
兵庫兵庫100100名山名山 赤穂市ﾘ黒鉄山ﾙ┈赤穂千種川河口赤穂市ﾘ黒鉄山ﾙ┈赤穂千種川河口walkwalk 2017.8.19.
久しぶ┪┋名前┋ﾘ鉄ﾙ┎┄ヂ山┲歩ゾました久しぶ┪┋名前┋ﾘ鉄ﾙ┎┄ヂ山┲歩ゾました

兵庫北播磨中国山地┎閏代たた┩┎郷兵庫北播磨中国山地┎閏代たた┩┎郷 千種・作用ズ┩南┋流┬½┪、瀬戸内海┋注ヅ千種川ﾏ千種・作用ズ┩南┋流┬½┪、瀬戸内海┋注ヅ千種川ﾏ

そ┎河口┋開デた赤穂┏呵鉄整取┎土呵┊┉千種川┎土呵ゼ堆積し┆┇ゾた街┈し┆知┩┬┫ﾏそ┎河口┋開デた赤穂┏呵鉄整取┎土呵┊┉千種川┎土呵ゼ堆積し┆┇ゾた街┈し┆知┩┬┫ﾏ

そ┎河口┋今┢呵鉄浜ゼあ┫ズ┢し┬┊い┈思い、地図┲広ド┆い┆、赤穂┎街┎西北部┋ﾘ黒鉄山ﾙ┎名┲見そ┎河口┋今┢呵鉄浜ゼあ┫ズ┢し┬┊い┈思い、地図┲広ド┆い┆、赤穂┎街┎西北部┋ﾘ黒鉄山ﾙ┎名┲見

┄デましたﾏまた、こ┎山┎ベヅ南┎地域┎名┏大津そし┆船渡┎地名┢あ┪、ズ┄┆┏こ┎辺┪┏赤穂┎海岸┄デましたﾏまた、こ┎山┎ベヅ南┎地域┎名┏大津そし┆船渡┎地名┢あ┪、ズ┄┆┏こ┎辺┪┏赤穂┎海岸

線ゼ入┪込┳┇いた┈推定さ┬、そ┎東南┋┏赤穂┎街・港┲作┃た千種川┎河口┇あ┫ﾏ線ゼ入┪込┳┇いた┈推定さ┬、そ┎東南┋┏赤穂┎街・港┲作┃た千種川┎河口┇あ┫ﾏ

また、黒鉄山山腹┋┏鉱山また、黒鉄山山腹┋┏鉱山((蝋石や黄鉄鉱┎湯ノ内蝋石や黄鉄鉱┎湯ノ内&&第二湯┎内第二湯┎内 鉱山鉱山田田ゼあ┪、黒鉄山山中┎登山道┇見たザま石ゼあ┪、黒鉄山山中┎登山道┇見たザま石

┎割┬目┋┏数多ヂ褐鉄鉱┎鉱脈ゼ見┩┬┫こ┈┊┉、考え┫┈黒鉄山┎名┏ﾘ鉄ﾙ┋関連し┆名┅デ┩┬た山┎割┬目┋┏数多ヂ褐鉄鉱┎鉱脈ゼ見┩┬┫こ┈┊┉、考え┫┈黒鉄山┎名┏ﾘ鉄ﾙ┋関連し┆名┅デ┩┬た山

┈思┃┆いまベﾏ┈思┃┆いまベﾏ

また、赤穂┎河口┏ズ┄┆塩田ゼ広ゼ┪、呵鉄浜┏┊ズ┃た┈思う┎┇ベゼ、呵鉄浜┲見た┈┎ブみグ┲見た記また、赤穂┎河口┏ズ┄┆塩田ゼ広ゼ┪、呵鉄浜┏┊ズ┃た┈思う┎┇ベゼ、呵鉄浜┲見た┈┎ブみグ┲見た記

憶ゼあ┪、千種川┎河口┢見たヂ┆、憶ゼあ┪、千種川┎河口┢見たヂ┆、88月月1919日朝早ヂ赤穂┋出ズデ┆ゾましたﾏ日朝早ヂ赤穂┋出ズデ┆ゾましたﾏ

赤穂市大津┎郷ズ┩眺┡た兵庫赤穂市大津┎郷ズ┩眺┡た兵庫100100名山名山 赤穂市ﾘ黒鉄山ﾙ赤穂市ﾘ黒鉄山ﾙ 201帰.8.19.201帰.8.19.
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兵庫100名山瓖黒鉄山瓘㽷瞢𤺋疰𥇍た赤穂 2017.8.19.



赤穂市西浜赤穂市西浜 港┎工場地帯ズ┩黒鉄山┲正面┋眺┡┫港┎工場地帯ズ┩黒鉄山┲正面┋眺┡┫ 2017.8.19. 2017.8.19. 
頂上にある反射板疰目印頂上にある反射板疰目印 赤穂の市街地赤穂の市街地 どこ㽷瞢も見えるどこ㽷瞢も見える

兵庫兵庫100100名山名山 赤穂市ﾘ黒鉄山ﾙ┈赤穂千種川河口赤穂市ﾘ黒鉄山ﾙ┈赤穂千種川河口walkwalk

久しぶ┪┋名前┋ﾘ鉄ﾙ┎┄ヂ山┲歩ゾました久しぶ┪┋名前┋ﾘ鉄ﾙ┎┄ヂ山┲歩ゾました 2017.8.19.2017.8.19.

1.1. 兵庫兵庫100100名山ﾘ黒鉄山ﾙ┋登┫名山ﾘ黒鉄山ﾙ┋登┫

2.2. 赤穂港・千種川河口赤穂港・千種川河口walkwalk 呵鉄浜┎痕跡┲探し┆呵鉄浜┎痕跡┲探し┆

3. 3. 千種川堤防ズ┩赤穂城址千種川堤防ズ┩赤穂城址



河口近ヂ┎海浜大橋北詰┨┪河口近ヂ┎海浜大橋北詰┨┪ 千種川¿流┲眺┡┫千種川¿流┲眺┡┫ 2017.8.19.2017.8.19.
兵庫北播磨中国山地┎閏代たた┩┎郷兵庫北播磨中国山地┎閏代たた┩┎郷 千種・佐用ズ┩南┋流┬½┪、瀬戸内海┋注ヅ千種川千種・佐用ズ┩南┋流┬½┪、瀬戸内海┋注ヅ千種川



レRレR播号赤穂駅前播号赤穂駅前 201帰.8.19.201帰.8.19. 新快速電車┇新快速電車┇11:1011:10到着到着

暑い夏┎一日暑い夏┎一日 ジ盆┢過ダ┆、駅前┏┉ち┩ズ言う┈静ズ┊┢┎ﾏジ盆┢過ダ┆、駅前┏┉ち┩ズ言う┈静ズ┊┢┎ﾏ

今日┏今日┏ 千種川河口┎赤穂┇千種川河口┎赤穂┇ たた┩┎痕跡┲たペ┍┫たた┩┎痕跡┲たペ┍┫walkwalkﾏﾏ

赤穂┎街┈瀬戸内┎島々ゼ一望┇ゾ┫┈いうﾘ鉄ﾙ┎名ゼ┄ヂ黒鉄山へ登┃┆、¿ズ赤穂┎街┈瀬戸内┎島々ゼ一望┇ゾ┫┈いうﾘ鉄ﾙ┎名ゼ┄ヂ黒鉄山へ登┃┆、¿ズ

┩赤穂┎街┈千種川河口┲眺┡、そ┎あ┈、赤穂┎港ズ┩千種川┎河口へ歩い┆、┩赤穂┎街┈千種川河口┲眺┡、そ┎あ┈、赤穂┎港ズ┩千種川┎河口へ歩い┆、

たた┩┎痕跡┲探ベﾏ千種川¿流ズ┩流したたた┩┎痕跡┊┉┊い┈いわ┬┫┎┇ベたた┩┎痕跡┲探ベﾏ千種川¿流ズ┩流したたた┩┎痕跡┊┉┊い┈いわ┬┫┎┇ベ

ゼ、鉄┎山ゼ、鉄┎山 黒錣山そし┆黒錣山そし┆ 千種川┎河口┲プ┃ヂ┪歩ヂ┎┏初┡┆ﾏ興味津々┇ベﾏ千種川┎河口┲プ┃ヂ┪歩ヂ┎┏初┡┆ﾏ興味津々┇ベﾏ

毎度┎こ┈┊ゼ┩、行ゾ当た┪┐┃た┪┎山・そし┆海岸歩ゾ┇あ┫ﾏ毎度┎こ┈┊ゼ┩、行ゾ当た┪┐┃た┪┎山・そし┆海岸歩ゾ┇あ┫ﾏ

┈┪あえペ駅┎観光案内所へ飛び込┳┇┈┪あえペ駅┎観光案内所へ飛び込┳┇ 色々教え┆┢┩うﾏ色々教え┆┢┩うﾏ
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参考参考 赤穂市赤穂市 黒鉄山┈ﾘ鉄ﾙ┈┎関連┋┄い┆黒鉄山┈ﾘ鉄ﾙ┈┎関連┋┄い┆

黒鉄山の名前のょ来について皕瞟痀わ㽷瞢瘘𤩍

𥆩た𤩍黒鉄山の麓㽷瞢𤩍千種川の河口に㽷痏ての㽷つ

ての赤穂の沿岸部皕塩田㿉して開発さ矟たこ㿉もあ瘥て

砂鉄浜疰広疰瘥ていた㿉いう話皕赤穂の街𤹪聞いても

瞟痀わ㽷瞢𤺋㽷瘥た璒

黒鉄山のɔ山口 瓖湯の内瓘㿉いう地名皕製鉄膅たた瞢䐢

関連地名𤹪皕𤺋い㽷㿉いう人疰いる璒

し㽷し𤩍製鉄関連の遺跡皕確認さ矟てい𤺋い璒

𥆩た𤩍大津湯の内のɔ山道入口の東北側 黒鉄山の

山腹にある湯の内鉱山皕褐鉄鉱𤩍黄鉄鉱𤩍第二湯の内

鉱山皕𤩍黄鉄鉱・蝋石疰採掘さ矟ている璒

このこ㿉㽷瞢 黄鉄鉱の鉱脈疰入瘥た石の色𤺋ど㽷瞢𤩍

鉱石疰出る山㿉して黒鉄山の名疰ついたの㽷もし矟癕

𥆩た𤩍大津の地に皕黒鉄山㽷瞢土砂疰流矟て港疰埋𥆩瘥

た㿉伝える災害伝承も残瘥ている璒

インタ籞窬ット検索瞟瞤



赤穂市西浜赤穂市西浜 港┎工場地帯ズ┩黒鉄山┲正面┋眺┡┫港┎工場地帯ズ┩黒鉄山┲正面┋眺┡┫ 2017.8.19.2017.8.19.



赤穂市西浜赤穂市西浜 港┎工場地帯ズ┩黒鉄山┲正面┋眺┡┫港┎工場地帯ズ┩黒鉄山┲正面┋眺┡┫ 2017.8.19. 2017.8.19. 
頂上にある反射板疰目印頂上にある反射板疰目印 赤穂の市街地赤穂の市街地 どこ㽷瞢も見えるどこ㽷瞢も見える

兵庫兵庫100100名山名山 赤穂市ﾘ黒鉄山ﾙ┈赤穂千種川河口赤穂市ﾘ黒鉄山ﾙ┈赤穂千種川河口walkwalk

久しぶ┪┋名前┋ﾘ鉄ﾙ┎┄ヂ山┲歩ゾました久しぶ┪┋名前┋ﾘ鉄ﾙ┎┄ヂ山┲歩ゾました

1.1. 兵庫兵庫100100名山名山標高430m ﾘ黒鉄山ﾙ┋登┫ﾘ黒鉄山ﾙ┋登┫

西播磨の赤穂の街㿉瀬戸内海の見晴瞢し台



湯┎内登山口湯┎内登山口→→ 鍋森神社鍋森神社→→ 笹谷分岐笹谷分岐→→ 黒鉄山黒鉄山

兵庫100名山 黒鉄山標高430m 赤穂の街㿉海の見晴瞢し台

黒鉄山┋┄い┆┏ 全ヂ予備セ知識┊ヂ、

イン』ろネット┋┨┬┐、

国道2プ0号新田ズ┩県道96号┋入┪、

高速┲越え┆ズ┩1┄┡┎信号┲右折ベ┫ﾏ

新債線高架手前┎細い道┲道┊┪┋進┠┈、湯┎内登山口ﾏ

登山口ズ┩┏ 樹木┋包ま┬た山体┎襞┎中┈いうズ

╃まゼ埋┡┫浅い谷┎[グザク道┲登┪、

約1時間┇頂¿部へ┇┩┬┫┈ﾏ

① 笹谷分岐ま┇╃ま┈折┬た諜混プ┪┎┈┆┢歩ゾ┋ヂい道

ゼ続ゾまベ鰺崩┬┨デ┎柵あ┪鯲

f 頂¿ま┇展望ゼ利ズ┊いゼ、頂¿部┏広い台地┋┊┃┆い┆、

赤穂┎市街地・港ゼ手┋取┫┨うﾏ

そ┎南┋┏瀬戸内海┎家島・小豆島ゼ眺┡┩┬┫絶好┎展望台

実際に山に入る㿉 歩痀たびに瘘る瘘る崩矟る軟弱𤺋祘箵場の禕ザ禕道璒

道疰消えて 𤹪こ眭この斜面 どこ𤹪も歩痏るの𤹪瘃疰𤩍思瘥た以上に歩疷に痀い璒

そ砉𤺋祘箵疰上𥆩𤹪続いていて𤩍見えて皕いるの𤹪瘃疰𤩍い矤砉𤺋㿉こ矤に踏み跡疰あ瞤𤩍余計に手間取る璒

𥆩た𤩍山の中の案内に皕

瓖赤穂市民の䆴イ䄅ン禕道に整備さ矟た道瓘㿉イラスト入瞤𤹪記さ矟て皕いるの𤹪瘃疰𤩍㿉ても㿉ても悪路𤹪瘃璒

𤹪も𤩍どこ𤹪もɔ矟るの𤹪𤩍迷うこ㿉皕𤺋痀𤩍 40便眚ど𤹪抜痏てし𥆩える璒
𥆩た𤩍頂上部の台地㽷瞢皕素晴瞢しい瀬戸内の景色疰眺𥇍瞢矟𤩍や瘥皠瞤 兵庫100名山に選定さ矟た価値疰ある㿉璒

JR赤穂駅前㽷瞢 相生㽷瞢岡山県の備前へ赤穂の海岸沿いを走る国道250号を西へ走瞤𤩍新田㽷瞢北へ 赤穂市街地の北の山

並みに向㽷う県道96号に皕い瞤𤩍 大津川沿いを黒鉄山山麓へ向㽷う璒
大津川の橋を渡る㿉道皕 西へ祊籞ブして𤩍山間の大津地域に入瞤𤩍山陽自動車道を痀痆る㿉 右手山並みに沿瘥て山陽新幹線璒

その後矤の山並み中央にど瘥㽷瞤㿉座る黒鉄山疰見える璒 一つ目の信号の所㽷瞢北に折矟𤩍黒鉄山の山こ 湯の内集落へ

新幹線の高架の手前㽷瞢の細い道を西へ高架を痀痆瘥た㿉こ矤疰𤩍黒鉄山の湯の内ɔ山口瘛瘥た璒 TAXI𤹪15便弱𤹪した璒



今回┎発端┏今回┎発端┏ 千種川ゼ流┬½┫北播磨┎たた┩┎郷千種川ゼ流┬½┫北播磨┎たた┩┎郷

千種や佐用┋┏何度┢行ヂ┎┇ベゼ、千種川┎河口┲千種や佐用┋┏何度┢行ヂ┎┇ベゼ、千種川┎河口┲

┦┃ヂ┪歩いたこ┈ゼ┊いﾏ┦┃ヂ┪歩いたこ┈ゼ┊いﾏ

特┋遠浅┎塩田地帯特┋遠浅┎塩田地帯 西浜地区┋┏い┃たこ┈ゼ┊いﾏ西浜地区┋┏い┃たこ┈ゼ┊いﾏ

以前訪┬たこ┈ゼあ┫河口┎東側以前訪┬たこ┈ゼあ┫河口┎東側 呵越や海浜公園┇┢呵越や海浜公園┇┢

呵鉄┲見た記憶┏┊いし、千種川河口┎西浜┏千種川ゼ呵鉄┲見た記憶┏┊いし、千種川河口┎西浜┏千種川ゼ

運┳─土呵┇┇ゾた遠浅海岸┎塩田地帯ﾏ運┳─土呵┇┇ゾた遠浅海岸┎塩田地帯ﾏ

今┏工業地帯┋変貌し┆い┫ﾏ今┏工業地帯┋変貌し┆い┫ﾏ

┇┢、こ┎千種川河口┎西浜┋┏呵鉄ゼ堆積し┆い┫┈┇┢、こ┎千種川河口┎西浜┋┏呵鉄ゼ堆積し┆い┫┈

┎ブみク┲見た記憶ゼあ┫ﾏ┎ブみク┲見た記憶ゼあ┫ﾏ

┒┧┄┒┧┄┈し┆┈し┆ そ┳┊呵号ゼ西浜┋あ┫ズ┢し┬┊い┈そ┳┊呵号ゼ西浜┋あ┫ズ┢し┬┊い┈

千種川┎河口┋興味津々ﾏ千種川┎河口┋興味津々ﾏ

また、そ┳┊過程┇赤穂┎地図┲眺┡┆い┆、見┄デたまた、そ┳┊過程┇赤穂┎地図┲眺┡┆い┆、見┄デた

ズ┄┆┎西浜海岸┎奥┋そびえ┫黒鉄山素晴┩しい展望┎山┈いうﾏズ┄┆┎西浜海岸┎奥┋そびえ┫黒鉄山素晴┩しい展望┎山┈いうﾏ

こち┩┢こち┩┢ ┒┧┃┈し┆・・・┇あ┫ﾏ┒┧┃┈し┆・・・┇あ┫ﾏ

案内所┇赤穂┎海岸┇呵鉄ゼ見┩┬┫場所ゼ残┃┆い┊いズ案内所┇赤穂┎海岸┇呵鉄ゼ見┩┬┫場所ゼ残┃┆い┊いズ??┈┈ 聞ゾましたゼ、聞ゾましたゼ、

や┃┑┪海岸┋堆積した呵鉄┊┉誰┢知┩┊い┈いうﾏや┃┑┪海岸┋堆積した呵鉄┊┉誰┢知┩┊い┈いうﾏ

また、黒鉄山┎登┪口大津地区へ┏バスゼあ┫ゼ、本数ゼ少┊ヂ歩ヂ┈随分ズズ┫┈聞ゾ、また、黒鉄山┎登┪口大津地区へ┏バスゼあ┫ゼ、本数ゼ少┊ヂ歩ヂ┈随分ズズ┫┈聞ゾ、

』ク‶』ク‶切切┇登┪口ま┇行┃┆、懇┪┲ぶ┩ぶ┩歩い┆、赤穂┎西浜海岸へ出┫こ┈┋し┆、┇登┪口ま┇行┃┆、懇┪┲ぶ┩ぶ┩歩い┆、赤穂┎西浜海岸へ出┫こ┈┋し┆、

地図┲┢┩┃┆地図┲┢┩┃┆ 』ク‶ろ┇出発ﾏ』ク‶ろ┇出発ﾏ

こ幸運┋┢運転手さ┳┏こ幸運┋┢運転手さ┳┏ 何度ズ登山口ま┇案内したこ┈あ┫┎┇、道┏わズ┫┈聞ゾ、何度ズ登山口ま┇案内したこ┈あ┫┎┇、道┏わズ┫┈聞ゾ、

ラッ╄ろﾏラッ╄ろﾏ 呵鉄┎話┢し、無線┇い┭い┭聞い┆ヂ┬た┎┇ベゼ、や┃┑┪知┩┌┈ﾏ呵鉄┎話┢し、無線┇い┭い┭聞い┆ヂ┬た┎┇ベゼ、や┃┑┪知┩┌┈ﾏ

懇┪┎町中へ┎道筋┲頭┋入┬┊ゼ┩、駅ズ┩約懇┪┎町中へ┎道筋┲頭┋入┬┊ゼ┩、駅ズ┩約1プ1プ分弱┇分弱┇ 大津地区┋入┪、大津地区┋入┪、

山陽自動車道・新債線ゼ東西┋走┪抜デ┫黒鉄山┎南山麓山陽自動車道・新債線ゼ東西┋走┪抜デ┫黒鉄山┎南山麓 湯┎内登山口┇したﾏ湯┎内登山口┇したﾏ



海岸沿い┲西へ備前へ向ズう国道2プ6号ズ┩新田┎大ゾ┊交差点┇別┬、右へ大津地域ズ┩山

並┟┎間┲備前へ向ズう県道96号線┋入┪、大津川┎橋┲渡┫┈道┏ 西へカろブし┆、山間

┎大津地域ﾏ山陽自動車道┲ヂヅ┫┈右手山並┟┋沿┃┆山陽新債線┎高架橋ゼ見え、そ┎後

┭中央┋┉┃ズ┪┈斎┫黒鉄山ゼ斎┃┆い┫ﾏこ┎高架橋┎所ゼ黒森山┎登山口─そう─ﾏ

県道ププ帰へ入┫標識┇北┋折┬┆、黒鉄山┎山裾湯┎内集落へ向ズい 新債線┎高架┎手前ズ

┩┎細い道┲西へ高架┲ヂヅ┃た┈こ┭ゼ、黒鉄山┎湯┎内登山口─┃たﾏ

TAXル┇1プ分弱┇したﾏ

黒森山黒森山 湯┎内登山口入口湯┎内登山口入口 201帰.8.19.201帰.8.19.



県道県道ププ帰ププ帰号線号線 山陽新債線高架前山陽新債線高架前 ここ┲右┋折┬高架┲ヂヅ┫┈登山口ここ┲右┋折┬高架┲ヂヅ┫┈登山口 2017.8.19.

県道県道ププ帰ププ帰┏効調┲ヂヅ┪湯┎内団地ズ┩黒鉄山┎山腹┲登┪、湯┎内谷┋沿┃┆黒鉄山┎北側へ回┏効調┲ヂヅ┪湯┎内団地ズ┩黒鉄山┎山腹┲登┪、湯┎内谷┋沿┃┆黒鉄山┎北側へ回

┪込┟、山陽線ゼ走┫赤穂市西有年┇国道┪込┟、山陽線ゼ走┫赤穂市西有年┇国道22号線┋結ぶ号線┋結ぶ



県道県道ププ帰ププ帰号線号線 山陽新債線高架前山陽新債線高架前 ここ┲右┋折┬高架┲ヂヅ┫┈登山口ここ┲右┋折┬高架┲ヂヅ┫┈登山口 2017.8.19.
県道県道ププ帰ププ帰┏効調┲ヂヅ┪湯┎内団地ズ┩黒鉄山┎山腹┲登┪、湯┎内谷┋沿┃┆黒鉄山┎北側へ回┏効調┲ヂヅ┪湯┎内団地ズ┩黒鉄山┎山腹┲登┪、湯┎内谷┋沿┃┆黒鉄山┎北側へ回

┪込┟、山陽線ゼ走┫赤穂市西有年┇国道┪込┟、山陽線ゼ走┫赤穂市西有年┇国道22号線┋結ぶ号線┋結ぶ



細い道┊┪┋高架┲ヂヅ┪、山陽新債線蕚網沿い┋少し進┠┈右┋登山口細い道┊┪┋高架┲ヂヅ┪、山陽新債線蕚網沿い┋少し進┠┈右┋登山口 2017.8.19.



黒鉄山湯┎内登山口黒鉄山湯┎内登山口 蕚網┎扉┲開デ┆奥へ進┠蕚網┎扉┲開デ┆奥へ進┠ 201帰.8.19.201帰.8.19. 11:3811:38



湯ノ内登山口湯ノ内登山口

鍋森神社鍋森神社

笹谷分岐笹谷分岐

反射板反射板

山陽新幹線山陽新幹線

湯の内ɔ山口湯の内ɔ山口→→ 鍋森神社鍋森神社→→ 笹谷便岐笹谷便岐→→ 黒鉄山黒鉄山

湯┎内団地湯┎内団地

県

道

県

道

55
7

55
7号
線

号

線



扉┲閉┡┆黒森山┎登山道へ入┫ 2017.8.19.
ほ├ ま┃ベヅ直登┎浅い谷筋┲頂¿部ま┇登┃┆┦ヂ







鍋森神社前鍋森神社前 こ┎ほろト┎案内板ゼ立┃┆いましたこ┎ほろト┎案内板ゼ立┃┆いました 201帰.8.19.   201帰.8.19.   11:ブ611:ブ6





里山防災林整備┎案内板 ┨ヂ整備さ┬┆、楽勝┈思┃た┎┇ベゼ・・・・・・

黒鉄山┎山腹┲美しい里山┋整備ベ┫事業┇遊歩道・植林整備ゼ行わ┬た┈意味┲取┪臍え┆いましたﾏ

歩ゾ出し┆わズ┃た┎┇ベゼ、頂¿部┎ベヅ½ま┇、軟弱┇ベヅ崩┬┆久米足場┎悪い╃ま場ゼ┄┅ヂ

谷筋ﾏ直登ほろト┇┏あ┫┎┇ベゼ、防災¿┏危険┊場所ﾏ そ┬┲克服ベ┫た┡、防災林整備ゼ┊さ

┬た場所┇、道┏登山道┈いう┨┪、防災林┎管理道路┈いう┎ゼ目的┇したﾏ

短時間┇頂¿┋到臉┇ゾ┫┎┇ベゼ、悪路┇したﾏ



赤い鳥居┲ヂヅ┃┆赤い鳥居┲ヂヅ┃┆ 森┎中へ森┎中へ 201帰.8.19.201帰.8.19.

石こ┭─┩デ┎参道ゼ奥┎鍋森神社┎祠ま┇続い┆い┫石こ┭─┩デ┎参道ゼ奥┎鍋森神社┎祠ま┇続い┆い┫



谷筋┲登┃┆┦ヂ┈奥┋鍋森神社┎祠ゼ見え┫ 201帰.8.19.

こ┎辺┪┏谷筋┎パヂ普通┎山道┇ベ



黒鉄山黒鉄山 鍋森神社参道鍋森神社参道 奥に小さ𤺋祠疰見える奥に小さ𤺋祠疰見える 2017.8.19.2017.8.19.
誰もい𤺋い静㽷𤺋森の中誰もい𤺋い静㽷𤺋森の中 夏の日差し疰遮瞢矟て心地瞟い夏の日差し疰遮瞢矟て心地瞟い



鍋森神社の祠㽷瞢上皕ゴ箼ゴ箼の踏み跡鍋森神社の祠㽷瞢上皕ゴ箼ゴ箼の踏み跡 雑木の間を秖禕ザ祲にɔ瘥てゆ痀璒雑木の間を秖禕ザ祲にɔ瘥てゆ痀璒

そ砉𤺋踏み跡疰い痀つもあ瘥て𤩍メインの道疰所々𤹪勉矟ている璒瘘る瘘る滑瘥て歩疷に痀い璒そ砉𤺋踏み跡疰い痀つもあ瘥て𤩍メインの道疰所々𤹪勉矟ている璒瘘る瘘る滑瘥て歩疷に痀い璒

谷の中谷の中 見通し疰疷痀の𤹪心配皕𤺋いの𤹪瘃疰𤩍歩疷瘘瞢痀𤩍早痀抜痏たい𤺋畐・・・・・㿉璒見通し疰疷痀の𤹪心配皕𤺋いの𤹪瘃疰𤩍歩疷瘘瞢痀𤩍早痀抜痏たい𤺋畐・・・・・㿉璒

11:50



管理道┲見┄デ┆、トラバろスベ┫ゼ管理道┲見┄デ┆、トラバろスベ┫ゼ また跡ε┬┫ﾏ結局また跡ε┬┫ﾏ結局 ズ┄┆整備さ┬た道ゼペ┬落ち┆ズ┄┆整備さ┬た道ゼペ┬落ち┆

╃ま場┋┊┃┆┄┊ゼ┃┆い┊い┎─┈わズ┫ﾏ╃ま場┋┊┃┆┄┊ゼ┃┆い┊い┎─┈わズ┫ﾏ

┇┢┇┢ こ┎谷筋ズ┩離┬┌┨うこ┎谷筋ズ┩離┬┌┨う みろこや柵みろこや柵 ペ┬落ち防拍策ゼ施さ┬┆い┫場所┢あ┪、ペ┬落ち防拍策ゼ施さ┬┆い┫場所┢あ┪、

そ┬┩┲見┄デ┊ゼ┩、黒鉄山┎南斜面┎山体┎╃ま場┲[グザク┋┨プ登┃┆┦ヂﾏそ┬┩┲見┄デ┊ゼ┩、黒鉄山┎南斜面┎山体┎╃ま場┲[グザク┋┨プ登┃┆┦ヂﾏ

11:51







11:53



足元の石を眺𥇍る㿉鉄鉱脈㿉思わ矟る赤黒い筋やそして割矟た表面の上に赤黒い面疰足元の石を眺𥇍る㿉鉄鉱脈㿉思わ矟る赤黒い筋やそして割矟た表面の上に赤黒い面疰

みえる璒この赤黒い鉱物皕鉄系鉱物瘛矤う璒みえる璒この赤黒い鉱物皕鉄系鉱物瘛矤う璒 この山の石に見える鉄系鉱物の存在疰この山の石に見える鉄系鉱物の存在疰

黒鉄山の名前のょ来㽷もし矟癕璒黒鉄山の名前のょ来㽷もし矟癕璒

黒鉄山┎ザま石┋数多ヂ赤黒い鉄系鉱物黒鉄山┎ザま石┋数多ヂ赤黒い鉄系鉱物((褐鉄鉱褐鉄鉱??田田ゼ入┃┆い┫ゼ入┃┆い┫



足元の石を眺𥇍る㿉鉄鉱脈㿉思わ矟る赤黒い筋やそして割矟た表面の上に赤黒い面疰足元の石を眺𥇍る㿉鉄鉱脈㿉思わ矟る赤黒い筋やそして割矟た表面の上に赤黒い面疰

みえる璒この赤黒い鉱物皕鉄系鉱物瘛矤う璒みえる璒この赤黒い鉱物皕鉄系鉱物瘛矤う璒 この山の石に見える鉄系鉱物の存在疰この山の石に見える鉄系鉱物の存在疰

黒鉄山の名前のょ来㽷もし矟𤺋い璒黒鉄山の名前のょ来㽷もし矟𤺋い璒

黒鉄山┎ザま石┋数多ヂ赤黒い鉄系鉱物黒鉄山┎ザま石┋数多ヂ赤黒い鉄系鉱物((褐鉄鉱褐鉄鉱??田田ゼ入┃┆い┫ゼ入┃┆い┫



11:53





12:04
╃ま場┎悪路╃ま場┎悪路 道標ズ┩┏ま┃ベヅ¿へ諂段ゼ整備さ┬┆い┫ﾏ道標ズ┩┏ま┃ベヅ¿へ諂段ゼ整備さ┬┆い┫ﾏ

┢う╃ま場┢抜デ┫─┭うﾏ┢う╃ま場┢抜デ┫─┭うﾏ ほ┃┈一息ほ┃┈一息



12:14

╃ま┎谷┎中┲や┃┈通過し┆、╃ま┎谷┎中┲や┃┈通過し┆、

傾斜ゼ緩い山道┋傾斜ゼ緩い山道┋ 山頂┏近い山頂┏近い

急┋視界ゼ開デ、山頂部┋あ┫反射板ゼ見え┫ﾏ

山頂へ┏ま─┢う少しあ┫ 12:32



樹木の間㽷瞢海疰みえ𤩍小豆島疰浮㽷砉𤹪いる樹木の間㽷瞢海疰みえ𤩍小豆島疰浮㽷砉𤹪いる 2017.8.19.2017.8.19.



前方奥に笹谷の標識疰見え𤩍黒鉄山稜線㽷瞢北へ笹谷へ託る道の便岐点前方奥に笹谷の標識疰見え𤩍黒鉄山稜線㽷瞢北へ笹谷へ託る道の便岐点 稜線を右へɔ矟ば頂上稜線を右へɔ矟ば頂上

林┎中┇視界┏開デ┊いゼﾏ黒鉄山稜線林┎中┇視界┏開デ┊いゼﾏ黒鉄山稜線((笹谷へ┎分岐笹谷へ┎分岐田田┋出た┋出た 201帰.8.19.201帰.8.19. 12:ブ012:ブ0



黒鉄山稜線黒鉄山稜線 林┎中┲西へ少し行ヂ┈反射板┎横へ出た林┎中┲西へ少し行ヂ┈反射板┎横へ出た 201帰.8.19.201帰.8.19.

赤穂┎市街地┉こズ┩┢見え┫黒鉄山┎‶ンボほ┎頂¿反射板─赤穂┎市街地┉こズ┩┢見え┫黒鉄山┎‶ンボほ┎頂¿反射板─ 12:48



反射板┎横┲抜デ┫┈遮┫┢┎┎┊い広い頂¿台地へ出た(南側田

標高ブ30m 黒鉄山 到着 201帰.8.19. 12:50
正面に見える台の上にɔる㿉南瀬戸内側の景色疰一望正面に見える台の上にɔる㿉南瀬戸内側の景色疰一望



頂上台地の東端に反射板疰見え𤩍中央に皕赤穂の街の奥頂上台地の東端に反射板疰見え𤩍中央に皕赤穂の街の奥 瀬戸内海に家島群島・瀬戸内海に家島群島・ 小豆島璒小豆島璒

直託に目を向痏る㿉直託に目を向痏る㿉 ɔ山口へ先程入瘥て疷た備前へ抜痏てゆ痀県道ɔ山口へ先程入瘥て疷た備前へ抜痏てゆ痀県道5656号の山間沿い璒号の山間沿い璒

狭い大津川の谷間を山陽自動車道㿉新幹線疰交差して走瞤抜痏てゆ痀の疰見える璒狭い大津川の谷間を山陽自動車道㿉新幹線疰交差して走瞤抜痏てゆ痀の疰見える璒



黒鉄山㽷瞢南側の展望黒鉄山㽷瞢南側の展望 左左 赤穂の街の後矤に家島群島赤穂の街の後矤に家島群島 右に小豆島疰浮㽷砉𤹪いる右に小豆島疰浮㽷砉𤹪いる

黒鉄山㽷瞢眺𥇍た赤穂黒鉄山㽷瞢眺𥇍た赤穂 左手に千種川左手に千種川 右手に赤穂の港疰見える右手に赤穂の港疰見える



標高ブ30m 黒鉄山 到着 記録箱前 201帰.8.19. 12:50
東西に延びる広い台地の北側に皕 岡山・兵庫県境の山々疰見得ている



黒鉄山山頂 ɔ山記録箱の近痀に2等濯角点疰あるの𤹪瘃疰𤩍 今回見落㿉し𥆩した 2017.8.19.

こ矟疰濯角点㽷?

葰



千種川河口┋広ゼ┫赤穂┎市街地 201帰.8.19. 黒森山┨┪

● 写真中央左㽷瞢右へ流矟託る千種川の河口疰見えて𤩍河口東岸の兵庫一の低山 唐船山疰見える

● 写真右端に皕𥆩瘥瘃痆赤穂の港へ向㽷う県道96号疰見え 県道の左手に赤穂の中心部疰広疰瘥ている

● 写真に皕見えてい𤺋い疰この写真の右に㽷つての西浜沿岸 赤穂の港疰ある

赤穂城址公園赤穂城址公園

千種川河口千種川河口

県

道

96
号



千種川河口┋┒┭ゼ┫赤穂┎市街地 加里屋の関電発電所の地先に砂渝疰見える加里屋の関電発電所の地先に砂渝疰見える

千種川河口西岸 㽷つての西浜塩田地帯に広疰る赤穂港の工場群

黒森山┎頂¿ズ┩千種川西岸沿岸┋呵浜ゼあ┫ズ 目┲凝┩ベ



唐船山唐船山

千種川河口千種川河口

赤穂城址公園赤穂城址公園 西沖西沖

JR JR 赤穂線赤穂線

赤

穂

城

址

赤

穂

城

址

県

道

96
号

加里屋加里屋

千鳥町団地千鳥町団地

千種川河口┋広ゼ┫赤穂┎市街地 201帰.8.19. 黒森山┨┪

黒森山┎頂¿ズ┩千種川西岸沿岸┋呵浜ゼあ┫ズ 目┲凝┩ベﾜ1

千種川河口東岸に皕赤穂海浜公園疰あ瞤𤩍浜疰ある疰人工浜? 𥆩た以前調𥄢た時も浜に砂鉄皕𤺋㽷瘥た



千種川河口西沿岸 ズ┄┆┎西浜塩田地帯┋広ゼ┫赤穂港 全景 201帰.8.19.

ズ┄┆塩田ゼ広ゼ┃た西浜沿岸┏工業地帯┈┊┃┆、護岸ゼ整備さ┬、

呵浜┏見┩┬ペﾏ わペズ┋関電発電所┎先┋小さ┊呵号ゼ見┩┬┫┎┟ﾏ

赤穂港赤穂港

関電赤穂発電所関電赤穂発電所

住友大阪セメント住友大阪セメント

黒森山┎頂¿ズ┩千種川西岸沿岸┋呵浜ゼあ┫ズ 目┲凝┩ベﾜ2ﾝ



千種川河口西岸 㽷つての西浜塩田地帯に広疰る赤穂港の工場群

関電赤穂発電所関電赤穂発電所

西浜

大津川大津川

住友大阪セメント住友大阪セメント

赤穂港赤穂港

赤穂太陽肘発電所

ズ┄┆塩田ゼ広ゼ┃た西浜沿岸┏工業地帯┈┊┃┆、護岸ゼ整備さ┬、呵浜

┏見┩┬ペﾏ わペズ┋関電発電所┎先┋小さ┊呵号ゼ見┩┬┫

黒森山┎頂¿ズ┩千種川西岸沿岸┋呵浜ゼあ┫ズ 目┲凝┩ベﾜ3ﾝ



千種川河口┋┒┭ゼ┫赤穂┎市街地 加里屋の関電発電所の地先に砂渝疰見える加里屋の関電発電所の地先に砂渝疰見える

千種川河口西岸 㽷つての西浜塩田地帯に広疰る赤穂港の工場群

黒森山┎頂¿ズ┩千種川西岸沿岸┋呵浜ゼあ┫ズ 目┲凝┩ベﾜ4ﾝ



赤穂┎街┎向こう┋家島群島ゼヂ┃ゾ┪┟えました赤穂┎街┎向こう┋家島群島ゼヂ┃ゾ┪┟えました 201帰.8.19.201帰.8.19.

淡路や須磨川ズ┩見え┌西島全体┎姿ゼ見え┆ラッ╄ろ┇ベ淡路や須磨川ズ┩見え┌西島全体┎姿ゼ見え┆ラッ╄ろ┇ベ



南西側南西側 小豆島┢少しズベ┳┇いましたゼ、間近┋┊ゼ┡┩┬ました小豆島┢少しズベ┳┇いましたゼ、間近┋┊ゼ┡┩┬ました 201帰.8.19.201帰.8.19.



黒鉄山ズ┩北側┎展望黒鉄山ズ┩北側┎展望 201帰.8.19.201帰.8.19. 山また山山また山 幾菻┋┢山並┟ゼ続い┆いましたﾏ幾菻┋┢山並┟ゼ続い┆いましたﾏ

山┎名前┏┨ヂ知┪ませ┳ゼ、一番奥┋見え┫山並┟┏中国山地 岡山/兵庫県境┎山々ﾏ

濠奥┎山┏岡山県┎那岐山 そし┆ 右手奥┏ 千種川┎流┬出ベ奥播磨・千種┎山並┟┇し┧うズ・・・



赤穂の沿岸部をし瘥㽷瞤頭に入矟𤩍次皕赤穂の港㽷瞢千種川の河口へ行痀赤穂の沿岸部をし瘥㽷瞤頭に入矟𤩍次皕赤穂の港㽷瞢千種川の河口へ行痀 2017.8.19.2017.8.19.
時間的余裕疰𤺋いの𤹪時間的余裕疰𤺋いの𤹪 いや𤺋道𤹪瘃疰𤩍𥆩瘥瘃痆も㿉来た道を託山瘃るいや𤺋道𤹪瘃疰𤩍𥆩瘥瘃痆も㿉来た道を託山瘃る 13:18.13:18.



13:ブ帰13:ブ帰 ╃ま道┲½┃┆╃ま道┲½┃┆ 約約3030分分 鍋森神社┎入口┋戻┃┆ゾました鍋森神社┎入口┋戻┃┆ゾました

登┪┏鍋森神社┎森┎中┎旧道┲ペ┃┈歩い┆いた┎┇┏┊いズ┈、登┪┏鍋森神社┎森┎中┎旧道┲ペ┃┈歩い┆いた┎┇┏┊いズ┈、

懇┪┏周褐┲見┊ゼ┩注意し┆½┃た┎┇ベゼ、結局懇┪┢歩ゾ┋ヂい╃ま場道ﾏ遊歩道懇┪┏周褐┲見┊ゼ┩注意し┆½┃た┎┇ベゼ、結局懇┪┢歩ゾ┋ヂい╃ま場道ﾏ遊歩道

┏┊ヂ、整備さ┬た道┏┢う┏┊ヂ、整備さ┬た道┏┢う1010年た┃┆、随分崩┬┆い┫┈・・・・・ﾏ年た┃┆、随分崩┬┆い┫┈・・・・・ﾏ

┇┢約┇┢約11時間┇頂¿┋立ち、赤穂┎市街地┲中心┈した瀬戸内┎展望┏素晴┩しヂ、兵庫時間┇頂¿┋立ち、赤穂┎市街地┲中心┈した瀬戸内┎展望┏素晴┩しヂ、兵庫

100100名山┎山─┈ﾏ名山┎山─┈ﾏ

また、私┋┏また、私┋┏ 久しぶ┪┎ﾘ鉄ﾙ┎名前ゼ┄ヂ山ﾏ久しぶ┪┎ﾘ鉄ﾙ┎名前ゼ┄ヂ山ﾏ

千種川・大津川ゼ流した土呵ゼ今┎赤穂┎街┎原型┲作┃たこ┈┢実感┇ゾましたﾏ千種川・大津川ゼ流した土呵ゼ今┎赤穂┎街┎原型┲作┃たこ┈┢実感┇ゾましたﾏ

面白い山┇したﾏ面白い山┇したﾏ ┊い┈思いまベゼ、次┏千種川河口┎呵鉄探しへ┊い┈思いまベゼ、次┏千種川河口┎呵鉄探しへ



夏┎日差しゼテほ┄デ┫中、湯┎内ズ┩県道夏┎日差しゼテほ┄デ┫中、湯┎内ズ┩県道9696号線┎号線┎TT字路┋戻┫┈都合┎いいこ┈┋字路┋戻┫┈都合┎いいこ┈┋

1プ1プ分ほ┉待┆┐、赤穂┎街へ出┫分ほ┉待┆┐、赤穂┎街へ出┫1ブ:301ブ:30┎バスゼあ┫ﾏ┎バスゼあ┫ﾏ 黒森山┎頂¿ズ┩眺┡たま┃黒森山┎頂¿ズ┩眺┡たま┃

ベヅ港へ出┫県道ベヅ港へ出┫県道9696号┈国道号┈国道2プ02プ0号┈┎交差点号┈┎交差点 新田ま┇バス┇行ヂこ┈┋ﾏ新田ま┇バス┇行ヂこ┈┋ﾏ

県道県道9696号へ出る号へ出るTT字路字路 大津西口バス停前大津西口バス停前 2017.8.19.2017.8.19.



県道県道9696号へ出┆号へ出┆ 兵庫兵庫100100名山ﾘ黒鉄山名山ﾘ黒鉄山 ﾙﾙ ┎姿┲カメラ┋┎姿┲カメラ┋ 201帰.8.19.201帰.8.19.

黒森山の頂上部にあるシン笯ルの反射板皕この麓㽷瞢皕見瞢矟𥆩瘇砉𤹪した璒



JRJR赤穂駅行┎バス┋飛び乗┃┆、赤穂駅行┎バス┋飛び乗┃┆、

こ┎県道┈国道ゼ交わ┫新田こ┎県道┈国道ゼ交わ┫新田

居村┎バス停ま┇乗車ﾏ居村┎バス停ま┇乗車ﾏ

ここ┇½車し┆港へ歩ヂこ┈┋ﾏここ┇½車し┆港へ歩ヂこ┈┋ﾏ

バス┎窓ズ┩┏黒森山頂¿部┋バス┎窓ズ┩┏黒森山頂¿部┋

あ┫反射板ゼ見え┆いましたﾏあ┫反射板ゼ見え┆いましたﾏ



2.2. 赤穂港・千種川河口赤穂港・千種川河口walkwalk

呵鉄浜┎痕跡┲探し┆呵鉄浜┎痕跡┲探し┆ 港ズ┩千種川河口へ港ズ┩千種川河口へ

新田┎県道┈国道┎交差点新田┎県道┈国道┎交差点

隰𥧔鼻隰𥧔鼻

加里屋川河口加里屋川河口 中広娶頭中広娶頭



●赤穂港・千種川西岸西浜┎

呵号┎チェックポイント

①赤穂港 南端┎西浜┈発電所突端

➁ 加里屋川河口┎先端加里屋川河口┎先端 中広還頭中広還頭

③千種川河口西岸

国道国道2プ02プ0へ曲ゼ┫バス┲降┪┆、新田ズ┩ま┃へ曲ゼ┫バス┲降┪┆、新田ズ┩ま┃

ベヅ南ベヅ南 赤穂┎港赤穂┎港 西浜地区┋向ズ┃┆地図┲西浜地区┋向ズ┃┆地図┲

見┊ゼ┩、県道見┊ゼ┩、県道9696号線┲赤穂┎港へﾏ号線┲赤穂┎港へﾏ1ブ:1ブ:プ0プ0

こ┎県道こ┎県道9696号┏赤穂┎市街地┎南縁┲西ズ┩号┏赤穂┎市街地┎南縁┲西ズ┩

東へカろブし、東┎千種川┲渡┪、相生へﾏ東へカろブし、東┎千種川┲渡┪、相生へﾏ

こ┎道┎海側ゼズ┄┆┎赤穂西浜┎塩田地帯┇、こ┎道┎海側ゼズ┄┆┎赤穂西浜┎塩田地帯┇、

現在┏赤穂┎港┲取┪褐┳┇大ゾ┊工場ゼ立ち現在┏赤穂┎港┲取┪褐┳┇大ゾ┊工場ゼ立ち

並ぶ工業地帯┈┊┃┆い┫ﾏ並ぶ工業地帯┈┊┃┆い┫ﾏ

赤穂港・千種川河口西浜地域┇呵号ゼあ┫ズ確赤穂港・千種川河口西浜地域┇呵号ゼあ┫ズ確

認したいポイント┲チェックベ┫┎ゼ目的┇、認したいポイント┲チェックベ┫┎ゼ目的┇、

黒鉄山ズ┩沿岸┎状況┢頭┋入┬、地図┲見┊黒鉄山ズ┩沿岸┎状況┢頭┋入┬、地図┲見┊

ゼ┩歩い┆い┫ﾏゼ┩歩い┆い┫ﾏ

新田新田

西浜西浜

千鳥町千鳥町

県

道

県

道

9

6
9

6

号号

1

22

33



新田ズ┩ま┃ベヅ南新田ズ┩ま┃ベヅ南 赤穂┎港赤穂┎港 西浜地区┋向ズ┃┆県道西浜地区┋向ズ┃┆県道9696号線┲歩い┆、号線┲歩い┆、

第第11┎チェックポイントﾘ┎チェックポイントﾘ赤穂港 南端┎西浜ﾙ┈ﾘ発電所突端ﾙへ向ズうた┡、へ向ズうた┡、

ち┧┄┈ち┧┄┈ 道草┲食いましたゼ、今道草┲食いましたゼ、今レRレR赤穂線┲渡┫高架橋┎¿┋い┫ﾏ赤穂線┲渡┫高架橋┎¿┋い┫ﾏ 1プ1プ::2222

振┪返┫┈真正面┋黒鉄山ゼ見え、頂¿部┎反射板┢見え┆い┫振┪返┫┈真正面┋黒鉄山ゼ見え、頂¿部┎反射板┢見え┆い┫

こ┎高架┲越え┆こ┎高架┲越え┆ 次┎運河┋ズズ┫高架┲渡┩ペ西浜地区東端ズ┩運河┋沿┃┆南へ次┎運河┋ズズ┫高架┲渡┩ペ西浜地区東端ズ┩運河┋沿┃┆南へ

赤穂港東側┎突端へ行ヂﾏ赤穂港東側┎突端へ行ヂﾏ



西浜町┎東端┎運河┲渡┫橋┎手前┇西浜町┎東端┎運河┲渡┫橋┎手前┇ 黒森山ゼ正面┋見え┆い┫黒森山ゼ正面┋見え┆い┫ 2017.8.19.2017.8.19.
ここ㽷瞢橋を渡瞢瘘𤩍側道に皕い瞤𤩍運河に沿瘥てここ㽷瞢橋を渡瞢瘘𤩍側道に皕い瞤𤩍運河に沿瘥て 対岸の発電所を見𤺋疰瞢皆実へ赤穂港の東南端にゆ痀璒対岸の発電所を見𤺋疰瞢皆実へ赤穂港の東南端にゆ痀璒



西浜町の東端西浜町の東端 運河に沿瘥て南へ運河に沿瘥て南へ 運河の出口運河の出口 赤穂の港へ赤穂の港へ 2017.8.192017.8.19..
対岸の関電赤穂発電所疰見えている瞟痀整備さ矟た護岸対岸の関電赤穂発電所疰見えている瞟痀整備さ矟た護岸

覗疷込砉𤹪みる疰𤩍船疰奥へ出入瞤瘃る運河覗疷込砉𤹪みる疰𤩍船疰奥へ出入瞤瘃る運河 砂渝皕𤺋い砂渝皕𤺋い

西浜町皕沿岸に住友大阪セメントの大工場疰あ瞤𤩍この東端㽷瞢し㽷先端部へ皕行痏𤺋㽷瘥た璒西浜町皕沿岸に住友大阪セメントの大工場疰あ瞤𤩍この東端㽷瞢し㽷先端部へ皕行痏𤺋㽷瘥た璒

𥆩た𤩍当然𤺋疰瞢対岸の赤穂発電所の地先へも発電所を通瞢㿗ば𤺋瞢瘘𤩍自ょに皕行痏癕璒𥆩た𤩍当然𤺋疰瞢対岸の赤穂発電所の地先へも発電所を通瞢㿗ば𤺋瞢瘘𤩍自ょに皕行痏癕璒

ポ

イ

ン

ト

①

< < 䇦イント①䇦イント① 赤穂港南端の西浜へへ >>



西浜町┎赤穂港西浜町┎赤穂港 港┏防潮堤┇し┃ズ┪護岸さ┬┆い┆浜┏見┩┬┌港┏防潮堤┇し┃ズ┪護岸さ┬┆い┆浜┏見┩┬┌ 201帰.8.19.201帰.8.19. 1プ1プ::3838



西浜町┎赤穂港西浜町┎赤穂港 港┏防潮堤┇し┃ズ┪護岸さ┬┆い┆浜┏見┩┬┌港┏防潮堤┇し┃ズ┪護岸さ┬┆い┆浜┏見┩┬┌ 201帰.8.19.201帰.8.19.

東側運河対岸┎関電発電所地先┋┟┩┬┫呵号東側運河対岸┎関電発電所地先┋┟┩┬┫呵号 ┨ヂわズ┩┌ゼ呵鉄┏見┩┬┊い┨ヂわズ┩┌ゼ呵鉄┏見┩┬┊い



挑ノ鼻

①西浜①西浜

➁加里屋川河口➁加里屋川河口 中広娶頭中広娶頭

③千種川河口③千種川河口

千種川河口西岸┎沿岸部┏赤穂港┲中心┋工業地帯ﾏ東日本大震災┎教訓ズ┩沿岸部┏大津波

対策┎耐震大防潮堤ゼ張┪巡┩さ┬┆い┫ﾏ護岸工事┇呵浜┢消失し、┢うアへ┎隙間┢┊い

ヅ┩い漏┬ゼ┊いﾏ

赤穂┎沿岸┋┏関電┎新鋭┎赤穂発電所ゼあ┫┎┇、まペ一番┋防災ゼ┊さ┬た┎┇し┧うﾏ

地図や山┎¿ズ┩赤穂沿岸┲眺┡┆、┢う呵鉄浜┏残┃┆い┊い┈┏思いましたゼ、防災┎徹

底ぶ┪┏ベパいﾏ

防災┈┏いえ、浜┋⇒┟┊ゼ┩海ゼ見え┊い現象ゼ 日本各地┇ジこ┃┆い┫┎─┈

ち┧┃┈気分┏複雑ﾏ

そ┳┊こ┈┲考え┊ゼ┩、┏┪┡ヅ┩さ┬た防潮堤┲見¿ド┄┄、┢┈来た道┲┒ゾズえし、

次┎ポイント➁加里屋川河口┎先端部┋向ズ┃┆ 赤穂港┎東端 西浜┲後┋ベ┫ 15:40

< < 次の䇦イント➁加里屋川河口の先端へ次の䇦イント➁加里屋川河口の先端へ >>



県道

元┎県道元┎県道9696号線┎運河┋ズズ┫橋┲東へ渡┃┆号線┎運河┋ズズ┫橋┲東へ渡┃┆

➁┎ポイント加里屋川河口┎先端➁┎ポイント加里屋川河口┎先端 中広還頭へ中広還頭へ 1プ;プ61プ;プ6



西沖の信号を過疿𤩍加里屋川に㽷㽷る城南橋を南に折矟て𤩍

川に沿瘥て ➁の䇦イント 加里屋川河口中広娶頭に向㽷う璒 2017.8.19. 16:14
遠痀南に 加里屋川河口の水門疰見え𤩍加里屋川の右に赤穂発電所の大疷𤺋煙突を見𤺋疰瞢河口へ

𥆩た𤩍行痏癕㿉思瘥ていた𥆩た𤩍行痏癕㿉思瘥ていた赤穂発電所のある加里屋地区の先端の隰𥧔鼻側へも赤穂発電所のある加里屋地区の先端の隰𥧔鼻側へも 後𤹪後𤹪 行痏る㿉知瞤𥆩した璒行痏る㿉知瞤𥆩した璒

県道県道9696号線号線 関電赤穂発電所正門前関電赤穂発電所正門前西沖┎信号西沖┎信号



加里屋川河口 水門┎休
加里屋川河口にある水門

加里屋川河口 水門の弸 中広娶頭水門を過疿る㿉水門を過疿る㿉 加里屋川に沿瘥た道疰𥆩瘥瘃痆河口𥆩𤹪続疷𤩍港を担う大疷𤺋加里屋川に沿瘥た道疰𥆩瘥瘃痆河口𥆩𤹪続疷𤩍港を担う大疷𤺋

娶頭疰突端𥆩𤹪整備さ矟てい𥆩した璒娶頭疰突端𥆩𤹪整備さ矟てい𥆩した璒 Google earth Google earth 瞟瞤瞟瞤



加里屋川┎先端ま┇加里屋川┎先端ま┇ 護岸整備さ┬た広い中広還頭護岸整備さ┬た広い中広還頭 201帰.8.19.201帰.8.19.

加里屋川河口加里屋川河口



現在地

隰の鼻

中広娶頭

象┎鼻ズ┩東┎千種川河口へ象┎鼻ズ┩東┎千種川河口へ

巨大┊防波堤ゼま┃ベヅ伸び┆い┫巨大┊防波堤ゼま┃ベヅ伸び┆い┫

象┎鼻中広突堤ズ┩南西側休海象┎鼻中広突堤ズ┩南西側休海

沖の鼻 中広娶頭

16:32 加里屋川河口 中広還頭┎先端 到着



河口東南角河口東南角 休海へ河口ズ┩突ゾ出した中広突堤休海へ河口ズ┩突ゾ出した中広突堤

加里屋川河口東岸┎先端加里屋川河口東岸┎先端 google earth┨┪

河口ズ┩海へ中広突堤ゼ突出し、東┋┏千種川┎西岸ま┇、強固┊防潮堤ゼ伸び┆い┫

河口東南角瞟瞤東へ𥆩瘥瘃痆伸びる大防潮堤河口東南角瞟瞤東へ𥆩瘥瘃痆伸びる大防潮堤



弸海へ河口㽷瞢突疷出した中広突堤弸海へ河口㽷瞢突疷出した中広突堤 2017.8.19.2017.8.19.
堤防・突堤┎½┏岩┈テトラポット┇固┡┩┬┆い┆堤防・突堤┎½┏岩┈テトラポット┇固┡┩┬┆い┆ 呵浜┏┊いゼ、呵浜┏┊いゼ、

突堤┈防潮堤┎角┎所┋小さ┊呵┎堆積ゼあ┫ﾏしズし、呵鉄┏見┩┬┊ズ┃た突堤┈防潮堤┎角┎所┋小さ┊呵┎堆積ゼあ┫ﾏしズし、呵鉄┏見┩┬┊ズ┃た



加里屋川河口ズ┩千種川河口へま┃ベヅ伸び┫大防潮堤加里屋川河口ズ┩千種川河口へま┃ベヅ伸び┫大防潮堤 201帰.8.19.201帰.8.19. 16:3プ16:3プ

大海原┋濠手┋┏家島群島大海原┋濠手┋┏家島群島 西島西島 右手┋┏小豆島ゼ見え┆い┫右手┋┏小豆島ゼ見え┆い┫

こ┎巨大┊防潮堤こ┎巨大┊防潮堤 背ú┨┪随分高ヂ、千種川┎河口┇乗┪越え┩┬┫ズ背ú┨┪随分高ヂ、千種川┎河口┇乗┪越え┩┬┫ズ ち┧┃┈心配しち┧┃┈心配し

┊ゼ┩歩ゾましたﾏ┊ゼ┩歩ゾましたﾏ 千種川┎角┎所┇千種川┎角┎所┇ 内側┎標識ズ┩、綱ゼズデ┩┬┆い┆、そ┬┋足┲引┃ズデ、内側┎標識ズ┩、綱ゼズデ┩┬┆い┆、そ┬┋足┲引┃ズデ、

┨プ登┪ましたﾏ┨プ登┪ましたﾏ

現在地 ➁→③堤防 千種川

河口

③ 東┎千種川河口┎西岸┎先端へ

中広還頭┎先端ズ┩堤防┲歩い┆千種川河口へ

防潮堤┏¡段┎巨大┊┢┎┇岩┇固┡┩┬、呵号┊┉┏千種川┎

河口ま┇全ヂ見え┊いﾏ

街┎人┋┨┬┐、赤穂┎沿岸┏埋┡立┆┇、沿岸┎出入┪ゼ┊ヂ┊┪、休海

┎流┬┲遮┬┊い┎┇、呵┏堆積し┊ヂ┊┃┆い┫┈ﾏ 港┎機能┈し┆┏

深ヂ┆いい┎┇し┧うゼ・・・・・



防波堤┎海側┎½┲ま┃ベヅ千種川┎河口へ防波堤┎海側┎½┲ま┃ベヅ千種川┎河口へ 2017.8.19.2017.8.19.
正面┎海┋┏家島群島 小豆島 穏やズ┊瀬戸内┎海ゼ広ゼ┃┆いまベ

千種川河口┎突端ズ┩ 防潮堤┎¿ズ┩歩い┆ゾた西┎赤穂港┲眺┡た景色 201帰.8.19.

赤穂┎港沿岸赤穂┎港沿岸walkwalk┎前┋登┃た黒鉄山┎山並┟ゼ背後┋立ち並┳┇いまベ┎前┋登┃た黒鉄山┎山並┟ゼ背後┋立ち並┳┇いまベ



防潮堤┎先端ゼベヅそこﾏ家島群島┎西島ゼ随分大ゾヂ見え┫防潮堤┎先端ゼベヅそこﾏ家島群島┎西島ゼ随分大ゾヂ見え┫ 千種川┎河口┋や┃┆ゾた千種川┎河口┋や┃┆ゾた 16:4516:45

先┋見え┫防潮堤┎柱┋みろこゼ輪┋し┆足場替わ┪┋括┪┄デ┩┬┆いた┎┇、そこズ┩堤防┎¿へ先┋見え┫防潮堤┎柱┋みろこゼ輪┋し┆足場替わ┪┋括┪┄デ┩┬┆いた┎┇、そこズ┩堤防┎¿へ

巨大┊防潮堤┎½┲歩い┆千種川河口へ 家島群島┎西島ゼ随分大ゾヂ近ヂ┋

西島┢呵利整取┇ こ┳┊┋山ゼ崩さ┬┆い┫ﾏ 家島群島┲まプズ┋西側ズ┩見┫光景┇ベ



千種川┎河口千種川┎河口 堤防突端堤防突端 16:4516:45
海側ズ┩防潮堤¿へ登┬┫諂段ゼ┊いこ┈┲心配し┆いましたゼ、海側ズ┩防潮堤¿へ登┬┫諂段ゼ┊いこ┈┲心配し┆いましたゼ、

手前┋あ┃た防潮堤┎柱┋みろこゼ輪┋し┆足場替わ┪┋括┪┄デ┩┬┆いた┎┇、手前┋あ┃た防潮堤┎柱┋みろこゼ輪┋し┆足場替わ┪┋括┪┄デ┩┬┆いた┎┇、

海側ズ┩堤防┎¿へ┨プ登┃┆無事陸地側へ海側ズ┩堤防┎¿へ┨プ登┃┆無事陸地側へ



千種川河口突端ズ┩北┎千種川西岸┋┢高い護岸堤防千種川河口突端ズ┩北┎千種川西岸┋┢高い護岸堤防 201帰.8.19.201帰.8.19.

河口周辺┋┏ 対岸┎海浜公園側┋┏少し呵浜ゼ見え┫ゼ、呵号┏全ヂ┟え┊い

対岸┎海浜公園┎呵浜┢最近呵┲入┬た┈聞ゾましたﾏ
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防潮堤突端ズ┩家島群島

遠ヂ海¿┋浮ズぶ小豆島

東側┎防潮堤 防潮堤突端 防潮堤西側

海浜公園㽷瞢赤穂岬 家島群島 赤穂港周辺

㽷つて㽷つて たた瞢製鉄の山崩し𤹪流矟出た土砂疰河口に堆積し𤩍赤穂の町やたた瞢製鉄の山崩し𤹪流矟出た土砂疰河口に堆積し𤩍赤穂の町や 赤穂の一大産業に𤺋瘥た塩田疰広疰る遠浅の沿岸を赤穂の一大産業に𤺋瘥た塩田疰広疰る遠浅の沿岸を

形成した㿉いわ矟る璒形成した㿉いわ矟る璒 そ砉𤺋たた瞢の痕跡疰無い㽷訪㿗て赤穂沿岸歩疷𥆩した疰𤩍い𥆩や沿岸皕大津波・地震の防災対策の巨大そ砉𤺋たた瞢の痕跡疰無い㽷訪㿗て赤穂沿岸歩疷𥆩した疰𤩍い𥆩や沿岸皕大津波・地震の防災対策の巨大

堤防𤹪噬𥆩矟て𤩍砂渝・砂浜も焼失璒堤防𤹪噬𥆩矟て𤩍砂渝・砂浜も焼失璒 し㽷しし㽷し 㽷つての塩田跡や海岸疰埋𥇍立て瞢矟𤩍日本の産業を支えるエ窬ルギ籞基地・工業㽷つての塩田跡や海岸疰埋𥇍立て瞢矟𤩍日本の産業を支えるエ窬ルギ籞基地・工業

地帯に変貌してい𥆩した璒地帯に変貌してい𥆩した璒

この赤穂この赤穂 千種川河口に広疰る赤穂の港・工業地帯も千種川河口に広疰る赤穂の港・工業地帯も たた瞢製鉄疰残した遺産㿉いえる瘛矤う璒たた瞢製鉄疰残した遺産㿉いえる瘛矤う璒

𥆩た𤩍赤穂の町の背後にそびえる𥆩た𤩍赤穂の町の背後にそびえる 兵庫兵庫100100山瓖黒鉄山瓘皕山瓖黒鉄山瓘皕 そ砉𤺋たた瞢の歴糧㿉赤穂の町の変遷を静㽷に見て疷た㿉いえる璒そ砉𤺋たた瞢の歴糧㿉赤穂の町の変遷を静㽷に見て疷た㿉いえる璒

奥播磨奥播磨 たた瞢の山郷たた瞢の山郷 千種㽷瞢流矟出た千種川千種㽷瞢流矟出た千種川 河口河口 1616::4747 到着到着



千種川河口ズ┩越し┋眺┡┫赤穂岬 遠望 201帰.8.19.

千種川河口防潮堤突端ズ┩┎景色千種川河口防潮堤突端ズ┩┎景色ﾜﾜ11ﾝﾝ



千種川河口ズ┩眺┡┫播磨灘┋浮ズぶ家島群島 遠望 201帰.8.19.

千種川河口防潮堤突端ズ┩┎景色千種川河口防潮堤突端ズ┩┎景色ﾜﾜ22ﾝﾝ



千種川河口ズ┩眺┡┫小豆島遠望 201帰.8.19.

千種川河口防潮堤突端ズ┩┎景色千種川河口防潮堤突端ズ┩┎景色ﾜﾜ33ﾝﾝ



千種川河口堤防┎¿ズ┩歩い┆ゾた赤穂港 挑ノ鼻側┲遠望 201帰.8.19.

千種川河口防潮堤突端ズ┩┎景色千種川河口防潮堤突端ズ┩┎景色ﾜﾜブブﾝﾝ



千種川河口防潮堤突端ズ┩┎景色千種川河口防潮堤突端ズ┩┎景色ﾜﾜププﾝﾝ

千種川河口護岸堤防ズ┩眺┡た千種川¿流┎景色 201帰.8.19.



3.3. 千種川┎護岸堤防┲歩い┆千種川┎護岸堤防┲歩い┆ 赤穂┎町へ懇┫赤穂┎町へ懇┫

仇暮┬ゼ迫┫中、千種川┎西岸堤防┲¿流側へ仇暮┬ゼ迫┫中、千種川┎西岸堤防┲¿流側へ

呵号┲チェックし┊ゼ┩、ぶ┩ぶ┩懇┫呵号┲チェックし┊ゼ┩、ぶ┩ぶ┩懇┫ 16:プ帰16:プ帰



①赤穂港①赤穂港

南端西浜南端西浜

➁挑ノ鼻・中広➁挑ノ鼻・中広

加里屋川河口加里屋川河口

③千種川河口③千種川河口



千種川┎両岸┢し┃ズ┪護岸整備ゼ┊さ┬┆い┆、¿流┎新赤穂大橋周辺ま┇、千種川┎両岸┢し┃ズ┪護岸整備ゼ┊さ┬┆い┆、¿流┎新赤穂大橋周辺ま┇、

歩ゾましたゼ、河原┋呵号┊┉┏ほ┈┳┉見┩┬ペﾏ歩ゾましたゼ、河原┋呵号┊┉┏ほ┈┳┉見┩┬ペﾏ

わペズ┋河口┎海浜公園┎唐船山周辺┎浜わペズ┋河口┎海浜公園┎唐船山周辺┎浜 そし┆そし┆ 護岸┋沿┃┆狭い中号や呵号ゼ護岸┋沿┃┆狭い中号や呵号ゼ

所々┋┟┩┬┫程度┇、街┇聞いた┈ジ┪、呵鉄┎堆積した浜┎痕跡┲見┄デ┫こ┈所々┋┟┩┬┫程度┇、街┇聞いた┈ジ┪、呵鉄┎堆積した浜┎痕跡┲見┄デ┫こ┈

┏┇ゾませ┳┇したﾏ┏┇ゾませ┳┇したﾏ



河口対岸河口対岸 赤穂海浜公園周辺┎海岸赤穂海浜公園周辺┎海岸 201帰.8.19.201帰.8.19.仇仇

海浜公園┎西端┋突ゾ出た唐船山周辺┋小さ┊呵浜や千種川┎護岸┋沿┃┆小さ┊呵号ゼ見┩┬┫ﾏ海浜公園┎西端┋突ゾ出た唐船山周辺┋小さ┊呵浜や千種川┎護岸┋沿┃┆小さ┊呵号ゼ見┩┬┫ﾏ

カメラ┲ズろてアッこし┆呵号┲チェックしましたゼ、呵鉄堆積┎痕跡見┩┬ペ、街┇聞いた通┪ﾏカメラ┲ズろてアッこし┆呵号┲チェックしましたゼ、呵鉄堆積┎痕跡見┩┬ペ、街┇聞いた通┪ﾏ

また、赤穂海浜公園┎浜┋┏最近┏他ズ┩呵┲入┬┆また、赤穂海浜公園┎浜┋┏最近┏他ズ┩呵┲入┬┆ 呵浜減退軽減┲し┆い┫┈街┇聞ゾましたﾏ呵浜減退軽減┲し┆い┫┈街┇聞ゾましたﾏ



河口周辺の対岸に見える中渝河口周辺の対岸に見える中渝 2017.8.19.2017.8.19.弭弭



県道県道プ6プ6号線ゼ走┫赤穂海浜大橋ズ┩¿流┎新赤穂大橋┲眺┡┫号線ゼ走┫赤穂海浜大橋ズ┩¿流┎新赤穂大橋┲眺┡┫ 201帰.8.19.201帰.8.19.

県道県道5656号線疰走る赤穂海浜大橋周辺に皕幾つ㽷中渝疰見瞢矟𥆩瘃疰𤩍号線疰走る赤穂海浜大橋周辺に皕幾つ㽷中渝疰見瞢矟𥆩瘃疰𤩍

雑草に覆わ矟𤩍砂鉄を見るこ㿉あ瞤𥆩瘇砉𤹪した雑草に覆わ矟𤩍砂鉄を見るこ㿉あ瞤𥆩瘇砉𤹪した



1帰:30  1帰:30  千種川┎堤防ズ┩濠へ降┪┆、赤穂城┲経亞し┆千種川┎堤防ズ┩濠へ降┪┆、赤穂城┲経亞し┆ レR レR 播号赤穂駅へ戻┫播号赤穂駅へ戻┫



樹木┎間ズ┩目印反射板┎あ┫黒鉄山ゼ遠ヂ見え┆いまベ樹木┎間ズ┩目印反射板┎あ┫黒鉄山ゼ遠ヂ見え┆いまベ 201帰.8.19.201帰.8.19.

赤穂城址公園𤹪赤穂城址公園𤹪瓺瓺11𤭯𤭯 2017.8.19.2017.8.19.弭弭 17:4517:45









兵庫兵庫100100名山名山 赤穂市ﾘ黒鉄山ﾙ┈赤穂千種川河口赤穂市ﾘ黒鉄山ﾙ┈赤穂千種川河口walkwalk 2017.8.19.
久しぶ┪┋名前┋ﾘ鉄ﾙ┎┄ヂ山┲歩ゾました久しぶ┪┋名前┋ﾘ鉄ﾙ┎┄ヂ山┲歩ゾました

兵庫北播磨中国山地┎閏代たた┩┎郷兵庫北播磨中国山地┎閏代たた┩┎郷 千種・佐用ズ┩南┋流┬½┪、瀬戸内海┋注ヅ千種川ﾏ千種・佐用ズ┩南┋流┬½┪、瀬戸内海┋注ヅ千種川ﾏ

そ┎河口┋開デた赤穂┏呵鉄整取┎土呵┊┉千種川┎土呵ゼ堆積し┆┇ゾた街┈し┆知┩┬┫ﾏそ┎河口┋開デた赤穂┏呵鉄整取┎土呵┊┉千種川┎土呵ゼ堆積し┆┇ゾた街┈し┆知┩┬┫ﾏ

そ┎河口┋今┢呵鉄浜ゼあ┫ズ┢し┬┊い┈思い┄┄、地図┲広ド┆い┆、赤穂┎街┎西北部┋ﾘ黒鉄山ﾙ┎名そ┎河口┋今┢呵鉄浜ゼあ┫ズ┢し┬┊い┈思い┄┄、地図┲広ド┆い┆、赤穂┎街┎西北部┋ﾘ黒鉄山ﾙ┎名

┲見┄デましたﾏまた、こ┎山┎ベヅ南┎地域┎名┏大津そし┆船渡┎地名┢あ┪、ズ┄┆┏こ┎辺┪┏赤穂┎┲見┄デましたﾏまた、こ┎山┎ベヅ南┎地域┎名┏大津そし┆船渡┎地名┢あ┪、ズ┄┆┏こ┎辺┪┏赤穂┎

海岸線ゼ入┪込┳┇いた┈推定さ┬、そ┎東南┋┏赤穂┎街・港┲作┃た千種川┎河口┇あ┫ﾏ海岸線ゼ入┪込┳┇いた┈推定さ┬、そ┎東南┋┏赤穂┎街・港┲作┃た千種川┎河口┇あ┫ﾏ

また、黒鉄山山腹┋┏鉱山また、黒鉄山山腹┋┏鉱山((蝋石や黄鉄鉱┎湯ノ内蝋石や黄鉄鉱┎湯ノ内&&第二湯┎内第二湯┎内 鉱山鉱山田田ゼあ┪、黒鉄山山中┎登山道┇見たザま石ゼあ┪、黒鉄山山中┎登山道┇見たザま石

┎割┬目┋┏数多ヂ褐鉄鉱┎鉱脈ゼ見┩┬┫こ┈┊┉┲考え┫┈黒鉄山┎名┏ﾘ鉄ﾙ┋関連し┆名┅デ┩┬た山┎割┬目┋┏数多ヂ褐鉄鉱┎鉱脈ゼ見┩┬┫こ┈┊┉┲考え┫┈黒鉄山┎名┏ﾘ鉄ﾙ┋関連し┆名┅デ┩┬た山

┈思┃┆いまベﾏ┈思┃┆いまベﾏ

また、赤穂┎河口┏ズ┄┆塩田ゼ広ゼ┪、呵鉄浜┏┊ズ┃た┈思う┎┇ベゼ、呵鉄浜┲見た┈┎ブみグ┲見た記また、赤穂┎河口┏ズ┄┆塩田ゼ広ゼ┪、呵鉄浜┏┊ズ┃た┈思う┎┇ベゼ、呵鉄浜┲見た┈┎ブみグ┲見た記

憶ゼあ┪、千種川┎河口┢見たヂ┆、憶ゼあ┪、千種川┎河口┢見たヂ┆、88月月1919日朝早ヂ赤穂┋出ズデ┆ゾましたﾏ日朝早ヂ赤穂┋出ズデ┆ゾましたﾏ

赤穂市大津┎郷ズ┩眺┡た兵庫赤穂市大津┎郷ズ┩眺┡た兵庫100100名山名山 赤穂市ﾘ黒鉄山ﾙ赤穂市ﾘ黒鉄山ﾙ 201帰.8.19.201帰.8.19.
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防潮堤突端ズ┩家島群島

遠ヂ海¿┋浮ズぶ小豆島

東側┎防潮堤 防潮堤突端 防潮堤西側

海浜公園㽷瞢赤穂岬 家島群島 赤穂港周辺

㽷つて㽷つて たた瞢製鉄の山崩し𤹪流矟出た土砂疰河口に堆積し𤩍赤穂の町やたた瞢製鉄の山崩し𤹪流矟出た土砂疰河口に堆積し𤩍赤穂の町や 赤穂の一大産業に𤺋瘥た塩田疰広疰る遠浅の沿岸を赤穂の一大産業に𤺋瘥た塩田疰広疰る遠浅の沿岸を

形成した㿉いわ矟る璒形成した㿉いわ矟る璒 そ砉𤺋たた瞢の痕跡疰無い㽷訪㿗て赤穂沿岸歩疷𥆩した疰𤩍い𥆩や沿岸皕大津波・地震の防災対策の巨大そ砉𤺋たた瞢の痕跡疰無い㽷訪㿗て赤穂沿岸歩疷𥆩した疰𤩍い𥆩や沿岸皕大津波・地震の防災対策の巨大

堤防𤹪噬𥆩矟て𤩍砂渝・砂浜も焼失璒堤防𤹪噬𥆩矟て𤩍砂渝・砂浜も焼失璒 し㽷しし㽷し 㽷つての塩田跡や海岸疰埋𥇍立て瞢矟𤩍日本の産業を支えるエ窬ルギ籞基地・工業㽷つての塩田跡や海岸疰埋𥇍立て瞢矟𤩍日本の産業を支えるエ窬ルギ籞基地・工業

地帯に変貌してい𥆩した璒地帯に変貌してい𥆩した璒

この赤穂この赤穂 千種川河口に広疰る赤穂の港・工業地帯も千種川河口に広疰る赤穂の港・工業地帯も たた瞢製鉄疰残した遺産㿉いえる瘛矤う璒たた瞢製鉄疰残した遺産㿉いえる瘛矤う璒

𥆩た𤩍赤穂の町の背後にそびえる𥆩た𤩍赤穂の町の背後にそびえる 兵庫兵庫100100山瓖黒鉄山瓘皕そ砉𤺋たた瞢の歴糧㿉赤穂の町の変遷を静㽷に見て疷た㿉いえる璒山瓖黒鉄山瓘皕そ砉𤺋たた瞢の歴糧㿉赤穂の町の変遷を静㽷に見て疷た㿉いえる璒

奥播磨奥播磨 たた瞢の山郷たた瞢の山郷 千種㽷瞢流矟出た千種川千種㽷瞢流矟出た千種川 河口河口kkの赤穂沿岸の赤穂沿岸walkwalk



今回┎発端┏今回┎発端┏ 千種川ゼ流┬½┫北播磨┎たた┩┎郷千種や佐用┋┏何度┢行ヂ┎┇ベゼ、千種川ゼ流┬½┫北播磨┎たた┩┎郷千種や佐用┋┏何度┢行ヂ┎┇ベゼ、

千種川┎河口┲┦┃ヂ┪歩いたこ┈ゼ┊いこ┈ズ┩、い┄┢頭┎隅┋あ┃た千種川河口千種川┎河口┲┦┃ヂ┪歩いたこ┈ゼ┊いこ┈ズ┩、い┄┢頭┎隅┋あ┃た千種川河口WalkWalkﾏﾏ

河口┋呵鉄┎堆積ベ┫呵鉄浜┏残┃┆い┫┎─┭うズ・・・・河口┋呵鉄┎堆積ベ┫呵鉄浜┏残┃┆い┫┎─┭うズ・・・・

特┋遠浅┎塩田地帯特┋遠浅┎塩田地帯 西浜地区┋┏西浜地区┋┏ 行┃たこ┈ゼ┊いﾏ行┃たこ┈ゼ┊いﾏ

以前訪┬たこ┈ゼあ┫河口┎東側以前訪┬たこ┈ゼあ┫河口┎東側 呵越や海浜公園┇┢呵鉄┲見た記憶┏┊いし、千種川河口┎呵越や海浜公園┇┢呵鉄┲見た記憶┏┊いし、千種川河口┎

西浜┏千種川ゼ運┳─土呵┇┇ゾた遠浅海岸┎塩田地帯ﾏ今┏工業地帯┋変貌し┆い┫ﾏ西浜┏千種川ゼ運┳─土呵┇┇ゾた遠浅海岸┎塩田地帯ﾏ今┏工業地帯┋変貌し┆い┫ﾏ

┇┢、こ┎千種川河口┎西浜┋┏呵鉄ゼ堆積し┆い┫┈┎ブみク┲見た記憶ゼあ┫ﾏ┇┢、こ┎千種川河口┎西浜┋┏呵鉄ゼ堆積し┆い┫┈┎ブみク┲見た記憶ゼあ┫ﾏ

┒┧┃┈し┆┒┧┃┈し┆ そ┳┊呵号ゼ西浜┋あ┫ズ┢し┬┊い┈千種川┎河口┋興味津々ﾏそ┳┊呵号ゼ西浜┋あ┫ズ┢し┬┊い┈千種川┎河口┋興味津々ﾏ

そ┳┊過程┇赤穂┎地図┲眺┡┆い┆、見┄デたそ┳┊過程┇赤穂┎地図┲眺┡┆い┆、見┄デた瓖黒鉄山瓘の名瓖黒鉄山瓘の名

ズ┄┆┎西浜海岸┎奥┋そびえ┫黒鉄山素晴┩しい展望┎山┈いうﾏズ┄┆┎西浜海岸┎奥┋そびえ┫黒鉄山素晴┩しい展望┎山┈いうﾏ

こち┩┢こち┩┢ ┒┧┃┈し┆・・・┈ﾏ┒┧┃┈し┆・・・┈ﾏ

ﾘ黒鉄山ﾙ┎名┲見┄デ┆ﾘ黒鉄山ﾙ┎名┲見┄デ┆ 俄然俄然 赤穂┎町赤穂┎町 そし┆そし┆ 黒鉄山┋登┪たい┈ﾏ黒鉄山┋登┪たい┈ﾏ

一日ズデ┆、黒鉄山┋登┪、また、ズ┄┆┎塩田跡一日ズデ┆、黒鉄山┋登┪、また、ズ┄┆┎塩田跡 赤穂臨海┎工場地帯┎沿岸┲┡ヅ┫赤穂臨海┎工場地帯┎沿岸┲┡ヅ┫walk walk 

久しぶ┪┋知┩┌街┲歩ヂ風来坊久しぶ┪┋知┩┌街┲歩ヂ風来坊 呵鉄┎痕跡┏見┄デ┩┬ませ┳┇したゼ、楽しい呵鉄┎痕跡┏見┄デ┩┬ませ┳┇したゼ、楽しいwalwal┇した┇した

201帰.8.19.201帰.8.19.夜夜 神戸┋向ズう新快速┇神戸┋向ズう新快速┇

Mut探uMut探u Nakani探hiNakani探hi



兵庫県立人㿉自然の博物館 先山徹氏講演瓖赤穂に塩田を作瞤出した播磨北部のたた瞢製鉄瓘瞟瞤

瓺たた瞢製鉄疰地域の自然や文化に与えた影響 鉄穴流し疰もた瞢したもの𤭯

www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/ir3kc04.pdf P3整理

瓺瓺参考参考1 1 𤭯𤭯



赤鰺浅野時代鯲、赤鰺浅野時代鯲、

黄鰺森時代鯲、黄鰺森時代鯲、

他鰺そ┬以前鯲他鰺そ┬以前鯲

鎌倉時代ま┇┏小規模┊塩田しズ┊

い┎┋ 池田氏時代┋大規模開発ゼ行

わ┬┆いまベﾏ

浅野氏時代┋┢大規模開発さ┬┆い

まベﾏ

ピンク色ゼ浅野氏時代開発┎塩田ﾏ

赤穂城┈比┙┫┈そ┎大ゾさゼ

分ズ┪まベ璒

瓺瓺参考参考2 2 𤭯𤭯 赤穂の塩田開発の歴糧地噪膅赤穂の塩田開発の歴糧地噪膅瓫瓫赤穂市糧第二巻赤穂市糧第二巻𤭖𤭖所率䐢所率䐢瞟瞤整理瞟瞤整理

https://ameblo.jp/idryou/entry-11839752778.html & http://chushingura.biz/gisinews01/news026.htm



再度再度 千種川河口┲訪┍┆、浜┋堆積ベ┫呵鉄┲見┄デました千種川河口┲訪┍┆、浜┋堆積ベ┫呵鉄┲見┄デました

201帰.9.10.201帰.9.10.

前回┎呵鉄┎痕跡┲探ベ千種川河口前回┎呵鉄┎痕跡┲探ベ千種川河口walkwalk┇┇

行デ┊ズ┃た千種川河口東端行デ┊ズ┃た千種川河口東端 唐船山┎½┎呵号ﾏ気┋┊┃┆いた┎┇ベゼ、唐船山┎½┎呵号ﾏ気┋┊┃┆いた┎┇ベゼ、

塩田ゼ見たい┈いう孫娘┋便乗、こ┬幸い┈赤穂千種川河口東岸┎海浜公園塩田ゼ見たい┈いう孫娘┋便乗、こ┬幸い┈赤穂千種川河口東岸┎海浜公園

┎塩田再現施設ﾘ塩┎国ﾙへ行ゾゼ┆┩、千種川河口東端┎塩田再現施設ﾘ塩┎国ﾙへ行ゾゼ┆┩、千種川河口東端 唐船山┎½┋あ┫唐船山┎½┋あ┫

小さ┊呵浜┎確認┋再度出ズデましたﾏ小さ┊呵浜┎確認┋再度出ズデましたﾏ

防潮堤ズ┩┏一見何┢┊い┨う┋見えましたゼ、防潮堤ズ┩┏一見何┢┊い┨う┋見えましたゼ、

浜┋降┪┫┈波打ち際┋沿┃┆、呵鉄ゼ堆積し┆い┫┎┲見┄デました浜┋降┪┫┈波打ち際┋沿┃┆、呵鉄ゼ堆積し┆い┫┎┲見┄デました

Mut探uMut探u Nakani探hiNakani探hi





●赤穂港・千種川西岸西浜┎

呵号┎チェックポイント

①赤穂港 南端┎西浜┈発電所突端

➁ 加里屋川河口┎先端加里屋川河口┎先端 中広還頭中広還頭

③千種川河口西岸

新田新田

西浜西浜

千鳥町千鳥町
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❹千種川河口東岸端 唐船山½
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赤穂海浜公園・赤穂海浜公園・

東浜東浜 塩┎国塩┎国







千種川河口東岸千種川河口東岸 唐船山½┎呵浜┇整取した呵鉄唐船山½┎呵浜┇整取した呵鉄 2017.9.10.2017.9.10.

磁石┋吸い寄せ┩┬、また、粒┎丸┟┢あ┫磁石┋吸い寄せ┩┬、また、粒┎丸┟┢あ┫







ズ┄┆┎東浜塩田跡┋復元さ┬た塩田施設ズ┄┆┎東浜塩田跡┋復元さ┬た塩田施設 赤穂海浜公園内赤穂海浜公園内 塩┎国塩┎国



赤穂海洋博物館赤穂海洋博物館 赤穂塩田┋┨┫塩┅ヂ┪赤穂塩田┋┨┫塩┅ヂ┪ 展示展示VideoVideo┨┪┨┪



¿流ズ┩運┳─土呵ゼ河口┲遠浅┊沿岸┲┄ヂ┪、塩田┲┏ヅヂ┳─¿流ズ┩運┳─土呵ゼ河口┲遠浅┊沿岸┲┄ヂ┪、塩田┲┏ヅヂ┳─

たた┩┎郷たた┩┎郷 奥播磨┲流┬½┫千種川奥播磨┲流┬½┫千種川



参考 和鉄の道・Iron Road by Mutsu Nakanishi

1. 和鉄の道 瓺3𤭯口絵 2003   4.たた瞢製鉄疰地域の自然や文化に与えた影響
ラttヱ:ググwwwクリワfヰkkkワaクヤヰヮグリrヰワrヰaュグュヰヤkグリrヰワグリrゴkヤケサクヱュf

2. 久しぶ瞤に西播磨虜代㽷瞢の製鉄の地瓖宍粟市千種瓘を訪㿗る瓘2013.7.19. 
千種天児屋たた瞢跡・岩鍋虜代製鉄発祥の地伝承の碑を訪㿗る

ラttヱ:ググwwwクリワfヰkkkワaクヤヰヮグリrヰワrヰaュグュヰヤkグリrヰワグゲゴリrヰワゲケクヱュf

3. 虜代秦氏の播磨進出地 港町瓖坂越瓘walk 赤穂市坂越
西播磨名産瓖牡蠣瓘& 虜い港の町並み疰残る坂越

http://www.infokkkna.com/ironroad/2010htm/walk7/1004wharima03.htm



赤穂市西浜赤穂市西浜 港┎工場地帯ズ┩黒鉄山┲正面┋眺┡┫港┎工場地帯ズ┩黒鉄山┲正面┋眺┡┫ 2017.8.19. 2017.8.19. 
頂上にある反射板疰目印頂上にある反射板疰目印 赤穂の市街地赤穂の市街地 どこ㽷瞢も見えるどこ㽷瞢も見える

兵庫兵庫100100名山名山 赤穂市ﾘ黒鉄山ﾙ┈赤穂千種川河口赤穂市ﾘ黒鉄山ﾙ┈赤穂千種川河口walkwalk

久しぶ┪┋名前┋ﾘ鉄ﾙ┎┄ヂ山┲歩ゾました久しぶ┪┋名前┋ﾘ鉄ﾙ┎┄ヂ山┲歩ゾました 2017.8.19.2017.8.19.

1.1. 兵庫兵庫100100名山ﾘ黒鉄山ﾙ┋登┫名山ﾘ黒鉄山ﾙ┋登┫

2.2. 赤穂港・千種川河口赤穂港・千種川河口walkwalk 呵鉄浜┎痕跡┲探し┆呵鉄浜┎痕跡┲探し┆

3. 3. 千種川堤防ズ┩赤穂城址千種川堤防ズ┩赤穂城址

By Mutsu Nakanishi


