
            2010.12.24 

藤沢宿～戸塚宿～保土ヶ谷宿 17.5km を歩く 

二日目は 8km ほど先の戸塚宿を目指し、江戸を出て最初の難所といわれ

る急坂｢権太坂｣を越えて保土ヶ谷宿まで歩く。 

 

街中は大渋滞 

 7.15 にホテルを出て藤沢駅に向かった、遊行寺まで 1.2km 程あるのでス

タート地点まで行くのに疲れては困るとバス路線を確かめておいた。駅に着

くと自転車の整理をする係り?のおじさんがいたので、9 番乗り場はどこか聞

いてみた。｢9 番と言われても分からないが、どこへ行くのか?｣と言うので遊

行寺と言うと、｢それなら北口だ、ここは南口で別々になっているから｣と言

って親切に駅の通り抜け通路を教えてくれた。 

北口に出ると駅前の広いエリアが、人の通路は２階で車は１階になっていて

下が見えず、バス停がどのあたりなのかとても分かりにくい。下に降りて眺

めても９番が見当たらないので、止まっているバスの運転手さんに聞くと戻

らなくてはいけなかった。でもダイヤを見るとバスは出たところで 30 分待

たなくてはいけなかった。それでは意味がないのでバスはあきらめて歩き始

めた、ところがしばらく歩いて大通りに出ると車が延々とつながる大渋滞。 

これではバスに乗っても歩くより遅くなりそうだ、ましてタクシーにしなく

てよかった。 

 

藤沢と横浜の差 

 遊行寺前に 7.50 着いて、上り坂をスタートすると右手に諏訪神社がある。

この神社は遊行寺を創建した呑海が勧請したものという。そして、そのすぐ

先に 1 本の標識が立っていて一里塚跡だ。まだまだ、だらだらと上り坂が続

きゆっくりゆっくり歩かないとしんどい。振り返ってみると、すでにかなり

の高低差を上っているのが分かる。それとこの辺りは道路の両側が高く、道

路はその分掘り下げられているのだ。そんな坂道を上がりきると、藤沢から 



  

遊行寺前から続く坂            中央分離帯のすばらしいグリーンベルト 

 

横浜の戸塚区に入り、この辺りはお城のような豪邸が目につく、表札は｢小

宮｣さんが多い。すると今度は中央分離帯に大きな木が立ち並ぶ見事な道路

が続く、すばらしいグリーンベルトだ。藤沢と横浜の違いがここに表れてい

ると思った。その先に黄色の建物があり、シュウマイで知られる崎陽軒の看 

板が見えた。8.53 大きな｢原宿｣の交差点についた、国道 1 号を地下に通して

立体交差の工事が進んでいた。信号待ちで辺りを見回すと、角に｢藤沢名物

里のうどん｣の看板が掲げられている。はて藤沢はうどんが名物だったかな? 

9.00 に大運寺前を過ぎてすぐに浅間神社がある、室町時代の永禄年間に盛ん

であった富士信仰をもとに、村内安全を祈願して勧請されたという。境内に

は樹齢 600 年を超えるケヤキの木が多くあり、西には遠く箱根の山や富士山

が望めるとか。ここを素通りすると目の前が江戸より 11 番目の｢原宿の一里

塚跡｣で、吹上の一里塚とも呼ばれる。明治 9 年に取り払われて今は 1 本の

標識が立っている。 

 

戸塚宿上方見附跡は箱根駅伝の中継点 

 ここから 10 分も歩くと｢お軽勘平戸塚山中道行の場｣の碑がある。観光協

会と碑を作る実行委員会によって建てられたものだ。記念写真を撮って４５

ｋｍポストを過ぎると国道１号を離れて右へ進む。大阪上、戸塚警察署下の

交差点を越えて下っていくと｢富塚郵便局｣がある、この｢富塚｣が戸塚の地名

の前身だという。そして、9.48 すぐ先の大阪下のバス停の所にある上方見附

跡に到着した。戸塚宿の西の入り口で、東の江戸方見附との間は 2.2km ある。



説明板を見ているとお年寄りがでてきていろいろ話をしてくれた、昔は大き

な松の木があったのだが今はなく場所も少し移動しているのだと言う。間も

なく行われる箱根駅伝では、ここが中継点になるのだという。見回すと通り

に面してサイゼリヤという大きな店の前で、この建物は 1 階が中空になった

駐車場で、それに隣には広いスペースの駐車場がある。これなら大勢の人が

集まっても大丈夫だろう。まじかに迫った箱根駅伝の関係で、これまで通り

過ぎてきた道路の歩道橋には、いずれも｢箱根駅伝の時は歩道橋で見ること

はできません｣と大きな掲示があり、すでにお正月の準備が整えられていた。 

上方見附跡を出て 2 分も行くと左手に｢富塚八幡宮｣が現れる、源頼義.義家 

による造営と言われ、｢戸塚｣の地名の由来となったとされる古社である。 

 

  

箱根駅伝中継点となる戸塚宿｢上方目付跡｣  ｢沢辺本陣跡｣と｢明治天皇戸塚行在所跡｣ 

 

江戸を出て最初に泊る戸塚宿 

 江戸を出て戸塚までは 10 里半、当時は朝 4 時ころに出発して、夕暮れに

は宿に入る 1 日 10 里が男の行程とされていた。東海道中膝栗毛の｢弥次さん

喜多さん｣も、第一夜はこの戸塚の宿に泊っている。その戸塚宿は東海道を

行きかう人ばかりではなく、大山道、鎌倉往還との分岐点でもあり、大山へ

の参拝客や鎌倉の古寺を訪れる人々でにぎわったという。 

富塚八幡宮を過ぎて街道は左へ大きく曲がっていくと、八坂神社がありそ

の入り口に｢水準点｣なるものがあった。三角点とはどう違うのだろうよく分

からない、帰ってから調べてみると水準点は高さの基準で、三角点は位置(経



度、緯度)の基準とある。そのため三角点は広い範囲が見渡せるような所、山

の上などに多くある。水準点は標高を測る時の基準と言うことが分かった。

その先に石垣で造られた基礎の上に｢沢辺本陣跡｣の碑が立っている、説明板

もありその奥にもう一つ｢明治天皇戸塚行在所跡｣の石柱もあるので、明治天

皇が本陣で休まれたということだ。この宿場開設時の当主沢辺宗三は、戸塚

宿開設にあたって幕府に強く働き掛けた功労者だという。 

そして今度は内田本陣跡がある、でもここは標識が立っているだけだった。 

そして 43ｋｍポストを過ぎて戸塚駅横で東海道線を横切るのだが、道路工事

が行われていて踏切を渡るのに歩道がどこにあるのかとても分かりにくい。

結果、歩道橋に上がって反対側に降りて踏切の前にたどり着いたのだが、歩

く人が少ないのだろう。ぼちぼち休憩したいところだが、駅東を歩いている

ためかそれらしい場所が見当たらない。と思っていたら｢とつか宿おやすみ

処｣の看板を掲げた、それらしいお店があった。早速入ろうとしたのだが、

戸があかない。見ると掲示があり、そこには金曜日は営業日になっていたも

のの、時間により閉鎖するとあった。がっかりして先へ進むと柏尾川に架か

る吉田大橋を渡る、橋からの眺めは素晴らしく、川岸には桜の並木が続き背

後に高層のマンションが並ぶ。桜の季節にはさぞかし美しいことだろう、そ

のうえこの橋には安藤広重の浮世絵が飾られておりこれも楽しい。それと柏

尾町は日本人によるハム製造の発祥の地だという、明治 20 年頃英国人ウィ

リアム、カーチスからハム製造法を覚えた、斎藤家の祖.斎藤角次が作ったハ

ム工場から生まれたという。 

 

  

吉田大橋からの眺め            レストラン前の江戸方見附跡 

 



ランチはミネストローネとドリア 

そして 10.57 に江戸方見附跡に到着した、ここには説明のポストのほかに

立派な石碑が立っていた。そこはスーパーや専門店などが集まっている場所

でレストランの前だった。ここからは宿場を離れるのでお店も少ないだろう

と、少し早いけれどお昼ご飯にすることにした。お店は｢フォルクス｣でガス

トとかジョイフルを思わせる店だったが、11.00 開店だったのでほんの少し

だけ待つことにした。一番乗りと思いきや先客が一人いた、ランチは 2 種類

あったがドリアランチを選択した。特徴はサラダとスープがおかわり自由と

いうもので、サラダはたくさんの具がならんでいるし、スープもコーンスー

プ、ミネストローネ、卵スープの 3 種類あった。 

その中で私はトマト味のミネストローネを 3 杯もおかわりした、それにドリ

アもとてもおいしかった。食後にコーヒーもいただき 2 人で 1.980 円、いつ

もよりちょっとばかり奮発しました。 

 

｢護良親王首洗井戸｣と｢四つ杭跡｣ 

 スタートするとすぐ左に大きな工場が現れます、ブリジストンでした。昔

彦根にあるブリジストンを見学した覚えがあります。そして小田原北条氏の

家来であった石巻五太夫が、北条氏滅亡後に江戸へ移る徳川家康を出迎えた

ことから名付けられた、｢五太夫橋｣をわたると東海道は国道を離れ右に曲が

り、その先で左に曲がって直に国道に再合流します。その途中に｢護良親王

首洗井戸｣があるので寄ることにしました。 

 

  
護良親王首洗井戸             王子神社 



でも場所が分からず一度聞いて出直しましたが分かりません、もう一度聞い

てみるとかなり離れていました。やっとたどり着いた場所には｢護良親王首

洗井戸｣の碑と長方形の石が井桁に組まれた井戸があり、隣には遺跡｢四つ杭

跡｣という石碑もありました。ここは古来より鎌倉海道が通じる地で、後醍

醐天皇の皇子護良親王を偲ぶ伝説を秘めたる地なり…….要は殺された護良

親王の首を護り、この地にて 4 本の杭を打って基壇を作りお祭したというこ

とが伝えられています…….ということだ。さらに、この先の王子神社の本殿

の下に護良親王の御首が葬られたという伝説もあるという。 

見学を終えて東海道に戻り少し歩いた時に、どうも感じが変だ、これは先ほ

どの東海道ではないのに気づいた。地図と首ったけになるも目印になるもの

がなく今の位置が分からない、でも左へいけば東海道にぶつかるのは間違い

ないので、そのさきで左折した。ところが丘越えの急坂できついこと、それ

に道も途中で行き止まりになる雰囲気だ。案の定建物は山崎パンの寮か社宅

だった、そこで道は行き止まりと思われたが友は先に進んで行った。 

少し待っていると上から｢大丈夫だよ｣と声がかかった、ならばと上がって行

くと｢おばちゃんに聞いたから｣という。車の通る道はなくなり畑の畔道みた

いな道を進むと王子神社の前に出た、ここへ寄るつもりはなかったがせっか

くなので写真だけは撮った。そして、国道に合流した東海道に出ると道沿い

に大きな工場があり、それがヤマザキパンだった。今は会社名が｢ヤマザキ｣

になっている。 

 

品濃坂と品濃一里塚 

 東戸塚駅入り口から国道を離れて住宅街に入っていく、川沿いの道からは

遠くに高層のマンションが４棟建っているのが見える。ここから１０分も歩

くと急な坂が続く、だらだらではなく一気に上がって行くのでとてもきつい。

でもそんな道沿いに家はたくさん建っているのだ、勾配がきついので家に庭

はなく、坂道発進が下手だと車の運転はできない地区だ。そして環状 2 号線 

を歩道橋で渡り、歩道橋からさらに階段を上がった所でたまらずに坂の日当

たりで腰をおろして休憩にした。そこに品濃坂の説明板があり、ここはこの

先にある権太坂に対する急坂だが、今は環状 2 号線を横断するのが歩道橋と

なり、昔の面影はないと記されていた。 



そこへおばちゃんが一人上がってきた、毎日ここを通らなくてはならない人

は大変なことだ、でもそのため鍛えられているのかな。 

 

  

品濃一里塚 

 

休憩してから歩き出すと、友の腕時計に組み込まれた高度計は｢標高 130m｣

を示していた。１０分ほど歩くと、神奈川県内でほぼ完全な形で残っている

唯一の｢品濃一里塚｣に到着する。道の両側に小高い塚が今も当時のまま残り、

昭和４１年に県指定の史跡になりました。標高は 140m で東の塚は平戸村内

に、西の塚は品濃村内にあり榎が植えられていたという。今は塚とその周辺

は公園として整備されている。公園に上がって塚の前まで行ってみると、榎

が塚の真上にあり根を四方に張っていた。 

 

難所｢権太坂｣で道を間違える 

 一里塚を後にすると 38ｋｍポストを過ぎて、焼き餅坂を抜けて境木に着く。

ここは｢武蔵｣と｢相模｣の国境を示す杭があったことから、｢境木｣という地名

になった所で境木地蔵と境木立て場跡がある。境木地蔵は道の反対側だった

ので写真だけ撮って、立て場の説明に目を通して 1km 先の権太坂へ向かう。

少し奥には荻原代官屋敶道場跡があるのだが、ここはパスして狭い道を下っ

て行く。江戸を出て最初の難所と言われた権太坂は、そのきつさは半端では

なく、途中で行き倒れる人を葬るための投げ込み塚まであったと言います。 

しばらく歩いたら予期せぬ道路にぶつかった、何と国道 1 号なのだ。ここで



国道 1号に出くわすはずがないのだ!! 地図を広げて確認するもさっぱり分か

らずおかしい。そこで通りかかったおばちゃんに聞いてみると、｢東海道は

もっと上を通っている｣と言うではないか。 

よくよく地図を眺めて分かった、東海道は立て場跡を出てすぐの交差点を越

えたら、斜め左へ行かなくてはいけなかったのに、それに気づかず通りに沿

って、話しながら来てしまったのだ。三角形の斜辺を行くべきなのに、二辺

を歩いたわけで、こんな所こそ案内標識がほしい。でも江戸から来たら間違

えることはない。やむを得ず国道 1 号を左に進み、高速神奈川 3 号狩場線を

越えて元町橋交差点まで歩き、ここから権太坂の入口で東海道に合流した。

そのすぐ先で東海道線にぶつかり、その手前 36 ㎞ポストを右折して、鉄道

に沿ってまっすぐの道が保土ヶ谷宿まで続きます。 

 

今も門が残る本陣｢苅部家｣ 

 そして 1km も歩くと一里塚跡があります、かなりお疲れモードだったの

で休憩場所を探すとスナックがあり、cofee の文字があったので｢コーヒー飲

めますか｣と声をかけた。すると｢すみません今日はできません｣とかえって

きた。きょうはクリスマスイブだからコーヒーの客は相手にできないのだろ

う。やむを得ず小公園として整備された一里塚跡で腰をおろして休憩した。

そこは土を盛り上げた小さな塚と石垣を積み上げた小さなモニュメントも

あり、併せて上方見附跡でもあった。それらの説明と保土ヶ谷宿の松並木と、

一里塚について立派な説明板も設置されていた。保土ヶ谷宿には本陣 1 軒、

脇本陣 3 軒がありほかに本陣に匹敵

する格式と規模をもつ茶屋本陣が上

方見附付近にありました。チョコレ

ートをほうばりお茶を飲んで一息入

れ、1ｋｍ先の保土ヶ谷駅をめざしま

した。歩き出すと直に脇本陣(藤屋)

跡があり、その先街道が直角に左へ

曲がる保土ヶ谷の交差点に本陣跡が

あります。小田原北条氏の家臣｢苅部 

一里塚跡&上方見附跡           家｣が代々務めていました。安政 6 年



(1859)横浜が開港する時

に は 当 時 の 当 主                

が総年寄に任ぜられ、初期

の横浜町政に尽しました。 

明治 3 年に軽部姓に改称

し現在に至っているとい

います。大谷石造りの塀の

内側には当時の門が残っ

ており、その前には横浜市

長だった飛鳥田一雄の名                     

入りの説明が、石板に刻 

門が残る苅部本陣跡              まれていました。 

このように本陣の一部が

残っているのは、とても珍しく貴重な遺産です。 

JR ではなく相鉄線で横浜へ 

 保土ヶ谷の交差点から国道 1 号を離れて左へ行くと、東海道線の踏切を渡

ります。踏切を渡り終える寸前に警報機が鳴りだし、急いで渡りましたが家

内は降りてきた遮断機に当ったようです。電車に当ったわけではないので心

配ありませんが、もっと年配の方だとどうなったのかちょっと不安を感じま

した。踏切を渡ったところで初めて喫茶店を見つけ寄り道しました、奥に細

長い店で先客が一人いました。おばちゃん二人が営む｢エメラ｣としゃれた名

前の店で、二人の顔立ちがよく似ており｢姉妹ですか?｣と声をかけると、笑っ

てそうですという。やっと見つけた喫茶店でコーヒーを飲んでゆっくりする

ことができました。でも値段は 450 円と都会の値段でした。 

このあと店を出て JR 保土ヶ谷駅ではなく、1km 先の東海道に相鉄線の天王

町駅のあることを知りそこまで歩きました。15.50 横浜駅に着き、大きな駅

をひたすら｢東口｣を目指して歩き、ヨコハマプラザホテルに 16.10 到着。今

日は 50.5km ポストから 33km ポストまで歩き、歩数計は 34.400 歩でした。 



 

｢お軽勘平戸塚山中道行の場｣の碑 

 

品濃坂から見たビル街 

 

品濃一里塚の説明板 

 


