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中山道は蕨市に入ると間もなく

17号国道と中山道の分岐点「中

山道蕨宿」の石碑がある。蕨宿

は、慶長１７年（１６１２）頃の成

立と云われている宿場で本陣

２軒脇本陣１軒旅籠屋２３軒の

隣の浦和・大宮よりも規模の

大きい宿場であった。近年蕨市

にて本陣はじめ町並みを整備し

保存に努めている。

（写真は蕨市北町３丁目付近）

1 店舗 2 店舗 3 中山道と国道１７号交差点

4 北町交番 5 中山道ふれあい広場 6 店舗

瓦屋根、黒ずんだ漆喰壁とともに

瓦屋根の雪止め、2階窓の縦格子、

中山道蕨宿の北部、交差点のそれぞ

れの角には蔵造り風デザインの交番、が印象的である。

瓦屋根、黒ずんだ漆喰壁、木のくぐり戸

母屋の隣に建つ石壁の蔵も目を引く。 1階の木の雨戸が目を引く。

広い灰色の瓦屋根、木の雨戸、窓及び

デザインした仕掛け時計もあり興味

白い蔵造りをイメージしたデザインが

風の道標、門柱が設えられている。

古民家など江戸の街道筋を感じさせる

景観が造られている。中山道口には昔

江戸の中山道の歴史が学べるポケッ

トパーク、江戸時代の火の見やぐらを 入口の戸の縦格子に落ち着きが感じら

れ、隣に建つ白い蔵とともに目を引く

建物である。

目を引く交番。

深い。

蕨
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7 店舗 9 -1 三学院本堂

9 -2 三学院三重塔と鐘楼 9 -3 三学院三地蔵尊 10 店舗

11 蕨市立北小学校 12 店舗 13 住宅

街道に面したファサードのガラス戸が目

を引く店舗。軒の低さと2層部妻側の 張る。

木壁、格子窓が特徴的である。

大きな瓦屋根の綺麗な本堂に目を見

な薬局である。

新しい建物であるが、大きなガラス戸、広い境内には本堂のほかに鐘楼と

てる。紺色の暖簾も趣がある。

白い壁が印象的な古風に造られた店

舗、店の屋号の看板も古風な造りになっ

三重塔が建てられており、そちらにも いる。

目が行く。

山門の手前には三地蔵尊が祀られて

された白い壁の校舎がランドマークに 製雨戸、大きな木の屋号看板が印象的 民家である。

なっている。

瓦屋根の切妻屋根瓦葺きにデザインさ 妻側の茶色の板壁、窓の木の格子、木 瓦屋根、2階窓の縦格子が目を引く
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14 店舗 15 店舗 16 病院

17 蔵 18 板橋宿より二里十町の道標 19 中山道

20 店舗 21 住宅 22 店舗

蔵作り風ファサードの店舗、正面の縦 縦格子の付いた窓、大きな灰色の瓦 正面の円弧状の白い壁が印象的なモ

格子と屋号看板が目を引く店舗である。 屋根が目を引く古い造りをデザインした ダンなデザインの医院建築。

記念のモニュメント標柱。 雰囲気を醸し出すように街づくりを行って

店舗である。幹線道路の角地をうまく

活用している。

黒く塗られた壁が目を引く蔵。 街道の傍に立てられた街道会議開催 綺麗に舗装された通りで往時の街道の

街づくり憲章に沿って街を整備している いる。両側の歩道も広く、植栽とも相まっ

様子が伺える。 って綺麗な街道が造られている。

瓦屋根と2階の木の縦格子が印象的 切り妻屋根で蔵造り風にデザインがさ 正面ファサード、屋号看板等を古い造りに

なうどん店である。 れ、一階の軒、板壁が目を引く3階建住 した店舗、ナマコ壁風にした腰板部にも

宅である。 目が引かれる。
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23 本陣跡 24 -1 歴史民俗資料館 24 -2 歴史民俗資料館

25 和楽備（わらび）神社 26 蕨城跡 27 店舗

28 店舗 29 駅前商店街のアーケード

せる入口など江戸を感じさせる演出の 江戸時代の蕨宿の模型。

黒塗りの柱と白い壁のモニュメントで本 蔵作り風の正面、格子の引き戸を思わ 歴史民俗資料館内に展示されている

陣跡をイメージした展示スペースとな

っている。 建物である。

明治44年の神社合祀に伴い改称され 木々に囲まれた中に石碑が建っている。 洋館風に造られたレトロ感のある喫茶

たが、旧本殿は末社稲荷社本殿として 昭和になり「成年式発祥の地」と書か 店である。

昭和の雰囲気が感じられ、懐かしさを

現存している。安山岩でできた水盤 れた女性の像が建てられた。

がある。

灰色の瓦屋根、真っ白な壁に黒い窓の 駅前のアーケード商店街、チョット前の

綺麗な蔵が印象的な質店。

周囲の板塀にも目が引かれる。 覚える。
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31 住宅 32 要害通りの井戸 33 蔵

34 店舗 35 銭湯 36 店舗

37 病院 38 商店街横の路地 39 長泉院梵鐘

こじんまりしているが植栽とのバランス 要害通りの水路の傍に据えてある 大谷石でつくられた蔵が駐車場の真ん

がよい民家である。 古い手押しポンプ。 中にポツンと建っている。

なっている店舗。

城をモチーフとしたデザインが目を引く 重厚な屋根が昔を偲ばせる。 鉄骨フレームが印象的なファサードに

店舗である。

円弧状の屋根と四角い窓、円窓そして 両側が民家に挟まれた狭い路地。静け 商店街の中、鉄筋2階建ての屋上に銅

ベージュの広い壁が印象的なモダンな さと寂しさが漂う。 板葺き屋根の鐘楼がある。

造りの医院建築である。躯体は木造で

ある。
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40 銭湯 41 店舗 42 店舗

43 蕨商店会 44 蕨町道路元標 45 観音堂

46 歴史民俗資料館別館 47 住宅 48 玄番稲荷

を引く蔵作り風の酒店である。 りの店舗。古風にデザインされた屋号

商店街の路地の奥に昔ながらの銭湯 正面の白い壁、2階の窓の縦格子が目 瓦屋根、瓦の漆喰が印象的な古い造

が今も営業している。

看板にも目を引かれる。

軒の低さが印象的である。

蕨駅と中山道を結ぶ商店会。街路灯の 街道脇の店舗前にポツンと立っている 道路脇に小さな観音様が祭られて

デザインが異なることで商店街の違い 40cm程の小さな石柱。 いる。目立つ角地にあり人々の目を

家である。 板貼りの社と赤い鳥居がこじんまりと

がわかる。 引く。

明治時代に織物の買継商をしていた商 中山道に面した格子がきれいな民 住宅街に建つ小さな稲荷神社。古い

家を利用している。

しているが存在感がある。
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49 要害通り 50 ポケットパーク 51 中央小学校の樹木

52 住宅 53 蕨宿入口（宿の南側）

ポケットパークやお堀を模した水路が 昭和初期を思わせる子供の遊び場の 中央小学校の校庭にはシンボル的な

整備されている。 ようなポケットパークである。 大木が子供たちを見守っている。

街の景観づくりの一つになっている。 の門柱が立っており宿の南側（江戸

市の景観建築物になっている。 から）の入口のモニュメントとなってい

る。

民家の趣を残しながら改修され、 現在は国道17号線との合流地点に木
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