
ふらっと旧中山道             2016.1.5～6 

宮ノ越宿～木曽福島宿～上松宿を歩き 

やっと中山道の半分を踏破!! 

 

1 月 5 日～6 日に宮ノ越駅から上松駅までの 16.5km を歩きました。正月休み明けで

特に予定もなく、雪もなく暖かいお天気が続きチャンスです。一泊としたのは日帰りで

は木曽福島宿をゆっくり見学することができないからです。特に今回は中山道の中間点

(266km)を超えることになる記念すべきウオーキングです。 

 

｢木曽市｣の夢が破れ、今は｢木曽町｣に 

 

 今回も名古屋発 7:00 の特急しなの 1 号に乗り込み、木曽福島駅に 8 時 29 分到着。9

時発の松本行きに乗り換え、ここから二駅先の宮ノ越駅まで行くため 31 分待ちとなる。 

木曽福島駅は広くて長いホームを備えた立派なもの、ここは昔、木曽福島町だったが平

成 17 年(2005)に木曽福島町、日義村、開田村、三岳村が合併して｢木曽町｣として発足

しました、木曽郡内唯一の新設町である。元々は平成 14 年に 11 町村が｢木曽市｣をめざ

す合併検討会を設置したが、離脱が相次ぎ次に木曽福島町と上松町を中心に 7 町村の合

併協議会が設置された。しかし、翌年の木祖村住民投票で反対が多数となり、合併協議

会は解散しました。次に残る 6 町村で合併協議会を設置しますが、今度は上松町の住民

投票で反対が多数となり、合併協議会は解散した。その後平成 16 年 11 月に 4 町村で合

併協議会を設置し、平成 17 年 11 月に木曽福島町、日義村、開田村、三岳村が合併して

現在の｢木曽町｣が誕生した。しかし、人口は 11.881 人(2015 年 5 月 1 日)しかありませ

ん。 

 私たちの東浦も同じような経験をしており、町や村が一つになることの難しさはいず

こも同じと言うことでしょう。｢根本は何故何のために合併するのか｣と言うことだと思

う。自分たちだけのメリットを考えているようでは合併しない方が良い、大局的立場で、

何をどうしようとしているのかが問われているのだと思う。人と人の結婚にしても初め

は相思相愛でも、心が離れてしまうこともよくあるのだから……。 

木曽町出身の有名人と言えば、平安時代の武将｢木曽義仲｣が最初に挙げられるが、現



在の人では長野県知事の｢村井仁｣、俳優の｢田中要次｣…..など。しかし、木曽福島で一

番知られているのは、何といっても中山道の｢福島宿｣｢福島の関所跡｣であろう。 

 

町営バスは｢木曽っ子号｣ 

 

宮ノ越駅では私たちしか降りないだろうと思っていたが、案に相違してスーツケース

を引いた女性が一人降りました。正月休みに出かけた帰りなんだろうか。駅前には立派

な観光案内板があり、宿場の説明と木曽義仲館のことが書かれている。 

 そこからから 100m ほど行くと木曽川に突き当たり中山道に出る。橋を渡ると木曽義

仲館へ行くが、今回は左折して木曽福島宿へ向かう。この辺りが宿場の中心で川沿いに

進むと桜の並木になっている。シーズンには木曽川を背に美しい花の道になることだろ

う。丁度そこに木曽町営バスのバス停があり、時刻表を見ると｢木曽っ子号｣の名前で一

日 9 本、土日にはプラス 4 本の運行がされている。料金は日義線 100 円、木曽病院線は

200 円となっている。東浦では利用者が 300 万人を超えた記念式典のことが報じられて

いるが、運営を維持するためには町が年間 5600 万円負担しているという。木曽町では

どのようになっているのだろう、おそらく同じような負担をしていることと思う。 

 

中山道の中間にあたる｢宮ノ越宿｣ 

 

 5 分も進むと本陣跡がある、慶長 6 年

(1601)中山道整備の時、薮原宿と福島宿の間

が遠いので、江戸から 36 番目の宿場として

新設されました。天保 14 年の本陣(左の写

真)絵図によると、間口 12 間、奥行き 26 間

の敷地に本陣問屋を兼ねる主屋と、3 間ずら

して大名が休泊する客殿が別棟になってい

た。宮ノ越宿は何度も火災にあっており、

明治 16 年(1883)の火災では主屋も焼失するが客殿は残り、明治天皇が休まれた部屋は

今も現存しており、この建物は木曽 11 宿中で唯一残っているものだそうです。 

 そのすぐ近くに脇本陣跡の立て看板が立っているが、こちらも建物はない。宿場の規

模は本陣 1、脇本陣 1、旅籠 21 軒、家数は 137 軒だったそうです。立て看板から少し

行くと立派な民家があり、元旅籠の｢田中屋｣でこの家は｢出梁(だしばり)造り｣といわれ



る。出梁(だしばり)造りというのは、二階の床を支える梁を一階の外壁より外側に突き

出して、二階の床を広くするためとか、庇の役目を持たせたものです。養蚕農家や旅籠、

旅館によく見られます。 

 田中屋から2分も行くと屋根つきの井戸があり、説明板には｢明治天皇御膳水｣とある。

この井戸は江戸末期に掘られたもので、昭和初期まで近郊一の名水として人々の生活を

支えてきました。明治 13 年の明治天皇中山道巡行の際には、この水でお茶をさしあげ

たと記載されています。 

 

きれいな田園と立派な体育館 

 

 井戸から 5 分程行くと集落の外れになり、下部がなまこ壁の白い漆喰の立派な土蔵が

あった。見ると、土蔵の本体を覆う別の屋根がのっている、珍しい造りである。と感心

しながら行くと、右手に畑が広がり遠くにはガラス張りの温室が見える。畑には白い大

きな袋がいくつも転がっている、牧草を入れているのかそれとも藁を入れているのかな。

畑は薄い茶色一色で、そこに白い大きな袋があちこちに置かれ、一服の絵を見ているよ

うな景色がすばらしい。 

  

  

宮ノ越の田園と体育館 

 

宮ノ越の田園風景に見とれていると、一里塚跡の石碑と説明板が現れた。その説明で

は道路工事で削られて形は残っていないという。ただ、この石碑には｢宮ノ越一里塚跡｣

と刻まれているのだが、いただいた木曽観光連盟のマップには｢樋口一里塚跡｣と記され

ている。何故違うのか、説明はなく分からない。その場所から前方に生コン工場が見え

る、マップにも載っておりまもなく踏切に至る。8 分程進むと立派な体育館とグラウン



ドがある、上松を歩いた時にも見た景色だ。先日長野の小川村を訪ねた時も、立派な体

育館を併設した複合施設があり感心したものだ。山間部へ行けばいくほど、このような

立派な施設が目を引く。 

  

中山道の中間点に立つ 

 

 中央線の踏切を渡って原野の集落へ入って行く、5 分も行くと出梁(だしばり)造りの

立派な家(左の写真)が何軒も見られた。マッ

プにもその記載があり、宮ノ越より原野にた

くさん残っているようだ。それと、一つ気が

ついたことは集落内の道幅が以外に広いの

だ。それと関連すると思われたのは、片側の

家は道路の側溝から 2m ほど離れて建って

いる。そのため、二階の屋根からの雨どいが

空中を延びて、側溝に雨水を落としているの

だ。これらの家がすべて後ろへ下げられた??? とは考えにくいのだ。なにせ家が両側に

建っているのだから不思議である。 

 集落の外れ近くに庚申塔などが集められている場所があった、また、畑には｢どんど

焼き｣の準備がしてありブルーシートがかぶせられていた。それも、大小ふたつが用意

されていた。そこから 6 分も行くと石柱と説明板が現れた、｢中山道中間点｣の案内であ

る。畑の脇の道路沿いに設置されているが、

要はこの辺りに何もないものだから｢中間

点｣としてアピールしたものと思う。江戸か

らも京都からも 67 里 28 町(266km)の地点と

いうわけだ。(左の写真) 

その説明には中山道の重要性が記されて

いる…..｢中山道は東海道とともに江戸と京

を結ぶ重要な路線であった。木曽路というと

深山幽谷の難所と思われがちですが、木曽 11

宿が中山道 69 次の宿場として指定された慶長 6 年(1601)頃からは整備も行き届き、和

宮など姫宮の通行や、日光弊使・茶壷道中の通行などに利用されていました。また、木

曽一円を治めていた代官の山村氏は中央との結びつきを深め、政治経済はもとより文学



にもその才を発揮して、木曽をして中山道を介して東西文化の接点とならしめた｣とい

うものです。 

 宮ノ越駅をスタートして 1 時間ちょっと経過していた、小沢の集落を過ぎて竹やぶの

横の草道をぬけると正沢川にでる。日当たりも良く心地よさそうな場所だったので最初

の休憩にした。 

 

木曽義仲の学問の神｢手習い天神｣ 

 

 正沢川を渡って進むと栗本の集落で、まもなくとても大きな｢二十三夜塔｣と薬師堂が

あり、中原兼遠(かねとう)の屋敷跡への案内がある。薬師堂の手前には全面が赤色に塗

られた消防の詰所があり、田んぼの中には公民館があった。中原兼遠は木曽義仲を育て

た武将で、巴御前は中原兼遠の娘である。木曽町の観光パンフレットには…..朝日が昇

る勢いで上京した木曽義仲と妻であり一騎当千の女武者であった巴御前。二人の武勇ロ

マンスは今も語り継がれています。木曽に逃れてきた幼少の駒王丸は中原兼遠の養育を

受け、後に元服して木曽次郎源義仲と名乗りました。1180 年後白河法皇の皇子より平

家追討の命令を受け、木曽の地で旗揚げ。入京し征夷大将軍に任ぜられましたが、後白

河法皇の策略によって粟津ヶ原で討ち死に。31 歳の短い生涯でした…..と。 

 

  

二十三夜塔と薬師堂               手習い天神 

 

 その隣には義仲と巴の勉学のため、京都の北野天満宮を迎えたと言う｢手習い天神｣が

ある。境内の｢一位｣の古木は名木として知られ、中山道を往来する旅人は必ず参詣した

と言われています。中原兼遠(かねとう)の屋敷跡は、中山道から少し離れているような

ので見学はしなかった。 



木曽川の橋の上は｢最高のレストラン｣ 

 

 手習い天神から 10 分程行くと｢出尻の一里塚跡｣と彫られた丸っこい石が、街道脇に

ちょこんと置かれている。いただいた木曽観光連盟のマップには出尻の一里塚跡は不明

と記載されており、石も新しいようなので最近になってこの場所に置かれたものらしい。

できれば、この辺りにあったらしいがはっきりしていない旨説明板があるとよいのに。 

 一里塚跡から 4 分程行くと右手に保育園があって、上田のバス停を過ぎると直に広い

道に突き当たる。ここを左折すると国道 19 号にでて、マップにはこの辺りから福島宿

が良く見えると記載されている。しかし、どう見渡してもそれらしい物は見えなかった。

国道を少し進むとコンビニがあるので立ち寄り弁当を調達した、私はシャケ弁、妻はサ

ンドウイッチをチョイス。 

さてどこで食べようか、お店の人は｢よろしければ外にベンチはあります｣と言ってく

れた。しかし、店は木曽川の左岸にありまだ日が当っておらず寒そうなのでやめた。少

し行くと矢崎橋の交差点で、その右に矢崎橋が架かっている。見ると車道わきには幅の

広い歩道があり、おまけに丁度良い高さの堰堤?がある。車の通行も少ないし、まして

や人の往来などほとんどないようだ。この堰堤はベンチにもってこいだし、木曽川の川

の上から信濃の山と流れを見ながら食事ができるなんて、こんな素晴らしいレストラン

はお目にかかれない。と言うことで川の中ほどまで行き腰をおろした、思った通り山と

川のすばらしい眺めの中で、風が吹くわけでもなく最高の場所だと思った。川には 10

数羽のカモが冷たい水の中をすいすいと泳いでいるのが見えた。最高のロケーションで

食べるシャケ弁が旨かったことは言うまでもない。 

 

木曽川を見下ろす高台に｢福島関所｣ 

 

 ランチを済ませてしばらく行くと蕎麦屋

がある、そこから国道を離れて少し行くと

柵に囲まれた大きな石碑と仏様の像が現れ

た。マップには載っておらず何かと見ると、

｢経塚｣としてある。これは初代木曽代官山

村良候(たかただ)が慶長年間に全国の霊場

を回って、大乗教を納めた記念として塚を

築いて松を植えた。その後、第五代山村良



忠(たかとう)が祖父良候の 100 年忌にあたり、碑文を刻み元禄 14 年(1701)に建立した。

石碑の一番上にある｢丸に一｣は山村家の家紋である。そして、左側にある大日如来像は

その翌年に建立した…..と説明されている。 

 そこからしばらく行き国道に戻ると福島

トンネルが見えてくる。そのトンネル手前

から右に分岐して宿場に向かい、しばらく

すると大きな冠木門が見える。これをくぐ

ると福島宿に入って行くが、関所跡つまり

中山道は歩いてきた道路から左にそれて小

道を上って行く。つまり木曽川沿いの断崖

に臨む、険しく狭い場所に関所は設けられ 

ている。(写真上は北からの入口、下は建物

のあった場所) 

 関所跡は発掘調査で遺構や建物の規模が

各種文献と照らし合わせて確認され、昭和

54 年(1979)に国の史跡に指定された。そし

て、今は史跡公園になっています。 

 福島関所は東海道の箱根、新井の関所、

中山道の碓井関所と並ぶ日本四大関所の一

つと言われている。創設以来約 270 年間、

中山道の要衝として入り鉄砲、出女などを

厳しく取り締まりました。関所の説明板、国史跡の記念碑があって何もない広場が現れ

ます。ここが関所の建物があった場所で、隣には配置図があり当時の様子が示してあり

ます。早速福島関所資料館を見学しようと思ったのですが、なんとお休みになっている

ではありませんか。ここもお役所の管轄であり正月は 4 日から仕事をしているものと思

っていたのです。これにはがっかりです!! 

 

島崎藤村の姉が嫁いだ高瀬家 

 

 やむを得ず隣の高瀬家資料館へ向かいました、ここも休みかと思いましたが開館して

いましたのでヤレヤレ。門をくぐり呼び出しのベルを鳴らすと、お姉さんがでてきて丁

寧に説明してくれました。 



この資料館は個人のもので、高瀬家と言うのは大阪冬の陣の頃に高瀬家の第 4 代目が

福島に来て、その子供が代官山村氏に仕えた。以来、御側役、砲術指南役、勘定役など

幕末まで仕えた。しかし、何よりも高瀬家が知られているのは島崎藤村のただ一人の姉

｢園｣さんが、高瀬家 14 代薫に嫁いでいることだ。園さんは小説｢家｣のお種、｢夜明け前｣ 

のお粂であり、｢ある女の生涯｣のモデルにもなっている。そして、藤村はここに寄宅し

て、誌｢夏草｣をつくりだしている。 

 説明してくれたお姉さんは高瀬家の方で、今は開田高原の方にお住まいとか。関所資

料館がお休みだったことを伝えると、昨日は開館していたと言う。何ということだ、4

日に開館していて 5 日に休みとは理解に苦しむ。お姉さんの話で分かったのは、藤村の

資料館が馬籠にできた際にかなりの資料を提供しており、ここにはその残りがあると言

うこと。それに、福島の大火では集落の火事は風にあおられて、高台の高瀬家も被災し

た。そのために屋敷の一番前の建物はコンクリート造りで再建したという。そのコンク

リート造りの蔵が資料館として開放されていた。 

 展示品は紙の資料が多く、とても難しく

て吟味することはかなわない。でも、高瀬

家 9 代目が｢奇応丸｣と言う薬の製造販売で

旅人から重宝され、また、徳川家へも献上

されたという。この時の｢奇応丸｣の看板を

はじめ、写真では当時の高瀬家の人々と藤

村のこと、ここの建物のことなどはよく分

かった。 

 

木曽家・山村家の菩提寺｢興禅寺｣ 

 

 ここから先の見学コースは事前にいろいろ調べて、見るべき場所を決めて回る手順も

決めてきた。順序として次は興禅寺へ、それから山村代官屋敷、上の段と回り最後に本

陣跡へ寄ってから宿に入る予定。 

 高台の高瀬家資料館から福島の宿場へ入るには、つづら折りになった階段を降りて行

く。そして関所橋を渡って行くが、途中には主な観光地への案内表示がいたるところに

設置され迷うことがない。さほど広くはないエリアに観光スポットが点在するとはいえ、

しっかりした案内表示を見れば木曽町が福島宿の歴史遺産を守り、かつ最大限に活用し

ようとしている姿勢が見て取れる。私たちの東浦は観光客がたくさんやってくる町では



ないが、立派な歴史遺産は存在する。が、残念ながらその場所へ案内する看板などは整

備が遅れている。景観づくりを通して街づくりをしようと取組が進められているが、町

を訪れて心地良いと感じられる施策こそ優先すべきと思う。 

 10 分ほどで興禅寺に到着した、ここは臨済

宗のお寺で木曽家、福島関所代官山村家代々

の菩提所で、木曽三大寺の一つ。案内図を見

ると境内の奥に木曽義仲の墓があるのでま

ずはそちらに向かった。本堂の前を通り斜面

の石段を上るとたくさんのお墓が並び、一見

してそれと分かる柵に囲まれたお墓があり、

墓前にはきれいな花が活けられていた。事前

に調べたら木曽義仲の墓は宮ノ越の徳音寺

にあり、義仲の守り本尊をはじめ義仲愛用の品々が展示されているとあった。ここ興禅

寺は永享 6 年(1434)に木曽家 12 代信道公が先祖義仲公菩提のため、荒廃していた寺を

再建したというから、その時に合わせてお墓も造られたのか….. 

 お墓から降りてくる途中はとても見晴らしがよく、墓地の隣に屋根が緑色でとてもハ

イカラな建物がある。営林署ということだがなかなか洒落た建物を造ったものと感心す

る。再び本堂の前を通り、次は石庭を見学し

た。一木一草を用いない枯山水の庭としては

日本一の広さを誇り、白壁に囲まれた長方形

の広い庭に大小 7・5・3 の併せて 15 個の石

が置かれただけのもの。雲海の美をテーマに

して看雲庭と名付けられている。こんな庭を

眺めるときにはお抹茶の一服もあればよい

のだが……. 

 又、境内には｢木曽踊発祥の地｣の大きな石

碑があった。この踊りは今の盆踊りのもとになったもので、永享年間に木曽信道公が先

祖義仲公の英霊を弔うため、盂蘭盆会に倶利伽羅谷の戦勝を記念して始められた。義仲

公の墓前にぬかずき、観音堂前で踊った。この踊りが時代とともに町民に伝えられ、夜

を徹して踊るようになった。これが木曽踊りだという。しかし、郡上八幡の徹夜踊りは

有名になっているが、木曽踊りはあまり知られていない何故だろう。 

 



代官屋敷の東門跡に残るのは….. 

 

 この次は山村代官屋敷へ向かうが、来る時は気がつかなかったが和風二階建てのとて

も立派な家があった。玄関の屋根は平ではなく、何というのか半円の形で玄関わきと塀

は白い漆喰仕上げ。さらに、意外だったのは二階建ての母屋に漆喰仕上げの蔵がくっつ

いていた。最初は昔の料亭かと思ったが、蔵と合体した造りでは違うのだろう。 

 

  

中央付近の大きな石に歌が刻まれている 

 

 その家から 5 分程行くと屋根つきの井戸と、石垣がすこし残っていた。説明板があり

前には一台の自転車が放置されていた。この石垣は山村代官屋敷東門の跡であること、

そしてこの石には横井也有の歌が刻まれている。延享 2 年(1745)4 月に尾張藩主徳川宗

勝が江戸からの帰りに山村邸に一泊し、同行していた重臣であり学者であった横井也有

の紀行文｢岐岨路紀行｣の一節である。歌は｢俎板(まないた)の なる日はきかず かんこ

鳥｣とあり、何くれともてなしていただき、鯛や鰤などの膳に山奥とは思えない心地と

書き残している。この石垣はその後たびたび改修されているものの、歌の刻まれた石は

当時のまま残されています….と説明されていた。 

 ここで横井也有について知ることができ幸いであった、東浦においても安永 9 年

(1780)来遊して｢汲み人の よはいやともに よろつ世も 生路の里の 亀のいの水｣

の一首を残している。  

 

殿様の食事がわかる｢山村代官屋敷｣ 

 

 東門跡から 5 分で山村代官屋敷前の交差点に着いた、信号の変わるのを待っているが



なかなか変わらない。それもそのはずで歩行者信号は｢手押し式｣だったのだ、交差点か

ら見る山村代官屋敷は十数段の石段の上に門があり、門から真新しい長屋のような立派

な塀が続いている。山村氏は関ヶ原の戦いでの功労により、木曽代官を命ぜられ同時に

福島関所を預かりました。一代官でありながら江戸と名古屋にも屋敷を持つとても豊か

な代官でした。そのうえ｢木曽考｣を著した 6

代良景(たかかげ)をはじめ代々進歩的な好

学の士が続き、家臣からも多くの文学の士

を出しています。第 9 代の良由(たかよし)

は広く天下の学者と交遊し、上杉鷹山、細

井平州などとともに木曽の漢文学の黄金時

代を築き、島崎藤村の｢夜明け前｣にも名君

として登場し、木曽文学に果たした役割は

大きかったと説明されています。 

 さっそく入館するが他の入館者はいない

ようだ。それかどうか、しばらくするとガ

イドの方が来て説明してくれた。おかげで

代官屋敷の概要を理解することができてよ

かった。真新しかった塀とは違い屋敷のガ

ラスは昔のままの物であり、破損すると今

日では同じように補修することはできない

とか。印象深いものは ①参勤交代の大名た

ちの料理........一般の侍たちが食べるものと 

殿様用の食事              殿様が食べるものがあり、一般用には小魚が

つくのに殿様用には鯛やエビがついている。

そのうえ御三家のような大大名にはさらに

一品がつく。これらは酒の肴であり、ご飯

用は別にある。大昔のことでもあり山奥の

福島辺りで、夏に鯛などをいかにして用意

することができたのか!! 御岳山の雪を活用

して雪室で保存したと言う。大変な努力を

して材料の調達をしており、先人たちの知 

豪華絢爛たる内掛け            恵はすばらしい。ところでこの料理、いま 



ならさしずめ 20万円とか!! ②すばらしい内掛け......聞いたら写真は OKとのことだっ

たのでラッキーとばかりシャッターを押した。特別な時に着用したらしいがとても美し

いものだった。金糸、銀糸を使った内掛けは今なら 7000 万円はするとか。確かに糸そ

のものの調達が難しいであろうことは容易に想像できる。 ③山村家の消防衣装.......当

時の物がきれいなまま保存されていて驚い

た。夏用の生地は麻、冬用の生地はラシャ

で、羽織、胸当て、被り物、頭巾からなっ

ている。 ④キツネのミイラを祀る......昔、

代官所を守る｢山村いなり｣に｢おまっしゃ｣

という、木やりを歌うキツネが住んでおり、

町の人たちはその鳴き声で吉凶を占ったと

か。そのご神体としてキツネのミイラが祀

られている。実物を見せていただいたが、

体は 1/3 くらいになっているという。 

 

｢上の段｣へはすごい階段を上って行く 

 

 このあとは大手橋を渡り｢上の段｣へ行

って、そのあと本陣跡へ向かう。大手橋は

昭和 11年に工学博士中島武の設計による、

世界初の鉄筋コンクリートローゼ桁橋と

いう。平成 14 年には土木学会選奨土木遺

産として認定されている。両脇に円弧を描

くような桁が美しく柔らかな感じがする。 

 大通りの中山道に出て少し行くと、路地

の前に｢上の段｣の案内があったので近道と思いそちらへ進んだ。直に酒造メーカー｢七

笑い｣の工場の横を通ると、すごい崖で階段を上ることに。やっと上りきると大通寺の

前に出たのだが、珍しく案内がなくどちらへ行ってよいものか? 全体の配置から右へ行

けばよいと考えて進むと正解だった。いくつもの桝形を経て高台に上ってきた所が上の

段なのだ。そこには江戸時代にタイムスリップしたかのような家並みや、水飲み場があ

った。袖卯建と千本格子の家、なまこ壁の土蔵や戦国時代に引かれた用水が今も豊かに

流れる水場は、昔の雰囲気を漂わせ人々の気持ちを惹きつけている。この場所は明日の



朝も通るので早めに切り上げて本陣跡へむかうことにした。来たときとは別のルートで

階段を降りると、上から見るのでその崖のすごさが良く分かった。ここでは年寄りは町

のあちこちへ出かけることは不可能だろうと思った。そして、本陣跡は事前に調べてお

いたが、大手橋の先にある支所の場所が本陣跡らしいので分かりやすい。ところがその

辺りまで行くも何もない更地になっていた。やむを得ず通りかかりの人に聞けば、何も

ない場所が本陣跡で今は複合施設の建設のため準備中だった。念のため隣にあった観光

協会で聞くと、やはり事実でありそのため入口に張り紙がしてあると言う。しかし、A-4

の紙が貼ってあるものの、何も知らない人が来て分かるようにはなっていなかった。せ

めて立て看板一つ立ててくれたらと思った。 

  

本陣跡の説明書 

 

 その貼り紙によると本陣は明治半ばに壊され、明治 39 年に役場庁舎が建てられまし

た。しかし、昭和 2 年の大火で焼失しその後旧木曽町役場が建てられたという。本陣を

務めたのは白木十郎左衛門だった。 

 これで福島宿の見学を終り 16:00 に宿の｢木曽三河屋｣へチェックインした。 

 

 


