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ふらっと旧中山道                     2012.3.1 

加納宿～河渡宿～美江寺宿 11km を歩く 

 

3 月 1 日久しぶりに中山道 4 回目のウオーキングに友夫婦と出かけた。加

納宿の岐阜駅前をスタートして、長良川を渡り河渡宿を過ぎると平地の田園

が広がりやがて樽見鉄道を横切ると、美江寺に到着する。 

 

駅以外でも停車した快速列車 

 

 東浦 8.14 の区間快速に乗り、金山で大垣行の新快速に乗り換えた。金山で

乗り換えたのは、降りたホームで待てばよいからだ。おかげで 4 人そろって

ボックス席に陣取ることができ、いつものようにおしゃべりしていた。とこ

ろが名古屋を過ぎたころ駅ではないのに列車が停止した、信号待ちかなと思

っていると、車内アナウンスがあり踏切の信号確認待ちと言う。何故停車し

たのかすぐわかるようになったことは素晴らしいが、事故でもあって列車が

止まってしまうと困る。すると反対列車が走って行ったので大したことはな

いだろうと思われた。しばらくして電車は動き出したのでほっとした、それ

でも 7 分遅れてご迷惑をおかけしましたとアナウンスがあった。電車が駅で

もないところでこんなに停車した経験は覚えがない、そのため岐阜到着は予

定の 9.20 が 9.30 ほどになった。 

 

守るべきものと新しくするべきもの 

 

 駅から中山道に出る道を間違えないように、駅から何本目の通りになるの

か事前に確認してきた。通りを数えながら 4 本目の通りまで来たら、中山道

の案内板が設置されているではないか。ヤレヤレである、右折した通りは岐

阜駅からほんの少し離れたところだが、都会の雰囲気はなくどこにでもある

町の通りだ。その中山道を 5 分も行くと右手に秋葉神社があり、その背後に
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は駅前の高層ビルが見える。さらに 5 分程行くと今度は左側に秋葉神社があ

り、その片隅に「加納宿西番所跡」の石柱が立っている。 

 

      

駅前の一番高いビル            加納宿西番所跡 

 

つまり、ここまでが加納の宿場であり西の外れだったということになる。 

この先はそれ以降にできた街ということになる、そこからさらに 10 分程行

くと通りから一軒入った地点に「一里塚跡」の石柱があった。通り沿いにな

いのは、おそらくこの土地が二件に分割されたものだろう。しかし、一里塚

跡とあるだけで、○○一里塚跡とはしてなかった。この辺りは現在、松原町

と思うがこの地名も新しくつけられたものか、それとも昔からの地名なのか

分からない。 

 友が言うには、地元緒川においても最近区画整理が行われたエリアでは昔

の呼び名がなくなって、まったく別の地名になってしまい、とても分かりに

くくなったとか。もともと住んでいる人たちは、昔からの地名に慣れ親しん

できただけに、部分的に地名が変わると困るものだ。でも、新しく住むよう

になった人たちは、それが当たり前になるので何の不便も感じない。こうし

た両者が住む町づくりの基本はどんなものなのだろう。守るべきものは守り、

新しくするべきものは新しくすることが望まれるはずなのに、なかなか難し

い問題のようだ。 
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6 本の道が交わる交差点 

 

 ここまでに昔の大きな和風の家があったり、大正時代のものか石造りの門

柱が残っていたり、かと思えばステンレス製の台に乗った秋葉さんの祠が見

られた。そんな通りを進むと東海道線の高架をくぐり、清本町 10 の交差点

にでる。驚くことにここは 6 本の道路が交わる交差点なのだ、一瞬、中山道

はどの道か迷う。幸いそこには小さかったが、中山道の案内図が置かれてい

た。確かにこれがなければ皆間違えることだろう、それにしてもこの 6 本の

道路はどれも幅は広く昔の道路そのままではない。拡張する時など都市整備

計画で改良することは考えなかったのだろうか。 

 

  
珍しい六差路              インパクトのある看板 

 

 この交差点から少し行くと「玉子 6 個 1 円」という大きな看板があった。

でもよく見ると 1500 円以上お買い上げの方としてある。それならうなずけ

るが、なかなかインパクトのある看板ではないかと思った。 

その少し先に立派な喫茶店があったが、時間的に休憩タイムは無理なので素

通りしたが、ここまでに気のついたお店と言えば「畳屋さん」が４軒あった。 

岐阜の人たちは畳好きなのだろうか、それに喫茶店もちょくちょく見た。床

屋さんとか美容院はそんなに多くはなかったように思う。人口が多ければい

ろいろな職業が生まれるはずなので、街の特徴が現れると思う。 
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カワセミが飛ぶ街中の水路 

 

 しばらくして用水路が現れた。そこに架かる小さな橋のたもとに何と赤い

靴、それもハイヒールが片方だけ落ちていた。片方だけ落とすなんて気がつ

くはずなのにと話題になったが、用水路を覗き込むとメダカのような小さな

魚が黒くなるほど群れているではないか。メダカではなさそうだが、近くに

いたおばちゃんに聞いてみたが分からなかった。そのおばちゃんは、昔は水

が汚れていたが今はきれいになりましたと言う。確かにこんなにたくさんの

魚たちがいるのだから間違いなくきれいになったのだ。その時、用水路を鮮

やかな色の鳥がさっ～と飛び去った。カワセミがいるのだ、こんな街の中に

住んでいるなんてびっくりした、同時に素晴らしい環境が作られているのに

感心した。でもカワセミも生きていくためには、少々汚れた水でも耐えられ

るように体質改善されてきたのかな。 

 そんなことを思いながら歩きだしたら、橋があり川の中に先ほどの片割れ

と思われる赤い靴が落ちているではないか。その目と鼻の先が追分で、おそ

らく岐阜城へ行く道と思われる。その分岐するところに立派な「論田川改修

記念碑」が立っており、ガードレールには「論田川を美しくしましょう」と

いう看板も掛けられていた。大きなコンクリート製のＵ字構が並べられてい

るので、用水路と思ったが川の改修工事で今の姿になったようだ。 

 

  

カワセミも飛ぶ論田川           河川改修記念碑 
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白い伊吹の山並みを見て長良川を渡る 

 

 追分から２・３分行くと鏡島弘法・梅寺の立派な石柱がある、でもお寺は

少し奥にあるようで見当たらなかった。すると今度は純和風のとても大きな

二階建ての家が現れた、前には今風の四角い郵便ポストもある。家の前面に

は黒塗りの小さな柵があって全体を引き締めている。今も事務所として使用

されている様子だったが、どっしりとした建物は風格がありとても素晴らし

かった。そこから１０分ほどで村社北野神社の前に来た、よく見ると大きな

石柱の隣に小さめの看板があり、そこには「港中山道」と記されていた。お

そらくすぐ近くに長良川の渡しがあることを示しているのだろう。ある中山

道道中記には今も渡しがあり、呼べば来てくれるという一文を見たことがあ

る。でも今はなくなっていることだろう、そして２・３分したら長良川の堤

防が見えてきた。 渡る橋の名前は「河渡(ごうど)橋」で、遠いはずの伊吹

の白い山並みが眼前に迫り、広々とした景色は気持ちがよく、木曽三川真ん

中の長良川を渡る。大きな川なので電線などの邪魔ものがない広い空間が広

がって、橋の途中は伊吹の山並みと金華山の岐阜城が遠望できるビューポイ

ントになっている。 

 

  

河渡橋                  河渡宿入口「馬頭観音菩薩」 

 

川止の時だけにぎわった河渡宿 
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 橋を渡ると江戸から 55 番目の河渡宿に入る。この宿場は三町(３３０m)

しかない小さな宿場で、本陣１・脇本陣はなかった。本陣は水谷字兵衛が務

めており、庄屋は水谷徳兵衛。家数は６４軒、人口２７２人、旅籠２４軒だ

った。長良川を挟んで加納宿は少し離れており、河渡宿は繁盛したと思うの

だがこの規模ではそうでもなかったようだが、その答えは簡単だった。つま

り、旅人は大きな遊郭のある加納宿へと急いだというのだ、そのため川止の

時だけにぎわったとか。それとここの宿場は文化１２年(１８１５)の大洪水

を受けて、宿場を５尺（1.5ｍ)盛り土して家を建て直したという。 

 橋を渡りきると階段がありこれを降りて家並に入っていく、堤防に沿って

少し歩いて郷の中へはいるが、あるはずの宿場跡の碑が見つからない。通り

を 1 本行ったところに常夜灯を模したモニュメントを見つけてヤレヤレ。 

そこには石の柵に囲まれ立派なお堂の馬頭観音菩薩があり、併せて中山道開

府 400 年記念の石柱と、河渡宿の名が入った石灯篭があった。モニュメント

の下に宿場への道案内があり、それを見て少し先で右折した。でもあるはず

の一里塚跡がなくどうもおかしい、やむを得ず近くの畑にいたおばちゃんに

聞いてみる。おばちゃんの言うこともはっきりしないが、中山道は来た道で

はなくもう少し先と言う。とにかく先へ進むと一里塚跡の石柱を見つけた、

先ほどの案内図はよく分かった人が書いたもので、肝心の部分がぬけている

のだ。知らない人が見ても分かるようにえがいてほしいものだ。 

 

村を再生させた代官「松下内匠」 

 

 一里塚跡は「松下神社」の場所にあり、神社の説明があった。そこには文

化 12 年 6 月の大洪水で壊滅的な打撃を受けた宿場を、時の代官松下内匠が 

5 尺の盛り土をして、家を建て直し文化 15 年に完成させた。この功績に対し

村人たちは松下神社を建立して、碑を刻んで感謝したという。しかし、この

碑は太平洋戦争で破壊されてしまったとある。 

ここで記念撮影をして宿場を進む、ちょっと広い道に古い和風の家が立ち

並び落ち着いた街並みだ。そんな道の所々に河渡宿の小さなモニュメントも

おかれ、この通りが河渡の宿場内であることが分かる。ここからしばらく歩

いて行くと、田園の中に工場があちこちに建ち並んでいる。これって工場エ 
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松下神社と一里塚跡            河渡の宿場風景 

 

リア、住宅エリアとして開発しているはずなのに不思議だ。水やガス、電気

などすべての規格が違っているはずで、ロスを小さくするために工夫されて

いると思ったが…..。そこからしばらくすると交差点角にトヨタの販売店が

現れる、調べではこの交差点近くに飲食店があるはず、見回してみると 2・3

の看板がある中で左手の「まんぷく亭」に決める。 

 

食堂のオヤジはスポーツマン 

 

 店は共同店舗の一角で大衆食堂だ、オヤジとおばちゃんの二人でやってい

た。ランチは唐揚げと焼き魚の 2 種類があり、友と私は唐揚げで二人の細君

は焼き魚にした。店内を見回すと、あちこちの風景写真が額に入れて並べら

れている。愛知県の香嵐渓や、岐阜のせせらぎ街道、三重県の七里ガ御浜の

獅子岩など。私たちの後から来たお客さんは常連客らしく、せせらぎ街道の

写真はいつ撮ったのか、今はこんな風景ではないぞと話していた。 

それと、ボーリングのスコア表なども掲示してある。その隣には何とホール

インワンの証明書なるものまで掲示してあるのだ。そのゴルフは店を開いた

時から始めたとかで、確か 50 くらいから始めたという。 

そのオヤジさん、スキンヘッドで背は低くがっしりタイプなので、ゴルフ向

きの体型かも。さらに、テーブルの隣にプラスチック製のオートバイが走る

おもちゃが置いてある、おやじさんがテーブルにおろしてみろという。言わ
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れてテーブルにおろし、オートバイを上の段に乗せると爆音を立てて下に走

りだす。一番下に着くと、面白いことにマグネットが入っているらしく、自

動で上の段まで上がってきて、また下に向かって走り出すのだ。 

料理がでてくるのを待っている間に、大人も遊ぶことができるすぐれものだ

った。肝心の料理は普通の味で唐揚げは 600 円、焼き魚は 500 円だった。 

 

代官所があった本田地区 

 

 まんぷく亭を出て歩き出すと、住宅と小さな町工場がいっしょになったエ

リアがあり、一つの店の張り紙が目にとまった。そこには「県下で一番安い

お弁当２５０円」という文字がおどっていた。地元のマルスと同じ値段であ

り、頑張っているお店なのだろう。 

 12.55 糸貫川を渡ると、右手川面のかなたに白い峰々が浮かび上がる美し

い景色だ。橋を渡り終えたところに墓地と地蔵堂がある、この地蔵堂は「本

田地蔵堂」と呼ばれ、1809 年に建立されかつては尾州、美濃、江州の三国素

人相撲がおこなわれたというが、現在は子供相撲がおこなわれていると記さ

れていた。街道を旅する人たちが無事を祈ってお参りをしたのだろう。 

 

  

本田地蔵堂                本田代官所跡の説明 

 

その先立派な土塀のあるお屋敷を見ながら行くと、バス停があり隣に「本田

代官所跡」の説明板があった。それによると、江戸時代の一時期幕府直轄地

の代官所があったが、詳細は定かではないとある。しかし、古文書などから
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推測すると寛文１０年(1670)野田三郎左衛門が初代代官に任ぜられ、この地

に陣屋を設けたという。そして、大垣藩に預けられる明和 7 年(1770)まで続

いたとある。そこから２分程行くと今度は「高札場跡」の説明板があった、

でもここは宿場でもないのにほんとかな?、陣屋近くに立てられたということ

かな。 

 ５分程行くと右手田園の中に立派な工場が現れた、「三甲株式会社」で樹

脂の製品を造っているようだが、どんなものなのかよく分からない。この近

辺に鉄道はないのでバスはあるかもしれないが、みなマイカー通勤なのだろ

う、左手には広い駐車場も整備されていた。 

 

  

田んぼの中に現れた三甲株式会社     樽見鉄道の踏切を渡る 

 

 三甲の会社から３分も行くと五六川を渡る、ここから美江寺にはいること

が分かる。というのもこの川の名前は、美江寺宿が江戸日本橋から５６番目

にあたることから、宿場の入口にある川を五六川と名付けたと言われている。 

美江寺宿の看板も目につくようになり、かなたには伊吹の白い峰々を望む田

園がひろがる美しい景色だ。歩き出すとビニールハウスがたくさん連なって

おり、そこには「サボテン園」の看板が見える。 田んぼの中の交差点には

サボテンのモニュメントも置かれている。 歩いて行くと遠くにしかなかっ

たハウスが道路わきにもあり、小さなサボテンや大きなサボテンを見ること

ができる、かなりの規模で驚いてしまう。そんな道を１０分程行くと樽見鉄

道の踏切を渡り、ここから宿場の中へ入っていく。 
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江戸から５６番目の美江寺宿 

  

この辺りは平成 15 年に巣南町と穂積町が合併して「瑞穂市」となったと

ころ、巣南地区は奈良時代の条里制の遺構が地名として継承されているよう

に早くから開けた地域。富有柿やバラの産地であり、全国に出荷されている。 

踏切を渡るとすぐに美江寺宿の案内板があり、地図と史跡などを組み合わ

せたとても分かりやすいものだった。美江寺宿は寛永 14 年(1637)設置され

５６番目の宿場となった。この地は揖斐川、犀川、五六川が集中する低地で

ひなびた小村だった。宿場は赤坂宿と河渡宿との「間の宿」と言い、本陣は 

３２年後の寛文９年（1669）加納藩によって開設され、問屋「金兵衛」が管

理し、以降、山本家が代々管理した。建物は明治 24 年(1891)の濃尾地震で

倒壊した。宿場は L 字型に街道が通り、奈良時代にさかのぼる美江寺創建と

和田氏の美江寺(十六条)城、美濃派獅子門の句碑など、歴史文化の花が咲い

た地である、と説明されている。 

 

  

一里塚跡の碑             濃尾地震でも倒壊しなかった造り酒屋「布屋」 

 

案内板からすぐのところに一里塚跡の碑があり、５分も行くと２階建ての

古い大きな家がある。その前には現在の宅急便の旗と自販機２台が並んでい

る。さらに、酒屋の看板があり、「布屋」の文字がある。後で分かったのだ

がこの家は造り酒屋「布屋」で、元禄９年(１６９６)加納藩は宿の繁栄を図

るため加納の酒屋から酒株を分与された文左衛門が創業したという。濃尾地

震でもこの家だけが倒壊をまぬかれ、現在に至っているというすごい家なの
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だ。布屋からすぐ先で中山道は左に曲がる、その右手に美江神社があり、高

札場跡の案内がでていた。江戸時代には熊野権現と言い熊野三社の祭神を祀

っていて、明治 14 年美江神社と改称した。 

 左折して 3 分も行くと本陣跡の碑が立っている、その背後には昔本陣を務

めた山本家と思われる総二階建ての素晴らしい和風の家が、石垣と緑の垣根

の後ろに建っていた。その通りを少し行くと道端に「すなみ柿」と書かれた

白い柱が立っている、富有柿の産地として知られさすがブランド品だけに

PR もしっかりしている。 

 

  
本陣跡の碑                ご当地名物柿の宣伝塔 

 

そこから直に追分で「右赤坂」「左墨俣」の道標があらわれる、美江寺宿

の宿場はここまでで十七条村の高札場があったという。 

 

どこまでも柿畑が広がっていた 

 

 樽見鉄道の大垣行電車 14.20 まで 1 時間ほどあったので、次の駅まで歩く

ことにした。追分を過ぎると直に犀川で、その手前に千手観音堂がある。せ

っかくなのでみんながお参りをした、するとお堂の前の箱に美江寺宿のパン

フレットがあるのを友が見つけた。道からでは分からなかったが、お参りを

したことで説明文を読むことができたのだ。とても立派なもので、造り酒屋

の布屋、美江寺城跡、本陣跡など宿場のことがよく分かりありがたかった。

何故ここにパンフレットがあるのだろうと思ったが、西から来たらここが宿



12 

 

場の入口になることに気がついた。 

 お参りをしてお堂の前から眺めると、白い山並みを背景に柿畑が辺り一面

に広がっていた。そこから 3 分も行くと道は左に曲がっていくが、突き当た

りに「千躰寺と千躰仏」という説明板があった。このお寺は浄土宗西山派に

属し、現在は養老郡の円満寺の末寺という。千躰仏は禅僧の自然居士(じねん

こじ)の作で、鎌倉時代後期～南北朝時代の物と言う。12～23cm の檜材の阿

弥陀如来立像、千体が八段に並べまつられているという。 

 

  

宿場の西の入口に建つ千手観音堂      伊吹の山並みを背景に広がる柿畑 

 

 その先では犀川に沿って進むと神明神社があり、河川敷にも柿の木が植え

られていた。そして、長護寺川にぶつかると右に 90 度曲がっていき、広い

大通りに出る。パンフレットによると、長護寺川を渡る付近の道は巣南中学

校の屋内運動場建設に伴いその用地になったとある。城跡が学校用地になっ

た例は知っていたが、旧街道が学校用地になったのは珍しいのではないか。 

 その大通り沿いには、瑞穂市役所巣南庁舎や複合施設の立派な建物が建ち

並び、その隣には中山道跡地が整備されて、立派な説明板もあった。それに

よると、この辺りには松並木もあったのだ。 

 

田園の喫茶店でコーヒータイム 

 

 小公園を出ると時間は 14.00 になっていた、中山道はこの辺りから揖斐川



13 

 

に向かっており、鉄道から少しずつ離れて行く。ちょっと時間が気になり少

し急いで歩くが、駅があると思われる街並みはかなり離れてしまった。そん

な田んぼの中の道からは、白い雪に覆われた伊吹の山がくっきりととても鮮

やかな姿を見せている。この田んぼに水が張られる頃は一段と美しい農村の

風景が見られることだろう。 

 そして、揖斐川の方から来た大きな道路に出て街中の方へ向かって歩いて

行くと、田んぼの中に立派な喫茶店がある。時間はと時計に目をやると 14.10

になっていた、電車は 14.20 なので 10 分以内に駅まで行かないと乗れない。

残りの距離は定かではないが、10 分以内で行くことは無理のようだ。ここで

即決しないといけない、駅まで行って電車に乗れずここまで戻って休憩する

か、このまま休憩するか!! 答えはすぐに決まり、コーヒータイムにするこ

とにして喫茶店へ入る。広い駐車場があり、一部は 3 階建て洋風のベージュ

の建物は喫茶＆レストラン「きくみ」。 

 ランチタイム以後は休憩なしで歩いてき

たので体が火照っており暑いくらい、そのた

め友だけはホットを頼んだが3人はアイスコ

ーヒーを頼んだ。出されたコーヒーには柿の

種と、小さくカットしたロールケーキみたい

な洋菓子もついていた。午後の時間帯なのに

なかなかのサービスである。ゆっくり腰をお

ろして休憩もすることができてヤレヤレ、そ

の店内に掛けられていた時計はちょっと珍しかった。15.00 になったら文字

盤の 12 と 6 の部分がぐるりと回りメロディーが流れるのだ。つまり、十文

字の形に文字盤が分割されていて 3.00、6.00、9.00 になると文字盤が回る仕

掛けになっていた。珍しい時計を見た喫茶店のコーヒーは 370 円だった。 

 15.00 頃に店を出て十九条駅に向かった、やはり 10 分では少し無理な距離

だった。ついた駅は無人駅で駅舎といえば、雤をしのぐ２間程のドア無しの

小屋のみ、ホームは上下線用の１本。15.50 やってきた１両だけのディーゼ

ルカーに乗り込むと、意外にもかなりのお客さんが乗っていた。大垣駅で乗

り換えて東浦駅に 17.50 帰着した。 

 


