
ふらっと旧中山道                     2012.3.7 

美江寺宿～赤坂宿～垂井宿 13.5km を歩く 

 

 ぐずついたお天気の合間を縫って 3 月 7 日、先週の続きで美江寺～赤坂～垂井を歩い 

てきました。 

 

JR は「冷たい」、樽見鉄道は「温かい」 

 

 東浦を 7.19 の列車に乗り大垣に向かう、朝が早いと東浦駅では自動券売機

も使えないため切符が買えない。大垣で樽見鉄道乗り換えに 4 分しかないの

で、車内で切符を買う必要がある。そのため早めに 8 両編成の快速列車最後

部まで行って、車掌さんから切符を買った。いつも思うのだが、この自動券

売機が使えないと言うのはおかしい。利用者の利便性とコストを考えての施

策と思うが、7.00 過ぎても使えない自動販売機って何なのだろう?? また、

車内アナウンスで「駆け込み乗車はおやめください」と何回も放送していた

が、友曰く、これとて乗り継ぎの余裕あるダイヤにすればかなり減るだろう

に。どんなことも片一方だけから物事を見ると、間違いがあると思う。本当

に駆け込み乗車が多いとすれば、どんなケースでそれは何故なのか検討しな

くてはいけないだろう。 

 大垣駅での樽見線乗り換えは、幸いにも同じホームの反対側であったが、

長いホームの端っこだった。急いで切符売り場前に行くと、同時にドアが開

いて駅員がでてきた。あわてて「切符ください」と言うと「時間がないから

車内で買って」と言う返事だった。乗り込んだ 1 両だけの列車には私たちも

含め 10 名の客がいた。一人はおばあちゃんだったが、意外にも他は若い人

たちだった。それと運転士は後ろ姿しか見えなかったが、帽子からはみだす

ヘヤーからして若い女性だった。 

 最初の駅「東大垣」に着くと、ホームにはかわいい保育園の子供たちがた

くさん待っていた。すれ違いの反対列車に乗るため、みな腰をおろして待っ

ている。時々付き添いの先生が大きな声で「みんな座って!!」と叫んでいる。



小さな子供たちなので、思わぬ動きをする危険があるために座らせているよ

うだ。その時女性の運転士がホームに降りて子供たちと話をし始めた、その

顔は明らかに娘さんではなく、中年の女性であり、バックシャンに惑わされ

たようだ。 

 反対行きの列車が入線してこちらの列車も発車した、始発駅から乗ったの

で結局切符は買わずに JR の切符と 250 円を支払い、次の次「十九条駅」で

降りた。 

 

  

園児と女性運転士             立派な長屋門 

 

皇女和宮と中山道 

 

 8.55 に十九条駅をスタートして中山道は揖斐川に架かる「鷺田橋」をめざ

す。橋の少し手前までは先回歩いたところだが、朝見る景色はまたちがって

いる。工事中の橋を渡ると、そんなに立派でもない喫茶店がありモーニン

グ・カラオケも OK の看板がある。その店先は車で一杯だった。そこから少

し先に私たちが利用した喫茶店「きくみ」があるが、なぜか車は一台も止ま

っていなかった。こちらもモーニング・カラオケ OK の立派な建物で店構え

も違うが、明らかに客層が違うのだろう。そんな会話をしながら歩いていた

が、左足が少し張るような感じだった。先回の疲れが取れていないのかな? 

 木曽三川三つ目の揖斐川を渡りきると、まもなく歩道が無くなり歩道橋か

ら少し低くなった集落への道に降りる。堤防に沿って進むと「良縁寺」があ

る、名前がいいので妻が息子に変わってお参りをした。友の細君も同じ思い



らしく一緒にお参りした。そこから 200m も行くと「即心院」があり、ここ

を右に曲がって進むと右手奥に「白烏神社」があり、立派な長屋門が現れた。

見ると家の前には「明治天皇御小休所跡」の石柱が立っている、この集落で

一番の庄屋さんの家だったのかな。このあと立ち寄った小簾紅園の説明から

すると、舟年寄り馬渕孫右衛門の屋敷であったと思われる。 

 ここから 200m も行くと「小簾紅園(おずこうえん)」がある。はじめ「お

ず」が読めずに、「しょうず」かなと思っていた。公園に入ると一人のおじ

さんがいた、ここの管理人の方らしくわざわざパンフレットを持ってきてく

れた。そして、説明もしてくれたのでありがたかった。どんな公園かと言う

説明板があり、皇女和宮が呂久川(旧揖斐川のこと、今の揖斐川は水路が変わ

っている)を渡るときに詠んだ歌碑がある。中山道の歴史と言えば、皇女和宮

に関する歌、施設が中心であるが、この和宮とはどんな人か….. 

 

  

小簾紅園(おずこうえん)の案内        「呂久川の渡し跡」説明板 

 

皇女和宮とは 仁孝天皇の娘で、6 歳のときより有栖川宮親王との婚約が決

まっていた。しかし、幕府は老中連署を持って皇女和宮の将軍への輿入れを

請願した。孝明天皇は憂慮されるも、時局の困難が次から次へと続くのでや

むなく許可される。かくて翌年文久元年の秋、10 月 20 日京都をでて中山道

に入り、11 月 15 日江戸に到着。14 代将軍家茂の夫人となられた、このとき

和宮 16 歳、家茂も 16 歳であった。 

 和宮は京都をでて大津、草津と経て 25 日には赤坂の宿で泊り、10 月 26

日午前 8 時に出立した。大垣藩が警護するなか呂久川にさしかかり御座船 



に乗り、この地、つまり「小簾紅園(おずこうえん)」に着かれたという。と

言うのも、昔の揖斐川は呂久川といいこの地を流れていた。そして、舟の中

で「おちてゆく身と知りながら もみじ葉の人なつかしく こがれこそすれ」

とご自分の気持ちを詠まれた。それから和宮は舟年寄り馬渕孫右衛門の屋敷

で休息し加納宿へと向かった。 

 

川がない「呂久渡船場跡」 

 

 公園を出ようとした外れ(西の入り口)には「呂久川の渡し」の説明板があ

った。それによると織田信長が岐阜に在城し、近江の安土城に移ると美濃と

京都の交通が頻繁となり、赤坂～呂久～美江寺～河渡～加納の路線が栄えた。 

これが江戸時代の初めに整備されて五街道の一つの中山道となり、呂久の渡

しも交通の要所となった。慶長 15 年(1610)ころ呂久の渡しの船頭屋敷は 13

を数え、中でも舟年寄り馬渕孫右衛門家には船頭 8 人、助務 7 人がおかれて

いた。その頃の川幅は普段 90m、少し雤だと 120m、大雤だと 180m に及ん

だという。この渡しは大正 14 年(1925)木曽川上流改修の揖斐川新川付け替

え工事完成により、この地より東に移り現在の揖斐川水流となり長い歴史を

閉じた。 

 この小簾紅園がある呂久の渡し場跡は昔の巣南町で、岐阜県瑞穂市である。

揖斐川を渡ったので大垣市と思いがちだが、揖斐川の流れが今のように変わ

ったことで勘違いするわけだ。ここから 300m も行くと平野井川を渡り、初

めて大垣市に入る。 

あまりにも高さが違う両岸の堤防 

 

 橋を渡り堤防手前の川沿いの道を歩くとすぐに気がつくことがあった、そ

れはこの川の堤防の高さが左右まるで違うのだ。旧巣南町側は低い堤防なの

に対して、大垣側は遥かに高い堤防が続いている。このことは旧巣南町が大

垣藩領ではなかったということだろう。同時に大垣藩は力があった証であろ

う。しばらく行くとナビ役の友が、この辺りに一里塚跡があるはずという。

しかしどう見渡しても河原には何も見当たらない、少し先の対岸には木が茂



った神社らしきものが見える。でも一里塚らしきものはない、しかし真横に

きてみると説明板のようなものがある。よく見てみると、その中に一里塚ら

しき文字が読み取れる。対岸まで行くのは大変なのでカメラをズームアップ

してみる、文字は判別できそうだ、念のため 2 枚撮った。ここが江戸から 109

里(428km)の柳瀬橋一里塚跡だった。 

 その先で道は堤防に上がる、これが大島堤と言われる堤防で、立派な桜並

木が続いている。花のシーズンには多くの人が訪れることだろう、そんな思

いで見回すと「中山道」の案内看板がある。堤防道路を降りて行くと坂下町

で、分岐するところには先ほどと同じ案内看板があり迷うことはなかった。

その道は大島堤防斜面の少し低い所を通っていたが、2 分も行くと「大垣輪

中 坂下水防倉庫」があった。この辺りが輪中であることを教えてくれる建

物で、中には水防用具がおさめられている。 

 

  

右は大島堤                大垣輪中 坂下水防倉庫 

 

大垣輪中とは 木曽三川が集中する濃尾平野は、水に恵まれた地域である一

方、昔から水害が多い地域だった。その下流域に位置する尾張藩は徳川御三

家の一つ終り徳川家が治める重要地で、尾張側には高い堤を築いて出水に備

えていた。そのため、対岸の美濃側は洪水のたびに被害を受けた。 

 濃尾平野北西に当たる美濃国大垣は、海抜数メートルの低地にあるため河

川の氾濫に悩まされてきた。そこで、大島堤、前田堤、笠縫堤を築いて出水

から守り、周辺住民は輪中と呼ばれる堤を築いて田畑や家屋を守ってきた。 

つまり、輪中とは文字どおり輪の中という意味になる。 

  



たくさんの水路と七回り 

 

 しばらく大島堤沿いに行くと「三回り半」の石柱があり、中山道は左に曲

がっていく。この三回り半と言うのがどんな意味なのか分からず、いろいろ

話しながら行くと、立派な和風の家の隣にこれまた立派な洋館が建っていた。 

大正時代の物ではなく最近建てたものらしいが、それにしても立派な家もあ

るものと感心した。この辺りから道沿いに水路が張り巡らされており、5 分

程行ったところには大きな水路が流れ、堤の両側には立派な桜並木が延々と

続いていた。先ほどの大島堤の桜といい、花見時には多くの人たちが訪れる

に違いない。 

 のどかな道を進んで行くと、右手奥に大きな建物が現れる。岐阜経済大学

だった、この立地からしてバスは走っているのかな? 鉄道はないのでスクー

ルバスがあるのかも。ここから 10 分程で大きな道路を横切るが、手前に「道

標 聖観世音菩薩」と刻まれた石柱があって、背後に「右ぜんこうじ道」「左

谷汲山○○道」と彫られた観音菩薩さまの像があった。 

 

  

立派な洋館                美しい水路と桜並木 

 

ここから 4 分程行くと道は右にカーブしてブロック塀があった。その手前

に何か立っておりこれが「七回り半」の碑だった、どうやら道がくねくねと

曲がることを意味するようだが、3 回り半とか 7 回り半と「半」をつける数

え方が面白い。この碑を過ぎるとまた大きな水路があり、先ほどと同様に立

派な桜並木が続いていた。その先には大垣女子短期大学が見えた。 



11.00 にコーヒータイム 

 

 大垣女子短期大学を見て 7 分程歩くと道が右に直角に曲がる、その角に小

さな看板があり見てみると、消えかけた説明は「7 回り」についてだった。 

大半が消えかけておりほとんど判読不明だったが、どうやら「道がうねって

いる様」を「7 回り」と呼んだらしい。 

 

  

7 回り半の碑                モーニングコーヒーです 

 

 そこから 5 分程で近鉄養老線の踏切が見えてくる、丁度遮断機が下りて列

車が通り過ぎて行った。すると、また遮断機が下りて反対側から列車が走っ

てきた、踏切のすぐ近くが東赤坂駅だったのだ。その踏切の手前に駐車場の

広い喫茶店があり、珍しく友がコーヒータイムにしようと言う。店の様子を

のぞいてみると 11.30 までモーニングサービスとある。時間は 10.50 で 2 時

間程歩いているので、休憩することにした。お店は「喫茶工房  優花」、店

に入ると年配の客が 4 人と若い人が 2 人いた。コーヒーを頼むと、厚切りの

トースト 1/3 かな、小さいサイズの茶わん蒸し、これも小さいサイズの器に

焼きそばとミカン一切れが大皿にのってでてきた。いずれの味もよくてGood

だった。上さんたちはこれならお昼がなくてもと言うが、それは困る。お昼

の食事は軽めでもよいから食さないといけない。 

 これまでの街道ウオーキングで、昼前にコーヒータイムをとったのは初め

てでゆっくり腰を下ろすこともでき、スタートした初めは左足が少し重かっ



たが、足取りも軽く 11.15 店を出た。 

  

街の中に「赤坂湊跡」 

 

 10 分も歩くと南方川を渡る、川と言うより水路と言った方がよい。コンク

リートで護岸されているのだ、その川沿いに村社の白山神社があり、少し先

には水門が設置されていた。川を渡ると直に一里塚跡がある、江戸から 110

里の一里塚だがここも石柱があるのみだった。次に現れたのはそば屋、お品

書きが木の板で作られているのが目を引く。続いて多賀神社があり、土俵の

ある赤坂小学校を右手に見て進むと一級河川の杭瀬川にぶつかる。 

 川を渡り 3 分も行くと火の見やぐらみたいな高い塔がみえてきた、どうや

らあそこが赤坂湊跡だろう。その手前の家に「木曾海道６９次の内赤坂」と

記された広重の赤坂宿の絵が掲示されている。この場合街道ではなく「海道」

としてある、東海道が東の海沿いを通る道であるのに対し、木曽の山中を通

る道は「木曾の海道」と呼んだのかな。 

 

  

広重の絵と火の見やぐら          赤坂湊跡の碑と常夜灯 

 

 小さな流れを渡った所に小さな石柱「赤坂湊跡」と、立派な常夜灯が並ん

でいる。ここは間違いなく街の中であり、湊跡と言われると「ここに湊があ

ったの?」と誰もが問い返すことだろう。赤坂湊は杭瀬川の川湊だったが、流

れが変わって昔の湊跡が街の中に取り残された。昔は西美濃の産物や金生山

の石灰などを運ぶ水運交通の重要な湊で、かつては数百艘の船が出入りした



という。常夜灯のある付近は水場も整備された小公園になっている、その隣

には松尾芭蕉の街と書かれたバス停の時刻表が立ち、大正ロマン漂う造りの

洒落た建物がある。湊会館で昔の展示もあるようだが、今日は開館日ではな

く見学はできなかった。後で調べるとこの建物は明治時代に岐阜県の警察屯

所として建てられたものをここに復元したという。 

 

少し寂しい本陣跡 

 

 赤坂湊跡から直に「赤坂本陣公園」がある、本陣は残っておらず和宮を偲

ぶ顕彰碑がある。赤坂宿は同じ名前の宿が東海道にもあることから、美濃赤

坂宿と呼ぶことがある。慶長７年(1602)指定され江戸から５７番目の宿場。

宿場は 7 町１8 間(730m)、本陣１、脇本陣 1、旅籠 17、家数２７２軒だった。

本陣は馬淵太郎左衛門、平田又左衛門、その後は矢橋家が明治まで務めた 

 

  

赤坂宿本陣跡               桝形に立つ宿場の碑と道標 

 

 公園の少し奥に幕末の青年志士「所郁太郎」の立派な銅像がある、彼は赤

坂出身の蘭学医で、重傷を負った井上馨に外科手術を施し一命を救ったと言

われている。その土地土地にいろんな人材がいたことが分かる、本陣跡から

少し行くと左手に黒い板塀の続く路地があった。とても落ち着く感じの小道

で、美しい日本の原風景だ。その先に桝形が残っており、そこに赤坂宿の碑 

と、谷汲観音道標が置かれていた。 



和宮のために建て替えた家並 

 

 桝形から西の通りは立派な家並が続いている。これは和宮が江戸へ嫁ぐと

きに、建物が見苦しくては失礼になるというので、街道に面した建物の建て

替えが一斉に行われたという。一見すると２階建ての家が建てられ工費は 10

年返済だったが、幕府が瓦解してうやむやになり、宿は大喜びしたとか。 

 

  

お嫁入り普請の街並み           何の店かな? 

 

文久元年(１８６１)和宮降嫁のとき大行列一行が宿泊しましたが、赤坂宿

ではそのために５４軒もの家が建て直されました。それを「お嫁入り普請」

と言います。そんな屋並みの中に脇本陣跡の石柱と説明板がありました、そ

れによると宝暦年間以後「飯沼家」が代々に亘り脇本陣役を務め、また問屋

年寄役を兼務して明治維新まで続き、その後は榎屋の屋号をもちいて旅館を 

営んだと言う。そんな歴史のある街並みは、静かに趣のある景観を今に残し

ている。そのすぐ先には「五七」と書かれ屋号を飾る店がある。５７番目の

宿場から名付けたことは分かるが、見ただけでは何のお店なのか分からない、

観光案内所かな?? 

 

「お茶屋屋敷跡」と社長の大邸宅 

 

 その先で妙法寺前を通るが、この辺りの左手少し奥には「お茶屋屋敷跡」



がある。徳川家康が江戸幕府を開き、街道整備をして上洛の往復に利用する

ため将軍専用の宿舎(休泊所)を設けた。これは信長の建てた岐阜城の千畳敷

御殿を移築したものと言われ、家康や二代将軍秀忠及び千姫も泊った。今は

矢橋家のボタン園となり有名である。 

 さらに５分程行くと左手に少しこんもりしたところに「赤坂宿御使者場跡」

の石柱がある。その隣に少しカーブした石段がつづき説明板がある。それに

は「兜塚」とあり、関ヶ原の決戦前日１６００年９月１４日杭瀬川の戦いで

戦死した東軍、中村隊の武将野一色頼母を葬り、その鎧兜を埋めたと伝えら

れている。この辺りは古墳があり、地図には昼飯大塚古墳の名前もあること

から、これも古墳と思われる。 

 

  
赤坂宿御使者場跡の碑と兜塚        石灰の工場 

 

 その隣鉱山用の西濃鉄道の線路を渡るが、踏切の両サイド線路は遮断され

ており今は使われていない。右前方には大きな工場が見え「河合石灰工業株

式会社」の文字が読める。赤坂北にある金生山は日本有数の石灰、大理石の

産地として知られており、その先にも同じような工場があった。そして、工

場の隣とか反対側には大豪邸があり、いずれもそれらは表札から工場の社長

宅と分かる。 

 

昼飯は「ひるい」と読む言い伝え 

 

それから少し行くと中華料理・麺類のお食事処「明吟」があった、この先



は食事のできるところはなさそうなのでお昼にした。４人とも軽くラーメン

をいただいたが、５５０円のラーメンはまずまずの味であった。 

食事後に友がお店の後ろの小高い山は古墳ではなかろうかと言う、マップ

にはこの付近に「昼飯大塚古墳」が載っているのだが、ここまでそれらしい

案内はなかった。それに、地名の「昼飯」はひるめしと発音すると思うのだ

が、どんな由来があるのか不思議だった。しかし、その少し先に如来寺があ

り、門前に「昼飯の由来」の説明板があった。それによると、昔、善光寺如

来と言う仏像が大阪の海で拾い上げられ、善光寺へ納められることになりま

した。運ぶ途中に、一行はこの地でお昼にしました。そこからこの地を昼飯

と言うようになりました、しかし、呼び名が下品であるということで「ひる

いい」とよびました。でも、それも言いにくいので「ひるい」と呼ぶことに

なったと言う。 

 

源頼朝・源朝長が登場する「青墓」の地 

 

そこから東海道線のガードをくぐると青墓で、ここにも色々な案内があっ

た。ひとつは「青墓のよしたけあん」、何かと言うと、牛若丸が奥州に落ち

のびる時、父や兄の霊を供養し源氏の再興を祈りました。その時よしの杖を

突き刺して、「…..源氏栄えばよし竹となれ」の歌を詠みました。 

願いが通じたのか、杖にしてきたよしが根を張り、見事な枝に竹の葉が茂り

ました。この珍しい竹を「よし竹」と呼び、この寺をよし竹庵と呼ぶように

なりました、というもの。 

 

  

青墓のよしたけあん            青墓宿の道標 



もう一つは「照手姫の水汲み井戸」これより 100m とあった。説明はなか

ったが、他の資料で見ると「照手姫は青墓の長者から篭で水をくめと難題を

押しつけられ、２km も離れたこの地に毎日水を汲みに来た」と言うお話の

ようだ。 

そこから２分も歩くと大谷川の堤防に出る、手前の畑はブロッコリーが一

面に植えられていて、数人の人たちがまさに収穫しようとしていた。右手に

白い柱が立っていて「中山道 青墓宿」とあり、その横には消えかけた青い

文字で「源朝長の墓」と記されている。はて、中山道に青墓宿なんてないは

ずなのに…..。これは中山道が開設される前、東山道の時代に青墓宿が置か

れ栄えたところで、遊女が大勢いたといわれる。しかし、杭瀬川の渡し利用

者で赤坂が重宝され、やがて赤坂宿が固定されて栄え、青墓は衰退していっ

たという。 

もう一つの源朝長の墓とあるのは源頼朝の次兄で、ここ青墓でなくなって

いる。歴史に詳しい友から聞いてあらましは分かったが、帰って調べてみる

と・・・頼朝の父源義朝は平治の乱に敗れ、都を離れ妻子の住む美濃国青墓

に向かった。途中、頼朝とは離ればなれになったりもしながら逃げのびた。

しかし、次兄の朝長は傷がもとでこの地で亡くなる。そして、父義朝は知多

の野間で、長田忠致(ただむね)のだまし討ちに会い命を落とす。その後、源

頼朝は１１８５年とも１１９２年ともいわれるが、鎌倉幕府を開き６８０年

間続いた。 

 

史跡美濃国分寺跡 

 

 大谷川を渡ると中山道は県道２１６号を斜めに横切って進むが、ここでわ

れわれは県道を進み美濃国分寺跡を訪ねることにした。何もない田んぼの中

を行くと、直に国分寺と書かれた案内塔が立っている。これは国分寺跡とは

違い現在の美濃国分寺の案内塔。しかし、その付近は広大な田んぼが広がる

風景で、その空き地が国分寺跡だった。 

 県道から右に折れて行くと、入口には「史跡美濃国分寺跡」と彫られた大

きな石が伝と横たわっている。背後に青野山を控え東山道に面して建てられ

た国分寺は、わずかに塔跡を残すのみだが昭和４３年度からの発掘調査で、 



伽藍の範囲は東西 230m 南北 250m 以上で、周囲に築地大垣をめぐらせて

いたことが分かりました。 

 

  
美濃国分寺跡               設置された説明板 

 

 天平 13 年(741)聖武天皇の勅命により、全国に国分寺と国分尼寺が造営さ

れた。美濃国ではこの地に七堂伽藍を持つ壮大な寺院が建てられた。しかし、

鎌倉時代以降律令制度の崩壊とともに荒廃し、礎石を残すのみとなったとい

われる。ちなみに私たちの住む愛知県尾張国の、国分寺跡はどこなのか確認

されていないと言う。 

 

相川橋を渡ると垂井宿 

 

 国分寺跡を後にして中山道に戻ると、国分寺通りの道標が立っている。そ

こから４分も行くと青野の一里塚跡の碑があり、大きな常夜灯も隣にあった。 

ここからは垂井駅を目指すのみと思って歩いていたら、石組の台座の上に２

体の石仏と平尾御坊道の道標がある。調べてみると、平尾御坊とは右折した

６００m 程先にある願證寺のことのようだ。 

道標から１５分程歩くと、ここは追分と書かれた柱が立っており、隣には

石の道標もあり説明板があった。そこには「垂井追分道標」として、垂井宿

は中山道と東海道を結ぶ美濃路の分岐点にあたり大変にぎわった。自然石の

道標が建てられ「是より右東海道大垣みち 左木曽海道たにぐみみち」とあ

る。この道標は垂井宿の問屋奥山文左衛門が建てたもので、中山道にある道



標としては７番目に古いと記されている。 

そこから目と鼻の先の相川橋を渡るが、橋のたもとに「相川の人足渡し跡」

の説明板がある。相川は昔から暴れ川でたびたび洪水がありました、そのた

め江戸時代初期には人足渡しによる渡川が主で、川越人足は垂井宿の百姓が

つとめ、水量によって渡し賃が決められていましたと記されている。 

 

  

垂井追分道標                しゃれた趣の JR 垂井駅 

 

そんな暴れ川を渡ると「東の見附」の説明板が立っている、ここから７６

０m に渡り宿場が続いて西の見附にいたるとある。今回はここから宿場を進

むのではなく垂井駅に向かい、駅前のロータリーが整備され、しゃれた雰囲

気の橋上駅に 14.10 到着した。列車ダイヤを確認してから駅前の喫茶店でコ

ーヒータイムをとり、休憩した後 14.55 の列車で帰った。 

 

 

 


