
ふらっと旧東海道               2008.12.24～25 

草津宿～大津宿～三条大橋を歩く 
 

先日やっと鈴鹿峠を越えることができたので、早く京の三条大橋まで歩き 

たい気持ちであった。愛知県下、三重県下は歩き通し、すでに滋賀県の草 

津まで歩いている。できれば年内に歩きたいものと思っていた....... 

  

決行日と宿の選定 

  

今回は草津から大津まで行き泊まって、翌日に京都まで歩くことにしない

とロスが大きい。そのため一週間先の天気予報を見ながら、いつにするか考

えていた。気温の変化が大きく１０度を下回る日もある中で、友と私の日程

も含め１２月２４日～２５日に決めた。併せて大津駅、膳所駅、瀬田駅付近

の宿をじゃらんで調べ、部屋の程度と料金から「ホテルクォリティワン瀬田」

を予約した。一泊朝食ありで４９００円だったが、「じゃらん」はすでに使

ったこともありポイント割引を使って４５００円で利用できる。 

次に草津を 9.00"頃スタートできるような電車を調べる、武豊線の一番列車

6.00"に乗るとスタート地点の南草津へ 9.01"に到着できる。料金は２５４０

円、新幹線を使うと１時間早く到着するが４０００円も高くなる。われわれ

お金はなくても時間はある、ここは当然在来線で行くことに。 

東浦駅は早朝駅員が居ないので長距離の切符は買えない、前日の 15.25"東浦

駅へ行くとなんと窓口は閉まっているではないか!! どういうことかと掲

示物をじっくり見てみると、ビラがあり一日の内４回も窓口が一時閉鎖され

ることが分かった。 

三回目の閉鎖は 15.20"から 15.40"までだったのだ、四回とも 20"間の閉鎖だ

が人手不足にしてはおかしな時間割りだ、それとも何の理由なのか?? 

早朝で駅員が対応しない時でも、自動券売機はシャッターの中で利用できな

かったり、JRの対応はよく分からない。民営化されたはずだが利用者のこと

を第一に考えているのかと疑わずにはおられない。 



継子扱いの大垣～米原 

  

6.00"の電車に乗り大府着 6.10"、13"発の大垣行きは普通列車である。こ

の時間帯はまだ快速が走っていないのだ。それに JR東海の管轄は米原まで

のはずだが、電車は大垣止まりが多く、米原行きは少ない。それを如実にあ

らわしているのが連結している車両数で、大垣までは 10両編成だったが、

大垣発の米原行きは４両編成だ。そして、大垣までは一時間に７本～８本の

電車が運転されているが、大垣～米原は武豊線と同じで２本のみなのだ。 

山あいで中京圏と関西圏の狭間になっている地域といえる、そのためこの区

間だけ別に運転しているわけだ。窓からは未だに柿がたくさん実を付けてい

る、のどかな山村の風景が続く。そして線路がたくさん見えてくると米原に

到着する、ここで姫路行きの新快速に乗り継ぎ、さらに近江八幡で加古川行

きの快速に乗り継ぐ。待ち時間は大垣と米原で 10分程、近江八幡では待ち

時間なしで予定通り 9.01"に南草津駅に到着した。 

  

昔の宿駅「野路の玉川」 

  

南草津駅から少し歩くと三角のエリアが小公園になっていて、東海道の石

柱が立つ野路一里塚跡に着く。ここから小さな用水に沿って進み、保育園の

前で右折すると静かで緑の垣根が続く落ち着いた通りが延びている。古い家

並みではなく広い庭付きの家でもないが、どこの家も緑の垣根が道に面して

いるのが良い。そんな住宅街を過ぎると県道４３号線と交差する、そこには

さほどの交通量でもないが歩行者用の地下道があった。その地下道を渡ると

直に「野路の玉川」の碑があり小さな公園のようになっていた。この地は平

安時代末期に平家物語をはじめ、多くの紀行文にその名を見せ、鎌倉時代に

は源頼朝が上京に際し野路の地で逗留するなど、また宇治方面への分岐点で

宿駅としての拠点になっていた。 

歌川広重の浮世絵にも紹介されているが、草津が宿駅としてクローズアップ

されてくるとともに交通上の位置は低下した。 



  

野路の説明                 草津と大津の境 

  

その先に進むと弁天池に出る、池の周りは散策コースが整備されて最後のチ

エックがされているところだった。池には緑に覆われた弁天様を祀る小さな

島があり、橋が架かり入り口には東海道の石柱もあった。そして、木々には

たくさんの鵜がとまっており、その辺りは一部白くなっている。池では鵜が

水にもぐり小魚を口ばしにくわえているのを見ることができた。鵜が住み着

いているからには魚もたくさんいるのだろう。ここからしばらく歩くと草津

市と大津市の境を示す、木製の灯篭のモニュメントがあった。 

  

自販機の多い街道 

  

野路の街並を過ぎてからは自販機があちこちに設置されていた、ダイドー、

ボス、コカコーラ、アサヒの自販機があり、各社がしのぎを削っているよう

だ。そんなによく売れるのかな? ついつい私も誘惑に負けてボスのコーヒ

ーを買って飲みながら歩いた。飲み終えた空き缶は、自販機横に設置されて

いる空き缶入れに、いつでも入れられるので安心である。それとこの辺りか

ら民社党の川端達也のポスターが多く見られた、彼の地盤らしい。 

大津に入ってしばらくすると月輪池に着く、住宅に取り囲まれた池には葦が

生えており柵の前に東海道立場跡の立派な石柱があった。このあと一里山に

入り長沢川を渡るが、河岸は立派な桜並木が続いていた。きっと花の咲くこ

ろはすばらしい眺めに、大勢の人々が訪れることだろう。そこから少し先で

大きな交差点を渡り、後ろを見ると角のお店の前に「月の輪池一里塚跡」の



立派な石碑があった。どんどん進んでいれば見落としていただろう。この交

差点には JR瀬田駅の案内が出ている、瀬田駅の真横に当たるので一駅間を 

 

  

立場跡の碑               月の輪池一里塚跡の碑 

 

歩いた地点まで来たのだ。そしてさらに進むと市立瀬田小学校の横に来て、

そこの交差点を左に曲がり直進する。時間は 10.30"を過ぎておりここまでト

イレ休憩ができなかった、地図を見るとその先に浄光寺があったので立ち寄

った。しかし、意に反してトイレはなく犬にほえられただけ、やむを得ず先

を急いだ。でも幸い少し歩いて 11.00"に、高橋川交差点のバス停にトイレが

あり安堵した。 

  

近江の国の一宮「建部大社」 

 

バス停から少し歩くと大きな交差点を右折するが、左手に建部大社の案内

が見える。この建部大社は近江の国の一宮で、式内社。一宮とは国で一番有

力な神社、国司が赴任した時に任国内の神社を巡拝しなければならなかった。

その中で最も有力な神社を一宮と呼ぶようになった。 

式内社とは延喜式神名帳に記載されている、当時朝廷から重視された神社で

あることを示している。主祭神は日本武尊、創建は景行天皇、源頼朝が平治

の乱に敗れて伊豆に流される途中立ち寄り、源氏の再興を祈願、後に大願成

就したことから、出世開運の神としても知られるようになった。文永７年

(1270)の銘がある石灯篭、平安時代の木造女神坐像の重要文化財がある。 



瀬田の唐橋から「石山寺」へ 

  

建部大社を過ぎて 11.20"に瀬田の唐橋に着いた、近江八景「瀬田の夕照」

で知られるこの橋は古来から軍事上の要地であった。ギボシの付いた木造の

橋と思っていたが、叩いてみると鉄製だった。湖と空の澄み切ったブルーは

美しい琵琶湖を象徴しているようですばらしい。でもそんな橋を車がひっき

りなしに行きかっていた。  

 

  
瀬田の唐橋にて               橋からの眺め 

  

ここから石山寺まで行くことにした、確か石山駅から徒歩１０分と思ってい

た。瀬田川沿いに歩いて行くもとても１０分では着かない距離だった。どう

やら JRと京阪の駅を間違えたようだ、石山寺の近くに京阪の石山寺駅があ

るのだ。気がついたときは遅く、そのまま歩いて 11.45"石山寺の見学をした。

ここ石山寺には慶長１８年(1613)徳川家康が５７９石の朱印地を寄進して

いる。重要文化財の東大門をくぐると、真っ直ぐ延びた石畳の道は両側から

桜の枝が覆ってトンネルのようだ。受付で５００円の拝観料を払い本堂へ、

ここには紫式部が源氏物語を書いたと伝えられる源氏の間が入り口のとな

りにあり、机に向かう紫式部の人形が目を引く。それに本堂の柱は一間より

かなり広い間隔で造られているのに気付いた。 

次は校倉造の経蔵の前を通り多宝塔へ、ここ石山寺では本堂と多宝塔が国宝

に指定されている。優美な姿の多宝塔はすばらしい建物だが、いったいどの

ような利用価値があったのかよく分からない。これも権力を誇示することが



大きな狙いだったのだろうか!! そんなことを考えながら、その先の瀬田川

を望む月見亭の横で休憩にした。ここまで休憩らしい休憩は初めてで、かな

りの強行軍できたのでちょっとばかりお疲れモードだった。ここで友の細君

が、先日も頂いたお手製のういろをふるまってくれた。これがとても旨かっ

た、お茶も飲んで一息つくことができた。 

 

   

 石山寺東大門               国宝の多宝塔 

 

ランチは中国薬膳料理 

  

昼食は石山寺へくる途中に見た看板の店へ行くことにして、瀬田川の遊歩

道を歩いて、来た道を瀬田の唐橋方面に戻る。アスファルトと違い芝の道は

足に優しく歩きやすい。振り返ると芦が茂り、瀬田川の流れは悠久の大河の

ごとく横たわっているのがとても印象的だった。 

12.40"に川べりの中国薬膳料理のお店に着いた、ちょっと高そうだったがラ

ンチは１０００円からというのでお店に入った。あまり広くない店内は女性

が好みそうな、アジアン調のインテリアがたくさん飾られていて、壁際には

お茶の器がぎっしり並んでいた。出されたメニューを見るとやはりかなりの

金額であった。もう一つのメニューはすべて１０００円のランチが数種類載

っていたので一安心。その中でワンタンのスープ付きセットにした、出てき

た料理は五穀米のごはん、ワンタンスープ、豆の煮たもの、梅干、漬物、デ

ザート。味は特別どうと言うものでもなくまずまずのものであった。 

 



旧東海道は石山橋上駅を通り抜ける 

  

お腹も満足して瀬田の唐橋まで戻り、JR 石山駅を目指して進む。持参した地

図は滋賀県の近江歴史回廊推進協議会が発行する、ウオーキング用のマ 

ップでこれに勝るものはない。分かりにくい所は拡大図が載っているのだが、

JR石山駅付近の拡大図は何と駅を通り抜けるようになっているのだ。 

 

  

芦の茂る瀬田川の流れ          薬膳料理のランチ 

 

そのうえ駅を通り抜ける道はクランクに曲がっている、おそらく昔の道はな

くなっているのだろう。駅を通り抜けると NECの大津工場が現われる、工場

の横を進むと松の木がぽつんぽつんと残っている。地図には粟津の晴嵐とあ

るが説明はない、帰ってから調べてみると近江八景の一つ、晴嵐とは晴れた

日に松の木の葉がこすれて起こる音が嵐のように聞こえること、とある。晴

れた日には遠く伊吹山までも望まれたという、旧東海道に沿った景勝地。現

在は湖岸沿いに緑でつなぐ遊歩道として整備されている。 

 



  
京阪瓦ケ浜駅              武家屋敶を思わせる歯医者さん 

 

そんな道は NEC に続き日本電気硝子の大きな工場が続き、民家の前に膳所城

勢多口総門跡碑がちょこんと立っている。お城の雰囲気は何もなく寂しい、

その先をクランクに曲がり進むと踏み切りで、隣が京阪瓦ケ浜駅。丁度電車

がきてホームに停まり踏み切りの遮断機も下りていた。 

そこからしばらくすると黒い板塀と白い漆喰の趣のある建物が現われる、是

が何と歯医者さんだった。こことすぐ先で二度クランクに曲がり進むと、湖

岸に膳所城跡公園があるので立ち寄って休憩することにした。是まで一度も

湖を見ていないので.....。 

江戸幕府が築いた最初の城「膳所城」 

 

膳所神社の見える交差点を右折して少し行くと琵琶湖に出る、そこに城門

が再建されて公園の入り口に建っている。14.45"湖岸まで行ってベンチに腰

を下ろして眺めると近江大橋と対岸の街遠くは伊吹山系の山並みがかすん

でいる。広々とした湖の景色は心落ち着く眺めだ。 

  



  

公園入り口に建つ再建した膳所城門      公園からの琵琶湖の眺め 

 

この膳所城は膳所崎と呼ばれる琵琶湖に突き出た土地に築かれた水城で、日

本三大水城の一つであり、大津城、坂本城、瀬田城と並ぶ琵琶湖の浮城の一

つ。１６０１年徳川家康が江戸城、大阪城、名古屋城、福知山城など天下普

請として諸大名に号令して築いた城の第一号である。城造りの名手といわれ

た藤堂高虎が計画し、築城の年に大津城主戸田一西を三万石で入場させ、膳

所藩が成立した。その後には三河の国西尾藩の本多康俊が入場している。そ

の後城主が入れ替わるも、再び西尾藩の本多俊次が七万石で入り、１３代２

２０年の間本多氏の居城となり明治維新を迎えた。 

  

木曽義仲と芭蕉が眠る義仲寺 

  

膳所城跡公園を出てからはひたすら歩いて義仲寺に向かった、石山寺まで

歩いたことでかなりの距離を歩き時間も費やしている。途中に二つの寺と二

つの神社があったがいずれも素通りした、なかなか距離がありちょっと疲れ

も感じる。そして義仲寺に着いた時は少しほっとした気分になった、２００

円の拝観料を払い中に入ると源平合戦で討ち死にした、木曽義仲公のとんが

り帽子のような墓が目に付く、その脇には巴御前の墓が並んでいる。そして

その隣には細長い石を載せただけの芭蕉の墓がある。芭蕉は大阪の旅窓で逝

去し、墓は遺言により遺骸をこの寺に運び墓を建てたものだ。 

さほど広くない境内は立派な日本庭園で寺の雰囲気ではない、芭蕉の句碑も

多いことから投句の案内も。そこで咄嗟に頭に浮かんだのは「湖西の路 歩



きつかれて 義仲寺」季語がないので俳句とはいえないようだが、そのとき

の気持ちをよく表していたと思う。いただいたパンフレットには境内の句碑

案内と、義仲寺の寺領で JR膳所駅の南、国道一号線北側に俳人の龍ケ岡墓

地のあることが載っていた。 

  

  

芭蕉の墓                木曽義仲の墓 

  

ホテルに 16.35"着 

 

予定では大津の札の辻まで行き、直角に曲がり関蝉丸神社下社の手前で大

津駅に戻るコースを考えていたが、かなり疲れたし距離も歩いたので大津駅

に直行した。16.15"の電車に乗り、瀬田駅前にある｢ホテルクォリティーワ

ン瀬田｣には 16.35"チェックインした。歩数計は実に３４２００歩(友の細君

の歩数計で５０cm設定らしい)だった。 

このあと 18.00"まで休憩してからホテル前の中華料理店「王将」で食事にし

た、生ビールを一杯飲んで８８０円の酢豚とから揚げ定食はとてもお値打ち

だった。妻は餃子と天津飯のセットで６８０円と是もお値打ちで、しかも餃

子はとてもおいしかった。おなかも満たして帰り、お風呂で温まって明日の

ために少し早めに寝た。 

 

 

 

 



                       2008.12.25 

大津宿から 12km を歩き三条大橋へ 
  

昨日の南草津～大津宿までは、街道を歩くだけなら 13km 程のコースだっ

たが、石山寺まで往復したことで 17km程歩いた。今日は 12km 程だが逢坂峠

を超える難所があるのと、国道を多く歩きさほど見学する所もないつまらな 

いコースだ。でもここを歩かないと京の三条大橋にはたどり着くことがで 

きない.......。 

  

目覚めてびっくり、雤が...... 

6.40"に起き身支度をして 7.00"に食堂へ、すでに数人の人が食事中だった。

パンにコーヒーとヨーグルト、そのあとでオレンジジュースをいただいた。

パンはクロワッサンなど数種類が並んでおり、一泊朝食サービス付き(一泊

朝食付きではない)の料金にしてはまずまずか。食堂はアルバイトと思われ

る女の子が一人で準備とかたづけをしていた。低料金のためホテルのスタッ

フは極力少なくしているのだろう。 

食事の時に友が「雤が降っている」という、まさか雤になるとは思ってもい

なかったので雤具は用意していない。天候がどのようになるかもしれないの

で出発を少し早めて 8.00"にはホテルをでて瀬田駅に向かった。雤はぱらぱ

ら降っていたので駅前のコンビニへ寄って傘を買った、白い透明のもので一

本４５０円だった。でも幸い大津駅に 8.15"に着いて、歩き始めた時には降

っていなかった。きっと傘を買ったのが幸いしたのだと思う。 

  

宿場の面影はない大津 

  

大津駅前の広い通りの分離帯には、とても大きなイチョウの木が二本ある

イチョウ並木が目を引く。そんな道を職場に急ぐ人に混じって歩いて行くと、

立命館大学行きのバス停がある。学校も今では大事な産業の一つで、岐阜市



では財政上の問題で市立高校を廃止して立命館高校を誘致する件で、議会が

反対したために市長が辞任する騒ぎになっているほどだ。 

通りを数本越えて左折すると東海道で、ここが今日のスタート地点である。

歩き始めて直に一軒の格子窓の家があった、二階は白い漆喰仕上げの趣のあ

る造りで、景観特別賞のプレートが掲げられていた。でもそのほかに宿場ら

しい面影はなかった。その先に露国皇太子遭難之碑がある、これは明治２４

年(1891)ロシアの皇太子が警備の巡査に斬りつけられる事件(大津事件)が

あった場所だ。外国要人に対する暴挙であり、当然厳しい処罰を受けたと思

いのほか、日露戦争の勃発により敵国の人間となったことで放免されたとか、

歴史とは皮肉なものだ。 

 

  

ロシア皇太子遭難の碑          路面電車ではありません 

 

その先札の辻で左に直角に曲がると、直に大津宿本陣跡なのだがそれらしい

ものが見当たらない。滋賀労働局の看板が見えた、官庁の建物がある場所は

お城をはじめとして昔の行政にかかわった場所の跡にあるケースが多い。だ

からこの辺りが本陣跡だろうと探すと、案の定木立の下に本陣跡の碑があっ

た。少し離れてもう一つ 2.5m程の高さの近代的な石碑があった、でもそれ

だけで何もなかった。東海道５３次の宿場の中でも最大の人口を有し、宿場

町と琵琶湖の物資が集約する、港町の機能を併せ持つ大津宿にしてはちょっ

と寂しい。そんなことを思いながら歩いて行くと、電車が走ってきた。それ

も１両や２両の路面電車ではない、京阪電鉄の電車が路面電車のように一部

区間を走っているのだった。これにはびっくりした、カーブにある踏み切り

では民家の庭木をこすって走り抜けて行った。 



狭い谷間を抜ける「逢坂峠」 

  

京阪の踏み切りを超えると道は上り坂になってきた、いよいよ逢坂峠に向

かうのだ。しばらくすると JRと京阪が並行して走る上に出る、みると JRの

方は紅いレンガ造りの陸橋をくぐるがかなり古い代物のようだ。そして電車

の線路が門前を走る安養寺を過ぎると国道１号線に合流してその歩道を歩

く。かなりの上りが続く道は先まで延々と延びて、トラックや乗用車がひっ

きりなしに走っている。国道、歩道、京阪鉄道、民家一軒だけが並ぶ狭い谷

間になっている、この家はもちろん車は入れないので TV、洗濯機などの電化

器具や家具などの搬入はどうするのだろう。国道一号に車を止めて荷卸は無

理だと思われるが.......。 

上り坂を少し歩いたところで、前方に薄緑色の名神高速の陸橋が見えてくる。

その先に関蝉丸神社下社の階段が、国道にへばりつくようにして上へ上へと

続いていた。国道が右に大きく曲がりながら上って行くところに常夜灯があ

り、曲がりきった所にも常夜灯があった、その脇に「逢坂山関跡」の碑が見

えた。この辺りで峠を登りきったようで少し先から国道を離れる、ところが

朝のジュースでお腹が冷えたのか腹の具合が悪くなって我慢できそうにな

かった。地図を見るとこの先の月心寺まで行かないとトイレは借りられない

ようなので、蝉丸神社がある東海道へ向かわずにそのまま一人国道を先に進

んだ。その甲斐あって無事用を足すことができた、でもほっとしたことで肝

心の月心寺をゆっくり見学することを忘れていた。 

 

 「逢坂関」と月心寺に残る「走井の井筒」 

  

逢坂関は山城国と近江国の国境となっていた関所、関のあった場所は定か

ではないが、その歴史は古く大化 2年(646)に初めて置かれた。 



  

逢坂峠の国道.鉄道.民家         月心寺の走井の井筒 

  

東海道と東山道(後の中山道)の２本が逢坂関を越えるため、交通の要となる

重要な関であった。その重要性は平安時代中期(810年)以後には、岐阜県の

不破関と三重県の鈴鹿席とあわせ三関と呼ばれていたのだ。さらに、文学へ

も登場し逢坂関は歌枕として知られ、百人一首でも二つの歌で詠まれている。 

 

これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも 逢坂の関  蝉丸 

 (これがあの、東国へ行く人も都へ帰る人もここで別れ、知っている人 

も知らない人も出会うという逢坂関なのだ ) 

  

夜をこめて 鳥の空音は はかるとも よに逢坂の関は ゆるさじ 清少納言 

 (夜の明けないうちに、鳥の鳴き声をまねてだまそうとしても、函谷関 

 ならばともかく、この逢坂関は、決して通ることを許しませんよ ) 

  

入り口は料亭を思わせる造りで、ここがお寺とは知らずに通り過ぎてしま

いそうなたたずまいの月心寺。広重作「東海道 53次．大津」には、旅人の

喉の渇きをいやす茶店が描かれており、走井の清水で知られるこの茶店のあ

った場所は、現在の月心寺にあたる。走井の井筒(井戸)は今も残され自由に

見学することができます。庭の隅に手水鉢があるのかと錯覚してしまうくら

いの大きさで、いわれを知らなければ気にも留めないと思われる。出発して

分かったが国道沿いに月心寺は、斜面にかなり細長く続く広いエリアを持っ

ていたようだ。しかし、月心寺の付近にあるはずの走井の一里塚跡は気がつ

かず見落としてしまった。 



思わぬ発見 

  

国道一号と名神高速が並行した区間が少し続いたあと、名神高速を横切っ

て国道とも分岐し京阪の四宮駅.JR山科駅に向かって歩く。やはり国道を歩

くのと違いその地の街並やお地蔵さんにも逢えるのが楽しみである。しばら

くすると伏見街道と分岐する追分に出る、「東海道、西京三条」と刻まれた

道標がある。伏見街道はその先奈良に通じている街道である。この辺りは逢

坂峠を越えてきたのに、右手の家はまだ大津市の表札がかかっている。しか

し、左手の家は京都市の表札がかかっている、隣同士の家でありながら滋賀

県と京都府に別れている。ちょうど東海道を境にしているのだ、ここで友 

 

  

歩道橋から大津方面を見る         休憩した徳林庵 

 

曰く、「山の上で区切っていないのは、比叡山の力が強く、麓まで俺の領地

としたのだろう」。なるほどそうに違いない、思わぬ歴史の勉強をした。 

大津と京都の入り組んだ辺りを歩くうちに雤が降り出してきた、とうとう降

られることになった。そのうえ大津駅をスタートしてから、休憩らしい休憩

をしていないので疲れてもきた。これまで休憩するような場所もなかったが、

10.10"山科地蔵．徳林庵にベンチがあったので、立派な屋根の堂の前で休ま

せてもらった。腰を下ろすとさすがにホッとする気分である。 

  

逢坂峠よりきつかった東山越え 



四宮駅前も通り過ぎ間違いなく京都市に入ると、京都 2区前原誠司のポス

ターがやたら目に付くようになった。JR 山科駅前の大きなビルが建ち並ぶ交

差点を過ぎて、右折すると広い三条通りに入る。直に東海道線をくぐり、右

手に天智天皇陵入り口の林があり端っこには日時計がある。これを目印に左

の細い道に分岐するが、少し歩くと突き当たってしまうので、道を間違えた

と思い三条通りまで出てみた。でも他に道はない、そこへおばあちゃんが通

りかかったので聞いてみると、どうやら先ほどの道らしい。戻ってみると突

き当たりと思った道は小さなクランクになっていたのだ。やれやれ、細い道

はこれまでの東海道とは違って、町の裏道というイメージであった。 

その道は徐々に上りとなり、どんどん急坂となり先へ先へと続くのが見える。

人は歩いていない雤の降る坂道をあえぎながら上って行くと、やたらタクシ

ーなど車が走るのだ。四駆のパジェロがきた時は車をよけるのが一杯で、傘

が引っかかりそうなくらいでとても危険だ。でも一方通行でもないのに車は

われわれの後ろから来るばかりで、前からは一台もこなかったので、それだ

けがせめてもの慰めだった。そんな道をかなり上った所に亀水不動尊がある、

そして事前の調べではその手前に御陵(みささぎ)一里塚があるのだが分か

らなかった。したがって大津宿と三条大橋の間にある走井一里塚跡も御陵一

里塚跡も見落としてしまったことになる。ほどなくして国道一号に合流する、

東山の麓を通る日ノ岡峠というらしいが、かなりの坂で狭い上に車の通行が

多く、そのうえ雤も降りかつ疲れてもきているので一番の難所だった。  

 

車道と人道に分かれていた逢坂峠 

  

峠を下ってくると道路わきに「車石」の説明と、石畳と荷車の模型が展示

されていた。逢坂峠にも小さな説明板が側壁にあったが、これは分かりやす

くとても立派なものだった。この車石は東海道 53次大津八丁(札の辻)から

京三条大橋までの三里(12km)の間物資輸送する牛馬の通行を楽にするため 

 



  

天智天皇陵入り口の日時計         車石の展示 

  

溝を刻んだ石を敶き詰めたもの。文化二年(1803)心学者脇坂義堂が考え、近

江商人中井源左衛門が財を投じたと伝えられている。 

この付近は車道と人道に分かれていて、京に向かって右側に車石を敶き左側

は人と馬の通る道になっていたという。 

  

愛知．三重．滋賀県下を歩き「三条大橋」に 

  

さらに峠を下って京都の市街に向かうと地下鉄蹴上げ駅がある、ここで階

段を下り駅構内まで行きトイレを借用する。駅のトイレはいずれも構内にあ

るので、電車を利用しないと利用できないが、そこはお願いすれば気持ちよ

く「どうぞ」と言ってくれる。さらに峠を下って行くと紅いレンガを使った

柵に囲まれる、広い敶地の蹴上げ浄水場が斜面の麓にある。その先の都ホテ

ル前の二叉路を左に進むと、いよいよ京都の市街へ入ってきた。人の多さと

お寺の多さが際立つ通りを進み、ついに小雤降る三条大橋に 12.00"到着した

歩数計は２２０００歩。３時間４５分の東海道中はやったという感慨よりも、

やれやれといった気持ちで、三条大橋からの景色を眺めることができた。 

 

愛知県から始めた街道ウオーキングだが、三重県、滋賀県と歩き通してつ

いに京の三条大橋までたどり着くことが出来た。東海道全体からみればまだ 

三分の一程だが、当初の目標とした愛知県より西を歩きとおすことは達成す

ることができた。このあと橋のすぐ近くのお寿司屋さんに入りお昼にした、



店構えからしてかなり値段が高いのではと思ったが、ランチはとてもお値打

ちで、握りとうどんのセットで８８０円だった。妻はお寿司のみで６８０円

とこれもお値打ちだった。味もまずまずで十分満足できた。食事を終えて外

に出ると雤も上がりお日様が出ている、ちょうどわれわれの愛知県.三重県.

滋賀県～三条大橋の完歩を祝ってくれているような気分だった。 

そして地下鉄で京都駅に出て、青春１８切符を買い 13.40"の長浜行き快速 

に乗り込んだ。米原.大垣と待ち時間なしの乗り継ぎで大府に、ここで 10分

ほど待って東浦駅に 16.27"帰着した。 

 

 
お天気もよくなったので、食事後に三条大橋で再度記念撮影 

  

 


