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【ねやがわ】

寝屋川寝屋川
するようになっている。さらに現在で

は枚方市にあるなぎさ水みらいセンター

の処理水が地下を通って桜木橋地先で

寝屋川に放流されるようになり、寝屋

川本川の水量が常時確保されるように

なった。

2．寝屋川流域の歴史と文化
〔寝屋川源流・上流ゾーン〕

　寝屋川の源流は、交野市の星田山で

ある。星田山にはいくつかの登り口が

あるが、交通の便が良いのはJR学研都

市線東寝屋川駅を起点とするルートで

ある。駅の約500m東に石の宝殿古墳で

知られる高良神社（打上神社ともいう）

がある。その東にある久保池を過ぎる

と交野市に入り、山裾に星田新池とい

う大きなため池がある（写真1）。ここか

ら奥が寝屋川の源流部で、地獄谷、聖

の滝を経て、星田山の山頂に至る。こ

こから拂底谷を下って星田新池から出

る水路沿いに北へ進むと、傍示川とい

う谷川に出会う。この川のすぐ上流で

は、南星台ホタルの里まちづくり委員

会によって、ゲンジボタルの住むビオ

トープ作りがなされている（写真2）。

流れるのどかな景観を呈していたよう

であるが、戦後急速に都市化が進み、

特に1972年に谷田川と鍋田川で発生し

た大東水害以後は、かみそり堤と呼ば

れる薄い板状の堤防で川と街が仕切ら

れ、水辺の景観といえば、コンクリー

トと矢板の他は高い垂直壁に垂らされ

たツタがわずかに潤いを感じさせるの

みとなっていた。

　この水害以後、寝屋川の上中流域に

はいくつもの調節池や治水緑地が設置

され、現在さらに地下河川が整備され

つつある。流域の北西部には淀川が流

れており、寝屋川市の木屋地先で農業

用水が取水され、枚方市、寝屋川市、

門真市、守口市の農地を潤した後、支

川の古川や寝屋川に排水されている。

　寝屋川の水質は、以前急激な都市化・

工業化により極端に悪化し、その浄化

のために淀川からの農業用水取水地点

のすぐ近くから導水路が掘られ、淀川

1．寝屋川の概要
　寝屋川は、交野市星田山（標高278m）

に源を発し、寝屋川市、四條畷市、大

東市、東大阪市を経て、大阪市京橋口

で淀川の派川である大川（旧淀川）に

合流する大阪府下有数の一級河川であ

る。恩智川が合流する住道付近から下

流は感潮区間となっている。

　かつての寝屋川は「野崎詣りは屋形

船で」と歌われたように、田園地帯を

の水量が多い時

には桜木町地先

で浄化用水とし

て寝屋川本川へ

揚水されている。

逆に寝屋川の水

量が多く洪水の

危険がある時に

は、この導水路

を利用して寝屋

川の水を太間ポ

ンプ場へ導き、

淀川本川へ排水

　傍示川の両側には、星田新池のほか

に、大谷新池、大池などのため池が並

び、JR学研都市線星田駅の西南付近で

寝屋川市に入ると、川の名前はタチ川

となる。そのすぐ北側に、鉢かづき姫

の生家で、寝屋の地名の由来となった

寝屋長者屋敷跡がある。鉢かづき姫

（写真3）は寝屋川市のマスコットキャ

ラクターで、街の方々にそれをあしら

った事物が見られるが、その伝説には

淀川の流れが深く関わっている。長者

屋敷のあった街道は山根街道と呼ばれ、

旅人が宿泊したことから寝屋と呼ばれ

るようになった。そこから約500m西、

第二京阪道路寝屋川北インターのすぐ

わきに寝屋神社があり、境内摂社に水写真１　星田新池

写真２　傍示川のホタル再生地

写真３　鉢かづき姫
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や雨をつかさどる神が祀られている。

さらに500m西に行くと、寝屋交差点の

近くで北東から北谷川が合流し、川は

大きく南西方向に向きを変えるととも

に、川の名前は寝屋川となる。

　そこから約1km西で南東から打上川

が合流するが、打上川の上流には大阪

市水道局の豊野浄水場、さらに上流に

は大阪府営寝屋川公園の緑地が広がっ

ている。そのすぐ南にはJR学研都市線

寝屋川公園駅があり、その南は讃良川

の源流となっている。豊野浄水場の西

方には、山新池と大谷池が並び、サギ

など野鳥の生息地となっている。その

すぐ南の高宮廃寺跡付近には、ヘイケ

ボタルが生息している。

　寝屋川と打上川の合流点直上流には、

打上川治水緑地がある（写真4）。これ

は洪水時に寝屋川と打上川の流量を調

整するために大阪府が設けたもので、

普段は寝屋川市民の憩いの場として賑

わっている。治水緑地上流端の北側に

ある三井団地の調節池にもヘイケボタ

ルが生息している。寝屋川と治水緑地

の間には細屋神社がある。

〔寝屋川中流ゾーン〕

　治水緑地の直下流には2013年に「川

勝水辺ひろば」がオープンした。寝屋

川上流部の川幅は概ね10m程度である

が、ここだけは約３倍の川幅があり、

その左岸近くに、治水緑地からの放水

渠が埋められている。整備前から河川

敷は広かったものの、急勾配の護岸と

転落防止柵に阻まれて河床に降りるこ

とができなかったが、整備後は階段や

スロープ沿いに河床まで降りられるよ

うになり、河川敷の散策道も設けられ

た。澪筋には極力護岸を施さず、自然

にエコトーンが形成されるのを期待し

ている。水辺ひろばの下流端には大き

な落差工があるが、上流側に魚道が設

置された（写真5）。

　その約500m下流には、2009年に幸町

公園が整備されている（写真6）。ここも

2009年までは川幅約10mで直立に近い

護岸と転落防止柵に阻まれていたが、

両岸にあった公務員宿舎の高層化に伴

って河川敷が約２倍に広げられ、階段

やスロープで河床に降りられるように

なるとともに、ワンドも造成された。

また、近くにあった児童公園が川沿い

に移設され、川と一体になった公園と

して賑わっている。

　そのすぐ下流で南前川が合流する。

南前川の上流には交通安全祈願で名高

い成田山不動尊がある。

　南前川を合流した後、寝屋川が大き

く迂回して南に向きを変えるところで、

川は２俣に分かれ、それぞれに水門が

つけられている（写真7）。普段は、南へ

向かう寝屋川本川のゲートが開けられ、

北西に向かう水路のゲートは閉じられ

ているが、洪水時には逆に寝屋川本川

のゲートは閉じられ、北西に向かう水

路のゲートが開けられて、寝屋川の水

は、寝屋川浄化導水路を通じて、約１

km下流の太間排水機場から淀川へ排

水される。

　この導水路は、元は寝屋川下流の水

を浄化するために掘られたものであり、

太間から導水した水を桜木ポンプ場で

揚水して寝屋川へ放流している。また、

その放流口のすぐ下流に別の放流口が

あり、常時水が寝屋川本川へ流出して

いるが、これは枚方市にあるなぎさ水

みらいセンターからの処理水である。

処理水は若干カルキ臭が漂うが、寝屋

川の中・下流部にとっては、安定した

貴重な水源となっている。

　太間排水機場のすぐ北側に大阪府の

生物多様性センターがある。その北隣

に、木屋揚水機場があり、淀川の水を

農業用水として汲み上げている。この

水はすぐ横の淀川左岸幹線水路を通じ

て、北は枚方市、南は寝屋川市、守口

市まで配られている。かつて淀川左岸

中流部には８つの取水樋があったが、

1950年に枚方合同樋門に統合され、そ

れも1991年に廃止された。枚方市では

その水路を利用して、水面廻廊という

散策路を整備している。

　寝屋川市内では淀川左岸幹線水路か

ら何本もの派川水路が分かれ、農地を

潤した後に寝屋川あるいは古川へ流れ

込むが、その内の二十箇水路は寝屋川

浄化導水路とほぼ並行して流れ、桜木

ポンプ場の近くで友呂岐水路に合流す

る。その合流点は2014年度寝屋川再生

ワークショップの整備拠点に選ばれ、

水辺ひろばが誕生した。友呂岐水路は

そこから寝屋川本川に並行して南流し、

萱島で寝屋川本川に合流するが、水路

沿いは友呂岐緑地として市民の憩いの

場になっている。

　点野地区の堤内には、茨田樋跡の石

碑があり、それを囲んで茨田樋遺跡水

辺公園が整備されている（写真8）。こ

の公園の整備は2005年頃から寝屋川再

生ワークショップで取り組まれたもの

であるが、ちょうどその頃になされた

点野スーパー堤防整備と連動して、淀

川河川公園との相互アクセスが容易に

なった。淀川新橋の左岸上流側堤内に

は太間サービスセンター、下流側堤内

には点野流域センターがあり、一般の

利用者や河川レンジャーの活動拠点に

なっている。

　桜木町で向きを南に変えた寝屋川は、

コンクリートブロックの高水護岸と鋼

矢板の低水護岸に囲まれた人工水路と

化し、約1km南で京阪寝屋川市駅前を写真４　打上川治水緑地

写真５　落差工上流側の魚道

み　 い
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通過するが、ここでわずか200mの区間

ではあるが様相が一変し、親水性に富

んだ寝屋川せせらぎ公園が出現する

（写真9）。これは、寝屋川市が市制50周

年を迎えた2001年に始まった寝屋川再

生プランワークショップの議論を経て

整備された最初の箇所で、2005年に完

成したものである。

　駅前の河岸を約３m後退させて川幅

を広げ、スロープや階段をつけて降り

やすくするとともに、犬走りを広げて

ウッドデッキやせせらぎ水路を設け、

植栽やベンチさらにはワンドや船着場、

潜水橋の設置もなされている。鋼矢板

の低水護岸前面には、空石積の自然石

が並べられている。せせらぎ水路へは

本川の水がポンプアップされているが、

その電源には駅前のロータリーに設置

された風車と太陽光パネルで発電され

た電力が用いられている。夜間には足

元のライトアップもなされている。

　この場所の普段の流量は約1.5m3/sで、

水深約50cm、流速約30cm/sと親水性

に富んでいるが、淀川からの浄化用水

の流下時や雨天時には流量・水深・流

速が増し、危険となる。そこで、河岸

には危険を報せるための警報装置（回

転灯とスピーカー）が設置されている。

また、公園区域の下流端には、非常時

に備えて浮環が浮かべられている。

　せせらぎ公園の西側には寝屋川市立

産業振興センター（にぎわい創造館）が

あり、その4階に摂南大学研究支援・社

会連携センターの駅前活動ルームがあ

る。この建物では、2001年以来、寝屋

川再生ワークショップやねや川水辺ク

ラブの会議がたびたび開かれ、市役所

とともに寝屋川再生の拠点となってい

る。センターの南側の橋から西側の商

店街に入るとすぐに寝屋川と並行して

流れる友呂岐水路があるが、その水路

沿いに南に降りると、田舟のレプリカ

（写真10）が置かれている。これは三枚

板舟と呼ばれ、往時、物資の輸送に使

われたものである。

　寝屋川市駅の南東側には住吉神社

（ねや川夷）があり、1月9日から3日間

は祭りで賑わう。

　寝屋川市駅前を過ぎると寝屋川はし

だいに深さを増し、清水町で古川への

浄化用水を分派する。古川は水源に山

地を持たない平地河川で、ふだんの水

源は淀川左岸幹線水路から分派した淀

川の水である。しかし、農地や市街地

を流れる間に水質が悪化し、農地や市

街地を経由せずに寝屋川本川を流れる

淀川の水で浄化しているのである。

　萱島駅のガードをくぐると、寝屋川

は向きを南東に変え、南水苑町で友呂

岐水路を合流する。この付近ではさら

に寝屋川第10水路をはじめとする多く

の市内水路とともに、四条畷市の清滝

峠に源を発する讃良川と、府民の森・

緑の文化園、むろいけ園地に源を発す

る岡部川が寝屋川に合流する。その合

流点付近には、南寝屋川公園やなわて

水みらいセンターがあり、芝生広場、

処理水の流れるせせらぎ水路などが整

備されている。

〔寝屋川下流ゾーン〕

　寝屋川本川はその後しばらく門真市

との境界を流れ、大東市に入るが、こ

のあたりからは感潮区間となる。また、

かつての地盤沈下の影響も重なって、

きわめて排水の悪い地域であり、数々

の排水機場が設けられるとともに、萱

島調整池、寝屋川北部地下河川などの

洪水防御施設が建設されている。寝屋

川市と大東市の境界付近の左岸側には

寝屋川治水緑地（深北緑地）が設けら

れている（写真11）。この治水緑地は寝

屋川流域最大のもので３つのゾーンか

らなり、総面積50.3ha、貯水容量146万m3

に及んでいる。治水緑地のすぐ下流で

写真６　幸町公園

写真７　２つの水門

写真８　茨田樋遺跡水辺公園

写真９　寝屋川せせらぎ公園

写真１０　田舟のレプリカ

写真11　寝屋川治水緑地
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は、四條畷市から流れてくる権現川が

合流する。

　大東市北西部の御領地区では、下水

処理水を利用して、井路風景が保存さ

れている。住道のすぐ上流で合流して

くる鍋田川には谷田川という支川があ

り、野崎まいりで有名な観音浜がある。

ここは野崎観音（慈眼寺）への上り口

で、JR学研都市線の野崎駅がある。1972

年の大東水害はこのすぐ上流で生じた。

　寝屋川は、住道で南から流れてくる

恩智川と合流して向きを西に変えるが、

このあたりから下流の寝屋川にはもは

や犬走りはなく、上まで直立の鋼管杭

で囲まれた濠状となる。大東市を過ぎ

ると寝屋川は東大阪市鴻池を経て大阪

市鶴見区に入るが、その境界付近に鴻

池水みらいセンターがある。

　その下流で、門真市から流れてくる

古川が合流するが、古川の上流部にあ

たる門真市内大和田の堤根神社には、

茨田堤の遺構が残っている（写真12）。

また、農業水路の一部には、バッタリ

という舟超場も残されている。門真市

内には弁天池や農業水路など多くの水

環境の改善を図るため、2012年に寝屋

川流域水環境改善計画が策定されてい

る（図1）。

　計画期間は2021年度までの10年間で、

寝屋川流域内河川及び水路が対象とな

っている。全体の目標像は「人とのつ

ながりを育み、誰もが愛着を持てる川」

とされており、上流域では「水に入っ

て生き物と触れ合える川」、中流域で

は「暮らしの中に憩いやくつろぎを与

える川」、下流域では「街なかのオー

プンスペースとしてゆとりが感じられ

る川」が目標像とされている。

　目標水質としては、上中流域でBOD

3.0mg/L以下、下流域で5.0mg/L以下と

されている。

　主な施策項目としては、水量の安定

的な確保、水質汚濁の原因となる負荷

の削減・発生源の対策、河道内のごみ

の削減、川に対する愛着を深める仕掛

けづくり、企業の行動の促進が掲げら

れている。

　寝屋川の水環境に関わる市民活動と

しては、2001年に寝屋川市の市制50周

年を機に始まった寝屋川再生ワークシ

ョップが特筆されよう。このワークシ

ョップは現在に至るまで継続されてお

り、河川清掃や生物調査にとどまらず、

寝屋川本川沿いの３ヵ所に及ぶ親水整

備や市内水路における市民工事への参

画など、数々の成果を挙げている。ま

た、市主催のワークショップと並行し

て、ねや川水辺クラブという市民組織

が設立され、市民と行政の協働による

水環境改善の核となっている。

　門真市においては企業を中心とする

門真エコネットワーク連絡会が形成さ

れ、積極的な環境活動が展開されてい

る。

　2003年には寝屋川流域全体をつなぐ

市民組織として寝屋川流域ネットワー

クが設立され、流域内の各地を巡回し

ながら、毎年寝屋川流域懇談会を開催

し、情報交換とフィールドワークを組

み合わせて、行政との協働による水環

境改善に取り組んでいる。そのフィー

ルドワークにおいて活用されているツ

ールにEボートがある。これは10人乗

りの手漕ぎカヌーで、摂南大学の学生

が中心となって運営されており、環境

保全活動への若手の参画として注目さ

れている。

　　　　　　 （澤井健二・土永恒彌）

辺が残っているが、砂子水路（下八箇

荘水路の一部）の桜は大阪府緑の百選

に登録されている。周辺にはレンコン

畑も残っており、砂子水路では桜の季

節に田舟を利用したイベントも行われ

ている。

　守口市と大阪市鶴見区の境には、花

博記念公園鶴見緑地が広がっている。

鶴見区の東部一帯には茨田の地名が残

っている。守口市と鶴見区の中央部に

はかつて西三荘水路が流れていたが、

現在は上部が遊歩道になっている。西

三荘とは門真荘（門真市）、九箇荘（寝

屋川市）、五箇荘（守口市）の３つの荘

園の西を意味している。

　徳庵で古川を合流した寝屋川は、大

阪市城東区で左岸から平野川分水路、

右岸から城北川を合流する。城北川は

都島区を流れる大川の毛馬桜ノ宮公園

から旭区を経て、城東区で寝屋川につ

ながる運河で、1935年から1940年にか

けて掘削された。そのため、城北運河

とも呼ばれている。

　城東区を通過した後の寝屋川は、都

島区と中央区の境を流れ、大阪城の北

で第二寝屋川を合流して大川に流出する。

3．寝屋川の水環境
　寝屋川流域では、1950年代後半から

の都市化により、水質が大きく悪化し

た。そのため、下水道の整備や、淀川

からの導水などに取組み、1994年には

清流ルネッサンス計画、2014年には清

流ルネッサンスⅡ計画が推進され、水

質は大きく改善されたが、さらなる水

図１　寝屋川におけるBODの年度平均値の
　　　経年変化

写真12　堤根神社の茨田堤遺構

にしさんそう
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第
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【おんちがわ・いこまのかわ】

恩智川・生駒の川恩智川・生駒の川

的に流下しているため人工の川との説

もある。

2．恩智川源流から上・中流部
　恩智川の源流は生駒山地の南端に位

置する高尾山（278m）の岩崎谷、観音

谷である。源流部へは国道旧170号線

大県南を東へ、通称「関電道路」に沿っ

て上ったところにある。ここは大和川

が一望できるスポットである。道路を

さらに登り関西電力信貴変電所付近が

源流の最上流である。

　国道旧170号線の太平寺の東を進む

と石神社がある。境内の樹齢700年のく

すの木は大阪府の指定天然記念物であ

る。境内入り口横に古代の寺院智識寺

の礎石の掲示と円形の穴が開いた大石

がある。智識寺は河内六寺の一つで近

くに行宮があったといわれている。続

日本紀に聖武天皇、孝謙天皇らが難波

宮行幸に際してここを訪れ礼拝礼仏さ

れたという。大きな廬舎那仏がある。

　近くに大阪府の代表的湧水の一つの

清浄泉がある。この清浄泉は歴史が古

く井戸と水脈を含む地域が文化財とし

て史跡に指定されている。岩崎谷から

の水は関電道路から大県橋まで道路沿

いの水路に流れている。源流の水量が

少ないため、柏原市内の３箇所で地下

水を汲み上げ注水している。この施設

は大阪府が恩智川の水環境改善を目的

に設置した。水路は大県橋で右折し恩

智川として北流する。流量は流下にし

たがって増加する。中流部の福栄橋下

流100m地点の平均流量は0.59m3/s、

下流部の住道新橋地点で1.75m3/sと多

くないが降雨時には一気に増加し洪水

被害を頻発させてきた。このため治水

緑地が３箇所建設されている。その一

つの恩智川（法善寺）多目的遊水池の

建設が近鉄大阪線法善寺駅の北側で進

んでいる。

　国道170号線垣内南交差点を東進し、

国道旧170号線を南へ少し進むと恩智

神社の看板がある。看板に従って、古

い石垣の民家が連なる風情のある坂道

を上ると河内二宮の恩智神社がある。

河内一宮の枚岡神社と共に明神大社を

称する式内社である。神社の入口にあ

る湧水は閼伽井戸清明水と呼ばれ弘法

大師が参詣した折、峡谷の岩底に錫杖

1．地　勢
　生駒山地は大阪府と奈良県の境にあ

り、北から飯盛山、主峰の生駒山、高

安山、信貴山、高尾山を経て大和川に

至る山地である。多くの谷、渓があり

恩智川に流入する。生駒山と高安山の

間には河内七谷と呼ばれる渓流がある。

西側斜面は傾斜が急で、比較的水量も

安定しておりで静寂で静謐な雰囲気が

古来から竜神信仰や山岳信仰の拠点と

して栄え、川沿いには多くの宗教施設

が点在する。また、文人が隠遁する庵

に格好であった。さらに豊富で安定し

た水量を生かした水車産業が栄えた。

　恩智川は、生駒山地南端の高尾山の

岩崎谷が源流である。起点は柏原市大

県で、生駒山地西麓の柏原市、八尾市、

東大阪市を山麓と平行して北上し、大

東市住道で寝屋川本川と合流する延長

15.4kmの一級河川である。流量は少な

いが降雨時には度々洪水を引き起こし

３ヶ所の遊水池（治水緑地）が建設さ

れている。

　明治初期までは舟運も盛んで、河内

木綿や水車産業の製品を大坂へ運んだ。

弥生時代から農耕が盛んで奈良時代に

は条里制が敷かれ、池島地域には今も

条理制遺構が残っている。恩智川は旧

大和川の諸河川（玉櫛川、長瀬川など）

とは独立して山麓に沿って南北に直線

写真１　心合寺山古墳の説明板
            （右下が導水施設型埴輪）

写真２　神立茶屋の辻の標識
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を突き立てたときに霊水が湧き出した

と伝わっている。天候を予知する清水

と云われ、普段は清澄な水が出ている

が雨の降る前になると赤茶色の濁水が

流れ出るそうである。

　国道旧170号線郡川で東へ上った先

に近鉄信貴線信貴山口駅がある。ここ

から西信貴ケーブルで高安山（487.5m）、

信貴山へ登ることが出来る。ここに

「信貴山縁起絵巻」で有名な朝護孫子

寺（信貴山寺）がある。

　国道旧170号線の水越東を東へ進み

次の交差点を右折すると近くに八尾市

立歴史民俗資料館がある。資料館は

「河内木綿コーナー」を常設している。

河内木綿は大和川付け替えの後の河床

で綿作りが盛んになり、木綿織りが発

展したと伝えられている。

　歴史民俗資料館の前の道を北へ進む

と心合寺山古墳がある。環濠に沿って

遊歩道が整備されており、家族連れの

散策にも好適である。古墳の北側に八

尾市立しおんじやま古墳学習館があり、

出土品を展示している。

　心合寺山古墳は４世紀に始まる楽音

寺・大竹古墳群の最後、5世紀初頭の築

造で全長160mの前方後円墳は中河内最

大の規模である。副葬品から導水施設

形埴輪（写真1）が出土した。これは水

の祭祀場を表した埴輪で、古墳時代前

期から中期にかけて導水施設の遺構が

奈良盆地や畿内の数箇所で発掘された。

この施設は水の祭祀を行った施設と考

えられており高度な治水技術を駆使し

て造られている。

　古墳学習館の前を東へ進み大阪経済

法科大学の横を超えて坂を上ると奈良

県平群との分岐がある。坂を少し下っ

た左手に十三街道への細い道がある。

道の少し先に神立茶屋の辻の標識（写

真2）がある。そのまま進めば水呑地蔵

を経て十三峠へのハイキング道が続く。

十三峠への道は大阪の玉造を起点とす

る十三街道と呼ばれる奈良三郷への山

越え道で、平安時代の歌人・在原業平

が「神立茶屋辻」にあった茶屋の娘に

恋をした話は「業平の高安通い」とし

て伝えられている。

　十三街道は東大阪市の三ノ瀬付近で

俊徳街道に合流し四天王寺南門に到る。

「俊徳道」は能楽「弱法師」や浄瑠璃

「摂州合邦ケ辻」、説経節「しんとく丸」

の題材となった河内高安城主の長男俊

徳丸から名づけられ、高安と四天王寺

南門を結ぶ道である。

　坂をそのまま下った所に玉祖神社が

ある。神社には業平が用いたとされる

「業平の一節切笛」が伝わっている。

高安の地は能楽の高安流（ワキ方、大

鼓方）の発祥として知られており、高

安能の創始者は玉祖神社の神官とのこ

とである。

　国道170号線六万寺南交差点を西へ

進むと恩智川両側に恩智川治水緑地

（池島・福万寺）（写真3）がある。緑地

一帯はかつて野鳥の里として知られた

所で、今も多くの野鳥が飛来しており

休日はバードウォッチャーで賑わう。

緑地の東側一帯は条理制による地割、

池島条理遺構が残っている地域である。

緑地の建設で発掘された池島・福万寺

遺跡（写真4）からは弥生時代、日本に

稲作が伝わって間もない時期に水田に

水を取り入れ排除する高度な水利シス

テムが取り入れられていたことがわか

った。また、弥生後期から中世にかけ

ての水田跡が重層的に見つかり過去数

度の大洪水に見舞われたことが明らか

になった。

　恩智川には恩智川多目的遊水池（法

善寺：法善寺洪水流量65m3/s のうち

30m3/s を調節）、恩智川治水緑地（池

島・福万寺：洪水流量210m3/s のうち

160m3/sを調節）、恩智川多目的遊水池

（花園：洪水流量95m3/s のうち50m3/s 

を調節）の３ヶ所の遊水池が設置され

ている。

3．生駒の川と恩智川下流部
　生駒山地の西側には多くの谷があり

恩智川に流入する。特に生駒山（642.3m）

と高安山の間には河内七谷（鳴川谷、

客坊谷、豊浦谷、額田谷、辻子谷、日

下谷、車谷）と呼ばれる渓流があり谷

筋に沿ってハイキングコースが整備さ

れている。

　谷の名称は源流部の呼称で恩智川に

流入する河川名とは別である。また、

川の呼び名の「川、渓」は通称を採っ

た。この地域には大阪府の代表的湧水

に揚げられている鳴川谷湧水、弘法の

水、興法寺湧水、龍の口霊泉がある。

3.1 生駒の川
〔鳴川谷（鳴川）・客坊谷〕

　中流域まで自然が比較的残っている

河川である。七谷の川のなかで唯一蛍

が生息すると言われている。近鉄奈良

線瓢箪山駅前商店街を南にしばらく行

くと東側に日本三稲荷の一つであり、

辻占総本社の瓢箪山稲荷神社の鳥居が

見える。稲荷神社の南東から客坊谷ハ

イキングコースを登ると市立郷土博物

館がある。博物館の敷地内に山畑古墳

群の山畑22号墳を始め数基の古墳があ

り見学できる。

　ハイキングコースをしばらく登ると

「らくらく登山道」の客坊大橋に出る。

写真３　恩智川治水緑地（池島・福万寺） 写真４　池島・福万寺遺構
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橋の横にせせらぎ広場があり、木桟テ

ラスの横からせせらぎが流れている水

辺へ降りることが出来る。約1km南で

鳴川コースに合流する。

　客坊谷ハイキングコースの南側の鳴

川谷ハイキングコースの途中の公園近

くに出合地蔵（鳴川谷筋の途中にある

出合の岩壁の麿崖像の一部を切り取っ

て祭ったものと言われている）がある。

公園の前を右側に登ると、鳴川の水を

四条村と六万寺村に分けるためにつく

られた分水樋がある。鳴川谷ハイキン

グコースの標識に従って暫く登ると

「らくらく登山道」と交差する。その

まま川沿いに登ると途中に鳴川谷湧水

（写真5）がある。せせらぎの音を聴き

ながら川筋にそって堰堤を二箇所越え

ると水車小屋跡の標識と八大龍王神感

寺休憩所の碑がある。

　分水樋の南に往生院六萬寺がある。

四天王寺の東門から真東にあり、彼岸

の太陽は、四天王寺へ向かってまっす

ぐに落ちてゆく。夕日を見て極楽往生

を願う「日想観」を修する場所として

修行僧が絶えなかった。楠正行の本陣

跡の石碑があり、四條畷の戦で戦死し

この地に葬られたと伝えられている。

往生院民具供養館・歴史館が併設され

ているが見学は事前に要相談とのこと。

〔豊浦谷（豊浦川・暗渓）〕

　豊浦川の源流は暗峠付近である。近

鉄奈良線枚岡駅と額田駅の中間を東へ

数分のところに府立枚岡公園がある。

公園は野鳥の生息地として有名で、入

り口にある東大阪市立グリーンガーデ

ン枚岡で行事案内をしている。公園の

西端を東西に走っている国道308号は

暗峠を超えて奈良へ通じるなら街道で

ある。この国道の右側を豊浦川が流れ

ている。椋ヶ根橋を渡って南へ行くと

枚岡神社（河内の国一之宮で元春日と

もいわれている）がある。

　祭神は（四神を祀る）四座あるが、

第一殿の天児屋根命は古代の河内一帯

に根拠をもち、大和朝廷の祭祀をつか

さどった中臣氏の祖神で、第二殿の比

売御神はその后神である。神社の南の

枚岡梅林には500本近い梅が植えられ2

月中旬から３月中旬にかけては観梅の

人で賑う。

　国道を少し上ると松尾芭蕉の句碑

「菊の香にくらがり登る節句かな」が

あり、その先の朱色に塗られた豊浦橋

を渡ると川岸に下りる道がある。この

一帯は川岸が整備されて水辺を楽しむ

ことができる。水深も浅く子どもの遊

び場として格好のスポットである。豊

浦川はこの先国道の右側を流れている

が道から水辺へのアクセスは難しい。

暗峠へは豊浦橋を渡ると登山道があり

展望台を経て神津嶽ハイキングコース

から峠へ出る道が一般的である。峠の

茶店では季節の食事ができる。峠から

数分下った所に弘法の水がある。

　この暗渓水系（豊浦川）（写真6）と北

側の長尾渓水系（新川）、音川水系（辻

子谷）は第２阪奈有料道路トンネル掘

削により影響を受けトンネル湧水を返

還して水系の状況を維持しているが現

在返還水量を上回る水量が回復している。

〔額田谷（長尾渓）〕

　源流は長尾の滝の上部である。近鉄

奈良線額田駅から真直ぐに山手へ向か

って坂を上り枚岡公園の駐車場先の先

で橋を渡り三叉路を左折し（左に下る

と楠正行の首塚がある）坂道を暫く歩

くと右手に川原が広がるところがある。

水辺へのアクセスが可能である。少し

先に天龍院の里坊施設がある。

　川を左手に見ながらコンクリート舗

装の小道を登り、長尾渓の道標を見な

がら小橋を渡ると橋の袂に地蔵院があ

る。途中川沿いには様々な寺院が、山

側には地蔵や石仏が点在する。少し先

に水呑地蔵があり、すぐ上に長尾の滝

の雌滝がある。長尾の滝は生駒山系唯

一の自然瀑布で雄滝と雌滝がある。1583

（天正11）年この滝を訪れた前の関白近

衛前久公は「たずぬればありともここ

に山鳥の長尾の奥の滝の白糸」と詠ん

だ。雄滝は修験道の寺院金峯山天龍院

の滝行場になっている。滝の少し上に

は梵学者の慈雲尊者が約15年間隠棲修

行した雙龍庵（1758）跡がある。

〔辻子谷（音川）〕

　源流は生駒遊園地西側山麓付近。上

流部の谷を辻子谷と称している。音川

は七谷の中で最も水量が多かった。近

写真５　鳴川谷湧水

写真６　暗渓水系（豊浦川）

写真７　辻子谷の石仏

写真８　辻子谷水車郷
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鉄奈良線石切駅南出口からおできの神

様として有名な石切神社への参道を南

に下る。音川の橋を渡り、一つ目の角

を左に曲がると石畳の登り坂にさしか

かる。ギャラリー砌を左に見て進むと、

弘法大師が一夜のうちに爪で刻んだと

いう爪切地蔵の堂がありその横の土壁

の屋敷跡に道標がある。ここからは

「辻子越」あるいは「打越越」とも呼

ばれ、路脇に四国八十八ヶ所に因む

「石仏」（写真7）があり辻子谷の石仏と

して有名である。山岳寺院の古刹興法

寺を経て「宝山寺」へ通じる信仰の道

であった。石仏の祠は様々で１番から

番号が刻まれている。

　漢方薬の匂いが漂う道を左手に辻子

谷を見ながら暫く上ると辻子谷水車郷

の看板（写真8）が見える。地元の有志

によって水車が復元され展示されてい

る。集落を抜けて辻子谷の右岸に渡り、

しばらく急坂を上ると興法寺の石段に

出合う。石段の前に門前の湧水がる。

興法寺は役行者の創建、本尊の木造十

一面観音は行基作と伝えられている。

〔日下谷（日下川）〕

　源流は近鉄旧生駒トンネル付である

が水量は少ない。国道旧170号線日下

四丁目近くに縄文時代晩期の貝塚とし

て知られている日下貝塚跡の碑がある。

日下川と交差し東へ進むと左手に黄檗

伽藍の趣を今に残している大龍寺があ

る。その先に神武天皇東征伝説の日下

之直越道の道標がある。国道旧170号

線善根寺バス停の北側に神武天皇東征

伝説の盾津浜石碑がある。その東の春

日神社の北側で阪奈道路を横切った所

に龍の口霊泉がある。春日神社の造酒

神事の清水はここで汲まれた水で行わ

れる。

3.2 恩智川下流部
　恩智川は緑地の北端で第２寝屋川を

分岐して北流する。近鉄奈良線の手前

の右折点に恩智川改修記念碑がある。

長門川と合流して北進した所に恩智川

（花園）多目的遊水地がある。平常時は

野球場等のスポーツ施設として市民に

開放されている。隣に花園ラグビー場

がある。恩智川は昔の河内湾～河内湖

の東端にあたり、付近からはクジラの

骨が出土している。縄文時代から古墳

時代に至る遺跡が随所にある。

　国道308号線の水走付近に弥生時代

中期の環濠を伴う集落として知られる

鬼虎川遺跡跡がある。近鉄けいはんな

線新石切駅の東側から石切神社周辺に

大掛かりな装置（上流の谷からの水を

堰で流れを変え、池を連ねて木樋で導

水する装置）を設けた祭祀のための導

水施設の遺跡で知られている神並・西

の辻遺跡があるが何れも宅地化されて

いる。出土品は東大阪市埋蔵文化財セ

ンターで展示されている。

　近鉄けいはんな線吉田駅北側の今米

公園内に大和川付け替え工事の功労者

中甚兵衛顕彰碑がある。国道170号線

を北上し布市交差点を左折し橋を渡る

と加納緩衝緑地公園があり、恩智川左

岸に下りる親水施設が設置されている

が、普段は施錠されている。この先寝

屋川合流部までは護岸で川には近づけ

ない。東大阪市住道で寝屋川に合流する。

4．環　境
　寝屋川の水質調査は大阪市立衛生試

験所（環境科学研究所）において1922

（大正11）年から調査が実施されている

が、系統的な調査は1932（昭和7）年か

らである。1933（昭和8）年の調査では

寝屋川はその上流は比較的良質である

と報告されている。1935（昭和10）年

の報告においても、上流において逐年

汚染されてゆくが流下に従って汚水の

進入が著しいと述べているように寝屋

川上流で合流する恩智川の水質悪化は

戦後の工業化に従って悪化した。

　図１に基準点の寝屋川合流直前の住

道新橋地点（D類型）のBOD（有機性

汚濁指標）と全窒素（T-N）の経年変

化を示した。BODは1974年以降減少し、

1980年以降横ばい傾向を示したが、

1995年以降急激に減少し2000年以降は

5mg/L前後と流域での下水道の整備が

反映している。全窒素は1982年をピー

クに減少しており、BODと同様の傾向

を示している。

　恩智川は自己流量が少なく、流入す

る排水の影響を大きく受ける河川で下

水道整備の進捗が水質を左右する。し

たがって高度成長期には中小工場が多

く工場排水の影響が著しかったが、都

市化の進行に伴って生活排水の影響が

顕著になった。下水道の進捗に従って

水質は改善傾向を示している。2010年

度の水質は、健康項目では、硝酸性窒

素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素

が検出されたが、環境基準値を満足し

ていた。

　本稿の執筆に当たり、大阪府八尾土

木事務所の方々に現地の案内や資料の

提供で大変お世話になった。記して謝

意を表したい。

　　　　　　　　　　　  （土永恒彌）

図1　恩智川におけるBODとT-Nの経年変化
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【なかかわちのかわ】

中河内の川中河内の川

水環境は向上しつつある。

2．中河内の川の歴史と文化
〔長瀬川・平野川上流ゾーン〕

　この地区を流れる２つの代表河川（水

路）である長瀬川と平野川の上流端は、

いずれも柏原市役所にほど近い大和川

で、その取水口はそれぞれ築留樋門と

青地樋門である（写真1）。そのすぐ近く

に築留土地改良区「水土里ネットつき

どめ」の事務所があり、その傍らに大

和川付替え記念碑と付替えの功労者で

ある中甚兵衛（1639～1730）の立像が

建っている（写真2，3）。

　築留樋門は２つあり、両樋門から取

水された水はすぐに合流して農業水路

としての長瀬川となるが、柏原市内の

長瀬川沿い約1.5kmは、「アクアロード

事業」による環境整備がいち早くなさ

れ、コイも放流されて、市民の憩いの

場となっている（写真4）。遊歩道の路

面には、タイル製の「かるた」が埋め

込まれており、道行く人を楽しませて

くれる。さらに、川に少し張り出した

８ケ所の休憩所には陶製のイスが３個

ずつ置いてあり、そのイスには童謡が

書かれていて楽しめる。その一つであ

る清洲橋の欄干は朱色で一際目を引く

が、その川べりに白親大神が祀られて

いる。これは、1950（昭和25）年のジ

ェーン台風の際、この地区に大きな災

害があり、以後災害のないことを祈願

高く、水害の常襲地であった。

　1704年の大和川付替えによってそれ

らの河川は洪水の常襲から解放される

とともに、大和川から長瀬川と平野川

に取水した水を利用して新田開発がな

され、河内木綿の産地として栄えた。

第２次世界大戦後は、急激な市街化の

波にのまれ、湿地が宅地化されるとと

もに、過度な地下水のくみ上げによっ

て地盤が沈下し、再び水害の常襲地と

なった。また、一時期は下水道整備の

遅れから、工場および家庭排水による

水質汚濁が深刻となった。近年は、総

合治水対策による治水安全度の向上と

下水道整備等による水質改善が進み、

1．中河内の川の変遷
　この地域の北部は約6000年前までは

海域（河内湾）であったが、北から流

れてくる淀川と南から流れてくる大和

川からの流出土砂が堆積し、

2000年前には河内潟さらに

は河内湖へとしだいに水域

が後退しながら湿地を形成

していった。中南部では、

奈良盆地から流れ下る大和

川と南河内から流れ下る石

川の合流した久宝寺川（現

在の長瀬川）やその派川の

玉串川、楠根川などが平野

の中央部を流れ、さらに大

泉川（現在の大水川）、東除

川、西除川などの合流する

平野川が上町台地の東麓を

流れていた。それらの河川

の下流部は新開池等に代表

される湿地につながってお

り、上流部から流れてくる

土砂の堆積によって河床は

写真１　築留樋門

写真２　築留土地改良区

写真３　大和川付替記念碑

写真４　アクアロード
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して祀られたものである。

　この長瀬川沿いにJR大和路線（関西

本線）が通っているが、ここは旧大和

川の堤防に当たる。長瀬川を北に辿る

と、八尾市内に入った二俣地区で、玉

串川（これも農業水路）が北東へ分派

し、恩智川のすぐ西を並行して八尾市

中央部を北流する。

　玉串川を分派した後の長瀬川は八尾

市西部をJR関西線に並行して北西方向

に流れ、八尾駅の方へ向かう。

　一方、平野川の取入れ口である青地

樋門のすぐ傍らには、JR柏原駅と近鉄

道明寺駅をつなぐ近鉄道明寺線の柏原

南口駅があり、大和川を渡る鉄橋の姿

がどこか懐かしい風情を醸し出してい

る。樋門のすぐ下流で国道25号線が大

和川から離れて北へカーブする手前に

石灯籠があるが、これは大和川の舟運

（剣先船）の安全を祈願する金毘羅信仰

によるものである。

　青地樋門から取水された平野川はす

ぐに１級河川となり、柏原駅の正面（西

側）付近で修景整備がなされている。

そのあたりは、昔の柏原舟の舟溜まり

であったが、現在は碑が残るのみで、

児童公園になっている（写真5）。その

ほとりに商家三田家住宅（重要文化財）

がある。その前の通りは旧奈良街道で、

すぐ向かいにはもう一軒の商家寺田家

住宅（登録有形文化財）がある。

　ここから西に向きを変えて八尾市に

入った平野川は、一部暗渠となって八

尾空港の北側を流れ、市の西端部で空

港放水路、大阪市平野区で大正川を合

流する。

　平野川と八尾空港の間には北濠と呼

ばれる遊水地、さらに空港北端には大

阪府中部広域防災拠点八尾広域防災基

地があり、一部が調節池となっている。

なお、このあたりの平野川は地元では

了意川と呼ばれている。

　八尾市と柏原市の市境南端に藤井寺

市の川北地区があり、その東端、河内

橋のたもとに国土交通省大和川河川事

務所がある。その直上流の大和川本川

に柏原堰堤があり、堰の下流には瀬と

渕浄化施設や魚道が整備されている。

　ところで、この地域には長瀬川や平

野川のような大きな河川（自然に形成

された流路）・水路（人工的に掘られ

た流路）だけでなく、かつて「井路川」

と呼ばれた小さな水路が数多く存在し、

その一部は今も残っている。これらの

流路の内、平野川のようないわゆる河

川は基本的には公有地であり、国や府

県、市町村が管理するが、長瀬川や玉

串川のような大きな農業用水路は農家

の出資による土地改良区という特別地

方公共団体の管理となっていることが

多い。

　井路川とは田園地帯を流れるクリー

クのことで、柏原舟や剣先船などの幕

府の認可を受けた株仲間の運送業者の

川舟や、野菜や下肥などを運ぶ農家の

田舟「井路川舟」が往来していた。か

つての河内平野における物資の運搬は

舟運が主で、川筋ごとに免許制が取ら

れ、賃積を行っていた剣先船や農家の

手舟など、さまざまな船があった。剣

先船はそれらの中の代表的なもので、

船首が剣先のようにとがっていること

から名前がつけられ、江戸時代、奈良・

大阪付近の浅い川で荷物運送に使われ

たが、大和川付替え後は、大坂川船に

取って代わられた。

〔長瀬川・平野川中流ゾーン〕

　玉串川は八尾市内を恩智川に並行し

て北流した後、玉串橋地点で第二寝屋

川に合流し、東大阪市に入った後も、

第二寝屋川と並行して北西方向に流れ

るが、一部を除いて暗渠化されている。

八尾市内の玉串川の周辺は、柏村の南

部に田畑が広がり、近鉄河内山本駅付

近に高層建物が見られる以外は、閑静

な住宅街となっている。特に、二俣付

近と柏村橋付近から五月橋交差点、山

本橋から山本町北７丁目付近までの両

岸には、桜の木が植えられ、「玉串川の

桜」として大阪ミュージアム登録物に

なっている（写真6）。

　玉串川と長瀬川のほぼ中間で八尾市

のほぼ中央部に位置する八尾市役所の

南東部八尾木地区から、一級河川楠根

川が北へ流れ出し、東大阪市との境界

部を西流してくる第二寝屋川に合流し

て、東大阪市の中央部を北西方向に流

れる。楠根川の一級河川起点では、道

路の下の暗渠からいきなり川が始まる

感じで源頭の趣はない。しかし、八尾

枚方線萱振橋の東には「楠根川せせら

ぎ広場」があり、浅い水路沿いに遊歩

道やあずまやが設けられ、憩いの場と

なっている（写真7）。　　　　　　

　第二寝屋川は八尾市と東大阪市の境

にある恩智川治水緑地から西流して、

玉串川、楠根川を合流させると北西に

向きを変える。その直前の東大阪市若

江南２丁目（近鉄奈良線若江岩田駅南写真５　舟溜まり跡

写真６　玉串川の桜 写真７　楠根川せせらぎ水路
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200m）の若江公民分館前に、若江城址

の案内板と碑が建てられている。

　八尾市二俣からJR大和路線と並行し

て北西に向かう長瀬川は、JR八尾駅の

そばの安中で向きを少し北寄りに変え

るが、JR八尾駅の駅前には親水公園が

設けられている。　　　　

　駅のすぐ南東の密集市街地の中には

渋川神社がある。この神社は古くは旧

大和川右岸の安中町にあったが、1533

（天文2）年5月の旧大和川大洪水によっ

て流され、左岸の現在地に移されたも

のである。さらにそのすぐ東に安中新

田会所跡である旧植田家住宅（八尾市

指定文化財）がある（写真8）。建造物

としては主屋の他に表門、土塀、土蔵、

控舎（番部屋）などがあり、主屋と土

蔵（一）は江戸時代後期のもの、表門

と控舎は明治中期、土蔵（二）は大正

後期に建てられたと考えられている。

　JR八尾駅から長瀬川沿いに約500m

北方の左岸側に八尾高校があるが、そ

の校内に自然堤防跡の小丘「狐山」が

残されている。八尾高校の北側にある

本町の長瀬川沿いには、1878（明治11）

年に建てられた金毘羅灯籠がある。こ

こは、長瀬川の船着場があったところ

で、右岸側が八尾浜、左岸側が船着場

と呼ばれた。

　八尾高校の北から東に約500mのとこ

ろに八尾市立教育センターがあり、そ

の横を流れる八尾220号水路では水辺

空間整備がなされ、2009年には市制60

周年記念事業として愛称募集が行われ、

「成法せせらぎの小径」と名付けられ

た（写真9）。

　八尾高校の北から西に約500ｍのとこ

ろには、久宝寺寺内町の環濠跡があり、

その西に久宝寺緑地が広がっている。

その南、JR久宝寺駅の南には、竜華水

みらいセンターがあるが、下水処理施

設は地下にある。ここの高度処理水は

処理場施設の水洗・潅水、散水用水の

ほか、河川の維持用水、親水用の市街

地せせらぎなど、さまざまな形で利活

用されている。

　大阪中央環状線をくぐって大阪市に

入った平野川に沿って約2km西北に杭

全神社があるが、ここの環濠跡や弁天

池では、近年水質浄化の試みがなされ、

話題になっている。平野川はここから

さらに約１km西北の国道479号（内環

状線）と交差する平野川大橋地点で、

洪水防止のために掘られた平野川分水

路を北に分派し、さらに約１km西の東

部中央市場西側で南からの今川と駒川

を合流して、北に向きを変える。

　平野川大橋の北東約1kmには大阪市

の平野下水処理場があり、その高度処

理水は平野川放水路に放流されるだけ

でなく、今川や駒川に浄化用水として

送水されている。下水処理水のBODは

低いが窒素・リン分の濃度が高いため、

河床には藻類の繁殖が見られる。

　一方、杭全から今川にかけては南へ

向かって地下に「なにわ大放水路」が

掘られ、今川で向きを西に変えて長居

公園の地下を通って住之江区で住吉川

にポンプアップされている。平野川中

流部では、洪水災害防止のため、さら

に寝屋川南部地下河川も掘られている

（写真10）。

〔長瀬川・平野川下流ゾーン〕

　長瀬川が中央環状線をくぐって東大

阪市に入ると、1kmほど北西に金岡公

園があり、公園には洪水時に溢水を導

く遊水地が設けられている（写真11）。

公園の西側には旧大和川堤防の名残で

ある百間堤跡が残っている。さらに500

mほど北西に行ったところに長瀬北小

学校があり、その横に「吉松新田会所

跡」の案内板がある。前には桜が植え

られ、花期には夜桜見物用の提灯が釣

り下げられる。地名「長瀬」の由来は、

約1,250年前の８世紀頃、高句麗から渡

来した長背王の子孫である長背連と呼

ばれた人達がこのあたりに居住したこ

とによるらしい。この近く衣摺の政埜

家には、大塩の乱で知られる大塩平八

郎の隠れ間があった。写真８　旧植田家住宅

写真９　成法せせらぎの小径

写真10　寝屋川地下河川

写真11　金岡公園

写真12　長瀬川の植栽

りゅう  げ

くま

た

むらじ

き   ずり まさ  の

やすなか

（写真は北部河川：大阪府河川室提供）
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　平野川も下流部の南弁天橋では2008

年のBODが約4mg/Lにまで改善されて

いる。
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大阪市の下水処理場が並んでいる。
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　　　　　　　　　　　  （澤井健二）

図1　長瀬川・平野川のBOD値経年変化

写真13　司馬遼太郎記念館 写真14　大阪城の堀

とくあん

はなてん

しぎ  の


	156-157.pdf
	158-159
	160-161
	162-163
	164-165
	166-167
	168-169
	170-171
	172-173
	174-175
	176-177
	178-179

