
交通

■近鉄奈良駅から車で３０分

春日奥山ドライブウェー内

１ 鶯 の 滝
うぐいす

佐保川の源流、春日奥山原生林の
中にある小さな滝で、江戸時代から
名所として有名。昼なおうす暗く、凜
とした静けさの中に滝の音だけが響
いている。

２ 菩提仙川（正暦寺）
ぼだいせん しょうりゃくじ

正暦寺の長い参道、苔むした石
垣沿いに流れるせせらぎで、近世
まで酒づくりに利用された。深い
緑に包まれ特に秋は「錦の里」と
称されるほど紅葉がみごと。

交通

■近鉄奈良駅からバス２５分

柳茶屋下車徒歩30分

交通

■JR大和小泉駅からバス１０分

松尾寺口下車徒歩３０分

３ 松尾寺霊泉

厄除観音様にお供えする閼伽水と
して、また、千余年の昔より醸造に
適した水として知られ、不老長寿の
お香水と言う信仰もある。

まつおでら れいせん

交通

■JR天理駅からバス２０分

上滝本下車徒歩１０分

高さ２３メートルで、春日断層崖の
中では最も大きな滝で中世修験道
の信仰の場所であった。滝のすぐ
そばまで車で入れるため、多くの市
民に親しまれている。

もものお

（奈良市川上町）

（奈良市菩提山町）

（大和郡山市山田町）

（天理市滝本町）４ 桃尾 の 滝



交通

■JR北宇智駅から徒歩１時間２０分

５ 天 ヶ 滝
あま が

金剛山の登山道にあり、滝の高さ約
２０メートル。周りの緑と相まった景
観がすばらしく、ハイカーの目を楽し
ませてくれる。

６ 二見神社（あめっさん）の湧水
ふたみじんじゃ

二見神社は吉野川の右岸にある
小さな森に鎮座し、地元では「あ
めっさん」 と呼ばれて親しまれて
いる。境内では清澄な水が湧き出
ており、古くから生活用水として地
域の住民から愛されてきた。現在
でも水田の養い水として人々から
親しまれている。

交通

■大和二見駅から徒歩６分

交通

■五条駅から車で1時間１０分

７ 宮 の 滝

高さ３５メートル、３段に流れ落ちる
名瀑で、熊野那智の滝の流れをくむ
滝として信仰され、地元住民に親し
まれている。

みや

交通

■JR御所駅からバス１５分

風の森下車徒歩２０分

８ 細井の森湧水

泉の底より砂を吹き上げながら、
清水が湧き出している。古くから
地元住民に利用されてきた泉で、
今も「細井の森さん」と親しまれて
いる。

ほそい もり

（五條市小和町）

（五條市二見） （御所市鴨神）

（五條市大塔）



交通

■旧国道３０９号線水越峠から東へ

約１．５㎞

９ 祈り の 滝
いの

１０ 宇太水分神社湧水
う だ み く ま り じ ん じ ゃ

水分とは「水配り」で、古くから農耕
とかかわって神聖視され、崇敬を集
めている。湧水は、引水されて参詣
者の喉をうるおしている。

交通

■近鉄榛原駅からバス２０分

古市場水分神社前下車

交通

■近鉄室生口大野駅からバス２０分
龍穴神社前下車徒歩２０分

１１ 吉 祥 龍 穴

渓流の水の流れにより岩が削られ
てできた巾２メートルほどの洞穴で、
室生龍穴神社の北西にあり、室生
九穴八海のひとつ。

きっ しょう りゅう けつ

交通

■近鉄榛原駅より徒歩１０分

１２ 墨坂神社の御神水

奈良の春日大社本殿を移築した
墨坂神社は、大和の流行病を鎮
めると、広く信仰があり、本殿東側
の竜王宮（水の神）より湧き出る水
は、健康へと導く御神水と伝えら
れている。

すみさかじんじゃ ごしんすい

金剛葛城山間水越峠にあり、役行者
が葛城山へ修行に行くときに、この
滝で身を清めて衆生済度の祈りをこ
めたといわれている。

（御所市関屋）

（宇陀市榛原萩原）（宇陀市菟田野古市場）

（宇陀市室生）



交通

■近鉄榛原駅からバス１３分

高井下車徒歩約２０分

１３ 高井千本杉の「杉井戸水」
たかいせんぼんすぎ

１４ 深谷竜鎮渓谷
ふかたにりゅうちん

河床は、広くて平らな一枚岩になって
おり、その表面を水が流れ落ちるた
め岩肌が淡く輝いて見える。地元住
民の憩いの場として親しまれている。

交通

■近鉄室生口大野駅から徒歩４５分

交通

■近鉄奈良駅から車で５０分

１５ 鍋倉渓湧水

県立自然公園神野山山腹にある鍋
倉渓には、大きな黒い石が谷一面
に累々と重なっており、水面は見え
ないが水音が聞こえると言う湧水。

なべくらけい

交通

■近鉄榛原駅からバス１時間１５分

曽爾村役場前下車徒歩５０分

■近鉄名張駅からバス４０分

曽爾横輪下車徒歩４０分

１６ 済浄坊渓谷

春は新緑、初夏のツツジ、秋の紅
葉と自然性豊かな渓谷。東海自然
歩道沿いにあり、「済浄坊の滝」
「長走りの滝」などの景観もすぐれ
ている。

さいじょうぼう

すぎ い ど みず

天然記念物となっている高井千本杉
と一体となった杉井戸である。弘法大
師が行脚の際、この地で弁当を食べ、
その時の杉箸が現在の千本杉となり、
その杉の集水により井戸ができたと
地元で伝えられている。

（宇陀市榛原高井）

（宇陀市榛原町荷阪）

（山添村大塩）

（曽爾村今井）



交通

■近鉄名張駅からバス４０分

太良路下車徒歩約４０分

１７ 曽爾高原湧水群
そ に こうげん ゆうすいぐん

１８ 不 動 滝
ふ どう

三峰山のふもとにある高さ約１５
メートルの滝。樹齢を重ねた杉の
木の間から見える滝は荘厳で、冬
期には、氷結することもある。

交通

■近鉄榛原駅からバス１時間２０分

三峰山登山口下車徒歩３０分

三峰山登山コース内

交通

■近鉄橿原神宮前駅からバス１６分
岡寺前下車徒歩３０分

１９ 飛 鳥 川

飛鳥の里を流れる河川で、万葉集
に２６首、古今集以下の歌集にも多
く詠まれている。「年月もいまだ経な
くに明日香川瀬々ゆ渡しし石橋もな
し」（万葉集）

あ す か

交通

■近鉄吉野山駅からケーブル５分

下千本徒歩１時間３０分

２０ 奥千本苔清水

竹のかけひを通して、冷たい清水
が岩間からしたたり落ちている。西
行法師がわび住いをしたと伝えら
れる西行庵の近くで、芭蕉の歌碑
が建てられている。

おくのせんぼんこけしみず

倶留尊山・亀山・古光山及びその山
麓に開ける雄大な曽爾高原周辺に
お亀池を中心として点在しており、
周辺には、貴重な植物であるササユ
リや、最南限といわれるサギスゲの
群生等が確認されている。

（曽爾村太良路）

（吉野町吉野山）（御杖村神末）

（明日香村稲淵、栢森）（稲淵 栢森付近）



交通

■近鉄大和上市駅からバス１０分

宮滝下車徒歩約５分

２１ 宮 滝
みや たき

２２ 象 の 小川
きさ おがわ

吉野山の青根ヶ峯から流れでて、
宮滝の夢のわだへ注ぐ渓流で、深
い緑と相まって万葉の息吹を今に
伝えている。

交通

■近鉄大和上市駅からバス１０分

宮滝下車徒歩４５分

交通

■近鉄大和上市駅からバス１５分

山口下車徒歩４０分

２３ 竜門 の 滝

竜門岳の中腹、竜門寺跡の近くに
ある滝で、数段に流れ落ちる。「龍
門の花や上戸の土産にせん」（芭
蕉）

りゅうもん

交通

■近鉄越部駅から車で約１０分

２４ 安産 の 滝

安産の滝は、貴族が飛鳥から吉野
に入る道として最も古くに開けた大
淀古道（正式名称は壺坂道）にある
高さ約5メートルの滝である。昔から、

お産をする者がこの滝に打たれる
と安産になるとの言い伝えがある。

あんさん

吉野川の上流にあり、巨岩奇岩が
両岸に迫り、瀬と淵が交錯する景勝
地である。また、天武・持統天皇がし
ばしば訪れた吉野離宮の跡と推定
されている。

（吉野町宮滝）

（大淀町越部）（吉野町喜佐谷）

（吉野町山口）



交通

■近鉄越部駅から徒歩２０分

２５ 阿知賀瀬ノ上湧水
あ ち が せ の う え

２６ 黒滝川渓谷
くろたき

大天井岳を水源とした清澄な流れ
で、両岸の景観と相まって自然美が
すばらしい。周辺の湧水は、江戸時
代「反魂丹」という薬の製造に使わ
れた。

交通

■近鉄下市口駅からバス１時間１０分

上平下車

交通

■近鉄下市口駅からバス１時間１５分

川合下車徒歩３０分

２７ 天の川渓谷（みたらい渓谷）

山上川にできた渓谷で、大岩壁・
渓流・大小の滝があり自然美がす
ばらしい。特に秋は、紅葉がすば
らしい。

てん

交通

■近鉄下市口駅からバス１時間１５分

川合下車徒歩2時間

タクシーの場合は川合から３０分

２８ 天の川渓谷（川迫川渓谷）

大峰山系を源にする清澄な流れ
で、村民に親しまれ守られてきた。
水量が豊富で、河床の石・岩は翡
翠のように青く輝いて見える。

てん

水質が良好で地元住民に親しまれ、
多くの人たちに利用されている。周
辺はよく清掃されるなど住民による
保全活動がなされている。

（下市町阿知賀瀬ノ上）

（天川村北角）（黒滝村中戸）

（天川村北角・洞川）

こうせ



交通

■近鉄下市口駅から車で１時間１０分

徒歩４時間３０分 登山道は上級者向

２９ 天の川渓谷（双門の滝）
てん

３０ 洞川湧水群
どろがわゆうすいぐん

本湧水群は熊野川の最上流部霊峰
大峰山麓に位置し、ごろごろ水、神泉
洞及び泉の森からなっている。住民
は常に水に接し、水を眺めているの
で水に対して親近感と信仰心を抱い
ている。また、春には名水まつりが行
われている。

交通

■近鉄下市口駅からバス１時間１８分

洞川温泉下車徒歩３０分

交通

■JR五條駅から車で２時間

３１ 滝 川 渓 谷

水の美しさと岩や原生林が織りなす
神秘さは多くの人に感動を与えてい
る。また、上流の「笹の滝」は名瀑１０
０選の選定を受けている。

た き が わ

交通

■近鉄上市駅からバス２時間２０分

前鬼口下車徒歩４時間

登山道は上級者向

３２ 三 重 滝

前鬼裏山の断崖から落下する滝は、
初重を不動の滝、二重を馬頭の滝、
三重を千手の滝とよぶ。前鬼山の
裏行場で、古来多くの行者が修行
した。

弥山川中流にある落差８０メートル
余りの大滝。滝西面垂直の絶壁は
高さ２５０メートル、屏風のようにそそ
り立ち仙人嵓と呼ばれている。

（天川村北角）

（下北山村前鬼）（天川村洞川）

（十津川村滝川）

み え の

そうもん



交通

■近鉄上市駅からバスで２時間２０分

前鬼口下車徒歩２時間

ふ ど う な な え

池原ダム上流にある、深い山間より
七重となって落ちる前鬼山中最大の
滝。「北山川 みなもとの滝ぞ 羊歯
を打つ」（水原秋桜子）

（下北山村前鬼）

周囲１キロメートル余りの天然湖沼。
古くから水の神として崇められてい
る池神社の前にあり、１年中水位を
変えないと言われている。

（下北山村池峰）

みょうじん

３４ 明 神 池

交通

■近鉄大和上市駅からバス２時間４０分

池峰公園下車

３３ 不動七重の滝 ３５ 北山川渓谷
きたやま

（上北山村小橡、西原、河合）

神秘的な奇岩が顔をだす川辺には、
初夏の岩ツツジ、秋の紅葉など四
季を通じて色鮮やかな渓谷美が楽
しめる。アメノウオ・アユが多数生
息している。

交通

■近鉄上市駅からバス２時間

河合下車

交通

■上北山村役場から車で３０分

高さ約５０メートル以上、七重にも八
重にも重なる名瀑で最上部は、木々
の緑におおわれている。近くに秘境
の名湯として人気のある小処温泉が
ある。

またたに

（上北山村小橡クラガリ又）３６ くらがり又谷の滝



交通

■近鉄

近鉄大和上市駅からバスで湯盛温泉
経由入之波行終点より１０㎞

３９ 明 神 滝

明神滝は、滝口から滝壺まで遮るも
のがない落差５０ｍの直瀑の滝であ
る。後南朝哀史の舞台であるカクシ
平へのハイキングコースの途中にあ
ることから、歴史をたどりながら訪れ
ることができる。

交通

■近鉄榛原駅からバス１時間１０分

大又下車徒歩２０分

４０ 七 滝 八 壷

連瀑を形成し豊かな自然と相まった
景観がすばらしい。七ころび八起きの
諺になぞられて、「七滝八壺」と名付
けられた。

（東吉野村大又）

（川上村神之谷三之公）

なな たき や つぼ

交通

■近鉄大和上市駅からバス１時間１０分

不動窟下車

３８ 不動窟不動の滝

洞内を流れ落ちる水は、あくまで透
き通り、鍾乳洞と相まって神秘的な
雰囲気を醸し出している。不動窟鍾
乳洞は県の天然記念物に指定。

（川上村柏木）

ふど う く つ ふど う

３７ 蜻蛉 の 滝

高さ約５０メートル、豊かな水量がしぶ
きをあげる名瀑いつも虹をつくることか
ら付近を虹光ともいう。

「ほろほろと山吹ちるか滝の音」（芭蕉）

（川上村西河）

せいれい

交通

■近鉄大和上市駅からバス２５分

西河下車徒歩３０分

みょうじん



４１ 丹生川上神社夢淵

古来より水神をまつる神社として知られ、
積み石の間から湧き出る水は地元住民
にも親しまれ利用されている。また、高
見川と相まった景観も美しい。

（東吉野村小）

に う かわかみ じんじゃ ゆめのふち

交通

■近鉄榛原駅からバス５０分

蟻通下車


