世界かんがい施設遺産

源兵衛川のあれこれ
宿場町三島

国際かんがい排水委員会（International Commission on Irrigation and Drainage,

慶長6（1601）年、
徳川家康は東海道の道筋に傳馬朱印状を発し、
53の宿駅を定めました。三島宿は
箱根峠の西麓下に位置していたため、
天下の険・箱根を上り下りする旅人の増加に伴って、大いに賑
わった宿場町です。
本陣は2
（樋口本陣、世古本陣）、脇本陣は3、旅籠屋敷は74ありました。第三代将
軍徳川家光の参勤交代制定後、大名の東海道往来は増加し、箱根に関所が設けられると、江戸から
11番目の三島宿は、
江戸防衛の役割を担うようになりました。
古来より富士山の清流に恵まれていた三
島宿は、歌川広重の代表作「東海道五十三次」
の
「朝霧」
に、三島明神鳥居前を出立したばかりの旅
人が描かれています。

ICID, 本部インド・ニューデリー）
は、
かんがい排水に係る科学的・技術的知見により、食料
や繊維の供給を世界規模で強化することを目的に、1950年に設立された自発的非営利・非
政府国際機関です。
日本は1951年に加盟。
2015年現在、
75の国、
地域が加盟しています。
国際かんがい排水委員会は、
かんがいの歴史・発展を明らかにし、
かんがい施設の適切
な保全に資することを目的として、
建設から100年以上経過し、
かんがい農業の発展に貢献
したもの、
卓越した技術により建設されたもの等、
歴史的・技術的・社会的価値のあるかん
がい施設を登録・表彰するために、2014年、
世界かんがい施設遺産制度を創設しました。
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この制度への登録により、
かんがい施設の持続的な活用・保全方法の蓄積、研究者・一
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般市民への教育機会の提供がより進み、
かんがい施設の維持管理に関する意識の向上
や、
かんがい施設を核とした地域づくりが一層図られることが期待されています。
源兵衛川は2016年11月8日に登録されました。静岡県内では、
2014年の裾野市深良用水
に次いで2番目となります。
日本では2017年2月現在、
合計27施設が登録されています。

源兵衛川で見られる生き物
東海道分間延絵図（部分）
江戸幕府が五街道
（東海道、
日光街道、
甲州街道、奥州街道、
中山道）
と脇往還を実施測定して作
成した全91巻の絵巻物です。
江戸時代後期の宿場・街道筋を1800分の1の縮尺で描き、街道に面する
家数もほぼ正確といわれています。三島宿では三島明神（三嶋大社）
、小浜池
（楽寿園内）
が大きく描
かれ、時の鐘、
陣屋
（三島市役所本庁舎）、
愛染院などの様子もよく分かります。宿内の町は、
川を渡る
橋で仕切られていました。

三島広小路駅近くの三石神社境内にある鐘は
「時の鐘」
といわれ、
江戸時代から親しまれてきました。最初の鋳造は
宝永年間（1624 〜 1643）
で、
その後何回か改鋳されたと伝
えられています。宝暦11（1761）
年に川原ケ谷の鋳物師・沼
上忠左衛門祐重により大鐘が鋳られ、
三島宿に時を告げて
きました。明治32（1899）年に時報を止め、昭和までそのまま
の姿でしたが、昭和18（1943）
年に鉄材として供出されまし
た。昭 和20（1945）年に終 戦を迎えると、有 志 が 昭 和25
（1950）年に、現在の鐘を再建しました。

静岡県レッドリスト絶滅危惧ⅠA類（県東部）

静岡県レッドリスト絶滅危惧Ⅱ類

時の鐘

ミシマバイカモ
（キンポウゲ科）
浅い清流に生える多年草。葉は糸状に分裂。
花

ホトケドジョウ
（ドジョウ科） 全長約6cm
4対8本の口髭がある。湧水など水温が低く流れの

茎を水上に伸ばし、
5枚の花弁で花は15mmぐらい

緩やかな小川の中層の水草の間に生息する。3〜6月

の白色。
清流の復活に伴い生育環境が整う。
手の

に水草などの水生植物に産卵する。動物食で、浮遊

ひら形の浮葉を持つのが特徴とされる。

性や底生の小動物を食べる。

豊かな湧水の源兵衛川（昭和30年頃）

めがね橋
三石神社の南側、
源兵衛川にかかるアーチ型の石造り
の橋です。三島石を組み上げ、
セメントなどの接着剤は使わ
れていません。
3心円のアーチ型の橋は高度な建築技術を
要し、文化財としても貴重です。
2連のアーチ型石橋では東
海地方唯一ではないかといわれていますが、
造られた年代
や石工などは不詳です。

汚れた源兵衛川（昭和55年頃）

「水の都・三島」
は、
富士山からの豊かな湧水に恵まれていました。源兵衛川は、三島
市立公園楽寿園の小浜池を水源として、市街地を通り中郷温水池までの全長約1.5km
成虫

の農業用水路です。
川の名前は、
河川工事に尽力した寺尾源兵衛に由来するといわれ

幼虫

ゲンジボタル
（ホタル科） メスの体長約20mm
水がきれいでカワニナがいる、水辺まで草木

カワセミ
（カワセミ科） 全長約17cm 三島市の鳥
平地や山間地の川、
池などの水辺に１年中見ら

ています。
古くからかんがい用水路として使われ、
美しい水辺が保たれていました。
しかし、昭和30年代中頃からの高度経済成長期に、上流域での地下水の汲み上げな

が生い茂る岸辺がある場所が生息条件。幼虫は

れる。
水辺に土の壁がない源兵衛川でも営巣する。

どにより、
豊富だった水量は減少し、
生活雑排水の流入やごみの放置などのため、
水辺

中郷温水池の堰

夜になると小砂利の下から出てカワニナを食べ

オスはくちばしの上下が黒色、
メスはくちばしの下

環境が悪化して汚れた川になってしまいました。

昭和28（1953）年、国、
県の事業として中郷用水組合が
建設しました。稲作には冷たすぎる源兵衛川からの湧水を
太陽熱で温め、適温にするための池です。4カ所の水の出
口があり、
中郷地区の大部分のかんがい用水として利用さ
れています。平成8
（1996）年〜平成10
（1998）
年、池は親水
整備されました。散策コース、野鳥観察、
逆さ富士の撮影ス
ポットとしても人気があります。

る。源兵衛川では5月上旬から飛びはじめる。

がだいだい色。川魚や昆虫を食べる。

動が発展し、
平成2
（1990）
年、
農林水産省の
「農業水利施設高度利用事業」
に採択さ
れました。
その後、
グラウンドワーク三島、
地域住民、
ＮＰＯ、
専門家、農業用水路の管理
団体である中郷用水土地改良区、行政、
企業とのパートナーシップによる身近な環境改
善活動により、
生態系復元を基本理念とする、
8つのゾーンからなる親水施設が整備さ
樹皮

樹皮

中郷用水土地改良区
昭和28（1953）年に、
「農業生産の基盤の整備及び開発
を図り、
もって農業生産性の向上、農業総生産の増大、農業
生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資すること」
を目
的に発足しました。
中郷地区への農業用水を確保するため
に、地区内用排水路の維持管理、農業新設の改良、
中郷温
水池の維持管理事業等に取り組んでいます。今回の源兵衛
川の
「世界かんがい施設遺産」登録により、水利権の所有
者として、親水事業への協働、恒久水源の確保による水辺
環境の保全と市街地の水辺整備等にも寄与していきます。

そこで、
ふるさとの原風景・原体験を取り戻そうとする市民たちの呼び掛けにより活

れました。
源兵衛川は多くの市民による地道な保全活動により、市街地を流れる河川としては

ハンノキ
（カバノキ科）
湿地や河川沿いに生育する落葉高木。
春、
葉を

ムクノキ
（ニレ科）
平地の自然土手に育成していたが、
今は神社や

他の都市に見られないほど豊かな水辺自然空間に再生・復活しました。
現在までに、
土

ひろげる前に開花し、
オスの花序は尾状で垂れ雌の

街道で見られる。葉の両面に短い毛があり、
ざらつく。

木学会デザイン賞2004
「最優秀賞」
、
農林水産省
「疏水百選」、
環境省「平成の名水百

花序は松かさ状で秋に堅果をつける。

強い材はバット等にする。果実は甘い。

選」
などに選定され、
平成28
（2016）
年、
「世界かんがい施設遺産」
に登録されました。
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川にはミシマバイカモやヤナギモなどの植物や、
ホトケドジョウやオニヤンマなどの
水辺の生き物が生息し、
川辺では三島市の鳥・カワセミの美しい姿やゲンジボタルが見
られ、心を和ませてくれます。源兵衛川はかんがい用水であるとともに、
市民や多くの観
光客を引き付ける魅力あるスポットとなっています。

源兵衛川水辺ゾーン
第 1ゾ ーン

水の誕生

第 2ゾ ーン

源兵衛川散策マップ

源兵衛川近くのおすすめスポット

至 裾野

水の散歩道

ほ たるの 里

北口

湧水が枯渇し湿地状態にな
っていた蓮沼川（宮さんの川）
上流部に、湧水を流してせせ
らぎを作り、ホタルが生息でき
る水辺環境にしました。三島
市との協働で、グラウンドワー
ク三島が三島ホタルの会や、
地域住民とともに建設しまし
た。定期的な清掃や管理によ
り、5月上旬からゲンジボタルの飛ぶ姿が見られます。

至 東京

東海道新幹線

至 名古屋

JR 三島駅

渇水期の小浜池

源兵衛川の水源、三島市立公園楽寿園内

川遊びを通じ、
自然や生き物にふれ、水の大切

「小浜池」の湧水に出会える場所。川の誕生の

さを体験するゾーン。子供も大人も集まる憩いの

こ

根鉄道

伊豆箱

満水の小浜池

駅前口

菰池公園

三島市立公園

はま い け

ばま

水との 出 会 い

正門

三島街中カフェ
（1号店）
ほたるの里

●
●

小浜池

●

小浜のみち

源

1年をとおして湧水が自噴
している直径 約3m、深さ約
1.5mの市内最大の井戸です。
かつては田町簡易水道の水
源地でしたが、その役目を終
え放置されていたものを、グ
ラウンドワーク三島が「泉トラ
スト運動」によって買収し、地
域 住 民や企 業との協働によ
り整備を進めました。現在、周辺の環境整備や維持管理を行っています。

三嶋大社

●

雷井戸

三島市民生涯
●
学習センター
白滝公園
● めぐみの子
街中ファッション蛍（2号店）

桜
川

川
殿
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蓮沼川

第２ゾーン

グラウンドワーク
三島事務局

第 4ゾ ーン

● 三島商工会議所

三島市民文化会館 ●
南出口

川との 思 い 出

楽寿園

︵宮さんの川︶

第 3ゾ ーン

第１ゾーン

お

場所。県道51号から
「小浜のみち」へ曲がると、 場。川の中の飛び石散策路や、川辺も工夫され
ています。
緑豊かな源兵衛川が始まります。

南口

三島駅

至 沼津

至 熱海

東海道本線

三島駅前交番

鎌倉古道

ン。５月上旬から自生したゲンジボタルが乱舞
します。また、清流のシンボル・ホトケドジョウ

和した空間です。

などの生息環境の再生活動を進めています。

第 5ゾ ーン

水と文 化

第 6ゾ ーン

水と暮らし

第４ゾーン

館、三石神社、めがね橋など、歴史が現在と調

第５ゾーン
住宅地という環境を生かし、暮らしの中の
水を再確認できるゾーン。ミシマバイカモが、暮

わりを体感するゾーン。ミシマバイカモが大切に

らしの潤いを創り出しています。また、岸辺に

され、数多くの野鳥やゲンジボタルに会うこと

植えられたミシマザクラなどが春を彩ります。

もあります。

第 7ゾ ーン

水と農 業

第 8ゾ ーン

腰切井戸

三島市役所 ●

三島メディカルセンター

雷井戸

川

●

三島田町駅
●

三島梅花藻の里・緑と水の杜

岸の整備により、水際の環境が復元され、多く

水池は、野鳥観察もでき、人々の憩いの場とし

の生き物とふれあうことができます。

て親しまれています。富士山の眺望地点です。

三島梅花藻の里は湧水の減少と
水質悪化により市内の川から姿を
消した水中花・ミシマバイカモを復
元・育成するために、平成7（1995）
年に（公財）佐野美術館所有の湧
水地を借り、増殖基地・観光スポッ
トとして環境整備を行いました。市
三島梅花藻の里
民によるミシマバイカモの保護・増
殖活動を進め、現在では1年中観察・育苗できるまでになりました。増やし
たミシマバイカモは各河川に移植し、原風景の再生を進めています。

● 佐野美術館

水の苑緑地
51

緑と水の杜

三島郵便局

三島市消防本部

至 柿田川

源兵衛川の水で育った稲の刈り取り

至 箱根

平成26（2014）年、三島梅花藻の里の水源を含む土地が不動産業者に
買収され、貴重な湧水地が消滅の危機にさらされました。グラウンドワーク
三島の「泉トラスト運動」
（署名・募金）の成果により、三島市が湧水地を
買収しました。さらに、第26回緑の環境デザイン賞「国土交通大臣賞」の
助成金と募金で、三島梅花藻の里と一体化させた、広域の親水公園「緑と
水の杜」として、平成28（2016）年5月に整備されました。
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中郷温水池

稲作のために湧き水を太陽光で温める中郷温

●

西小

南小
南中

水辺に生きる生命の大切さを体験するゾーン。

然・都市と農村のかかわりを感じるゾーン。川

三 島 梅 花 藻 の 里・緑と水 の 杜

衛

水と生 命
第８ゾーン

市街地と農村地帯の接続点として、人と自

22（旧東海道）

中央町別館

三島市役所
大社町別館 ●
●

第６ゾーン 第７ゾーン

水の苑緑地、三島梅花藻の里・緑と水の杜
から佐野美術館に続く、芸術・文化と水のかか

時の鐘
三石神社

● 三島市役所

つるべっ子

体験するゾーン。旧東海道、時の鐘、大中島会

兵

三島広小路駅

四ノ宮川

橋によって人と川が出会い、心が安らぐゾー

第３ゾーン

宿場町の歴史を感じ、水と人とのかかわりを

三島市民活動センター
(三島本町タワー）
●
●
Via701

かんがい用水路

グラウンドワークは、1980年代初頭に英国で始まった、市民・
NPO・企業・行政とのパートナーシップによる身近な環境改善を進め
る実践的な活動です。平成4（ 1992）年、ふるさとの環境悪化に問
題意識をもった市内８つの市民団体が、
「 水の都・三島」の水辺自
然環境の再生と復活を目指して「グラウンドワーク三島実行委員会」
を発足させ、
日本で最初にグラウンドワークの手法を導入しました。平
成11
（1999）
年にはNPO法人の認証を受け、現在20の市民団体が参加しています。
これまでに、源兵衛川の環境再生活動をはじめ、市内を中心として60カ所以上で多様な
環境再生、地域再生、農業再生、環境コミュニティ
・ビジネスなどの活動に取り組み、地域
の元気創造に挑戦しています。

