
ふらっと旧中山道              2017.4.24 

贄川駅～本山宿～洗馬宿（せばしゅく） 

～洗馬駅の 10.2kmを歩く 

 

中山道ウオーキングは昨年の 4月に歩いて以降は遠ざかっていました。今回やっと日

程が決まり、たぶんこの頃が桜の開花に合致するだろうと 4月 24日に決めました。 

 

一年ぶりの中山道 

  

 それというのも昨年の秋に、相方の奥さんが手首骨折というアクシデントに見舞われ

てしまったのです。回復後は日程とにらみ合わせ、且つ、せっかく行くのなら桜の花の

咲く頃に行きたい。昨年は 4 月 10 日に行ったが、桜は満開だった。今年は開花が少し

遅れていることと、こちらの都合の良い日時・空模様から 4月 24日にしました。 

 ところが朝目覚めると雨が降っているではありませんか、天気予報は晴れでしたのに。

東浦 5 時 55 分の一番列車で名古屋まで行き、7 時丁度の「しなの１号」に乗りこみま

した。ここまではこれまでと同じです、しかし、沿線の桜は散っており寂しい姿です。

でも田んぼには所々水が張られていました。しかし、中津川を過ぎる辺りから青空が広

がり、桜の花が咲いています。そして、桜の花以上に人目を引くのが「花桃」であちこ

ちで咲いておりとてもあでやかな美しさです。山吹の花も少し見られましたが、さらに

つつじがとてもきれいでした。新緑には少し早いこの時期、話題になったのはこのツツ

ジの花の色のことです。桃色でもないし紫でもなく、何色と表現すれば良いのか。薄紫

色といえば良いのだろうか。 

 

茶屋本陣「百瀬家」に明治天皇の碑 

 

 木曽福島駅で乗り換えですが、ここで 30 分も待たなくてはなりません。この時間を

利用して朝飯のおにぎりを食べました。朝あわてて食べるよりも良かろうと思ったから

です。この時緑色のタンク車両を連結した石油専用の貨物列車が、中津川方面へ走り抜

けて行きました。ホームには外国人夫婦の姿も見えました、松本行きの普通電車に 30



分ほど乗り、贄川駅に 9 時 40 分到着。 

  青空の下ＪＲと並行する国道 19

号を北上します、片側に巾 2ｍ程の歩道

が整備されており歩くのに心配はあり

ません。わずかに下っている国道を進

むと工事をしており、車両は片側通行

になっていました。その先で白い煙を

上げ、まるで蒸気機関車かと思えるよ 

うな車両が止まっていました。見ると

今までの区画線などを消して、新しく区画を変更するライン引きの作業をしていました。

スチームで消していたのかな？ 安全確保のためには大切な作業です、作業している人

に挨拶をしながら通り過ぎました。 

 30 分ほど歩くと旧道に分岐します、短い距離しかありませんが少しだけ家並みが続

いていました。わずか 8 分で通り抜けてまた国道に合流します。そこから 10 分も歩く

と片平橋を渡ります。薄緑色に塗装された橋を渡ると、奈良井川は大きく右に曲がって

その先に川幅の 1/3位をせき止めるダムがあります。農業用水の取水口でしょうか、な

かなか立派な設備です。そこから 3分も行くと立場としてにぎわった桜沢地区で、白い

漆喰の土蔵が見えてきます。立派な門がある茶屋本陣であった「百瀬家」で、連子格子

の屋敷と明治天皇櫻澤小休所の碑が建っています。その隣は地域振興バス「すてっぷく

ん」のバス停で、一日に 6本のバスが運行されていました。 

 

「是より南 木曽路」の碑 

 

 バス停から 5分も行くとしだれ桜と東

屋、それになにやら石碑が見えてきます。

桜はまだ三分咲きくらいだが、立派な休

憩コーナーもある。歩き始めて１時間ほ

どになるのでここで休憩タイムをとり

ました。石碑は「是より南 木曽路」と記

されています、昔はここが松本藩、尾張

藩の境でした。この碑は櫻澤茶屋本陣百

瀬家が昭和 15 年に建立したものです。



中山道のうち木曽路と呼ばれるのは、櫻澤から馬籠・落合い間にある立て場茶屋までの

88ｋｍで、この間に北から贄川、奈良井、薮原、宮之原、福島、上松、須原、野尻、三

留野、妻籠、馬籠の宿が有り、これを木曽 11宿と呼びました。 

 この場所から少し先で街道は右に大きくカーブしますが、そこに「標高 812ｍ」の案

内が出ていました。さらに 5分ほど行くと橋を渡ります、欄干がチョコレート色に塗装 

された無駄のないシンプルなデザインです。ところが橋の名前は付いておりません、で

も珍しい「点検履歴板」が張られており、境橋と分かりました。この点検履歴板という

ものを見たのは初めてです。 

 ここから 5分も行くと「初期中山道」の説明板が 2枚並んでいました。この初期中山

道というのは、慶長 6 年（1601）に大久保長安によって整備されたと記されています。

今のコースと違い、小野宿を経て三沢峠へ抜ける道で 1615 年頃まで利用されました。

当時は木曽谷の山林開発を進めるために、経済道路としての構想だったようです。その

ため諏訪と木曽を結ぶ近道として造られ、小野を通ったことから小野街道とも呼ばれま

した。 

 

日出塩桜の丘公園は「節分草の群生地」 

 

 さらに 17分ほど行くと国道 19号から左へ分岐して、いよいよ本山の宿場へ入ってい

きます。国道 19 号が右へカーブする高架橋をくぐって行くと、静かなのんびりした田

舎の雰囲気に包まれています。11時 24分日出塩駅の看板が見えました、そこには日出

塩公民館が建っていてその隣にお寺さんの長泉院が並んでいました。まずは日出塩駅に

到着して一安心、それというのも計画時点では二人とも腰に不安があり、もしも腰に不

安があったら日出塩駅から引き返すことも選択肢の一つだったのです。幸い二人ともま

ずまずだったので本山宿まで進むことにして、長泉院前でお弁当にしました。 

  ここで地元のお婆さんと一緒になりトイレが無いか訪ねると、「線路向こうの公園

にあるよ、今は桜がきれいだよ」と教えてくれました。道順も教えてくれて、駅の跨線

橋を渡って行きなさいと言う。20分ほど休憩した後言われたように駅へ向かい、大丈夫

なのかなと思いながら跨線橋を渡りました。無人駅でもあり、この辺りの人は公園に行

くときはこのルートで行くようです。公園に入ると通路以外は、桜の木を囲んで高さ 30

ｃｍにパイプの柵が一面に組み付けてありました。 

中へ入らないようにしているようだが、何のためだろうと思いながら行くと説明板が

ありました。絶滅危惧種のキンポウゲ科節分草の保護のためでした、節分の頃に花が咲 



  

節分草の植えられた園地と説明板 

 

くことから節分草と名前が付いたと言います。花びらは退化して目立たず、花びらに見

えるのはガクで、石灰岩地を好む植物と記されています。ここ日出塩地区の皆さんによ

り保全されていました。どんな草花かと園地をのぞいてみましたが、よく分かりません

でした。公園には立派なトイレがあり、桜がたくさん植えられています。ゲートボール

用なのかグランドも有り、駐車場も整備された立派なものでうらやましいほどです。山

奥の田舎に有りながら、これだけの施設整備ができるのは塩尻市だからでしょうか。 

 

風格ある連子格子の家並みは国の有形登録文化財 

 

 公園を出ると直に国道 19 号に合流します、そこには節分草の案内・トイレも含む日

出塩桜の丘公園の案内板が立っていました。是なら直ぐ分かります、私たちのように旧

道をそれも歩いてくる客はいないのでしょうか。 

 ここから国道 19 号を 5 分ほど行くと道の中央高くなったところに、満開の大きな桜

が数本そびえていました。そこに屋根付きの本山宿の案内板があって、宿場への分岐点

でした。その場所は石垣が積まれ、その上にも石垣が積まれた 2段の石垣になっていま

した。ここは高札場のあった場所で、長久寺・常光寺の二つのお寺があったと説明され

ていました。直ぐ隣には「本山口留番所跡」の立て札がありました。この番所は寛永 19

年（1642）から幕末まで、松本藩によって口留番所が置かれたと記されていました。 

ちなみに口留番所というのは各藩が境界や要所に設けた見張所で、物資の流出などを統

制しました。江戸幕府の関所にあたるものの、その用件を満たさない小規模なものです。 

 そこから2分も行くと公民館前で「本山宿」の石柱と脇本陣跡の小さな案内板があり、

そこも「すてっぷくん」のバス停になっていました。脇本陣は花村家で宿駅廃止後に他



へ転出しました。その先に本山宿の説明板があり、国の登録有形文化財「川口屋」「池田

屋」「若松屋」の説明板が並んでいました。 

*川口屋…小林家の住宅、二階は全面千本

格子を通し、両端には袖うだつがある。二

重出梁は贄川宿の深澤家住宅以外では唯

一のもの。 

*池田屋…田中家の住宅、二階は全面千本

格子を通し、出梁造りで両端には袖うだ

つがある。軸部にはベンガラ塗りを施し

ている。 

*若松屋…秋山家の住宅、二階は全面千本

格子を通し、出梁造りで両端には袖うだ

つがある。 

 三軒とも明治二年の大火直後の再建と

伝えられ、間口は五間から七間の上級旅

館。特徴は道筋に対して斜交い（はすかい）

に建てられている。そのために斜交い屋

敷とも言うが、是だと兵士が隠れるのに

都合が良いとか、大名行列が通るときに

隠れられるので都合が良いとかの説があ 

上：本山宿場内  下：旅籠の川口屋      るそうな。 

その直ぐ先が本陣の小林家で明治天皇行在所跡の碑があり、「雀オドリ」が乗ってい

る立派なものです。正面からの形が他の家とは違い、屋根に特徴があるのと白い漆喰仕

上げが際立っています。その向かいには旅籠の形をそのまま残す「川口屋」があり、二

階の連子格子が見事です。そして、これらの家には昔の屋号が下げてあります。 

 

本山宿はそば切り発祥の地 

 

 川口屋から 5分も行くと田んぼが多くなり、道沿いに「本山そばの里」の看板があり

ました。少し離れたところを通る中央線沿いにそれらしい建物が見えます。時間は 12

時 30 分ですが、こちらはすでに昼食を済ませており立ち寄りませんでした。が、そば

打ち名人館という建物が有り、そば打ちの体験ができるらしい。中山道本山宿のそば切



りは古くから様々な文献に紹介されてい

ます。「本山のそば 名物と誰も知る 荷

物をここに おろし大根」など…本山宿本

陣の大名宿泊帳には、寛文 4年（1664）に

そば粉が進物として用いられ、寛文 6 年

（1666）に美濃岩村藩主丹羽氏に「そば切

り御上げ申しそうろう」と記録されている。

これらの文献よりそば切り発祥の由緒と

なっている…と記されていました。 

 ここから 5 分程行くと国道 19 号に合流しますが、その手前に石仏が一カ所に集めら

れていました。本山宿下町石像群の立て札が有り、庚申塔二基・二十三夜塔・供養塔・

地蔵尊・南無阿弥陀仏 徳本上人・馬頭観音・常夜灯・道祖神と秋葉神社と記されていま

した。このように集めることで維持がしやすくなり、併せて人目にも触れる機会が増え

るので良いことだと思います。 

 国道 19 号を 400ｍ程行くと、今回のコースで唯一のコンビニ「セブンイレブン」に

着いたのでコーヒータイムにしました。 

 

洗馬宿には「荷物貫目改所跡」があった 

 

 一息入れてラストスパートです、残るは

1.8ｋｍほどのはずで30分ちょっとの予定

です。地図上で 1ｋｍほど行くと、大きな

桜の木が 1 本満開で人目を引いていまし

た。土手の少し高い場所に公民館があり、

その下の道沿いに「牧野一里塚跡」の碑が

あります。（左の写真） 

慶長 19年（1614）洗馬宿の開宿に合わせ

て築かれたもので、江戸より 60 里の一里塚です。日出塩駅近くの一里塚跡を見落とし

ているので、今回初めて一里塚跡を確認しました。一里塚跡の少し先で中央線のガード

をくぐり抜けると洗馬宿の入り口です。そこには中山道の石柱と洗馬宿の石碑があり、

桜の花が満開でした。説明板には、ここは高札場があったところで、後に御判形（おは

んぎょう）と呼ばれた。明治以降は裁判所の出張所、その後に宗賀村役場の一部に利用



されたと記されていました。 

 そこから 3 分も行くと赤い門が現れま

す、何かと思いましたが真宗大谷派万福寺

の山門でした。その隣に脇本陣跡の案内板

がありますが、何も残ってはいませんでし

た。その隣に「荷物貫目改所跡」の説明板

があります、あまり聞き慣れない言葉です

が、荷物の目方を検査する役所で、問屋場

と併設され脇本陣の屋敷内にあったので

す。中山道では洗馬・板橋・追分の三宿に

中山道「洗馬宿」の碑              置かれました。規定の重量を超えた荷物に

増賃金を徴収するなど、伝馬役に過重な負担がかからないようにしたものです。 

 その隣に今度は本陣跡の説明板がコンクリートの塀に取り付けてあります、古ぼけて

見栄えは良くないのですが、これがちょっとモダンな造りの立派なものでした。洗馬宿

本陣は上問屋を兼ね、初期は三沢氏が務めましたが、後に百瀬家が務めました。 

 本陣跡の隣に二階建ての宗賀林業実習体験館があり、そこに洗馬宿の説明板がありま

した。慶長 19年（1614）中山道が牛首峠越えから、塩尻峠越えに変更になったとき中

山道と北国脇往還（善光寺街道）との分岐の宿場として計画的に新設された藩である。

屋敷の間口は三間を基本として宅地の奥に畑が続く屋敷割りで、今もこの形は崩れてい

ない。本陣・脇本陣の庭は、中山道でもまれな名園として知られていたが、明治 42 年

に鉄道が開通し駅の敷地となり失われた。また、昭和 7年の大火では宿場時代の建物は

ほとんど焼け落ちた…..と記されていました。 

 

洗馬駅の桜並木は抜群なのに… 

 

 宗賀林業実習体験館の直ぐ先に洗馬駅の案内が見えました、そこで右折すると少し先

が駅で桜の花が満開でした。近づいて見るとかなりの古木ばかりの並木になっていまし

た。でも桜を見ている人は誰もいません、桜を楽しむお年寄りはいないのかと思いまし

た。桜の下を宴会場所として整備し、ＰＲすればかなりのお客さんが来ると思ったので

す。この桜は花が少し小ぶりで花が多い感じです、ソメイヨシノとは違うと思い帰って

から塩尻市観光協会に問い合わせてみました。対応してくれた女性は「ここの係りの者

では分からないので、調べて連絡します」と言う。後ほどの電話では、区長さんやいろ 



いろな方に聞いてみましたが

分かりませんでした…とのこ

とだった。つまりは、それほど

関心も無いのだろう、もったい

ないことだ。そこで、東浦は徳

川家康の母「於大の方」の生誕

地で、その名前をつけた散策路

には 800 本の八重桜が咲き誇

っていることをＰＲしておき

ました。今の時代はインターネ

ットで簡単に全国にＰＲが 

洗馬駅の桜は見応えがあります            可能なのに… 

 予定通り 13時 50分の電車に乗り、木曽福島で「特急しなの」に乗り換えて中津川ま

で出て、旅費節約のためさらに快速に乗り替えて帰りました。 

 

 


