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【あまのがわ】

天野川天野川
は、天野川沿いを国道１号から南に向

かい、さらに、東生駒川・竜田川沿い

から奈良県を南下して、和歌山県新宮

市の熊野灘まで伸びている。並行する

京阪電鉄交野線は、信貴生駒電鉄が第

二次世界大戦前に枚方東口から奈良県

信貴山を結ぶ計画をしたが、私市－生

駒間は頓挫して、京阪電鉄で私市まで

複線化された。

2．歴史・文化
〔上流域〕

　天野川の水源の１つは生駒市南田原

の住吉神社の泉で、もう１つは府民の

森（緑の文化園）や清滝峠とされる。

かつて、この近辺の生駒山の湧水がミ

ネラルウォ－ターとして販売されたこ

ともあった。隆起準平原で緩傾斜の生

駒谷には、大阪方面への道路状況が改

善されて、農山村の丘陵地に新興住宅

街が進出してきた。中でも、西側の丘

陵の四條畷市の田原台は、比較的新し

く開発された住宅地である。

　急勾配の山峡狭窄部の下流側は、鮎

返しの滝もある磐船峡で、元の天野川

を跨いで横たわる舟形の巨岩をご神体

とする磐船神社がある（写真1）。ニギ

ハヤヒ命の天の磐船での降臨伝承の神

社である。古くは交野で勢力のあった

肩野物部氏の氏神で、中世以降の神仏

習合の影響も見られる。巨岩があちこ

ちに鎮座して狭く見える境内では、地

表下の狭い岩の下をくぐり抜ける「胎

内めぐり」の体験ができる。神社は天

野川と交錯する地形のため、天野川の

大阪府東北部の北河内の四條畷市、奈

良県生駒市の境界から交野市を経て、

枚方市を貫流する流路延長約15kmの

一級河川である。古くから稲作が行わ

れた甘野の地を流れる甘野川が、砂地

の多い川床からも天の川に似せられて

名づけられたらしい。全国に６つほど

ある「あまのかわ」と呼ばれる川の１

つである。淀川水系には、湖東の近江

平野を流れて琵琶湖に入る流域面積

111km2と大きめの天野川も存在する。

　交野ヶ原には機女がいて、機女を祀

る養蚕・機織り技術の渡来人秦氏の秦

ものの杜（機物神社）があり、七夕伝

説と結びついたと言われる。天野川で

は、鵲橋・天津橋・逢合橋・羽衣橋の

橋名が付き、流域には天野が原、星の

1．地理・地形
　天空の川、天の川に由来し、七夕伝

説と結びついた天野川（流域面積51km2）

は、大阪府と奈良県の府県境をなす生

駒山地東北麓の生駒谷を源とし、枚方

丘陵を南から北に流れて淀川に注ぐ。

森、星ヶ丘、星田、南星

台などの地名もある。

　生駒谷を南流して大和

川に入る東生駒川や富雄

川とは谷中分水嶺をなす。

地質では、上流部生駒山

地と交野山地は領家深成

岩に花崗岩が加わり、下

流側の枚方丘陵は大阪層

群に覆われる。

　天野川の中・下流域の

枚方市は、淀川の左岸側

で北河内に属し、大阪と

京都の中間に位置する人

口40万人超の規模の大き

な都市である。いろは街

道とも読める国道168号

写真１　磐船神社

写真２　磐船隧道と天野川トンネル

写真３　府民の森ほしだ園地入口

写真４　木製の減勢池付砂防ダム
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氾濫被害を度々受けてきた。

　磐船峡の国道168号は狭くて急勾配の

急カーブで、とくに磐船神社付近は、

車の離合困難な渋滞個所でもあった。

この天野川と国道の両者が、北側の山

中を並んで真っ直ぐに抜けるバイパス

道として、整備された（写真2）。元の

街道沿いは、駐車場・トイレ付休憩所

が設置されるなど、道路と河川環境が

一新されて、すっきり整理された形に

納まった。天野川の流水は国道脇のト

ンネルからダム放流のように中空に放

出され、天空の川になりそこねた人口

の滝として、道路の隧道口とともに珍

しいツーショットで鎮座する。

　金剛生駒紀泉国定公園に属する生駒

山地の磐船峡の周囲は、1997年の第52

回国民体育大会山岳競技場と、大阪府

政百周年記念として、大阪府民の森

（ほしだ園地、くろんど園地、緑の文化

園）に整備された（写真3）。京阪電鉄

交野線私市駅方面からアクセス用の遊

歩道も併せて整備された。遊歩道を横

切る渓流には木製の橋や柵のほか、土

砂の流出防止のための減勢池付砂防ダ

ムも木製にするなど、自然生態系との

調和への配慮が随所に見られる（写真4）。

園内の遊歩道には緩斜面と急斜面の両

コースがあり、個人の体力で選んで歩

ける工夫がある。

　ほしだ園地の入口近くには、レスト

ハウスがあり、すぐ傍のクライミング

ウォールが人気である（写真5）。近年

のスポーツクライミングブームとマッ

チして、突起したコブを乗り越えて登

る様子は、手に汗して見守る見物客に

は、命綱をつけていても、ハラハラド

キドキの連続である。さらに、ほしだ

園地内の全長280m、地上50mの長大吊

橋「星のブランコ」は、橋上からの展

望や圧巻の景観を備えている（写真6，7）。

　星のブランコからさらに登ると、昼

食や休憩に利用されるやまびこ広場に

至る。ここには、JR学研都市線の星田

駅からもアクセスでき、やまびこ広場

からは磐船神社を経て、東側のくろん

ど園地や獅子窟寺に向う交差路である。

　京阪電鉄私市駅から西方に向い、国

道168号を越えれば、すぐ天野川に至る。

日乃出橋が入口の大阪市立大学理学部

付属植物園（25.6ha）は、四大陸別樹

できる。7月7日の川辺には七夕飾りの

笹竹がにぎやかに揺れる景色が出現す

る（写真11）。

　ちなみに、国土交通省は、7月を水に

親しみやすい季節であり、河川愛護月

間としている。また、カッパをキャラ

クターとして7月7日を川の日と制定し

た（図1）。一方、7月の第３月曜日は海

の日、8月10日は山の日と国民の祝日

に制定されているが、川の日は国民の

祝日ではない。ただ天野川の源流域で

もあり、海なし県の奈良県では、以前

から７月の第３月曜日を山の日・川の

日としている。

　ほしだ園地の下で川辺の遊歩道で結

ばれる対岸の東側山地の長い急坂の参

道を登れば、巨岩ゴロゴロの獅子窟寺

で、高所から淀川方面の眺望に恵まれ

る（写真12）。役行者が開山し、聖武天

皇により金剛般若窟寺として創建され、

衰退や再興があった。国宝の薬師如来

坐像がある。

木見本園、花木園、タケ・ササ園、亜

熱帯・熱帯・乾燥地の植物や水生植物

が見られる（写真8）。特に、入口近く

のメタセコイア・セコイアの林立はみ

もので、園内は後背地の生駒山地の緑

ともつながっていて森林浴によい。

　植物園の南隣の天野川と支川尺治川

の合流付近は、親水公園として整備さ

れた（写真9）。天野川右岸側で私市小

学校横を流れて、星の里いわふねの対

岸で本川に流入する尺治川は、多くの

流砂をもたらす。この治山・治水対策

のため、明治時代にオランダ人技師デ

レーケの指導で設けられた石積堰堤を、

100年ダム（尺治川ダム）の近代土木遺

産として改修された姿で見ることがで

きる（写真10）。

　その対岸（左岸側）の南隣には「星

の里いわふね（交野市立いわふね自然

の森スポーツ・文化センター）」があ

る。プラネタリウム、自然植物園、ロ

ッジ・キャンプ場などがあり、川辺に

はファイアーサークルやバーべキュー

場のほか、浅瀬の川や砂場で水遊びが

写真５　クライミングウォール

写真６　展望デッキからの眺望

写真７　
星のブランコ

写真８　大阪市立大学植物園入口

図1　
カッパのキャラクターと
川の日
（日本河川協会提供）
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　急坂の参道入り口に江戸時代に融通

念仏寺として再建された松宝寺がある

（写真13）。かつては獅子窟寺の12の塔

頭の１つと伝えられ、桜の名所でもあ

る。さらに下った東側に天田神社があ

り、甘野の地が天野、甘野の川が天野

川、甘田が天田になったと伝えられる

（写真14）。肩野物部氏が甘田を祀って

建てた甘田の社が天田神社である。

　私市橋から妙見坂を登って、また、

ほしだ園地を西麓側に下れば、大阪市

立植物園と背中合わせで、北極星と妙

見菩薩信仰が結びついた星田妙見宮

（小松神社）に行ける。妙見宮の方がつ

野線交野駅近くの私部地区には、古く

て狭い道の街並みが残り、大きな主家

と長屋門や白壁の塀・土蔵を備えた交

野代官所（北野家住宅）の堂々とした

屋敷も存在する（写真15）。

　さらに北東約1.5kmの倉治小学校の

隣には、天棚比売大神や織女星が祀ら

れ、交野市の七夕祭りの拠点となる機

物神社がある（写真16）。織物技術を持

った渡来人秦氏の社である。大きな石

燈籠のある100mほどの参道は、普段

は子供たちの格好の遊び場である。

　さらに下って天野川右岸側支川のか

らと川沿いに給水能力約180万m3/日の

村野浄水場がある。吹田市を中心に開

催された1970年の大阪万国博覧会会場

への給水を期に建設された。現在は大

阪広域水道企業団として、淀川の天野

川合流点北側の磯島から取水し、北は

能勢町から南は岬町まで大阪府下42市

町村の水道水を配水している。したが

って、淀川の水は神戸や阪神間の諸都

市から大阪府の岬町までの市民生活に

利用されて、多くの中小河川や下水処

理場を経て、最終的には大阪湾に広が

って流入することになる。

　天野川左岸側支川の藤田川上流部に

は、香里ヶ丘の大住宅団地がある。そ

の東端の中山観音寺跡には、中国の神

話の牛郎織女伝説で、機物神社（織女）

と対峙する牛石（牽牛石）があり、観

音山公園として整備されている。南麓

には、西の成田山として知られる不動

尊があり、交通安全祈願のお札が有名

である。

　支川藤田川の下流左岸側で京阪バス

宮ノ前バス停近くの宮之下町には、素

戔嗚命や稲田姫を祀る山田神社がある。

肩野（片埜とも書く）の地の小高い山

之上の神地を山之上神社と称していた

が、鎌倉時代に近くの旧田宮村の田宮

神社の祭神を合祀し、両社の頭文字を

とって山田神社となった。合併後の名

称法として、このようなハイブリッド

とに有名なため、急坂の下で住吉神を

祀る星田神社の境外摂社であることは

あまり知られていない。JR学研都市線

星田駅からも徒歩30分でアクセスでき

る。別途、丘陵地の妙見台の住宅地を

抜けた高台に車での参拝客用駐車場が

あり、狭いハイキング道のような摂社

巡りの参拝路を経ても辿り着ける。

　弘法大師が交野に来たとき、天から

七曜星が降り落ちた３か所の１つと伝

えられる。２つの巨石を磐座とする本

殿は、眺望の優れた高所にあり、星祭

り、七夕祭、星降り祭りの催される磐

座信仰の霊場である。

〔中流域〕

　天野川右岸側（東側）の京阪電鉄交

写真９　親水公園全景

写真１０　尺治川ダム（石積堰堤）

写真１１　星の里いわふね

写真１２　獅子窟寺

写真１4　天田神社

写真１3　松宝寺と桜

写真１５　交野代官所
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な名づけを古くからしていたらしい。

〔下流域〕

　天野川右岸側で国道１号北側には、

百済寺跡や禁野車塚古墳の歴史的遺跡

がある（写真17）。百済寺は渡来人とと

もに日本に渡って来た仏寺遺跡で、大

阪府営遺跡公園として整備されている。

広い遺跡公園の片隅には百済王神社が

あるほか、市民の憩いの広場や子供た

ちの遊び場となっている。禁野車塚古

墳は、卑弥呼の墳墓説で有名な飛鳥の

箸塚古墳と同型、同時代の墳墓であり、

卑弥呼の近親者が埋葬されているので

はないかと、近年注目を浴びている。

　天野川左岸側の京阪電鉄枚方市駅西

側で、淀川堤防寄りの府道13号には国

土交通省淀川河川事務所と淀川資料館

が並ぶ。淀川資料館は、淀川の治水の

歴史や、水質や水生生物等の水環境の

資料展示のある環境学習の場である。

　天野川の淀川流入地点西側の大阪寄

りは、東海道の西への延長部（四宿追

加）の京街道枚方宿であり、旧街道は

街並みが整備されている。京街道と淀

川堤防（府道13号）の間に淀川三十石

船の船宿「鍵屋（歴史的建造物）」が枚

方市立鍵屋資料館として公開されてい

る（写真18）。鍵屋にはくらわんか船と

舟入跡の展示がある。最近は、鍵屋の

前の淀川左岸から大阪の大川八軒屋浜

まで、川下りの観光用三十石船の試験

運行が時々行われている。かつて、こ

の付近の淀川には橋がなく、堤防道路

左岸側に三ツ矢の郵便屋の渡しの碑が

ある。

3．水質・環境
　京都と大阪を結ぶ京阪電鉄の中間に

位置する枚方市は人口が40万人を超え

る大阪への通勤・通学圏の大きなベッ

ドタウンで、その上流側が交野市約７

万６千人の緑園都市である。天野川の

左岸側支川の藤田川流域に大規模な香

里園団地があり、左岸側からと川や免

除川の流域には工業団地が存在する。

　天野川を渡る江戸時代の大名行列の

浮世絵では、天野川下流部は川幅がか

なり広く描かれているが、現在の天野

川は天井川化して高い堤防に守られて、

川幅はさほど広くなく、川縁や堤防上

は道路として使われている。その天野

川中・下流部の両岸には親水施設が整

備されて、川縁を走る府道20号や国道

168号は春は桜街道の様相となる（写真

19）。

　天野川下流の枚方市の年間降水量の

平年値は1,343mmと少なく、中流域に

は多くの灌漑用溜池が存在する。近年

の市街地化に伴って、内陸部特有の夏

季最高気温が上昇し、大阪府内の最高

値が出現する日があり、1994年８月に

39.6℃を２度も記録している。

　下水道の敷設は京阪電鉄沿線付近の

市街地や上記の団地から丘陵部へと進

んだ。さらに、枚方市の２つの処理場

は淀川左岸側渚地区にある大阪府の淀

川左岸流域下水道渚水みらいセンター

へと切り替えられた。その高度処理さ

れた下水道処理水は枚方市総合福祉会

館前のせせらぎ用水や京阪電鉄枚方市

駅の修景用水などに利用されている。

　ちなみに、天野川の水質も、1970年

頃の最悪の水質状態から、下水道の普

及に伴い1990年代後半から改善が進ん

だ（図2）。藤田川の合流点から下流の

鵲橋辺りまでの流れには、群泳する鯉

の大物が見られ、釣り客も多い。

　　　　　　　　　　 （海老瀬潜一）

近畿建設協会（2007）ホリデーハイク「七夕伝説

　の地，交野」，ふれあい近畿，6月号，12-15．

古澤 裕（1997）大阪府の河川と河川行政，水，66-

　70．

宮地良典，田結庄良昭，寒川 旭（2000）大阪東北

　部地域の地質「地域地質研究報告：5万分の1

　地質図幅」（地質調査所編），京都（11），No.51，

　1-5．

図２　天野川下流端でのＢＯＤ・ＣＯＤの
　　　年平均値の経年変化

写真１６　機物神社

写真１７　百済寺跡 写真１８　鍵屋資料館

写真１９　川縁の桜
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【あくたがわ】

芥　川芥　川
含めた中心街の南にはキリシタン大名

の高山右近ゆかりの高槻城址と、芥川

中流部の摂津峡左岸側山地には戦国武

将の三好長慶の芥川山城跡がある。ま

た、西北部には真の継体天皇陵とされ

る今城塚古墳が存在し、古代の歴史を

刻んだ流域でもある。

2．歴史・文化
〔上流域〕

　芥川最上流部の出灰は、淳和天皇か

ら、陵など造らず火葬にして小塩山か

ら遺灰を撒くよう命じられ、京都府側

の灰谷・灰方とともに地名となった。

　田能地区を含む旧樫田村は、丹波の

国で京都府に属していたが、大阪の通

勤・通学圏となって、1958年に府境界

を越えて大阪府高槻市に編入された。

地図上で平らな府境界が凹凸になる凹

凸合併の全国の先駆け例である。府道

６号が芥川沿いを随走して北上する。

その樫田隧道の北側は京都府亀岡市の

保津川に合流する年谷川流域である。

樫田隧道の東隣の明神ヶ岳中腹に樫船

神社があり、その奥に奥の谷池がある。

　四周を山で囲まれた水田が広がる中

山間地の田能地区は、現在も寒天作り

の里である。JR高槻駅北口から高槻市

営バスの便があり、田能川沿いではホ

タルの群舞が見られる。田能の樫田小

学校は高槻市の特認校の指定を受けて、

市街地からの通学による転入学を受け

入れ、小規模校ながら豊かな自然環境

1．地理・地形
　春の桜、秋の紅葉で有名な摂津峡を

有して、水と緑の豊かな渓谷美でも知

られる芥川（流域面積46.5km2）は、大

阪府東北部に位置し、高槻市を北から南

に縦断して淀川に注ぐ流路延長25.6km

の１級河川である。上流域は摂丹山地

で、京都西山ハイキングコースの西口

でもある。京都府（丹波・山城）と大

阪府（摂津）の境界のポンポン山（679m）

に近い小塩山（642m）からの出灰川と、

明神ヶ岳（542m）からの田能川が合流

して芥川となる。高槻市の市街地北端

の摂津峡上流部は、清流で、フライフ

ィッシングでも有名である。

　西側の支川如是川を含めた芥川流域

中央部には、東西に有馬―高槻断層が

走る。地質としては、中生代の三波川

変成岩地域で、堆積層の砂岩・泥岩が

主となっている。

　百年前の1917年の台風の大雨に伴う

大洪水では、高槻市大塚の堤防決壊

（淀川大塚切れ）による影響が淀川右岸

の芥川だけでなく、淀川下流域まで及

んだ。その後の淀川堤防工事で、芥川

河岸にトロッコ道が敷設され、右岸丘

陵地から採取された工事用資材を運搬

する軌道橋跡が、芥川中流部の河床中

に残されている。

　淀川の右岸側で、大阪と京都の中間

に位置する高槻市は、人口約35万人の

規模の大きな都市である。新快速電車

停車駅のJR高槻駅北側は西国街道芥川

宿であり、南側の阪急電鉄高槻市駅も

写真１　樫田小学校

写真２　高槻森林観光センター入口

写真３　養魚場

写真４　河川内の有料魚釣り場
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を活かした体験学習など特色ある教育

を展開している（写真1）。左岸側の下

流の山麓にはゴルフ場が広がり、その

入口には鉄筋コンクリート造りと思わ

れるお城風の櫓が鎮座している。

　田能から田能川を少し下ると、樫田

温泉（鉱泉）の高槻森林観光センター

がある（写真2）。大阪府森林組合直営

の宿泊施設で、ジャンボローラーすべ

り台の遊具広場や林間散策路、屋外バ

ーベキュー場、しいたけセンターやク

ラフトセンターがあり、観光客で賑わ

っている。

　京都市西京区外畑地区や高槻市中畑

地区を流れて京都府と大阪府の境界を

流下する出灰川は、田能川と両国橋地

点で合流して芥川となる。

　合流後の芥川渓谷は、都会の近場と

してアクセスしやすく、休日や夏休み

に清流で川遊びをする子供連れのワゴ

ン車の駐車列で、バス道が狭められる

ほどである。ただ、その下流には骨材

用山砂利採取場があり、裸地の山腹や

骨材プラントへの搬入道路は降雨の度

に濁水発生の原因となっている。

　下流側の原地区の美しい田園風景は、

明治時代に原八景として愛でられた。

芥川両岸に水田の広がる田園は、冬の

低温と乾燥条件を利用して、約200年

前の江戸時代には寒天作りの里でもあ

った。今は、「とかいなか」と称し、ど

ぶろく特区になっている。また、芥川

漁業組合の養魚場があり、摂津峡上流

の河川敷を全面占有した有料制釣り場

に、マスやアマゴを供給している（写真3）。

芥川の横断方向に石やレキを並べて約

10m間隔に区切り、夏季は鮎、秋季か

ら春季はマスやアマゴの、ルアーやフ

ライングフィッシング場としている

（写真4）。出水時には流水の大きな妨

げにならぬ程度のプール囲いで、流下

方向の連続プールとして、魚を一定の

密度に保つように毎朝補給されている。

　左岸側の府道６号の「神峰山口」や

「原立石」バス停から東の山裾に行く

と神峯山寺が、山中分け入った山頂近

くに本山寺がある（写真5、6）。これらの

参道はポンポン山に至る東海道自然歩

道で、京都西山ハイキングコース入口

でもある。神峯山寺は役行者の創建と

される修験道の霊場で、日本最初の毘

沙門天や阿弥陀如来像・聖観世音菩薩

像（重文）等が安置され、紅葉の名所

である（写真6）。近くの神峰山の森自

然園は本山寺の森とともに大阪府みど

りの百選の１つである。さらに山中を

分け入ると、深山幽谷の趣のある本山

寺に至る（写真7）。役行者に開山され、

770年頃の創建とされ、三大毘沙門天

とされる立像のほか、聖観世音菩薩立

像や不動明王立像がある。

　東海道自然歩道は西隣の安威川から

芥川を経て、東隣の桧尾川流域の高槻

市川久保方面につながっている。最近、

この山麓近くで、新名神高速道路の高

架橋が芥川と府道６号を横切り、府道

から東隣の桧尾川沿いの高槻IC・JCT

へのアクセス道路が新設された。

　高槻市営バスの２つの系統での「上

の口」や「塚脇あるいは下の口」が摂

津峡の上下端となる。JR高槻駅北口か

らのバス便が多く、約20分というアク

セスの良さで日帰りの散策に向いてお

り、上の口のバス停から下って、摂津

峡を経てあくあぴあ芥川に至るハイキ

ング客が多い。市街地近くにありなが

ら、都会の喧騒を逃れた静寂さに包ま

れ、清涼感にあふれている。春は桜と

新緑や秋の紅葉の頃は、職場や大学の

親睦をはかるハイキングや水辺のバー

ベキューパーティで賑わうレクレーシ

ョンの場となっている。

　摂津峡は、関西自然に親しむ風景100

選や大阪府みどりの百選の１つに選ばれ

ているように、岩の間を縫って流れる

清流の渓谷美から、耶馬溪（大分県）に

ちなんで摂津耶馬溪とも呼ばれる景勝

地である（写真8、9）。

　摂津峡大橋の芥川漁協の魚釣り場か

ら下流に向うと、鬼子母神を安置する

慶住院がある。これより下流は白流が

岩をはみ、夫婦岩・八畳岩・屏風岩・

行者岩・立岩等の奇岩に富んだ渓谷美

が展開される渓流河川となり、右岸側

に歩道が続く。対岸（左岸側）の三好山

（180m）には、戦国時代に三好長慶が７

年間支配した芥川山城址も残る（写真9）。

　摂津峡中ほどの右岸側で、東海道自

然歩道沿いの支流が流入する。この支

流を80mほど登れば、左手に高さ約15m

の白滝に出会える（写真10）。この谷筋

の山道を西にとると、東海道自然歩道

となり、萩谷や竜仙滝を経て東隣の安写真６　神峯山寺山門

写真７　本山寺境内

写真５　原立石のバス待合室

写真８　摂津峡の渓谷

ほん ざん  じ

か    ぶ  さん  じ
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威川に至る。摂津峡をさらに下れば、

渓流沿いにアルカリ単純泉の温泉旅館

がある。この温泉旅館は、摂津峡下流

端の塚脇橋の東側でビル建ての屋上展

望風呂付き温泉大浴場を経営しており、

近場や遠出の車で来た客や、汗を洗い

流して帰るハイキング客で賑わってい

る。また、隣には珍しい温泉水の販売

スタンドが併設されている。

　塚脇橋で、右岸側には野外ステージ

付きの桜広場や匹見の森（樹木教材園）

が整備されている。樹木教材園には47

都道府県の樹木が育ち、渓流沿いには

ソメイヨシノが約3,000本あり、摂津峡

公園として４月上旬には摂津峡さくら

祭りが催される（写真11）。

〔中流域〕

　摂津峡下端の塚脇橋から下流側でも

６月にはゲンジボタルやヘイケボタル

の乱舞する清流が残されている。

　塚脇橋東側では、服部の地名から推

測されるように古代の渡来系機織り部

の里であったと伝えられる。右岸側の

河川段丘や丘陵地の南平台では、住宅

地が南側から伸びてきて、かつてのゴ

魚の遡上が妨げられるため、近年魚道

の追加整備や仮設魚道の設置が行われ、

ひとと魚にやさしい川づくりが実践さ

れている。

　阪急電鉄高槻市駅の南側に向えば、

高山右近ゆかりの高槻城址がある。城

跡は史跡公園に整備され、高槻市立歴

史民俗資料館も設けられている（写真15）。

現代の高槻城址は、およそ400年前の

江戸時代に三層の天守、広い水掘りや

石垣を有して築城されもので、城下町

も形成されて、西国街道の芥川宿とと

もに、今の高槻の中心街の基礎となっ

た。今は天守や水掘りは失われたが、

江戸時代の大阪府内の城下町は、岸和

田、大坂、高槻の３つだけであった。

　その後、阪急電鉄とJR東海道線が北

〔下流域〕

　住宅地が河畔近くまで迫る下流域の

大蔵司橋から高槻橋の間、とくに門前

橋から芥川橋の間は、桜並木や親水施

設が整備された桜堤公園であり、市民

の憩いの場として賑わう（写真13）。右

岸側の高水敷の広場には遊具やベンチ

も設けられ、河道内には流水を横切る

飛び石があり、子供たちの歓声が響く

場である（写真14）。

　４月末の大型連休から五月の青空の

もと、芥川を横断して、川いっぱいに

鯉のぼり1,000匹を泳がせる「こいのぼ

りフェスタ1000」は、市民に人気の行

事である。

　また、芥川中流域と淀川合流点まで

には、農業用水取水堰や落差工が多く、写真１０　摂津峡の白滝

写真９　対岸の三好山
写真１１　桜広場と枝垂れ桜

写真１２　あくあぴあ芥川

写真１３　桜堤公園全景と桜

写真１４　芥川の飛び石

ルフ用地は住宅地へと変貌をとげた。

左岸側の水田を挟んだ丘陵地の古曽部

台などにも古墳群が散在し、住宅地開

発で箱形埴輪や武人形埴輪が出土して、

南平台小学校の隣の高槻市埋蔵文化調

査センターに保管されている。

　塚脇橋から川沿いの芥川清水緑道を

下って行けば、河畔にあくあぴあ芥川

（芥川緑地資料館）やテニスコート・芥

川緑地プールがある（写真12）。あくあ

ぴあ芥川は学芸員指導による入場無料

の環境学習の場で、芥川の水生生物や

高槻市内の動植物の展示がある。右岸

側と左岸側の水田群を挟んだ丘陵地に

は住宅地が遠望される。両岸には緑道

が整備され、ハイキング客や市民の散

策路、ジョギングコースになっている。
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側を通ることになり、高槻市街地は北

に伸長した。JR高槻駅北口に鳥居のあ

る上宮天満宮は約1,050年もの歴史を持

つ由緒ある神社である。

　支川の如是川（女瀬川）は芥川の西

側から芥川大橋直前で合流する。上流

部山腹には古くから京都大学阿武山地

震観測所がある。下流部の芥川本川と

の間に真の継体天皇陵とされる前方後

円墳の今城塚や今城塚古代歴史館が整

備されている（写真16）。今城塚古墳で

は形象埴輪や埴輪祭祀区が出土し、多

種類の埴輪が発掘されている。とくに、

高さ170cmもの大きな家形埴輪は注目

を浴びている。近くには、新池埴輪製

作遺跡があり、ともに国の史跡に指定

されている。

3．水質・環境
　芥川中流部の丘陵地は大阪のベッド

タウンとしての住宅開発が、下流域は

工場や事業所が進出して、1960年代か

ら水質汚濁が進んだ。1990年以降の下

水道普及の進展とともに、芥川下流部

の環境基準点の鷺打橋での水質は改善

されてきた（図1）。また、魚道の設置

もあって、現在は魚影が多く、サギや

カモが出現する水質環境になった。

　高槻市街地を貫流する芥川は、散策

や憩いの場として、市民の関心が非常

に高い。ヒートアイランド現象をもた

らす市街地化に対しては、貴重なオー

プンスペースで、水と緑の風の道でも

あり、清らかな流れは欠かせない。魚

等の水生生物と住民とのふれあいを進

めるために、市民中心の「芥川・ひと

と魚にやさしい川づくりネットワーク

（愛称：芥川倶楽部）」があり、河川の

美化や豊かな自然生態系の回復をめざ

して、「魚みちづくり」など熱心な活動

を行っている。

　芥川倶楽部は、高槻市民に、市役所

等の行政機関や研究者も加わって、2005

年に発足し、仮設魚道づくりをはじめ

機関紙「芥川倶楽部」や「水辺だより」

の発行など、芥川と係わる様々なイベ

ント活動を展開している（写真17）。

2008年から、ネットワークの充実化を

目指してNPO法人化され、現在も継続

運営されている。

　高槻市を流下する芥川や桧尾川の流

量はさほど多くないため、淀川右岸下

流低地の水田群には、淀川からの五領

用水や三箇牧用水が供給される。工場

や住宅街が進出した芥川下流域の汚濁

排水や淀川右岸流域下水道の終末処理

場（高槻水みらいセンター）放流水は、

地盤の低い水田群の悪水排除の役割で

あった番田井路（水路）に入る（写真18）。

地盤の低い番田水路は芥川には流入せ

ずに伏せ越し（かつての番田の大樋の

遺構がある）で横断し、西隣の安威川

にも入らずにかなり長い区間を並走し

て、さらに西隣の神崎川に安威川より

図１　芥川鷺打橋の水質の経年変化

写真１５　高槻市歴史民俗資料館

写真１６　今城塚古墳の整備後 写真１７　桜堤公園の魚道

写真１８　合流部に背割矢板のある番田井路

写真１９　高槻水みらいセンターせせらぎ緑地

先に流入することになる。なお、番田

地区の高槻水みらいセンター内には、

珍しい処理水を配した林のあるせせら

ぎ緑地が設けられ、市民に公開されて

いる（写真19）。

　　　　　　　　　　  （海老瀬潜一）
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【あいがわ・かんざきがわ】

安威川・神崎川安威川・神崎川
阪層群が分布し、低地平野部は未固結

堆積物の砂や泥が広く分布する沖積層

となっている。

　安威川は、京都府域山間の農村地域

を流れる東掛川、栢原川が高槻市域か

ら流入する二料谷川（河川名としては

ここから安威川とされている）と合流

して始まる。上流域は川幅20～30m程

度、河床勾配も大きく河畔林が水辺ま

で迫る渓流もあり、瀬や淵などの河川

形態は多様である。下音羽川合流後、

長ケ橋付近では川幅は50ｍ程度となり

周辺には農地が見られる。茨木川と合

流後の下流域の川幅は70～80m程度の

高水敷を有する緩やかな流れ（年平均

流量0.9m3/s程度）となり、砂州もみら

れる。さらに山田川、大正川、正雀川

を合流付近からは、川幅は100mを超え、

さらに緩やかな直線的な流れとなって

いる。下水処理場排水、流入支川や感

潮域の影響等により流量が増加し、神

崎川と合流していく。合流地点直前の

新京阪橋における平均流量は8.35m3/s

（2016年度）である。

　神崎川は、安威川合流後、糸田川、

高川、天竺川の小河川を流入させなが

ら、河床勾配（～1/6000）の小さい感

潮域を、鋼矢板護岸の市街地（大阪市、

吹田市、豊中市、尼崎市）を経てゆっ

たりと流下する。環境基準点新三国橋

における年平均流量は、61.0m3/s（2016

年度）である。猪名川を合流したのち、

左門殿川、中島川、西島川に分派しな

がら大阪湾へと注ぐ。

2．歴史・文化
〔安威川上流域〕

　安威川起点の二料には古い酒蔵を利

用した趣きのある二料山荘があり、周

辺は６月頃ゲンジボタルやヘイケボタ

ルなどが飛び交う蛍の里となっている。

京都府と大阪府茨木市の府境付近では、

渓谷の両岸に採石場が林立しており、

周辺は白煙がもうもうと舞い上がって

　神崎川は、淀川右岸鳥飼大

橋の少し下流にある一津屋樋

門からの導水により始まり、

安威川と合流後、左岸側の大

阪市東淀川区、淀川区、西淀

川区、右岸側の吹田市、豊中

市、尼崎市を経て大阪湾へ注

ぐ。流域面積約622km2（中島

川河口、下水道排水区域を含

む）、流路延長約18.6kmの淀

川水系１次支川の一級河川で

ある。　

　これらの流域は北摂山地、

千里丘陵、大阪平野から成る。

北摂山地は急峻な斜面を見せ

るが、山頂部は標高700m以

下の高原状となっており、山

間部の地質は、丹波層群とい

う海底で堆積した岩石と貫入

花崗岩類等がみられ、千里丘

陵は泥・砂・礫等からなる大

1．地形・地質
　安威川は北摂地域にあり、京都府亀

岡市竜ヶ尾山付近や大阪府高槻市樫田

地区を水源とし、高槻市、茨木市、摂

津市、吹田市、大阪市を流下し、大阪

市東淀川区の相川、吹田市高浜地先で

神崎川に合流する。流域面積約163km2、

流路延長約32kmの淀川水系2次支川の

一級河川である。　

写真１　大門寺

写真２　安威川・茨木川（手前）合流地点付近

写真３　磯良神社
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いる。下音羽川を少し遡れば、深山水

路があり（コラム◯参照）、周辺には東

海道自然歩道をはじめとする多くのハ

イキングコースがある。大門寺地区に

は、開成皇子（桓武天皇の兄）の開基

とされる大門寺があり（写真1）、本尊

の聖如意輪観世音菩薩、並びに四天王

像は藤原期の仏像で、国の重要文化財

に指定されている。

　安威川は、下音羽川と合流後、ダム

建設地の車作、生保、大門寺、桑原地

区などの山間部を経て安威地区で平野

部に向かう。桑ノ原橋より約800m南

に阿為神社がある。安威地区は、中臣

氏にゆかりが深く、中臣藍連が天児屋

根命を氏神として祀ったとされる。そ

の東隣に大念寺があり、藤原鎌足が遣

隋使として有名な学問僧、慧隠法師を

招いて建立したといわれる。

　名神高速道路、国道171号線をくぐっ

た後、安威川は茨木市西河原付近で茨

木川と合流する（写真2）。合流点直前

の安威川左岸側には西河原公園が広が

り、その東には延喜式内名神大社とし

て高い社格を誇る新屋坐天照御魂神社

（西河原）がある。すぐ南に磯良神社

があり、通称疣水さんの名で親しまれ

ている（写真3）。境内には玉ノ井とい

う井戸があり、「摂津名所図会」にも記

載されている神功皇后ゆかりの名水で

ある。

　茨木川の上流は佐保川と呼ばれ、中

河原町付近で勝尾寺川と合流後、茨木

川となる。幣久良橋を西へ勝尾寺川沿

いに西国街道を進み、国道171号線を

南へ超えると郡山宿がある。西国街道

は京都と西国を結ぶ重要な陸路であり、

江戸時代には、西国大名が参勤交代の

際によく利用した５つの宿場（山崎、

芥川、郡山、瀬川、昆陽）があったが、

郡山宿は唯一、本陣が現存し、浅野内

匠頭も宿泊したといわれる。門内の椿

の木が五色の花を咲かせたことから

「椿の本陣」とも呼ばれ、国の史跡と

なっている（写真4）。

〔安威川下流域〕

　茨木川は、1941年までは、現在の合

流点より少し上流で向きを変えて南下

し、摂津市内で安威川に合流していた

が、度重なる洪水の被害のため、現在

の地点で安威川に合流させることになっ

た。付け替えにより、以前の茨木川の

部分は1949年に廃川となり、市内を縦

貫する道路（川端通り、桜通り）及び

元茨木川緑地として整備された。

　長く続く桜並木は市民の目を和ませ、

春には桜まつりが行われている。茨木

市役所東側の高橋の欄干には、地元の

民話にでてくる酒呑童子の家来、茨木

童子の像があり、その東には茨木神社

がある（写真5）。境内には、豊臣秀吉

が好んで茶の湯に使用したとも言われ

る黒井の清水という井戸がある。川端

通りには茨木出身の文学者川端康成を

記念した茨木市立川端康成文学館があ

る。茨木川に面した緑地の北端に安威

川茨木川合流点の碑がある。

　茨木川合流後の阪急茨木市駅の北東

約700mの千歳橋付近の堤防沿いに続く

安威川河川敷公園（タイトル写真）は、春

には菜の花の絨毯と美しい桜並木など

のどかな風景が続く。流れは、東海道

本線、阪急京都線をくぐった後、野々

宮付近で南西方向に向きを変える。こ

の付近で安威川の南に隣り合って番田

水路や三箇牧水路などの排水路が東海

道新幹線の北側を並走している。これ

らの水路は井路とも呼ばれ、農業用排

水路として開削されたものである。宮

鳥橋付近から鳥飼水路も並走に加わり、

右岸側には安威川流域下水道中央水み

らいセンター、左岸側には新幹線鳥飼

基地がある。隣接する新幹線公園前の

桜並木は美しい（写真6）。

　安威川は、近畿自動車道をくぐる少

し手前で大正川と合流する。近畿自動

車道の鶴野橋の上には大阪モノレール

が走っている。橋上を横断しながら安

威川本流、番田水路、鳥飼・三箇牧水

路の流れが順次眺められる。番田水路

等は山田川との合流地点付近から安威

川の南西側に少し離れ、吹田市域との

境付近で再び安威川に隣接して流れる。

　安威川橋の北、山田川沿いに大阪府

指定有形化財の味舌天満宮がある。味

舌は、織田信長の弟で茶道有楽流の開

祖である織田有楽斎の領地でもあった。

安威川は正雀川と合流後、阪急京都線

の相川駅西にある新京阪橋の約500m

下流で神崎川に合流する。

〔神崎川〕

　神崎川は、奈良時代の末期に和気清

麻呂によって淀川と瀬戸内海を直結さ

写真４　郡山宿本陣 写真５　茨木神社本殿

写真６　鳥飼・三箇牧水路と桜並木

写真７　淀川と一津屋樋門
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せるために開削され、大阪湾と都を結

ぶ神崎や江口などの港をはじめとする

繁栄の名残が所々に見られる。摂津市

一津屋の淀川右岸のスーパー堤防を駆

け上がると、堤防の上からは淀川を取

り巻く周辺の雄大な眺めが見える。少

し上流には鳥飼大橋が眺められる。淀

川河川公園内に一津屋樋門（写真7）が

あり、淀川からの導水（写真8）により

神崎川が始まり、直線的に西へ安威川

との合流点まで流れる。一津屋周辺に

は、大阪広域水道企業団三島浄水場、

一津取屋取水場、神戸市や尼崎市の水

道局の取水場がある。江口橋の少し東

から味生水路が並行して流れ、北江口

橋地点で番田水路が神崎川に流入して

いる。　　　

　番田水路流域は、上流の一部を除い て、女瀬川、芥川、淀川、神崎川、安

威川の堤防に囲まれた低湿地で、古く

から洪水に悩まされてきたが、2006年

度に神崎川への流入地点に番田水門が

設置され、神崎川の河川水位が高いと

きには、強制的にポンプによる排水が

できるようになった。神崎川の左岸側

（淀川右岸）の南江口には、西行法師と

の逸話が伝えられる江口の君堂・寂光

寺がある（写真9）。

　北江口橋から１km西で神崎川は安威

川と合流する（写真10）。合流地点手前

の安威川上高浜橋上流側に摂津名所図

会に描かれた「吹田の渡し」の案内板

がある。少し下流の高浜橋付近には

「神崎川付け替え」の案内板がある。

安威川下流は古来、三国川（現在の神

崎川）と呼ばれ、淀川とは別の水系で

あった。和気清麻呂は、長岡京遷都に

伴い785（延暦4）年に桓武天皇に命じ

られ、江口付近から淀川を北に分流さ

せ、摂津市別府付近から西に大きく曲

がって安威川に合流させる水路を開削

し、淀川と直結させて瀬戸内海につな

げた。これにより、神崎川は、西国か

らの物資輸送の主要なルートとなり、

吹田は江口や河口部の神崎、蟹島（加

島）などとともに、淀川舟運の拠点の

一つとして発展した。

　しかし、神崎川が大きく曲がって安

威川に合流することが水害の原因となっ

ていたことから、1878年に内務省の土

木技師、オランダ人デ・レーケの指導

により一津屋から西に向かって直線的

に吹田村の御旅島まで新河道が開削さ

れ、現在の神崎川となった。神崎川の

右岸はその昔、高濱の森といわれ白砂

青松の地であった。その中心に高濱神

社があり、境内にある「鶴の松」の古

株は当時の名残とされる。吹田大橋の

北の内本町には、18世紀初頭より上皇

の所領地である仙洞御料方の庄屋を務

めていた旧西尾家住宅（吹田文化創造

交流館）があり（写真11）、吹田市で唯

一の重要文化財に指定されている。

　吹田大橋からゆったりと蛇行しなが

ら下り、右岸側で糸田川、高川、天竺

川が流入する。さらに、吹田市の川面、

南吹田、大阪市の十八条などの下水処

理場や種々の工場が立地し、左岸側に

は、大阪市旭区赤川付近を出発点とし、

一津屋から下流の出来島付近まで「な

にわ自転車道」が走っている。

　阪急宝塚線のやや下流に新三国橋が

ある。大豊橋を過ぎると毛斯倫大橋が

架かっている（写真12）。大正時代に生

産された安くて良質なモスリンを積ん

だ運搬車が往来したことから名づけら

れたという。山陽新幹線と出会うあた

りで猪名川と合流する。毛斯倫大橋の

南には、雨月物語の作者として知られる

江戸時代後期の読本作者上田秋成ゆか

りの加島稲荷（現、香具波志神社）が

ある。秋成が子供の時に疱瘡を病み、

祈願して助けられ、その後も信仰を続

けたと伝えられる。境内には上田秋成

寓居、加島鋳銭所跡の碑がある。

　東海道本線（JR神戸線）を過ぎると、

流れは二手に別れて左門殿川に分流す

る。神崎大橋を北へ渡り、左門殿川と
写真８　神崎川への導水

写真９　江口の君堂・寂光寺

写真１０　安威川（左）と神崎川（右）の合流点

写真１１　旧西尾家住宅

写真１２　毛斯倫大橋

写真１３　田蓑神社
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神崎川に挟まれた中洲の佃には、田蓑

神社があり、境内には佃漁民ゆかりの

地の碑がある（写真13）。天正年間に徳

川家康が摂津多田神社に詣でる際に、

佃の漁民が協力して船を渡したことに

対して税金免除などの特典を与えられ

た。これが縁となり漁民の一部が江戸

鉄砲洲に移住し、江戸に「佃島」の地

名が残るきっかけになったと伝えられ

ている。神崎川はその後分派して、一

方は左門殿川と合流し中島川に、一方

はさらに神崎川と西島川に分派し、西

島川は淀川に合流したのち、それぞれ

大阪湾へと至る（写真14）。

　神崎川と淀川に挟まれた矢倉地区は、

1970年代に産廃処分場として利用され

ていたが、先端部を矢倉緑地として大

阪市内で唯一、コンクリート護岸を持

たず、貴重な自然景観を有する海辺に

整備された。神崎川側には干潟が、淀

川と大阪湾に面して、潮だまりがある。

野鳥観察所や芝生広場などもあり、晴

れた日には、大阪湾を臨む気持ちの良

い場所である。

なされて改善が進んでいる。

〔生　物〕

　大阪府の報告書によると、安威川・

神崎川流域には８目17科51種（純淡水

魚39種、回遊魚9種、汽水魚3種）の魚

種が確認されている。特に、安威川上

流域には多様な生物環境が残されてお

り、アジメドジョウ、タカハヤ、ギギ、

アカザ、陸封型カジカ、ズナガニゴイ、

シマドジョウなどの貴重種が多く生息

している。特にアジメドジョウは日本

固有種で中部地方中心に分布し、安威

川は個体群生息の西限にあたる。生息

に適する河川が少なく環境省RDBで

「絶滅のおそれのある地域個体群」に

指定されている。また、ミヤマサナエ、

キイロサナエ、アオサナエ、ゲンジボ

タルなどの底生生物やオオサンショウ

ウオやカジカガエルなどの両生類も確

認されている。

〔安威川ダム〕

　安威川の流域は、山地約70km2、そ

の他90km2は丘陵地か低平地からなり、

昔から水害が多く、1967年７月には北

摂豪雨が起こり、死傷者61名、浸水家

屋約2万5千戸等の被害を受けた。さら

に1983年、1999年にも水害があり、市

街地でしばしば洪水の被害がでた。

　これらの北摂豪雨を契機に安威川ダ

ムの建設が計画され、100年に1回の大

雨に対応するように河川改修およびダ

ムによる治水手法が選択された。完成

後のダム本体は中央コア型ロックフィ

3．環境（水質・生物・治水）
〔水　質〕

　安威川、神崎川の環境基準点である

上流部の安威川桑ノ原橋、神崎川合流

直前の新京阪橋、神崎川新三国橋にお

ける水質の推移を示した（図1）。桑ノ

原橋の水質をBOD値でみると、1960年

代後半で3～4mg/Lであったが、その

後徐々に低下し2000年に入って1mg/L

以下の清浄な水質になっている。新京

阪橋では、1960年代には40～50mg/L

と高かったが、その後急激に低下し

１～2mg/Lになった。同様に最下流の

新三国橋でも30～40mg/Lと高値を示

していたが、2mg/L以下に低下してい

る。1960年代以前、安威川下流および

神崎川では製紙会社や化学工業などが

立地し、高濃度の工場排水が流入し水

質が著しく悪化していたが、排水規制

の強化や下水処理場の普及等により急

速に水質が改善された。また、2000年

代に河川底質のダイオキシンによる汚

染、特に新三国橋周辺から下流にかけ

て高濃度汚染が判明し、上流の流入水

路の原因究明調査や底質の浄化対策が

ルダムで、堤高76.5m、堤頂長337.5m、 

提体積222.5万m3、貯水池の集水面積

52.2km2、湛水面積（大雨時）81ha、

総貯水容量1,800万m3（内訳；洪水調

節容量1,400万m3、不特定利水容量240

万m3、堆砂容量160万m3）となる。

ダム建設による環境への影響をできる

限り抑えるために、大阪府によって

「安威川ダム自然環境保全マスタープ

ラン」が策定され、これに基づいた動

植物、水質、流量観測の調査と環境保

全対策が行われている。安威川ダムは

2021年度末完成予定とされている。

　　　　　　 （服部幸和・村岡浩爾）

図１　安威川・神崎川におけるＢＯＤ
         年平均値の経年変化

写真１４　西島川・淀川合流点

た  みの
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【いながわ】

猪名川

て、五月山を過ぎる辺りから平野部へ

入り川幅300mと広くなる。一庫・大路

次川下流部には一庫ダムがある。平野

部では、猪名川は右岸側で最明寺川、

駄六川、左岸側の軍行橋下流で箕面川

と合流していく。箕面川上流には、治

水用の箕面川ダムがある。軍行橋にお

ける平均流量は5.09m3/s（2016年度）で

ある。猪名川は神津大橋付近で西側に

藻川を分派し、千里川を合流後、尼崎

市戸ノ内付近で再び藻川と合わせて神

崎川と合流する。

2．歴史・文化
〔上流域〕

　猪名川上流部探索の起点を阪急川西

能勢口駅あるいはJR川西池田駅にとる。

猪名川沿い県道12号線を北上すると川

辺郡猪名川町北端の大野山の麓に猪名

川の源流があるといわれている。大野

山は標高 753m、北摂連山の最高峰で

ある。猪名川は、源流からクヌギやナ

ラの林に囲まれた山間を縫って流れ、

ところどころに小さな盆地があり、集

落をつくっている。杉生の八坂神社は

そんな集落の鎮守の森の一つであり、

県文化財指定の本殿がある。杉生より

猪名川渓谷を下ると猪名川ふるさと館

があり、その裏手には親水護岸がある。

　ここからしばらく下ると景勝屏風岩

が見える（写真1）。やや南に大江山の

鬼退治に出かける源頼光が祈願したと

いわれる東光寺がある。江戸時代に訪

れた木喰上人が彫って納めたといわれ

る木喰仏がある。

　ここより少し下って、12号線の広根

大水口の交差点を西に行くと、猪名川

町立多田銀銅山悠久の館がある。多田

銀銅山は、北摂地域に10数km四方に

広がる鉱山で、平安時代末期に採掘が

流で神崎川右岸に合流している。淀川

水系の最も西側を流れる、流域面積

383km2、幹線流路延長43.2kmの淀川水

系２次支川の一級河川である。

　猪名川流域の地質は、中央部の北摂

山地には古生層（丹波層群）が広がり、

西縁部に酸性火砕岩（有馬層群）、北側

と東側に花崗岩類が分布している。猪

名川沿い及び千里丘陵には大阪層群が

分布し、平野部には、伊丹段丘、池田

豊中段丘などの段丘層、低地には沖積

層が分布している。また、猪名川町周

辺には多田鉱山（銀銅山）があり、こ

の多金属鉱脈鉱床は、銅－スズ鉱床・

亜鉛－鉛鉱床で、銀を多く含むとされる。

　猪名川は北摂山地を南下して狭い山

間を縫って流れる。多田盆地に入ると

川幅40m程度となる。銀橋における平

均流量4.58m3/s（2016年度）である。

その間、槻並川、野尻川、一庫・大路

次川、塩川、余野川等の支流を合流し

1．地形・地質
　猪名川は兵庫県川辺郡猪名川町の大

野山を水源として、大阪・兵庫の両府

県を南流し、大阪湾河口から約6.5km上

写真１　屏風岩

写真２　青木間歩 写真３　知明湖・一庫ダム

写真４　浄水堂と妙見さまの御神水
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始まり、豊臣政権時代には直轄鉱山と

なり栄えた。その後、江戸時代の1661

（寛文元）年には幕府直轄の直山として

管理されるようになり、多量の銀や銅

を産出し、「銀山三千軒」といわれる

ほど賑わった。悠久の館から猪名川支

流の野尻川に沿って遡っていくと、代

官所の跡、銀山橋、高札場跡、移築さ

れたといわれる代官所の門がある。少

し行くと、江戸時代に採掘されたとい

われる青木間歩がある（写真2）。間歩

とは、鉱石を採掘するために掘った坑

道で、ここでは唯一坑道内を体験でき

る。少し遡っていくと、秀吉ゆかりの

瓢箪間歩、台所間歩がある。銀銅山の

語り部の中元十三氏（故人）によると

多くの銀山昔話があり、代官所にまつ

わる今昔物語は大いに興味をそそる。

多田銀銅山は、2015年10月に「多田銀

銅山遺跡」として国史跡に指定されて

いる。

　次に、猪名川本流の左岸側に目を向

けてみる。山辺川、山田川、一庫・大

路次川、田尻川、野間川などの多くの

支流がある。山辺川や一庫・大路次川

の上流部は、春の小川を連想させるよ

うな里川であり、この地域の水不足解

消や治水のための多目的ダムとして造

られた知明湖・一庫ダム（写真3）を介

して猪名川に流れ込んでいる。知明湖

の中央に突き出た知明山（349m）には、

水辺、丘、山の３つのゾーンからなる一

庫公園が整備されている。北東の国崎

せせらぎ地区を黒川沿いに遡ると妙見

の森ケーブル黒川駅があり、山上駅で

リフトに乗り換えると妙見山（660m）に

着く。山上駅付近には、ミネラル分豊

富な名水「妙見の水」がある。このあ

たりの黒川地区は、日本の里山景観が

維持されている貴重な地域で「日本一

の里山」といわれ、くぬぎなどの里山

林、社寺林、田畑、草地など里山景観

が混交して広がり、多様な生態系が保

たれている。台場くぬぎも炭焼きの伝

統とともに受け継がれてきた。貝原益

軒の大和本草にも「摂津池田炭は、一

倉という里にてマクヌギを焼き、池田

にて売る」とあり、茶の湯に重用され

た。今や池田炭は大部分の地域で生産

されなくなったが、利休や秀吉が用い

たとされる菊炭（一庫炭、池田炭とも

呼ばれる）が一部で生産されている。

　能勢妙見山は、関西随一の日蓮宗霊

場（眞如寺の飛び地境内）である。山

門をくぐると、日蓮上人像、鐘楼があ

る。浄水堂には妙見さまの御神水が湧

きでており、「妙」は美しい、「見」は

姿を、合わせて「美しい姿」を意味す

ることから、江戸時代から役者などの

信仰が篤く、柱には四代目中村歌右衛

とうたわれ、鼓ヶ滝にまつわる民話と

しても知られる。

〔中・下流域〕

　鼓ヶ滝付近より猪名川を下り、余野

川合流後に阪神高速11号池田線が猪名

川を跨ぐところに、日本最大級のコン

クリート製の斜長橋がある。景観が美

しい五月山を背景に、全景が大きなハ

ープのように見えるため、「ビッグハー

プ」の愛称で呼ばれている。さらに左

岸に五月山を見ながら下ると、呉服橋

に至る。ここから見る猪名川は川幅も

あり、ゆったりと流れている（タイトル

写真）。呉服橋は、江戸時代は順礼橋と

いわれ、西国三十三ヶ所の二十三番札

所勝尾寺と二十四番札所中山寺を結ぶ

順礼街道に架ることに由来している。

のちに池田の古名、呉服里にちなんで

呉服橋と改称され、右岸側橋のたもと

には由来が記されている。阪急宝塚線

池田駅のすぐ近くには、呉服神社があ

る（写真7）。

　池田は、戦国時代、池田氏の城下町

門の銘があり、歌右衛門の浄水とも呼

ばれている（写真4）。開運殿の本殿に

は開運の守護神である北辰妙見大菩薩

が祀られている。猪名川が90度近く方

向を変える御社橋付近ではやや流れが

急な渓流となっている（写真5）。

　御社橋を渡った猪名川の左岸側に多

田神社（コラム◯参照）があり、この一

帯は清和源氏発祥の地として有名であ

る。現在の社殿神廟は、徳川４代将軍

家綱の再建によるもので、外廓南門に

楼門（南大門）、東西に高麗形の大門が

あり、内廓には、神廟、本殿、拝殿、

随神門などがある。境内には唐椿の老

木や無患子など県郷土記念物の珍しい

樹木が鬱蒼と茂っている。能勢電鉄妙

見線平野には、明治時代我が国最初の

飲料水工場「三ツ矢サイダー」発祥の

地である平野鉱泉跡がある。少し南に

能勢電鉄の駅名や町名で知られる鼓ヶ

滝があるが、一般にいわれる落差のあ

る「滝」ではなく、両岸に断崖が迫り、

岩場を流れる急流が下流の銀橋に向か

ってみられる（写真6）。近くに、西行

法師の歌碑があり、写真５　多田神社前の御社橋と猪名川

写真６　銀橋から上流を望む

写真７　呉服神社拝殿
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として発展し、街道が交差し猪名川の

舟運もある交通の要衝であったので、

早くから「物資の集散地」として発展

し、伊丹とともに酒造業も栄えた。江

戸時代には、能勢街道や勝尾寺と中山

寺を結ぶ西国巡礼道と尼崎伊丹道の交

差する場所に井戸があり、井戸の辻と

呼ばれ、酒蔵や商店が軒を連ねる池田

の中心になっていた。この北側には、

上方落語の名作「池田の猪買い」の舞

台にちなんだ上方落語の資料展示館

「落語みゅーじあむ」がある（写真8）。

　猪名川の上流の水は、古生層を潜り

抜けて池田や伊丹に至っており、この

伏流水で造った酒は京都や奈良の酒よ

りも辛口の酒を生み出し、人気を博し

たと伝えられる。元禄期からの造酒屋、

吉田酒造の主屋建築（国登録有形文化

財、明治10年再建）は、近代初期の造

酒屋と近世以来の銘醸地池田の繁栄を

今日に伝えている。現在、池田には、

「緑一」（吉田酒造）、「呉春」の２軒の

酒蔵が残っている。伊丹の酒では、剣

菱や男山など多くの伊丹発祥の銘柄が

灘や北海道などの蔵元に移転・廃業・

継承されていく中で、「白雪」、「老松」

などの銘柄が現在も残っている。呉春

の名の由来は、司馬遼太郎の「天明の

絵師」の主人公松村呉春に由来すると

いわれ、五月山の麓にある逸翁美術館

には、呉春筆の白梅図屏風六曲一双や

与謝蕪村筆の奥之細道画巻などの重要

文化財が所蔵されている（写真9）。

　猪名川は、これより下流、右岸側で

最明寺川と合流する。最明寺川の上流、

阪急宝塚線の山本駅から北へ約1.5km

山手に上り、渓流沿いを行くと大聖不

動尊と書かれた門を潜った右手に最明

寺滝がある（写真10）。三方を崖に囲ま

れた高さ10m程の滝があり、滝壺のそ

ばの岩間に不動明王が祀られている。

その名前は鎌倉幕府の執権北条時頼

（出家して最明寺入道と呼ばれていた）

が諸国巡回の途中に立ち寄り、素晴ら

しい景観が気に入り庵を築いた事に由

来すると云われている。

　JR川西池田の南側に、標高約40mの

伊丹台地の北東端部に弥生時代の近畿

地方を代表する大規模集落遺跡、加茂

遺跡があり、栄根銅鐸（東京国立博物

館蔵）をはじめ多くの土器や石器が出

土されている。川西市文化財資料館に

は、加茂遺跡をはじめとする市内出土

品が展示され、栄根銅鐸の複製品が展

示されている。その中心地に鴨神社が

あり、平安時代の「延喜式」に記載さ

れている由緒ある神社とされている。

祭神は｢別雷命」が祀られている。

　中国自動車道の猪名川大橋をくぐる

と、伊丹市域に入り、川幅がますます

広くなり、広い河川敷が続く。軍行橋

を過ぎて直ぐ箕面川が合流する。箕面

川の上流には、明治の森箕面国定公園

があり、見事な紅葉と高さ33mの箕面

の滝で有名である（写真11）。さらに行

くと治水用の箕面川ダムがある。軍行

橋より下流に南下すると、西側の藻川

と東側の猪名川の二手に別れる。猪名

川橋を渡って左岸の堤防を少し下ると

田能遺跡がある（写真12）。弥生時代の

集落の跡に平地式住居や竪穴式住居、

高床式倉庫などが復元され、尼崎市立

田能資料館には、銅剣鋳型や土器、石

器、碧玉製管玉などの貴重な遺物が展

示されている。対岸の猪名川右岸の堤

防から伊丹空港に航空機の着陸する姿

を見ることができる。

　猪名川は千里川合流後、利倉橋へと

続く。藻川の右岸側、JR塚口駅の東側

には、「延喜式」の中の神名帳に記され

た摂津国河辺郡七座の第一の神社であ

る伊佐具神社がある。この神社の南の

廣濟寺には、江戸時代の人形浄瑠璃の

脚本家として有名な近松門左衛門の墓

があり、東隣の近松公園内に近松記念

館や近松門左衛門像がある。藻川は昭

和40年代には汚濁していたが、近年改

善傾向にあり、ヒメボタルの観察会や
写真８　落語みゅーじあむ

写真９　逸翁美術館 写真１０　最明寺滝

写真１１　箕面の滝

写真１２　田能遺跡
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わけいかずちのみこと

と  くら

い    さ   ぐ

こう さい  じ
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に悪化したが、1980年代に入って下水

道の普及等により急速に改善された。

有機汚濁指標であるBODでみると、銀

橋で 5.3mg/L（1975年度）、軍行橋で

22mg/L（1974年度）であったが、近年

では両地点ともに1.0mg/L以下に低下

している。また、アンモニア性窒素濃

度（年平均値）についても、それぞれ

0.37mg/L、3.0mg/L（1974年度）であっ

たのが、2001年度には両地点ともに、

0.01mg/L以下に低下し、その後も0.01

～0.02mg/Lで推移している。下流部の

利倉橋でも、既存の市街地の人口増に

伴う生活排水や工場排水などにより、 

BODが45mg/L（1972年度）と高かっ

たが、近年では6.5mg/L（2015年度）と

低下している。アンモニア性窒素濃度

については、1984年度に31mg/Lであっ

たが、2015年度には、2.6mg/Lと低下

している。この地点については、1970

～1980年代に水質の悪化が顕著であっ

たが、下水道施設等の普及により水質

が改善されている。今後、アンモニア

性窒素の低減が進めばBODのさらなる

低下が期待される。

図1　猪名川におけるＢＯＤ経年変化

写真１３　猪名川と藻川の合流地点

写真１４　神崎金比羅さんの石灯篭

写真１５　一庫ダムの威容

対象にして洪水調整が行われている。

ダムの水は、兵庫県の尼崎市、西宮市、

伊丹市、宝塚市、川西市、猪名川町の

5市1町と、大阪府の池田市、豊能町な

ど、約60万人分の水道用水として利用

されている。その他、猪名川流域の農

地に対する灌漑用水等の補給、流水の

正常な機能の維持、及びダム周辺の環

境保全への取組みが行われている。

　 （服部幸和・奥野年秀・高原信幸）
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第
7
章
　
淀
川
水
系
中
・
下
流
部

【おおかわとおおさかしないかせん】

大川と大阪市内河川大川と大阪市内河川
ーション、安治川水門、河口域の渡し

などがある。大阪市内のいろんな洪水

津波高潮防止施設は、過去大阪を襲っ

た幾多の台風、洪水、高潮等の再来に

は耐えられるように設計されたもので

ある。一方、この付近には大阪の経済

発展に伴って人々の営みの文化と歴史

遺産が多く残されている。

　本章では、それらすべてを紹介でき

ないが、河川にかかわる諸施設ととも

に筆者に印象深いものを紹介したい。

2. 淀川大堰・毛馬水門・
毛馬閘門・毛馬排水機場
　すでに述べたように、洪水防止を目

的に開削された｢新淀川｣の機能を一層

発揮させるために設置されたのが、淀

川大堰・毛馬水門・毛馬閘門・毛馬排

1．地勢・歴史
　大阪市域は北側を神崎川、南側を大

和川、東側を生駒山系から流れ出た諸

河川、そして西側を大阪湾に囲まれて

いる。その中で大阪

市内の河川は、琵琶

湖淀川水系の最下流

に位置し、淀川水系、

寝屋川水系を中心と

した諸河川からなっ

ている。河口域では、

主なものだけでも北

から順に中島川、神

崎川、新淀川、安治

川、尻無川、木津川、

住吉川、大和川があ

る。この中で淀川は、

古来幾度となく氾濫

を繰り返し、とくに

大阪には今日まで220

回もの洪水が襲って

いて、ほぼ５年に１

回である。

　それらの中で、後述するように1885

（明治18）年の大洪水（写真1）を機に、

洪水防止を目的に琵琶湖からの流れを

一気に大阪湾まで流下させるために、

明治時代に「新淀川」が新しく開削さ

れた。この詳細は、コラム欄で詳しく

紹介する。そして、旧来の流れは「旧

淀川」と称され、通称上流側から順に

大川、堂島川、安治川と呼ばれている。

　それらの中に、淀川の淀川大堰など

の４施設、そして大川沿いと中之島周

辺の文化施設、大阪府津波・高潮ステ

写真４　産業遺産として保存されている
　　　  旧毛馬閘門

水機場の４施設である。その位置関係

は、写真2に示すとおりである。

　その４施設には、3つの役割がある。

まず、①淀川大堰（写真3）は淀川から

新淀川を通じて直接大阪湾へ流す水量

を調整し、さらに神崎川や農業用水路

のような各地の取水口の機能を阻害し

ないように、大堰・水門で淀川の水位

を調節するとともに、大阪湾の塩分が

淀川に遡らないようにする役割を果た

す。また②毛馬水門は大阪市内河川へ

流す水量を調整する。③毛馬閘門で淀

川と大阪市内河川大川（旧淀川）に水

位差があっても、パナマ運河のように

船が行き来できるようにする。④排水

機場で大雨の時など洪水対策・高潮対

写真１　大洪水で天神橋が流れた様子（1885）

写真２　淀川大堰・毛馬水門・閘門・排水機場

写真３　淀川大堰を下流左岸側から見る
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策・津波対策として、河口域の水門が

閉じられたときに、大阪市内河川の水

位を港湾域よりも低くするために、大

川の水を河口側に排水する機能を有し

ている。

　淀川大堰は、可動堰で325mの長さで

あり、阪急電車から見ていても大きい

が、身近にみるとなかなかの迫力であ

る。毛馬閘門は、前後を堰で閉じるこ

とによって、船を水位の異なる河川を

通過させることのできる施設である。

排水機場の排水容量は毎秒330m3/sと

いう大容量で、１基で55m3/s排水でき

るポンプを６基備え、しかも電源喪失

しても、一定時間は持ちこたえられる

自家発電装置も備えている。

　コラムで紹介しているように、これ

らの諸施設の旧施設は、1885年の大洪

水後、オランダ人技師デ・レーケの指

導で建設されたもので、その旧施設の

一部は産業遺産として保存されている

（写真4）。

　1965（昭和40）年以降は、新しい「大

阪高潮対策恒久計画」にもとづいて、

各種施設が整備された。これらの施設

は、過去大阪を襲った幾多の台風、洪

水、高潮等の再来に耐えられるように

設計されたものである。すなわち、計

画高潮位をOP.+2.20mとし、3mの偏差

を予測して、防潮施設は、OP.+5.20m

に耐えられるように造られている（OP.

とは、大阪湾の平均最低潮位をいう）。

　それは、安治川水門、尻無川水門、

木津川水門で海側からの高潮を堰止め、

上流側から市内に流れてくる水は、毛

馬排水機場から新淀川を通じて、一気

に大阪湾へ放流する機構である。そし

て、防潮水門外ではOP.+6.6mに耐えら

れるように堤防が造られ、水門内では、

OP.+4.30mとして整備されている。

　さらに、大阪市内や近郊都市の浸水

対策のための流量や水位調整は、城北

水門、東横堀川水門、道頓堀川水門、

平野川分水路排水機場などで行われる。

例えば、平野川分水路排水機場は、平

野川分水路と第二寝屋川の交叉すると

ころに設けられ、上流側の水位を調整

している。筆者は、これらのお陰で最

近30数年は、大阪市や近郊都市で浸水

現象が起きていないと感じている。

3．大川
　毛馬水門直下流から旧淀川が始まり、

この後中之島付近までを通称大川と呼

ばれる。まず毛馬橋があり、この後、

下流にむかって大川両岸は、現在毛馬

桜之宮公園として整備されている。毛

馬橋のたもと東側は、与謝蕪村公園と

して整備されている。俳諧絵画で有名

な与謝蕪村には、淀川にかかわる俳句

も多く、伏見から淀川河口までのスケ

ッチもあり、淀川沿い各地に句碑など

が残されていて、毛馬橋東詰の蕪村公

園もそのひとつである。毛馬橋から大

川を少し下ると、左岸東側に城北川

（城北運河）の水門があって、他の水門

と同様に大阪市内の洪水対策の役割を

担っている。

　大川には多くの橋が架かっているが、

それでも間があきすぎていて人々の日

常生活には、不便である。昔は、渡し

船が多くあった。今日では、その代わ

り人と自転車専用の橋がかけられてい

る。毛馬橋から下流の都島橋まで行く

途中に架けられている飛翔橋もその一

つである。この付近には、左岸側に大

阪市水道発祥の地碑もあり、その下流

には、昔源八の渡しの跡にある源八橋、

桜宮橋の下流の川崎の渡し跡には同様

に人と自転車専用の川崎橋が架かって

いる。いずれも上述の毛馬桜之宮公園

の中にあり、付近の景色とマッチして

いる。

　次に、源八橋下流左岸側には大阪府

「ふれあいの水辺」がある。対岸には、

OAP（大阪アメニティーパーク）があ

り、帝国ホテル、マンションなどが並

んでいる（写真5）。大川の右岸側には、

泉布観（写真6）、造幣局（写真7）がある。

大阪市泉布観は、明治時代の造幣寮の

迎賓館であり、コロニアル様式の建物

は明治時代の雰囲気を残している。ま

た、造幣局は、昔ながらのシックな建

築様式で、場内には、レンガ造りの八

角形の古めかしい旧造幣寮鋳造所の正

面玄関もあり、桜の通り抜けとともに

有名である。

　再び大川左岸側を下ると、かつて藤

田男爵邸があった一帯であり、現在太

閤園、藤田美術館、藤田邸跡公園、大

阪市公館が並んでいる。その後に、上

述の川崎橋、川崎の渡し跡碑がある。

写真５　大阪ふれあいの水辺と
　　　  大阪アメニティーパークビル群（後方）

写真６　大阪市泉布観

写真７　造幣局

写真８　川崎橋と右側に流入する寝屋川
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藤田男爵は、明治時代の豪商でこの付

近一帯に別荘を持っていて、親子２代

で収集した古美術品が藤田美術館で一

般公開されている。

　これから下流左岸側には寝屋川が、

流入してくる。その後、大川は、右に

堂島川、左に土佐堀川と別れる（写

真8）。

4．堂島川・中之島周辺
　大川は、川崎橋の直後に寝屋川が流

入して、間もなく中之島で堂島川と土

佐堀川に分かれ、さらに土佐堀川から

次章で紹介する東横堀川が分流してい

る。寝屋川の流入直後に天満橋、大川

が別れたところには天神橋があり、さ

らに下流に難波橋がある。その中之島

には、いろんな役所や巨大企業の中枢

当時最新の技術とデザインで建設され

たものである。そこから、東方は中之

島公園といわれる。また、堂島川・土

佐堀川河川べりは、中之島公園として

水辺環境が整備されて、人々が散歩を

楽しんでいる。

　つぎに、堂島川右岸には、裁判所関

係の役所、さらに少し北には大阪天満

宮がある（写真11）。

　淀屋橋南詰西側には、橋に名を残す

淀屋屋敷跡碑がある。さらに土佐堀通

りを上流・東方向へ歩くと、老舗の証

券会社や大企業の事務所が軒を連ねて

おり、明治時代の息吹を感じる遺跡も

多くある。

　また、土佐堀川沿いの土佐堀通りか

ら南へ一路入ると、江戸時代から明治

時代にかけての多くの史跡が残されて

いる。たとえば、幕末から明治にかけ

て大活躍した多くの志士、医学者、政

治家を輩出した緒方洪庵の旧宅兼塾で

ある適塾があり、現在は重要文化財に

指定されている（写真12）。

　その他、この付近堂島川、土佐堀川

両岸、中之島には、多くの文化施設や

歴史遺産がある。

5．安治川・市内河川河口域と
   渡し
　堂島川と土佐堀川が再び合流して、

西方へ流れるのが安治川であり、南方

へ流れるのが木津川である。元々堂島

川・土佐堀川の下流に九条島があり、

これにぶつかってたびたび氾濫を起こ

していた。そこで、江戸時代幕府の命

により河村瑞賢により開削（1684）さ

れて、安治川と名付けられ、東側が九

条、西側が西九条となった。その後、

1698（元禄11）年には富島や古川など

の新地開発も進められた。安治川橋は

この新地の開発に伴い初めて架設され

た。

　南方へ流れる木津川と現在は東側に

あってすでに埋め立てられた支流百間

堀川との間の島は江之子島と呼ばれて

いた。この付近には、江戸時代漁船の

便が良く、魚市場があり、雑喉場市場

と呼ばれ、大阪の３大市場と言われた。

その碑が、雑喉場市場跡碑として残っ

ている（写真13）。

　さらに、安治川と木津川の間にある

川口と市内とを結んだ橋が、木津川橋

の事務所が集まっている。そして、天

神祭や市民レガッタなどの大阪の川を

舞台とした行事がほとんどこの付近で

行われ、四季の風物詩として、市民に

親しまれている。また、橋の下を通る

ために天井の低い、喫水の浅い観光遊

覧船・水上バス（アクアライナー）が、

この付近を周遊して、低い目線での景

観を楽しませている。

　まず、中之島の御堂筋には日本銀行

大阪支店（写真9）があり、その前東方

には、大阪市民270万人の中心である

大阪市役所本庁舎がある。その東側に

は旧大阪府立図書館、さらに、その東

にはレンガ色の中央公会堂がある（写

真10）。ネオ・ルネッサンス様式を基

調としつつ、バロック的なデザインで

写真１１　大阪天満宮

写真１２　適塾

写真１３　雑喉場市場跡碑と説明版 写真１４　安治川水門

写真９　日本銀行大阪支店

写真１０　大阪市中央公会堂

ざ    こ    ば



218 219

参考文献

である。その記念碑も立っている。こ

の付近の江之子島は、明治時代初めは

大阪で一番発達した繁華街であり、大

阪府庁舎や大阪市江之子島庁舎もこの

付近で、跡碑も残っている。

　大阪府庁舎跡地の一部には、大阪府

西大阪治水事務所があり、その一角に

大阪府津波・高潮ステーションがある。

津波・高潮ステーションは、一般の見

学者も多くみられるが、2011年3月11日

の東日本大震災以来急増したそうであ

る。大阪市内の地理的条件がまず説明

されている。すなわち、大阪市河口付

近には海抜０m地帯が約40㎞2あり、約

108万人の人々が暮らしている。そして、

大阪を襲った台風や洪水を振り返りな

がら、それを防ぐための全大阪の高潮

防災施設（これは津波対策でもある）の

仕組みを説明している。

　次に、すでに述べた高潮防災施設の

一つ、安治川水門（写真14）は、JR弁

天町駅と西九条駅の間の大阪環状線か

ら安治川下流に見える。しかし、間近

に見るとその大きさは、さすがに迫力

である。その径間は57.1mあり、閉鎖

時天端高さOP.+7.40mあり、他の多く

6．大川・堂島川・安治川の水質
　旧淀川、すなわち大川、堂島川、安

治川の水質は、図 2に示す通りで、そ

れぞれ桜宮橋、天神橋（右）、天保山渡

を定点として、古くから測定されてい

ている。大阪市内河川の中でもきれい

な水質の代表地点であり、著者も採水・

分析をした経験がある。公害がもっと

も激しかった1970年代は、かなりの汚

染状態であり、大川でも年平均値が

BODで4mg/Lを超えることもあった。

　その水質も当時はまだ下水道整備が

行き届かず、最悪の水質だった寝屋川

の水が流入することで、堂島川（天神

橋右）はBODが年平均値で９mg/Lを

超えることすらあった。安治川水質は、

それでも大阪湾水質の影響を受けて、

大川の水質と大きな差のない値を示し

ていた。その後、下水道整備などの大

阪市内河川や寝屋水系の水質汚濁対策

のお陰で、水質は40年経過して、B類

型の水質基準（BOD）を満たす｢水質

3mg/L以下｣よりかなり小さい値を維

持している。

　　　　　　　　　　　　（福永 勲）

大阪市渡船場マップ：大阪市建設局ホームページ．

　http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/

　page/0000011244.html

河川水質調査結果：大阪府ホームページ．

　http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/

　osaka-wan/kokyo-status.html

100年前の大洪水と新しい川の誕生：国土交通省

　近畿地方整備局淀川河川事務所ホームページ　

　http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/

　osaka-wan/kokyo-status.html

の水門とともに、大阪湾からの高潮・

津波を止めている。一方木津川水門

（写真15）は、大正駅と今宮駅の間の

環状線から木津川下流に見えている。

　大阪市内の河口域には河川が多く、

徒歩や自転車での日常生活には不便な

ので、道路の代わりとして、乗船料無

料の渡しが作られている。朝夕、とく

に朝はたくさんの工場、学校への通勤、

通学客で賑わい、整然と利用されてい

る。現在は、図1のように８ケ所に渡

しが設置されている。

　メガネ橋で有名な千本松橋の下をわ

たる千本松渡しの場合は、大きな船が

通過できるように桁下36mという高い

ところに橋が架かっている（写真16、図

1の中の⑥）。この他、渡しでなくトン

ネルを掘って、随時向こう岸へ自転車

ないし徒歩で渡れるようにした安治川

隧道もある。

図２　大川と大阪市内河川における
        ＢＯＤ年平均値の経年変化写真１５　木津川水門と渡し乗り場

写真１６　千代崎橋と渡船場

図1　大阪市内の渡し
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第
7
章
　
淀
川
水
系
中
・
下
流
部

【ひがしよこぼりがわ・どうとんぼりがわ】

東横堀川・道頓堀川東横堀川・道頓堀川

と呼ばれた江戸時代は、経済活動が活

発になるにつれて、堀割の開削ととも

に今の船場などの土地が造成された。

水運も発達し、河川、つまり堀割が張

り巡らされ、西国諸国や北前舟からの

米や昆布などの諸物資の搬入地となっ

て、諸藩の蔵屋敷が軒を連ねていた。

八百八橋と称されるほどの多くの橋も

架けられた。事実は、江戸時代は、公

儀橋と呼ぶ幕府直轄の12の橋を含めて

橋の数は300にも満たなかった。むし

ろ明治以降、産業の発達とともに、最

盛期には1600ほどの橋があったらしい。

現在は、約700ほどである。一方で、明

治時代の末期から必要に応じて、河

川の埋め立ても行われてきたが（図1）、

とくに第二次世界大戦後、急速に陸運

が盛んになり、水運の比重は小さくな

り、それと時を同じくして、河川の水

質汚濁がひどくなって、多くの堀割が

埋め立てられていった。しかし、往時

1．地勢・歴史
　大阪市域は北に神崎川、南に大和川、

東に生駒山系から流れ出た諸河川、西

に大阪湾に囲まれている。その中で大

阪市内の河川は、琵琶湖淀川水系の最

下流に位置し、淀川水系、寝屋川水系

を中心とした諸河川からなっている。

すでに「大川と大阪市内河川」で述べ

たように、淀川は、有史以来幾度とな

く大阪に洪水をもたらしてきた。これ

を防ぐために、淀川を直接大阪湾に流

入させようと、1907（明治40）年毛馬か

ら新淀川が開削された。現在、大阪市

内河川水質・景観を維持しようと毛馬

の閘門で調節された一定量の水量が市

内へ流され、中之島で堂島川と土佐堀川

に分かれ、さらに東横堀川が分流してい

る。とくに、この中で淀川の毛馬の閘

門から中之島で二つに分かれるまでは、

大川と呼ばれ、旧淀川の通称である。

　ここで紹介する東横堀・道頓堀川は、

大阪市内でももっとも繁華な街を流れ

て人々に親しまれている。

　まず、東横堀川は元々上町台地の北

の端に築かれた大阪城の外堀（特に惣

堀と言われた）として1585（天正13）年

開削されたもので、その他外堀には東

に猫間川、南に空堀（豊臣と徳川の決

戦・冬の陣の後埋立）、北に淀川･旧大

和川があった。その大阪城の南には武

士町さらには寺町が配された。東横堀

川は、地図にあるように土佐堀川から

分れて、長さ約３kmの大阪市管理河川

である。それに続く道頓堀川は、江戸

時代船場等の発達と合わせて、商工業

の発展のために安井道頓が開削したも

ので、長さ約2.5kmの同じく大阪市管

理河川である。元々大阪が天下の台所

写真１　玉出の滝
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の河川や堀割による水上交通は、大阪

の文化をつくってきた土台であり、そ

の意味を今に伝えようとして遺跡や石

碑が各所に残されている。また、心斎

橋筋や長堀通りなどが大阪市内の有名

地点名として残っている。

　元々、この付近には上町断層に由来

する上町台地がある。その北の端に防

衛戦略上の理由から大阪城が建設さ

れたのである。この上町台地の西は古

代には海であり、この付近から美しい

夕日が見えた。その名残は、夕陽ケ丘

の地名や地下鉄駅名に残っている。現

在も高台である夕陽が丘の碑付近から

きれいな夕日がみられる。四天王寺の

西門は、春の彼岸の日（春分の日）お

よび秋の彼岸の日（秋分の日）には、

四天王寺から真西に沈む太陽を門の中

に見ることができるように建てられて

いる。

　また、この上町台地の西側では台地

に降った雨に由来する地下水が各所で

湧き出ており、7名水などと言われてい

た湧水が多くあった。現存するのは清

水寺の中にある玉出の滝（写真1）、四

天王寺の亀井堂の霊水などわずかであ

る。そして、西崖からの海までの湿地

は、陸地に変ってゆくに従って、人々

が行き交うための坂道となり、清水坂

（写真2）などの七坂など多くの地名に

残っている。

2．東横堀川
　東横堀川入り口付近について、分流

する土佐堀川左岸側から上流に、京阪

天満橋駅があり、寝屋川が流入する京

橋に至る。この付近一帯は、八軒家浜

といわれる。とくに、平安時代京都か

ら淀川を下って、ここで上陸して熊野

街道を通って熊野参りをした。いわゆ

る王子の始まりで、熊野街道起点の碑

がある。江戸時代には三十石船が行き

交い、京都と交流した。アクアライナー

の八軒家浜乗り場も出来ていて、近く

には八軒家浜船着場の跡という案内板

もある。さらに東へ進むと、寝屋川が

合流する京橋に至り、この付近からは

大阪城も望め、またこの付近に魚市場

があったという碑もある。

　まず、東横堀川への入り口の葭屋橋

（写真3）を渡って、ふれあいの岸辺に

立つと、大川（旧淀川）が中之島公園

を境に堂島川と土佐堀川に分かれるあ

たりが見える。西には、たもとでライ

オンが見守る難波橋、東に一つの名前

で橋が左右に分かれている天神橋が見

える。また、川向かいには中之島公園

という水辺環境、中央公会堂などの由

緒ある建物群が眺められる。ほとんど

の護岸が鋼矢板である大阪市内の岸辺

の中でも、中之島公園はコンクリート

の傾斜護岸で最も水に近く、垣で隔て

られてはいるが行こうと思えば直接水

に親しむことができる近さである。た

だ、これらを遮るのが阪神高速道路で、

美しい景観とは相容れない。この阪神

高速道路は、堂島川、土佐堀川を横切

り、川の真上をふさぐようにして東横

堀川の最後の橋である上大和橋まで無

粋に川の中に橋脚を突き立てながら走

っている（写真4）。

　この東横堀川沿いの葭屋橋、今橋、

高麗橋の南に「東横堀川緑地」の石標

（写真5）があり、西側（右岸側）川沿

いが河川公園となっている。ここに、

東横堀川水門とマイクロストレーナー

がある（写真6）。この東横堀水門は、

道頓堀川出口の水門とともに河川大阪

湾の潮の干満に合わせた水門操作を行

い、東横堀・道頓堀川への寝屋川の汚

濁した水の流入を防ぎ大川（旧淀川）の

きれいな水を導き入れている。その役

割は、コラム欄で紹介している。マイ

クロストレーナーは、そのメッシュが

10ミクロンメータ程度で、浮遊物質を

除去することで水質改善し、汚濁水は

下水道へ捨てられている。この「東横

堀川緑地」は大手橋付近までで終わる。

　先に述べた高麗橋は、江戸時代の公

儀橋12橋の一つで、橋の東側に西日本

各地への里程元標がおかれていた。里

程元標は、京街道、中国街道、紀州街

道への車馬賃などの起点となった（写

真5）。また、高麗橋は、12公儀橋の中

でも最も重視され、西詰には町奉行所

がおかれていた。現在の里程元標は、

国道１号線と２号線の接点である梅田

新道交差点西北角におかれている。

その他高麗橋の東方、東高麗橋２丁目

には江戸時代の大阪銀座跡があり、生

野・石見の銀を京都へ運んだりした。

とくに、貨幣の製造はなかったようで

写真４　阪神高速高架橋下から望む
           中央公会堂など

写真２　清水坂

写真３　葭屋橋から天神橋を望む

写真５　東横堀川緑地石標（左）と
           里程元標碑

よし   や
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ある。

　昔ながらの石造りの橋柱・高欄を持

つ本町橋の南には、農人橋がある。こ

の付近で東横堀川は、急な細長いＳ字

型に曲がって南へ行っている。開削当

時お寺があって曲がったと言われてい

る。また、この農人橋で東横堀川は、

今まで南北に走っていた阪神高速道路

が同じく上を高速道路が東西に走る中

央大通りと交差する。すなわち、船場

センタービル街の始まりであり、ビル

の屋上には阪神高速道路が走っている。

また、南西角には大阪市中央区役所が

ある。さらに、東方の南大江小学校

（農人橋1丁目）の西側には地中を覗け

る窓があり、今も現役で働いている太 閤下水の一部が見える。さらに、東横

堀川の南には、久宝寺橋、安堂寺橋が

かかり、やがて長堀通りとの交差点、

末吉橋にいたる。長堀通りは、大阪市

内に張り巡らされた堀割の一つであり、

大きい堀割であった長堀川の埋立跡の

通りで、片側３～４車線がある上に、

中央分離帯のある広い道路である。西

へ行けば、東横堀川と平行に南北に開

削された西横堀川との交叉点に有名な

四ツ橋がある。江戸時代当時から知ら

れていて、「浪速百景」という浮世絵に

も描かれている。長堀川南側周辺には、

江戸時代は住友銅精錬所があった。今

は、遺跡として前住友銀行店の一部に

なっている住友銅吹所跡が残されてい

る（写真7）。

　長堀通り末吉橋から南には、九乃助

橋、東堀橋、瓦屋橋から上大和橋で東

横堀川は終わる。ここから流向は、西

へ変えて、道頓堀川と名前を変える。

これまで、川面を鬱陶しくしてきた阪

神高速道路環状線はそのまま南へ向か

う。

3．道頓堀川
　東横堀川に続いて、上大和橋から西

へ曲がると下大和橋があり、道頓堀川

写真８　安井道頓顕彰碑

が始まる。江戸時代1615（元和元）年

安井道頓が開削したものである。この

下大和橋から少し下流から南へ高津入

り堀が掘られていたが、1963（昭和38）

年水質汚濁がひどくなって、埋め立て

られた。少し下って日本橋（大阪では

「にっぽんばし」という）北詰広場に

は、道頓堀川を開削した安井道頓を顕

彰する安井道頓顕彰碑がある（写真8）。

日本橋もやはり公儀橋で、船場への出

入り口であり、紀州藩や岸和田藩が参

勤交代にも渡ったものである。

　川沿いに北側を西へ下ると料亭が並

ぶ宗右衛門町であり、川沿いに南側を

下ると道頓堀界隈である。橋は、日本

橋から下流西側へ向けて相合橋、太左

衛門橋、戎橋、道頓堀橋、新戎橋、大

黒橋、深里橋、汐見橋、日吉橋と続い

て、道頓堀川出口で水門が造られている。

　規制緩和の指定を受け、2004年12月

から親水性を高めようと河川水面から

80cm程度の高さに木製歩道とんぼり

ウォーク（写真9）が設けられ、人々が

いっそう道頓堀川に親しみを感じるよ

うになっている。この有効活用を願っ

て結成された市民運動もあり、その様写真６　東横堀川緑地と東横堀水門

写真７　住友銅吹所跡 写真９　とんぼりウォーク

写真１０　湊町リバープレイスと水上バス発着場

写真１１　道頓堀川の下流域

写真１２　道頓堀川水門



226 227

参考文献

子が内閣府都市再生レポートに掲載さ
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伸びていた。その先には、江戸幕府が

飢饉に備えて、米を備蓄していた難波

御蔵があった。その跡は、幾多の変遷

を経て、今や難波パークスや㈱クボタ

本社棟などになっている。大黒橋の下

流には、湊町リバープレイスがあり、

音楽・パフォーマンスイベントや展示

会に広く利用され、川沿いは水上バス

の発着場となっている（写真10）。

　さらに、往時は大黒橋から西の西道

頓堀川は貯木場であった。1967（昭和

42）年護岸の両側に下水管を走らせ、

道頓堀川幅が狭くなって、貯木場とし

ての機能は失せた。道頓堀川と平行し

て走る千日前通りには、所々に今も営

業している材木店が残っている（写真11）。

　また、道頓堀川北側南堀江には、加

賀藩や紀州藩の蔵屋敷があって、その

跡には高台小学校が建てられていたと

いう碑や西道頓堀橋の北詰近くには、

1889年に作られた大阪電燈（関西電力

の前身）西道頓堀発電所の跡を示すレ

リーフも設置されている。また、道頓

堀川の北側にあった堀江川周辺は、江

戸時代開削当時の新地で幕府は、待合

茶屋も作らせ、能、文楽の興業などと

ともに行わせた大阪相撲の始まり、勧

進相撲興業地の碑も建っている。

　道頓堀川の終点は、日吉橋直下にあ

る水門である（写真12）。ここには、コ

ラムで紹介している回転式の水門があ

り、上に述べた水上バスなどが通る時

は、道頓堀川の水位を一定にするため

に、パナマ運河のように水門内の上流

側樋門と下流側樋門を操作して道頓堀

川の水位と木津川の水位が異なっても

通過出来るようになっている。これを

越えると、木津川に入り、そのまま下

流へ流れる木津川と西へ流れる尻無川

の交差点となっている。

　その道頓堀川最下流左岸側には、安

政大津波の碑がある。これは、2011年

に発生した東北巨大地震と同程度と推

定されている1854年に起きた安政大地

震における大津波の被害を後世に伝え

るために建てられた記念碑である（写

真13）。

　さて、江戸時代船場が開発された当

時は、船場の中すなわち道頓堀川北側

は町衆の住む所であるのに対して、道

頓堀川の南側は、いわば町はずれであ

り、角座など現在も有名な芝居小屋や

刑場が造られた。また、戎橋南東の道

頓堀には竹本座跡碑が残っている。千

日前という地名もその名残である。

4．環境―戦前から水質調査
　大阪市では、戦前から環境目的に河

川水質BODなどを測定しており、数多

くあった水門の効果を研究した報文も

出されていた。戦前昭和15年頃かなり

汚濁が進んで、しかし、戦争激化によ

り一時期水質回復が見られた。その後、

経済の高度成長に水質汚濁対策や法規

制が追い付かず、1970年代前半には非

常な汚濁状態であった。

　1972（昭和47）年成立した公害対策

基本法などの法規制と国民的努力によっ

て、図のようにその後水質は浄化され

た。東横堀・道頓堀川水質も歴史的に

は水質は非常に清浄化され、ＢＯＤは

年平均値2.3～3.3mg/LとＣ類型をほぼ

達成しているが、大腸菌群数が約10４

MPN/100mL検出され、遊泳には適さ

ない、とされている。ただ、わが国で

は河川水には透明感が求められており、

底質汚泥などの原因による透明感がと

ぼしく、河川の底が見えるには程遠い

状態で、市民や人々の納得は得られて

いない。ただ、近傍の下水道管が現在

合流式であり、豪雨時には合流汚水が

両河川に流入するが、北浜逢坂貯留管

という大口径下水道管が完成して、河

川水質も改善されると期待したい（写

真14）。

　　　　　　　　　　　　（福永 勲）

河川水質調査結果：大阪府ホームページ．

　http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/

　osaka-wan/kokyo-status.html

歴史の散歩道 コラム「水の都」：大阪市ホーム

　ページ．

　http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/

　0000009775.html

図２　東横堀川と道頓堀川における
        ＢＯＤ年平均値の経年変化

写真１３　安政大津波の碑

写真１４　観光船が行き交う道頓堀川
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【さんせんごうりゅうてん】

三川合流点三川合流点
徒然草の仁和寺の僧の逸話にある石清

水八幡宮が、山頂の本殿（上院社殿；

国宝）と山麓の頓宮（下院社殿）に分

かれて鎮座する（写真2）。三大八幡宮

の１つで、伊勢神宮とともに二所宗廟

の官幣大社である。徒歩での参道や、

京阪電鉄石清水八幡宮駅から眺望の良

い石清水八幡宮参道ケーブルで山上に

行ける。

　男山の竹はエジソンの電球のフィラ

メントに使われて歴史に残る。男山の

北東山麓には、動力付き飛行機を初め

て飛ばした二宮忠八翁創建の飛行神社

が、南麓には弁当風和食名となり、書

院庭園や茶室を有する松花堂がある。

　桂川右岸側で京都府大山崎町の天王

山山上直下の宝積寺には、三重塔や木

造十一面観音菩薩立像がある（写真3）。

近くのアサヒビール大山崎山荘美術館

では、モネの睡蓮の絵画や陶磁器・染

色の展示があり、淀川を見下せる眺望

の庭園は桜や紅葉が美しい。

　さらに西側の山裾に、NHK連続テレ

ビ小説の「マッサン」で知名度が増し

たサントリー山崎蒸留所がある。ここ

は淀川沿いの山峡部であるため、霧が

立ち、清涼な湧水に恵まれた立地が活

かされている。JR東海道線に沿った蒸

留所内は、一般見学コースもあって多

くの観光客で賑わっている。

3．水質・流況
　三川の平水流量は、統計期間が異な

るが、桂川30m3/s、宇治川101m3/s、

木津川28m3/sで、宇治川が三川合計流

量の約70%を占め、瀬田川洗堰と天ケ

瀬ダムの流量調整で、流量変動の小さ

いのが特徴である。かつては、上流に

京都市を擁する桂川のBODやNH4+-N

濃度が高かったが、近年の下水道普及、

工場排水規制、高度処理等の排水処理

技術の進展で、三川のBOD平均濃度は

1mg/Lを少し上回る程度に水質改善さ

れている。砂質河床の木津川はSS濃度

が他より高く、河床の形状変動が多い。

　　　　　　　　　　 （海老瀬潜一）

約12km下流の枚方大橋まで、淀川を

横断する橋はない。桂川と宇治川の間

の淀地区には京都競馬場があり、桂川

右岸側の大山崎地区には淀川河川公園

や桂川河川敷公園が整備されている。

　三川合流直前の宇治川と木津川に挟

まれた巨椋池は、遊水地として京都市

伏見区、宇治市、久御山町に広がる湿

地帯であった。豊臣秀吉が宇治川を伏

見城外堀にして伏見港を設けるため、

左岸側に槇島堤を築き、巨椋池を宇治

川から分離した。その後、5つの堤で4

つの池に分けられ、明治時代の宇治川

の付け替えや強固な堤防の造成ととも

に、干拓されて巨椋池および久御山両

排水機場に守られた大水田群となった

（写真1）。現在、東側や北側などでは

住宅地開発で市街地化が進み、面積が

縮小した。

2．歴史・文化
　木津川東岸の京都府八幡市男山には、

1．地理・地勢
　高時川を源とする淀川は、琵琶湖を

経て瀬田川・宇治川と呼ばれる。京都

盆地西南の天王山（270m）と男山

（143m）の山峡で、西側の桂川（流域面

積1,100km2）と、東側の木津川（同

1,596km2）とが宇治川に合流して淀川

となる。この三川合流点では、洪水時

の合流による逆流災害防止のために、

桜の名所となった長い背割堤で流れが

分けられた後に、合流を果たす。

　この両山の狭窄部は、淀川の舟運や

西国街道・京街道の交通の要衝であり、

羽柴秀吉と明智光秀の山崎の合戦の場

であった。現在も、JR新幹線・在来線、

阪急電車、京阪電車、名神・新名神高

速道路、国道172号線、府道13号線等

の交通機関が集中する。合流直前の三

川を横断する道路は、名神・新名神高

速道路や京滋バイパス・京都縦貫道の

出入口の大山崎ICとの関係で、桂川に

アクセス道路橋もあり、宇治・木津両

川の御幸橋も拡幅・改修された。この

琵琶湖・淀川水質保全機構（2014）BYQ水環境

　レポート 平成25年度，100pp.．

参考文献

写真１　巨椋池排水機場 写真２　石清水八幡宮上院社殿

写真３　宝積寺三重塔
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【よどがわちゅうりゅういき】

淀川中流域淀川中流域
川公園枚方地区の芝生広場が大きく広

がっている。天野川の合流点のすぐ上

流には大阪広域水道企業団の磯島取水

場がある。淀川河川事務所枚方出張所

の東側には、石畳の風情ある京街道が

あり、街道を200mほど北に入ったとこ

ろに、枚方宿鍵屋資料館がある。「鍵屋」

は三十石船の船待ち宿として栄えた。

館内には宿場に残された古文書や民具、

発掘調査の出土品などが展示され、く

らわんか舟、三十石船などの模型や映

像も使って、枚方宿や淀川舟運の歴史

が紹介されている。

　枚方大橋の下流左岸には、スーパー

堤防が初めて作られた出口地区があり、

寝屋川市に入ると太間・点野地区があ

る。太間地区の堤内には、仁徳時代に

築かれた茨田堤や赤井堤防跡の碑が立

っており、太間天満宮の境内には衫子

絶間跡の石碑がある。

　点野地区では、生態環境と親水性の

向上を兼ねた水辺再生プロジェクトが

進行している（写真1）。

　守口市に入って豊里大橋直下流の庭

窪地区には、大阪広域水道企業団と大

阪市の浄水場がある。

〔島本・高槻付近〕

　三川合流点から淀川右岸を下流に進

むと大阪府島本町に入り、水無瀬川を

渡ってまもなく、水無瀬神宮がある。

天王山山麓からの水無瀬川は、里内で

はほとんどが地下水となっていて、

「離宮の水」もその水無瀬川の水である。

高槻市に入ると、広大な鵜殿のヨシ原

が現れる。鵜殿のヨシ原は、水質浄化

に寄与するほか、雅楽の主旋律楽器で

あるヒチリキの日本唯一の蘆舌産地で

もある。

　その下流で檜尾川が合流し、さらに

枚方大橋の下流で芥川が合流する。

〔摂津・豊里・城北付近〕

　摂津市の淀川右岸は淀川河川公園鳥

飼地区と呼ばれ、グランドやテニスコー

トが広がっている。その下流には一津

屋野草地区が広がり、一津屋樋門から

神崎川が分派している。神崎川の分派

点から下流は大阪市東淀川区となり、

すぐそばに江口の君堂（寂光寺）があ

る。そこから約2km南に豊里大橋があ

り、右岸には平田の渡し跡、左岸には

平太の渡し跡の石碑がある。

　豊里大橋の左岸は大阪市旭区で、河

川敷には大阪工業大学のグランドがあ

る。その西に城北ワンド群がつながっ

ており、かつては淀川の水生生物の宝

庫と言われた。しかし、最近は淀川大

堰による水位の上昇、上流ダム群によ

る水量調節、外来種の繁殖に伴って、

天然記念物イタセンパラ等の生息が脅

かされている。

                     （土永恒彌・澤井健二）

　現在、高水敷の多くは国営の河川公

園となっており、樟葉、牧野、高槻、

京阪の４つのゴルフ場や多くのグラン

ドがあって、自然な状態が残されてい

る区間は少ない。その中で、鵜殿のヨ

シ原と城北のワンド群は自然の残され

た数少ないまとまった空間として、そ

の保全が重要となっている。

2．自然と文化
〔橋本・樟葉付近〕

　淀川左岸の京阪電車橋本駅のすぐた

もとに、この付近に渡し場のあったこ

とを物語る「橋本渡場三丁」の石碑が

建っている。大谷川の栄橋のたもとに

立つ「柳谷観音」の石碑横から淀川の

堤防に上がると、対岸の水無瀬を遠望

できる。大谷川の左岸には遊郭跡の建

物の窓が並んでおり、独特の雰囲気を

醸し出している。川の少し東にある街

道沿いには、風格のある遊郭跡の建物

がまとまって残っているが、ところど

ころ、更地になっているところも見ら

れる。

　その下流、樟葉・牧野地区には、2

つのゴルフ場があり、両ゴルフ場の間

を船橋川、牧野ゴルフ場の中央を穂谷

川が横切って、淀川に合流している。

〔枚方・寝屋川・守口付近〕

　樟葉を過ぎ、船橋川、穂谷川、天野

川という枚方の三川を渡ると、淀川河

1．淀川中流域の概要
　淀川中流域の河道の特徴としてまず

挙げられるのは、ほぼ全区間が中央に

低水路を持ち、両側に高水敷を有する

複断面河道となっていることである。

水深は、三川合流点付近では約１mと

浅いが、下流部では淀川大堰の堰上げ

のため、約４mと深く、流速は下流に

向かってしだいに遅くなり、下流部で

はほとんど湛水区間のように感じられ

る。

　中流域の約25kmの区間に、現在では

上流から、枚方大橋、淀川新橋、鳥飼

仁和寺大橋、鳥飼大橋、豊里大橋、菅

原城北大橋、赤川鉄橋など多くの橋が

架けられているが、往時はほとんど橋

がなく、川を渡るには舟が必要で、明

治から大正にかけては、上流から、橋

本－広瀬、樟葉－前島、磯島、枚方、

出口－三島江、仁和寺－鳥飼、佐田－

佐太、七番・八番－一津屋、平太－平

田、赤川、毛馬など、20ヶ所前後の渡

し場があった。 写真１　点野砂州・ワンド
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【じゅうそうひがた】

十三干潟十三干潟
て大阪市南港野鳥園がある。ここは南

港埋立地の一角を人口的に干潟として

造成したものであり、大阪市立環境科

学研究所が計画段階から調査を行った

（調査には著者も参画した）。

2．地域の活動
　淀川区では、2001年度の後半から

「川と寄り添うまちづくり」という視

点から、淀川への興味を喚起し、実態

を知り、積極的にかかわり、その危険

性も把握しつつ川の魅力を活かした暮

らしを育んでいこうと、生涯学習推進

委員会をはじめ区内の様々な組織、個

人が主体となり、区役所をはじめ行政

機関や専門家も入った「淀川フォーラ

ム実行委員会」を立ち上げ、自由でリ

ベラルな精神で学習やイベントなどに

取り組んでいる。

　このような地域プラットフォーム型

の組織運営により、淀川フォーラム実

行委員会は、今までにない組織として、

淀川をテーマに創意工夫に満ちた活動

に取り組み始めている。活動の柱は以

下の様である。

　①「川と暮らすまちづくり」のリー

ド：地域の核となるメンバーの発掘・

組織化。②川の魅力と問題提起：発信

の場づくり。③次世代を担う子どもた

ちへ：川とのかかわり方を体験・考え

る力を育てる取り組み。④住民（区民

リバーマスターメンバー）による活動：

十三干潟の将来像等の提案。⑤フィー

ルド活動への展開：観察などに加え、

昨年度より西中島地区のヨシ刈を開始。

　十三干潟は子供からシニアまで幅広

い年齢層が体験学習をすることが出来

る多様な可能性を持った格好のフィー

ルドである（写真2，3）。

　しかし、河口の水辺特有の危険性を

孕んでいる。思わぬ所に深みがあった

り、潮の干満で水位が変化し、流れも

速くなるので安全対策とその教育も必

要である。今回詳しく触れなかったが

十三干潟一帯では近年蜆漁も復活し、

鼈甲蜆として市場にも出回っているそ

うである。

　　　　　　　　　　　  （土永恒彌）

その面積は50haと大きく減少している。

淀川河口の干潟は西中島自然干潟（通

称十三干潟、河口からの距離約7.5km）

と汽水域の低水路部に盛土を行い造成

された海老江人工干潟（約4.5km）と

高水敷部分の切り下げにより造成され

た柴島人工干潟（約9km）（写真1）の3

地点がある。

　大阪市営地下鉄御堂筋線の西中島南

方駅２番出口から高架に沿って南へ約

300m歩くと、淀川の堤防に出る。堤防

を越えると良く整備された河川公園の

駐車場が見える。その先のヨシ原に沿っ

て遊歩道が設置されている。ヨシ原に

はフェンスが設けられており、所々に

ヨシ原再生中の看板が立てられている。

約500mばかり西へ歩くと川岸へ降りる

道がある。この一帯が通称十三干潟と

呼ばれている西中島自然干潟である。

　淀川大堰下流の西中島・十三一帯に

広がるヨシ原と干潟は約14haあり、淀

川河口域では最大規模である。長さ

1.5km余りで幅員約70mから80mの細

長い地区である。その一帯は、汽水域

の特性である豊かな底生動物の生息地

であり、ヨシ原にはウラギク、シオク

グなどの汽水性の植物も多い。干潟は

豊富な底生生物を餌とする野鳥の生息

地や渡りの中継地となっている。大都

市の中心部に近くにあって、このよう

な自然が残されている十三干潟はきわ

めて貴重な空間である。

　大阪の河口干潟には他に近木川河口、

男里川河口がある。また人口干潟とし

1．人々が寄り添う
     淀川河口の自然干潟
　淀川の生態系については、中流域右

岸の「鵜殿のヨシ原」や左岸の「城北

ワンド群」は良く知られておりその再

生活動や保全活動には多くの市民や研

究者が関って取り組みが行われている

が、淀川河口域（淀川大堰から下流）の

生態系（干潟やその再生事業）につい

ては近隣の住民以外はあまりよく知ら

れていない。

　淀川河口の汽水域では、かつては

180haの干潟が存在していたが、近年

写真１　柴島再生干潟 写真２　夏の十三干潟で遊ぶ子供たち

写真３　キッズリバースクールの様子

（写真提供：野田奏栄氏） （写真提供：野田奏栄氏）

（写真提供：野田奏栄氏）
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