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ふらっと旧中山道             2016.4.19～20 

「鳥居峠」を越えて木曽路 11宿を踏破!! 

贄川宿～奈良井宿～薮原宿 12.6kmを歩く 

 

中山道ウオーキングは先回で丁度半分を歩き、中間点(266km)を超えました。今回の

計画で中山道の中でも、木曽路 11 宿を歩き終わることになりますが、そこには中山道

一番の難所「鳥居峠」が待ち受けています。 

 

木曽路では「山吹」や「花桃」「桜」が咲き競う 

 

 日帰りの計画 2回よりも、一泊二日の方が時間を有効に使えて且費用も少なくて済む

ことから、贄川(にえかわ)宿からスタートして奈良井宿で泊ることに。そして、朝一に

「鳥居峠」を越えることにしました。そのため夕方４時ころ宿に到着できるように、逆

算して朝はゆっくり出発で良く、東浦駅 7:53の電車に乗って出かけました。 

 いつもと違い通勤客で混雑していましたが、中津川で乗り換えの際にはわれわれのよ

うな中年のグループがホームにうろうろしていました。一緒に松本行きの電車に乗り込

んだそのグループはどこへ行くのかなと思っていたら、みなさん南木曽駅で降りました

ので妻籠へ向かったようです。 

 中津川から先へ行くのも回を重ねましたが、今回、目についたのは「山吹」の黄色の

花と「花桃」のビンクと、それにまだまだ「桜」の花が咲き誇っていました。実のとこ

ろ桜の花が見られる頃に行きたいと思っていましたが、この時期では遅いかなと、半ば

あきらめていました。それだけに黄色やピンク・桜の花々が見られてラッキーでした。

花桃の濃い赤い色はよく目立ちすぐにそれと分かります、それと黄色の山吹は線路沿い

の土手にたくさん植えられていて、とても目だっていました。 

 

立派な関所がある贄川宿 

 

 11:35贄川駅に到着すると満開の桜が迎えてくれました。駅前は斜面を削って国道 19

号が通り、贄川宿の説明が斜面の壁に大きく描かれていました。隣に食事処が一軒ある
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ものの他には何もありません。100m ほど国道を進むと中央線を橋で渡りますが、メロ

ディー橋になっていて叩くと木曽節が聞こえます。でも叩く棒などは何もありません、

どうやって叩けと言っているのでしょう。その橋を渡り左へ下る所に「贄川関所」があ

ります。この関所は昭和 51 年に復元されたもので、豊臣秀吉の時代に木曽材木の監視

のために、南の妻籠番所とともに設置されました。 

慶長 5 年(1600)徳川家康により、関ヶ原の

戦いの後に福島関所が設置されると、その

「副関所」として置かれ「白木改め・出女」

に目を光らせました。また、往時の木曽の

防衛拠点であったと言います。福島に居を

構えた山村家が木曽代官に任じられて木曽

を支配し、元和元年(1615)に尾張藩領にな

ってからも山村家が尾張藩家臣として統治

の任にあたりました。 

贄川の宿場には本陣 1、脇本陣 1、問屋 1、旅籠 12がありましたが、現在は残ってい

ません。ここの特徴は建物自体が木造で燃えやすいことに加えて、宿全体が河岸段丘上

の高台にあり、大量の水を確保しにくかったことによる大火が多かったのです。記録に

残るものとしては天明 12 年(1782)と嘉永 4 年(1851)の 2 回で、共に宿場のほぼ全家屋

を焼き尽くす大火災でありました。その後も明治 29 年・大正 7 年・昭和 5年と 3 回の

大火があり、甚大な被害をもたらしたが、3 度とも上町だけは類焼をまぬかれました。

そのため現在の贄川宿では、上町の一部を除き近世までさかのぼれる町家は見られない

という。 

 ここの関所は斜面に建っているため半地下式になっていて、地上は木造ですが地下は

鉄筋コンクリート造りの展示室で、休憩もできるようにベンチも備えています。関所の

見学よりもお弁当を食べられるような場所はないか尋ねると、「地下の部屋をお使いく

ださい、お茶を準備しますから」と言われたのでその好意に甘えることにしました。 

 

贄川宿の顔ともいえる「重要文化財の深澤家」 

 

 お弁当を済ませて歩き出すと直に、「観音寺」と「麻衣廼(あさぎぬの)神社」の案内が

現われる。ただお堂や社は見えなくて、中央線と国道 19 号を越えた山裾にある。観音

寺は木曽谷にただ一つ残っている真言宗のお寺で、正面の山門(鐘楼門)は市の有形文化
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財に指定されている。もう一つの麻衣廼(あさぎぬの)神社は諏訪神社を本社と仰ぎ 7 年

に 1 度(寅年と申年)御柱祭りが執り行われ、境内には御柱が 4 本並んで立てられている

という。街道から少し離れているので、ここはパスして進むと消防の詰所があり「塩尻

市消防団 楢川(ならかわ)分団第三部」と看板がある。さきほど市の指定文化財とある

のでおやっと思ったのだが、実はここ贄川は塩尻市なのだ。木曽谷を歩いているわけだ

が、諏訪湖のほとりの塩尻に近い所まで来ているのだから思えば遠くまで来たものだ。 

 

  
「観音寺」と「麻衣廼(あさぎぬの)神社」の案内  「国指定重要文化財 深澤家」 

 

 そのすぐ先に水場と大きな家が見えてきた、軽トラックが止まっているが隣に「国指

定重要文化財 深澤家」の案内が立っている。江戸時代末期に建てられた総二階の主屋

には 8部屋と中庭を配して 4部屋の離れがあった。この家は屋号を加納屋と称し、近世

後期から茂吉を代々襲名した。木曽を拠点に遠隔地商売を続けてきた典型的な贄川の商

家で、幕末維新当時の主は萬助と言い安政 5年(1858)「一代名字御免」を尾張藩に許さ

れていたという。でもこの家、現在の住んでいる家が単独ではなく壁続きに建てられて

いた。これで重要文化財の指定が受けられたのだろうか……ちょっと不思議。 

 

栃の大木は樹齢千年、それとも六百年? 

 

 深澤家から少し先で右折して宿場は終わっており、関所からここまではそんなに距離

はなく小さな宿場だと感じた。宿場のメインストリートを離れるとたくさんの薪が積み

重ねられた民家の前を通り、中央線を跨線橋で渡り国道 19号に出る。 

 直に右手の山側に大きな木が見えてくる、道沿いに案内の説明板があって「贄川の栃

の大木」と言う。推定樹齢は 1.000年、樹高 33m、根元周囲 17.6mの栃の巨木で、元 
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文５年(1740)の書物にすでに大樹として記述され

ていると言う。昭和 44年に長野県の天然記念物に

指定されている、遠くから見てもその大きさはひ

ときわ目立つ存在になっている。でも、市が発行

しているパンフレットには樹齢は 600 年程と記載

されていた。この栃の大木を見たからでもないが、

帰りには栃の実せんべいをお土産にしようと思う。 

 その先には食堂 SS の看板とこれも大きな枝垂

れ桜が満開で、山あいの緑の中に淡いビンクがひ

ときわ目立っていた。この食堂はドライブインと

言えるが、看板には「うまい食事のデパート」と

あってか、大型トラックが数台駐車していた。枝

垂れ桜は近くまで行くとかなりの大木であった、その桜下の道路わきにはいくつかの石

碑が並んでいました。 

その目と鼻の先に海鼠壁で白い漆喰仕上げの「うるし工芸」のお店がある。でもあまり

立派すぎてとても入りづらい。ちょっとだけのぞいて見る雰囲気ではなくパスした。 

 

桜の花は白かった!! 

 

 うるし工芸の立派なお店から少し先で国道を離れると、栗のイガがたくさん落ちてい

る雑木林の道を下る。直に桃岡の集落が見えてきて、特に白いコブシとピンクの桜は一

段と鮮やかであった。小さな神社があって水仙、花桃が見事に咲きその下には水場もあ

った。そんな道を進むと国道との合流地点に「押し込の一里塚跡」がある、鉄道と国道

19 号の敷設で当時の面影は留めていない。ここで中央線の鉄橋を横に見て一級河川の

奈良井川を渡り、また国道 19 号に戻ります。この奈良井川は鳥居峠を源に日本海へ流

れ、犀川・千曲川その先は信濃川と名を変える日本で一番長い川になります。国道をし

ばらく歩くと中山道は左へ分岐して、長瀬の集落に入ります。 

 畑の向こうに「龍門堂」と書かれた大きな看板とお菓子の工場らしい建物が見えて、

中央線の土手には白い桜が満開であった。この桜大島桜なのかな、ソメイヨシノでない

ことは間違いないのだが名前は分からない。その先では桜の他にユキヤナギの白い花が

咲き、工場の裏手まで来ると、地域振興バス「すてっぷくん」のバス停があった。ここ

から 10分程行くとコンビニがあり隣が道の駅「木曽ならかわ」で、先ほどと同じ白い 
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桜が満開でその隣を特急「しなの」が駆

け抜けて行った。ここには道の駅の物産

館と木曽暮らしの工芸館があるのだが、

工芸館はお休みだった。何よりもここで

はコーヒータイムにしようと思っていた

のだが、喫茶コーナーはなくてがっかり

した。ここのすばらしい桜を見ながらの

コーヒーはきっとおいしいと思うのだが

……..残念。 

 

漆器の街木曽平沢は重要伝統的建造物群保存地区 

 

道の駅から 10 分程行くと塩尻市役所の楢川支所がある、鉄筋 3 階建ての立派な建物

でここの角の道路沿いに道路原票があった。茶褐色の道標は「西筑摩郡楢川村 道路元

標」と読める。パンフレットには村役場に併設している木曽漆器館前に、芭蕉の句碑が

載っていたが見落としてしまったようで分からなかった。芭蕉は「送られつ おくりつ

はては 木曽の秋」と詠んだ。 

 支所のすぐ先には二十三夜の石碑(庚申塚)と説明板があった、そこからしばらく行く

と木曽平沢の漆器店がずらりと並び、趣のある街並みは日常を忘れ映画のセットである

かのような感じさえする。2 階建ての切り妻造平入りの面格子を備えた特徴ある建物が

続き、この通りは重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。そんな通りを 13 分

程行くと集落が途切れ、奈良井川がすぐ近くを流れている。その河原には満開の桜並木 

が続き、山並と青空には白い雲がぽっかりと浮かぶ、まるで絵のような景色が広がって 

  

木曽平沢の町並み                奈良井川の桜 
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いた。都会では見ることができない、大自然の雄大さに誰しも心ひかれることだろう。 

私的には重要なんとか地区よりも、この大自然の素晴らしさに心を打たれた。 

 その先で踏切を渡り河原に降りて奈良井川の堤防道へ出る、するとウグイスの鳴き声

が聞こえてきた。ここはユキヤナギやレンギョの花が咲く河原の散歩道で、子供たちの

通学路にもなっているという。その向こう岸に古中山道の一里塚「橋戸の一里塚跡」の

碑と説明板が見える、江戸初期の中山道は川の向こう側左岸を歩いていたらしい。この

辺りまで来てちょっとお疲れモードになっていたので、明日の鳥居峠越えを考えて無理

はせずに休憩することにした。土手の草むらに横になって腰を伸ばした。 

 

総檜造りの旧木曽楢川小学校 

 

 川沿いの道を歩き出してほどなくすると木造の素敵な建物が現れる、総檜造りの旧木

曽楢川小学校である。パンフレットには現在は信州リハビリテーション専門学校になっ

ている。2 階建が二棟と時計塔があるのが特徴だ、道沿いには数本の桜の古木が美しい

花を咲かせている。そこに野球帽子を被ったおじいさんが通りかかったので少し話を聞

いてみた、それによると小学校は総檜造りだったが、中学校は檜造りではないと言う、

また川向こうには鉄筋コンクリートの建物があり体育館だという。それと気になってい

た桜の名前を聞いたが、おじいさんも桜の種類は知らないとか。 

  

総檜造りの旧木曽楢川小学校 

 

 奈良井川橋を渡り中央線の踏切を越えてもおじいさんは一緒に来るので、どこまで行

くのか問うと「家は奈良井で今は散歩中」と言う。なるほどと納得して進むと、ここの

道沿いにもまだ若い白い花の桜が植えられていた。そして、予定通り 15:00 に JR 奈良

井駅に到着した。明治 42 年(1909)開業でトラスト小屋組みと言われる屋根が架かる、
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懐かしい感じがする駅舎です。近代化遺産としても非常に価値の高い建物という。 

 

奈良井宿は大テーマパークか!! 

 

 奈良井川に沿って約 1km にわたって続く街並みを形成する、日本で一番長い宿場が

奈良井宿です。そこには国指定重要文化財「上問屋 手塚家住宅」、市指定有形文化財の

「徳利屋」「中村邸」「鎮神社」をはじめとして、昔からの町家がずらりと建ちならんで

おり、壮観な眺めと言えます。これはさしずめ大テーマパークと言ってよいかも….つま

り、昔の家が何軒もたち並んでいれば「すごい」と思うが、これだけたくさんあると昔

の街ではなく、現代の見世物と言う感じなのだ。 

 しかし、奈良井宿は宿場町として国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されていて、

街並みの維持はもちろんのこと生活そのものに多くの制約を受けています。修繕、色彩

変更、外観に影響する現状変更に関しては許可が必要であり、さまざまな基準を守りな

がら生活しています。ところが、宿場町であった代表は本陣であり、脇本陣ですがこれ

らの案内や説明はどこにも見当たりません。インターネットで調べた宿場の散策マップ

に、本陣跡が載っていましたので探して行きました。しかし、説明板はなく本陣跡と記

した案内の柱があるのみでした。 

  

1km 続く奈良井宿と案内板 

 

 そのため観光案内所で尋ねたところ、書類や間取り図などは火災で燃えてしまい何も

残っていなくて再建はできなかったという。それは理解できるも、日本で一番長い宿場

の本陣はどのようなもので、だれが治めていたか等は分からなかったのだろうか。 

申し訳ないと思ったのか事務の女性は、「この先の長泉寺の門が本陣の門であったと伝

わっています」と教えてくれた。そこで早速長泉寺へ行ってみたが、本陣にまつわるよ
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うな説明はなかった。東浦の乾坤院の総門は寺の記録では緒川城の門を移したものと伝

えられているが、これと同じようなことかな。このお寺は三代将軍家光の時に制度化さ

れたお茶壷道中の一行が、毎年このお寺に宿泊したと記録があり拝領の茶壷が残されて

いると言う。そして、このお寺の本堂には大きな目玉をぎょろりと光らせた、龍の天井

絵が描かれていたのが印象的だった。 

  

長泉寺の山門と本堂の天井絵 

 

宿場を守る水場 

 

 本陣や脇本陣がなかったものの、振り返えると街道の道筋がこちらに向かって上り坂

になる所に高札場がありました。丁度これから鳥居峠に向かう宿場の外れにあたります。

これは幕府が定めた法律などを周知徹底させるためのものですが、加えて宿場間の距離

を測る起点ともなっていました。それと、宿場内には 6ケ所の水場がありますが、高札

場の隣にもあって生活用水の確保のみならず、火災が発生した時に連なる家々の類焼に 

 

  

6ケ所ある水場                 高札場 



85 

 

備えて、山からの豊富な沢水や脇水を利用して設けられました。 

 そのすぐ先に鎮(しずめ)神社があります、元は中原兼遠が鳥居峠に建てその後に奈良

井の土豪である奈良井氏がここに移した

と伝えられています。名前の由来は疫病流

行を鎮める時に、下総国香取神社を勧請し

たことから「鎮神社」と呼ばれるようにな

ったと言います。 

 途中でコーヒータイムをとりましたが、

１時間 10分ほどで宿場の見学を終えて民

宿「あおき」に到着しました。 

 

 

民宿の親父から聞いた「奈良井川の水を伊那谷へ」 

  

夕食はメインディシュがカモ鍋、それに馬刺し、シカ肉のステーキ&サラダ、筍の煮

物など普段は食べられないものばかり、少しのビールでとてもおいしい晩餐になりまし

た。ところで、主は 80 歳のおじいさんでいろいろな話も聞くことができましたが、そ

の中で奈良井川の水を権兵衛峠にトンネルを掘って伊那谷へ流したことを知りました。

初めて聞くことなので帰ってから調べてみて以下のことが分かりました。 

木曽山用水の歴史 

＊江戸時代の 1600 年代、日本の人口は 1227 万人ほどがその後の 100 年間で 2.5 倍の

3128 万人に増加。新田開発を奨励して年貢の増徴を図りました、そのために水の確

保は各地で争いのもとになった。（東浦町では水争いで、緒川村石浜村の間で 300 年

の水争いがありました） 

＊そんな時、伊那市西部の四つの村で水争いがあり明治まで続いた。 

＊明治４年伊那県が廃止され、長野県と筑摩県になる。この時の役人本山盛徳はこれま

での前例を覆し引水事業を次々に認めた。 

＊その結果、最後になった村では地元から水を引くすべがなくなってしまった。そこで、

かつて 4 ケ村で請願したことのある計画、「山を越えた木曽側から水を引く」ことで

あった。 

＊ここに悲願のプロジェクトが立ちあがった、しかし、当然のこととして水をとられる

木曽側の反対は強かった。そればかりか地元の下流域からも反対された。 



86 

 

 そこで考えたのが、水は一定量しか取水しない方法として枡を設置し、あふれた水は

奈良井川へ戻すことにした。それでも奈良井川の水利権を持つ面々の反対は強く、こ

こで役人の本山盛徳が強引に説き伏せたと言うより押さえつけたらしい。明治 5年か

くして水争いは解決した。 

＊明治 6 年から工事開始。奈良井川上流の白川より取水-----権兵衛峠まで等高線にそっ

て導く。 

＊明治 8年(1875)、ついに権兵衛峠まで 12kmの木曽山用水が完成。分水嶺を越えて伊

那側へ水を落とすことができた。トンネルは掘っていない。 

 

権兵衛街道は交通機関のないころは重要な街道だった、伊那から木曽へ米を運んだ 

「米の道」と呼ばれる。木曽谷は今でもそうだが、米はほとんど取れない。広大な伊那

谷で生産された米はこの街道を馬で運んだ。権兵衛峠に最も近い伊那の与地村では、米

を運ぶ馬子たちが伊那節の元歌である「おんたけやま」を唄ったという、その一節は 

  木曽へ木曽へとつけ出す米は 

  伊那や高遠のあまり米 -------- 水が不足している伊那へ木曽から水を送り、でき

た米を木曽へ送ってもらう関係が「木曽山用水」となった。東浦町の明徳寺川の水争い

とおなじ頃のできごとだったことが分かりました。 

 


