
ふらっと旧中山道                    2014.11.17 

野尻宿～三留野宿～南木曽駅の 

12.5km を歩く 

 

 11 月 17 日いつもの４人で久しぶりに中山道を歩きに出かけました。５月３日に御嵩

宿～細久手宿を歩いて以来で、夏の暑さと忙しさを理由に遠ざかっていましたが、やっ

と重い腰をあげて野尻宿～三留野(みどの)宿～南木曽駅を歩きました。 

 

一番列車に乗り 7:00 の特急｢しなの｣で野尻駅へ 

 

 妻籠宿から先の木曽路を歩こうとすると、中津川から先の列車本数が少なくて日帰り

のコース設定がとてもしづらくなる。そのこともあってなかなか計画が決められなかっ

た。今回は名古屋発一番の特急に乗ることでなんとかなったが、野尻駅には 8:26 に到

着する。少し早く到着するが、これくらいなら帰りも少し早くなって良かろうと決めた。 

 野尻駅までの切符は買えないので、適当な所までの切符を買った。そして、名古屋駅

のホームにある自動券売機で特急券を購入して、7 時発の｢しなの１号｣に乗り込んだ。

次に車掌さんから野尻駅までの切符を買うために、切符と特急券を手にして準備をして

いると、友が｢切符がない｣と言って服のあちこち探している。ポケットからいろいろ出

し入れしている時に落したかもと言うのだ。結局見つからないので、切符を買い直さな

くてはいけないとあきらめ顔だった。しかし、車掌さんにそのことを伝えると｢ご一緒

ならいいですよ｣と言ってくれたので一安心。年をとると何かにつけて注意力が散漫に

なることも致し方のないことだ…...と互いに慰めあった。 

 席を向かい合わせにして、おしゃべりをしながらの旅は楽しいもので時間の過ぎるの

も早い。何回も見ている風景だが秋色の景色はまたよい、丁度１時間で南木曽駅に到着

した。ここから普通列車に乗り換えて野尻駅まで行くのだが、ダイヤは１時間に１本と

思いきや９時・１３時・１５時・19 時は 0 なのだ。それだけ利用者が少ないのだろう

むやみに本数を増やしてくれと言っても、乗る人がいないのであれば致し方のないこと

だが、こうしたことは日本のあちこちにある。そればかりかさらに地方には人がいなく

なり、過疎化はますます進行するという。元総務大臣を務めた増田寛也氏の｢地方消滅｣ 



には今後の推計が細かに記述されていて、世の中に警鐘を鳴らしている。その中で我が

町東浦は、そんなに大きな減少ではない予測が載っている。 

 

  

南木曽駅を離れる｢特急しなの｣            野尻駅に到着 

 

 定刻の 8:00 南木曽駅に到着し、11 分の待ち合わせで松本行きに乗り換える。ここか

らはローカル列車の旅で、童心に戻り運転席の隣に立って流れて行く山あいの景色と線

路を眺めた。中央本線は十二兼駅まで複線でその先は単線になっている、そのため反対

列車が少し遅れていたことから行き違いのために 3・4 分待たされ、野尻駅着は 8 時 30

分だった。 

 

コンビニで昼の弁当を調達 

 

 駅に供えられていた宿場のマップをもらい、駅前広場から中山道を歩き国道 19 号沿

いにあるコンビニで弁当を買うべくスタートした。駅前からは見えないのだが、すぐ奥

に大桑小学校があり右手には木造の洒落た建物がある。野尻地区館の看板があり、公民

館のような集会所のようだ。その先からは落ち着いた家並が宿場らしい雰囲気、少し進

むと大きな家の前に立て札があった。そこには｢野尻宿西の外れ｣とあり、その家の屋号

も｢はずれ｣と書かれていた。そこから 4 分程で国道に合流し、コンビニの｢ディリーヤ

マザキ｣のお店が見えた。このコンビニが開いていないと、弁当の調達が不可能なのだ。

国道 19 号沿いの店なので大丈夫とは思っていたが、やれやれ一安心。早速お店に入り

おにぎりとお稲荷さんを買い求め、中山道に戻ろうとして振り向くと遠くの峰々はうっ

すらと雪化粧をしている、中央アルプスの木曽駒ケ岳だろうか。またコンビニの手前奥

には神社があり、国道からの入口に｢須佐男神社｣と書かれた看板が倒れていた。  



一里塚跡と｢妻神社｣ 

 

宿場のマップを見ると、中山道は国道 19 号に沿った旧道を進むのではなく、途中か

ら右に折れてまた大通り（国道でなく中仙道らしき道）に戻るようになっているのに気

がついた。少し行くと道路からは 1.5m ほど低い所に土蔵が現れた、下がなまこ壁で上

は白い漆喰造りの立派なもの。１階と 2 階にそれぞれ窓があって、2 階の窓の上には｢水｣

の文字が見える。その隣には木造のゴミステーションがあり、見ればしっかりした扉付

きになっている。獣よけのようだがこの辺りでは鹿かな、それとも…。 

 そこから4分程行くと一里塚の石碑があった、一里塚の文字は大きく名称は小さく｢下

在郷一里塚跡｣と刻まれていた。しかし、マップには一里塚跡地付近とありおよその場

所しかわかっていないようだ。そこから少し歩いてからはたと気がついた、中山道はこ

の通りから離れており、右折しなくてはいけなかったのだ。そこへ運よくおばさんが通

りかかったので、右折することを忘れてしまったがこの先で中山道へ出る道はあるのか

尋ねた。すると、私も丁度そちらへ行くので一緒に案内してくれると言うではないか。

何とラッキーなことか、お言葉に甘えて案内してもらうと、マップのように鉄道を越え

るところに出た。そこには本来の中山道と交差する角に、ちゃんと中山道の石柱も立っ

ており、国道 19 号の土手沿いに道は続いていた。 

 

  

下在郷一里塚跡                 妻神社 

 

 中央本線のガードをくぐり 10 分程行くと、左手に馬頭観音などの石仏が 6 体並んで

いた。そのすぐ先には何も案内はなかったが、杉の木に囲まれて少し土を盛り上げたと

ころに、２本の灯篭が立つ神社らしき石柱があった。南木曽町役場でもらったパンフレ

ット(帰る最後に立ち寄った)によると、｢妻神社｣とあり村人が山の神、川の神に安全を



祈った所とある。この地における大切な神様のはずであり、旅人にも地元民にとっても

ちょっとした説明板があると良いのにと思った。 

 

わき水の庭池と牛さんが顔を出す街道 

 

 そこから少し進むと土手沿いの狭い場所に脇水の池と、屋根つきの水場が造られ隣に

は白い土蔵が建っていた。この景色は田舎を感じさせるに十分な風景だと思った。その

先にもいくつかの池が造られて、錦鯉や黒い鯉が悠然と泳いでいた。この辺りは脇水に

恵まれているようで、山里の秋に一服の絵を見る思いがした。その先では大きな家の前

を通るが、通りから見えるように花の鉢が置かれていた。まるでこの家の縁側の前を通

る感じなのが、山あいの街道らしくて楽しいウオーキングができる。 

 そんなことを話しながら行くと、突然目

の前の家から牛さんが顔を出した。その建

物が牛舎だったので当然のことかもしれ

ないが、最近ではなかなかお目にかかれな

い光景であり驚きでもあった。大きな目が

人懐こくてかわいいと思いながら進むと、

隣には子牛と母牛もいた。とても小さな子

牛に母牛が寄り添っているのが柵越しに

見えた。 

 ここから木曽川沿いの道を 10 分程進む

と対岸に「フォレスパ木曽・あでら荘」が

見えてくる。周りの山は一部紅葉して読書

ダムにせき止められた川面には、とんがり

屋根の特徴ある白い建物がくっきりと映

って、すばらしい風景である。時間が許す

のなら立ち寄り湯を楽しみたいところだ

が、今回はそうもいかないのが残念。この

阿寺の山には御料林(国有林)があって、

1941(昭和 16)年にはここから伊勢神宮御用材が切り出されたと言う。今は阿寺渓谷の景

色とキャンプ場に多くの人が訪れている。 

 



十二兼（じゅうにかね）駅前で見たスズメウリの実 

 

 川沿いの杉の木が数本並んだ道を行くと、一杯実をつけた柿のオレンジ色がひときわ

目立っていた。今年はどこの柿も豊作のようだその先の畑と道の間に水準点の標識が立

っている、古地図をのぞいていた友が｢これによると 495.62m だ｣という。どれが水準

点なのかとても分かりづらいが、おそらく右手の石の置かれたところだろう、それとも

標識のすぐ下に小さく見える石かな? そんな会話を交わしながら 8分程行くと国道に合

流し、南木曽町の案内があった。 

広い道路に出て後ろを振り返ると、紅葉した山々がきれいだった。山の木々が織りな

す色合いは、みな赤く染まっていてもダメで、緑もあれば黄色もあるからこそ美しい。

人の世も同じで、いろいろな人がいるからおもしろいのだと思う。 

 

  

国道沿いの紅葉                 スズメウリ 

 

 そこから 5 分程で踏切を渡ると、きれいに耕された畑の向こうに吊り橋が見えた。人

専用のようだが、この辺りで人はあまり見かけないので、使用することは少ないのでは

と思われる。ここから 8 分程行くと十二兼駅が見えてくる、その手前で紅葉した葉っぱ

の中に白い小さな実をつけた「つる草」があった。友に教えられたのは｢スズメウリ｣と

いう。カラスウリよりも実が小さいので、カラスではなくスズメになったとか。今外国

産がはやりで、日除けの垣根に使われるとか。 

 駅舎の前に来て、友は案内パンフレットがあるのではと見に行くが何もなかった。で

も、駅前には柿其（かきぞれ）渓谷の大きな案内版があった。東浦も乾坤院や善導寺、

入海貝塚それに村木砦跡があるのだから、駅前にはこのような案内版がほしいものだ。



そして駅の隣の家には、干し柿と大根の皮を向いたものが吊るされており、山あいの秋

を感じさせる。 

 

一人のハイカーとおしゃべり 

  

 十二兼駅から 8 分程行くと右手に木曽川と紅葉の美しい場所がある、｢南寝覚｣と呼ば

れる所だ。寝覚ノ床のように大きな岩が続く流れは圧巻である、寝覚ノ床より南にある

のでこのように呼ばれているのだろう。1 時間ちょっと歩いたので、そのすぐ先の柿其

橋が見える道路わきで休憩した。 

 腰をおろしてマップを見ていて、十二兼駅付近の国道 19 号沿いに一里塚が記載され

ているのを見つけた。しかし、国道の方が新しい道路であり何故そこに一里塚があった

と記載されているのか??不思議である。その時友があの辺りに｢戸場小学校があった｣と

古地図を見ながら言った。前方に照明塔もついた柿其橋があり、向こう側は道路から 2m

ほど高くなって１軒の家と、その背後にフェンスらしい物が見えた。 

 そこへこれぞハイカーという出で立ちの男性一人が後ろからやってきた、野尻駅で一

緒に降りた人のように思えたので声をかけた。でもそうではなかったが、お互い街道ウ

オーキングを楽しんでいる者同士話しが弾んだ。彼は埼玉の草加市から４日間の予定で 

北軽井沢を起点にスタートし、今日は阿寺荘から歩いてきて中津川まで行くと言う。約

30km を行くわけで、昔の人と同じくらいの距離を歩くことになる。20 分程もおしゃべ

りをしてから、それでは急ぎますのでと出立して行った。われわれも重い腰を上げて歩

き出すと、すぐに明治天皇御小休所跡の碑・御前水の碑の説明板があって、立派な石碑

も立っていた。それによると明治天皇は明治 13 年に木曽路へこられて、6 月 26 日福島

泊、寝覚めで休憩、須原定勝寺で昼食、中川原で休憩し三留野宿本陣で宿泊したという。 

  

木曽川沿いの街道で見つけたのは… 

 

そこから少し行くと国道 19 号に合流し、木曽川沿いの道が続く。山間部はどこも川

に道路がくっついて造られている。それだけ平たんな所がないと言うことで、大雨にな

ると土石流が発生するなど大きな災害の危険もある。道路が広くなったチェーンの脱着

場もあり、そこからの景色は紅葉と遠くの山がかすんでいて美しい。広場の端には｢胃

腸に日野百草丸｣の看板があった、5 分程行くと左手に珍しい物を見つけた。国道脇にま

だわりと新しい公衆電話のボックスがあった、山間部を走る国道のため非常用に設置さ



れたものだろう。しかし、今では携帯の普及で使う人もいないと思われる、これも一昔

前の遺産と言えよう。 

そこから木曽川に沿って、大きな石がご

ろごろした流れや、紅葉した山並みを見な

がら歩いた。国道を歩くのでつまらないと

思っていたが、川や周りの山並みの景色は

雄大で気持ちの良いものだった。15 分程

行くと左手に中央本線のガードがあって

与川へ行く道が分岐する。与川は月の名所

で｢与川の里｣があることで知られ、江戸時

代の旅日記には｢木曽の与川の里に樽のよ

うなでっかい月がでた｣と詠われていた。マップではこの辺りに与川の発電所が載って

いるのだが、川べりにあるものと思い込んでいたが見つからない。でも、少し進んで振

り返ると背後の山の斜面に導水管が見えた、発電所は鉄道より山側にあったのだ。その

場所から少し先に小さな工場があって、広場から川を見下ろすことができしかも日当た

りも良かった。時間は 11時 10分頃で少し早いが、朝が早かったのでここでお昼にした。

木曽川の流れと山々の紅葉に囲まれていて、いただくおにぎりはとても美味かった。 

 

不親切な案内標識 

 

 11 時 35 分頃三留野宿に向けてスタートすると、国道わきにひときわ鮮やかな真っ赤

なモミジが迎えてくれた。マップを見るとこの辺りの「金知屋」に一里塚が載っている、

そしてここも国道 19 号ではなく少し離れた中央本線脇に記載されている。これって、

中央本線が昔の中山道に造られたということなのか?? しかし、なんの説明もなく分か

らない。そんな思いで 7 分程行くと、左手に石垣があってそこから国道に沿って分岐す

る道があった。そこにはカーブミラーが設置されていたが、通り過ぎようとした時にカ

ーブミラーの下に小さな｢中山道｣と書かれた案内標識を見つけた。危ない危ない、もう

少しで見落として行きすぎてしまうところだった。標識がないよりはましに違いないが、

歩道は右側にしかないのだから、もっと大きな案内標識を立ててもらいたい。標識を設

置してから、これなら見落とすことはないかチェックしたのか!! 標識はそこの地理に不

案内の人が見て、分かりやすいものでなくてはならない。つまり、作って、設置して、

分かりやすいかを確認して、初めて仕事をしたことになる。お役所の仕事によくありが



ちなケースでとても残念なことだ、これでは使われたお金が半分死んでしまう。 

 

三留野(みどの)宿は本陣も脇本陣も明治の大火で焼失 

 

 分岐した中山道はここから上り坂で、これが意外に長く続きとてもきつく感じた。そ

れもそのはずで、これまでは平たんな道かむしろゆるやかな下りになっていたのだ。ゆ

っくりゆっくりと 13 分程歩くと、左手に大きな枝垂れ桜や杉の木がそびえ、何かの石

碑と｢歴史の道中山道｣とした案内地図があった。それによるとこの奥に東山神社と等覚

寺がある。そのすぐ先から三留野の宿場に入っていくが、道はまだ上りが続いている。

街道に沿って家が並んでいるが、ごく普通の街並と言う感じである。さらに 2 分程行く

と峠を越えて下り道になる所にブロック塀があり、そこの敷地内に脇本陣の説明板があ

った。その説明によると、本陣は江戸時代の初めに定められたが、脇本陣は交通が頻繁

になった中期以降に整備されたとある。ここ三留野宿では代々宮川家が務めた。宮川家

は三留野村の庄屋も務め、本陣の鮎沢家、問屋の勝野家とともに指導的役割を担った。 

宮川家のあるこの辺りが江戸時代の宿場の中心であった。宿場は明治 14 年(1881)の大

火によって全焼し、現在の建物はそれ以降のものである。 

 

  

三留野宿本陣跡                 焼失をまぬかれた本陣の枝垂れ梅 

 

 脇本陣跡から 2 分も行くと本陣跡があった、道路から一段低くなった草むらに石の門

が建ち説明板があった。それによると、この場所は長野地方法務局南木曽出張所の跡地

で、三留野宿本陣があった所。脇本陣の説明にもあったが、明治 14 年 7 月 10 日の大火

で焼失した。この時の被害は家屋 74 軒土蔵 8 軒に及ぶ。しかし、庭木の枝垂れ梅は生

き残り、今は町の天然記念物に指定されている。「明治天皇は大火の前年明治 13 年 6 月



27 日に一泊された」と記されている。辺りを見回すと駐車場の隅に大きな枝垂れ梅が、

枝をいっぱいに広げているのが見えた。前まで行ってみると説明板があり、｢目通り周

囲１m70cm、高さ 8m｣とあり、太くて大きな梅の木だ。満開のときはさぞかし美しい

ことだろう、その姿が目に浮かぶようだ。 

 

生々しい水害の傷跡 

 

 本陣跡から少し行くと高台の外れらしく、南木曽の街が眼下に広がっているのが見え

た。保育園か小学校だろうか、広場を囲んでコの字の建物がひときわ目立っている。線

路や川面は見えないが向こう岸の山並みが迫り、狭い地域であることが分かる。ここか

らは桃助橋に寄りたいが、その前に南木曽

の町役場へよって木曽路のマップを手に

入れたい。 

そんな思いで5分程行くと川に突き当た

る、でもこの川なんか変だった。海岸で使

われるテトラポットが並べられているし、

対岸では土嚢が並んでいるのが見える。少

し上流の土手は一面茶色になっているが、

土ではなくセメントの吹付けのようだ。こ

の川が今年の夏の大雨の時鉄砲水で濁流があふれ、線路も一部宙づりになった場所らし

い。少し離れたところに線路も見える、中央本線が不通になりしばらく中山道へはいけ

ないとあきらめていた。当時の現場を目の当たりにすると恐ろしさが伝わってくる、橋

も流されたようで、新たに組み立て式みたいな仮設の橋が、道路から今までよりも高く

して設置されていた。静かな山あいの町に起きた一瞬の出来事は、まさに悪夢としか言

いようがない。このことを教訓にした町づくりが進められることを願うのみである。 

 

大正時代のつり橋｢桃助橋｣ 

 

 その橋から 7 分程で南木曽町役場についた、さっそく観光課を訪ねて木曽路の案内マ

ップをいただく。係りの女性は南木曽町のガイドマップもあわせて手渡してくれた。さ

っそくロビーで腰をおろしてマップを眺めてみる、これがあれば当分の間は困らないだ

ろう、よかった、よかった。ついでにお手洗いも借りて、南木曽駅に行く前に桃助橋に



向かう。少し色づいた山を背景に洒落た感じの料理屋さんと、紅葉した桜の木の向こう

に吊り橋が見えてきた。つり橋の手前には

｢近代化遺産 桃助橋｣の説明板がある、こ

の橋は平成 5 年 9 月に復元竣工したもの。

福沢諭吉の娘婿である福沢桃助が、大正 10

年 9 月～12 年 12 月にかけて、完成したダ

ムの建設資材運搬用に建設された。そのた 

め橋の中央には 2本の線路が施設されおり、

その一部が今も残されている。今で言うト

ロッコの線路で、大人が軽く足を広げたく

らいの幅しかない。橋の長さは 247m、幅

2.7m で高さ 13m の 3 本の主塔により、左

右とも直径4cmのワイヤーロープ4本の計

8 本に、片側 102 本のハンガーで吊ってい

る木製の橋という。19 世紀末のアメリカの

つり橋によく似ていると言われ、景観にマ

ッチした雄大さと美しさを見せている。 

 橋の真ん中あたりまで行くと、周りの雄

大な景色に包まれてすばらしい気分に浸

ることができ最高。広い視野で景色を眺め

ることのすばらしさと言えよう。そして橋

の床面は平ではなく、両端が低い緩やかな

アーチになっている。 

 今回の記念写真はこの桃助橋で一枚撮

ることができた、ヤレヤレこれであとは南

木曽駅に向かうのみとなった。 

 

｢なぎそねこ｣のノボリバタ 

 

今日の最終目的地｢南木曽駅｣に 13:00 到着、列車は 13:27 で窓口も 13:20 まで閉じら

れていた。そこで駅前の土産物屋さんをのぞくことにした、というのも先ほどから｢な

ぎそねこ｣のノボリバタが気になっていたのだ。なんとなくイメージしていたのは、こ



の地方の民具では…..。おばちゃんに尋ねると、やはりそうで東浦辺りでは｢ねんねこ｣

と呼ばれているものと同じだった。違うのは｢なぎそねこ｣の場合は洗いものなど仕事の

しやすいように、前側は何もなく袖もない背中だけのハンテンといえるものだった。確

かにこれだと温かくて、日々の仕事に差し支えることもないようだ。必要は発明の母と

言われるように、この地方で生まれた知恵のようだ。 

 

  

南木曽駅                    吊り下がっているのが｢なぎそねこ｣ 

 

なぎそねこの話を聞いただけではという思いと、何か一つ土産をと思い物色している

といい物を見つけた。先日一つだけいただきおいしかった｢ゆべし｣と、山菜の佃煮を買

い求めた。13:20 駅に戻り切符を購入する、東浦までは 1,940 円だった。中津川方面は

１番ホームなので弧線橋を渡り階段を降りると、作業をしていた係り員の方が｢今度の

電車はこの駅止まりが折り返し運転するので隣のホームです｣と教えてくれた。驚いて

戻り隣のホームへ、大府駅では武豊線が発着するホームは決まっており迷うことはない。

しかし、この場合は行き先が同じでも違うホームから発車しており分からない。おそら

く駅施設がそれだけないのと、列車本数が少ないのでこのようになっているのだろう。

珍しい体験をして無事に列車に乗りこみ帰路に就いた。 

 

 

 


