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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 
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阿下喜駅から楚原駅まで       伊藤 忠 

大型台風18号の動きが気になっていましたが当日は朝から良い天気に恵まれ、みなさま

の日頃の行いに感謝。 

阿下喜駅には 8時前から参加者がチラホラ、三岐鉄道の小林係長が机をご持参、これで

駅前に受付と、構内に 1日乗り放題パスの売場（三岐鉄道）が完成し、8時過ぎから参加

者が順次集合して受付と特設切符売場が忙しくなりました。 

８時３０分桑名からの参加者を乗せた４両編成の 黄色いガタンコが到着、今回の参加

者は８３人といなべ市の語り部２人になりました。早速近藤会長より開会のあいさつがあ

り、ついで全員ホームに集合して頂き、高い位置より転車台を見下ろし簡単な説明を私が

行いました。 

ホーム南には阿下喜駅開設当時（昭和６年）より昭和の中旬ごろまで製材所で使われ、

埋もれていた転車台（ホーム北側）を平成16年（２００４）三岐鉄道によって移設、復元

され市民団体が管理しています。 

   

阿下喜駅受付             阿下喜駅転車台 

 

８時４７分発、桑名行に全員乗りこみました。車内放送で「本日は大変混み合いまして

大変ご迷惑をおかけいたします」のうれしいやら、懐かしい放送が流れました。麻生田駅

までの４分間車内で語り部さんから昔の北勢線（１００周年）の説明を聞きました。 

開業当時の北勢線は今のような電車でなく小さな蒸気機関車が客車をけん引していた。

第２３回北勢線の魅力を探る 
「魅力まるっと北勢線 ～阿下喜から西桑名まで～」 

参加者：８３人（内子ども２人） 
協 力：ふるさといなべ市の語り部の会、桑名歴史案内人の会 
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まだ馬力がなく阿下喜までは行けないので、阿下喜と麻生田の中間にあった六石駅（現在

は使用されていない）を阿下喜東といい、終点にしていました。そしてこの蒸気機関車や

当時の列車の写真も見せてもらいました。なお蒸気機関車は１５年間運転され、電気機関

車にバトンタッチされました。話しが完全に終わらないうちに 4分がたち麻生田駅に到着

した。 

   

車中藤田さんの説明       第１号蒸気機関車       昭和６年阿下喜駅 

 

麻生田駅で下車、これより「歩きたくなる道５００選」に選ばれたコースの変則コース

で楚原駅までのウオーキングのスタートです。麻生田地区のさんまい〈墓地〉を横切り北

勢線開通当時（大正５年）作られた洞門口（約３０ｍ）を下り、部落入り口のお地蔵さん

や五輪石が祀られた一角に、蓮如上人（１４１５～１４９９）が休憩をされた腰掛け石が

置かれていました。浄土真宗中興の祖、蓮如上人が北國下向の折、大安町照光寺から北勢

町行順寺に向かわれたとき（１４４９年）、この石に腰をかけて休まれたとの言い伝えのあ

る石です。 

   

麻生田駅             洞門口 

 

長い行列は、六把野井水、員弁川、北勢線にそって、蛍の群生地、大正初期建設の姿を

残す山田川橋梁(きょうりょう)、昭和３２年におきた北勢線の事故現場（上笠田）、平成 

１６年に廃止された猫がたくさんいた上笠田駅、機雷（戦艦陸奥搭載）と砲弾（戦艦長門

搭載）が祀られている八幡神社（下笠田）を見ながら通過して北勢線最高の撮影スポット

の眼鏡橋（明智川窮嶐(きゅうりゅう)橋(きょう)）に到着。 
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山田川橋梁 

 

ここでは語り部の藤田さんより大正５年当時の橋建設時の写真を見せて頂き、この橋が

鉄筋を入れずセメントのみで建設された理由を説明をしてもらいました。建設当時は第一

次世界大戦の最中で鉄が高騰し、橋の建設に使えなくなり、当時の設計者がセメントだけ

で建設する方法を探して、コンクリートブロックを作り、石積の工法で橋を作ったそうで

す。石積の眼鏡橋は１７世紀に長崎で作られ、それ以後日本の各地で作られているという

話、また眼鏡橋とは本来橋と水面に映った影で眼鏡のように見えるという名の由来を聞か

せて頂きました。 

  

ねじり橋                 語り部の出口さん説明 

 

橋のかかっているこの川の明智川という名についても、明智光秀に関係があるとか、戦

国時代に土岐氏の一族だった明智氏が川上に居住していたとか言われている話を聞きまし

た。この時点で楚原駅１０時２１分発には全員乗車は困難だと判断しました。 

約３００ｍ離れたねじり橋（六把野井水拱橋(きょうきょう)）では語り部の出口さんよ

り４００年前から使われている六把野井水がある為に線路が４０度の角度で交差し、この

様にねじれた橋になり、当時の時代背景（第１次大戦）の説明で、鉄材が使えなくなりめ

がね橋と同様に地元下笠田の大工さんが作った型枠でコンクリートブロックを作りこれを

組立て、橋を完成させたそうです。橋が完成してもセメントが完全に硬化するまでの２か
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月間は丸太の足場を組みレールを橋から浮かせて電車を走らせたと教えて頂きました。 

ねじり橋から急な坂道を登り切った所にモダンな小学校がありました、いなべ市立員弁

西小学校です。正門両脇に工事で３分の１埋もれた昭和６年建てられた、自然石の句碑が

あります、下笠田城主、多胡実元(ひろもと)の末裔の健一氏が詠まれた２句です。 

   

員弁西小学校          楚原駅              楚原駅線路ポイント 

 

＊雪の朝 目白囀(さえず)る 藪の中 

＊飛(とび)来(きた)る 蜻蛉手の上に 遊びけり 

心地よい日差しの中、旧員弁街道を楚原駅をめざし、頑張って歩きましたが予定の電車

を見送り、次の電車に乗る事にしました。ひと電車、遅らせたおかげでゆとりが出来、参

加者全員、同じ電車（５１分発）で東員駅に向かう事が出来ました。  

 

北大社車庫                 水谷一夫 

 麻生田駅から歩いて、途中、めがね橋とねじり橋を渡る北勢線を見ながら楚原駅に到着

すると、予定の１０時２１分発の西桑名駅行きはすでに駅を出ていて、一行はしばらく駅

のあちらこちらで小休止。次の５１分発に乗って東員駅に向かいました。 

   

東員駅から北大社車庫に向かう    北大社車庫             車両区内 

 

東員駅から北大社車庫までは約５００メートル、楚原駅の方へ戻ることになります。到

着するとすでにお待ちになっていた三岐鉄道の小林さんのご挨拶に続いて、北大社車両区

の古川区長さんから、北大社車庫の業務について説明して頂きました。 



 5 

昭和５２年(１９７７)５月、当時、車庫があった西桑名駅が移転するのに伴って、この

地に車庫は移されました。 昭和６年(１９３１)７月、北勢線が電化された時に変電所が設

置され、その後も運転指令所が置かれるなど運転の中枢であった北大社駅は、平成１７年

３月に廃駅となって北大社信号場となりましたが、車庫は変電所と共に残されました。 

現在、この北大社車両区では６名のスタッフが、主に１０日以内で実施する列車検査や

３ヶ月に１度行う月検査、３年に１度の重要部検査を行っています。なお、重要部検査で

は台車と上のボディを分けて、台車は近鉄の塩浜車庫へ陸送し、検査を外注して実施して

います。 

なにぶん全国でも珍しい特殊狭軌路線（ナローゲージ）のー古いもので昭和２９年製、

新しいものでも平成２年製のー車両で、全体に老朽化が進んでいて、さらに部品の調達に

も苦心しながら自主的な検査をするなど、きめ細かなメンテナンスを行うことで、列車の

安全運行に力を注いでいます。 

  

古川区長さん説明           三重交通カラーの車両 

 

また、そこの引き込み線に停まっている緑色の編成は、昨年の北勢線開業百周年を記念

して、昔の三重交通カラーに塗り替えた車両で、定期検査のためにここに停車しています

が、明日で終わりますのでまもなく運行させます。 

など興味深いお話のあと、参加者からの「７６２ミリの線路幅は、レールのどの個所を測

ったものか？」とか、「最近、走っているのを見た宣伝車両の塗装方法は、また、何年保つ

のか？」の質問にも、「７６２ミリはレールの内径を測ったものです。」、「塗装ではなく、

専門業者によってシールをラッピングしています。重要検査の期間、３年をめどしていま

す。」と親切にお答え頂きました。 

  

東員駅前の 

コスモス畑 
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来た道を東員駅に戻り、１２時０２分発の西桑名駅行きー北大社車庫で話題になった前

部に犬の絵があるラッピング車両―に乗って馬道駅に向かいました。車中は座席に腰掛け

ることができず、つり革に掴まったり、ドアに寄りかかったりして立つなどの方もありま

した。 

 

馬道駅から諸戸徳成邸・諸戸水道遺構    伊藤通敏 

 一行は馬道駅で下車し、駅の東の緩い坂道をたどって住宅地の中を通り抜け、桑名高校

の前のバス通りへ出ました。そこから少し南へ入ったところが諸戸徳成邸です。 

  
駅の東のゆるい坂道          諸戸徳成邸玄関 

 

諸戸徳成邸 

 諸戸徳成邸は二代諸戸清六が大正末頃に別邸として建てた邸宅です。もともとこの地に

は明治31年開設された諸戸家の墓所と梅林があり、長男の民和が旧制桑名中学（現桑名高

校）に進学するにあたって、通学に便利なように学校に近いこの地を選んで建てたと伝え

られます。また当時は主屋の２階からは木曽三川を望む事が出来、高台からの眺望がきく

立地であったことも、此処を選んだ理由の一つであったと考えられます。 

 二代清六は戦前までは本邸である旧諸戸家住宅（現在の六華苑）と別邸徳成邸を行き来

していましたが、太平洋戦争の際に本邸が空襲の被害を受けたのを期に徳成邸に定住した

と伝えられています。 

 敷地面積は約 7,700㎡（墓所を含む）で主屋、離れ、茶室、コンクリート造の蔵など９

棟の建物から成り、アカマツ、イロハモミジなどの樹木に囲まれて山荘風の佇まいがあり

ます。建物は丘陵の緩い傾斜の上に連続して建てられており、庭園も自然の高低差を生か

して作庭されています。昭和61年まで二代清六夫人が住んでおられましたが、亡くなられ

てからは無住となり、管理人が時々見回る程度で建物も庭も荒廃が進んできていますが、

昭和初期の豪邸の面影を偲ぶことの出来る屋敷となっています。今回は諸戸家のご厚意に

よって普段は非公開である邸内を開放していただき庭園を見学することが出来ました。 

 一行は先ず玄関車寄せ南側の庭門をくぐり主庭を見学しました。玉石敷きの園路をたど
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るとその先は飛び石に変わり、素掘りの枯れ流れを渡ると道は険しくなり奥山に入って行

くような雰囲気があります。庭に面して主屋には広間、食堂、夫人室、仏間などがあり、

それぞれの部屋から異なる眺めが楽しめるように作庭されているそうです。また仏間の下

は石組みになっていて地下室が設けられています。 

  

奥の庭門から続く玉石敷きの園路        飛び石 

 

 次に諸戸家の墓所の前を通り北側の茶庭を見学しました。左手に茅葺きの茶室があり、

その脇には建物の屋根のような形をした朝鮮灯籠が松の木の根に持ち上げられて栗石を敷

き詰めた枯れ流れに向かって大きく傾いています。沢飛び石で枯れ流れを渡ると、奥に茅

葺きの離れがあり、ここにももう１棟茶室が設けられています。松の木が林立した庭には

石で囲まれた井筒や蹲踞（つくばい）があり、仏像の刻まれた珍しい灯籠が置かれていま

す。超えてきた枯れ流れは傾斜を増し墓所との境の岩場へ向かっています。岩場の上には

導水設備があり、来客時には枯れ流れへ水を流すことが出来たようです。 

 この茶庭および建物は墓所南側の主屋部に10年ほど遅れて造られたようで、作庭には名

古屋の松尾流十代家元松尾宗吾（不染斉）が関わっているのではないかと言われます。こ

の人は名古屋の揚輝荘の作庭でも知られ、二代清六と親交があって、戦時中はここの離れ

に疎開していたこともあるそうです。 

 このような立派な茶庭ですが、各建物の屋根には雨漏りを防ぐブルーシートが掛けられ、

そのシートも大きく破損している部分もあり、屋敷北側のバス通りから見ると惨めな姿を

呈しています。 

  

破損のひどい

茶室 
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 諸戸家ではこの屋敷の保持に苦慮されておられるようです。もし人手に渡ってマンショ

ンや住宅地と化してしまうことになれば桑名にとって大きな損失です。この地が桑名の昭

和の遺産を市民に伝える場所としてぜひ保存活用出来るよう望みます。今回の公開に当た

ってはボランティアグループが 2日間にわたって膝丈くらいまで伸びていた雑草の駆除や

清掃を行いました。 

  
松岡さん説明             伊藤さん説明 

 

諸戸水道貯水池遺構 

 次に一行は諸戸徳成邸を出て、向かい側にある諸戸水道貯水池遺構を見学しました。こ

の建造物は煉瓦造の貯水池で、明治37年（1904）に初代諸戸清六によって建設されました。

東西約13.4ｍ、南北約23.2ｍの長方形、深さは約3.6ｍで953立方ﾒｰﾄﾙの水を貯めること

が出来ます。水源は丘陵地下の湧水を集水管で集め、貯水池下部の流入口から取り入れる

ように設計されています。貯水池内は２槽に仕切られ、水はそれぞれの槽で左右交互に設

けられた導水壁の間を蛇行して流れるように作られています。現在は露天の状態ですが、

建設当時は貯水池の上に木造の上屋が設けられていたそうです。上端の煉瓦の上の御影石

はその礎石です。その様子は説明板に添えられた当時の写真で確認出来ます。貯水池に貯

められた水は、延長約14ｋｍにおよぶ給水管で桑名町と赤須賀村の全部と益生村・大山田

村の一部に配水され、街角に設置した共用栓（55ヶ所）と消火栓（24ヶ所）によって、住

民に無償で提供されました。 

 桑名の市街地は木曽三川の河口部に泥砂が堆積して出来た低湿地であるため、昔から水

質が悪く飲料水を得るのが困難で、江戸時代には町屋川を水源とする町屋御用水という水

道が作られ、桑名町民の生活を支えていました。 

 明治時代に入り市街地の人口も増えると飲料水が原因の伝染病が流行し、衛生的な飲み

水を求める桑名の人たちにとって近代的な上水道の建設は切実な願いでした。そのような

時、桑名の豪商初代諸戸清六が私財をなげうって作られたのがこの諸戸水道です。その頃

の日本では上水道の施設はまだ珍しく、全国で 7番目に完成したものです。この水道施設

はその後大正13（1924）に諸戸家より当時の桑名町に寄贈され、昭和４年まで使用されま

した。 

 この貯水池遺構は明治時代における個人による公共上水道の設置という全国に誇れる事
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業であり、桑名の近代化を示す重要な遺構であることから、平成20年3月に三重県の文化

財に指定されました。 

 なお、この 2箇所の史跡のガイドは北勢線の魅力を探る会のスタッフでもあり桑名歴史

案内人の会員でもある松岡節子さんと小生が担当しました。 

 

諸戸水道貯水池遺構 

 

三崎踏切と西桑名駅           西村 健二 

＜日本唯一の三崎踏切＞ 
 北勢線の魅力を探る会が一押しする「三崎踏切」は、日本で唯一 3 種類の線路幅が並ぶ
踏切です。「三崎踏切」の名称は北勢線の魅力を探る会が便宜的に用いているもので、正式

には鉄道会社ごとの名称があり、近畿日本鉄道（近鉄）では益生第 4 号踏切、東海旅客鉄
道（JR東海）では桑名駅構内踏切、三岐鉄道では西桑名第 2号踏切と名付けられています。
三崎踏切には、近鉄名古屋線 2 線、JR東海関西本線 4 線、三岐鉄道北勢線 1 線の 3 社 7
線の線路が走っており、安全地帯のすぐ北側には養老鉄道養老線の支線も延びてきていま

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）とそれぞれ異なっており、3 種類の線路幅が並ぶ日本唯一の踏
切となっているのです。 
 線路幅は正式には軌間といい、レール頭部の内側間の距離を指しています。北勢線では

多くの軽便鉄道で用いられた 762mm（2フィート 6インチ）が採用されており、日本では
三岐鉄道北勢線（20.4km）、近鉄内部線（5.7km）・八王子線（1.3km）、黒部峡谷鉄道本
線（20.1km）、安房森林鉄道（18.3km）の 5路線しかなく、北勢線は日本最長のナローゲ
ージ路線となっています。その他は東京ディズニーランド（千葉県浦安市）内を走るウエ

スタンリバー鉄道（1.6km）、東京ディズニーシー（千葉県浦安市）内を走るエレクトリッ
クレールウェイ（0.48km）、長野県木曽郡上松町の赤沢森林鉄道（1.1km）、長野県南佐久
郡南牧町の野辺山 SLランド（0.35km）等の観光施設で現在も数多く存在します。 
 1,067mmの狭軌は、JR在来線の大部分で用いられています。私鉄では名古屋鉄道、名
古屋市交通局（鶴舞線・桜通線・上飯田線）、名古屋臨海高速鉄道（あおなみ線）、伊賀鉄

道、養老鉄道の他、西武鉄道、東武鉄道、小田急電鉄等の関東の鉄道で多く採用されてい
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ます。かつては近鉄名古屋線も狭軌を用いていたことから、近鉄名古屋駅と名鉄名古屋駅

では連絡線が設けられており、昭和 25年（1950）8月 4日から昭和 27年（1952）9月 30
日までの期間は両社の相互直通運転が行われていました。その後、昭和 34 年（1959）11
月 27 日には伊勢湾台風での被災を契機として近鉄名古屋線は狭軌から標準軌に改軌しま
した。 
 1,435mmの標準軌は、近鉄では名古屋線の他、湯の山線、鈴鹿線、山田線、鳥羽線、志
摩線、大阪線、難波線、京都線など多くの路線で使用されています。JRでは東海道、山陽、
九州、東北、上越、北陸をはじめとした各新幹線がこの軌間を用いています。私鉄では阪

急電鉄、阪神電気鉄道、山陽電気鉄道などの関西の鉄道会社、名古屋市交通局の東山線・

名城線・名港線、大阪市交通局、京都市交通局、神戸市交通局等の地下鉄が標準軌です。

近鉄では同じ標準軌を用いている阪神電気鉄道・山陽電気鉄道を経由して平成25年（2013）
2月 24日に山陽姫路駅から近鉄奈良駅までの直通貸切列車の運転を行いました。現在、相
互直通乗り入れが構想されており、将来は桑名と姫路が直通の電車で結ばれる可能性もあ

りそうです。 

  
三崎踏切を北勢線が通過する           手前が北勢線の踏切 

 
＜日本最長のナローゲージ路線の起点駅 西桑名駅＞ 
西桑名駅は北勢鉄道が開業した大正 3年（1914）4月 5日に大山田駅として開業しました。
当初は楚原駅までの 14.5kmのみの開通で、大正 4年（1915）8月 5日に桑名町（後に桑
名京橋と改称）・大山田間の 0.7km、大正 5 年（1916）8 月 6 日に楚原・阿下喜東（後に
六石と改称）間の 4.6km、昭和 6年（1931）7月 8日に六石・阿下喜間の 1.4kmが開業し
ました。昭和 36年（1961）11月 1日には桑名京橋・西桑名間が廃線となり、北勢線の起
点駅となりました。 
 開業当初は桑名郡大山田村にあったことから大山田駅とされましたが、昭和 4年（1929）
2月 11日に町制施行によって西桑名町となったことから、昭和 6年（1931）7月 8日に西
桑名駅と改称しました。同時に改称しなかったのは、昭和 4 年（1929）1 月 30 日に開業
した伊勢電気鉄道の益生駅が、当初は西桑名駅と称していたからです。その後、昭和 12
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年（1937）3 月 20 日に西桑名町は桑名町に編入され、同年 4 月 1 日には市制施行によっ
て桑名市となりました。さらに、桑名市は平成 16年（2004）12月 6日に桑名郡多度町・
長島町と合併して現在の桑名市となりました。しかし、西桑名駅は西桑名町の廃止後も駅

名を変えることなく、現在もその名称を用いています。ただし、JR東海・近鉄の桑名駅か
らは東側に位置するため西桑名駅という名称には違和感があり、鉄道に関する書籍等では

その経緯を紹介しているものもあります。 
 開業時の駅舎は現在の位置よりやや北東にあり、バス停留所の 2 番乗り場（長島温泉・
なばなの里方面）付近に現在とはほぼ垂直の向きに設けられていました。ホームの向きも

線路が大きくカーブしていたため、屈曲したホームが現在とは反対側（阿下喜方面に向か

って右側、線路北側）にありました。駅のすぐ西側には西桑名第 1 号踏切があり、廃止さ
れた今は三重交通の券売所兼待合室となって欠番となっています。このため三崎踏切は西

桑名駅から最初の踏切であるにもかかわらず西桑名第 2号踏切となっています。 
西桑名駅の東側は桑名京橋駅へと線路が延びていましたが、伊勢湾台風直後の廃線によ

って国道 1号線の寿町 2丁目交差点に面する岡地証券桑名支店の位置より先は線路が取り
払われました。かつてパル一番街駐車場と三重交通桑名駐車場が存在した頃には斜めの段

差があり、線路が走っていた跡がよく分かりましたが、平成 24 年（2012）12 月 25 日の
パチンコ・スロットホームラン桑名店の開店により当時の面影は失われました。わずかに

平成 16 年（2004）11 月 21 日に新築開店した桑名信用金庫駅前支店の建物南側が斜めに
なっていることが当時の状況を物語っています。以前、ここには線路に沿って中央度量衡

の建物がありました。中央度量衡は株式会社山本本店（山本グループ）傘下の企業で、大

正 12年（1923）3月に山本重治郎商店の精密機械部門を分離して創業、昭和 19年（1944）
11 月に中央衡器株式会社として法人化、昭和 23 年（1948）6 月に中央度量衡株式会社、
昭和 62年（1987）11月に中央スケール株式会社と商号変更しました。西桑名駅が現在地
に移転したのは、昭和 52年（1977）5月 1日のことです。平成 15年（2003）4月 1日に
三岐鉄道北勢線となってからは駅施設の改良に努め、同年 8 月 31 日に冷暖房付待合室、
同年 12 月 1 日に自動改札機 3 台、自動精算機 1 台が設置され、徐々に乗降客数を増やし
ています。 

 
昭和５２年４月の西桑名駅舎 
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北勢線沿線スケッチ２ 

 「第２１回阿下喜とふれあう」で参加されたスケッチ塾の方々が今回も参加され、 
諸戸徳成邸の茶室の素敵なスケッチを描いてくださいました。 
 
 

 
ブルーシートのかかった茅葺茶室 

 
茅葺茶室 復元イメージ図       画・山田久仁夫 

 
円妙寺の御堂をみんなで 

スケッチしました 

 
スケッチ塾の皆さん 
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