
ふらっと旧東海道               2008.6.2 

小雨降る土山宿～水口宿を歩く 
 

６月２日久しぶりに旧東海道を歩いた。２月末に庄野から亀山まで歩いて 

いらいである。これにより桑名から関まで歩いたので、次は鈴鹿越えにな 

るのだが、まだ坐骨神経痛は治りきっていないのできついコースを避けて 

滋賀県の土山から水口まで歩いた。 

  

新名神を走り土山へ 

  

天気予報は名古屋．大阪ともに雨となっていたが、甲賀市は曇りで雨は 18.00”

以降、気温は１９度だった。この６月に歩くのは暑くてかなわない、それがこ

のお天気なら涼しくて歩きやすい。予報がずれても 15.00”までは雨にも降られ

まいと決行した。 

8.00”に友夫婦と出発、この時間はまだ通勤の車が多く知多半島道路はかなり

の混雑だ。湾岸も交通量が多くなった、１時間で亀山までくると亀山 JCTから

新名神へ入る。ここは初めて走る、かなり標高の高い所を走っていて障害物も

なくスピード感がまるでないのだ。それに一部は三車線になっている、意外だ

ったのはトンネルでの車線変更が禁止になっていなかったことだ。トンネル内

三車線での車線変更は禁止にしても良いと思うのだが!! いかが 

であろう。最も気に入ったのは標高の高い所を走っていることで、すばらしい

景色が広がっている。特に池山高架橋辺りはスイスにも引けを取らない眺めで

日本のよさを再発見させてくれる。 

そして土山 SAで休憩タイムをとる、ここは上下線をあわせた形に作られてい

る。店内をのぞいてみるとなかなか洒落た造りになっている、レストランは普

通の食堂とカレーライスコーナーは別で、ちょっと豪華な雰囲気に造られてい

る。時間は少し早いが自販機で１５０円のモカコーヒーを買って飲む、なかな

かの味で旨い。小休憩の後出発、SAから 5km ほどで甲賀土山 ICを出て国道一号

線を亀山方面に向けて走り、道の駅「あいの土山」に 9.30分に到着した。 

  

街道散策の地図を入手 

  



道の駅は国道を挟んで田村神社と向かい合う位置にあった、ここで昼の弁当

を調達するために店内を探したが、以外や弁当の類はなくておにぎりのみがあ

った。それも海苔はなく銀舎利のみで、柴漬けが少し添えられているのみだっ

た。ちょっと質素なおにぎりだがこれしかないので２９０円と格安の弁当にな

った。 

ここで店の人に旧東海道の地図はないか聞いてみると、驚いたことに立派な地

図を出してくれた。それも土山～水口～石部とさらにその先の栗東～大津まで

の宿駅散策「近江東海道中絵巻」と記されたもので、街道の要所要所の説明は

もちろん、街道の分かりにくい所は拡大図が載っている。 

作成は近江歴史回廊推進協議会となっていて、滋賀県と関係する市町が記載さ

れている。とても分かりやすい地図が手に入りラッキー、滋賀県は観光にも力

を入れているということか。 

  

  

道の駅「あいの土山」            土山宿案内板 

  

見所一杯４９番目の土山宿 

  

道の駅の横から裏手へと旧東海道が続いており、まずは土山宿の散策にスタ

ートする時間は 9.45”だ。道の駅の裏手には土山宿の案内看板が設置されて小

公園になっている、ここが東の見付になるのだろう。細かな砂利を固めたよう

な舗装がされた道は柔らかくて歩きやすい、そして古い連子格子の家並みの前

には花々のプランターが並び、落ち着いた静かな美しい街並になっている。 

道筋から離れた所は大半が茶畑になっていて、夫婦と思われる二人がお茶を機

械で刈りとっている姿も見られた。お茶の産地はあちこちにあるが、これだけ

あっても商売は成り立っているのか気になるが......。 

民家の所々に宿場の店屋さんだったことを示す看板が掛けられているが、面

白いのがあった。お六櫛商「三日月屋」というのがあり、こんな説明があった。



俳人で東の松尾芭蕉、西の上島鬼貫(おにつら)とも言われた、大阪伊丹生まれ

の上島がお六櫛を買い求めたというのだ。芭蕉は知っていても上島は知らない

だろうに。そんな道を 5.600mも進むと民家の前に東海道一里塚跡の石碑がぽつ

んと建っている。土山宿一里塚であるが、なぜか一里塚の名前が入ってないの

が気になる。でも石碑のみでまるでそれらしい面影はないのだ。また旅籠があ

った所には石柱が建てられていた、中には三本まとめて建っているのもあった。

さらに旅籠「平野屋」は森鴎外が祖父の墓参りの祭に泊まった宿として紹介さ

れている。そんな通りを進むと白川神社の鳥居がある、神社はここよりかなり

奥にあるようで社は見えない。次に脇本陣跡の石碑が現われたが、ここも何も

残っていない。そのすぐ先に東海道伝馬館がある、見学しようと前まで行くと

犬を連れたおばちゃんが「月．火はお休みだよ」と教えてくれた。 

そのすぐ先に土山宿本陣跡の石碑と看板がある、この本陣は将軍．皇族.諸大名

の宿泊場所として寛永１１年(1634)、三大将軍家光の上洛の祭に設けられた。

現在も建物や調度類．宿帳などが当主土山氏によって管理．保存されている。

連子格子の二階建ての家は、今も静かに且つ辺りを威圧するかのようにたたず

んでいる。 

  

     

本陣跡 

 

その 100m程先に土山公民館がある、宿場町の風情を壊さないようなデザインは

なかなか立派な建物だ。そこに「宿場のけごみ」という石碑があった、何の意

味が分からず公民館の方に伺ってみると、「けごみ」というのは軒下とか人力



車の足を置く台とかいう意味があり、人々が集まる場所を表しているという。

でも聞いたことがない、帰ってから広辞苑で調べてみると「けこみ」は言われ

たような意味で載っていたが、「けごみ」は様子を探る者つまりスパイという

意味で載っていた。あまり分かりにくい言葉は使わないで欲しいものだ。 

公民館から 100m程の所に大黒屋本陣跡、問屋場跡、高札場跡、陣屋跡が並んで

いる。この大黒屋本陣は参勤交代などで休泊者が増えて、土山本陣のみでは収

容しきれなくなり、豪商大黒屋の立岡氏に控え本陣が指定されたという。この

先 400mほどで宿場は終り国道一号に出る。 

  

あいの土山雨が降る.......を 体験する 

  

出発して１時間ちょっとした頃、雨がポツリポツリと落ちてきた。初めは気

にしなかったがそのうちに細かな雨が降るようになり傘を広げた。本来の東海

道は国道を横切って野洲川を渡るのだが、現在は野洲川に橋がなく渡れ 

ないので国道一号を 500m程歩き、左に折れて屋根のついた歌声橋を渡る。ウオ

ーカーのために整備された橋で、緊急時以外に車は通行禁止になっている。橋

からの眺めは抜群で野洲川の渓流と田村川が合流する景色はすばらしい、でも

川原に下りることは禁止されている、国道一号にほぼ並行する静かな街道脇に

は茶畑が広がっている。 

すると写真入の説明板が立っている、瀧樹神社とあったが社は見えず通りか

ら奥へ入っているようだ。この神様は水門の神といわれ、水害から守る神様と

説明されていた。そこからしばらく歩くと同じ瀧樹神社の説明板があって丁度

そこにわれわれよりも年配のご夫婦が写真を撮っていた、話かけてみると水口

から歩いてきて、今日は土山宿に泊まり明日鈴鹿越えをして帰るという、東京

のご夫婦だった。明日は雨が予想されるので鈴鹿越えは大変ですねと話し合っ

た。 

ここから 1km少し歩いた所に市場一里塚跡の石碑が現われたが、石碑のみで何

もない。その先に草屋根の家がありガードレールのような欄干の橋を渡ると松

並木が続いている。 

 



  

今も残る松並木              お茶畑が広がる 

 

そんなに多くはなかったが、松並木が残っていることは街道の証しであり大切

にしたい日本の原風景といえる。小雨に煙る松並木を、傘を差して歩くのも悪

くないと思った。11.40”頃だったがちょっと疲れたし、腹も空いてきた、松並

木の終った辺りにこんもりと木が茂りベンチがあったので腰を下ろして弁当に

した。小雨の降るなかでの食事もおつなもので、銀舎利のみのおにぎりで柴漬

けがちょっとだけでも、とてもおいしかった。食事のうまいまずいは、ご馳走

だけで感じるものではないとつくづく感じた。 

  

めずらしいギガンジュームの花 

  

お腹も満たし一息ついたので出発する、するとじきに大野公民館がありその

前が小公園になっており、立派な東屋があるではないか。ここまできてから弁

当にすればよかったのに.....先が分からないということは夢があるとも言う

が、不便でもある。そして、水口までがまんしなくてはいけないかと思ってい

たが、立派なトイレもあったのでヤレヤレ一安心。 

ここから 400mも歩くと国道一号にでる、横断歩道はなくて歩道橋をわたる。国

道から少し離れてほぼ並行して進む道はおだやかな風景が広がる、そんな道筋

で珍しい花を見つけた。先日乙川の街を歩いた時に初めて見たものだが名前を

知らない。こんな時は友の細君の出番で、聞くと「ギガンジューム」と教えて

くれた。まるで葱坊主のような花は小さな花の集合体になっている。 

そこここに見る野菜は生育が少し遅い、スナップエンドウもまだ実がついて

いるのを見かける。盆地で標高も少し高いので、気温はわれわれの住む知多半

島より低いのだ。そんな道を進むと辺りが開けて、左下に国道一号の大野交差

点が見える。歩いてきた街道はかなり高い所だったのだ、そしてこの辺りが旧

土山町と水口町の境になっている。その少し先の大野西交差点で再度国道一号



を渡り 400mも進むと、今郷一里塚が現われる。ここの一里塚は説明板があって、

四角に盛り土されてエノキ?が植えられている。もちろん最近整備されたものだ

が、一里塚はできるだけこのようにしてほしいものである。でもちょっとばか

り草が多いのが気になったが.......。 

 

  

ギガンジュームの花           今郷一里塚 

  

水口宿場は通りが三本もある 

  

今郷一里塚から水口宿の東見付まではまだ 3kmほどある、気を引き締めて歩

き始めた。しばらく歩いた所に岩神さんのいわれという石碑があった、自然崇

拝の名残がここにもあった。これまでお店は数えるほどしかなかったが、もう

少しで東見付という辺りで喫茶店をみつけた。三時のコーヒータイムには早い

が、これをパスするとチャンスはないかもしれず休憩することに。 

ちょっとお疲れモードだったので、腰を下ろして飲むコーヒーはとても気持ち

がなごみ落ち着くことが出来た。でもコーヒーには付き物と思っていたピーナ

ツも何もなかったのは今回が初めてである。あちこち歩いて必ず一度は喫茶店

に立ち寄ってきたがそれぞれ特徴があった。田舎の喫茶店ではこんなものか!! 

ここから古城山をめざしてしばらく歩くと東見付跡に着いた、ここからが水口

宿ということで宿場の入り口になる。 

ここの宿場は通りが三本もありいずれも東海道といわれているようだが、真

ん中の道を行くことにして歩きだした。東見付から少し歩くと幹線道路 

 



  

東見付け                赤いベンガラ塗りの家 

 

を横切る、歩道橋があり横断歩道はなかったが信号が変わったのでそのまま横

断した。信号は本来「指示」ではなくて「可」であって、あくまで自己判断．

自己責任で横断をした。宿場に入って行くと連子格子の堂々とした大きな家が

並び昔を偲ぶことが出来る、中に一軒だけ格子に赤いべんがらを塗った家があ

りひときわ目立っていた。その先に高札場跡が復元されていたが、ここから道

が分岐していた。そこを左に次の分岐も左へと進んだが、ナビゲーター役の友

が「おかしい、からくり時計がない」と言い出した。改めて地図を見ると二箇

所あるはずのからくり時計の一つが現われないのである。丁度おばちゃんがき

たので聞いてみると、通りが違っていて 50m ほど離れた通りを指差して教えて

くれた。 

ヤレヤレ早く気がついてよかった、おかげで立派な時計を見落とさずにすんだ。

ここから 500m程進むと近江鉄道の踏み切りがあり、その地点で三本の通りは一

本に合流していた。そして、もう一個のからくり時計はその分岐点にあった。

いただいた散策地図をよくよく見てみると、拡大図で三叉路の真ん中の道に矢

印が付けられていた。 

  

  

からくり時計と踏み切り前の合流点      中央公民館前の碑 

  



水口の曳山 

  

踏み切りを渡った所に、宿場にマッチした造りの立派なコミニュティーセン

ターがあったが、今日は休日でオープンしていなかった。でものぞいてみると

曳山が展示してあった。ここにくるまでに二箇所の蔵があったが、水口では山

車とは言わずに曳山というので曳山蔵である。 

 

      

水口は加藤氏二万五千石の城下町として発展したが、曳山祭りは町衆の力によ

って創り出された。享保２０年(1725)九基の曳山が登場し、その後町ごとに曳

山が建造されるようになり 30基余りに達したといわれている。 

ここの曳山は「二層露天式人形屋台」という構造で、複雑な木組み、精緻な彫

刻、華やかな幕を飾りつけるとともに屋上に「ダシ」と呼ばれる作り物をのせ

て町内を巡行する。その構造上、組み立てた状態で各町内の曳山蔵に収納され

ている。曳山の一番の特徴は車輪の直径が 1m20cm もあることだ。 

14.45”水口宿の見学を終りコミニュティーセンターで小休憩した、いただい

た散策地図でみると約 13kmを歩き歩数計は 24.000 歩だった。そして中央公民

館前を 15.36のコミニュティーバスで道の駅(田村神社前)まで戻り帰路につい

た。 

                           

2008.6.12 



水口宿～石部宿 13.7kmを歩く  

 
土山宿～水口宿を歩いたのに続き、石部宿まで歩くことに。６月１２日天気

は曇りで、気温も２３度までしか上がらない予報だったので 7.30分に出発した。 

  

弁当の買えるコンビニを調べる 

  

滋賀県の水口～石部の間では食事をする所もないだろうと思い、事前に弁当

を購入できるコンビニを調べておいた。車は甲賀市役所に止めさせていただく

ことにして、市役所のある水口の町を調べたら幸いにも市役所付近にファミリ

ーマートが一軒あった。ナビを使うより地図で調べる方が得意だし、事前に調

べられるのでよい。 

国道一号から市役所前の通りへ入って行く交差点も事前にチェックした、び

わこ銀行のある「新町」交差点を左折して進むと、すんなりコンビニに到着し

た。ところが少し先にもローソンの看板が見える、最近できたようだ。とりあ

えずフアミリーマートに入った、でも弁当類が少なくておにぎりも無い。あっ

たのはスパゲッティーの類が少しだけだったのでローソンで見てみようと店を

出ようとしたら弁当が入荷した。何というタイミングのよさだ、そこで入荷し

た弁当の中から私は助六を、妻は唐揚げ丼を選んだ。あっさり派とこってり派

の違いが明確にでるときだ、でも二人で半分づつ食べると二種類の弁当が食べ

られので、これも楽しみではある。 

 

 

  
水口城                  水口城南駅前「曳山」の看板 



 

弁当を確保して旧東海道へ向かう 

 

コンビニから目と鼻の先の右側に市役所がある、車を止めて出かけようとし

たら友の細君が「こんなものがあるよ」と言って指差した先には、市役所に御

用のない方は駐車ご遠慮ください、という看板があった。 

あとで観光課に寄りますのでと言いながらスタートした、すると左側にスーパ

ーがあって大きな駐車場もあった。ここに止めさせてもらっても良かったのだ

が.......。9.40分スタート地点になる旧東海道に向かう、近江鉄道の踏切を渡

ると水口城跡に着く。このお城は湧き水を利用した堀に水をたたえていたこと

から別名「碧水城」と呼ばれていた。明治維新後に建物や石垣の大半は処分さ

れたが、将軍家宿館遺跡として保存整備された。今は隅櫓を模した資料館とな

っている。でも時間が早いので入館は出来ず、横に見て先日の帰りにバスに乗

った水口高校前を通り過ぎ、次の通りが先日歩いた旧東海道の通りなのだが、

この辺りは旧東海道ではない。それは、旧東海道はお城に続く武家屋敷を避け

て迂回しているためだ。 

その通りを一本越えると次の通りが旧東海道になる、ここを左折して旧東海道

を歩き始める。 

  

  

水口石                 林口一里塚跡 

水音のさわやかな街道 

  

岡崎の２７曲がりのようにクランクに曲がると、小坂町の角に水口石、別名

力石がある。そこを進むと右側に森が見えてくる、道路で鍵の手に囲まれた五

十鈴神社である。その角には林口一里塚跡の石柱が建っていた。 



丁度この辺りが西見付けだった所で、一里塚は元々は別の所だったが、ここに

移されたと言う。ここから 300m程で集落が途切れて田園地帯になる、田んぼの

中を東海道が 3.4kmも真っ直ぐに延びて北脇畷と呼ばれる。(畷とは縄手とも書

き田の中の道という意味)道の左側にはまだ若い松の並木が復元されて、水田の

薄い緑に松の濃い緑がとても鮮やかだ。松並木を過ぎると柏木の小学校と公民

館が現われ、造り酒屋も一軒あった。 

田園地帯もそうだったが、集落の中の街道にはいつも水の流れる音が響き、

とてもさわやかな気分だ。道路沿いには水路というのか、側溝があり透き通っ

た水が流れているのだ。この辺りは盆地で高い山があるわけでもないが、どこ

から流れてくるのかそれとも湧き水が豊富に流れているのか?? 街中を水が流

れているのは自然に恵まれている証しでとてもすばらしいことだと思った。 

野洲川にぶつかる少し手前にも松並木があった、この辺りは水田ではなく小麦

が栽培されていた。そして、小川を渡ると竹やぶの元に復元された泉一里塚が

あり、そのすぐ先には横田の常夜灯が見えた。 

 

  

北脇畷の松と小麦            泉一里塚手前の道標 

 

13 渡しの一つ「横田の渡し」 

  

鈴鹿山脈に源を発する野洲川は、このあたりで「横田川」と呼ばれてきた。

東海道には１３の渡しがあり、ここ横田はその一つで軍事上の意味からも幕府

の管理下におかれていた。そのため、他の渡しと同様に通年の架橋はゆるされ

ず、地元泉村に公益を化しその維持にあたらせた。３月～９月は四艘の舟によ

る舟渡しとし、10月～2月は土橋を架けて通行させた。 



そして、明治２４年になって泉と三雲の間に板橋が架けられ、昭和４年に下流

に橋が移され、２７年には国道一号線の敷設によって現在の横田橋へと推移し

た。 

この渡しには巨大な石灯籠がひときわ目を引く、文政５年(1822)増加する旅

人の目印となるように建立された石造りの常夜灯で、その高さは 10.5m 街道随

一の規模を誇るものです。周囲に説明板はもちろん水道、休憩場、トイレも設

置されて整備されている。時間は 11.15分と少し早いが朝も早かったのでお弁

当にした、雄大な野洲川の流れと２００年近くも世の中の移り変わりを見続け

てきた、大きな常夜灯を見ながら自然の中で食べる弁当は事のほかうまかった。 

 

     

 横田の渡し跡と常夜灯 

 

天井川の隧道を三つくぐる 

  

横田の渡しには橋がないので野洲川に沿って迂回しなければならない、少し

歩くと国道一号にでる、この辺りで水口から甲西の町へ入る境だ。野洲川を渡

ると JR三雲駅の前で旧東海道に合流し、大きく右に曲がって行く。300m ほど行

くと JR草津線を横切って右に曲がる、その角には石部宿と水口宿を指す道標が

立っている。その道を 600mも進むと隧道が見えてくる、そして堤の上には弘法



杉が枝を広げている。これは明治１７年に県下最初の道路トンネルとして造ら

れたもので、上には大沙川が流れる天井川なのだ。 

中学の社会で習ったことのある、川底が田んぼや道路よりも高い川である。堤

を上がって川を見てみると、幅は 1mほどでコンクリート製の板が敷き詰 

られていた、そして幹周り 6m、高さ 26m、樹齢７５０年といわれる弘法杉が枝

を広げている。弘法大師がここを通りかかった時、眺めがよかったこの場所で

昼食をとり、そのとき使った杉箸を堤にさした。後にこれが成長して大杉にな

ったと伝えられている。根元には祠があって地元の人たちがお守りしているの

が分かる。 

ここから 1kmちょっと行くと夏見の集落で、夏見一里塚跡なのだがそれらし

いものは見当たらなかった。そして、報恩寺の前に新田道の石柱が立つ三叉路

の先に由良谷川隧道が現れる、この隧道は明治１９年に完成した。そしてこの

地方では知られる「御代栄」の北島酒造前を過ぎると三つ目の家棟川隧道をく

ぐる。この先左手 1km 奥には国の天然記念物に指定されている「うつくし松」

があるというのだが、遠くて寄り道することはできない。説明によると、根元

からいくつにも分かれた幹が伸び、葉先が平らになった傘型の珍しい松だとい

う。 

 

  

大沙川隧道                造り酒屋「北島酒造」 

  

京立ち石部泊まり 

  

落合川を渡ると「これより石部宿」の案内板が見える、甲西町から石部町へ

入ったのだ。少し歩くと吉姫神社があったので休憩にした、ここの神社には南

北朝時代の作といわれる木造の狛犬がある。でも少しお疲れモードなので見学

して回ることはしなかった。 



ここまでに酒屋さんは何軒もあったが喫茶店はまるで見なかった、お酒を飲む

人がそんなに多いとは思えないのだが.........田舎ではお年寄りが多いだろ

うからお酒を飲む人が多いのかな!! 造り酒屋も二軒あったし....。 

そんな話をしながら先へ進むと大きな「石部中央」交差点にでる、そこには道

の辺広場と称して高札場跡が復元され、且つ小公園として整備されていた。 

その先には二つあった本陣の一つ「三大寺本陣」の跡地に建てられた、観光案

内所兼休憩所の「いしべ宿駅」、小島本陣跡と続いている。しかし、いずれも

建物はなく案内板だけである。 

石部宿は幕府直轄と膳所藩直轄の二つの本陣が置かれ、全盛期には 216軒の

商家や６２件の旅籠が並ぶ、５１番目の宿場町として栄えた。当時は伊勢路へ

の街道として多くの人の往来でにぎわい、京から 36kmの石部は江戸へ向かう旅

人が最初に泊まるのに都合がよかった、それは草津宿では泊まるに早すぎ水口

宿では遠すぎたからである。そのため「京立ち石部泊まり」といわれたのだ。

そこから 200mほどで路は右に直角に曲がっている、その角に安藤広重が描いた

石部宿「田楽茶屋」をもとに再現された、休憩所「田楽茶屋」がある。のぞく

と冷たい飲み物もあるようなので休憩することにした。時間は 14.30 分頃でお

店のおばちゃんたちが遅い昼食をとるところだった。アイスコーヒーで疲れを

癒しおばちゃんに電車の時刻を聞いたのだが、ダイヤ表はなく分からないが３

０分に一本走っているという返事だった。お店屋さんでダイヤ表がないという

ことはあまり電車を利用しないのかな。 

 

  
高札場跡の「道の辺広場」          JR石部駅前のモニュメント 

 

休憩後店を出るとじきに石部一里塚跡の石柱と案内板がある、その先には西

の見付け跡があって宿場を離れる。ここから 400mほどで JR石部駅に着いた、

電車は 15.06分の貴生川行きに丁度よい時間であった。230円の切符を手に草津

線の電車に乗り込んだ、武豊線と違い 4両編成の電車にゆられて終点の貴生川

に着く、ここは私鉄の近江鉄道と信楽鉄道の始発駅になる。信楽鉄道は昔列車



同士の正面衝突という大事故が起きた路線だ。私たちはすでに入線していた近

江鉄道に乗り換えるため、160円の切符を買い 1両編成の電車に乗りこんだ。一

区間にしてはかなり走って次の水口城南駅で降りて市役所に止めた車に戻った。 

 

 

 


