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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 

  
鉄塔のみち 

東名阪道の下を潜ると竹林が続き、途中からヒノキの木

立に変わり、抜けると大山田団地にたどり着く。 

聖衆寺 

本尊は、天和２年(1682)中興の元瓦師の信行が土を焼

いて造立。このことから寺は「土仏さん」と通称される。 

第２２回 
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在良駅～宇賀神社～蓮花寺～白山神社～鉄塔のみち    集山 一廣 

今回(第 22回)、集合場所の在良駅は北勢線開業以来、この場所は変っておらず、ちょ

うど名阪自動車道の高架下に位置している。平成 18年(2006)に駅舎を新築し、翌年には

無料駐車場7台、無料の駐輪場53台のスペースを備えて利便性を図ってきたが、一日の乗

車人員は157人(2010年)と、最も少ない麻生田駅の116人に次いで少ない。午前のウォー

キングと午後からの「北勢線百周年記念集会」まで、メーテレ(名古屋テレビ)の取材を受

けることで、不安定な天候の中、取材陣と一緒に出発することになった。 

   

  在良駅             駅を出発            宇賀神社 

最初のチェックポイントは宇賀神社である。新興住宅地と旧村落との狭間に位置してい

る。祭神は宇賀御魂神(うかのみたまのかみ)、「うか」は穀物・食物で五穀豊穣の神であ

る。正親町天皇の時代である 16世紀中ごろ以前より、この地に鎮座したといわれている。

戦国時代、蓮花寺東城(蓮花寺字西広)主の後藤庄左衛門氏篤が厚く崇敬したと伝えられ、

永禄年間に織田信長の北伊勢侵攻の戦火により焼失したと伝えられる。近年では、明治17

年(1884)に造営替えを行い、地元の鎮守神として現在に至っている。 

宇賀神社南側に広がるあたりは周知の宇賀遺跡であり、宅地開発前には発掘調査が行わ

れた。調査報告書によると、12～13世紀頃の陶器や古墳時代と思われる溝や縄文時代の自

然流路などが検出され、土器や木製農具が出土している。10年ぐらい前までは水田が残っ

ていたが、現在は分譲住宅が建ち並び団地化してしまった。 

 

宇賀神社北側の車がやっと通行できる細い地道を辿り、白山神社参道階段を北に上がる。

その途中に真宗大谷派の総仏山蓮花寺がある。この寺は太平洋戦争前までは総仏堂という

説教所であった。明治期の様子を伺い知ることができる資料が三重県郷土誌データーベー

スに公開されている。その在良村郷土誌には、漢籍で名高い人物であった堂の主人、紀伊

浩洋(現蓮花寺先々代)に学んだことを、在良村最後の村長となった小川謹太郎(稗田出身)

が三重の師範学校生の時に書いている。一文を紹介しよう。 

「城跡ニ一堂宇アリ、綜佛堂ト云ウ 堂の主人ヲ紀伊浩洋トイウ、氏ハ漢籍ニ通ゼラルヲ

第２２回北勢線の魅力を探る 
「蓮花寺から北別所に息づく里山を歩く」 

参加者：９８名 
協 力：慈航寺、西方寺、聖衆寺 
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以ッテ其名付近ニ高ク  門生五十餘名アリテ 常ニ堂ニミツ  余モ又ココニ学ビシコト一

年有餘…(省略)」 

堂は現住職の先代が昭和 33年(1958)に建替え、旧村名(蓮花寺村)をとって総仏山蓮花

寺と名付けた。鐘楼の梵鐘を見ると白い文字で 44の数字が筆書きされている。鐘の上部

に成分検査のためか子供のこぶし大の穴が開いている。戦時中に金属供出として四日市の

石原産業精錬工場へ出されたものを、持ち主の寺から譲り受けたものだそうだ。明治 29

年製である。持ち主は、員弁郡中里村の深尾山薬王庵である。今は中里ダムの湖底に沈ん

でしまったのだそうだ。 

   

  蓮花寺            説明をする集山さん        鐘楼 

それにしても、地名の語源となった「蓮華寺」とはどんな寺なんだろうか。蓮華寺村は

鎌倉期において相当繁栄した寺を持った古い部落であったことが知られているが、いつ誰

が興したのか定かではないのである。寺跡は蓮花寺住宅団地の宅地開発に埋もれ、今は何

も伺い知ることもできない。 

中世文学の説話として代表的著作「沙石集」、「聖財集」、「雑談集」などを著した無

住国師が晩年、勢州桑名蓮華寺に棲みついて正和元年(1312)、87歳で寂したことについて、

多く研究されている。無住国師は鎌倉の梶原氏の末裔といわれ、各寺を巡歴し、各宗の容

儀を学び、東福寺にて聖一国師(円爾弁円)に就き禅の教えを受けた。その後、木賀埼長母

寺(名古屋市東区)を臨済宗の寺として開山し、50年に渡り長母寺に住持した。晩年は長母

寺と蓮華寺を行き来し、蓮華寺では著作の一部脱稿、添削を行い歌を詠んだといわれる。

無住伝記の中心的資料である『無住国師道跡考』は八事山興正寺諦忍律師が執筆し、明和

7年(1770)に刊行された。近世の無住伝の白眉として評価が高い。江戸時代の臨済宗の僧、

卍元師蛮(まんげんしばん)が著した『延宝伝燈録』、『本朝高僧伝』とともに、「諦忍律

師の『無住国師道跡考』をめぐる問題」として、川口高風(曹洞宗僧侶、愛知学院大教授)

が詳しく考察している。その中で、諦忍は『道跡考』では寺は絶えて村の名の蓮華寺村が

残り、寺跡があることから師蛮は遷化した場所を蓮華寺と推定したが、長母寺には墓も遺

品もあることから諦忍自身は結論づけてはいない。「雑談集」に無住国師80歳(1304)のと

きの歌が載っているので紹介しよう。  

『世の中の濁りに染まぬ心もて蓮
・
の華
・
の寺
・
にすむかな』 

現在の蓮花寺をさらに坂を上がると小高い森の中に白山神社が見えてくる。戦国時代の

蓮花寺西城址(蓮花寺字城山)ともなっている。城主の内山源吾正則氏は敬神の念厚く、村
民、氏子達も崇敬していたといわれる。住宅開発に伴って、1970 年、地元民によって社
殿の御造替、境内の大整備が行われた。祭神は菊理姫命（水を恵む・物事の和合・仲介の
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神様）、他に境内社として、津島神社・八天社（火産社）・護国神社が祀られてれている。

境内にはこの地区の社殿を説明する案内板が建てられている。 

   
    白山神社に向かう       白山神社           神田池の桜並木 

森を抜けて蓮花寺住宅団地の中に入り、灌漑用溜池である神田池(じんでんいけ)の土手
道は桜の老木がちょうど満開であった。かつての桜の名勝「蓮花寺の千本桜」の名残を惜

しみながら蓮花寺川の上流へと歩いた。 
蓮花寺住宅北側の諸戸苑脇の名阪高速道路を潜り、山道に入った。宅地開発が及んでい

ない昔ながらの里山である。放置林もあるが殆どが筍林と檜の植林である。最上部に携帯

電話会社のアンテナの鉄塔が聳えているので、勝手に西コース「鉄塔のみち」と名付けた。

季節の良い時にはお気に入りの散歩道として利用することにしている。今回のウォークコ

ースに当初予定していた東コース「不法投棄のみち」は宅地開発が進み、尾根が寸断され

道路ができたために行き止まりになってしまった。軽トラックが通行できたのでゴミが持

ち込まれ無残な光景があちこちに見られた。「鉄塔のみち」では小径が起伏に富み変化が

あって面白い。最後は急なブロック階段を恐るおそる足を運び、大山田団地に降り立った。

名阪高速道路を上から臨み、西方の丘陵地を遠望する里山の原風景に歴史の営みを重ねて

みるのも良いかもしれない。 

 メーテレの撮影 

  
           鉄塔のみち・竹林  檜の植林 
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慈航寺から藤が丘デザイン公園            松岡 節子 
 
慈 航 寺 
大山田団地の一角に新しいお寺が見えて来た。訪問先の慈航寺で境内は広くてゆったり

とした雰囲気です。疲れも薄らいでゆくような気分になりました。高麗門（昭和４０年代

のもの）をくぐり、上がらせて頂いた本堂ではすでに準備を整えられ西藤住職さんが待っ

ておられました。 
慈航寺は寛永１８年（１６４１）知忍（智忍）上人によって今の長島町千倉に開基され

た江戸時代からのお寺で長良川河口堰建設にともなう河川改修によって平成元年に当地に

移転された真宗大谷派のお寺です。山号は「佐々木山」から土地に因み大蓮山と改称され

ました。本尊は「阿弥陀如来立像」で東本願寺第１３世宣如上人より御下付されたと伝わ

るそうです。寺号は慈悲（仏の心）のおふねで迷いの境界から悟りの世界へと渡すという

仏語であり、上から読んでも下から読んでもじこうじですと住職さんから丁寧な説明があ

りました。 
近江源氏佐々木流のものであると云い伝えられる慈航寺の祖平野知忍は織田信長の長島

攻めに先だって石山本願寺から寺侍として願証寺に送り込まれた者の様で門徒衆の旗頭と

なっておおいに活躍したと伝わっている。敗戦後は越前に逃避していたが、豊臣秀吉の天

下統一の頃には千倉村に帰村して草庵を結んだ。寛永３年（１６２６）二代目知忍の子、

了正が長島六坊の一つ深行寺を千倉村に開創。のち殿名村移転の時、次子の知忍３代目が

千倉村に残り仏法を相続し慈航寺を開基。寺の移転はそこに残る宗徒によってその寺跡に

信仰が相続されることが多く本家筋の深行寺も分家の慈航寺も同じ佐々木氏を相続してき

たが、明治の木曽三川改修の時、慈航寺は檀家がばらばらとなってしまい、明治の終わり

頃に現住職の祖父が入られたということです。 
現在地の慈航寺の本堂の前に置かれた安永４年（１７５５）鋳造の旧梵鐘は太平洋戦争

の金属の供出に遭い、四日市の石原産業に運ばれ検査された跡が残っている。寺宝には実

如上人筆「六字名号」教如上人開版の「御文」一帖。拝見のあと参加者数人が西藤住職の

説明は「よくわかりました」と挨拶され寺をあとにされました。私も同じ思いでした。 

   
  慈航寺             本堂             梵鐘 

 
籐が丘デザイン公園 
慈航寺から籐が丘公園への道は団地の通りを歩く。一つ角を曲がれば先頭を見失なって

しまうので必死に追いかけた。景色は目に入らない。デザイン公園で追い付き、ようやく

桜を観賞出来た。ここは余り知られていないがたくさんの種類の桜が植樹されていて長い
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期間花見が出来る桜の名所だ。珍しい御衣黄桜は散歩道にある。海抜およそ７３．７ｍの

高台に公園が出来て２０年余。樟、銀杏、紅葉、欅など見事な大木が育っている。展望台

はデザインコンクールにより選ばれたもので空中に浮くように階段が作られている。最上

階まで登れば星の観察が出来そうです。中でもひときわ目立っているのが緑と赤のコント

ラストが強烈な生命樹のモニュメント。平成２年４月に大阪鶴見緑地で開催された「国際

花と緑の博覧会」の国際陳列館のシンボルモニュメントとして作られたものが、寄贈され

て移築されている。公園の向かいは藤が丘小学校があってとても環境が良い。休日には家

族連れや元気に遊ぶ子供達の姿を想像しながら公園をあとに又先頭を追いました。 

 
 藤が丘デザイン公園 

 
 

西方寺から西方竹林                水谷 一夫 

 

西 方 寺 

単調な団地の道を歩くこと４５分、国道２５８号（大桑国道）を跨ぐ大桑橋を渡って坂

道を登ると南之広溜池の散り始めたソメイヨシノが私たちを迎えてくれた。１１時２０分、

「浄土真宗阿弥陀堂西方寺」とある標柱の横を入って、両脇にソメイヨシノやモクレンな

どの花が咲く参道を通って本堂に到着すると、すでにご住職はお待ちになっていて、私た

ちを堂内に招じ入れて頂きました。 

 ご住職のお話は、「最近、一生は今、今が一生ということをつくづく感じます」という

言葉から始まった。ご住職が通院している病院の待合室で、病気の赤ちゃんを連れた母親

と一緒に来た幼い兄が、走り回ったり叫んだりするのを、若い母親が大声で叱っているの

を見た老婦人が、「あのね、あの子はお母さんが大好きなのですよ。ですからあの子を抱

いてあげて」と、穏やかな声で母親に向かって話しかけました。「そして抱いたら、あな

たもお母さんの大切な子よ。と声を掛けてやって下さい」と、付け加えて言ったそうです。 

母親も素直な心の持ち主であったようで、老婦人にお礼を言い、すかさず行動に移して、

抱っこして男の子の耳元に話しかけると、男の子も「早くよくなるとよいね」と、赤ちゃ

んに向かって話しかけていたそうです。ご住職は「経験者の心からの言葉は重い。その言

葉は人生を変えることもある」と続けられて、病気の赤ちゃんにばかり気をとられている

母親に対して、赤ちゃんが誕生するまで母親を独占できていた男の子の行動に、母親がと
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る最善の方策を伝授する経験者である老婦人のひと言が、母親と男の子を救ったことを教

えられた。と話されました。 

  

   西方寺                 本堂 

阿弥陀堂西方寺は浄土真宗本願寺派、本尊は阿弥陀如来である。寺の成立が新しいため、

真宗寺院には珍しく檀家を持たない。ここ西方には天正年間(１５７３～９２)戦火に遭っ

て焼失した西照山阿弥陀寺があった。その本尊阿弥陀如来像は村人の力で難を逃れ、本願

寺第１０世証如(１５１６～５４)の染筆による御文章とともに仏堂（西方道場）に安置さ

れ、大切にお祀りされて当寺に伝わった。 

西方道場は長らく村持ちの惣道場であった。明治１０年代(１８７７～)初め、それまで

定着しなかった堂守として村人から請われた現住職の曾祖父、土岐龍山師が旧安八郡結村

の受徳寺から赴任された。昭和１７年(１９４２)３月に西方教会の認可を受け、のち昭和

２７年８月寺号免許を受けて西方寺と改称した。昭和５６年(１９８１)現在の住職、土岐

幸紘師が寺を継承された。もとは現在地から南東約５００メートルの市道沿い、西方５２

１番地に寺はあったが、昭和５７年(１９８２)道の拡幅工事によってこの地に移転した。 

さて、御文章は本願寺第８世蓮如(１４１５～９９)が、布教のために教義を消息（手紙）

の形で分かりやすく説いた文書である。当寺の寺宝である御文章には、宝暦８年(１７５

８)９月に修補した際に書き留めた「御加御文壱帖證如上人御染筆／誰時天文十四年(１５

４５)八月八日於當寺上人三十歳御時御筆誌／拝受現住道覚」とある奥書が記されている。

調査のため、来山された本願寺史料研究所副所長の金龍 静氏から「証如の真筆である」と

鑑定された。普段は年１回、報恩講の時のみ公開されるが、今回、ご住職の特別の計らい

で拝観させて頂いた。また、本尊の阿弥陀如来像にも「天文十六年(１５４７)七月九日附

之西照山阿弥陀寺方便身尊像勢州桑名郡益田庄西方願主現住道□（証如花押）」の裏書き（現

物では判読できなかったので『桑名郡志』から引用した）があり、阿弥陀寺が１６世紀半

ばに創立されたことを示している。 

なお、証如は蓮如の曾孫で、祖父である本願寺第９世実如の死去により、１０歳で第１

０世宗主となり、その後、室町幕府と親密な関係を築いて、本願寺の体制強化を進めた。

父は蓮如の文書から８０通を選んで「五帖御文」を編集した円如である。また、長子の本

願寺第１１世顕如は上洛した織田信長と敵対し、元亀元年(１５７０)両者は交戦状態に入

り、石山本願寺に籠城して対抗した。天正８年(１５８０)朝廷の仲介を受けて和睦し、石

山を退去した。その間、信長は元亀２年から天正２年(１５７４)にかけて３度にわたって、

願証寺に籠もる宗徒を討滅すべく伊勢長島を侵攻しており、阿弥陀寺の焼失もこの時期の
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戦火によるものと思われる。 

到着する頃から強くなった西風を避けるため、当初、高塚第三公園を予定していた昼食

場所を変更して、ご住職の話をお聞きしたあと、本堂の中など境内を使わせて頂いて弁当

を摂った。しばらく休憩して１２時１０分、標柱脇の掲示板に貼ってある「一生は今、今

が一生」を見ながら西方寺をあとにした。新しい建物が並ぶ団地の中に入って、道を左・

右・右・左・左と曲がって地道に出る。しばらくすると竹の地下茎で盛り上がったり、ひ

びが入ったりして歩きにくいアスファルト道を一列になって、真っ直ぐ行くと高塚山古墳

に向かうＴ字路を右に折れて、両側のよく手入れされた竹林の中を下って行く。 

  
  西方の竹林          式部泉の源流の池        式部泉(久波奈名所図会より) 

式 部 泉 
 竹林の道を足もとに注意しながら進むと、左へ入る脇道があって、奥に周囲１００メー

トルほどの小さな池がある。この池は和泉式部の硯の水と伝える竹林の中の渓流「式部泉」

の水源となっている。 
 あらざらむこの世のほかの思ひ出に 
    いまひとたびの逢ふこともがな 
 百人一首に収められた平安時代中期の女流歌人、和泉式部の和歌である。和泉守橘道貞

の妻となったので和泉式部と呼ばれた。冷泉天皇第三皇子為尊親王と恋愛関係を生じて世

人の噂にのぼり、道貞と別れた。しかし、２年足らずのち親王が若くして他界するや、程

なく弟敦道親王から求愛を受けて愛し合うが、４年後には死別する。その後、藤原道長の

家司藤原保昌に再嫁し、丹後に下ったこともある。 
才色兼備の奔放な女性と評されて、歌にまつわる多くの説話が伝えられている。式部の

生誕地といわれる所は岩手県から佐賀県まで数十カ所に及び、さらに京都市中京区の誠心

院をはじめ墓の数もそれに劣らず、また、足を止めたと伝えられる場所は、四日市市曽井

町の「和泉式部化粧の水」など全国に数多くある。これは川や泉などの畔で宗教行為を行

いつつ廻国した歌比丘尼など遊歴の女性たちが、語り伝えたものが諸所に伝説となって残

されたものといわれている。 
なお、『久波奈名所図会』は「式部泉」について、長島一揆の時、西別所に籠城してい

た近江の住人山本式部が、織田信長の軍勢に討たれて梟首される際、その首をここで洗っ

たことに由来する。という異説を載せている。 
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聖 衆 寺             伊藤 通敏 
 
 ここの説明役になった小生は一行の最後尾が到着するのを待って本堂の前で説明しまし

た。 
ここは真言宗醍醐派の寺院です。山号は土仏山（どぶつさん）寺号は聖衆寺（せいしゅ

うじ）です。しかし桑名の人たちには昔から「どぶっつあん」という名前で親しまれてい

ます。それはここの本尊の阿弥陀如来像が昔は土で出来た焼き物の仏様だったからです。

このお寺の山号は古い文献には室性山と記されていますが、今では三重四国八十八箇所霊

場巡り等でも土仏山とされています。聖衆寺の歴史は古く、鎌倉時代前期の建仁４年

(1204)京都泉涌寺３代定舜法師によって開創されたとされ、室町時代後期の永正年間
（1504～1520）には一千余名の僧兵を擁し 43 の僧坊などが置かれた大寺院であったと言
われます。この頃の寺域の広さを示すものとして現在、ここから約 300m程北方の北別所
神明社の駐車場に「聖衆寺鐘楼堂跡」と記した石柱が建っていますが、さらに北へ１キロ

程の岸西山（がんさやま）あたりにまで伽藍があったともいわれます。しかし権勢を誇っ

た聖衆寺も永禄 11年（1568）織田信長の北伊勢侵攻によって焼かれ廃寺となりました。 
 のち江戸時代になって、元瓦師の僧信行（しんぎょう）がここに隠居して再興し、桑名

藩主松平定重により旧跡地を与えられました。信行はここで高さ四尺八寸（約 1.6m）の大
きな瓦焼の阿弥陀如来坐像を作り本尊としました。現在この阿弥陀如来像は本堂前の阿弥

陀堂に安置されています。この阿弥陀如来坐像は今年１月、同じく信行作の瓦製の小像２

体と共に市の文化財に指定されました。 

   
   聖衆寺            説明をする伊藤さん       現在の本尊 

現本堂は大正 12 年に建てられ、現在の本尊は昭和の木造仏です。この本堂の天井と鴨
居の間の小壁には沢山の観音様が祀られており、千体観音として堂内を荘厳しています。

なお、信行のお墓は本堂裏手にひっそりと建っています。 
 阿弥陀堂の裏手の洞穴には不動明王が祀られており、暗闇の中を通ってお参りする願か

け不動として崇められています。また裏山の急な階段の上には秋葉堂という奥の院があっ

て、秋葉三尺坊大権現や恵比寿神が祀られており神仏習合の名残が残っています。秋葉堂

の前では毎年 4 月 17 日に火渡りの行事が行われます。この付近は旧市内では標高が高い
場所に位置し昔は見晴らしが良く、景勝地として憩いの場所であったと伝えられています。

またここには根元が繋がった 3 本の黒松があって、その上には天狗が棲んでおり、時折笛
や太鼓の音が聞こえたという伝承も残っています。 
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   市の文化財に指定 阿弥陀如来坐像            秋葉堂 

  
 
 

日本唯一の三崎踏切               西村 健二 
 
＜複雑な踏切の名称＞ 
 平成 25年（2013）3月発行の平凡社新書『にっぽん鉄道 100景』（野田隆著）には、「日
本唯一、三種類の線路幅が並ぶ場所」として桑名駅南側の踏切が紹介されています。自動

車が通行できないこの小さな踏切は、鉄道に関する名所を集めた出版物やホームページな

どに幾度も採り上げられ、鉄道愛好家の熱い注目を集める隠れた桑名の名所なのです。 
 この踏切は一見、ひとつの踏切のようですが、近畿日本鉄道名古屋線、東海旅客鉄道関

西線、三岐鉄道北勢線の 3つの路線を横断するため、正式には鉄道会社ごとの 3つの名称
を有しています。近鉄では益生第 4 号踏切、JR 東海では桑名駅構内踏切、三岐鉄道では
西桑名第 2 号踏切と呼ばれており、北勢線の魅力を探る会では便宜的に「三崎踏切」と呼
んでいます。 
私鉄における踏切の名称は、起点駅に近い駅名に番号を付けることが多く、近鉄名古屋

線は松阪市の伊勢中川駅が起点となっているため、益生・桑名間の踏切はすべて益生第○

号踏切という名称が付けられています。ただし、益生第 4 号踏切ではあるものの、益生駅
までの間に踏切は 2ヶ所しかありません。益生第 1号踏切（JRでは員弁街道踏切）は益生
駅のすぐ北側に位置する国道 421 号線（員弁街道）の踏切です。益生第 2 号踏切（JR で
は西方踏切）は北勢線が近鉄と JR を高架で跨ぐ北側にあります。しかし、益生第 3 号踏
切は欠番となっています。これは昭和 47年（1972）1月の三崎跨線橋完成の以前に、そこ
に踏切があったからなのです。 
同様に三岐鉄道北勢線は西桑名駅が起点であり、西桑名・馬道間の踏切は西桑名第○号

踏切となります。しかし、西桑名第 2 号踏切ではあるものの、西桑名駅との間に踏切はあ
りません。これも近鉄と同様に過去にあった西桑名第 1 号踏切が欠番となっているからで
す。以前の西桑名駅は現在の位置よりやや北東にあり、昭和 52 年（1977）5 月 1 日に現
在地に移転しました。ホームの向きも線路が大きくカーブしていたため、現在とはほぼ垂



 

 10 

直の向きに設置されていました。今は三重交通の券売所兼待合室となっている位置に西桑

名第 1 号踏切があったのです。なお、JR 東海関西線では踏切に固有の名称を付けており、
番号制を採用していませんが、三崎踏切は桑名駅構内の踏切とされていることから、固有

の名称はありません。 

   
  三崎踏切               三崎跨線橋から近鉄線、ＪＲ線、北勢線を望む 

 

＜日本で唯一の踏切＞ 
 三崎踏切は 3 つの路線、7 線のレールを横断しています。西側から順に、近鉄名古屋線
の①上り（桑名駅 7・8 番線、名古屋方面）、②下り（桑名駅 6 番線、伊勢中川方面）、
JR東海関西線の③支線（3番線からの分岐）、④上り（桑名駅 3番線、名古屋方面）、⑤
本線（桑名駅 1・2 番線、1 番線が下り亀山方面、2 番線が上り名古屋方面）、⑥支線（1
番線からの分岐）、三岐鉄道北勢線の⑦本線（上りが西桑名方面、下りが阿下喜方面）と

なっています。 
線路幅は近鉄が 1,435mmの標準軌、JRが 1,067mmの狭軌、北勢線が 762mmの特殊
狭軌（ナローゲージ）で、3 路線とも線路幅が異なります。三崎踏切の大きな特徴は、こ
れら 3 つの異なる線路幅が揃う日本で唯一の踏切であることです。現在の状況になったの
は昭和 34 年（1959）11 月 27 日のことで、近鉄名古屋線が狭軌から標準軌に改軌された
ことによります。同年 9 月 26 日の伊勢湾台風で運転休止に追い込まれた近鉄が佐伯勇社
長の英断で名古屋線改軌の突貫工事を成し遂げ、逆境をチャンスに転じたことは有名で

す。 
余談ながら、近鉄と JR の間には安全地帯が設けられており、そのすぐ北側まで養老鉄
道養老線の支線が延びてきています。線路幅はJRと同じ1,067mmですが、三崎踏切には
桑名市内を走る 4つの路線すべてが集っているといえます。 
 
＜日本一の北勢線を世界遺産に＞ 
 日本には特殊狭軌を用いた路線は、現在では三岐鉄道北勢線（20.4km）、近畿日本鉄道
内部線（5.7km）・八王子線（現在は西日野駅までの 1.3km）、黒部峡谷鉄道本線（20.1km）、
安房森林鉄道（18.3km）の 5路線のみです。このうち安房森林鉄道は旅客輸送を行ってお
らず、黒部峡谷鉄道は通年営業をしていません。つまり、通年営業のナローゲージ 3 路線
はすべて北勢地域にあるのです。なお、平成 27 年（2015）春には内部・八王子線の運行
が近鉄から四日市あすなろう鉄道に移される予定です。 
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 ここで北勢線の日本一を紹介します。路線距離について見てみると、北勢線はナローゲ

ージの中で日本最長の路線です（2 位の黒部峡谷鉄道との差は僅か 0.3km）。一方で日本
最短のナローゲージ路線は八王子線です。次に駅の位置を確認すると表 1 の通りで、阿下
喜駅が日本最西端のナローゲージ駅であることが分かります。そこで通年営業という条件

を加えると、阿下喜駅が日本最北端、西桑名駅が日本最東端の駅となり、最南端以外の 3
つの駅は北勢線が独占することになります。また、高さに着目すると地盤の低い西桑名駅

（海抜約 2m）が日本で最も低いナローゲージ駅となります。また、運行面を見てみると、
西桑名・阿下喜間を最短 46分で結ぶ北勢線は平均時速 26.6km/hで日本最速のナローゲー
ジ路線です（2位は八王子線の 26.0km/h）。運賃についても 1kmあたりの運賃が 23.0円
と最も安くなっています（内部線 40.4 円、黒部峡谷鉄道 42.8 円、八王子線 130.8 円）。
ナローゲージ路線の中では運行面に関しても最も経営努力がなされている路線ではないで

しょうか。 
 平成 26 年（2014）4 月 5 日、開業百周年を迎えた北勢線。日本でも希少なナローゲー
ジ路線が今も様々な努力と支援によって運行されています。この貴重な存在を世界遺産に

登録し、地域全体の活性化につなげたいとの意見も百周年記念集会では提起され、新聞に

も掲載されました。ぜひとも北勢線の魅力を世界に発信できるよう地域で盛り上げていき

たいものです。北勢線の魅力を探る会も頑張っていきます。 
 
表 1.日本最東端、最西端、最南端、最北端のナローゲージ駅 
最東端 欅平駅 黒部峡谷鉄道本線（富山県黒部市） 
最西端 阿下喜駅 三岐鉄道北勢線（三重県いなべ市） 
最南端 内部駅 近畿日本鉄道内部線（三重県四日市市） 
最北端 宇奈月駅 黒部峡谷鉄道本線（富山県黒部市） 

 
表 2.日本最東端、最西端、最南端、最北端のナローゲージ駅（通年営業に限る） 
最東端 西桑名駅 三岐鉄道北勢線（三重県桑名市） 
最西端 阿下喜駅 三岐鉄道北勢線（三重県いなべ市） 
最南端 内部駅 近畿日本鉄道内部線（三重県四日市市） 
最北端 阿下喜駅 三岐鉄道北勢線（三重県いなべ市） 
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開業百周年を記念して三重交通時代のボディーカラーが登場 

 

北勢線開業１００周年記念集会 報告 

 日時  2014年４月６日 １４時～１６時３０分 
 場所  くわなメディアライヴ 
 参加者 約１００人  司会 集山一廣 
 
１ 開会の挨拶 近藤順子（北勢線の魅力を探る会代表） 
   北勢線の魅力を探る会も１０年の活動をして、このような集会を持つことが出来た

のも、皆さまのご協力のおかげです。これからも宜しくお願いします。 
２ 来賓挨拶 
◎水谷俊郎氏（北勢線事業運営協議会会長・東員町長） 
 現在三重交通時代のツートンカラーが３両と三岐カラーの１両で１編成の電車が走

っているが、１両だけ違うのもおかしな感じがする。  
私事であるが、父は北勢線の京橋駅の駅長を勤めていたので、子どものころから北

勢線には馴染み深い。 
日本一小さい電車・遅い電車で売りだしたら良い。そして、沿線の財産・魅力を全

国に発信して、税金をつぎ込まなくて済むようになることを期待している。 
◎雨澤隆雄氏（三岐鉄道株式会社取締役鉄道部長） 
 近鉄から引き継いで１１年間運営出来たのも皆さまのお協力のおかげです。 
 近鉄当時に比べて、駅の統廃合・所要時間の短縮・本数の増加、自治体のご協力に

よる無料駐車場の設置などで、乗車客も増えてきた。特に定期外乗客が増えてきた

が、まだまだ目標数値には達していない。収入面では  近鉄時代の営業係数が３

４０だったのが最近では１８０まで改善されてきた。 
３ 名古屋テレビ制作の北勢線のＤＶＤ上映と名古屋テレビの川原デレクタ  ―の挨拶 
４ スライドによる北勢線の歴史（西羽晃）  
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５ 北勢線の活性化の提案など 
１ 発車時にチャーミングなメロディー。 
２ 地元の食材で料理したグルメ列車。 
３ 沿線のスポットを車内で案内。  
４ ナローゲイジの日本最西端の駅（阿下喜駅）の解説板。 
５ ゲイジの異なる３線路をまたぐ踏切の解説板。 
６ 世界遺産をめざそう。 
７ 各駅に観光案内板。 
８ 駅数が多いほど利便性が高く、乗客も増える。 
９ 自転車の持ち込み乗車。 
１０  老人に乗ってもらう工夫をする。 
１１  沿線企業の社会貢献で北勢線を利用。 
１２  誰をターゲットにするか、目的をはっきりする。 
１３  無料駐車場を宣伝。 
１４  高校生にパンフレットを作ってもらう。 
１５  各駅に散策する地図を。 
１６  特産品を利用した弁当（例えばタケノコ弁当）。 
１７  同窓会電車。 
１８  現況の情報発信。 
１９  沿線住民に乗ってもらう方策。 

６ 「北勢線のうた」大西進作詞作曲を作曲家の指揮で参加者全員で歌う 
７ 「北勢線の歌謡」八島保孝作詞・日下裕之作曲・畑中まさ子独唱発表 
 
他に北勢線沿線のスケッチ展示（東員絵手紙サークル） 
 

  
     水谷東員町長挨拶           北勢線のうた 



 

 

第２２回北勢線の魅力を探る 報告書 
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