
ふらっと旧東海道           2009.5.27 

金谷～日坂宿～掛川 15kmを歩く 
  

東海道のウォーキング旅も大井川を越える所まできた。すでに金谷から島

田宿の間は歩いており、今回の掛川～金谷を歩くことで、天竜川と大井川を

超える。なるべく曇り空の日を選んで、次の街道ウォーキングは 5月 27日

に決めた。 

  

よく分からない JRの運賃基準 

  

26日に明日のウォーキング決定を決めた、そして窓口が閉まる 12.00"～

13.20"を避けて 14.00"頃に東浦駅へ行き切符を買った。東浦～金谷は 2.520

円だった、ついに片道 2.500 円を超える距離まで足を伸ばすことになった、

当日は前回同様の 6.33"の二番電車に乗り大府で浜松行きの区間快速に乗り

換えた。車内はこれまでと違い割と空いており 4人の内 3人は腰掛けること

が出来た、次の刈谷では 4人そろって座れるかと思ったが、それがさにあら

ず安城まで行って 4 人そろって座ることが出来た。 

安城を出てしばらくすると珍しく車掌さんが回ってきた、友は切符を買って

こなかったので車掌さんを呼び止めた。緒川～金谷の切符を買い求めたとこ

ろ、てっきり 2.520 円と思ったのに反して、2.210円だという。前回の掛川

までは東浦からも、緒川からも同額だったのに何故こんなにも違うのか!! 

二駅違うと運賃がこんなに違うのがよく分からない。これまでは区間が同じ

なら運賃も同じと思っていたが、そうではなく距離が基準になっていて、

○○km～○○km 内は同額というテーブルが駅ごとに決められているようで、

要はその距離の幅がどのように区分けされているかによるようだ。 

運賃を巡って話をしているうちに蒲郡を過ぎて、電車は各駅に止まりながら

豊橋を過ぎて浜松に到着した。ここで興津行きに乗り換え、今から歩く牧の

原台地をトンネルでくぐりぬけると金谷駅で、9.10"に到着した。 



いきなりの急坂と、日本初の有料道路 

  

金谷駅には大井川鉄道金谷駅が併設されている、川根茶で知られる茶所を

SLが走る観光路線となっている。金谷宿は東に大井川、西に小夜の中山峠と

旅の難所に挟まれ、川越しの宿として栄えた。宿場内はすでに散策しており、

今回は西へ向かうため駅を出て右手に進むと直に東海道線のガードをくぐ

る。そこに金谷一里塚跡の説明板があるが塚はない、ガードをくぐると金谷

駅の横に出てそこから急な坂道が上へ続いているのが見える。少し進んだ 

  

大井川鉄道金谷駅 右は JRのホーム    中山新道の説明板 

 

所に何か説明板があり、見てみると「中山新道.金谷側入り口」とある。文

面を見て驚いた、この道路は日本初の有料道路といわれ金谷～日坂宿の

6.7kmを、金谷の杉本権蔵たちが明治 12年に切り開いた。人夫は延べ数万人、

工事費は 32.140 円を要した。公衆の便宜を図るために建設されたが、明治

22年国鉄の開通により利用者が減り 9年にわたる使命を終えたとある。そん

な道路があることは知らず、歩き比べたら面白いだろうに。でも今回は「小

箱根」と呼ばれる金谷坂、菊川坂から小夜の中山へ向かう。 

歩き出していきなりの急坂はきつくて、あえぎながらの歩行となる。それく

らい急坂が続く。そして、大きくカーブして峠を上る国道一号を横切ると金

谷の石畳が現われる。 

  



金谷の石畳と諏訪原城址 

  

文政年間に幕府は菊川までの金谷坂の、上り下りをすべて石畳の道に整備

した。そして近年 30m を残しコンクリートになっていたが、平成 3年金谷町

では平成の道普請を行い、町民 600名の参加を得て石畳が 430m にわたり復

元した。丸い石が敶き詰められたかなりの急坂で、ここまでの坂道のように

しんどい。少しカーブしながら上っていく道の両脇は、杉の木立が続き陽射

しをさえぎり吹く風も心地よい。眺めはよくないがそれでも鶯の鳴き声が聞

こえ、散策するには悪くない。途中に石畳茶屋.庚申堂がある、この庚申堂

は日本左衛門が夜働きのさいに着替えをしたと伝えられている。そして金谷

坂を上りきると国指定史跡の諏訪原城址が現われる、街道から少し入った所

に深い堀の跡が原型をとどめて残っている。諏訪原城は天正元年(1573)武田

勝頼の臣、馬場美濃守氏勝を築城奉行として築かれた規模雄大な山城。 

武田氏の守護神である諏訪明神を城の一角に祀ったことから諏訪原城と

呼ばれる。立派な説明板と駐車場も用意されていた、でもどれだけの客がく

るのだろう。きっと多くはないと思う。茶畑を横目に見ながら進むと国道一

号を横切る、そこからは牧の原台地の茶畑の雄大な景色が広がる。牧の原台

地は江戸時代には広大な荒地だったが、明治維新の後大規模な茶畑として開

墾されたものだ。今度は石畳の菊川坂を下って、間の宿菊川の里へ向かう。 

 

  
金谷の石畳               諏訪原城址の説明板 

  



「栄西禅師」と 牧の原のお茶 

  

東屋と説明板が設置された菊川の石畳を下る、でも金谷の石畳と違い立派

な石畳の間からは草が生えておりみすぼらしい感じさえする。というのも南

向きの斜面で木立がなく日当り良好なのだ。そんな石畳を下って行くと、石

畳の普請に協力した人たちの名前を記したバネルがあった。それには「旧東

海道菊川坂石畳普請助郷役芳名」と漢字ばかりのタイトルが付けられて、地

元の菊川、金谷はもちろん各地からおよそ 600名程の名前が載っていた。 

 

  
菊川坂の入り口と茶畑の道 

 

斜面に広がる茶畑の中を歩くのも気持ちのよいもので、霜よけの扇風機が何

本も設置された畑を通り、下の方には菊川の集落が見える。牧の原に茶を広

めたのは茶の開祖といわれる「栄西禅師」で、喫茶の効能.栽培法.飲み方な

どを記した日本最古の茶書「喫茶養生記」がある。 

絶景を楽しみながら菊川坂を下ると直に法音寺入り口の看板があり、その下

の方に「中納言宗行卿の塚」とある。承久の乱で鎌倉幕府にとらえられた中

納言宗行は、東行途中に菊川に泊まり、柱に遺文を書き遺しているという。

でも法音寺は 500mも離れ往復 1kmになるのでパスした。そこから直に菊川

を渡り集落へ入っていく。 

  



間の宿菊川と「菜飯田楽」 

  

まもなく出発して 1時間で菊川の里の道標がある広場に着く、ここには中

納言宗行の歌碑や間の宿の説明、菊川の民話の紹介などがまとめられていた。 

間の宿菊川の説明では......普通宿場と宿場が 3～4里のときに間の宿を置

く、それは人足や旅人の休憩に便宜を図ってつくられた。でもここ菊川宿と

金谷宿のように 1里 24町でも急所．難所が続く場合には特別に間の宿が置

かれた。間の宿は旅人を泊めることは許されず、菊川は大井川の川止めがあ

っても金谷宿の許可がないと宿泊はかなわなかった。また、尾頭付きの本格

的な料理を出すことも禁止されていた、そこで生まれたのが菊川名物「菜飯

田楽」である。大井川の激流を渡り、金谷坂を登りきった旅人には、ひなび

た里の味でもさぞおいしかったであろう。なかでも下菊川おもだか屋.宇兵

衛の茶屋の菜飯田楽は特別おいしかったと言われています。菊川の里を出る 

と難所の一つ小夜の中山への上り坂が続く。 

 

  

菊川の里                民話の紹介 

 

家康接待茶屋跡と久延寺(きゅうえんじ) 

  



歩き出して直に友が「もうすぐ左へ曲がる」という、でも宿場マップを見

る限りそんなふうには見えない。ゆっくりカーブしてから右へ大きく曲がっ

ているのだ。ほんとかいなと言いながら進むと、小夜の中山への矢印が左を

向いた案内板が現われた。さすがに地図は正確である案内に沿って進むと道

が分岐している、そこにも久延寺の案内がある右へ進む。しかし、ここから

が大変で坂は上へ上へと続きとてもきつい。 

どんどん高度を上げていくと道沿いはお茶畑ばかり、立ち止まって辺りを見

回すとお茶畑と山しか見えない。でもこんなに高いとお茶畑の水はどうして

いるのか? そんな会話をしながら上って行くと、消火栓のようなものが所ど

ころに現われた。どうやら水はここから供給しているようだが、それにして

もこんなに高い所では大変なことだ。 

 

  

修理中の久延寺本堂と夜泣き石      久延寺山門 

  

民家の前に叔母ちゃんが居たので、久延寺はまだですかと尋ねると「もう

ちょっとだよ」と返事が返ってきた。きつい登りが長く続き息が切れるが、

この辺りからは目前の茶畑と遠くに富士山、駿河湾が眺められるという。で

もそれはかなわなかった。それからしばらく歩き菊川の里から 30"程で久延

寺に着いた、丁度マイクロバスできた一行が見物していたが門から見ると本

堂の修復工事が行われていた。ここは真言宗のお寺で、慶長 5年(1600)掛川

城主山内一豊は境内に茶亭を設けて、大阪から会津の上杉景勝攻めに向かう

徳川家康をもてなした。関が原の合戦の後、山内一豊は功績を認められて土

佐 20万石に栄転した。そんな歴史の一ページがあったのと、昔住職が山賊



に殺された妊婦の子を育て、子は成長して親の敵を討つことが出来た。これ

はひとえに本尊の加護よるものであるという、夜泣き石の伝説にちなみ子育

て観音と称される。境内にはお堂のような屋根の下に夜泣き石が安置されて

いる、また家康お手植えの五葉松がある。 

 

様々な畝の形がある茶畑 

  

久延寺を出るとすぐに西行法師の碑がある、タイル張りの円柱に「年たけ

て また超ゆべしと 思いきや 命なりけり 小夜の中山」の詩が読める。そこ

からすぐに小夜の中山公園に着き休憩した、時間は 10.55"だった。林の中の

東屋では汗をかいたのと涼しい風が寒いくらいで、おやつを食べてお茶を飲

んでからは日当りのよい場所を選んで日光浴をした。 

 

  
機械による茶摘             谷を埋める茶畑 

 

休憩して公園を後にすると茶畑が広がっており、「江戸時代の小夜の中山

峠へようこそ」と書かれた大きな看板があり、私たちはおいしくて安心安全

なお茶を提供しております.....とあった。そのすぐ先に小夜鹿一里塚石碑

が小さな公園の形で整備されていた。そして茶畑の続く道を歩いていて、茶

畑の畝の形状がいろいろあることに気がついた。山形や平に近い形、さらに

畝の幅も違うのだ。中には木を短く刈り込んで緑の葉っぱがまるでないもの

もあるが、これはおそらく新芽を出させる為ではないかと思う。そんな観察



をしながら行くと、機械で茶摘をしている光景に出会った。機械が茶摘をし

ている畝と隣の茶畑の畝は形状が違う、どうやら茶摘をする機械の形式に合

わせて茶畑の畝の形状を決めているようだ。 

小夜の中山公園を出てから道は下りで歩行はとても楽である、その道沿い

のあちこちに蕨が顔をのぞかせていた。家内は誘惑を押えきれず、とうとう

蕨採りに夢中になりはじめる。友の細君も一緒に蕨を採った、両手に一杯に

なるほど採って満足したようだ。途中には多くの歌碑があった、おそらく街

道に見るべき物がないのであえて設置したのだろう。そして、久延寺に説明

のあった「妊婦の墓」が茶畑のなかにあった。そこから少し行くと今度は広

重の、急な坂道を行く空カゴを担いだ男たち「小夜の中山峠」の絵碑がある、

茶畑ばかりの街道に唐突な感じもしないではない。ここも街道沿いは茶畑ば 

かり、中に刈取りしてない茶畑があったので先っぽの新芽を 4・5 枚頂いた、

帰ってから天婦羅にしてみようと思ったのだ。 

  

ひなびた風情が残る日坂宿(にっさかしゅく) 

  

坂を下り終える手前に日坂宿のお店の看板が並べられている、浜口屋．伊

勢屋.新信濃屋.うどん屋.......時間は 11.47"になっていた。これなら食事

処もあるだろうと元気になり坂を下ると日坂バイパスとその向こうに日坂

の集落がたたずんでいた。バイパスをくぐり国道一号を横断すると、立派な

常夜灯が迎えてくれた。説明板によると日坂宿はしばしば火災にあっている

ため、火伏せの秋葉信仰が盛んであったという。 

そのすぐ隣に日坂宿の説明板があり、そこが本陣扇屋の跡地だった。江戸か

ら 54里半、東海道三大難所の一つ「小夜の中山峠」の西の麓に位置する 25

番目の宿で、本陣 1、脇本陣 1、旅籠 33 件、宿場の距離は６町半およそ 700m

で街並の形態は現在もあまり変わっていない。本陣は扇屋で片岡家が代々世

襲をしていた、嘉永５年(1582)日坂宿の大火で全焼再建後の明治 3年(1870)

に店を閉じている。その後明治１２年(1879)より日坂小学校の敶地、校舎と

して利用されたが現存していない。立派な門と説明板の向こうは日坂小学校

の校庭になっており、なかなか面白い造り方である。 



 

    
   本陣跡にて 

 

その先には脇本陣黒田屋跡、日坂宿最後の問屋役を務めた伊藤文七邸「藤

文」が立派なたたずまいを見せている。彼は明治４年の郵便制度開始と同時

に、郵便取扱所を自宅藤文に開設、取り扱い役に任ぜられた。これは日本最

初の郵便局の一つと言われている。そのすぐ隣には庶民の旅籠であった「萬

屋」がある、1 階が「みせ」や「帳場」で 2階に 2部屋が宿泊室というごく

普通の構えです。 

それに対して宿場の一番西にあった旅籠「川坂屋」は、脇本陣の肩書きはな

かったが上段の間があり、武士や公家なども宿泊した格の高い旅籠屋であっ

た。敶地は 300 坪もあったが国道開通で分断され、さらにバイバス工事によ

り掛川城主太田候より拝領した「元掛川偕楽園茶室」も移転され、平成 15

年に母屋の北側に復元された。川坂屋を過ぎると宿場の外れで秋葉灯篭があ

り、立派な高札場が復元されていた。説明板もあり、その隣には川が流れて

おり橋の欄干も古の木造りで、風情のあるのが印象的であった。 

  



   

旅籠「川坂屋」             高札場跡 

  

事任(ことのまま)八幡宮と道の駅掛川 

  

日坂宿では食事をする所がなかった、叔母ちゃんに聞くと国道に出てから

バイパスの方に道の駅があるという。東海道が国道一号に突き当たる交差点

に、遠江国一宮「事任八幡宮(ことのまま はちまんぐう)」の大きな駐車場

の案内看板が建っている。神社はと見回すと交差点の向こう側にあった、遠

江国一宮が日坂にあるとは知らず以外な気がした。創建は定かではないが、

古くは真知乃神．任事(ままのこと)神社などと呼ばれ延喜式神名帳にも記載

されている。「ことのまま」の名が「願い事が意のままに叶う」の意味を持

つことから、多くの人が安全や願い事成就を祈るため立ち寄り、また江戸幕

府も朱印高百石余りを献上するなど崇敬を集めた。 

平安時代には清少納言の「枕草子」や多くの和歌、鎌倉時代には吾妻鏡、

江戸時代には十返舎一九の「東海道中膝栗毛」などに「願い事が叶う神社」

として登場している。明治以降は県社に列し、単に八幡神社と称したが、第

二次大戦後「ことのまま」の名を復活させ、事任神社となった。一説には坂

上田村麻呂が興したといわれ、日本最大といわれる大笛と、樹齢千年ともい

われる杉の巨木があることで知られる。 

この辺りは国道一号とバイパスが 200m程離れて並行している、神社から少

し先の交差点を左折するとバイパスと道の駅が見えた。時間は 12.30"位で道

の駅はかなり混雑している、お昼時とはいえ日曜日でもないのにたくさんの



客だ。食事どころは列を作って並んでいるではないか、これでは叶わない、

でも奥の麺類コーナーは空いていたのでそちらにした。食券を買って冷やし

うどんを食べた、なかなかうまかったがちょっと物足りない。隣のコーナー

にお稲荷さんがあったので三個求め、妻は一個私が二個食べた。 

  

  
街道から見た事任(ことのまま)八幡宮   道の駅「掛川」 

  

無人販売所で梅を買う 

  

お腹を満たして 12.50"道の駅を出発する、日坂バイパスを越えて左に雌鯨

山、塩井神社を見ながら進むと伊達方一里塚が現われる。一本の松の木と説

明板があり、石柱が建ち立派に整備されていた。その少し先で国道に合流す

るが、その手前にはよく分からない歌人の碑があり、行者ニンニクによく似

た葉でうつくしい花が咲いていた。 

国道を歩くと直に東山口小学校前で左に折れて行く、でもすぐに国道に合流

して 2kmほど国道を歩くことになる。が、本来の東海道は国道から 200m程

離れ並行した道があるのだ。友が調べてきたその道を歩いた、逆川を渡り東

山口中学校の前を通ると左手に大きな椎の木がそびえていた。そこからは田

んぼと山並みが続く、のどかな風景が広がっていた。 

道の駅を出て 50"も歩くと、道端に牛頭区屋台置場が建っておりその隣に

無人の野菜販売所があった。のぞいて見ると梅が一袋 100円としてある、妻

に聞くと欲しいという。二袋しかなかったが二袋をとり、100 円玉を二枚置



いてあるビンに入れた。隣にはナスの苗が三本 100円としてあったが少し小

さかった。妻にこの梅をお店で買う値段を聞くと、300円では無理 500円位

するというから掘り出し物に違いない。 

いつもながら後半になるとかなり疲れる、そこから 10"も歩くと若宮神社が

あったので休憩にした。 

  

  
屋台置き場と無人販売所          馬喰橋と葛川一里塚 

 

掛川宿「七曲」の案内がない 

  

若宮神社を出発して 10"もすると田んぼの向こうに、緑色の下地に奴凧を

描いた屋台置場が見えた。でも地区名は書かれていなかった。そこから 10"

程歩くと「大頭龍大権現」と刻まれた道標が建っていたが、どういうものな

のか分からなかった。さらに 10"も歩くと馬喰橋を渡る、この橋の欄干は馬

の顔の形になっているユニークなもので、橋の西には葛川一里塚がある。松

の木が植えられて宿場の案内板と、隣にはこれもちょっと変った直方体の塔

に傘が載った形の秋葉常夜灯がある。 

ここから 5"も歩くと兼子酒店があるので、ここを左折すると「七曲」へ入

って行く。でも何の案内もなかった、宿場マップがあるので分かるが、そう

でないとさっぱり分からないのだ。掛川市の方にお願いです、歩く人の立場

になって東海道の案内板の設置をして下さい。宿場マップの拡大図を見なが



ら進むと、二つ目の角に秋葉常夜灯があり間違いない。四つ目の角は突き当

たりで、六つまでは確認していたのだが途中に「七曲」の説明板があり見て

いたら、七つめが分からなくなってしまった。 

最後の曲がり角にはガソリンスタンドが記入されているのだが、それが分か

らず一本通りを間違えたようだ。でもそこから大手門駐車場が見えているの

でそのまま進み、大手門だけは見学して掛川駅へ向かう。途中、東海道 53

次掛川宿大祭壁画の前に来て東海道を確認した。掛川駅には 15.09"に着いた

ので、先回と同じ 15.17"の豊橋行きに乗り帰路に就いた。 

 


