

田川を合する。和田川上流には天智天

2．歴史・文化
〔布目川〕

（齋藤方正）
参考文献

皇の皇子、のちの春日宮天皇の陵墓で

一般財団法人日本ダム協会（2017）
ダム便覧．

ある田原西陵がある。万葉集歌「石走

http://www.damnet.or.jp/Dambinran/binran/

さ わらび

る垂水の上の早蕨の萌え出づる春にな

布目川源流の福住町を下り国道369号

りにけるかも（巻8‐1418）」が有名であ

を過ぎたあたりの山中に東大寺末寺の

る。田原から大柳生までの山中の渓谷
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動などの地道な保全活動を行っている。

TopIndex.html
奈良県河川課（2012）淀川水系（奈良県域）河川
写真１

柳生一族の里

整備計画−平成24年．
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column
24 水門操作による水質管理

東横堀川・道頓堀川〔福永〕

東横堀川・道頓堀川水門では、大阪湾の潮の

ないようにする。こ

干満に合わせた水門操作を行い、東横堀川・道

うして、東横堀・道

頓堀川への寝屋川の汚濁した水の流入を防ぎ、

頓堀川の水質を出来

大川（旧淀川）のきれいな水を導き入れている。

るだけきれいにして

その役割は、①高潮の防御、②水位の制御、③

いる。

運河に必要な閘門機能、④河川水質浄化である。
水の動きは、上げ潮時（図上）には東横堀川
の水門を開け、きれいな大川の水を東横堀川・
道頓堀川に取り入れる。その結果、東横堀川・
道頓堀川には、きれいな水が貯留される。下げ
潮時（図下）には、東横堀川水門を閉じ、寝屋
川からの汚れた水が東横堀川・道頓堀川に入ら

東横堀川・道頓堀川
での水門操作
（大阪市HPより）

木津川

岩倉峡

大川八軒家浜から見た天神橋

武庫川下流
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宝塚市街地
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