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本巣郡の中心商業地として発展してきた北方町
根尾川上流部の扇状地を潤した席田用水
流水を制御する水制

第二編

わが国の水制と沈床工
桑名市文化財保護審議会会長

西羽

木曽岬町を通った七里・三里の渡し

晃

川

天王川

本巣市

地域の歴史

長 良 川 左 支 川 根 尾 川 の 扇 状 地 に 位 置 す る 北 方 町 は︑

平安時代に建立された円鏡寺の門前町として発展して

き ま し た︒江 戸 時 代 か ら 市 が 開 か れ︑本 巣 郡 の 商 業 の

中 心 地 と し て 栄 え︑現 在 で は 県 下 で 最 も 人 口 密 度 の 高

てんしょう

中世になると︑北方町を基盤と
していた安藤氏が台頭してきまし
た︒安藤氏は中世後期には美濃守
護土岐氏に臣従する有力な武将と
なり︑土岐氏滅亡の後には斎藤氏
もりなり
に仕えました︒特に安藤守就は︑
いってつ
うじいえぼくぜん
稲葉一鉄・氏家卜全と並んで西美
濃三人衆と呼ばれ︑勢力を拡大し
ていきました︒織田信長の美濃攻
略に際しては︑一鉄・卜全ととも
に信長に内応して功をあげ︑その
まま信長配下となりました︒
守就は信長の直属の部隊に属し
て各地を転戦しましたが︑天正八

安藤氏と北方合戦︵中世︶

円鏡寺の北側には古代の官道で
あった東山道が通り︑西側を糸貫
川が南流していました︒東山道に
は一定の間隔で駅屋が置かれてい
ましたが︑大河の川岸には増水時
に備えて滞留所︵宿場︶が設けら
れたので︑円鏡寺の周辺にもそう
した施設があったと推察されてい
ます︒

い自治体となっています︒

高屋

岐阜市

貫

柱本

さらに北方町には︑古を偲ぶ高
野山真言宗別格本山の円鏡寺があ
こうにん
ります︒寺伝によれば︑弘仁二
さ が
︵八一一︶年︑嵯峨天皇の勅願に
よって弘法大師が創建したと伝わ
ります︒国の重要文化財に指定さ
えいにん
れている永仁四︵一二九六︶年に
ろうもん
建立の楼門︑木造聖観音菩薩立像
︵平安時代の作︶︑木造不動明王
立像︵平安時代の作︶︑木造金剛力
士像︵鎌倉時代の作︶をはじめ︑
多くの文化財を所有する﹁美濃の
めいさつ
正倉院﹂と呼ばれる名刹です︒

本巣郡の中心商業地として
発展してきた北方町
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えんきょうじ
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むしろだ
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席田郡の創立と円鏡寺︵古代︶

卍

糸

朝日神社

一帯は廃墟となりました︒
れい き
また﹃続日本紀﹄霊亀元︵七一
五︶年秋七月二七日の条に︑﹁尾
張国人が新羅人七四家をひきいて
席田郡を創建した﹂とあります︒
中央政府が︑新羅人の土木技術と
労苦を認め︑席田の名を冠した一
郡を創りました︒
席田郡が全国的に見ても面積の
小さい郡なのはこうした経緯によ
るものであり︑北方町内では柴
原・加茂地区が席田郡に属してい
ました︒

芝原

地域
の

糸貫川

北 方 町 は ︑岐 阜 県 の 南 西 部 ︑濃
尾平野の北部に位置し︑岐阜市︑
本巣市︑瑞穂市に隣接していま
す︒
海抜一〇ｍを越え︑扇状地末端
部の湧水が豊富であった北方町で
は︑古くから人々が定住していた
と推測されますが︑遺跡・遺物や
古墳などは発見されていません︒
人の営みが認められる最も古い遺
構は︑律令制下における高屋地区
の条理跡で︑岐阜県の史跡に指定
されています︒
律令制に定められた国郡里制で
もと す
は︑北方町は美濃国本巣郡に属し
さい
ており︑西は犀川︑東は
古根尾川︵船木山の東を
流れて長良川に合流︶を
郡境界としていました︒
この古根尾川が︑洪水
によって船木山の西を通
る糸貫川筋に大きく河道
を変えたことから︑船木
山の南方・糸貫川の東方

瑞穂市

西運寺

北方

歴史

北方町
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︵一五八〇︶年八月︑信長に謀反
む ぎ
ちっ
の嫌疑をかけられ武儀郡谷口に蟄
きょ
居させられました︒
天正一〇︵一五八二︶年︑本能
寺の変で信長が討死すると︑守就
は旧領を奪還しようとかつての拠
点であった北方城に入りました
が︑その時の領主であった稲葉一
鉄に攻め込まれ︑守就は戦死︑一
族は滅亡しました︒北方合戦と呼
ばれたこの戦いの史跡として︑守
ち よ ぼ
就戦死の地・千代母ヶ淵が県指定
史跡となっています︒

近世の支配領主と門前町︵近世︶

関ヶ原の戦いに勝利した徳川家
けいちょう
康は︑慶長六︵一六〇一︶年︑京
おくだいらのぶまさ
都所司代奥平信昌を加納︵岐阜
市︶に封じ一〇万石を与えまし
た︒これによって北方町
の全てが加納藩領とな
り︑その内訳は︑北方村
一六九〇石余・加茂村四
三四石余・柴原村二八九
石余・高屋村一七〇九石
余となっています︒加納
のぶ
藩主は奥平氏三代︵信
まさ
ただまさ
ただたか
昌・忠政・忠隆︶︑大久
ただもと
かんえい
保忠職と変わり︑寛永一
六︵一六三九︶年からは
みつしげ
戸田光重の治政が三〇年
間続きました︒
みつなが
光重の後は嫡男・光永
が継ぎ︑所領七万石のう
みつなお
みつまさ
ちから弟光直・光正に各

五千石を分領しました︒光直は︑
北方町に陣屋を構え︑北方戸田氏
として北方村・加茂村などを支配
しました︒
その後︑加納藩主は戸田氏から
安藤氏︑永井氏と変わっていきま
したが︑北方戸田氏は︑明治維新
までの二〇〇年間を七代にわたっ
て統治しました︒
光直が陣屋を置いた北方町は︑
円鏡寺の門前町として興ったと考
えられ︑家康が﹁北方町中 三ヶ
村﹂に宛てて禁制を交付している
ことからも︑それ以前から町並み
が出来ていたようです︒
円鏡寺の門前町から北へ本町が
延び︑さらにその東にできた新町
と合わせて両町と呼ばれた町並み
が最も古いとされていますが︑成
立年代は不明です︒
陣屋は円鏡寺の北︑大井神社の
じ げ
南に置かれ︑その場所は字地下・
御屋敷と称しました︒役所を中心
に米蔵・道場・学問所などが置か
れ︑その周囲に奉行・代官など家
臣の屋敷がありました︒
北方町は︑北方戸田氏の政治的
中心地であるとともに︑在郷町と
して周辺地域における経済の中心
もんじゅ
地でした︒北方五千石・文殊五千
石ほか近在の村々で収穫した米
もんきた
は︑北方に集積され良質な文北米
として各地に売られ︑その他に
塩・魚・織物などを扱う問屋も多
く集まっていました︒
さんとめじま
中でも︑特異な織物は桟留縞

と呼ばれる︑安土桃山時代から
江戸初期にかけてインドのサン
トメから輸入されたものを原型
としたもので︑江戸後期に高級
綿織物として濃尾地方で盛んに
生産されました︒
また北方町では市も開かれま
した︒寛永十九︵一六四二︶年
の﹁北方新町相立定﹂に﹁市日
壱ヶ月六日可相立事﹂とあり︑
六斉市の開催を加納藩郡奉行か
ら認可されています︒後の天保
九︵一八三八︶年︑幕府の巡検
の折の明細覚には﹁市日一ヶ月
二一二才︑一・三・六・八﹂と
あり︑毎月六斉市から一二斉市
に増えました︒

発展を続ける北方町︵近代︶

現北方町に該当する村は明治四
︵一八七一︶年に岐阜県に所属
し︑同一二︵一八七八︶年には本
巣郡に属して北方村に郡役所が置
かれました︒明治二二︵一八八
九︶年︑北方村は町制施行して北
方町となり︑同三〇︵一八九七︶
年に生津村の一部︑同三一︵一八
九八︶年には席田村の一部を編入
して現町域を確定しました︒
郡役所が置かれた北方村は︑江
戸時代から引き続き地域経済の中
心で︑明治一五︵一八八二︶年に
は北方銀行が資本金一五万円で設
立されました︒
明治四五︵一九一二︶年には岐

阜から北方間に電車を通す計画が
でき︑大正三︵一九一四︶年に岐
北軽便鉄道として開業しました︒
開業当時は月に四万人の乗降客が
あったといわれ︑北方駅はターミ
ナル駅として賑わいました︒その
後︑揖斐郡揖斐川町の本揖斐駅ま
で延伸して名古屋鉄道揖斐線とな
りましたが︑車社会の進展により
平成一七︵二〇〇五︶年廃線に至
りました︒
現在の北方町は︑道路網の発達
によって岐阜市中心部まで二〇分
以内︑大垣市へ三〇分以内︑名古
屋市まで六〇分内外で到達するこ
とができる立地条件から︑名古屋
市をはじめとする中京圏の住宅都
市に位置付けられています︒
商工業の発展も顕著で︑岐阜県
の市町村の中では人口密度が最も
高い自治体となっています︒
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北 方 町

遠く白山に源流をもつ根尾川
は︑山口地先︵本巣市︶で平野部
に出て南に流れを変え扇状地を形
成しています︒中世以降︑山口地
もと す
先で取水して本巣・席田・大野郡
の扇状地上の村々を灌漑する席
田・真桑の二つの用水が築かれて
きました︒
当時の根尾川は︑現在では廃川
いとぬき
となっている糸貫川通りでした
きょうろく
が︑享禄三︵一五三〇︶年の大洪
水によって︑山口でその本流を西
側に変じて藪川︵現根尾川︶が生
じました︒

席田・真桑 二用水の水論

施設

三橋

仏生寺
上真桑

本流が西に
移り︑糸貫川
の流量が激減
したため︑東
側に位置する
席田用水は水
の確保が困難
になりまし
た︒そこで席
田用水方は︑

大洪水の翌年に山口に堰を設け︑
これまで通りに水を糸貫川に導水
よりのり
することを当時の守護土岐頼芸に
願い出ました︒この申し出が許可
され︑﹁一ノ井大堰﹂が築かれま
した︒
しかし翌年の享禄五︵一五三
二︶年に用水不足となった真桑
用水方が︑大堰を打ち壊し︑藪
川筋に水を落とす事件が起こり
ました︒
席田用水方の訴えに対して土
岐頼芸は︑一ノ井からの取水を
既得権として認めるとともに︑
真桑用水方に大堰の修復を命じ
ました︒事件は席田用水方の勝
訴となりましたが︑その後も両
用水方は水の分配を巡って紛争
を繰り返しました︒
江戸時代に入っても真桑用水方
は席田用水方の一ノ井取水の既得
権を否定しようとしました︒
かんえい
寛永二︵一六二五︶年は旱魃の
被害が大きく︑とりわけ真桑用水
の水不足は深刻で︑真桑用水方
は︑将軍に献上する御瓜畑への影
上西郷

地域の治水・利水施設

山間部を流れてきた根尾川が平野部に出てつくった

扇 状 地 に は︑江 戸 時 代 以 前 か ら 席 田 用 水 が 築 か れ て い

ま し た︒席 田 用 水 は︑西 側 の 真 桑 用 水 と 取 水 量 を 巡 っ

席田用水と真桑用水の水争いは
一応の決着がつきましたが︑真桑
用水方との分配のしこりか︑その
後は席田用水内での水論が発生し
ました︒
げんろく
元禄七︵一六九四︶年から翌八
年にかけて︑席田用水では最上流
かな や
の金谷分水口をめぐって︑分水口
もんじゅ
直下で取水する文殊・上西郷・中
西郷・下西郷村と︑その下流で取
そ い
水する曽井・中嶋村及びそれに加
おと い
担する席田乙井方︑さらに下流の
乙井樋門で取水する村々の三一ヵ
村の間で﹁金谷論﹂が起こりまし
た︒
金谷井方
の四ヵ村
が︑﹁以前
から取水口
は幅六間で
取水してい
たが︑今年
の夏に曽
井・中嶋村

席田用水内の水論

て 対 立 し︑そ の 解 決 後 に は︑用 水 内 で 水 争 い を 繰 り 返
しました︒

響を理由に席田用水方に対して用
水の分配を要求しましたが︑受け
入れられませんでした︒
寛永一〇︵一六三三︶年にな
り真桑用水方が江戸へ訴え出た
しょうげん
時に︑美濃代官岡田将監善政
は︑席田六分・真桑四分の配分
を提案しましたが︑既得権を主
張する席田用水方はこれに強く
反対しました︒
寛永一四︵一六三七︶年に
は︑幕府は山口に検使を派遣し
て調査を行い︑検視は善政の六
分四分案を支持しました︒これ
を受けて幕府は︑加納藩と大垣
藩に協議調停を求め︑善政を混
じえた三者で協議した結果︑真
桑用水方に四分を譲ることで合
意されました︒
この裁定は︑席田用水の優位性
を否定するだけでなく︑席田用水
懸り高二万四千石・真桑用水懸り
高一万三千石を考慮すると︑席田
用水方に不利なものでした︒

地域の
根
尾
川
上
流
部
の
治水・利水
扇状地を潤した席田用水

乙井樋門

藪

史跡：享禄の大洪水
用水の流路
本 巣 市

文殊

川
貫
︶
糸
井
田
席
︵
真桑井

金谷井
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席田用水路

山口

が四間に狭めたので︑用水が不足
した︒﹂と訴えたのが発端でし
た︒調査の結果︑金谷取水口を六
間とする裁定がなされましたが︑
今度は席田乙井方の三一ヵ村が︑
上流にある金谷取水口が六間にな
れば下流の取水量が減るとして追
訴しました︒
金谷井方は︑席田乙井方のう
ち下郷の村々は地形が低く湧水
も有るのに対して︑自分たちの
田は高所にあるのでより用水が
多く必要だと主張︑一方の席田
乙井方は従来の取水量の維持を
求め︑双方ともおり合わず解決
は困難なものとなりました︒幕
府は検視を派遣し調査を行い︑
意見調整を行いました︒
元禄八︵一六九五︶年一〇
月︑金谷取水口を四間とする根
拠はないので以後六間とする︑
席田乙井方は西郷三ヵ村に一五
〇〇石分の用水を分ける︑など
とした結論に至りました︒こう
して金谷用水の用水配分が増え
ることになり︑席田用水全体の
運営に金谷用水方が︑発言権を
持つようになりました︒
きょうほ
享保七︵一七二二︶年三月︑
席田乙井組の一七ヵ村と︑その
上流に取水口を持つ曽井中嶋・
長屋・文殊村など七ヵ村の間で
﹁七ヶ所論﹂と呼ばれる争議が
ありました︒
ことの発端は︑曽井・金谷・森
ノ井の三用水取水口前の糸貫川

を︑席田乙井一七ヵ村が数百人を
出して川底を浚ったことに始まり
ました︒不利益を受けた三用水方
七ヵ村は︑役所の許可が必要な川
浚えを席田乙井方が無断で行った
ことを非難して︑川底を以前の状
態に埋め戻すよう求めました︒
これに対して︑席田乙井方には
下郷一一ヵ村が加勢して︑糸貫川
の川浚えは従来からの権利である
などと反論︑決着は幕府の評定に
持ち込まれました︒評定所は︑双
方の代表を江戸に呼び寄せて事情
聴取を行なった結果︑席田乙井方
一七ヵ村が無断で川を浚えたこと
を強く戒め︑今後は用水の分配が
不公平にならないように︑曽井中
嶋・長屋村に井頭を置くことを定
めました︒

明治以降の席田用水
明治二︵一八六九︶年︑西郷
かいでん
三ヵ村・小西郷・西改田・席田
はしらもと
九ヵ村︵郡全部︶・北方・柱本
村の一六ヵ村で席田井水組合が
結成され︑その翌年には︑これ
まで領主が任命していた井頭に
変わり︑組合員から井水取締役
を選出しました︒その後︑席田
井水組合は︑時代とともに組
織・名称の変更を重ね︑昭和二
九︵一九五四︶年に席田井水土
地改良区となりました︒
この間︑席田用水は江戸時代以
前から握ってきた根尾川の水利権

を︑﹁犯スベカラザル慣例﹂とし
て主張してきました︒
明治三二︵一八九九︶年︐三四
︵一九〇一︶年︐四一︵一九〇
と やま
八︶年の三回に渡り︑上流の外山
たにぐみ
村︵本巣市︶・谷汲村︵揖斐川
町︶が溜池を造って根尾川から引
水しようとしましたが︑席田用水
の反対で実現しませんでした︒
大正七︵一九一八︶年︑根尾
谷で水力発電が企図されると反
対し︑同一五︵一九二六︶年の
根尾村平野の水力発電の計画︑
昭和四︵一九二九︶年の三重合
同電気の発電計画にも反対陳情
を行いました︒
昭和三三︵一九五八︶年には︑
川崎セメント大垣工場︵住友セメ
ントの前身︶建設にあたり︑根尾
川水系の水利権は席田・真桑両井
水土地改良区のもので絶対侵害し
ないことを回答させ︑同四七︵一
九七二︶年に住友セメントとの間
で岐阜工場の排水つき公害補償を
締結しました︒
昭和四六︵一九七一︶年の敷島
紡績の岐阜工場︵曽井中島︶建設
の際も工場排水について契約をし
ています︒
席田用水の施設は︑長い歴史の
中で幾多の洪水被害に見舞われ︑
改修を重ねてきました︒大正一〇
︵一九二一︶年から始まった木曽
川上流改修計画により︑根尾川に
堰堤を築き︑左岸堤防に席田・真
桑両用水の統合取水口︵山口取水

口︶が建設されました︒
この際︑糸貫川が締め切られ廃
川となったため︑廃川の河川敷
の一部を利用して新しい用水路
を開削︑水路内部に石積または
コンクリート舗装を施し井水の
損失を防ぎ︑併せて席田乙井・
金谷・真桑の三幹線水路の改良
を施工しました︒
こうした事業の完成によって︑
円滑で効率
の良い用水
運用がなさ
れ︑享禄年
代 か ら 初
まった根尾
川上流部の
水争いは︑
五〇〇年を
経過して︑
過去のもの
となりまし
た︒
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金谷分水口の
分水堰
乙井樋門
（分水口）

透過・不透過水制は︑ を杭間
Sd
隔︑ を杭の直径として︑ を
d
rb
d
rb ̶̶̶と定義すると︑
Sd+d
透: 過水制︑ rb>0.67
不:
rb 0.67
透過水制と区分されます︒
が 0.49d
より狭
つまり︑杭間隔 Sd
いと杭出し水制は不透過水制的な
働きとなります︒
なお現在は︑河川景観をも考慮
した河岸処理のあり方が問われて

せ︑防護すべき箇所に水流を激突
させない不透過水制︵猿尾やケ
レップ水制等︶︑
に大別されます︒なお①の水制
は︑高さが低く︑杭工等が主で軽
い工作物になっており︑数本ある
いは数十本が設置され︑それが全
体として作用するものであり︑②
の水制は︑高さが高く︑土石︑コ
ンクリート等が主で容量が大き
く︑重い工作物となっており︑単
独あるいは少数並置されるもので
す︒
ところで︑透過水制と不透過水
制とは単に水制構造に依存するの
ではなく︑流水がどの程度水制間
を流入するかによっても分類され
ます︒

わが国の水制と沈床工

一．水制工の種類

わが国における原始的な水制工
は︑弥生時代の稲作伝来と共に︑
い せき
灌漑用水の取水のための井堰設置
に始まりました︒本編では︑透
過・不透過水制を区分した後︑透
過水制の牛枠類の種類と沈圧に用
いる蛇籠の歴史を述べ︑さらに沈
床工について触れていきます︒
稲作文化と共に発達してきた水
制工は︑現代では水生生物に優し
い住処を提供すると共に︑豊かな
河川景観の創出に幅広く用いられ
ており︑まさに﹁古くて新しい技
術﹂と言えます︒

第二編

水制は︑石︐礫︐岩︐土︐杭等
を流水中に突きだし︑護岸の侵食
防止や洪水調節︑舟運のために水
路を確保するための構造物です︒
流れ方向にほぼ直角に向いている
もの︵横工︶と流れと平行︵縦
工︶な構造物とに大別され︑その
働きは︑
①水流に対する抵抗を増して︑
流速を減少させる透過水制︵杭出
し水制や牛等︶︑
②水流に対して直接障害物とな
り︑水流を刎ねて方向を転じさ

＝

縦工と横工
木曽川右岸の石張り水制上に繁茂した樹木
（R21、16.0km+73.0m）

おり︑水制工の目的として︑河川
景観とマッチした河岸処理として
の水制設置
と土砂沈殿
の積極的な
誘致による
︵魚や水鳥
の生息環境
に︶良好な
ワンドの形
成が加えら
れます︒

︵一︶牛枠類

杭出し水制の定義図

わが国固有の水制工は︑﹁牛と
は蛇籠を以って沈圧するもの︑枠
とは詰石を行うもの︒﹂として︑
﹁牛類﹂と﹁枠類﹂とに大きく分
類されます︒ここに︑﹁牛﹂と
は︑その形状が双角を備えた如き
状態を呈しているところから名付
けられ︑その原形は稲束を乾燥す
るための柵木︵牛︶であり︑枠
は︑形状が綿枠に似ているための
名です︒
牛は三角形が基本ですが︑その
他に﹁牛枠﹂として︑桝形︑菱形等
いろいろな形状のものがあります︒

（B.Przedwojski、R.Blazejewski、K.W.Pilarczyk;
River Training Techniques,BALKEMA､p398-399､1995より）
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牛類の原始形は︑俣木だけで組
い の こ
み立てた越中の﹁犬ノ子﹂︑美濃の
いのこ
いずも ゆい
﹁猪子﹂︑出雲の﹁出雲結﹂です︒
①犬ノ子
鎌倉時代︵一一八五から一三三
三年︶に創案され︑その後︑庄
川︐神通川︐常願寺川など︑玉石
かた
の豊富な河川に応用したため︑方
たなつり き
なり き
成木や棚釣木によって沈石の離脱
を防止する組方を取り︑ついに
とりあし
えっちゅうさんさ
﹁鳥脚︵越中三叉︶﹂に進化した
ものと推定されています︒
げんろく
﹁鳥脚﹂は︑元禄三︵一六九
〇︶年には使用されており︑享
わ
ぶん か
和・文化年間︵一八〇一から一七
年︶に至って改良されました︒
②猪子
﹁犬ノ子﹂とは別に︑奈良時代
︵七一〇から七九四年︶初期に創
案され︑最初は簡単に同太の丸太
で三叉に組み︑竹で棚を造り︑石
俵や玉石で鎮圧したが︑玉石の採
取困難な河川に用いるため︑周囲
みの
に棚を掻き付けた﹁蓑猪子﹂に改
良しました︒
﹁蓑猪子﹂の創出年代は︑宝暦
じ かたひん
五︵一七五五︶年編纂の﹃地方品
もく げ
てんぽう
目解﹄︑天保七︵一八三六︶年の
しょこくつつみかわよけといはしじょうほう
﹃諸国堤川除樋橋定法﹄には蓑猪
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≦

子の記述が無いので︑概ね天保年
間︵一八三〇から四三年︶以後の
使用と推測されています︒
③出雲結
俗説では︑出雲の相撲の祖であ
のみのすくね
る野見宿禰が考案し︑その安定し
いずもうゆい
た形状を﹁居相撲結﹂と命名した
ことによる︑と伝わっています︒
出雲の国で奈良時代の初期以来使
用されたと推測され︑同国の河川
は砂川なので︑比較的簡単な構造
で目的を達しました︒
まえ
なお︑不等辺形の牛の前面に前
たち ぎ
すなはらいぎ
おい
立木・砂払木を加えたものが笈
うし
なか たちぎ
牛︑単に中立木を増したものを瀬
名牛と言います︒
おいうし
④笈牛
形状が山伏の背負う笈に似てい
るために名づけられました︵地方
凡例録︶︒
なお︑牛枠を一層長大・堅牢に
改良したものが聖牛であり︑川倉
は聖牛とほとんど形態が同じで︑
多少用材の太さが違うだけです︒
かわくら
てんぶん
これら聖牛や川倉の創案は︑天文

牛枠類の図
（「明治以前日本土木史上」
より）

がき

ひし うし

ひじりうし

ひじり

しゃく ぎ

うし

たな うし

しゃく ぎ

た︒砂払木と棚敷木以外は全て栗の木を
用い︑
天竜川に二基設置されました︒

蛇籠は水制そのものではありま
せんが︑﹁牛﹂などの沈圧や不透
じぎょう
過水制︵猿尾︶の基礎︵地形︶を
築く際に用いられ︑前号で︑蛇篭
や聖牛は紀元前三六〇から二五〇
と こうえん
年に築造された都江堰︵四川省都
江市︶築造に際して使用されてい
た︑と紹介しました︒
わが国での蛇籠の使用につい
にんとく
て︑﹃日本土木史﹄は仁徳天皇ある
じょめい
いは推古・舒明天皇の頃が最初であ
わ どう
り︑真田秀吉は和銅五︵七一二︶年
編纂の古事記での蛇籠に相当する
あらこ
﹁荒籠﹂の記載から︑西暦三八〇か
ら六四〇年と推測しました︒
しかし︑蛇籠が古代︵大和朝廷
時代から奈良・平安時代︶の遺跡
から出土した事例はありません︒
蛇籠は︑安土・桃山時代︵一五七
三から一六〇三年︶以降に広く使
用され始め︑江戸時代になって︑
農書・地方書に蛇籠の記述が現れ
てきます︒
宝暦治水時の蛇籠製作用の竹
は︑計画された五から六寸廻り
︵一五本／籠︶ではなく︑五間蛇
籠一本当たりの費用が安くて採取
が容易な四から五︵一〇本／篭︶
ほう
を使用していました︒つまり︑宝
れき
暦年間︵一七五一から六三年︶頃
より蛇化後の規模が若干縮小され
てきたようです︒これは各種河川
工法に対する経済性に着日した標
きょうほ
準仕様の規格化が享保頃︵一七一
六から三五年︶から行われてきた
ことを反映しています︒

︵二︶蛇籠

松村理兵衛忠良による鬼聖牛
（「天竜川とともに」
より）

えんぽう

おにひじりうし

る考察﹄においては︑延宝八︵一
六八〇︶年代から昭和七︵一九三
二︶年出版の計一四冊の文献より
聖牛のルーツを調べ︑聖牛の発祥
地は富士川であり︑甲州の川にお
いて進歩・改良が加えられてき
た︑と述べられています︒
これら河川工法の牛類・枠類
は︑明治以降に諸外国の河川にお
いても︑わが国の工法の優秀性を
認め採用されています︒
ところで︑戦後になり建設機械
の大型化および河岸処理に対する
コンクリート構造物の多用化︑さ
らに水制自体の流水への水理学的
働きの不明確性と河岸保護に対す
る水制の間接的な働きのために︑
昭和三〇︵一九五五︶年代以降か
らあまり水制工は造られなくなり
ましたが︑最近では多自然型川づ
くりの一工法として再び水制工が
着目され始めています︒
あんえい

◆ コラム
︻天竜川の鬼聖牛︼◆

松 村 家三代が︑安 永 元︵一七七二︶年か
ら文化五
︵一八〇八︶
年にかけて︑
天竜川右
支川前沢川合流点下流︵上伊那郡中川
村片桐︶
に
︵理兵衛︶
堤防を築き︑
三代目
り へ い ただよし
ぶんせい
の松村理兵衛忠良が文政一
一
︵一八二八︶
年
にこの 地 に 鬼
聖牛を設置し
ました︒
この鬼 聖 牛
の 高 さ は ︑棟
木の長さが一四
ｍ
︵四六尺︶
︑直
径四五㎝
︵一．
五
〇尺︶
で︑まさ
に
﹁ 鬼聖牛 ﹂
の
名 にふさわし
い大 き さでし
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げんじょう

ちゅうじょううし

だいじょううし

七︵一五三八︶年以降でした︒
﹁川倉﹂の俗説は︑川中で馬背
の形状を呈するので﹁川鞍﹂と呼
び︑転じて川倉となった︑と伝え
ています︒
⑤聖牛
﹁聖﹂とは優れた僧を指す言葉
であり︑各種牛枠の中で最も優れ
ているので︑﹁聖牛﹂︵せいぎゅ
う又はひじりうし︶と命名された
と伝えられています︒
﹃地方凡例録﹄は︑聖牛・尺木
垣・尺木牛や棚牛︵三稜形︶・
菱牛︵方錘形︶は武田信玄時代
の考案であ
ると記して
おり︑﹃明
治以前日本
土木史﹄は
聖牛につい
て︑元浄法
師による
やつがしらうし
﹁八頭牛﹂
を参考に聖
牛を作成し
た︑と記し
ています︒
中聖牛は︑棟木の長さ約七ｍ
︵四間︶︐直径一二㎝︵〇．四〇
尺︶程度のものを指し︑大聖牛は
棟木の長さ九ｍ︵五間︶︐直径一
五㎝︵〇．五〇尺︶のもので︑
だいだいじょううし
大々聖牛は棟木の長さ一二．七ｍ
︵七間︶︐直径二一㎝︵〇．七〇
尺︶の大きさで︑二段の棚を設け
て蛇籠で鎮圧しました︒なお︑天
竜川では︑棟木の長さによって︑
四間牛︐五間牛あるいは六間牛と
称しました︒
﹃わが国の聖牛の発祥にかかわ
笠松トンボ天国の聖牛

①鉄線蛇籠
明治四一︵一九〇八︶年に亜鉛
メッキ鉄線を使用した蛇籠が製作
され︑翌四二︵一九〇九︶年には
石川県が犀川の護岸工事︑富山県
が片貝川の水力発電工事に亜鉛
メッキ鉄線蛇籠を使用しました︒
さらに明治四四︵一九一一︶年
に︑川崎寛美がドイツ製の製網機を
ヒントに︑蛇籠製造機を考案しまし
た︒機械編の鉄線蛇籠は︑明治四四
はいばら
︵一九一一︶年八月に静岡県榛原郡
上川根村︵現島田市上川根町︶の大
井川上流堰堤に付随する護岸工事に
使用され︑これ以降︑鉄線蛇籠は各
地に普及しました︒
昭和二九︵一九五四︶年八月
に︑亜鉛メッキ鉄線製蛇籠の日本
工業規格︵ JIS-A-5513
︶が制定さ
れ︑昭和三〇年代前半までは多く
の蛇籠が使用されました︒
②デ・レイケと蛇籠
鉄線蛇籠が開発される以前に竹
と鉄線網を組み合わせた構造の蛇
籠が︑オランダの民生技術者連盟
﹄
の機関誌である﹃ De Ingeniur
に︑﹁じゃかご−すなわち石を詰
めた籠による日本の護岸工﹂と題
したデ・レイケによる報文が掲載
されています︒
この報文の中に︑竹蛇籠の耐久
性を高めるため︑竹の間に鉄線の
網を編み込み︑補強したものが使
用されていたことが報告されてお
り︑これは竹蛇籠から鉄線蛇籠へ
の過渡期の構造といえます︒ま
た︑デ・レイケと思われる人物が
蛇籠の前に立っている写真が添え
られています︒
ただし︑このような鉄線網で補
デ・レイケが論文に使用した蛇籠
（『デ・レーケとその業績』
より）

強した蛇籠は︑経費がかかりすぎ
て︑扱いきれなくなることもある
としており︑竹のみの蛇籠に比べ
高価なものでした︒

二．沈床工
沈床工は︑河床や堤防の根もと
を水流による浸食から保護するた
めの工法で︑木製またはコンク
リート製の屈曲性のあるマット状
のものを設置します︒
①粗朶沈床
そ
﹃日本水制工論﹄によると︑粗
だ
朶沈床工は中国元の時代に欧州より
しばえだ
この工法が伝わり︑柴枝を用いた護
岸工を試みており︑わが国では︑伊
かんせい
達藩が寛政・享和年間︵一七八九か
ら一八〇三年︶に︑北上川筋下流で
粗朶を筏状に組み︑これを浮丸太で
浮かべて所定の位置に導いた後に沈
石を投じて沈め︑高さ平水面上三か
ら四尺︵約一から一．二ｍ︶の水制
を築造しました︒
そ だ
つまり︑粗朶工法は明治新政府
が招聘したオランダ工師によって
伝えられたと伝承されています
が︑わが国の伝統工法と考えても
良いでしょう︒
れんさい
粗朶沈床工の施工方法は︑連柴
と呼ばれる山林より産出する粗朶
灌木の長さ
一二尺から
一 四 尺
︵三．六か
ら 四 ． 二
ｍ︶のもの
を︑一束の
直径が四か
ら五寸︵一
二から一五

㎝︶に結束した後︑格子形に綱で
編んでいきます︒それを三層ぐら
いに重ね筏状にして︑所定の位置
に浮かべ︑その上に大石を乗せて
沈下させます︒
長野県では︑明治二〇︵一八八
七︶年︑粗朶沈床工法を天竜川の
支川新川から下川路村久米川に至
えんとくむら
る間と下高井郡延徳村︵現中野
市︶の千曲川畔との二箇所で試験
的に施工して︑その効果を検討す
ることとしました︒
ところが︑下川路村︵現飯田市
大字川路︶河岸に試験的に設置し
た七基のケレップ水制に用いた粗
朶沈床工法は︑木曽三川下流の緩
流河川には適していたが︑天竜川
のような急流河川には適しません
でした︒
﹃川路村水防史﹄は︑﹁本村に
優良な粗朶が乏しいことも一因﹂
であるとしながらも︑﹁粗朶沈床
工の効果︑右の如く試験として …
余り薫しい効果がなかった︒﹂と
述べています︒
上述のように︑粗朶沈床工法を
不適用場所にまで適用し︑オラン
ダ技術に対する批判も生じました
が︑粗朶沈床工法は砂河川︐緩勾
配の砂利河川の水制工法として広
く普及しました︒
②木工沈床
明治二五︵一八九二︶年から開
とよおかむらくましろ
とも
始した天竜川左岸豊丘村神稲の伴
の
野堤防建設に際して︑飯田土木出
張所主任の小西竜之介は︑粗朶沈
床工法が急流に対して脆弱である
ため︑粗朶に代わり木材を用いた
木工沈床を考案し︑翌明治二六年
に木工沈床工法で伴野堤防建設を
長良川
（天王川樋門前）
での粗朶沈床工
（井納建設株式会社ホームページより）

歴史記録

行 い ま し
た︒この伴
野堤防での
工事が︑木
工沈床工法
の最初でし
た︒
小西は︑
木工沈床工
法の特許を
取りましたが︑長野県に対しては
特許に関係なく施工して良いこと
としました︒

■参考資料
日本の水制
山本晃一 山海堂 一九九六年
日本水制工論
真田秀吉 岩波書店 昭和七年
前御勅使川堤防址群
山梨文化財研究所 平成 二一年
河川伝統工法
地域開発研究所 一九九五年
土木工要録
江 戸 科 学 古 典 行 書叢 書 ︑青 木 国 夫 ︑
飯田賢一他編 恒和出版︑
一九八二年
水制に関する研究
秋草勲︑吉川秀夫︑坂上義次郎︑芦田
和男︑
土屋昭彦 土木研究所報告︑
一九六〇年
わが国の聖牛の発祥にかかわる考察
和田一範︑有田茂︑後藤知子 土木史
研究講演集
二〇〇四年
Vol24
日本水制工論
真田秀吉著 岩波書店 昭和七年
川路村水防史
代田豊太郎・牧内武司編 川路村水
害予防組合 昭和一一年
豊丘村誌
豊丘村誌編纂委員会 昭和五〇年
下 市田村 大 川 除 築 堤 補 遺︵ 上 ︶ 史 実・
中村惣兵衛の偉業
林文衛 平成一三 年
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橋脚の根固め工として採用された木工沈床
（井納建設株式会社ホームページより）
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木曽岬町を通った七里・三里の渡し

西羽 晃

えんぽう

尼ヶ崎城主様足軽弐人︑六角越
前守様御代参壱人︑信州松本城
主様京都留主居之家来壱人都合
四人ハ拙者宅ニ而逗留休息為致
二︑三日之内ニ夫々ニ仕立候
而︑送り届申候︑右為御褒美御
金被下置︑二月四日ニ同名新六
始家来共拾三人伊勢参宮仕候

桑名市文化財保護審議会会長

七里の渡し航路となった︒

いずみ

和泉新田を開発した冨田彦兵衛
が書き残した﹁和泉新田開発由来
書﹂の付録に︑次のように書かれ
ている︒

この文によると︑延宝八︵一六
八〇︶年正月二十六日に︑伊勢参
宮を済ませた一行は四日市から乗
船し︑熱田へ向かう途中で︑遭難
した︒
早速に船を出して救助に当た

晃

昭和１１年生まれ
和歌山大学経済学部卒業

現在
桑名市文化財保護審議会
会長

り︑村人の家に収容して︑粥を提
供し︑衣服も着替えさせ︑火にあ
たらせた︒四人の武士は富田宅で
二︑三日休養していった︒
御褒美金を貰ったので︑家来た
ち十三人が伊勢参宮した︒
七里の渡しは︑桑名と熱田
︵宮︶を結ぶ海路であったが︑四
日市と熱田を結ぶ海路も幕府から
認められており︑この時は四日市
からの海路だった︒
このころは木曽岬や長島の地先
はまだ開発されていなかっので︑
おそらく後の白鷺川のコースを
通ったと思われる︒

西羽
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白鷺川締切の地
（木曽岬町上松永）
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七里の渡し青鷺川旧跡
（桑名市長島町福吉）

︵延宝︶八庚申年正月廿六日︑
諸国之者共伊勢参宮四日市より
熱田江渡船六十三人乗︑同夜
九ッ時天気早手空ニ而︑及破船
人々相果申様子︑村方より申告
候ニ付︑早速家来百姓江申付︑
介船を出し︑右之乗人荷物共々
相改︑夫々ニ村方ニ宿申付︑余
寒之節故半死半生之為躰ニ候
処︑大釜ニ而粥を焼かせ︑並着
類等も着替させ︑焼火ニあたら
せ置︑夜中及注進︑中ニも播州

和泉新田開発由来書：付録の末尾
（富田山源盛院蔵）

木曽岬を通った東海道七里の渡し

江戸時代の東海道は宮︵熱田︶
と桑名の間は七里の海路で船渡し
であった︒この航路は伊勢湾の奥
にあり︑木曽三川の河口部なので
土砂が堆積し︑遠浅であった︒そ
のため潮の干満に影響されて︑満
潮の際は沖合遠くに︑干潮の際は
陸地近くが七里の渡しの航路で
あった︒
江戸時代の木曽岬は鍋田川と木
曽川に挟まれていたが︑両川を結
はくろ
ぶ白鷺川が流れていた︒
しかし江戸時代初めには白鷺川
か ろ と
はなくて︑加路戸輪中の沖合は深
い澪筋となっていたようだ︒その
澪筋が七里の渡しの航路であっ
げんろく
た︒源緑輪中が開発されて︑加路
戸輪中と源緑輪中との間の澪筋が
白鷺川になったようだ︒
よしがす
同じように長島でも葭ヶ須輪中
よこま
の沖が航路であって︑のちに横満
くら
蔵新田が開発されて︑葭ヶ須輪中
あおさぎ
と横満蔵新田との間が青鷺川と
なった︒そして白鷺川と青鷺川が
七里の渡し跡
（木曽岬町藤里）

七里の渡しの遭難事故
木曽岬沖の遭難事故はしばしば
起こったと思われるが︑その記録
が残されているのは︑極めて少な
かんぶん
い︒その中で寛文十一︵一六七
一︶年八月二十七日に起きた琉球
使節の遭難事故は尾張藩の記録で
ある﹁瑞竜院様御日記﹂および
﹁柳営日次記﹂︵いずれも﹃佐屋
町史﹄史料編１に所収︶に記録さ
れている︒
それによると︑一行は八月二十
六日に熱田宿に泊まり︑二十七日
朝︑熱田から乗船して桑名へ渡海
した︒この日を西洋暦に直すと九
月二十九日なので︑おそらく台風
が来たのであろう︒
四︐五里出たところで︑暴風雨
に遭って琉球人の乗った三隻のう
ち一隻のみ桑名へ着いたが︑二隻
は知多半島の多屋村と大野村︵い
ずれも現常滑市︶へ流れ着いた︒
その他四十九隻の内︑五隻が知多
半島に︑一隻は勢州若松︵現鈴鹿
市︶へ着いた︒
知多半島へ漂着したのは琉球人
二十八人︑付添の薩摩藩士八十三
人であった︒一行は同地に宿泊
し︑二十九日に同地を出発し︑熱
田宿で泊まった︒翌日の九月一日
に佐屋宿で昼食してから三里の渡
しで桑名へ着いた︒
琉球使節とは琉球国王即位の際
しゃおん し
に派遣される謝恩使と江戸幕府将
けい が し
軍就任の際に派遣される慶賀使と
おこし

しょう

があって︑江戸時代に十八回あっ
た︒琉球国の王子が正使となり︑
薩摩藩士が付き添って江戸まで往
ほうれき
復した︒宝暦二︵一七五二︶年の
際は薩摩藩の家老・平田靭負が付
き添った︒
てんわ
寛文の遭難ののちも︑天和二
ほうえい
︵一六八二︶年と宝永七︵一七一
〇︶年は七里の渡しを通っている
ようである︒しかし︑その次の正
とく
徳四︵一七一四︶年には美濃路
︵中山道を垂井宿で分かれて大
垣・起︵現一宮市︶を経て名古屋
に至り︑熱田で東海道に続く︶を
通っている︒
即ち起宿脇本陣蔵の﹁起宿文書
抄﹂︵﹃尾西市史 資料 起宿交
通編﹄所収︶には﹁琉球人美濃路
初﹂とあり︑以後も起宿の資料に
しばしば記載されている︒寛文の
遭難に懲りて七里の渡しを避ける
ようになったのかも知れない︒
じょうおう
他にも承応二︵一六五三︶年に
すおうのかみ
板倉周防守の家臣の供船が桑名へ
向かう途中に遭難し︑付近の住民

七里の渡し遭難供養墓
（桑名市新町・光明寺）

に助けられた︒
かんせい
他では寛政二︵一七九〇︶年に
遭難した人の供養墓は桑名の光明
寺に現存している︒

三里の渡しの遭難事故

七里の渡しの他に三里の渡しが
あった︒これは桑名と佐屋︵現愛
西市︶とを結ぶ航路であり︑七里
の渡しのバイパスであったが︑加
路戸付近の木曽川を通っていた︒
あんえい
安永二︵一七七三︶年正月に起
きた遭難事故の詳細な記録が残っ
ている︵﹁溺死之儀ニ付御奉行所
より御達 笠松ニ而御吟味中一
巻﹂︵﹃佐屋町史﹄史料編１に所
収︶︒
同月九日昼すぎに佐屋を出航し
た︒定員十五人のところ︑十八人
が乗っていた︒うち三人は少年で
あったし︑手回り品の他に大きな
荷物もなかったので︑重量オー
バーというほどでもなかったらし
い︒
加路戸付近に達した時に俄に強
風が吹いてきたので︑乗客が立ち
騒いだ︒そのため船が転覆して︑
乗客は川に放り出された︒通り
掛った船が救助に当たったが︑十
一人が溺死した︒助け出された七
人は加路戸新田に上げられた︒
転覆の原因について︑供述につ
いて少し食い違いがある︒佐屋宿
の役人などは助けられた人からの
供述をもとに﹁俄な強風のため乗

研究資料

客が立ち騒いだ﹂としているが︑
水主は﹁船中で祝儀などを要求し
たところ︑乗客と口論になって騒
いだので転覆した﹂と供述してい
る︒既定の運賃以外は取らないの
が原則であるが︑祝儀を取ってい
るのは︑他に史料でも見られるの
で︑慣例のことと思われる︒

七里の渡しの開始時期

けいちょう

しゅくえき

慶長五︵一六〇〇︶年の関ケ原
の戦いで覇権を握った徳川家康は
翌年に京都と江戸を結ぶ東海道の
宿駅制度を制定し︑宿場を指定し
た︒宿場には次のような伝馬朱印
状を交付した︒

□定

此御朱印なくして
伝馬不可出者也依
如件
慶長六年
正月日
桑名

□
定のところは朱印が押してあ
り︑同じ印形が予め宿駅に渡して
ある︒﹁同じ印の押された文書を
持参しない場合に伝馬を提供して
はいけない﹂と言う趣意である︒
朱印状を持参の場合には︑宿駅で
印鑑照合して間違いなければ伝馬
を無償か安い賃銭で提供した︒
この朱印状と同時に﹁伝馬定
書﹂も各宿駅に出されたので︑熱
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田・四日市にも出された筈だが︑
桑名へ出された﹁伝馬定書﹂が現
在は物流博物館︵東京都港区︶に
現物が所蔵されている︒
御伝馬之定
三拾六疋ニ相定候事
上口者四日市︑下ハ宮︑船
路之事
右之馬壱疋分居屋敷五拾坪
被下候事

一
一

坪合千八百坪居屋敷を以可
被引取事
荷積ハ壱駄ニ卅貫目外付被
申間敷候
其の積者秤次第たるへき事
印
印
印

右条々相定候上相違有間敷候也 已上

慶長六年
丑正月

伊奈
備前
彦坂 小刑部
大久保十兵衛

桑名年寄中

上とは京都方面を指し︑下は江
戸方面であり︑宮︵熱田︶への船
路即ち海路を定めている︒これに
より慶長六︵一六〇一︶年に宮と
桑名を結ぶ七里の渡しが開始され
たことは明らかである︒
ところが︑平成十一︵一九九
九︶年に発行された﹃新修名古屋
市史﹄第三巻では︑
﹁元和二年に熱田から桑名へ海
上七里の海路が開設されて︑﹂と
げんな
ある︒元和二︵一六一六︶年と慶
長六︵一六〇一︶年では十五年も
差がある︒
制度が決定されても︑実際に行
われるのには年月がかかるとして
も十五年は長すぎる︒
種々の文献を調べてみたら元和
二年説を唱えた最初は幕末頃に書

まさなり

かれたと思われる津田正生著﹃尾
張地名考﹄のようである︒
この本では﹁︻里老曰︼桑名よ
り此の熱田へ渡海せる事は近世元
和二年より専さかんなり﹂とあ
る︒
即ち開始から二百年以上も経っ
てから︑土地の古老の話が根拠の
ようである︒誠に薄弱な根拠であ
ろう︒
それに較べて︑桑名宿の史料は
当時に出された一次史料で︑非常
に信憑性が高い︒多少の紆余曲折
があったにしても︑七里の渡しの
開始は慶長六年が至当であろう︒
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長島領
かろと新田輪中

かろと

１７世紀末ころの熱田より桑名迄海上絵図
（「木曽岬町史」
より作成）

明治初年の桑名・七里の渡し場
（桑名市川口町）

夕 べが 池 伝 説
北方町柱本池之頭

『 K IS S O 』Vol.96 平成27年10月発行

岐 阜 市 との境にある﹁ 夕べが池 ﹂は︑池 底
から湧 き 出る水が水 源 となっていま す ︒
この池には︑ 池の主である 白 蛇 が 又
八大 龍 王 権 現 として祀られていて︑伝
説が残っていま す ︒
むかしは︑この付 近一帯が股 まで埋
まる沼 地だったそ うです ︒
田 植 えの時 期になって︑一人の作 男
がこの沼 地にやってきて︑﹁ 明日はこ
の沼の田 植 えだが︑股 まで泥につかっ
てやりたく ないな︒田 植 えができない
ようにいっそ 池になってし ま えばいいの
に︒﹂と独 りごとをつぶやいて︑もってき
た苗 を畔に置いて帰っていき ました︒
翌 朝 ︑作 男がやって来ると︑驚いたこと
に︑沼 地だってところは︑満々と水 をたたえ
た波 う ち︑はるかかなたの池田 山 まで一面が湖になっていました︒
その後 ︑水は減ってしだいに沼 他に戻っていき ましたが︑深いとこ
ろは池 として残 り ました︒近 在の人々は︑ 祟 りだとして白 蛇 を又
八大 龍 王 権 現 として祀 り ました︒また︑一晩のう ちに池になったこ
とから﹁ 夕べのう ちにできた池 ﹂として夕べが池 と呼ぶようになり
ました︒
この地 方では︑田 植 えの前日に苗 を置いてきてはならないと言い
伝 えられてき ました︒
夕べが池には︑このほかに︑池の中から背 中にありがたい経 文六
百 巻 を背 負った黒い牛がとびだして︑円 鏡 寺にかけこんだと言 う
伝 承 も 残っていま す ︒現 在の夕べが池は︑公 園 として整 備され︑釣
人にも 人 気のスポットになっていま す ︒
出典／﹁夕べが池公園 解説看板﹂︑﹁北方町HP﹂

歴史記録は、
「 流水を制御する水制」の
二回目として、わが国における水制と沈床
ました。

工の種類及び歴史的経緯について掲載し
なお、
この資料は、創刊号からの全てが

きます。

KISSOホームページよりダウンロードで

表紙写真

上
「円鏡寺楼門」
永仁４年（１２９６）
に建立された三間一戸の楼門で、
こ
の種の楼門としては全国で二番目に古い建造物です。
勾配の緩やかな屋根などが優美な造りで、明治神宮南
楼門のモデルとなりました。づける舞いが奉納されます。

下
「夕べが池」
「水にまつわる民話」で取り上げた夕べが池は、今では
水辺の自然公園として整備されています。
普段から池のまわりには多くの釣り人が見かけられ、
休日には家族連れなどで賑わいます。

