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ふらっと旧中山道                    2015.11.10 

倉本駅～須原宿～野尻宿の 

13.5kmを歩く 

 

 11月 10日いつもの４人で一年ぶりに中山道を歩きに出かけました。昨年の今頃野尻宿～

三留野(みどの)宿～南木曽駅を歩いて以来です。ほんとは春の桜の時に歩きたいものと思っ

ていたのですが………。 

 

武豊線が電化されて変わったのは….. 

 

 やっとのことで中山道を歩く日取りが決まり、二日前の日曜日である 8 日の天気予報を

確認して決定することにした。ところが、8日、9日、10日と雨模様という。これでは無理

かと思ったのだが、この日を逃すと都合のよい日がない。そのため、9日まで待って前日の

天気予報をみて決めることになった。 

 幸いなことに上松町・大桑町のお天気は、雨は 10日の朝方で上がりその日は良いお天気

になることが判明し、ヤレヤレ。昨年歩いた時に、木曽観光連盟の「信州木曽路・中山道

を歩く」のウオーキングマップをいただいたので、コースなど調べる必要はない。ただ、

お弁当の調達がありコンビニの有無だけは調べた。幸いにも倉本駅から 15分程のところに

サークル Kのあることが分かり一安心。 

 昨年同様に、東浦駅を一番電車に乗ったら、昨年と変わっていたことがある。それは、

自動券売機が使えるようになっていたのだ、これまではシャッターが降りていて使えない

状態だった。したがって、私的には電化されて一番のメリットである。しかし、電化しな

ければ自動券売機が使えないわけではないので、JR の心変わりとしか思えないのだが…。 

嫌味ばかり言ってもよろしくないので、利用者の立場になって考えてくれたことに素直に

感謝しよう。 

 そして、予定通り 8時 40分に倉本駅に到着した。無人駅なので切符は箱にでも入れるの

かと思っていたが、ワンマン運転なので運転手さんに自動券売機で購入できる、最も遠隔

地までの切符・特急券・倉本駅まで、の３種類の切符を手渡して降りた。 

 

石油専用列車が走る 

 

 降り立った倉本駅は長野県木曽郡上松町だ、朝日が当たる周りの山々には薄く白い雲が

流れ、雨上がりの紅葉が一段と美しい。ホームから列車も入れて写真を撮っていると「列
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車が発車します、列車から離れてください」と運転手さんに注意されてしまった。もちろ

ん、列車にくっついていたわけではないが…。線路は集落より少し高いところを走ってお

り、ホーム沿いを降りて行くと紫色のきれいな花がたくさん咲いていた。小さな花が十数

個連なり、房のようになっている。 

 

  

名前不明のきれいな花              石油専用の貨物列車 

 

名前は分からないが最初に目についた野の花が、美しくとても印象的だった。下の道が国

道１９号線で降りるとすぐに、左折してガードをくぐる。すると、中津川方面行のホーム

入口がある。つまり、ホームは高い所にあるので、上りと下りのホームへは別々にしか行

けないのだ。その先の線路沿いは田んぼで、丁度そこへ貨物列車がやってきた。その貨物

列車はとても明るいうすいグリーンに塗装され、円柱を横にした形の貨車だった。普段は

見ることもない「石油専用」と記された貨車は十数両連結していた。 

 

国道１９号を離れ、またもどる中山道 

 

 ガードをくぐり歩き始めると、道はすぐに上り坂となりカーブミラーのところを右へ鋭

角に曲がって坂は続いている。そんなにきつくはないが、いきなりの上り坂である。そこ

は民家が少しある倉本の集落で、その先もゆるやかな坂が続き常夜灯と庚申塔、それに徳

本上人の名号碑があった。「天王さまの石仏群」とよばれているそうで、ふつうは庚申塔と

刻まれているがこれは「除三尸之罪(のぞくさんしのつみ」」と刻まれ、享保１２年(1727)

の年号がある。上松町で一番古いものだと説明板にある。その隣にある徳本上人の特徴あ

る文字の名号碑も木曽では珍しいと言う。 

 そこから少し先に古い蔵がある、ここまではアスファルトの舗装がされていたが、その

手前の草道へ右折して行く。ところが、話しをしながらきて少し行きすぎてしまった。古

い蔵を見ておかしいと気がつき、ちょうど庭にいたおばちゃんに尋ねると、案の定引き返

すことに。舗装されていない田舎の道を歩き、大沢川にぶつかると右折してほどなくする

と国道 19号に戻る。本来の旧道は大沢川をまたいで国道へ直線的に通っていたが、消滅し
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てしまったので川に沿って国道へ向かう。国道に出てからはマップと照らし合わせるも、

現在地が分かりづらかった。しかし、少し行くと友が道の反対側にあるのが一里塚跡では

ないかと言う。でも肉眼では何が書いてあるのか見えない、そこでカメラのズームを最大

にしてのぞくと「○○一里塚」の一里塚は判読できた。ここが倉本一里塚跡なのだが、そ

れらしいものは何もなく小さな石碑と説明板があった。その場所が国道の駐車エリアにな

っていてマップには「P」と記入されていたが、文字と Pが上下にくっついており分かりに

くかったのだ。ここまで 20分程歩いたが、肝心のコンビニはまだ見えない。 

 

紅葉と神明神社の夫婦大杉 

 

 一里塚跡から少し行くと旧中山道は国道から右に分かれるのだが、いただいたマップで

は国道沿いにコンビニがあるので直進した。6 分程行くと特徴のあるサークル K の看板が

見えてきた、その右手前方には桃山発電所も見える。「信州木曽路・中山道を歩く」のウオ

ーキングマップには、この発電所は日本最初の東・西サイクル発祥の地と記されている。

ちょっと曖昧な表現だ、60サイクルと 50サイクルの境らしいがどちらなのかよく分からな

い。 

 お弁当は助六のつもりだったが、小さな助六しかなかったので私は幕の内弁当にして、

妻が助六にした。お弁当も確保できたので落ち着くことができ、サークル K の広い駐車場

から周りを見回すと紅葉に染まる山々と、その中に白い発電所とうすく白い雲(ガス)がポツ

ンとある。大自然に囲まれていると思えるのが素晴らしい、国道を少し歩くと歩道わきの

土手に真っ赤なモミジが 1 本、これがとても美しい。その先で旧中山道が合流する、国道

の右下には河川敷に広がった池の尻集落が見える。 

 

  

ガスのかかる紅葉              神明神社の夫婦大杉 

 

この辺りから 30分程黙々と歩く、何もないが周りの景色は飽きることはない。次に見え

てきたのは右側の対岸に IHIの工場があり、そこから 5分も行くと神明神社の大杉がある。

マップには必見としてある、左隣りを走る中央線のガードをくぐった左の小高い所に神社
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があった。階段を上がって見ると鳥居の向こうに社があり、その両側にとても大きな杉が

そびえていた。「神明神社 夫婦大杉」と看板がある、それ以外の説明はなかったが屋久杉

のように樹齢 1.000 年以上だろうと思える。左の杉は高さ３m くらいから２本に分かれて

いるので、ひょっとすると 2本だったものが合体して大きくなった??.....。 

 

水舟の里 須原宿 

 

 夫婦大杉から少し行くと「糸瀬山登山口」の案内板がある、マップにはここを左折して

行くと村の天然記念物「エドヒガンザクラ」があり、春には見事な花を咲かせると記され

ている。今回は寄らずに進むと歩道は車道ではなく、一段高い所にあり国道の歩道という

感じではなかった。17 分程歩くと左に分岐する道路があり「須原宿」の大きな案内看板が

見えてきた。ここを左折して須原駅前へ行くのだが、実は旧中山道は国道を直進してその

先で左折して階段を上るのだ。でも、マップでは一里塚跡やトイレが駅前にあり、宿場の

手前で合流するのでこちらを選択した。駅に着くとモミジとイチョウの紅葉の下に幸田露

伴の文学碑がある、幸田露伴は明治 22年冬に木曽路を旅して須原に泊り、その経験を基に

出世作「風流仏」を書いたと言う。しかし、一里塚跡は見当たらず駅には電車が止まって

いたが、ＪＲカラーとは違い窓枠の上下に水色のラインが塗装されていた。文学碑の前に

大和屋があり、昔からの名物「桜の花漬」を売っていると言うが立ち寄らなかった。 

 

  

須原宿への分岐                 幸田露伴の文学碑 

 

 駅前を過ぎると所々に「水舟の里 須原宿」と書かれた木製のモニュメントが置かれて

いて、これが宿場らしい雰囲気作りに一役かっている。須原宿は現在より川寄りにあった

ものが、木曽川の度重なる氾濫で現在の場所に移り、中山道では最も新しく整備された宿

場という。そのため計画的に造られ道幅を広くして、真ん中に用水を通している。宿内に

は糸瀬山からの地下水が湧き出しており、木曽 5 木の一つサワラの木で作った水舟が置か

れ、おだやかな旅情を誘っています。 
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話題の人は大相撲の「御嶽海」 

 

 駅から 5 分程行くと最初の水舟があり、竹筒からきれいな水が流れていた。そのすぐ先

の家のアジサイの後ろに「本陣跡 主木村平左衛門」と書かれた看板が立っていた。それ

らしい建物はなく、少し先に「脇本陣西尾家の沿革」の説明板がある。脇本陣は説明板が

あるが本陣については何もなく、脇本陣西尾家の影響力が大きかったらしく、庄屋・問屋

も兼ねていた。現在は酒造を営んでいて「木曽のかけはし」というお酒を作っている。こ

の名前は聞くことがあり、それなりに知られているお酒だ。と、思ってみると説明板の先

に杉玉が吊り下げられていた。 

 その先には大きな水舟があって、正岡子規の句碑が立っていた。須原宿の大きな文字の

下には「寝ぬ夜半を いかにあかさん 山里は 月出つるほとの 空たにもなし」と刻ま

れている。どうやらここが須原宿の一番売りの場所と思われるので、記念の写真をパチリ。 

 

  

水舟と子規の句碑                杉玉がつり下がる旧脇本陣 

 

家並が並ぶ道の向こうに紅葉した山を見ながら、広い道を次は宿場の外れにある定勝寺

へ向かう。するとまたも大きな水舟があって、水が流れ花も置かれていた。これを見てい

ると時間がゆったり流れているように感じられる。旅人の気持ちを和ませてくれること間

違いないが、生活している者はどうなのかな! そんなことを思っていると、家の格子にでか

い写真が載った新聞が 2枚張ってある、見ると信濃毎日新聞の号外で「御嶽海 新入幕」の

文字がおどっていた。なんと長野県で 39年ぶりの幕内力士になったと言うのだ。テレビで

も新入幕の力士として話題になっており、名前だけは知っていたがまさかここ上松町の出

身だったとは知らなかった。 

 そして、そのすぐ先には旧旅籠の「かしわ屋」の立派な建物がある。この家、ガラス戸

以外は昔のままだそうだ。それに、この宿は御岳山参拝の講元ということで「三都講」の

看板を掲げている。この家のすぐ先は桝形になっていて、中山道は右へ向かうが 50mも行

くと定勝寺なので直進する。 
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定勝寺の紅葉を観ながらお弁当 

目の前にあざやかな紅葉が見えると、

そこが定勝寺である。入口の定勝寺と刻

まれた石柱が紅葉に囲まれているだけ

ですばらしいが、そこから山門を見ると

一段とすばらしい紅葉が迎えてくれる

ではないか。これこそポスターで見るよ

うな紅葉の一枚といえる。 

臨済宗で木曽三大寺の中の最古殺、木

曽路の名刹といわれる定勝寺は、1387

年木曽親豊が木曽川付近に創建。その後

木曽川の洪水で荒廃したものを、1588 年犬山城主石川光吉がこの地に再建した。本堂・庫

裏・山門などいずれも桃山時代の建造物として国の重要文化財に指定されている。そして、

明治天皇須原行在所にもなった。庫裏の奥にも庭園があったが、お参りだけしてパスした。

そして、時間も 11 時 15 分ころだったので定勝寺の駐車場の一角でお昼に。すばらしい紅

葉を眺めながら食べるお弁当は、とても旨かったことは言うまでもない。 

 

山の村に IHIの工場 

 

 11時 30分頃、定勝寺入口のすばらしい紅葉をもう一度眺めてから出発した。まもなくし

て旧中山道と合流して上り坂となる、なんと地名は「長坂」という。地元生路の長坂と同

じだが、生路にはそんなに長い坂はない。それに道端にひときわ目立つ緑色の珍しい物が

あった、それは凍結防止対策に自動で塩かなにかを散布する機械らしかった。なんと「ま

きえもん」と名前がつけられていた。近頃は何でも

愛称をつけるのが流行りのようだが、分かりやすく

親しみを感じることにつながるのだろう。 

その少し先からは発電所が見えてくる、さらに 5

分程行くと道は下りになり、橋場の集落が見渡せる。

そこに大桑村橋場地区の案内図があり、IHI の工場

と関西電力の橋場発電所が載っている。この案内図

から方角が気になるが、先ほど見えた発電所のことだろう。丁度その時紅葉の中を特急「信

濃」が走りぬけて行った。 

坂を下ると赤いポストのある公民館の橋場分館があって、IHIの工場へ入る道がある。か

なり規模の大きな工場のようだ、IHIは今回の三菱MRJの機械部品も製造している会社の

はずで、こんな山奥に工場があるのが不思議なくらいだ。もちろん、製品はいろいろある

だろうから飛行機の部品とは限らないが、ベアリングを造っている工場なのだろうか?…… 
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木曽の清水寺「岩出観音」 

橋場の集落をぬけると伊奈川を渡って行くが、

そこから左山手の崖にお堂が見える。京都の清水

寺に似た造りの建築で、伊奈川橋から見ると高い

ヤグラの上のお堂を紅葉が包み、すばらしい絶景

です。そのため木曽の清水寺と呼ばれているそう

だ。 

 ここから 7 分程行くと大島の集落で、時間は 12

時を少し過ぎたくらい。いつもそうであるが、こ

のころから午後になって疲れが出始める。お昼を食べてからは足取りが軽くなるのではな

く、逆に重くなってくるのだ。はじめは山を越すのかと思ったほど上りが続き、コースに

間違いはないか 2 回も地元の人に尋ねた。でも、間違いではなく山裾をぐるりと回って行

くのだと教えられた。このようなことになったのは、マップは何もないところを省略して

載せているために距離感がつかめないのだ。結果 20分弱歩き続けると、マップにある「水

害の碑」が現れたのでヤレヤレ。でもこんな場所に水害の碑とは? 土砂崩れがあったと言う

ことかな? 何も説明はないので意味不明だ。 

 水害の碑の先に中山道の道標があったのでほっとした、そこから道は下りになって天長

院が見えてきた。紅葉した山を背に白い漆喰の本堂が美しい、そのうえ六角の小さなお堂

もある臨済宗のお寺だ。そこから 10分程で大桑の集落に入って行く。 

  

雨に降られ道の駅で休憩 

 

 今回のコースでポイントになるのが大桑駅。もしも順調に歩くことができず時間を要す

ると帰りの電車は野尻駅ではなく、その手前の大桑駅から乗車しないと 18:00 までに帰る

ことができない。ここから野尻駅まで 3km なので１時間かかる、そのため大桑駅に 13:00

到着が必要なのだ。幸い大桑駅前には 12:35 到着した、極めて順調なのでこのまま野尻駅

に向かうことにした。駅前の郵便局を過ぎて、線路が見える土手のところで腰をおろして

休憩した。すると、またも石油専用の貨物列車がやってきた。それも機関車が重連で牽引

する珍しい光景だ。それを見ていると友の奥さんが「あそこに黒い雲が」と言う、見ると

確かに雲が現れていた。 

 少し休んでいると、何と雨が降り出してきた。あの黒い雲に違いない、すぐ隣に空のガ

レージがあったので雨宿りさせてもらった。天気予報では完全にお日様マークだったので

傘は持ってこなかった。出かける時に妻は大丈夫かと言っていたのだが、荷物が増えるの

で私がリュックに入れなかった。でも友はちゃんと持っていた、雨が少しこぶりになった

のでスタートした、が、しばらくするとまた本降りになってきた。これは何とも仕方ない

と急ぎ足で歩き始めたら、道の駅の案内看板が見えた。ということはあと 500m くらいと
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思ったら、600mと表示されていた。 

 とにかく急ぎ足で歩き「道の駅大桑」に飛び込んで傘をさがすが見つからない、売り場

のお姉さんに聞くと「ありますよ!」と売り場の隅っこから持ってきてくれた。やれやれと

一安心したところで、雨宿りのコーヒータイムにした。そしたら特別サービスでコーヒー

カップのプレゼントつきだった、荷物は増えるけれどラッキー。 

 

計画通り野尻駅に到着 

 

 道の駅を出てから中央線を横切り歩いて行くと、後ろから来る友の奥さんが「虹がでて

いる」と言うので振り返ると、雲がなければ中央アルプスの姿が見えるところに大きな虹

がかかっていた。きれいな虹は先ほどの雨の置き土産と思えば雨も憎めなくなるから、お

おらかな心を持たなくてはいけないというこ

とだろう。 

そして、再度踏切を渡って国道側へ戻ると急

な坂が現れる、「倉坂」といいここはもう野尻

宿の入口になる。10 分程行くとひげ文字の石

柱があった、が、徳本上人のものかどうか分か

らなかった。そこから 15分程すると脇本陣跡

の碑が立っていた。でも説明板はなかったし、

マップに載っている本陣跡の碑は見つからな 

 かった。あったのは明治天皇の休憩した記念碑 

だった。そして、14:03野尻駅に到着したら駅 

前は数人の外国人で騒がしかった。しばらくし 

てそのグループが出発して静かになると、駅に 

は御嶽海の「飲酒運転撲滅」のポスターがひと 

きわ目立っていた。 

   駅で一休みの後 14:31の電車に乗り、中津川で 

   名古屋行き快速に乗り換えて帰った。 

 

 


