
宮ノ越宿～木曽福島宿～上松宿…..その 2 

二日目のきょうは福島宿～上松宿までの 9.5km を歩く。途中の桟温泉で日帰り入浴

を楽しみ今回の疲れをいやすことにしている。 

 

｢高札場｣は宿場間の距離を測る基準でもあった 

 

 朝は 8:30 に宿を出発し木曽川を渡ると、お世話になった木曽三河屋が川べりにたた

ずみ、対岸には福島独特の｢崖屋造り｣の家が並ぶ風景があった。この辺りでは木曽川も

そんなに大きな川というイメージではなく、静かな山あいの風情が感じられる街である。 

まずは中山道を西へ向かい｢上の段｣を通って福島駅方面へ行き、近くにあるコンビニで

弁当を調達してから、再度中山道に戻るつもり。 

出発して直に最初の桝形を左折すると上り坂になり、小さな公園とここにも七笑い酒

造の工場があった。その先は左に曲りながらまた急な上り坂が続くが、その途中に高札

場がありました。その裏手は崖になっていて、

福島の街を見下ろすことができます。当然眺

めの良い場所ですが近づきすぎると危険な

所でした。ここの高札場の説明で改めて知っ

たこともあります、説明には ①お触れは制

札として一定の場所に掲げられました、それ

が高札で｢御判形(ごはんぎょう)｣とも言いま

した ②柵で囲い近寄ることはできないよう

にして、中には栗石を敷き詰めていました 

③高札場は宿村間の距離を測る基準として用いられました、そのため容易に移設できな

い場所でした ④高札の文字が不明になっても勝手に墨入れすることは禁じられ、領主

の権限によって行われます。ここの高札場は天保 9 年(1838)に 8 枚の高札が掲げられた

のを再現したものとあり、内容は①福島より上松への駄賃錢 ②親子兄弟人の道 ③駄賃

荷物の定め ④きりしたん禁制 ⑤徒党強訴の禁止 ⑥毒薬売買にせ金禁止 ⑦火付け盗

賊五カ条の定め とあり、なぜか 7 枚でした。 

 

｢上の段｣と阿倍晴明 

 

 高札場のところで桝形を曲がるとそこは｢上の段｣で、昨日見た昔懐かしい江戸情緒の



漂う街並みが現れます。今までとはまるで違う風景は人々の心をひきつけてやみません。 

古い町並みが残るこの地区を｢上の段｣と呼び、古民家や土蔵を改修・保存・活用した懐

かしい一角です。古民家風レストランやなまこ壁の古い土蔵、昔ながらの水場と、そこ

ここにある細い路地も趣を添えています。木曽の伝統文化・にぎわいと美しい街づくり

を住民と行政が一体となり進めています。このような地域活性化、町づくりの取り組み

が評価され｢第 7 回中部の未来創造大賞｣の優秀賞を受賞しています。 

 

  

上の段一の景色と説明板 

 

 古い用水のある土蔵の横の路地を入ると、昨日通った大通寺があり、この寺には武田

信玄の三女｢真理姫｣の供養塔があります。7 歳で木曽家に嫁入りし 94 歳まで長生きを

したと言います。そして、これも知らなかったことで袖卯建の家並みの向かいに｢晴明

社｣があります。ここは平安時代に活躍した陰陽師の阿倍晴明を祀っています。安永 5

年(1776)にこの地区の大通寺に祀られ、明治 5 年になって町内の神社に移されたが、阿 

倍晴明没後千年に当たる平成 16 年に、氏子の上の段区民によって現在の地に祀られた 

と言います。上の段区では旧暦 8 月 15 日に祭礼が執り行われるというし、他の地区に 

は阿倍晴明にまつわる地名も残り、正月には松の替わりに柳を飾る独特の風習が伝えら

れているそうです。 

歴史はその地へ行かないと分からないことばかりです、今回の街道ウオーキングもい

ろいろな収穫がありました。上の段を進むと下り坂となり桝形を曲がると｢木地の館｣が

あり、またすぐに桝形があって右に曲がると古い井戸があって、その先に｢漆の館｣があ

ります。ここまでが上の段地区で、八沢川を渡り木曽福島駅方面へ向かいます。 

 



｢塩淵｣の地名と一里塚跡 

 

 ここからはコンビニへ行くため街の大通りを進みます、というのも中山道の通る福島

駅前は街並よりかなり高い所にあります。わざわざ階段を降りなければならないような

コースを避けてコンビニまで行き、弁当を調達したら中山道に戻ります。街の大通りは

左右に立派な歩道があって、目の不自由な人のために点字ブロックも整備されています。

通りにはお店などの家が並び、大きな建物もあって山あいの街にしてはとても立派に整

備されています。東浦と比べてもこちらの方が街らしく感じられます。直にコンビニが

左側、つまり福島駅側にありました。昨日、福島駅の長いホームを歩いてコンビニがど

の辺りにあるか探しても見つからなかったのですが、これで合点がいきました。道路の

右側にあれば看板が見えるのですが、左の駅側にあったため分からなかったのです。 

 イナリずしと野菜巻きを購入して大通りを進み、塩淵の交差点から左に入ってすぐに

中山道に合流します。そこに塩淵の説明板があり、天正 12 年(1584)の木曽義昌朱印状

や享保 9 年(1724)の書類に塩淵の名前があり、家数は 14 軒だったという。｢シオ｣とい

う地名は川の曲流部につけられることが多く、ここも木曽川の曲流部にできた淵とする 

と地形的にあっている。それに昔、中山道を

馬の背に塩を乗せて運んできたところ、その

馬が木曽川の淵に転落して塩をまいてしま

った。このことから地名が塩淵になったとか。

その説明板のすぐ先に一里塚跡の石碑があ

った、隣には地元の｢区ふれあいロード整備

委員会｣が作製した中山道の概要を丁寧に記

した説明板も設置されていた。町の地区地区

でテリトリーを決めて活動しているらしく、

とてもすばらしいことと感心した。 

 

美しい風景と土地が狭いゆえの問題も 

 

 5 分程行くと先ほどの大通りに合流する、JA コープや自動車の販売店が狭い平地を抜

ける道路の両側に並んでいる様がよく分かる。その地点から 2 分も行くと中山道は左へ

分岐して上り坂になる、その辺りからはダムと川べりにヘリポートを備えたピンク色の

県立木曽病院が見える。この地方で一番大きな病院のはずで、山の事故などがあったと



きにもここへ搬送されるのだろう。5 分ほど進んで後ろを振り返ると、遠くに先ほど見

たディーラーの看板やダムが下の方にあり、かなり上ってきたことが分かる。近くに迫

る山と川、それにダムもある風景はとても美しい。これに桜の花が加われば鬼に金棒と

いうことか。さらに 5 分程行くと、先ほどの塩淵のような｢中平(なかだいら)｣の説明板

があった。それによると天保 9 年(1838)の木曽巡行記には、｢中平は木櫛挽き売る｣とあ

り、ここには立て場茶屋が置かれ木櫛を売っていたという。 

 

  

左端にヘリポートのある木曽病院        ダム横から見た山に囲まれた街 

 

小さな集落をぬけると国道 19 号の陸橋をくぐりトンネルがある、マップでは明治 43

年中央線開通のとき造られたもので、狭い車道だが照明はあると記入されている。しか

し、前まで行くと進入禁止で脇へそれて行く案内の表示柱があった。以前は開通した中

央線の下をくぐって国道にでるルートだった。指示に従い進むと国道 19 号にでた、時

間は 9 時 43 分でそこにあったソーラの気温表示計は｢１℃｣を示していた。でも、風も

なく寒さは感じなかった。そこから 15 分行くと元橋の交差点で、元橋が架かり御岳山

方面へ行く道と三差路になっている。そのすぐ先で国道を離れて左へ行き、中央線を越

えると少し高い台地になり神戸(ごうど)地区に入る。中央線に並行して国道が通ってお

り、こちらの台地から歩道橋が架かっているのだが、おもしろいことに歩道橋の降り口

は鉄道と国道の間なのだ。これでは意味がないと思うが、見れば降り口の向かいにはガ

ソリンスタンドがあるので、国道をまたいで設置できなかったらしい。丁度この時、石

油用貨車｢タキ｣を連結した専用列車が走り抜けて行った。 

 

御岳山が見えない｢御岳山遙拝所｣ 

 



 歩道橋から 3 分も行くと薄暗い林の道になり、道路わきの少し高い所に御岳山の遙拝

所があった。石段を 20 段ほど上がったところに鳥居が見えたが、周りに杉の木が立ち

並んでおり眺望はきかない。それでも友は上がって見たが、やはり見えなかったと言う。

石段の横に説明板があり、それによると木

曽の路筋において御岳山を仰ぎ見ること

ができるのは、鳥居峠のほかにはここだけ

とある。遙拝のために鳥居が建設されたの

は寛永 9年の記録がありかなり古いもので

ある。そして、この遙拝所は御岳山四方遙

拝所の一つで、北は長峰峠、西は三浦山、

東は鳥居峠、この神戸のものが南からの遙

拝所だと記されていた。 

 マップには林の道をぬけると西に御岳山が見えると記入されているが、残念ながら見

ることはできなかった。木曽節の一節には｢心細いよ木曽路の旅は 笠にこの葉が舞い

かかる｣と唄われて、丁度このような道を歩いた時に唄ったものだろう。 

 

沓掛馬頭観音と一里塚跡 

 

 しばらく行くと中央線と国道に沿って進み、国道には｢道の駅｣が見えた。街道沿いに

あればお土産を買いたいが、国道に出るにはもう少し先まで行き、かなり戻ることにな

るのでと思ったら、なんとお休みだった。その先で中央線のガードをくぐり国道に出る、

そしてわずかな距離を歩き左へ分岐して行く。そこから｢板敷野｣の集落に入り、赤い消

火栓のところで右の道へ進む。少し先に枯れた松とコウヤマキの木が目印とマップに記

されており、進んで行くとコウヤマキはすぐに分かった。その前方に松の木も見つかっ

た、しかし、道路はここから右に曲がっているのにマップは真っ直ぐ行くことになって

いる。だが前方は道とは思えない畑の縁なので迷ったが、こんな時には素直にマップに

従うのが基本。中央線沿いの畑の縁を進んだらマップのように右へ曲がる道に出た、ヤ

レヤレである。 

 道らしい道に出た場所は小高くなっており祠が見えた、前まで行ってみると｢沓掛馬

頭観音｣で説明板もあった。それによるとこの観音さまはここより南の観音坂にありま

したが、明治 43 年の鉄道工事の時に現在の一里塚の上に移設されたという。 

有名なこの馬頭観音の縁起によれば、木曽義仲公の名馬は人の言葉が分かりました。



義仲が木曽の桟の絶壁に通りかかり、目算で｢73 間飛べ｣と命令しました。馬は正確に

73間飛びましたが、実際には 74間あったので人馬もろとも川に転落してしまいました。

義仲はなんとか助かったものの、名馬は亡くなりました。そこで義仲は金の観音像を作

らせて堂を建て、馬の菩提を弔ったという。 

 

  

沓掛馬頭観音の祠と一里塚 

 

 小高くなった塚を回り、降りて行くと一里塚跡の小さな石碑と説明板があった。説明

ではやはり鉄道の工事のために山側(西)は取り壊され、川側(東)の一基が残っており、上

松で残っているのはこの一基のみで貴重な存在と記されていました。 

 

名所｢木曽の桟｣とは 

 

 一里塚跡を過ぎると直に国道に合流します、5 分も行くと赤い橋が見えてきます。さ

らに 8 分程行くと｢木曽の桟｣に到着です。橋の真向かいに種田山頭火の歌碑があります

が読めなかったです。この｢桟｣というのは対岸へ渡す橋ではなく、崖にへばりつくよう

に丸太を組んだ桟のような道のことです。今はその様子が分かるように、コンクリート

に変わったものの道路からの出っ張りを柱で支えている様が、一部だけ残されています。 

 赤い橋の名前は｢かけはし｣と名が入っていました、橋を渡ったところに説明板があり

それには、昔は険しい岩の間に丸太と板を組み藤づるなどでゆわえた桟であったが、正

保 4 年(1647)に旅人のタイマツで焼失した。そこで尾張藩は翌慶安元年(1648)に長さ 56

間(102m)中央に 8 間(14.5m)の木橋をかけた石積みを完成した。その後 2 度の改修によ

り、木橋の下の空間はすべて石積みとなりました。残されていた木橋も中央線の工事で

取り除かれ、現在は国道 19 号の下になっています。そして、昭和 41 年には長野県の史



蹟に指定されました。 

 

  

木曽の桟                    桟を背に 

 

 橋を渡った一角には｢桟や 命をからむ 蔦かつら｣の芭蕉の句碑と、隣に明治天皇の

碑などがあり、少し下がった川べりには｢桟温泉｣があります。時間は 10 時 50 分で電車

の時間には十分な余裕があるので温泉に入りました。木曽川の流れを見ながら入るお湯

はとても気持ち良かったです、でも家内に聞くと女性用のお湯はとても熱くて、隣の浴

槽からぬるいお湯をどんどん入れても熱くてたまったものではなかったとか。早い時間

のためまだお湯を沸かしたばかりだったようです。 

 

移動販売車とビューティーサロン 

 

 時間は 11 時 20 分でぼちぼちランチタイムです、ここからは国道 19 号は車の往来が

激しく歩道がないために、木曽川の右岸道路を歩きます。お日様が当たらず川の反対側

になったせいか風が冷たく感じられます。少し行った所に桟を模した休憩コーナーらし

い場所が、道路から下がった川べりにありました。でも階段を降りたところにはトラ柵

がしてあり、利用はしていない様子。しかし、階段は風が当たらず絶好のポイントだっ

たのでここで弁当にしました。おいなりさんの味はよくておいしかったです、でも野菜

巻きはさほどでもありませんでした。 

 11 時 45 分一息入れて上松宿に向かいます、歩き出してしばらく行くと上の方が少し

だけ白くなった山が見えました。木曽駒ケ岳でしょうか? 今回は白くなった山になかな

かお目にかかれません。そのあたりから 15 分も行くと立派な橋があり、橋を支えるア 



ーチ部の下からは集落がのぞき、橋の上か

らは遠くにうっすらと雪のある山が連な

っているのが見えました。なかなか絵にな

っています、でもこの橋の道路はどこへい

くのか?分かりません。マップには橋も載っ

ておらず、これでは周囲の様子が分かりま

せん。と、話しながらいくと土木会社の資

材置き場のような場所と 4・5 軒の民家が

あり、軽自動車でセブンイレブンの移動販売車が見えました。女性の販売員と一人のお

ばちゃんが話をしていました。ふだんの買い物は移動販売車に頼り、何かの時は木曽福

島か上松まで行くのでしょうか、その先にはビューティーサロンがありました。でもこ

こにお客さんは来るのでしょうか、近くにここを利用する対象者は何人いるのか。人ご

ととはいえ心配になってしまいます。 

 

山あいに眠る産業遺産の｢鬼淵鉄橋｣ 

 

 12 時 22 分赤い橋が見えてきました、近

づくと隣には幅のせまくて古い橋が並ん

でいました。橋を渡りきったところに説明

板があり、それでこの古い橋が何なのか分

かりました。 

昔の森林鉄道の写真と鉄橋の説明があ

り、昔はこの橋を森林鉄道が走っていたと

言うのです。｢鬼淵鉄橋｣といい昭和 50 年

まで木曽森林鉄道が走っていました。大正

時代になって日本の鉄橋はすべて自前の

技術で造れるようになり、この｢鬼淵鉄橋｣

は現存する国産最古のトラスト鉄橋です。

大正3年宮内省土木技師の三根奇能夫の設

計で大阪の横河橋梁製作所が造りました。

全長 93.8m完成から昭和 50 年まで森林鉄

道の鉄橋として使われてきました。森林鉄道は各地で相次ぎ廃止されましたが、ここ木



曽森林鉄道は日本で最後まで運行され、この｢鬼淵鉄橋｣の上でフィナーレが行われまし

た、と記されていました。 

 静かな山あいに残る橋が、日本の歴史を語る産業遺産であることに感銘を覚えました。 

 

最後に迷った上松宿の入口 

 

 いよいよ上松宿へ入る直前の、十王橋交差点の所で迷ってしまいました。鉄道と国道

を横切るためこの道と思い進んだ道は中山道ではなく、

自然歩道の案内があったのです。やむを得ず陸橋で中

央線を越えて上松の宿場に入りました。ここは集落を

ぬける道が 3 本あり、中山道は 2 本目の道と思いまし

たがどうも様子が違います。通りかかったカップルに

中山道と一里塚を聞きましたが、よく分からないけれ

ど 1 本奥の道ではと言う。 

 行ってみると目印となる交番があったのでヤレヤレ、

近くに玉林院と言うお寺さんがあったのでお参りしま

した。このお寺は明治 26 年に火災で本堂などは焼失し

ましたが、山門鐘楼は幸いにも焼失をまぬかれました。

建立には庄屋さんをはじめ、大工さんは上松だけでなく薮原から、屋根ふきは松本から

と宗派をこえて村中の協力で完成しました。明和 3 年(1766)に落成した棟札があるそう

で、今は町の文化財に指定されています。東浦の乾坤院山門のように、2 階には高欄が

あります。しかし、何といっても屋根が翼を広げたように大きく反り返っているのが見

事でした。 

 街道に出て少し戻って見ると、中山道の

案内と背後に国道の走っているのが見えま

した。どうやら先ほど迷った道をそのまま

進めば良かったようです。そして先へ進む

と、白壁土蔵の立派な家があります。玄関

の格子戸を見たら｢問屋役｣｢総庄屋｣｢脇本

陣｣と書かれた看板がかかっていました。こ

こが脇本陣だったのです、でも本陣跡は分

かりませんでした。 



 そこから3分程行くと右に曲がり少し下

り坂になる、その曲がり角に一里塚跡の碑

がありました。説明板には｢本町一里塚跡｣

は残念ながら現存しませんと記されてい

ました。 

 これで上松宿のポイントとなる所はす

べて確認しました、あとはゆっくりコーヒ

ータイムと思いながら駅に向かいました。 

脇本陣跡の家                でも、この町に気のきいた喫茶店はあるの

かなと半ばあきらめていました。しかし、駅のすぐ近くに喫茶店はありましたラッキー

です。ゆっくりコーヒーをいただいたあと、上松駅のホームに出ました。すると目の前

の線路の向こうに森林鉄道の機関車が白

く塗装され、材木を積んだ貨車一両と客車

一両を連結して展示されていました。でも

なんの説明もなかったようです。これでは

気がつかずにいるお客さんもいるかもし

れません、もったいないです。 

このあと 14:08 の電車に乗り、中津川で乗

り換えて帰りました。 

 

 

 


