
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日：２０１７年１０月９日（月・祝） 

 

 

 

主催：北勢線の魅力を探る会 

後援：桑名市、いなべ市、東員町、北勢線事業運営協議会、三岐鉄道株式会社 

桑員まちのファンクラブ、都市環境デザイン会議中部ブロック 

桑名歴史案内人の会、ふるさといなべ市の語り部の会 
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町屋御用水とは 

  町屋御用水は今から 390 年ほど前の寛永 3 年（1626）に桑名藩主松平定行によって作ら

れた上水道です。町屋川（員弁川）から取水し、自然の勾配に従って東海道の吉津屋御門ま

で開渠で流れ、そこから先へは地中の樋管で城下へ配水していました。 

全長約 2Km あり、江戸の玉川上水よりも古く、全国で 6 番目に出来た上水道だと言われ

ています。この水道は明治 37 年に諸戸水道が開通するまで約 280 年もの間、桑名の町の

人々の生活を支えてきました。今は一部が農業用水として使われています。 

 

 

西別所駅から町屋御用水取水口へ           伊藤通敏 

  朝 8 時 50 分、狭い西別所駅前はウォークの参加者で溢れ返っている。今日は曇り空で前

日のように暑くもなく絶好のウォーキング日和。近藤代表の挨拶のあと北勢線の魅力を探る

会のスタッフを先頭に辻内鋳物の工場の前を通って濃州道へ、スーパーの横から町屋川の土

手へ上る。丁度このあたりは東の方向に流れてきた川が急激に南に向かって流れの方向を変

える地点で、堤防は幅広く作られています。江戸時代以前は町屋川はこのあたりから走井山

の麓を通って桑名の町の中へ流れ込んでいたそうです。今も市内に西川原、矢田磧（河原）

という地名が残っています。町屋川という呼び名もその名残だと思われます。初代桑名藩主

の本多忠勝は町屋川をこのあたりから南の方向に流れるように付け替え、桑名の町の中へは

入らないようにして城下町を整備しました。これを慶長の町割りと呼びます。 

   

ナロウィン電車          代表挨拶         辻内鋳物の工場の前         

 

第２９回北勢線の魅力を探る「ぶらくわな 町屋御用水を巡る」 

参加者 １０７人（内子ども１人） 

協力 善西寺、春日神社  

桑名歴史案内人 伊藤通敏さん、山下博子さん、松岡節子さん 
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＜矢田用水揚水機場＞ 

  この堤防の上にコンクリートの建屋があります。これが矢田用水の揚水機場です。ポンプ

で町屋川の水を汲み上げ、これから通るサンジルシ醸造周辺や、遠く市街地北部の福島地区

の田圃を潤す役割を担っています。そこから少し東へ進むと大きな排水機場があます。これ

は市街地西部の雨水を排出するための施設です。 

   

 町屋川左岸から上流を望む    説明する著者          土手を進む参加者  

＜桑名市水道、町屋水源地跡＞ 

  ここからさらに東へ進むと左手に林があって門柱や建物の基礎らしきものが残っていま

す。ここは昭和 42 年まで使われていた桑名の上水道の水源地跡で、昭和 3 年から 39 年間

桑名の水道はここから町屋川の水を汲み上げ上野の浄水場まで送られていました。現在の水

源地はもう少し上流の稗田にあって、町屋川の伏流水を汲み上げて上野へ送水しているよう

です。 

   

   桑名市水道水源地跡      堤防の上から水路が見える    町屋御用水取り口 

＜町屋御用水取水口＞ 

  ここから下流の方を見ると堤防の中段の草むらの中に青い水門のようなものが見えます。

これが目指す町屋御用水の取水口です。 

  一行は堤防の上を歩いて水門へ降りる階段までたどり着きました。階段は最近までススキ

やツタ等の雑草に覆われていて降り口も分からない状態でしたが、前日にスタッフで草刈り

をしてなんとか通行できるようになりました。それでも人一人が通れるほどの狭い階段です。

このあたりの川の状態は下流に三重工業用水の堰が作られているため川幅は広く水は淀ん

でいます。堤防にコンクリートの導水路が開かれ、幅１ｍ程の鋼鉄製の門扉が設けられてい

ます。今は端境期なので水門は閉じられていました。 
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 取水口から善西寺へ          伊藤通敏 

  一行はこの先で堤防を降り、国道 258 号線を渡って川成町へ入りました。空き地の水路

にイギリス積の煉瓦と御影石で作られた小さな水門が設けられています。取水口からこの水

門まではコンクリート製の細い水路で結ばれています。この付近は町屋川の旧左岸と思われ、

この水門は明治時代に御用水を再整備した際に築かれたものではないかと思われます。町屋

御用水はここから看護専門学校の南側の道路に沿って東に流れています。護岸には雑草が茂

っていて水面がよく見えません。道路は寺田商店の工場に突き当たって左へ曲がりますが水

路は道路の側溝のような矢田用水の水路の下を潜ってそのまま工場の中へ入って行ってい

ます。御用水はここから先は近鉄と JR の線路を潜り新地地内に出ていますが、それに沿っ

ては道路がないので一行はサンジルシ醸造の工場の前を通り、近鉄益生駅前の踏切を渡って

新地へ向かいます。 

   

                煉瓦造りの小さな水門       サンジルシ醸造工場 

＜御用水親水広場＞ 

  町屋御用水は近鉄と JR の線路を暗渠で抜けると新地地内へ入り、広い道路の真ん中を流

れます。このあたりは平成 16 年に護岸が石張り風のコンクリートで整備され、親水広場と

して水面近くへ降りられるように階段が設けられました。今の時期は水量は少ないのですが

それでもザリガニや小さな魚が泳いでいるのが見られます。壁面には御用水についての写真

入りの説明板が設けられています。道路は 200m ほど東進すると旧東海道へ出会いますが、

水路はその手前で市街地南部への農業用水の分水口を経て 90 度北方向へ折れ曲がります。 

 ＜新福橋＞ 

  北方向へ直角に曲がった御用水は福江町の東海道の一本西側を通る狭い道路に沿って流

れます。ここは福江町の町屋の裏手に当たり、護岸は各戸それぞれの仕様の石積みが施され

ています。この部分の御用水の長さは約 270m 程ですが途中に新福橋という石橋が架かっ

ています。福江町から新地へ渡るための橋です。 

  新地は奥平松平氏の福山からの移封で藩士が増えたために正徳年間（1711～16）に足軽

屋敷として開発された土地で、そこへの出入りのために橋が架けられました。新地の｢新｣と

福江町の「福」を採って「新福橋」と名付けられました。現在の石橋は明治 26 年に改築さ
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れたもののようで親柱が橋のたもととこの付近の神戸岡神社の境内に残っています。 

  ここからさらに北へ進むと石垣の上から石の梁が水路に向かって突き出ているのが何箇

所が見られます。人家から釣瓶で水を汲む際の足場になっていたものだと思われます。 

   

親水広場                         新福橋               水汲用の石梁 

＜水車＞ 

  ここまで開渠で流れて来た御用水は益世小学校の東で暗渠に入ります。昔はここから 90

度東に折れ東海道から濃州道へ向かう道の下を潜って東海道西鍋屋町の北側を流れていま

した。今は暗渠となって下水道に繋がっているようですが、昔の水路は細い路地として残っ

ています。このあたりは古地名で「水車（みずぐるま）」と呼んだところで江戸時代に御用

水の余水を利用して水車屋を営んでいる人がいたことから付いた地名だそうです。 

  ここから一行はこの細い路地伝いに善西寺へと向かいます。 

 

 

善西寺                           西村健二 

＜善西寺縁起＞ 

  走井山善西寺は桑名市矢田に所在する浄土真宗本願寺派、いわゆる「お西」の寺院です。

本尊は、浄土真宗であることから阿弥陀如来です。門前の寺号碑（平成 2 年（1990）4 月 1

日に 15 世矢田俊量師の婚儀記念として建立）によれば天平宝字年間（757～765）に行基

（668～749、開基当時はすでに示寂）によって大観院蓮華寺として開基され、天台宗、真言

宗、禅宗、浄土宗を兼ねたといいます。住職を務める矢田家は行基の子孫で、その子孫矢田

半左衛門勝英は走井山に矢田城を築きましたが、永禄 12 年（1569）に織田信長の家臣滝川

一益の軍勢によって落城させられ、勝英は現在の境内地に移り住み、文禄元年（1592）に出

家して本願寺 11 世顕如（1543～1592）に帰依して寺号を改めたとされます。 

  『桑名市史 本編』では善西寺について異なる由緒を紹介しています。矢田氏はもともと

山内氏を称して安芸毛利氏に仕えた後、桑名に移って伊勢国司北畠氏に属し、矢田半右衛門

俊元は矢田城主として北勢四十八家に数えられました。天正 5 年（1577）に織田信長の侵
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攻によって落城、俊元の嫡男俊輝は大坂で病死したとされます。孫にあたる俊輝の二男俊次

は落城後に一時村田太郎左衛門を称していましたが、天正 19 年（1591）（「まいてら」ホー

ムページでは天正 11 年（1583））に出家して空円と号し、俊元の法号善西禅定門にちなん

だ善西寺を開基しました。空円の子である 2 世寛善の代、寛永 12 年（1635）には本願寺 13

世良如（1613～1662）より寺号公称を許されたといいます。 

  ここで、毛利氏に仕えた矢田、山内姓に関連する一族を確認してみましょう。萩藩士矢田

家は、清和源氏足利氏流を称し、足利義康の長男で大和国矢田郷に住した矢田義清を祖とし

ます。子孫矢田太郎弘家は吉敷郡矢田の良君城（郎君城とも、山口県山口市）を居城とし、

毛利氏の主家である大内氏に仕えました。その後、矢田元通の代に毛利氏に仕えるようにな

りました。一説には多々良氏の子孫である大内氏の一族ともされます。 

萩藩士山内家は、藤原姓で相模国鎌倉郡山内荘に住して山内（首藤）氏を名乗り、後に山

内に改めました。山内隆通（1530～1586）に仕えた八谷（やたがい）通成は毛利氏に付属

され、そのまま仕えました。八谷家は、藤原姓で矢田神三郎盛通 6 代の子孫が八谷壱岐守通

種を称したとされます。ここに紹介した矢田、山内、八谷の各家はいずれも善西寺住職の矢

田氏に伝わる伝承に関連を有しています。 

12 世住職矢田俊正は、明治 37 年（1904）に財団法人九華恵風園を設立し、九華育児院を

開院するなど社会福祉事業に携わりました。14 世矢田俊勝の代の昭和 20 年（1945）には、

空襲によって門と鐘楼以外の建物を焼失しましたが、昭和 23 年（1948）に本堂、昭和 30 年

（1955）に庫裏が再建されました。現在の住職は 15 世矢田俊量（1963～）師で、名古屋大

学大学院理学研究科を修了し、理学博士の学位を有します。現在では浄土真宗本願寺派の教

育機関である龍谷大学で非常勤講師も務めています。庫裏に隣接する門徒会館は地域に開放

され、通いの場やヨガ教室など多目的に利用されています。 

   

  善西寺山門             本堂               松岡さんの説明 

＜境内散歩＞ 

  山門は鬼瓦に藤紋、巴瓦に丸に並び矢紋をあしらった瓦葺屋根で、鐘楼とともに空襲の戦

火を潜り抜けて現存しています。鐘楼の鐘は昭和 39 年（1964）秋に 14 世矢田俊勝の代に

桑名の鋳物師中川正知によって鋳造されました。本堂の喚鐘は昭和 6 年（1931）3 月に 12

世矢田俊正の代に矢田村の森宏明が寄進し、中川富三が鋳造したものです。鐘楼階段脇には
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分解された石灯篭 1 基が置かれています。 

  本堂に向かって左手の手水石は天保 3 年（1832）9 月に枡屋宗八が寄進したもので、正面

には洗濯垢汗と刻まれています。本堂前には明治 17 年（1884）に森純次郎と大塚八郎兵衛

が寄進した石灯篭の台座が残りますが、上部の石灯篭は石材や形状に統一性がなく、後に取

り替えられたものと思われます。大塚八郎兵衛は桑名藩領であった朝明郡豊田一色村（現在

の川越町豊田一色）で代々庄屋を務めた大塚家の当主で、父の大塚桂蔵は安政 3 年（1856）

に藩主松平家より郷士格御内用掛肝煎に任じられています。八郎兵衛自身は第二大区二ノ

小区（南福崎村・柿村・豊田一色村）戸長に任ぜられ、善西寺講取締も務めました。子の大

塚寛太郎は川越村長、三重県会議員等を歴任しています。本堂前の青銅製の甕は、正面に走

井山と陽刻し、一方は広瀬伝左衛門、水谷源六、神保喜三郎、矢田勇次郎、もう一方は鋳物

師の中川富三が寄進しています。 

  

＜墓地散歩＞ 

  本堂左手の境内墓地の入り口には住職の矢田家一門の墓所があり、正面には「矢田家累世

之墓」があり、その隣には日露戦争の奉天会戦で戦死した「陸軍歩兵大尉従六位勲五等功五

級矢田量平（1865～1905、矢田半左衛門俊清の子、母は大塚氏）之墓（君以慶応元年（1865）

八月廿五日生於桑名矢田磧矢田半左衛門俊清君第二子母大塚氏弱冠立志委身軍籍逮征露役

起以中隊長属第七師団転戦満州野有功奉天附近会戦之際奮闘於三台子陣□享年四十明治三

十八年（1905）三月十日也）」、「矢田氏先祖代々墓」（明治 39 年（1904）5 月に矢田永三郎

が建立）が並びます。石灯篭の寄進者で、善西寺講取締を務めた大塚八郎兵衛は、矢田俊清

の妻大塚氏と近親者なのかもしれません。境内には大塚姓の墓が多く、大塚茂兵衛が建立し

た釈真道信士（明治 21 年（1888）1 月没）と釈妙道信女（明治 28 年（1895）10 月没）の

墓があり、無縁墓の中には「大冢氏」と刻まれた墓碑もあります。 

  『桑名市史 補編』では田内穂波、森茂生、高島量次郎の墓が紹介されていますが、ここ

ではその他の墓碑を紹介したいと思います。墓地の南側には首を欠いた地蔵を中心に無縁墓

が集められていますが、欠損も激しいことから墓碑銘を読み取ることができるのはごく一部

です。最も西側の墓碑は「松岡久右衛門永利之墓 法名祐讃 延享二乙丑年（1745）九月十

三日 享年八十五」と刻まれています。 

  墓地の中には桑名藩士の墓碑も見られ、新選組に加わって箱館戦争を戦った関川代次郎克

海（1838～1909）を合葬する「関川氏墓」（不退院釈真詮勝行居士 嘉永四辛亥年（1851）

十二月十八日卒 不更院釈真道妙行大姉 嘉永七甲寅年（1854）正月二十日）もあります。

この代次郎の曽孫が『桑名藩戊辰戦記』を著した郡義武氏です。 

また、諱を記した「（金子家）先祖代々之墓（桑名金子禎蔵貞正 明治十年（1877）十月）」、

や白河とのつながりが刻まれた「高照院釈義浄信士（文政五壬午年（1822）六月四日於奥州

白川卒）静凉院釈妙莫信女（文政十三庚寅年（1830）八月十九日 笹井氏 専精院釈妙心大
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姉）」墓もあります。 

  また、目立った墓碑として「野沢家累代之墓（正四位勲三等野沢三郎 昭和八年（1933）

二月十九日没 妻い□）」、「山本家累代之墓（陸軍省顧問山本栄治 諡号殉正院釈栄了居士 

昭和十三年（1938）九月十一日於支那北京逝去 昭和十四年（1939）九月十一日妻山本菊

枝建之 大正五年（1916）六月二十七日山本丈助 昭和六年（1931）三月三十日妻みつ 昭

和八年（1933）四月二十日栄治長男皓）」、「故陸軍歩兵伍長勲八等功七級片岡信重之墓（明

治三十七年（1904）十月十二日於清国英得牛彔砂河戦死 明治三十九年（1906）五月 片

岡長十建之）」などがあります。野沢三郎は位階が高いこと、山本栄治は陸軍省顧問という

役職が特徴的ですが、詳細不明です。片岡信重は矢田量平と同じく日露戦争で戦死しました。  

矢田量平は明治 38 年（1905）3 月 10 日、日本軍が勝利して奉天城に入場した奉天会戦最

終日に戦死した模様で、明治 39 年（1906）には同日が陸軍記念日と定められました。片岡

信重は明治 37 年（1904）10 月 9 日にロシア軍の攻撃によって始まった沙河会戦 4 日目に

戦死しています。 
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三重県生活部編『三重県史資料調査報告書 20 三重県三重郡川越町大塚家文書調査報告書』

三重県生活部発行、平成 17 年 

山口県姓氏歴史人物大辞典編纂委員会編『山口県姓氏歴史人物大辞典』角川書店発行、平成

3 年 

 

 

善西寺から伝馬公園へ             伊藤通敏 

善西寺を出た一行は国道 1 号線の矢田交差点を渡り、そこから東矢田町の旧東海道に沿っ

た北側の路地へ入ります。ここから西方を見ると先程歩いてきた善西寺裏側の路地が直線で

見通せます。これで町屋御用水が国道で分断されていても東の方に連続していたことが分か

ります。教覚寺、明円寺の裏手を過ぎ市道太一丸・江場線を横断して東へ進むと人家に突き

当たりました。 

  

＜掛樋跡・伝馬公園＞ 

  この人家の東側は以前は桑名城の外郭堀となっていて江

戸時代は町屋御用水がその上を木樋で超えていました。それ

で今でもこの付近を掛樋と呼んでいます。今は堀は埋め立て

説明を聞く参加者 
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られて道路となり、掛樋の痕跡は残っていません。掛樋を渡った御用水はまた 90 度向きを

北に変え願證寺という大きなお寺の西側を外郭堀に沿って流れます。願證寺はもとは長島に

あって長島一向一揆の舞台となったお寺です。織田信長に攻められて廃寺となりましたが、

豊臣秀吉の時代にこの地に桑名願證寺として再興さ

れました。寺域 9,900 坪を誇る大きなお寺でしたが、

江戸時代中期に高田派への改宗について内紛が起こ

り廃寺となりました。現在はその一部が伝馬公園と

なっています。この公園でトイレ休憩の後、いなべ

総合学園（元教師）の土井さんから桑名の農業用水

についてのミニレクチャーが行われました。 

  

 

 

「員弁川の農業用水」についての説明（伝馬公園にて）      土井忠之 

  町屋御用水（江戸時代の桑名城下町への上水道）は伝馬公園の北側で外堀（外郭堀）を掛

樋で渡り、いよいよ桑名の城下町に流れ込む。その伝馬公園において、桑名市街地周辺の現

在の農業用水の用水路と灌漑地域について、掲示物の地図（2×1.5ｍ）を図示しながら詳細

に説明した。 

 その概略は、以下の通り・・・ 

 

  員弁川下流域（通称：町屋川）から取水する農業用水路は３つあり、上流から、歴史の古

い矢田用水・町屋御用水、さらに下流に戦後の町屋用水がある。 

（１） 町屋御用水 

  今回歩いている町屋御用水は江戸時代初期に作られた上水道であるが、明治末（1904 年）

の諸戸水道の開設・昭和初期（1929 年）の公営水道の供給により、上水道としての機能を

失った。しかし、その後も桑名市街地周辺の農業用水として活用されており、現在でも大福

農家組合によって管理・維持されている。 

  具体的には、新地の親水公園の南で城下町へと流れる御用水本線から分岐し、自然流下（標

高の高低差だけで流れるもの）で暗渠の中を東に流れて、神館神社前・国道１号線を暗渠で

通過し、八重垣神社の東側で開口して、その東に位置する大福地区と江場地区の田を潤す。

かつてこの地区には多くの田が存在し御用水の水でそれぞれ灌漑を行っていたが、現在では

都市化の波をもろに受け、農地は宅地や工場用地・商業店舗などに変わり（スプロール化が

進んでいる）、御用水を必要とする農家と田は数えるほどとなっている。30 年前の桑名市街

地周辺の農村風景とは隔世の感がある。 

土井さんの説明 
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 （２） 町屋用水 

  次に、桑名市南部のかなり広範囲の田を灌漑するのが、町屋川沿岸土地改良区が管理する

町屋用水である。 

  員弁川を横断して取水する町屋用水頭首工は桑名市・朝日町の境界部（近鉄・ＪＲの町屋

川鉄橋の下方）に位置し、1953（昭和 28）年に県営事業として総工費 1 億 2516 万円（当

時）で着工し、1957（昭和 32）年に完成した。 

  頭首工からの農業用水は（一部は工業用水（三重県企業庁）としても使われるが）、左右

両岸に 5270ｍの幹線用水路が伸び、桑名市南部（員弁川左岸地域）と朝日町・川越町（員

弁川右岸地域）の田にそれぞれ給水される。 

桑名市側（員弁川左岸地域）の町屋用水・幹線用水路は、員弁川の左岸堤防沿いを自然流

下で南流し、上流より安永分岐から安永地区の田（国道１号線の東側に少数存在）へ、小貝

須分岐から小貝須地区の田（国道 23 号線をはさみ、かなり広範囲の地域）に給水される。

特に、小貝須地区は揖斐川右岸堤防に近く、員弁川からは 1.5～2.5ｋｍと離れているが、塩

水の遡上する揖斐川からの取水は不適で、遠く員弁川の水を用水路で運び（内水河川の宮西

川とは逆サイフォンの技術で川下を潜り）それぞれの田を灌漑している。 

さらに、町屋用水・左岸幹線用水路は員弁川沿いに南流を続け、和泉分岐からは和泉地区

の田（国道 23 号線の西側のこの地区も都市化が進行し、田は少なくなった）へ、小泉分岐
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からは小泉地区の田（国道 23 号線をはさむ地域は現在でも比較的多くの田が存在している）

へそれぞれ給水している。 

町屋用水・左岸幹線用水路の最終（最南端）部分は、福地分岐から大貝須地区と城南干拓

地（かつては伊勢湾の干潟であったところを、戦後の干拓事業によって 1958（昭和 33）年

に耕地化された）の田に給水していた。しかし、ここまで来ると耕地の標高は０ｍかそれ以

下（いわゆる「ゼロメートル地帯」）で、自然流下もままならず各田への給水には苦労してい

た。そこで、小規模なポンプで貯水槽に汲み上げ、「標高の再獲得」を行った用水を干拓地に

自然流下で流すなどの工夫も見られた。この問題を解決するために、左岸幹線用水路の最南

端部に県営の城南揚水機場が建設され、各道路・農道の下に用水路（通称：パイプライン）

を埋め、標高に関わりなく水圧のかかった用水を各耕地のバルブの開閉によって灌漑するよ

うになった。 
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（３） 矢田用水 

最後に、矢田用水は町屋御用水の上流部の員弁川から取水し（取水口と揚水場については

伊藤通敏・歴史案内人から現地での説明があった）、員弁街道北側の西川原で２分岐し、南

の支線は明正中学校の南から町屋御用水と立体交差し（矢田用水は御用水よりし１ｍほど高

い）、安永地区北側の少数の田に至る。 

一方、矢田用水の本線用水路は馬道の旧道裏を流れ（北勢線馬道駅舎は矢田用水の上に建

っている）、近鉄名古屋線の西側の矢田地区（かつては多くの田があった）を北流して、桑

名高校下の神明社南で暗渠となり桑名駅の西側を流れる。桑名駅の西（東方地区）にはかつ

ては多くの田が存在したが、ここも駅周辺の市街地化によって宅地化が進み、暗渠から出た

用水路は２～３の田を潤すのみで、北流を続ける。大山田川が揖斐川に合流する大山田水門

（甚内配水機場）の南で矢田用水の末端部は南東に流れを変え、国道１号線（木曽川下流河

川事務所）南の福島地区の田に達する。揖斐川に近接する福島地区にはまだ多くの田が存在

するが、揖斐川からの取水は不適で、西別所の員弁川から延々3ｋｍ以上も矢田用水を引い

てきたのであった。 
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  以上のように、桑名市街地周辺（広範囲の南部と小規模な北部）の田には３つの農業用水

路によって員弁川の水が給水されている。上流の矢田用水取水口の標高は約９ｍ、町屋御用

水が約６ｍ、町屋用水が約５ｍであるが、それぞれ最末端の田（城南干拓地は除く）まで自

然流下で用水が供給されている。 

  員弁川中流部に江戸時代に建設された六把野井水や新井水でも、取水口から自然流下で用

水を流し、結果的（相対的）には洪積台地の上まで水を「よじ登る」ことになり、台地上に

新田が開拓された。その流下勾配はなんと最少で１‰（パーミル、千分率）・・・。これは

１ｋｍ流れて１ｍ下がること（１ｍで１mm の勾配）を意味する。今回歩いた町屋御用水で

も（上記の矢田用水や町屋用水でも）１～３‰なのである。 

  現在のような精密な測量機（ＧＰＳ技術）もない時代、ブルドーザーやパワーショベルな

どの機械力もない時代に、人間の知恵と人力だけでこのような用水路を作りだした先人達の

英知と熱意にはただただ頭が下がる思いである。そして、現在でも連綿と受け継いでいる農

民の「我が田に水を引く」熱い思い（情熱）には感動せざるをえない。 

 

 

伝馬公園から吉津屋御門跡へ            伊藤通敏 

＜新橋跡＞ 

  ミニレクチャーのあと一行は今は埋め立てられて細長い連続する公園となっている外郭

堀の跡を北に向かって歩き始めました。江戸時代の御用水はこの外郭堀の内側を流れていま

した。途中西一色町のあたりで今は公園と道が交差しているだけで全く面影が失われてしま

っている新橋跡に出会いました。 

  この新橋は、先の新福橋と同じ頃に架けられた橋です。桑名築城の際には防備のために外

郭堀には北側の美濃街道へ向かう三崎御門と南側の東海道に設けられた七曲り御門の 2 箇

所以外には橋が架けられていなかったのですが、矢田磧・新地の足軽屋敷に住む藩士の登城

の利便のため、新たにこの場所に橋が架けられました。 

  

    新橋跡で説明を聞く        吉津屋御門跡 
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＜吉津屋御門跡＞ 

 そこからさらに外郭堀の公園を北へ進みます。江戸時代後期の地図で見ると外郭堀に沿っ

て流れてきた御用水は今の中央通りと交差する手前で消えています。堀の内側には旧東海道

が通っていて道が枡形に曲折しています。江戸時代にはここに吉津屋御門があって番所が置

かれていました。町屋御用水はこの付近から暗渠となって地中に潜り土管や木製の埋樋で城

下の道路の下を網の目のように配水されていたようです。              

  一行はここから旧東海道を北へ進み吉津屋町、京町を経て春日神社へ向かいました。 

 

 

春日神社（御膳水井）                     松岡節子 

春日神社には予定時間から大幅に遅れて到着。御膳水井のみの案内になってしまいました。 

 

＜桑名宗社＞ 

通称春日神社と呼ばれますが正式名称は桑名宗社です。桑名神社と中臣神社の二社からな

る桑名の総鎮守です。両社とも延喜式神名帳にその名がみえる古社で、江戸時代には幕府か

ら百石の寄進を受けました。鎌倉時代（永仁 4 年）に奈良の春日大社から、春日四柱神を勧

請合祀してからは、春日大明神と呼ばれるようになりました。 

今は「春日さん」「春日神社」の呼称で親しまれています。 

桑名神社（三崎大明神）には、天照大神の第三御子、天津彦根命（あまつひこねのみこと）

とその御子である天久々斯比命（あめのくぐしびのみこと）の二柱が祀られており、天久々

斯比命は桑名を開発したといわれる「桑名首」の祖神とされています。 

中臣神社（春日大明神）は伊勢国造の遠祖、天日別命（あめのひわけのみこと）ほか春日

四柱神が祀られています。 

 

＜石取祭＞ 

有名な桑名の石取祭は春日神社のお祭りです。 

石取祭の起源は、はっきりしていませんが、桑名神社

の例大祭の比与利祭（石取神事・流鏑馬神事・練り物神

事）のため、町屋川の栗石を社地整備の為に運んだ石取

神事が、宝暦年間（1751～1764）に独立発展したようです。 

祭は毎年 八月第一日曜日を本楽、前日に試楽の日程で行われています。鉦や太鼓を打ち鳴

らし奉納する神事は「日本一やかましい祭」として知られ、多くの方で賑わいます。 

平成 19 年（2007）に国指定重要無形民俗文化財。平成 28 年（2016）ユネスコ無形文化

遺産登録されました。 

説明する著者 
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＜楼門＞ 

  楼門は天保 4 年（1833）15 代藩主松平定永に

よって寄進されたものでした。重層入母屋造り。

正面左右に左大臣・右大臣。裏側に金剛力士像が

安置されていました。境内には神宮寺があり、楼

門の形式は花頭窓がついた仏教的ものでした。

その堂々たる姿は日本一といわれましたが、残

念なことに昭和 20 年（1945）空襲で焼失してし

まいました。 

現在の楼門は平成 7 年（1995）春日神勧請 700 年祭記念事業として 50 年ぶりに再建され

ました。仏教色を排した楼門です。 

平成 28 年（2016）８月、左大臣、右大臣が檜の白木のお姿で安置されました。 

 

＜青銅鳥居＞ 

  神社前の東海道に面して建つ。青銅鳥居は寛

文７年（1667）7 代藩主松平定重が鋳物師、辻内

善右衛門種次に命じて建立させたもので、「勢州

桑名に過ぎたるものは銅の鳥居に二朱の女郎」

と謡われた東海道随一の「青銅鳥居」です。本年

9 月、建立 350 年を祝って鳥居の下で児童によ

る神樂が奉納されました。この鳥居は過去三回

大雨や台風などで倒壊しているが、その都度代々の辻内家（現辻内鋳物鉄工）によって修復

されています。県指定文化財です。 

 

＜しるべ石＞ 

青銅鳥居の脇の「しるべ石」は「迷い子石」とも呼ばれます。正

面に「志類べ以志」 

左面に「たづぬ留かた」右面に「おしゆるかた」と刻まれている。

これは行方不明の人を探すための伝言板でした。楼門の前「春日

前」の広場は子ども達にとって良い遊び場所でした。 茶店があっ

て、いつも人が賑わう場所でもありました。「たづぬるかた」の方

へ迷子の特徴を書いた紙を貼っておくと、心当たりのある人が「お

しゆるかた」に居場所などを書いて教えてくれました。 明治 18

年（1885）建立。珍しいものですが同じものが多度大社にもあります。 
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＜御膳水井＞ 

明治元年（1868）9 月 25 日 明治天皇東京行幸の

際、桑名では三種の神器である八咫鏡を安置して置く

内侍所は、春日神社が指定されました。当時の春日神

社は神仏混淆で境内に神宮寺があって楼門は仏教形

式でした。そのため薦で包み隠し、春日神社の別当で

ある仏眼院では 25 日は朝から締め切り、お勤めも出

来ずひっそりと籠っていたという。御膳用に春日神社の神供用として用いられていた清らか

な御前水が供されました。市指定文化財。 

その後市民の飲料水に開放され、氏子・町民の産湯に至るまで使われていたが昭和 20 年

（1945）の戦災で埋まってしまい、現在はポンプで汲み上げ手水舎用として使われていると

のことでした。質問をされてる２～3 人を残して、慌ただしく次の「通り井」跡へ出発とな

りました。 

宮司さんにお礼の挨拶をさせて頂くと、異説はありますがと、前置きされて、 

現在の「桑名宗社 社務所」は昭和 20 年（1945）の戦災で社務所が焼失してしまったの

で、船津屋から公民館（不明）に移されていた、行在所を戦後に移築しましたと教示下さい

ました。 

框や欄間など菊紋、行在所の木札も残されているそうです。 

 

 

春日神社から通り井へ                   山下博子 

＜通り井＞ 

春日神社、青銅鳥居を出るとそこは旧東海道筋

にあたる。 

左折し北へ進むと江戸町のうどん屋店舗前の道

の真ん中に小さな石の標識が埋め込まれている。 

前の見学地で説明があったように町屋川から水

を引いた水道をつくり、町内の主な道路の地下に

筒を埋め、町の随所に正方形の枡を設けて一般の

人々が水を汲むようになっており、「通り道に設け

られていた井戸」の意味から、これらの井戸は「通り井」と呼ばれ、その様子が『久波奈名

所図会』（文化元年 (1804)）に描かれている。 

現在井戸は残っていないが、「井」の印を見ることができる。 

これは「通り井」があった場所をしるすものである。 
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＜「井」の印 ＞ 

「井」の印は江戸町と川口町に各 1 個ある。江戸町のものは昭和３７年(1962)にガス、水

道工事のため道路を掘っていて、道路の深さ 1ｍ20ｃｍ「江戸時代の遺構の大きさは『町屋

御用水調査報告書』（平成 19 年 3 月、桑名市教委）によれば約１ｍ２０ｃｍ四方」のところ

で一つが発見された。 

二つめは川口町で平成２年（1990）の下水道工事で石組の埋設遺構が見つかった。それぞ

れの発見地点の道路面に「井」と刻まれた石がはめこまれている。 

 

説明する著者 

 

＜ 通り井の数  ＞ 

通り井の数は『久波奈名所図会』では、吉津屋町３、本町３、宮通３、京町２、片町２、

江戸町１、川口１、船馬町４、北魚町２、浄土寺１、船町２、風呂町１とあると記されてい

る。井戸は順次増やされ、後には２０２箇所となった。 

 

＜ 遺構の大きさ ＞ 

江戸町の遺構の大きさは約１ｍ20ｃｍ四方の石組、井戸の上端から底まで約３ｍあった。 

川口町のものは乱形の石を積み上げて正方形の井桁を作り、その上部に長方形の切石を組

み合わせたものが残っていたようだ。 

 

＜ 井 桁 ＞ 

明治時代の史料には街路の中央に三尺四方、二、三尺の高さがあったと記されている。 

 

 

 

 

 

 

久波奈名所図会 
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通り井から七里の渡し跡へ                  山下博子 

＜七里の渡跡＞ 

通り井を確認して徒歩数分で最終目的地「七里の渡跡」に着いた。 

慶長６年（1601）、江戸と京都を結ぶ東海道が制定され、熱田の宮から桑名までは海路七

里の渡船と定められた。その距離は七里（２８キロ）だったため、「七里の渡」と呼ばれ、干

潮時と満潮時とでは航路が違ったが４時間から６時間を要したと云われた。しかし、七里の

渡しは天候の悪化により欠航や船酔いする人も多く、のちに脇街道として佐屋宿との間に川

路三里の渡船「三里の渡」が開かれ、船に弱い人や老人婦人には多く利用された。 

ここには伊勢国一の鳥居が建っている。この鳥居は天明年間（1781～1789）に、桑名の町

年寄の大塚与六郎と矢田甚右衛門の二人が関東の諸国を勧進して寄附を集め建てられた。そ

の後建て替えが繰り返されて、昭和４年の式年遷宮の翌５年に、内宮の宇治橋北詰めの鳥居

の払い下げを受け、２０年ごとに建て替えられている。最近では、平成２７年（2015）に建

て替えられ、大きな鳥居が際立っている。 

また、七里の渡を、桑名では別名「間遠の渡」と呼び、壬申の乱の時、桑名に来られた大

海人皇子（のちの天武天皇）が、戦勝祈願のため熱田神宮へ行かれる時この渡しを渡ろうと

し、距離があまりに遠く、岸に着くのを待ちわびて「間遠の渡しかな」と云われたという伝

説が残る。 

ここに建っている常夜灯は、江戸や桑名の人たちの寄進によって建立されたもので、元は

鍛冶町の東海道筋にあったが、交通の邪魔になるのでここへ移築された。天保４年(1833)建

立のものだったが昭和３７年に台風で上部が倒壊した。台石は元のまま、上部は多度神社か

ら移されたもので、安政３年(1856)の銘がある。なお、下の部分には江戸、名古屋、桑名の

２００名余の寄進者の名前が刻まれている。 

最後に「北勢線の魅力を探る会」の近藤代表の締めくくりの挨拶があって、この場所で解

散となった。 

   

      伊勢国一の鳥居                                      常夜灯の前で 
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