
ふらっと中山道                   2011.10.28 

坂祝駅～各務ヶ原市役所前駅 14km を歩く 

 

10 月 28 日久しぶりに友夫婦と街道ウオーキングに出かけた。朝は冷え込

むようになったものの日中は汗ばむほどの陽気に恵まれた。6 月に御嵩宿を

スタートして太田宿、さらにその先の坂祝駅まで歩を進めた。今回はその続

きで、鵜沼を過ぎて各務ヶ原まで歩く。 

 

失敗した切符の購入 

 

 JR 東海のホームページを開き、アクセス検索で坂祝駅までの時間と料金

を調べた。東浦駅 7.19 に乗って、東海道線で快速大垣行きに乗り換え、岐阜

発 8.31 美濃太田行きに乗ると、9.05 坂祝駅に到着する。料金は 1450 円と分

かり、前の日に東浦駅まで行って切符を購入した。朝は駅員がいないので切

符を買うことはできないためだ。ところが、切符を買ってしまってから友か

ら電話があり、名鉄で行くと料金も安く、時間も早く到着するという。 

意外な話にびっくりした、改めてバソコンで「路線」というのを開いて検索

してみると、友の言うとおりだった。金山で名鉄に乗り換え、犬山経由岐阜

行に乗り、新鵜沼駅で降りて 3 分歩くと JR 高山線の鵜沼駅だ。ここで乗り

換えると、次が坂祝駅なのだ。同じ 7.19 の列車

で出発すると、8.42 に坂祝駅に到着し料金は

1230 円。220 円の差は二人で 440 円、コーヒー

代が一人分ういたのに…..。 

 

美濃太田駅開業 90 周年 

  

坂祝駅に降り立つと、大きなポスターが何枚

か目に付いた。それは美濃太田駅開業 90 周年開

業イベントと書かれていた、それもポスターが 3



種類も掲示されているのだ。車両の全面をクローズアップしたもの、ミニ SL、

特別急行列車の運行が描かれた 3 種類。特別急行列車はメイン行事の行われ

る 11 月 23 日のみの運転で、東海道線、太多線、高山線をぐるりと回るもの。 

美濃太田の宿場は既に歩いてきたが、このことが分かっていれば日程調整し

てもおもしろかったかな。高山線は一時電化工事が始まったが、北陸側と飛

騨側の電圧調整問題が決着せず、工事は中止されてしまった。岐阜から各務

ヶ原までは 1920 年に完成、翌年に美濃太田まで完成した。昔は飛騨側の高

山線と北陸側の飛越線に分かれていたが、1934 年に高山本線として一本化さ

れた。この高山線、これから先地元の武豊線を走っている車両が走るように

なるのだ。JR 東海全体のコスト管理重視の結果、武豊線は電化して東海道

線の古い車両を回し、武豊線の最新型ディーゼルカーを高山線に回すという

もの。電化してくれるより、時間当たりの運転本数を名鉄三河線並に 1 時間

4 本に増やしてほしいもの。 

 

雄大な木曽川の流れと「さるばみ城」 

 

  9.15 にスタートして中山道である国道２１号へ、数十メートルも行くと

木曽川に並行する国道 21 号に突き当たる。21 号は瑞浪～米原を結びこの地

方の幹線道路で、ほぼ旧中山道である。その隣に木曽川が流れ、少し高くな

った堤防が続き、そこが散策用に整備されている。同じ歩くならと堤防道路

に上がると、遠くの山並みと山あいを悠々と流れる木曽川が目に飛びこんで 

 

  

木曽川の流れと水神様 



来る。雄大な美しい景色を楽しみながら歩くのは、とても心地よいものだ。 

少し先には休憩用の東屋もある、また、カラフルに塗装された小さなとんが

り屋根の小屋がいくつかあった。何かなと覗きこんで見たら小さな水門だっ

た、建物は水門のゲートを上下させる運転室だったが、それにしてもハイカ

ラなデザインなこと。そして、その先には「水神」さんが祀られていた。 

 それとこの辺りは東浦の森岡・緒川・石浜の人たちが、三山参りをしたと

きのコースにあたるという。友が調べたところ、木曽川をこの付近で渡って

郡上八幡方面へ向かったという。太田の渡しは少し離れており、坂祝のこの

地が最適コースだったらしい。見れば木曽川の幅は割と狭く流れもそんなに

速くないようだ。その先木曽川が左へ大きくカーブする目の前の山のいただ 

きに城がある、と言っても小さな小屋のように見える。調べでは「さるほぎ

城」であったが、現地の案内板には「さるばみ城」とあり、さるばみは「猿

啄」と書かれていた。ローマ字表記がなければとても読めそうにない。後で

調べてみると、この城は 1400 年頃に造られ信長が東美濃を攻めたさいに落

城、名を勝山城とした。後に城主の川尻鎮吉が岩村城に移り廃城となったと

ある。堤防道路がなくなり国道を歩きだすと、国道を横切って堤防までトロ

ッコの線路の跡みたいなのがあった。線路の端国道わきには建物があるのだ

が、はて何の設備なのだろう。その先に三差路の交差点があり、隣がローソ

ンで広い敷地には大型トラックが数台駐車していた。 

 

鳥取の人もお参りした岩屋観音 

 

  

岩屋観音                 参詣記念碑には伯耆の文字 



30 分程歩いて岩屋観音に到着する、中山道は観音さんのところだけ国道か

ら離れて崖の下を通る。そのため「中山道」の小さな道案内があった。階段

を少し上ると「坂祝町指定有形文化財」の柱があり、本堂は崖下に建ってい

るが、観音様は岩をくりぬいた奥にあった。観音様はあらゆる人を救い、あ

らゆる願いをかなえてくれ、33 の姿で現れるという。よって全国で○○33

観音とよばれる観音さんがあるのだとか。ならばと、理屈を言う前にここは

素直にお参りをした。 

 お参りをして階段を下りると、途中に何本かの石柱があった。それはここ

にお参りをした人、あるいは願いがかなってお礼に来た人が建てたものらし

く、それも因幡の国らしい文字があり、倉吉の文字が確認できたので鳥取の

人が奉納したものに違いない。それにしても、美濃の国に因幡の国の人が奉

納しているとは、どんな交流があったのだろう。一本の石柱から昔の人たち

の交流をうかがうことができることはすばらしい。 

 

 今も残る「うとう峠」の中山道 

 

 10.00 頃に国道を離れて旧中山道へ入る、ドライブインの庭先から川岸に

降りると国道と高山線の下をくぐって山側に出る。でも何の案内もない、下

調べをしなかったらとても分からない道だ。坂祝～各務ヶ原の間は木曽川に

沿ってありましたが、坂祝～鵜沼の間は大変急傾斜の危険な場所であったた

め、ここから山間に入り鵜沼につながっていました。うとう峠の名前は鵜沼

の東の坂だったので、鵜沼の東坂から「うとう峠」と呼ばれたとか。国道と

JR をくぐると坂道になり、竹林になっていました。そこに中山道の道案内

と、うとう峠の説明板が設置されていました。立派な説明板を設置するのだ

から、ここにたどり着くように国道側に道案内の標識を設置してほしいもの

です。記念の写真を撮って峠道を登っていくと、所々に杭をうち丸木を並べ

て補修してある。それもつい最近行われたようで、かたわらの木の切り口を

見てもほんの今切ったみたいな切り口なのだ。それこそ私たちが来るのに合

わせて補修してくれたみたい、と話しながら登ったが、天皇・皇后が来るの

ならいざ知らず、そんなことは間違ってもあるまい。 

でも気になる看板が所々にある、それは「まむし注意」としてある。この陽



気なら大丈夫だろうと言うと、いやいやこのころは日向ぼっこにでてくると

か。そんな話をしながら登っていくと、憩いの広場とした休憩コーナーがあ

り女性の先客二人が腰をおろしていた。「どちらから」と声をかけ挨拶して

登っていく、この辺りから小さな石畳できれいに整備されている。昔はこん

なではなかったと思うので、ここまでやることはないのに。 

 

  

うとう峠の入口にて            うとう坂一里塚跡 

 

 そして 10.30 峠を越えたあたりで「うとう坂一里塚跡」に到着した、説明

板があり各務ヶ原の旗本坪内氏の記録では、ここから 10 日ほどで江戸の屋

敷へ到着する計画が残っているという。そのことからすれば、一日 9 里

(36km)～10 里(40km)歩いたわけで、関東平野に入ると 14 里(56km)歩いた

ケースもあったという。 すぐ隣では小公園の一角に山の家?の建築が進めら

れており、各務ヶ原市の観光マップの看板も設置されている。緑苑東公園の

一角のようで、その脇をりっぱな道路も通り、隣はたくさんのコンクリート

造りの団地が連なる鵜沼の住宅地だった。こんなに高い所まで開発が進めら

れているのには驚かされる。車社会だからこそできることだが、年をとり車

の運転ができなくなった時にどうなるのだろう。 

 

大住宅団地が広がる鵜沼の街 

 

 公園のベンチでお茶にして休憩する。甘いお菓子もいただきほっとしたと



ころで、赤坂神社をめざしてスタートする。緩やかにカーブする下り坂は松

の木が続き、気持ちの良い風がほおをなでていく。その先に大きな池があり

「魚獲るべからず」の看板がやけに目立つ。でも、カモが数羽泳いでおりカ

モは魚を獲ってもよいらしい……と馬鹿な事を話しながら坂道を下ってい

く。でもこの辺り中山道の標識がないので、キョロキョロ見まわしながら進

み見つけました。なんと、カーブミラーの支柱にラベルが張られていました。 

さらに坂道を下っていくと、分岐する場所では同じようにカーブミラーに中

山道のラベルが張られていました。これはなかなか合理的でコストも安くす

みそうです。間違いなく中山道を進んでおり安心して周りを見回してみると、

右手眼下には街並みが広がって、さら

にその先遠く山の中腹まで家が立ち

並んでいます。左を見れば道沿いに家

が並び、その背後は 10m ほどの高い

断崖になっていて、そこにも家が立ち

並んでいます。よく見れば道の右手に

は一部土の小山が残っており、山を削

り取って宅地開発したことが分かり

ます。後で地図を確認してみると、最初に見たコンクリートの団地は「緑苑

団地」左手に広がるのが「鵜沼台団地」眼下に広がるのが「つつじが丘団地」

であることが分かった。 

 

中山道 69 次の 52 番目「鵜沼宿」 

 

 赤坂と呼ばれる坂をくだり 11.00 ころ赤坂神社に到着した、街道から直接

境内に入るとなかなか大きな舞台があった。お参りをしてから大きな舞台を

見て回ると、正面には拝殿としてあった。本殿とはかなりの距離があり、こ

こからお参りをするとは少し意外な気がした。神社の鳥居からは遠くに犬山

城を望むことができた。神社を出て少し赤坂を下ると、中山道は西(右)に直

角に折れて行くが、その角に赤坂の地蔵堂がたたずんでいる。宝暦 13 年

(1763)の銘があり、「左は江戸せんこうしみち(善光寺道)」「右はさいしょみ

ち(在所道)」と刻まれた道標でもあったという。立派なお堂の中にたたずむ、



お地蔵さんの赤い前掛けが印象的で、お堂の脇にはコスモスの花が風に揺れ

ていた。ここから鵜沼の宿に入っていく、鵜沼宿は日本橋から京に向かって

52 番目の宿場でした。東の太田宿まで二里、西の加納宿まで四里十町の位置

にありました。宿場は東西約 840m、ほぼ中央を横切る大安寺川で東町と西

町に分かれていました。本陣 1、脇本陣 1、旅籠２５軒、天保１４年(１８４

３)の記録では宿場内の家数は６８軒・人口２４６人だったといいます。 

本陣は西町の桜井家が代々務めました、脇本陣は坂井家が務めました。本陣

を務めた桜井家は本陣・問屋・庄屋の三役を兼ねていたといいます。寛永２

年(1749)には１０代将軍家治に輿入れした、五十宮が宿泊しました。また、

文化６年(1809)には測量のため伊能忠敬も宿泊したといいます。また脇本陣

の坂井家には松尾芭蕉が三度鵜沼をおとずれて宿泊し、句を詠んだといわれ

ています。 

 

鵜沼宿を代表する「武藤家」と「梅田屋」 

 宿場に入る手前に「是より西尾州領」

と書かれた傍示石があり、問屋場跡の

説明板もあった。その先の大安寺川に

木橋が架かり、橋のたもとには大きな

柳の枝が揺れていた。立派な落ち着い

た風格ある家が並び、電柱のない通り

が整備されていました。丁度、先日訪

れた有松みたいで道も歩きやすい柔

らかな舗装が施され、なぜか大垣城の

鉄門が移設されていました。 

最初の見学は中山道鵜沼宿町屋館に

入りました、そこは観光ボランティ

アの事務所にもなっていて、ネーム

プレートをぶら下げた足立さんが迎

えてくれました。私たちもボランテ

ィアガイドをしていることを話し、

整備が完了したばかりの宿場町を案



内してもらいました。まず初めは町屋館について説明を聞きました、この家

は旧武藤家の住宅。江戸時代は「絹屋」という間口６間、奥行き１１間の旅

籠だった。明治維新を迎え旅籠の経営も難しくなったようで、明治 16～昭和

３９年まで鵜沼郵便局でした。平成１８年に各務ヶ原市が武藤家から建物の

寄付を受け、中山道鵜沼宿町屋館として公開しています。市の重要文化財で

あり、景観重要建造物に指定されています。 

 次に２軒隣の本陣跡、本陣の桜井家はその後没落をたどり今は立て看板の

みとなっていた。その隣にピカピカのすばらしい建物があり、これが脇本陣

だった。坂井家の間取り図面が残っており、昨年５月に復元したという。で

も屋根など上部は不明で美濃太田宿の建物に習い造られたという。その金額

は１億２０００万円ほど、もちろん国交省の補助金をもらって建設されたそ

うだ。それにしても、やるのならここまで徹底してやらないとだめだと思い

知らされた。脇本陣の向かいには大きな黒板塀の建物がある、屋根に特徴が

あり建物断面は急こう配の三角形で、それも屋根の下は２尺程の幅が白い漆

喰仕上げになっている。清酒・菊川と大きな文字が白い板に描かれている、

菊川酒造の本蔵という。 

 

  

ピカピカの脇本陣              安田家前の水路 

 

 そこから少し西に大きな立派な家が並び、その一軒が旅籠だった「茗荷屋

梅田家」、ここ鵜沼宿は明治２４年(1891)の濃尾震災により壊滅的な打撃を受

けましたが、唯一茗荷屋梅田家住宅のみが倒壊をまぬかれ、袖うだつを上げ

た１６０年前の江戸時代の旅籠の姿を今に伝えています。現在、登録有形文



化財・景観重要建造物に指定されています。 

その隣には同じく旅籠だった「若竹屋」の安田家住宅が並び、家の前には用

水が流れている。昔、鵜沼宿は道の真ん中に大安寺川から水を引き、防火用

の水路が設けられていたという。坂井家の東に水路の跡、茗荷屋梅田家の西

に秋葉社の祠が確認されているという。 

 

ゼロ式戦闘機が初めて飛んだところ 

 

 このほかに足立さんは各務ヶ原の昔、戦時中のことも話してくれました。

この地には１９１７年陸軍飛行場が造られ、ここから初めてゼロ戦は飛び立

ったという。昭和１４年に試作機ができて、昭和１５年に発表された。昭和

１５年が皇紀２６００年だったことから、飛行機の名前は「ゼロ式戦闘機」

と呼ばれた。この飛行機は名古屋の大江工場でボデーを造り、大曽根工場で

エンジンを造りこれを牛車で引いてきたといいます。トラックに載せるとガ

タガタと振動して壊れてしまうのを避けるためで、当時はまだ小牧の滑走路

はなかったのです。今も国内最古の歴史を持つ航空自衛隊岐阜基地がありま

す、鵜沼町など４町が１９６３年に合併して各務ヶ原市となりました。現在

人口は１４.５万人程、名前の由来は昔、鑑を造る特殊技能集団がいたことか

らと伝えられています。主要な企業に川崎重工業があり、名古屋・岐阜のベ

ッドタウンとして発展してきました。 

 

りっぱな農村舞台「皆楽座」 

 

 丁寧な案内を受けたので時間はお昼近くになった、宿場を離れるとスーパ

ーがあったので食事をするところもあろうと入ってみる。しかし、見回して

も野菜や総菜のコーナーばかりで、飲食関係はパン屋さんくらい。これはだ

めだとあきらめて入った場所とは違う出入口へ向かうと、スガキヤのラーメ

ン屋がありやれやれ。そこにはタコ焼き、団子、お好み焼き、ギョウザもあ

った。私はラーメンの大盛りと団子を注文、ラーメンはアピタで時々食べた

ことのある味と変わらないと思った。団子は５本２５０円とお安い値段だっ



たが、味は香ばしさにちょっと欠けており物足りなかった。 

 12.25 頃店を出て中山道を進む、5 分も行くと道沿いに石垣が積まれて少

し高い場所に、石の柵に囲まれて氏神さんが祀られていた。その先には馬頭

観音も見られた。そこから 5 分程行くと県指定「衣装塚古墳」の説明板があ

った。直径 52m、高さ 7m の県下最大の円墳で 4～5 世紀ころの物という。

でも実物は見られず説明板のみであった。 

 

  

衣装塚古墳跡                回り舞台のある皆楽座 

 

そこから 10 分も行くと交差点角に津島神社が現れる、津島神社はスサノヲ

ノミコトを祀る厄除・疫病よけの神様。本殿の前には「国家安泰」の石柱が

建っている。その本殿の前はとても広い広場があり「皆楽座」という立派な

堂々とした屋根の建物がある。これは客席を持たない舞台のみの農村舞台な

がら、回り舞台、セリ、奈落を備える。公演の時は広場にムシロを敷いて見

物席とし、花道は仮設で設けたという。でも、回り舞台・奈落があるにして

は床が低いので、地面を掘り下げているようだ。 

伝統的な神社・舞台のあるエリアに隣接する公園は、芝生を敷き詰めた今風

で明るい現代的な場所になっている。なんとも面白い取り合わせだと感じた。 

 

4 年後の下取りを約束する販売法 

 

 津島神社を出て直に国道 21 号を歩く、そして 20 分程で JR 高山線を陸橋



で越える。丁度岐阜行きの列車が 2 両で走ってくるのが見えた、階段を降り

ると少々疲れたので休憩する。10 分ほど休んでスタートする、ここから何も

ない国道を歩いて行くとダイハツの販売店があり、車が数台展示されていた。

その価格表を見ると、59 万円とか 49 万円、なかには確か 29 万円の値札が

あった。一瞬、新古車かなと思った、新型の「イース」も展示されていた。

それを見ていて私は気がつかなかったが、友が見た案内には「10 万円で 4

年間乗れる」とうたってあった。どういうことかと言えば、59 万円で買うと

4 年後に 49 万円で下取りするというのだ。ホンマカイナ！ ちょっとびっく

りするような、それでいて魅力的な言葉ではないか。新たな販売方法だが愛

知県では聞いたことがない、消費者の購買意欲を何とか刺激しようと苦心の

作戦らしい。 

 

川重と航空自衛隊基地 

 

 その販売店からさらに国道を歩いて行くと、交差点の向こうに川崎重工業

の建物が見えてきた。4 階建てのビルの屋上に赤い文字で「川崎重工」の看

板が鎮座している、おそらくこの建物が本館だろう。 

敷地の端にはかなり大きな桜の並木が続いている。各務ヶ原の川重か、川重

の各務ヶ原と言ってもよいくらいの重みがあるのではと思う。他には私の知

るところでは岐阜車体くらい、それにあと一つは航空自衛隊基地だ。本館と

思えるビルを過ぎると名鉄を陸橋で越えるが、その下に名鉄三柿野駅がある。

見ればホームは路面の高さであり、駅を出て道路を横切ると川重の通用門に

なっている。川重の社員専用の駅と

言ってよいのだろう。陸橋に上がる

と名鉄の線路を挟んで左右に川重の

工場が広がっている、陸橋を降りて

工場敷地に沿った道路は川重の私道

ではないかと思われる。そして道沿

いにはここも桜並木が続いており、4

月の花見時はきっとすばらしいこと

だろう。そこから 15 分程歩くと「六



軒一里塚跡」の碑が、自治会の看板の隣に立っ 

ていた。その時、ものすごい爆音をとどろかせ

てジェット機が飛び立っていった。中山道から

は見えないが、すぐ隣が航空自衛隊基地で滑走

路が並行している。しばらくしてまたジェット

機が飛び立って行った、一日に何回くらい離着

陸するのか知らないが、かなりの騒音になるだ

ろう。 

 

六軒一里塚跡 

ボアールでコーヒータイム 

 

 一里塚を過ぎて直の所に、しゃれたカフェ＆ケーキ工房「ボアール」を見

つけコーヒータイムにした。いつものことだが街道ウオーキングに出かける

と、コーヒータイムをとるのも楽しみにしている。このお店は名前のように

ケーキ屋さんで、且喫茶コーナーを併設している。しかし、ボアールの意味

が分からない、それも横文字しか見当たらず英語ではないみたい。 

こんな時には友に聞くことにしている、英語の「見る、会う」の see に相当

するフランス語と言う。ならば、むしろ「出会い」と翻訳した方がよいので

はと勝手に解釈した。かなり暑くて少し汗ばむくらいだったので 4 人ともア

イスコーヒーにしたが、例によって甘党の友の細君はケーキセットを頼んだ。 

最初に運ばれてきたのはケーキセットだったが、私の好きなシュークリーム

に、アイスクリーム、オレンジ一切れ、葡萄一粒が四角いガラスの洒落た器

に載せてだされたのだ。それを見て私も急きょケーキセットにオーダー変更

した。友の細君ではないが、セットにすると個別にオーダーするより 100 円

お得になっていたのだ。直に運ばれたケーキセットのシュークリームを、一

口ほうばるとこれまで食べたことのない食感だ。表面がパリパリしているの

だが、これがまたいい。こんな時はいつも妻と半分ずつ食べる、これも一つ

の節約スタイルといえる。たくさんなくても少しあると、とても満ち足りた

気持ちになる。ケーキセットは 450 円、アイスコーヒーは 350 円と地元より

少しお値打ちなのが気に入った。 



名鉄の特急ダイヤはおかしい 

 

 30 分のコーヒータイムも終り 15.00 に店を出る、ここから 15 分も歩くと

岐阜コミニュティーバスのバス停があった。バス停の名前は「信長町」にな

っている、岐阜県には違いないが信長とはと思っていると、友が地図を見な

がら「ここは町の名前が信長町なんだ」という。帰ってから確認したが確か

に「那加信長町」となっている、どんな経過で信長町になったのだろう、郷

土の英雄と言うのならここが生誕地なのかな? 

バス停から 10 分も歩くと各務ヶ原市役所で、

右折して少し先が名鉄の市役所前駅だった。こ

こまで今日の歩数は 23.900 歩、ここで一つ問

題が、岐阜行きに乗るべきなのか、それとも犬

山方面行に乗るべきなのか。友が近くにいたお

じさんに、名古屋までどちらが早いか聞くと

「同じくらいだよ」との返事。ダイヤを確認す

るとすぐに犬山行きが来るので、それに乗った。

木曽川を渡ると、犬山遊園駅の乗り換えが便利

とアナウンスがあったので下車する。すぐに来

た列車は特別料金の必要なミュースカイ、でも

5 分後に内海行きの特急があったのでそれに乗った。こんなダイヤなら空港

に行く人は別にして、5 分あとの特急に乗るのではないか。金山で JR に乗

り換え、大府の乗り継ぎもタイミングよく帰ることができた。 

 

 


