
＜筏師の道ウォーク レポート＞ 

 毎月連載してきた北山川・熊野川の魅力再発見レポートの最後は、筏師の道ウォークの

様子をお届けする。 

 

【筏師の道って？】 

 北山川ではかつて、切り出した木材を筏に組んで流す「筏流し」が行われていた。「筏流

し」は道路がない時代、木材を運ぶ唯一の方法で、流れが激しい水路を櫂や棹を巧みに操

りさばいていたのが「筏師」と呼ばれる人たち。明治時代の最盛期には５００人もの筏師

がいたそうだ。 

そして、川を下り、木材を運び終わった筏師が櫂や棹をかついで歩いて帰った山道が「筏

師の道」である。 

 

【経緯】 

我々南紀熊野ジオ興しチーム北エリアのメンバーは、平成 27 年秋から、かつて筏流しが

行われていた北山川・熊野川流域を訪ね、当時のことを知る地元の方々にインタビューを

行ってきた。 

 当時の北山川・熊野川の様子や、人々の暮らしぶりについてたくさんの話を伺うことが

でき、その中身をぜひいろんな方に知って頂きたいとの思いから、そのレポートを新宮市



の広報誌や南紀熊野ジオパーク公式ホームページにて掲載してきた。 

当時を知る地元の方々の話に出てくる「筏師」の存在に興味を持った我々メンバーは、「一

度この筏師の道を歩いてみよう！」と安易な（!?）思いつきをきっかけに、平成 28 年 12

月 18 日（日）、19 日（月）の 2 日間にかけて、筏師の道を歩くことにした。 

 

【ウォーク 1 日目】 

 かつての筏師は丸 1 日かけて今回のコースの山道を戻ったらしいが、今回我々南紀熊野

ジオ興しチーム北エリアのメンバーは、２日間に分けて歩くことにした。 

 「筏師の道」といっても、既に舗装道路になってしまっている部分もあるので、かつて

と全く同じ行程というわけにはいかなかったが、1 日目は熊野川河口付近の熊野速玉大社か

ら三重県南牟婁郡紀宝町の平尾井・桐原、三重県熊野市紀和町の矢ノ川を経て、新宮市熊

野川町の飛び地・嶋津地区までの約 28 ㎞、2 日目は一部渡し船を利用して、嶋津から紀和

町の木津呂、奈良県吉野郡十津川村神下の田戸、北山村の小松を経由し、北山村役場まで

の約 19 ㎞を行程に設定した。 

  

12 月 18 日午前 6 時、10 人のメンバーがスタート地点の熊野速玉大社に集結。早朝とい

うこともあり、まだ辺りは真っ暗で、寒さが身に染みるなかのスタートとなった。 

 スタートからしばらくは舗装道路が続く。紀宝町の鮒田、高岡の集落を県道 35 号沿いに



歩く。 

    

          出発時の様子                   しばらく続く舗装道路 

 

途中、深田運動場駐車場にてトイレ休憩。この時点で 7 時 30 分。ようやく夜が明けたも

のの、まだ体が温まりきらないとのメンバーの声多数。 

 小休止を終え、再び出発。「今日はあの山を越える」と示された山はまだまだはるか向こ

う。道のりの長さを感じつつ、相野谷小学校、相野谷保育所を抜けて平尾井に 8 時 20 分に

到着。山道を登る前の 2 度目の小休止。ジオパークガイドの平野さんの自家製めはり寿司

をおやつ代わりにいただく。塩っ気が心地よく体中に染み渡る。小腹が満たされ、やや寝

ぼけていた頭もすっきりし、気力が湧いてきた。天気も良く、メンバーも皆元気だ。 

 いよいよ１つ目の山道へ。舗装道路とは打って変わって、いきなり急な上り坂が一同を

迎える。急に足に負荷がかかってきた。少し登っただけで体が汗ばむ。「この後ずっとこん

な道で大丈夫だろうか…」一抹の不安がよぎるが、ここまで来たら進むしかない。一枚服

を脱ぎ、黙々と進んだ。 



    

                     １つ目の山に向かう一行 

 

9 時過ぎには、再び舗装道路に出る。10 分ほどで桐原の集落に到着。大きなダイオウマ

ツが一行を迎える。ここから先がこの日メインとなる２度目の山道となる。長丁場に備え

て３度目の小休止。 

9 時 30 分、満を持して２つ目の山道に入る。歩き始めて１０分ほどで、集落を見渡せる

ほどの高さまで登る。そこから５分ほどすると渓流が現れた。木々の間から差し込む光が、

川の水と岩肌の苔を照らしている。これは是非見て欲しいスポットだ。私も含めて初めて

訪れたメンバーは夢中で写真を撮った。 

  

光が差し込む渓流 

 



絶景スポットを後にし、再び歩く。そろそろ疲れが出てきた。10 時 15 分過ぎ、風吹神

社に到着。やや広く開けた場所に社が建っている。 

10 時 25 分、出発。どこを見渡しても周りは杉の木だらけ。しかし良く見るとあちこち

に立派な石垣が残っている。聞けばかつて田んぼや畑をしていた跡らしい。中には周囲よ

り一段高く積まれた石垣や石積みの階段もあり、これは民家の跡だそうだ。今は人影が全

く見えない地だが、かつてはここで人の営みがあったのだ。今、ここを 1 人で歩くと誰に

会うこともなく寂しい限りだが、まだ人が暮らしていた頃であれば、帰り道を行く筏師は、

人とのふれ合いもある中でこの道を歩いて（というか走って？）いたのかなと、少し感慨

深くなった。 

  

風吹神社                     民家の跡 

 11 時頃、一旦県道に出る。降りる直前には、しめ縄を巻かれた高さ 2mはあろうかとい

う巨石が「大日輪」として祭られていた。地元の人が祭っているのだろうか？詳しいこと

は分からなかったが、ここにも自然信仰の様子が伺える。 

 小休止の後、再び山道へ。しばらく進むと、「上地のシシ垣」と書かれた看板が見えてき



た。シシ垣（猪垣、鹿垣）とはイノシシなどの害獣が農地に入ってくるのを防ぐために石

や土で築く垣のこと。ここに築かれていたシシ垣は、厚さはあまりないものの長く積まれ

た石が欠けることなく残っていた。ここにも生活の跡が垣間見える。 

   

大日輪                     上地のシシ垣 

 さらに進むと開けた平地が。桜茶屋跡というらしい。その先には民家跡と思われる石垣

がちらほら見ることができ、さらには「左 在所 右 新宮」と書かれた道標も立ってい

た。「ここから新宮て…遠いわ！」と心の中で一人ツッコミながら、この辺りに集落があっ

たことを感じつつ、12 時 10 分頃、沢に到着。 

ここで昼食休憩。歩き続けてかなり体は温まっていたが、陽が射さない場所だったため、

じっとしているとすぐに冷えてきた。食事を終えて、12 時 35 分には出発。片方しか柵が

ない橋を渡って、再び山道へ。 

   



     「左 在所 右 新宮」と書かれた道標            昼食場所の沢 

  石積みの祠のお地蔵様を通り過ぎ、とうとう下り坂に。ようやく山道の半分を過ぎた

のかなと、少しホッとしたものの、下り坂は膝に負担がかかる。振り返ると（まだ序盤だ

が…）、これまでの道は結構倒木が多く、それらをまたいだり、大きさによってはくぐるた

めにしゃがんだりし、その度に少しずつ体力を奪われていた。もちろん倒木は下り坂にも

あるので、急に疲労感が増してきた気がしつつも、さらに進む。 

    
           行く手を阻む倒木              膝に負担がかかる下り坂 

 13 時 30 分、矢倉神社跡に到着。ここでガイドの福田さんが笛を披露。山中に美しい音

色が響き渡る。心憎い演出だ。 

 ここからの下り坂はきれいに積まれた石畳の坂を進む。急勾配で、かなりきつい。 

 13 時 50 分、とうとう山道を抜け、矢ノ川の集落に出る。陽射しが心地よい。メンバー

の表情も明らかにホッとしている。 



   

              矢倉神社跡                矢倉神社に続く石畳の参道 

 

              

山道を抜けると現れる矢ノ川集落。久しぶりの陽射しがまぶしい 

 

 小休止を経て、ここからは舗装道路を進む。林道を進むとやがて国道３１１号に合流。

合流地点には矢ノ川バス停があり、車 10 台くらいは停められそうなスペースや自動販売機

もある。急に街に出てきた感じだ。しばらく国道３１１号を、途中から県道を進む。天理

教紀熊分教会、入鹿八幡宮、入鹿中学校を通り過ぎ、15 時に熊野市役所紀和分庁舎前に到

着。そこから先の旧紀和町のメインストリートだった県道７８０号を進むと、商店や書店



跡が残っていた。聞けばオークワ発祥の地もあるらしい。 

   

入鹿八幡宮                    入鹿中学校  

 

 15 時 30 分、瀞峡ウォータージェット船の小川口乗船場に到着。足が棒のようになって

動かないが、本日のゴールはすぐそこ。最後の力を振り絞って、瀞大橋を渡る。 

 15 時 45 分、瀞大橋の和歌山県側・嶋津に到着。まだ暗くならないうちに、しかも一人

の脱落者を出すこともなく到着することができ、メンバー皆、疲れの中にも達成感が見て

取れた。とは言え、足のだるさが半端ではない。本当に明日も歩けるのか…、こんなに疲

れて明朝起きられるのか…それぞれの思いを胸にメンバーは帰路についた。（周辺の清流荘

や湯ノ口温泉に泊まったり、新宮市内のホテルや自宅へ戻ったりした） 

   

小川口乗船場 



                     

     

瀞大橋から臨む北山川 

 

   

瀞大橋を渡り終える一行                  １日目終了！ 

【ウォーク２日目】 

 12 月 19 日午前 6 時 30 分、この日から歩く 3 人を加え、総勢 13 人のメンバーが嶋津

に集結。皆、やはり昨日の疲れが残っている。足が痛いという声が多い。もちろん私もだ

が…。 



         

２日目の出発の様子 

 

6 時 40 分、もう辺りが明るくなってきた頃に出発。10 分ほどで川原に降りる。対岸に

小川口乗船場が見える。川原を進み、新宮市の天然記念物にもなっている嶋津の森へ。森

というだけあって急に暗くなったが、中は苔むした道が杉の木の間を分けるように伸びて、

とても良い雰囲気だ。ガイドの平野さん曰く、昔はここで自転車に乗る練習がされていた

こともあるらしい。確かに、この辺りで数少ない平地の真っ直ぐな道である。 

10 分もしない間に森を抜け、嶋津観光協会（平野さん宅）に到着。ここで筏師が使って

いた櫂や棹を見せてもらい、実際に持たせてもらった。重い。忘れかけていたが、筏師た

ちはこの重い櫂や棹をかついで、昨日我々が歩き、そしてこれから歩く道を歩いていたの

だ。「すごい」の一言である。 



   

嶋津の森                        櫂と棹 

 

7 時 30 分、山道に入る。少し急な登り降りがあったが、15 分ほどで再び川原に。川の

対岸は三重県熊野市紀和町木津呂。川では一艘の舟が待ってくれていた。瀞峡や瀞八丁を

川舟で案内する「川舟はるや」さんだ。今回の行程で２回、渡し船をお願いしていたのだ。

渡し船は 2 回に分けて一行を対岸に運ぶ。船外機は使わずに、櫂だけで進んでもらった。

ひっそりとした中に櫂が水を掴む音だけが静かに聞こえる。時間にすれば数分だが、川霧

の浮かぶ川をゆっくりと渡るのは何とも言えない贅沢な気分だった。 

 



  

       一行を乗せる渡し船                  川霧のかかる北山川 

 

全員渡り終えたのが 8 時過ぎ。渡ってすぐの所に舟の製作所跡が、少し進むと筏師の宿

が残っていた。ガイドの平野さんによると、筏師の宿の布団は一般的な物より短く、足が

出てしまうらしい。というのも足は水に濡れることが多く、火照ってしまうので、布団を

かぶらなくてもいいからだそうだ。また、濡れた衣服を外の煙突にかけて乾かしたりして

いたらしい。なんとも豪快だ。 

8 時 15 分、筏師たちが寝泊まりしている様子に思いを馳せながら、いよいよ山道へ。い

きなり急な登り坂が一行を迎えるが、15 分ほどでビューポイントに到達。北山川が流れる

様子がよく見渡せる。 

   
今も残る筏師の宿               ビューポイントから臨む北山川 



ここからは環境省が整備している近畿自然歩道を進んだ。登り口はもちろん、途中にも

看板が整備されているので迷うこともなく、勾配もあまりなく歩きやすい道だった。 

9 時 25 分、瀞峡ウォータージェット船の田戸乗船場（奈良県十津川村）が対岸に見えて

きた。吊り橋を渡ってもよいのだが、再度川舟はるやさんに登場いただき、渡してもらっ

た。岩場へ降りて舟に乗るまでは滑りやすく非常に危険であったが、舟に乗ってしまえば、

水面とほぼ同じ高さから吊り橋や瀞ホテルなどを見渡すことができ、貴重な体験となった。 

 瀞ホテルは平成 23 年の紀伊半島大水害により被害を受け、現在カフェとして営業してい

るのみ。しかもこの時期は週末しか営業していないので、この日は外から見るだけだった

が、空いていれば是非立ち寄ってもらいたいスポットだ。カフェで休憩というわけにはい

かなかったが、昨日に引き続き平野家特製めはり寿司が振る舞われ、元気を取り戻す。 

   
再び一行を迎える川舟           川舟から見る吊り橋 

  

瀞ホテル               差し入れのめはり寿司 



 10 時 15 分、小松に向けて出発。ここも近畿自然歩道として整備されている。ここも最

初にきつい登り坂があるが、その後はわりと歩きやすい。 

 11 時 15 分、東野峠に到着。ここから下り坂。一歩一歩踏む度に膝が痛む。そんなとこ

ろに谷が出てきて道がなくなると、危険な箇所を慎重に渡らざるを得ず、余計にエネルギ

ーを消費してしまう。 

東野集落跡を経て、12 時 10 分、陽の当たる場所で昼食。この日は小川口の大和屋さん

で作ってもらっためはり寿司弁当をいただく。ボリュームがあり、４つ全て食べるとすっ

かり満腹になり、ラストスパートに向けて気力が湧いてきた。 

12 時 35 分、出発。10 分ほどして立合川の吊り橋に到着。渓谷にかかる吊り橋は画にな

る。ここもオススメしたいスポットだ。 

   

立合川の吊り橋 

近畿自然歩道ということもあり、比較的歩きやすく、また途中離脱できるよう国道へ抜

ける道もあるようで、３箇所ほど看板が見られた。 

13 時 10 分頃、有蔵の集落跡を通過。立派な屋敷があったであろう石垣が残っている。



そこから 5 分ほどで、大谷の滝。高さはそれほどないが、これまでなかった景色に思わず

シャッターを押した。 

13 時 45 分、小松茶屋跡到着。と言っても、建物はすっかり潰れてしまっており、少し

残念な景観となってしまっている。 

   
 大谷の滝                        小松茶屋跡 

 14 時 10 分、小松に到着。ここでトイレ休憩。田戸から小松まではトイレがないのが難

点。 

小松からしばらくは国道を歩く。道が狭く車が横を通る時は注意が必要だ。陽が当たる

と虹が見える「雷（いかずち）の滝」を通過し、最後の山道・神護坂峠へ。登り口が崩れ

てややわかりにくいが、急勾配なのは確か。最後の力を振り絞って登っていく。この山道

の最後もほとんど崩れており、慎重に足を進める。最後は崩落防止ネットのドアを開けて、

備え付けの今にも壊れそうな木製のはしごを伝って国道に降りた。 

全員降りたのが 15 時 30 分過ぎ。最後は国道をひたすら進む。そして 16 時 45 分、北山

村役場の駐車場に無事に到着！怪我人もなく、無事に踏破することができた。 



  

最後の難関・神護坂峠                   国道に降りる一行 

      

感動（？）のフィナーレ。皆さんお疲れさまでした！ 

 

【歩き終えて…】 

昔の筏師は櫂と棹を持って早い人だと１日で新宮から帰ってきたというが、「信じられな

い！」というのが率直な感想だ。実際に歩いてみて、改めて昔の人の体力の凄さを感じた。 



沢や渓谷などの自然の景観はもちろん、集落跡などの文化的な景観など、是非色んな人

に紹介したいスポットがたくさんあった。 

この地域を盛り上げていきたい人たちをどんどん巻き込んで、このような場所があるこ

とをＰＲしていけるよう、今後も南紀熊野ジオ興しチーム北エリアの活動に取り組んでい

きたい。 

最後になったが、この企画のために何度も下見をしてくれたジオパークガイドの皆さん

を始めとするチームの皆さんに、この場を借りてお礼を申し上げたい。 

阪口 義明 

 

最後の一枚は、２日目に撮影した北山川。２日間サポート車で回ってくれた F 氏による渾身の一枚。 


