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ふらっと旧中山道               2017.5.10 

みどり湖駅～塩尻宿～洗馬駅の 7.9kmを歩く 

 

1 日前の 9 日に中山道ウオーキングを決め、10 日にみどり湖駅～塩尻宿～洗馬駅の

7.9kmを歩きました。行程は中央西線から中央東線に移りました、今回は平坦なコース

でとても楽な行程です。でも、この先は諏訪宿から和田峠方面へ向かう難コースが待ち

受けています。さて、今後はどのようにしたら良いのか…… 

 

新緑の山々が迎えてくれました 

 

 催行予定を 10 日、12 日にしていました。事前の天気予報では 10 日は傘マークがあ

り、12 日はなんとか晴れるようでした。そのため 12 日にしようと思っていたところ、

9日になって友が 10日は良い天気ではと言う。あわてて確認すると、その通りで 10日

はお日様マークが連なっていて、最高気温 23 度で絶好のウオーキング日よりではあり

ませんか。それに 12日は最高気温が 27度で湿度も高い予報です。そのため急遽 10日

に行く事を決めました。いつものように東浦駅 5 時 55 分の一番電車に乗り、名古屋発

7 時の「しなの 1 号」

に乗り込みました。中

津川辺りの田んぼに

は水が張られて田植

えの準備が進められ

ていました。それに先

月と大きく変わった

のは、山々の新緑がと

ても鮮やかになった

ことです。濃い緑、明

るい黄緑、それに一部

黄色もあってその色 

中央の青い線が今回歩くコース                  合いは鮮やかという

以外ありません。さらに雨上がりのため白い雲がたなびき、こうした風景を見ていると、
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こんなところで住めたらいいのにと思う反面、自然災害の怖さも脳裏を横切ります。 

 また、今回のコースは約 8km で平坦なコースなので次回のことを考えて、塩尻峠の

方面へ 2kmほどタクシーで移動してから、スタートしてはと話し合っていました。 

 そんな会話をしていると 8 時 57 分塩尻駅に到着です、ここで甲府行きに乗り替え 9

時 15 分にみどり湖駅に到着しました。ホームは少し低いところに造られていて、無人

駅です。丁度自動改札機の設置工事が進められていました、駅前に出てみると建物らし

きものは何もなくて、まったく田舎の駅です。もちろんタクシーなどは見当たりません。 

 

素晴らしい記録が残る「青木家文書」 

 

 家が見えない畑の続く風景の中を 8分程行くと左右の見通しがよくなり、右手に車の

往来するのが見え、そこが中山道だと分かります。目の前には水を満々とためた田んぼ

が広がり、のどかな風景です。その奥に集落があり家の前まで行くと、庭にはピンクの

ハナミズキが咲いていました。そこから

少し先の家には、アジサイに似た薄緑の

花が木にたくさん咲いているのを見つけ

ました。初めて見る花で名前が分からず、

植物に詳しい友の細君に聞いても分かり

ません、花の姿形はアジサイそっくりで

すが、アジサイではないようです。その直

ぐ先に小さな神社が有り、そこは地域振

興バスすてっぷくん「金井公民館」のバ

ス停になっていました。その足下には芝

桜がきれいに咲いていて、直ぐ隣の道角

には 3 体の石碑がありました。庚申・二

十三夜ともう一つは文字が読めませんで

した。 

 続いて「市有形文化財 青木家文書」

の説明板と柱の立つお屋敷が現れました。

白い漆喰と海鼠壁の土蔵があり、立派な庭が造られています。道沿いにはとても太いケ

ヤキの古木がそびえており、この家のシンボルのようです。 

説明によると、青木家には江戸時代から明治・大正期までの古文書 10.000 点余と、書
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状・書簡など 12.000 点余が所蔵され文書目録も作成されているという。江戸時代のも

のはここ金井村をはじめ、同じ松本藩領であった筑摩・伊那・佐久郡の村々のものもあ

る。明治・大正期のものは当時の当主禎一郎が関わった役場関係のもの、筑摩県、長野

県に命ぜられて推進した地租改正・小学校の設立に関するもの、自由民権運動、塩尻峠

の道路開削に関するものがあり、量質共に資料的価値が高いと記されています。こうし

た資料はどこかで見られるようになっているのでしょうか? あるいは時々特別展示な

どが行われているのかな… なかなか興味を引く内容が有り、できれば見てみたいもの

です。 

 

旅籠「いてふ屋」は国の重要文化財 

 

 その先で小さな川を渡り田んぼを見ながら 5 分も行くと中山道に出ます、その角に

「三州街道」の碑があります。今、私たちが歩いてきたのが「三州街道」で、ここ塩尻

宿から伊那谷を経て三河足助を経由して岡崎に至る街道です。宿場ごとに馬を換えない

方式の中馬を用い塩や荷を運んだのです。その直ぐ先の自販機の隣に「塩尻口留番所跡」

の小さな石碑がちょこんと立っています。この辺りは塩尻仲町で「すてっぷくん」のバ

ス停もあります。そこから目と鼻の先に十王堂跡の石碑がありますが、建物らしきもの

はありません。ここまでは宿場とはいえ、昔の面影はありませんでしたが、5分程行く 

と立派な堂々とした和風建築が現れまし

た。そこには「国指定重要文化財 小野家

住宅」と記された案内があります。でも、

説明板はありませんのでどのような家な

のか分かりません。調べてみると「いてふ

屋」と呼ばれた旅籠屋の小野家が昔の姿を

今にとどめているもので、塩尻宿では唯一

の遺構といえるものらしい。現在は国の重

要文化財に指定されており、文政 11 年

(1828)の火災後から、天保 7年(1836)にかけて主屋などが再建されました。建物の左側

の方はシートが掛けられ修理中でした。 

 

八重桜の咲く下に「塩尻宿本陣跡」 
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 この辺りが宿場の中心らしく小野家住宅を過ぎると、高札場跡があり本陣跡と続きま

す。高札は定めとして九箇条が列挙されていましたが、その一つに博打はいけない、喧

嘩はいけない、鉄砲を撃ってはいけない、いつわりや人の害になることをしてはいけな

い…などもっともなことが書かれています。その隣には明治天皇行在所の石碑が立ち、

道の向かいには小さな上問屋跡の石碑があります。1分も歩くとそこには 1本の大きな

八重桜が咲く下に「塩尻宿本陣跡」の石碑と案内板があります。隣には少し小さな「脇

本陣跡」の石碑が立つ塩尻宿の立派なモニュメントがありました。八重桜は道の反対側

から眺めたので種類まで判定できなかったのですが、カンザンや普賢象ではなかったで

す。やさしいピンク色と葉っぱの緑が、ほどよく混じっているのが美しいと感じました。

東浦ではとっくに終わった八重桜がここでは今盛りで、そんなに多くはありませんが

所々で見かけます。 

 

八重桜のもとに本陣跡、そのとなりに塩尻宿のモニュメント 

 

 その隣に「酒林(さかばやし)」と呼ばれる杉玉の下がる大きな屋敷が現れました、旅

籠風の古い建物は明治時代後期のもので文化財に指定されているようです。門前には

「塩尻陣屋跡」の石碑が立っています。隣には海鼠壁の土蔵もあります、正面に取り付

けられている看板には「笑亀酒造株式会社」とあり明治の創業といいます。 

 

江戸から 30番目の塩尻宿 

 

 そこから 3 分も行くと「中山道鉤の手跡」の石碑があって、右へ分岐していきます。 

ほどなくしてこんもりした森と「式内大宮阿禮神社」が現れます。境内を囲む石造りの

柵には「堀内氏」の文字があります。隣りは塩尻東小学校で、門柱の隣に八重桜が咲い
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ていました。この時は分からなかったのですが、ここから 5分程行くと「国重要文化財

堀内家住宅」の案内が立っています。この堀内氏が神社の石の柵を寄進したようです。 

肝心の住宅は改修中でシートに覆われていて何も見えず、どのような建物なのかさっぱ

り分かりません。調べてみると、18世紀後半に建てられて 19世紀初めに当地へ移転し

たと言います。その特徴は諏訪地方特有の「雀踊り」です、これは切り妻屋根に乗る棟

飾りで、最初は屋根から落ちる雪よけだったものがデザインとして進化したそうです。

それにしても国の重要文化財が立て続けに現れるとは、さすがに塩尻宿です。これまで

に塩尻宿の説明板に出くわすことがなかったので、宿場の特徴を調べてみました… 

 中山道は江戸時代初期に大久保長安によって整備された頃は、ここ塩尻を通らずに下

諏訪宿から洗馬宿を結ぶ最短経路でしたが、難所が多かったので長安の死後に経路が変

更されて塩尻が宿場として整備されました。中山道 63次のうち江戸から数えて 30番目

の宿場で、最盛期には本陣 1，脇本陣 1、旅籠 75、松本藩六万石の玄関口として栄えま

した。また塩の道と呼ばれる三州街道の分岐点でもあり、三河や糸魚川方面から塩が運

ばれ中継地としても栄えました。 

 

銅鐸が出土した「大門神社」 

 

 堀内家住宅から少し先でこれまで歩いてきた国道 153号に合流し、そこにセブンイレ

ブンがあります。今回のコースではコンビニが 2カ所あってすでに 1カ所は通り過ぎて

います、「中山道鉤の手跡」で道が分岐したのでコンビニを通りすぎはしないか心配し

ていました。そのためコンビニを見つけたときは一安心して、早速お弁当を調達しまし

た。私はエビののったちらし寿司とおにぎり 1 個を、妻はちらし寿司を購入しました。 

これで落ち着いて次へ進むことができます、目の前が「大小屋」の交差点でここから 7

分程行くと変速の大きな交差点があって、「中山道」と「松本街道」の分岐点です。右は

松本、直進すれば塩尻駅です。斜め左は「平

出遺跡」の案内がある中山道です。 

 これまでより車の通りが少なくなった田

舎道になりホットしました、次の目標は「平

出一里塚跡」です。5分程行くとちょっとし

た森が見えてきました、大門神社の前に来ま

した。説明板はなかったようですが、この神

社は考古学的には有名な神社だという。 
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昭和 35 年(1960)境内から高さ 64cm の完成品銅鐸が出土し、これまで長野県は銅鐸文

化の圏外と考えられていました。これが覆されたので大変注目を浴びたのです。 

 とは言え、銅鐸そのものがよく分からないので確認してみると……弥生時代に祭礼に

用いた青銅製のベル、近畿から東海地方にかけての地域で多く出土している。楕円形の

中空の身とそれを釣りさげる紐からなる、と説明されているが元々使用している所を見

たわけではないので、そうであろうと解釈することにしよう。 

 神社の隣に鳥居と小さな祠があります、

何かなと思いましたら説明板があり耳の

病気の治る事を祈った「耳塚」でした。耳

の形に似た素焼きの皿やおわんに穴を空

けて奉納すると耳の聞こえが良くなると

評判になり、伊那地方など多くの人が参拝

しました。天文 17 年(1745)5 月、武田信

玄と小笠原長時の桔梗ヶ原の戦いの時、戦

死した兵士の耳を葬った所とされていま

す。 

 

レタス畑と昭和電工の工場 

 

 耳塚の隣の家に白と赤の大きな、それは見事なボタンの花が咲いていました。花を話

題にしながら 5分程行くと、中央東線のガードをくぐり地図上で現在地がはっきりしま 

す。もうまもなく平出一里塚跡と元気づけ

られて歩きますと、右手は大きな木が立ち

並びコンクリートの塀がかなり遠くまで続

き、5 分程行くと左手には青々とした広い

畑が現れます。畑はレタスだけの栽培をし

ていて、丁度二組の農家が収穫をしていま

した。そばにダンボール箱を並べ、座り込

んで収穫した物から順次箱詰めをしている

ようです。見ているとこの作業は大変な様

子です、私なんかだとすぐに腰が痛くなってとてもできそうにありません。野菜が安け

れば助かりますが、一方で生産者の収入も確保されなければ作る人もいなくなるでしょ
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う。そんなことを話しながら行くも、まだコンクリートの塀は続いています。やっと入

り口の正門にたどり着くと、そこは「昭和電工塩尻工場」の敷地で、ここには関連の 3

社があることが分かりました。 

 昭和電工は戦前の日本電気工業と昭和肥料が合併して設立されました。全国各地に工

場を持つ総合化学大手の一つですが、今は電子・情報材料などの高収益分野に再編を図

っています。石油化学事業・化学品事業・アルミニューム事業・ハードディスク事業・

エレクトロニクス事業などです。しかしこの会社は、昭和電工事件や新潟水俣病事件で

世間を騒がせたことは記憶から消えることはないでしょう。 

 

日本橋から 59番目の「平出一里塚跡」 

 

 昭和電工の正門から 5分程行くと、やっと「平出一里塚跡」に到着しました。田んぼ

の脇に小高くなっており、松の木が 1本植えられています。そばまで来ると道の反対側 

にも塚が残ってやはり松の木が植えられています。しかし、その間がとても広く当時の

道がこんなに広いはずもなく、場所は移動しているようです。その証拠に北側の塚は民

家の裏にあります。中山道は牛首峠経由

から塩尻峠経由に変更され、この一里塚

もその頃に造られたものと推定されてい

ます。塩尻市内には 9 カ所一里塚があり

ましたが、現在は 3 カ所のみとなり、両

塚が残っているのはここ平出一里塚だけ

と言います。日本橋から数えて 59番目の

一里塚で、宝暦 6 年(1756)の頃、この付

近に茶屋 2 軒があったことが分かってい

るそうてす。 

 

縄文時代の「平出遺跡」を見学 

 

 一里塚跡を出ると遠くに遺跡らしい物が見えます、入り口はどこだろうと話しながら

行くと 3分ほどで遺跡の駐車場がありました。そこに配置図があり休憩所・トイレのあ

る区画と、事務管理棟のある区画に分かれているようです。かなり広い場所ですべて見

て回るのは遠慮し、まずは休憩所に向かいました。 
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 時間は 11時 10分ですが朝が早かったことでも有り、早速お昼にしました。ここまで

は歩いてきたのでさほどではなかったのですが、いすに座っていると少し寒かったです。

でも、ちらし寿司はとてもうまかったです。 

 

縄文時代の平出遺跡 

 

 腹ごしらえもできて遺跡の説明板をゆっくり見てみると、平出遺跡は縄文時代から平

安時代にかけての大集落ですとあります。昭和 25 年からこれまでの発掘調査により、

縄文時代では中期 60、後期 2、古代では古墳時代 79，平安時代 28、時期不明 30 の計

199軒の住居が発見され、水瓶をはじめとする土器・石器が大量に出土しました。これ

らの成果は当時の村落のあり方を究明する上できわめて重要な遺跡であることから、昭

和 27 年国の史跡に指定されました。塩尻市ではこの辺り一帯を史跡公園として整備し

ています……そして、出土品は博物館で展示しています。と記されていました。 

 草原に点在する三角の草屋根の一つに入ってみましたが、中はかなり広いと感じまし

た。何も置いてないので当時の暮らしぶりを想像するのは困難ですが、今、私たちが道

具を使わず自分の力のみで住居を造るとしたら、やはりこのような物を考えるのではと

思いました。 

 

予定の時間に洗馬駅へ到着 

 

 11時 45分平出遺跡を出て後半のスタートです、食事してからはいつもペースが落ち

るので要注意です。周りにはぶどう畑も多く目に付きます、甲州ブドウの産地に入るの

でしょう。10分ほど行くと長野県○○試験場開場記念碑と彫られた大きな石碑があり、

いくつかの建物があります。これもお役所の一つだと思いますが、ブドウの品種改良に
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取り組んでいるのでしょうか。それについては結果報告をきちんとやっているのか、な

ど余分な心配をしてしまいます。 

 そして、中央西線を横切り国道 19 号

にぶつかります。ここまで来るとヤレヤ

レと言う気持ちになります。その国道を

15分程歩くと、突然歩道に「銅鐸」のモ

ニュメントが現れます。そこには「日本

最北端の銅鐸 平出遺跡入り口」と記さ

れていました。この辺りから平出になる

のでしょう、なかなかうまい PRだと思

いました。すぐその先が「平出歴史公園」

の信号のある交差点てで、ここから右に分岐して洗馬に入っていきます。すると、友の

細君が道ばたに花を見つけて「これは口紅スイセン」と教えてくれました。見ると花の 

内側に赤い線が小さな丸を描いていま

す、その様が口紅を連想させることから

名前が付いたと言います。このスイセン

を見たのは初めてです。 

 そこから 4分も行くと今度は「肘掛の

松」と呼ばれる赤松があります。昔は「洗

馬の肘掛 日出塩の青木 お江戸屏風の

絵にござる」と歌われたとか。さらに細

川幽斎が「肘掛けて しばし憩える松陰

に たもと涼しくかよう川風」と詠んだとも伝えられています。 

 そこから 5 分程行くと道が分岐し石碑が立っています、「ここが中山道と善光寺道の

わかされ」と説明されていました。そして、予定通り 12時 40分ころ洗馬駅に到着しま

した。今回も先回と同じ電車で木曽福島から特急に乗り中津川まで行き、ここで快速に

乗り換えて帰りました。 

 

 

 

 


