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学 び の 視 点 
 

学習のねらい 

温暖な気候と琵琶湖に面した風光明

媚な土地は、京阪神に近く、鉄道や幹線

道路の整備が進んできましたが、利便

性の評価を高めていくだけの都市像だ

けでなく,長く住み続けてきた人と新たに

居住する人と一緒になって“まちの魅力

を伝えるしかけ（コミュニティ）づくり”を

進めることにより活力ある「健幸創造都

市」をめざそうとする気運が高まってい

ます。 
 

 今回は、交通の要衝といわれてきた、

草津市を歴史的な観点から見つめるこ

とを学びの視点に置きました。 

なかでも、東山道と東海道の２つの歴

史街道は琵琶湖の東部で３つの港が辿

ってきた歴史の変遷とともに、行き交う

人びとと関わりをもちながら育んできた

情誼が街道文化として現在に伝えられ

ています。フィールドワークや座学によって、このような歴史を知り“今”の草津を見つめることが狙いです。 

 

 

綱        領 

私たち、塾生は、自己のポテンシャルの高揚 

と社会貢献に尽くすことを旨とし 

１． 学びを通して、能力や適応力を高め、 

自分自身の将来性を拡げる努力をいたします。 

１． 学びを通して、仲間の絆を深め 

何かのために・誰かのためにできることを見つけます。 

１． 学びを通して、情報を共有し 

地域社会の将来に貢献できる力を養ってまいります。 

信  条 「出会いと仲間のシナリオづくり」 

１．“人と人との出会い”は、多くの話題が運ばれてきます。 

世代間交流は、新鮮な未来の姿を映し出してくれます。 

２．“仲間づくりのシナリオ”は、明日の社会を暮らしやすく 

するために知見を広げるを試行から生まれます。 

３．“うまくいっても いかなくても それはそれで楽しい”は、 

当塾の信条（自らを勇気づける応援メッセージ）です。 
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第１部 フィールドワーク 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

道標とは旅人に行先や方向、

距離などを知らせるために、

木や石でつくられた目印のよ

うなもので、今でいうと道路標

識のようなものです。 

 

 

 

 

 

 

草津宿本陣は、昭和 24

年に国の史跡に指定さ

れ、江戸時代の姿のまま

現存する本陣のなかでも

最大規模の本陣です。 

 iphone、 ipad   Android  

道の別れの絵 

A 「江戸へはこの天井川を渡って中山道へ帰

ろうか」 

B 「いやいや、中山道は東海道より距離も長い

し、山道が多いから勘弁してくれ～」 

A 「でもな～、東海道は伊勢湾の渡しや大井

川の渡しがあって危険なところもあるしなぁ。

それに、東海道は関所が多い・・・。」 

B「あんたなんか悪いことしたんか？」 

追分道標 （草津マンポ 南側） 

草津宿本陣 

草津宿本陣・大名行列の絵 

大名や公家、幕府役人など限られた人しか利用できない宿で、大福帳（宿帳）に

は、皇女和宮、新選組や浅野内匠頭といった人物の名前が見られます。大名行

列の人口と馬や荷物の搬入口は分かれており、馬や荷物が入る扉はなんと跳ね

上げ戸でした。 

 

 

 

 

 

 

草津まちづくりセンター 

14:00 スタート 

 

ARアプリを使った歴史街道まち歩き 
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旧東海道に面して鎮座し、古くより交通安全厄除けの神社とし

て信仰を集めている。境内には延宝 8(1680)年 11 月建立

の銘がある県内で最も古い石造りの旧追分道標が立つ。県指

定自然記念物である神木のウラジロガシは推定樹齢 400年

の巨木である。 

 文化と情報が交流していた宿場町・草津。 
「草津宿街道交流館」はその賑わいを今に甦らせた街道と

宿場の歴史館です。 

町並み模型や街道双六、旅衣装の体験コーナーなどがある。 

立木神社は、東海道の草津宿にあったた

め厄除開運・交通安全の神社として信仰

を集めている。旧社格は郷社。 
（Wikipedia より） 

 

草津宿街道交流館  

 

ARアプリ『マチアルキ』の画像 

立木神社 

 

15:30 ゴール 
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第２部   研 究 会 （座学） 

 

 

 

 
研究塾『つながり』の常任講師の藤井と申します。昨年は、立命館大学の助教をしておりましたが、本年 

は金沢工業大学に移りまして、講師をしています。宜しくお願いします。 

 

  さて、草津市は、街道文化が残る重要な地域であ 

ると個人的に思っています。 

あの規模の本陣が良好な状態で残っているのは 

全国的に見ても稀で、非常に貴重です。ただ、やはり時

代を経るごとに、街道全体として残っているものは部分

的というところもあって、外から来ていただいたときに、

もう少しこの街道のことを歩きながら知ってもらえるよ

うなツールができないかということで、昨年、ARのア

プリを研究してつくらせてもらいました。 

  

ARアプリのアニメーションは立命館大学の研究室の学生が作成しました。建築学科の学生というのは結

構絵も得意だったりするのです。ボランティアガイドさんの話も聞きながら、おもしろいエピソードを中心に寸

劇調のアニメーションを浮世絵風に仕上げています。 

  

そういう思いで作ったものですので、本日は、初めて使ってくださった方の率直な意見をぜひ聞きたい、特

に、案内をさせていただいた阪口君は、作った当事者として聞きたいと思っていることと思います。 

ざっくばらんに話していただけたらと思います。どうでしょうか？ 

 

（深田） 70代になって ARアプリと言われても分からない。スマホでもラ

インをしたり電話をかけたりするだけなので、阪口君にしてもらったけれど

も、なかなかうまくいかないのです。私ら 3人はうろうろしまして、阪口君の

スマホを借りました。感想としては、すごいものができたということで驚きの

一言です。 

 

（藤井）  光泉高校の皆さん、どうでしたか。 

（学生１） クイズに答えるところがありますね？回答をボタン式で選択できるとおもしろいなと・・・・。 

（藤井）  なるほど。ありがとうございます。 動画の説明はどうでしたか。 

（学生２） 分かりやすい。 

 

【ワークショップ】 フィールドワークのふりかえり 

ARアプリを使った歴史街道まち歩き 

コーディネーター  ひと・まち・未来研究塾『つながり』塾長  藤井 健史 
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（藤井） 何となくあのようなアプリで、その場所にこ

ういうエピソードがあると思うと関心が深まりま

すが、普通に歩いていると分からないですね。そ

ういうことがどのぐらい伝わったかということが

気になるのですけれど、そういう実感があれば、

教えてください。 

（学生３） 最初は、どんなのだろうか？本当に自分で

ARが使えるのか・・・。それが最初の正直な気

持ちだったのですが、実際やってみたら、ポケモ

ン GOではないですけれども、本格的な感じの

もので分かりやすく、スタートしてもラジオ感覚で歩きながら見ることができたり、一つ一つ回っていく楽

しみというのが自分の中で見つけられたのでとてもよかったです。 

（藤井） ありがとうございます。操作方法はどうでしたか？ そんなに難しくなかった？ 

（学生４） ボタンをタップすると、四角い画像が出てきますが、あれをタップしても反応しないことがあって、

結構連打してやっていました。 （笑） 

（藤井） それでやっと見えるみたいな。（笑）その辺ちょっと、アプリのユーザビリティが足りないんですよね。

マニュアルには説明してあるのですが、もう少し描き方を工夫した方が良いかもしれません。 

（学生５） 今日の場面は、明日とか明後日でも見られるのですか。今日だけのものですか。 

（藤井） これはずっと 残っているのです。 

それで、今日見てもらったもの以外に全部で何個だった？ 

（学生５） 14個ありました。 

(藤井) 正解、僕らがコンテンツとしてつくったものが今 14個置かれているということです。これは今後増や

すことも可能です。これからまた 2期、3期というか、今後に向けての参考にもしたいといった話を阪

口君が言っていたけども、こんなことも増やしたらおもしろいのではないかということを今日もし聞け

たら、今後の作り込みにも役に立ってくるのですが、いかがでしょうか？ 

(阪口) 皆さんが思ったり、気づいたところとか、付け加えると良いと思われるところがあれば、あとでも結構

ですので、教えてくださればありがたいです。 

（藤井） このようなアプリを、まちを歩きながら地域の歴史を学ぶようなことに活用しようと考えると、学校で

はどのような利用か考えられますか？ 

（学生６） 地域学習ですと、それが有効であると思います。 

（藤井） このアプリを作っていたときに地域の人に来ていただいていろいろと意見を出してもらったり、実際試し

てもらう集まりをしたときも、教育用には、かなり可能性があるのではないかという意見がありました。 他はどうで

すか。ただ単なる感想文でも・・・・。 
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（学生７） スマホをかざしたらピンが表示されるけど、それが重なり過ぎていて、そこだけが僕はやりにくい

なと思いました。 

（藤井） ピンの場所がちょっと近接していたようですね。 

（学生７） ごちゃごちゃになって、ピンが同じ方向に何種類も集まって出てきて。 

（藤井） あれは仕組み的には、致し方ない面もあるのですが、何か工夫できないか考えてみます。 

（学生８） これ、せっかく見たし、家に帰っても

う一回見直したいとかそういう家庭でフィード

バックというのはできるのですか。 

（藤井） 実は、今、皆さんがゲットしていただい

た動画は家に帰ってからでも、もう一回見ようと

思ったらどこでも見られます。今は歩きながら見

ると聞き取りにくいところもあったかもしれないですけれども、家でもう一回落ち着いて見てください。 

（学生９） 最後の方にあったクイズですが、最後の答えを聞けるところで、より詳しい解説を聞きたかった。 

例えば「別のＵＲＬで用意されている」という方法でも良いと思いました。 

（藤井） ああ、もう少し詳しい解説をそこにつなげるという形が考えられますね。ありがとうございます。いろ

いろなアイデアを活かしてみたいと思います。どうですか。せっかくなのでみんなに聞こうと思います。 

（学生１０） ＡＲアプリを使っているときの画面の写真をいろいろな人にシェアできたらよいと思います。その

ときにそこに自分が写っていたらいいなと。今のアプリの感じでは、スクリーンショットは出来るけど、

自撮りは難しいから。 

（藤井） それは確かに。 

（学生１１） それが ARの醍醐味みたいな。 

（学生１２） 一回やってみたのですが、無理でした。写真にとっただけ。 

（藤井） なるほど。ありがとうございます。それはおもしろい発想ですね。 

（学生１３） ゲーム感覚が楽しかった。3つゲットしたけど、もっとゲットしたい・コンプリートしたいと思いました。 

（学生１４） 例えば何百メートル先ということで出されると思うのですが、例えばあれも右下とかに、グーグ

ルマップ、ああいう感じのマップを出したほう場所が分かりやすいと思うのです。 

（藤井） 目標の地点の一覧が画面に下に並んでいます。それをタップすると実はマップアプリにつながって 

マップアプリに切り替わるようになっています。直感的には分からないですよね。だからマニュアルも一

生懸命つくってはいるのですが、それでもなかなか伝わりにくいところがあって苦心をしています。 

これから市外から来た人、観光で来た人にももっといろいろと使ってもらいたいと思っていて、そういう

人たちにどのように伝えるかということも大事かと思っています。また、御年配の方は慣れないことも多

いから、そういう方にどのようにうまく伝えられるかということを考えていきたいです。 

（学生１５） 途中から参加したのですが、詳しく説明してくださって、よく分かりました。 

（藤井） そうですか。ありがとうございます。 

       皆さん、結構ポジティブな反応をいただきました。今後、この ARアプリは、観光物産協会と連携し

ながら活用できたらとは思っているので、引き続き頑張っていこうと思います。私は金沢にいるのです

が、その辺はうまく連携しながらいきたいと思っています。 

      今日は皆さんに ARを使っていただいて、本陣なんかは皆さんも恐らく初めて入られたと思うので、

非常に充実したフィールドワークになったかと思います。 

いただいた意見はまた今後につなげられたらと思います。ありがとうございました。 
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参加される方に、事前にアンケーで質問をいただきました。それをもとに解説してもらうという方法で

八杉先生にお願いをしました。草津市に 2つの歴史街道が通っていたということから、本日の第 1部

は、江戸時代の東海道が通っていた草津宿本陣付近を中心に街歩きを行いましたが、南草津駅、とり

わけ光泉カトリック高等学校の通学路になる南草津駅西口の東山道記念公園の辺りを加えて『2つの

歴史街道が通る草津市の魅力発見』というテーマで講話をお願いをしました。 

 

歴史というと好きな人と嫌いな人、それぞれあると思います。歴史というと何年に何があって、何年に何が

あってということを覚えなければいけないから嫌いだという人も多いのですが、今回は、アンケートの中でい

ろいろな質問をいただいておりますので、幾つかのお話をしていく中でその答えに突き当たる部分もあると

思いますのでお話をしていきたいと思います。 

 

   今回のテーマですが、東山道と東海道・中山

道と書きました。歴史街道という観点では「東山

道」と「東海道・中山道」では対象となる時代が

違います。「東山道」というのは成立が古代、律令

制の時代から存在するもので、「東海道」は、その

後中世から江戸時代までずっと続いています。 

中山道は江戸時代なって生まれてくる道筋です。 

 

江戸時代の街道 

江戸時代の街道、五街道は皆さん、言えますか。歴史で習いましたね。東海道、中山道、甲州街道、奥州街

道、日光街道ですが、今、教科書でどうなっていますか？街道となっていますか？道中になっているかと思う

のです。後でこのお話をしたいと思います。 

  

【研修】 

講話 2つの歴史街道（東山道・東海道）が紡ぐ草津市の魅力発見 

                                                     草津市街道交流館 館長 八杉 淳 

氏 

 

§１.はじめに 
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交通の要衝 

   近江というのは東から西へ行くのに絶対通らなければならないところです。違いますか？ 新幹線に乗っ

ても通りますね。それから名神高速道路も、最近できた新名神も。高速道路、新幹線を使わなくても東海道線

もそうです。というふうに考えると、非常に交通の要衝で重要な場所です。これが古くは東山道、江戸時代、

近世になると中山道、東海道が合流する、そういうポイントだということです。 

 絶対、近江を通らなければ行けないのかという話をすると、実は近江を通らないでも行けます。私も愛知県

の人に教えてもらったのですが、新幹線を名古屋で降りて近鉄電車に乗ったら京都も大阪も滋賀県を通らな

いで行けると言われたのです。でも全体の移動を考えると、近江というのは必ず通らなければいけないという

ことです。 

  さらに近江の中でも、真ん中に琵琶湖があるわけ

です。近江を横断する場合にどこを通るかというと、今

は琵琶湖大橋が通っていますけれども、北湖の広い場

所を通るのではなくて、一番狭まったところを通る。そ

れが一番利にかなっています。そこが南湖の瀬田川が

流れ出る口です。実際に見てみると、日本の国土軸と

いう東海道線、国道 1号、こういった主要な街道がわ

ずか 3キロほどの間に全部ここに集まっています。こ

の集まっているということが非常に重要で、東山道も

そうですし、中山道・東海道もやここを通らなければな

らなかったという自然の利があったわけです。こういう

ことから古くから交通の要衝と云われてきました。 

五街道のうち２つの街道が合流する地点 

江戸時代の五街道のうちの 2つの街道が合流する地点というのがまさしくこのまちづくりセンターのトン

ネルのところです。こういうところは全国にはほかにないのです。5つの街道の中には宿場が相当あるので

すが、その中での 2つの街道が合わさる唯一無二のところがここ、それから起点である日本橋、この 2つ。

ただ、中山道と甲州道中の合流点が下諏訪というところがあるのですが、非常に大きな街道が 2つ合わさ

るのはこの地点ということです。 

街道と道中の呼び方 

五街道は先ほど言いました東海道、中山道、日光道中、奥州道中、甲州道中ですが、街道（海道）というの

はいわゆる東海道のように海沿いを通る道筋を街道というのです。そうなると、日光道中、奥州道中、甲州道

中のような山の中を通る道は、海のない国を通るので街道ではなく道中だというようにと新井白石が 1716

年（享保元年）に進言したことによって幕府はこのように統一したということです。 

中山道の昔は“山”ににんべんがついた“仙“が使われていました。中山道はなぜ中山道というかというと、

古代の五畿七道東山道の真ん中ほどを通るので中山道と呼ぶことによって統一された。この字、にんべんが

ついた「仙」という字を書きますが、これは 1716年（享保元年）までは両方併用されていたようですけれど

も、一応 1716年（享保元年）には「山」という文字に統一されています。 

ただ、そこの道標、これから 100年ほどたって 1813年に建てられた道標ですけれども、にんべんが書

かれています。幕府が発した号令というのはなかなか徹底されていなかったということです。 
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Q. なぜ「草津」というの？ 

ざっと調べると、草津という地名は全国に 5

つぐらいあります。私たちの滋賀県の草津、

京都南インターチェンジをちょっと下がった

ところに鳥羽というところがあるのですが、

そこにも伏見区横大路草津、草津という地

名があります。それから広島県西区で、広島

市街から宮島のほうに行く途中に草津とい

う地名があります。それから、皆さんもよく御

存じの草津温泉、群馬県吾妻郡の草津町、

それから今は山形県の酒田市に合併されて

いますが、秋田県との境にある鳥海山の南側の麓のところに草津という地名があります。細かく調べていくと

もっとあるかも知れませんが大きくはこれぐらいです。 

Q.草津の「津」 

 「津」というのは港に由来する地名です。大津、今津、梅津、木津、保津といった、それから外海では直江津、

江津、泉大津もそうですし、そういうような港に関わりのある地名です。広島の草津というのは冬場カキで有

名な港があるところが草津です。それから伏見区の横大路というのは鴨川と桂川が合流したいわゆる川の

港、河岸に当たるところです。 

 では、草津は港なのかということです。質問にもありましたが、草津川は野洲川と同じように舟運があったの

かという質問が出ていましたけれども、実は草津川はほとんど水がありませんので、船は行き来しておりませ

んでした。だから港というのはちょっとどうかと思うのですが、これはちょっと置いておきまして、群馬県の草津

町と酒田市の草津、この 2つは山の中で川も何もない。何かというと、草津というのは温泉がボコボコと湧

いてきます。温泉というのは硫黄分の水が湧いてくる、臭い水、臭生水（くそうず）という語源からきているよ

うです。それから山形県の酒田の草津というのは、昭和初期に石油の産出が非常に盛んなところで、いわゆ

る石油が湧いてくるということで、大きく 2つの語源があります。 

 

 では、私たちの草津というのは港との関わりかということになるわけですが、はっきりと草津という名前が登

場してきたときの草津の場所というのはこの辺りだったのかどうかというのは明確ではないです。恐らく草津

市、もしくはもっと広い範囲の、草津、大津、瀬田川から野洲川辺りのどこかを草津といった。となると琵琶湖

との関わりなんかも出てくるのかとも思うのですが、実は明確な資料がない中で、大正時代の資料ですけれ

ども、『近江栗太郡志』という資料の中に、「陸路に種々（くさぐさ）の物資が集散する」、いわゆる陸のターミ

ナルだということが書いてあり、根拠としています。これが今のところ資料としてはこういう文献しかないの

で、現在の私たちの草津というのはこういう語源かと考えています。 

  

§２.くさつの謎解き 
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Q.渋川という地名は群馬県にもあり 

質問の中に、「渋川という地名は群馬県にもあると聞いたことがあるのですが、群馬県と滋賀県には関わ

りがあって親交の証として同じ名前にしたという仮説はありませんか？」と書いてありました。 

残念ながら、その語源は、あてはまらないように思います。 

先ほど言った群馬県の草津町の近くには大津もありますし、矢倉もあります。渋川という地名もあります。

やはり関係があるのかと思うのですが、一般に矢倉はいわゆる兵庫（へいこ）です。兵庫県の兵庫と書いて、

軍事物資を蓄えるところが矢倉です。渋川というのは川に由来して、金気（かなけ）のある川から来ている地

名と言われているのですが、ここは中世以来渋川氏という土豪がいたらしく、そこから来たのではないかと思

われます。 

 

Q.初めて草津というの地名が登場した時期は？ 

    草津というのが最初に登場するのは、今ちょうど大河ドラマでやっていますけれども、鎌倉時代、1299年

（正安元年）に一遍上人という遊行僧が各地を布教

して回るときに「近江国草津と申すところにおわせし

とき」というふうに、ここで初めて草津という地名が

出てきます。これまでこの辺りで出てくる地名という

のは、野路、矢橋という地名しか出てこない。ここで

初めて草津という地名が出てきます。大体 1299年

です。布教するということは人と人家がある程度集中

してあったと考えると、どこかこの辺りにそういう集落

があったのだろうと考えられます。 

 

【NOTE】  知っておきたい Q&A 
 

Q,草津市が誕生したのは、いつですか？ 

草津市は、1954年（昭和 29年）10月に栗太郡草津町・志津村・老上村・山田村・笠縫村・常盤村

の 1町 5村が合併により誕生しました。（人口 32,152人）。その後、1956年（昭和 31年）9月に栗

太郡栗東町大字渋川が草津市に編入され、現在に至っています。 

 

 

 

Ｑ．草津市民憲章に謳われている「古い歴史」とは、いつ頃のことを指しているのでしょうか 

  草津市民憲章が制定された昭和４２年 5月の広報くさつに「古い歴史にとけあった新しい文化をつくり、 

住みよいまちをきずくためにあたたかい心を持ち合って、ともにあすへの歩みを進めましょう」の解説が載

せられています。これによりますと、本市は数多くの文化財がある古いしきたり（歴史）とまち全体の進歩

との調和を図りながら、これからの草津市の進むべき道を示し、新しい文化づくりをすすめようとする意志

を表しています。このことから「古い歴史」とは、特定の時代や事象を起源とするものではなく、本市が積

み重ねてきた歴史のすべてを意味し、特定の時代を指すものではないとされています。                                      

（2022.9月定例議会の一般質問に対する答弁より） 

 

 草津市の総面積は 67．82平方キロメートル。令和２年の国勢調査で、人口は過去最高の 143,913人

で、前回の平成 27年調査から 5年間で 6,666人（4.9%）の増加、世帯数も過去最高の 66,944世帯

で、前回の国勢調査から 5年間で 6,720世帯(11.2%)の増加となっています。 
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（歴史街道に見られる道標） 

大路井（おちのい：今の大路地区）にある道標 

大路井のお寺の前に道標があります。これは江戸時代の東海道と

中山道の分岐点は草津川のトンネルのところです。1889年（明治

22年）に草津駅が大路井にでき、さらに明治になると自転車や人力

車が増えてくると、草津川は天井川で坂を上って川の中を越えていた

のですが、やはり面倒くさいのと、自転車や人力車は通りにくいので

トンネルを掘りましょうということで、１８８６年（明治 19年）に草津

川の下にマンポができました。マンポができて東海道がこのまま真っ

すぐ北へ行って、覚善寺というお寺のところで中山道と分岐して、国

道のほうに行く新道。本来東海道はここで右に曲がってもう少し行く

ところで草津川を歩いて越えていたわけですけれども、ここまま行く

と、草津川の中を越えなくていいということで、こういう形に変わった。

そのときに建てられた道標がこれです。1886年（明治 19年）の道

標です。 

草津マンポの入口 

草津は、東海道と中山道の分岐点でありましたが、草津

川は、旅の通過点のひとつとしてよく知られていました。「右

東海道いせみち 左中仙道美のぢ」と刻まれた道標が建つ

この地は、東海道と中山道のまさに分岐・合流地点。かつて

草津宿の追分見付と呼ばれていたこの地に、街道を往来す

る諸国定飛脚の宰領中から寄進された火袋付きの常夜灯

が今に残されています。 

 

 

 

 

 

 

 

草津川マンポ（昭和３８年） 
明治１９年に完成したマンポが昭和３９年に

改修されるまでの間、実に８０年にわたって

使われていた。現在のトンネルより空間は

狭く暗く、長く感じるものであった。 

現在の草津川マンポ 

壁画には、上の広重の浮世絵「草津川の

渡し」などが描かれている。 

§３.歴史の名残り 
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矢倉の道標 

「急がば回れ」の語源になったのがここで、ここ（矢倉）

に道標が立っていますけれども、ここで東海道（左）に行く

のが本筋です。こっち（右）へ行くのが矢橋道で、「瀬田へ

行くか、矢橋に行くか、ここが思案のうばがもち」と俗謡に

言われたように、ここでうばがもちを食べながらどっちに行

こうかと考えたのです。 

質問の中に、こっち（東海道）のほうがどうも脇道のよう

に書かれていましたけれども、あくまでも東海道が本筋で

す。だから参勤交代の大名なんかは必ず勢多(瀬田)橋、そ

れともう一つは、飛脚も遠回りであっても絶対東海道、勢多

橋を渡っていきます。矢橋の舟には乗りません。舟が沈ん

だら手紙が届けられないので安全なほうを通ります。 

    （右 ARアプリ「マチアルキ」の制作グリープより） 

矢橋の帰帆 

  矢橋は、矢倉の道標から西側にある琵琶湖

に面したところで、ここから舟に乗って大津の、

ちょうど『びわ湖ホール』の辺りに渡る船着場

があったところです。 

舟は個人営業だったのか、どれぐらいあったの

かという質問がありましたのでお答えします

と、1759年（宝暦９年）に矢橋には 32艘の       

舟があり、舟は個人持ちです。営業は、舟株という鑑札がなければできないというきまりとなっていました。 

ここでは、お客さんをたくさん取らないといけないので、舟を港につけるときに順番をどうするかということ

で相当争いごとがあったようです。 

近江八景の一つ「矢橋の帰帆」として知られる矢橋は、古代から近世を通じ琵琶湖の代表的な渡船または渡し

として栄えた名所。現在は遺跡公園として復元され、脇にたたずむ弘化 3（1846）年建立の常夜灯とともに在り

し日の面影を今に伝えています。                                      

 

【NOTE】 矢橋港 

 

 

 

 

 

矢橋は、万葉の時代（約 1400年前）から「矢橋の浜」として、対岸の大

津と行き来する港が開かれていました。 

『急がばまわれ』という有名なことわざは「武士（もののぶ）の矢走（やば

せ）の舟は はやくとも 急がば回れ 勢多の長橋」という古歌から生まれまし

た。この歌に対し「勢多に回れば三里の回り ござれ矢橋の舟にのろ」という

歌があります ～ 生きるこころ 歩むすがたより （発行 草津市教育委員会） ～ 
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宿場町のはたらき 

 宿場はこの東海道が整備された

1601年（慶長 6年）にできたというこ

とですし、それから宿場というのは今見

ていただいた本陣という形の泊まるとい

う働きと荷物を継ぎ立てるという働き、こ

の 2つがそろって初めて宿場です。こち

らだけでは宿場とは言いません。 

 このような宿場町が 1601年（慶長 6

年）に整備されてくるのですが、荷物を

継ぎ立てるというのは、いわゆるリレーシ

ステムが確立されるということで、草津

宿が運ぶ荷物は石部宿まで、石部宿で継ぎ立てて水口宿までというリレーで、いわゆる古代からの継立制と

いう、駅伝の制という形が取られる。正月の 2日、3日にやる箱根駅伝ということはこういうシステムで行わ

れているということです。 

 

Q.草津宿で働いていた人たち 

草津宿ではどれぐらいの人が働いていたのかとか、どこから働きにきていたのかという質問がありました。

原則、働くのは宿場の人だけです。当地では、よそに働きに出るということは通常はなかった。ただ、宿場とい

うのは、先ほど荷物を継ぎ立てるために馬や人足で荷物を運んでいくのですが、宿場の馬だけで足りないと

きは、最初は草津宿を中心に 2km圏内の村々に馬を持って手伝いを頼む。さらに荷物が増えてくると 4キ

ロ圏内まで広げて手伝いを頼む。も

っと荷物が増えてくると、これより広

げていかなければいけないのです

が、これより広げると、同じように石部

宿のほうからも広がってきているの

で、この辺が重なります。 

遠いから嫌だとなった場合、次にど

こに人材を求めるかというと、東海道

や中山道のない湖北のほうの村に、

荷物を運ぶのを手伝いなさいと課せられた。草津宿の場合、幕末になるとかなり複雑な事情がありました。

草津村というのは膳所藩の所領ですが、膳所藩のいわゆる飛び地の領地が河内の泉大津のほうにあって、

そこの村にまで荷物を運びなさいというふうな負担がかけられた。絶対来られないわけです。そうなるとお金

を出して、お金で納める。宿に人馬を出すというシステムは税の負担ですから、お金をもらったらやろうかとい

う人がこの近々でも出てくる。そのような状態に変化をしました。 

それから宿場にはどれぐらいの家があったかということも聞かれていましたけれども、500軒余りで人数

が大体 2,190人、2,200人ぐらいで、江戸時代を通じてほとんどがこれぐらいの人数です。人が住んでい

たのはほとんどがこの街道に沿ったこの周辺だけです。 
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Ｑ．草津川はいつごろから天井川になったの？ 

 草津川だけではなく、天井川になる要素

として大きく 2つぐらい原則があります。 

一つは流路が固定されること。川はどこ

を流れても良いとするのであれば別に堤

防をつくらなくても良いので、堤防が高く

なっていく必要がないわけですが、大体今

から 1200年余り前の条里制によって田

んぼを明確に固定していくために流路を

固定する。この辺りの河川というのは条里

制の正方形の東西の四角に沿って流れていきます。 

 もう一つは、流路が短いとのが天井川になりやすいということです。野洲川も本当は天井川です、旧河川。

南草津を流れるの狼川もそうですし、今、低平地河川化されている光泉高校のすぐ近くの十禅寺川、あの辺

りも全部天井川です。それが江戸時代ぐらいに相当高くなってきたということです。 

これが江戸時代の浮世絵に書いてありまして、 

草津川と草津宿のこの辺りの家並みの屋根を描いていま

す。これが東西に流れる草津川の流路です。小高いとこ路は

堤防ではなく手前側が堤防です。ここが切り通しになって、そ

の部分を渡っているという形です。どのようにして渡っていた

かというと、水がないので歩いてぼそぼそとした橋をかけて

渡っていたようです。 

和宮様の通行のときにどうやって渡ったのかという質

問がありました。そのときは全面的に板橋がかけられて渡っ

ていたということです。 

 

Ｑ．うばが餅はくさつの名物ですね 

近江源氏の流れをくむ佐々木義賢が滅ぼされたときに、乳母が街道

筋で餅を売って子供を育てたということが最初だと言われています。                       

（諸説あり） 

当時のうばがもちの

形が明治初期の浮世

絵に描かれているので

すが、上製がこんな感

じ、下製がこんな感じ

です。今のようにお乳

の形をしたうばがもち

ではありませんでした。 

木曾街道六十九次之内、草津追分 
（伊勢利版）歌川広重画 

草津川の徒歩（かち）渡しを描いたもの 

ARアプリ『マチアルキ』の画像 
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誤記七道 

古代律令制の時代に『五畿七道』とい

う、今でいう近畿地方とか、東北地方と

か、地域名で、中心となっていた畿内と、

それ以外のところ、各国を 7つに分けら

れていました。東山道は、都から近江を通

って近江から東北のほうへ行くエリアを全

て東山道といったのです。そこを通る主要

街道を東山道といった。だから山陽道の

瀬戸内海沿いの国は山陽道ですけれど

も、ここのメイン街道が山陽道であるとい

うことです。 

   ちょっと話がそれますけれども、なぜ

近江というのか御存じですか。都に近い

湖だから近江です。これに対し、遠江と

いうのがあります。駿河の国だったとこ

ろですが、都から遠い湖の浜名湖があ

るところが遠江です。もっと言うと、越

前・越中・越後とか、備前・備中・備後、

前・中・後、都から近いところから前・

中・後ろ、順番に遠くなっていく。そうい

う法則で名前がつけられています。 

古代歴史街道跡の手がかり 

    近世の街道は、今日、歩いていただいたように道が残っているので、明確にどの辺りかというのが分かり

ますが、古代の街道は、ここの東山道（近江の国）を通るのに、奈良の都を出て、近江の国府である瀬田を

通って、瀬田から今でいう南草津の辺りを抜けていったとされています。そして、南草津の辺りで、古代の東

海道と東山道が分かれて東へ向かっていったと推定されていますが、実際のところ、古代の街道というの

は明確なルートが分っておりません。 

近年になって、南草津の近くのプリムタウンという

住宅開発の際に発掘調査があり、そこから遺構が出

てきたことによって、これだけの道幅でこういう街道

が・・・と、掘ったところだけは明確に分かるわけで

す。それを延長線上に延ばしていくと、ここを通って

いたのだろうという推測です。だから古代の街道が

通っていたルートを明確に確定するというのは非常

に困難な作業となります。 

 

 

§４. 古代歴史街道を探る 
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もう一つ手がかりとなるのは、この正方形の、ちょっと難しいのですが、平安時代に

つくられた条里制があります。この条里に沿うとか沿わないという方向性が一つ作用

してくるのです。質問にも書いてありましたが、これも、実際に発掘が進んでいかない

と分かりません。 

 

 

 

 

 
 

【NOTE】 古代歴史街道との結びつき 

古道「矢橋道」 

 

 

 

矢橋道の道脇に建つ３本の道標 

 

 

近江八景 

 

 

 

 

 

 

 

  

条里制（じょうりせい）は、日本において、古代から中世後期にかけて行われ

た土地区画（管理）制度である。ある範囲の土地を 1 町（約 109m）間隔で

直角に交わる平行線（方格線）により正方形に区分するという特徴がある                          

大津への近道として旅人の往来で賑わったと伝えられる古道「矢橋道」があり、その道沿いに神社「道の神猿田彦」

があります。またプリムタウンの遺跡の先には治田神社がありその近くには２つの古墳がみられます。はっきりといえま

せんが、おおまかな東山道のルートに結びつくかも知れません 

「近江八景」は、中国の「瀟湘八景図」（北宋時代成立）になぞらえて、湖南の美しい景色の８ケ所を選んだもので

す。江戸時代後期の歌川（安藤）広重の描いた近江八景の作品によって全国的に知れ渡りました。 

矢橋帰帆
やばせのきはん

 

瀬田夕照
せたのゆうしょう

 

唐崎夜雨
から さきのや う

 

比良慕雪
ひ ら の ぼ せ つ

 

三井晩鐘
みいのばんしょう

 

粟津晴嵐
あわづのせいらん

 

石山秋月
いしやまのしゅうげつ

 

堅田落雁
かたたのらくがん

 

歴史ある「近江八景」にちなんで、現在の琵琶湖の美しい景色を選んだ「琵琶湖八景」があります。これは、江戸

時代に選定された近江八景が湖南の地域に限定されていることや、その後の変容が著しい地を鑑み日本最初の国

定公園指定後の１９５０年に新しく選定された ①夕陽・瀬田石山の清流➁煙雨・比叡の樹林 ③涼風・雄松崎の

白汀 ④暁霧・海津大崎の岩礁 ⑤新雪・賤ヶ岳の大観 ⑥月明・彦根の古城 ⑦春色・安土八幡の水郷 ⑧深緑・

竹生島の沈影の 8景をいいます。 

古代矢橋道の道標には、「山田あしうら道」「あなむら道」と刻字され、矢橋から山田、穴村、芦浦、金森（現守

山市）を経て守山宿に達する古道の起点でした。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E4%B8%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BA_(%E5%8D%98%E4%BD%8D)
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戦国武将が注目した大津・草津の地 

先ほど近江というのは交通の要衝で、瀬田川

の瀬田橋辺りが重要だということを述べました。

これは古代からずっと変わりませんが、大津・草

津の地を最も早くに注目したのは織田信長で

す。信長は、足利義昭の最後の将軍を奉じて京

都に上洛し、義昭が将軍職に就いたときに、その

褒美として欲しいものをあげようと言われた。そ

のときに、和泉の堺と近江の大津・草津を自分

の支配下に置くことを望んだといわれています。   

大津と草津は、瀬田川を押さえることが非常に重要であるということに目をつけて、信長は早くに草津を注

目していたということです。 

 

秀吉も同じことです。家康も 1600年（慶長 5年）9月 15日に関ケ原の合戦に勝利して、2日後に、家

康は草津の、このときは草津村といって明確に草津川の辺りですけれども、ここを自分の支配下に入れると

いうことを、禁制という資料が出てきたことによって、明確に掌中に入れたということがわかります。 

 

五街道のうち東海道・中山道は、家康が幕府を開く前に整備をしている。これはどういうことかというと、当

時は戦国大名が自分の領国内では街道を整備していましたが、むしろ全国的な街道を整備することによって

自由に往来ができ、天下を統一できるというようなイメージを持ったということです。 

そして、こういう街道が出来てくるということです。 
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Q.南草津駅東山道記念公園の名前の由来 

「みなくさまつり」の主会場として知られている JR南草津駅西口の公園を『南草津駅東山道記念公園』

といいます。プリムタウンの発掘調査で東山道の遺構が出てきたこと、また、今は、『やわらぎ苑』の施設はあ

りませんが、駅前のところに『やわらぎ苑』の関係の調査のときに発掘調査があり、その辺りから野路にあっ

た岡田の駅という遺構があったので、東山道の道筋があったと推定されています。ですが、ここを通っていた

と明確に断定できる根拠にはなり得ない。その辺りが非常に難しい部分です。しかし、このような記録から、

東山道が今の JR南草津よりも西側を通っていたということは事実だという判断を踏まえて記念公園と名付

けられているということです。 

 

 

【NOTE】 

東海道記念公園 

所在地：滋賀県草津市野路町片原 3034  

JR東海道線（琵琶湖線）南草津駅（通称：

みなくさ）西口前に広がる公園。 

かつてこの地には、近畿と東国を結ぶ幹線

路の東山道（とうさんどう）が通っていた場所

であり、東山道の駅宿「野路岡田遺跡」が発

掘された場所としても話題になった。その東

山道という道路を偲んでこの名前が付けられ

た。          （右写真：㈱ココロマチ HPより） 

東山道記念公園の石標 

東山道沿いにあった野路宿駅(野路岡田遺跡)発見 

 平安・鎌倉時代の「東山道」沿いには当時の宿駅として重要な位置

にありました。この集落の南はずれの旧東海道沿いに諸国六玉川の

一つ「野路の玉川古跡」があり、平安・室町時代の和歌にしばしば登

場し、人々の耳目を集めた名所で、萩の名所

だったことから「萩の玉川」とも称され、東海

道を行く旅人の憩いの場でもあった名跡の

面影を今日まで伝えています。 

（野路町ホームページより） 

 

現在は、“みなくさまつり”の主会場 

 
 

  

http://noji-city.com/files/libs/2088/201912251443578186.jpg
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駅は、人々の生活文化を大きく変えてきまし

た。これは JR南草津駅が出来る前の周辺地

図です。この池のところに南草津駅ができた

ということです。 

  駅ができた頃は何もないです。草津市が課

題のひとつにしている観光の拠点づくりがあ

りますが、まちの姿を残していくことによって草

津の歴史的特性を保存することや、言い伝え

からまちの良さを再発見したり草津のまちの

奥深さを知っていくことにつながります。学習もそのひとつで、「住んでいるまちを知ろう」という気持ちが広

がり、多くの市民が市内の諸地域を訪れるようになれば、観光の下支えとなる土壌ができていくように思いま

す。そして、市外の人からも訪ねてきてもらうというステップへと、発信ツールを含めた発信の方法を、今後考

えていかなければならないのではないかと思っています。 

 

   

Q.草津の花・アオバナ 

   1点だけ、今回の質問の中に、アオバナのことがありました。読んでみますと、「草津の花であるアオバナ

は午後には縮んでしまったり染料といっても下絵用だったりあまりいい意味は無さそうに感じるが、なぜ市

の花に選んだのか」これは歴史ではないのですが、ちょっと私もアオバナというものが観賞用と思っていた

のですが、こういうところに使われている花が市の花になったのか？という内容を目にしました。 

元々の草津の市の花は違ったみたいですけれども、何か特色のあるものということで、江戸時代の最初

「毛吹草」という文献に初めてアオバナという紙、友禅の下絵に使うんですけど、そういうものがここの特産

であったということが出てきます。実は草津を中心とした旧栗太郡一体で栽培されていてアオバナがつくられ

ていて出荷されていた。よその地域にはなかったという特色も含めて草津市の花にしたらどうかというような

ことで市の花に制定されたのだろうと思っています。 

Q.有名な道標はどれ？ 

有名という考え方で順位をつけるということは、ご勘弁ください。 

草津市は、次の４基の道標を指定文化財（有形民俗）に指定しています。 

 呼 称 設置場所 銘文（書かれていることば） 構 造 建立時期 

１ 旧追分道標 
草津４丁目 

立木神社 

「みぎハたうかいどういせみち 

  ひだりハ中せんだうた加みち」 
石造り 江戸（延宝８） 

２ 横町道標 草津１丁目 
「右金勝志がらき道 

  左東海道いせ道」 
石造り 江戸（文化 13） 

３ 矢倉道標 矢倉 2丁目 
「右や者せ道 

  これより廿五丁大津へ船わたし」 
石造り 江戸（寛政 10） 

４ 追分道標 草津１丁目 
「右東海道いせみち 

  左中仙道美のじ」 
石造り 江戸（文化 13） 

§５. JR南草津駅周辺のまちの変貌 

 

§６. もの知りコーナー 
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【追録】  アンケートのQ&A 

本編は、光泉カトリック高等学校の参加者の方々から事前アンケート形式で頂いた質問で、講話の話題に載ら

なかった部分を八杉先生にお尋ねしました。 

1. 歴史街道に関する内容 

Q1. 草津から東への往来は、東海道か中山道の、どちらが多かったのでしょうか？通行人や通行量（荷物

の運搬等）を江戸に幕府が開かれる前の時代（室町や鎌倉、平安時代等）と後の時代の傾向を教えて

ください。 

     江戸時代には、参勤交代など公用の通行は東海道の方が通行量は多かったようです。江戸時代以

前の通行に関しても、東海道を利用する場合が多かったようですが、この時期の東海道は、東山道、

のちの中山道ルートにあたります。 
 

 Q2.北国から京都や大坂等の上方に運ぶ荷物は、長浜あたりから琵琶湖を大津まで船で運ぶことが多か

ったと聞いたことがあります。草津川や野洲川は、船で荷物を運ぶことはされていなかったのですか？ 

     江戸時代に日本海から山陰沖を通り、赤間関（下関）を回って大坂へ至る西回り航路が開かれる

以前は、敦賀や小浜で陸揚げされた物資が、陸路今津や海津へ運ばれ、また東国からの物資は長浜

や米原の港へ運ばれて、そこから船で大津へと輸送されていました。 

     甲賀地域からの年貢米などは野洲川の水運を利用して琵琶湖岸の港へ運ばれ、湖上の船に積み

替えて大津へと運ばれていました。草津川は、平時ほとんど水がなく、舟運はありませんでした。 
 

Q3. 茶店というのは、街道の宿場毎にあったのですか？ 

      茶店というのは、街道沿いの宿場と宿場の間に設けられ、旅人が杖を立てて休んだことから、立場

と呼ばれていました。草津の周辺では、矢倉にうばがもちやの茶店があり、歌川広重の浮世絵などに

も描かれています。草津市内では、うばがもちやのほか、東海道の狼川の傍に「大亀茶屋」があったと

記す道中案内記などもあります。 
 

Q4.江戸時代に整備された矢倉から瀬田大橋を結ぶ街道は、今でいうバイパスのようなものですか？ 

     矢倉から野路、南笠を経て月輪や一里山、橋本を通って瀬田橋を渡るルートが東海道の本道です。

矢倉で分かれて矢橋港へ至り、船で大津へ渡るルートが、いわばバイパスにあたりますが、旅人は

「矢橋の渡し」としてよく利用していました。 

 

Q5. 矢橋には、漁業をされている人たちはおられなかったのでしょうか？ 

       矢橋をはじめ、湖辺の村々では、農業とともに漁業を生業としていた人々もいました。 
 

Q6. 矢橋から船が大津まで出ていたということは、今でいう船運業があった、それをなりわいにされてい

た人々がおられたということですよね？今でいうと何社くらいあったのでしょうか？それともそれぞれ個

人経営だったのでしょうか？朝廷や幕府等から営業許可をもらってされていたのでしょうか？ 

     矢橋の船持ちたちは個人で渡しに携わっていました。ただ、誰もが渡しの営業に携われるわけでは

なく、営業の許可にあたる船株が与えられていました。当然、株を与えられた者は、税を納めることと

なっていました。 
 

  Q7.近江は合戦の場でありながら、戦国時代に草津が合戦の場となった史実はありますか？ 

     ・にらみ合いの場であったのでしょうか？  

       草津市域では、大きな戦乱の場となったことはありませんが、古代や中世には幾度か戦乱の場とな

ったことがあります。 
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2. 史実に関する内容 

Q1. 草津川が、はっきりとした天井川の形態になったのは、いつの時代のころですか？ 

       天井川化が進んで時期については、いつと明確に言えるわけではありませんが、長い年月をかけ

て徐々に進んで、江戸時代に歌川広重が浮世絵に描いているころには、典型的な天井川のすがたに

なったと考えられます。天井川化が進んだ要因としては、流路が固定されたこと、上流に花崗岩質の

地質が存在して雨などによって浸食され流れやすいこと、さらに流路が短く河床に堆積しやすいこと

などが考えられます。 
 

  Q２.本陣から草津まんぽの入口にある道標は、なんと呼べばいいのですか？ 

       東海道の中山道の分岐点で、分岐点を追分と呼んだので、「草津追分道標」と呼んでいます。 
 

Q３. 江戸時代の商家は、どのような商いをされていましたか？今、も続いている商家は草津に何軒くらい

ありますか？ 

     草津宿の商家としては、旅人相手の旅籠（旅館）や煮売茶屋（食堂）などと、近郷の村々相手の生

活用品を商うケースです。今続いている商家としては、数軒残るのみです。 
 

Q４. 南笠に、古墳塚がありますが、東山道の道筋にあったと考えられますか？ 

       古墳塚に関しては東山道沿いとは限っていませんが、幹線道路が通過していたことで、重要性を帯

びた位置に築造されたと考えられます。 
 

Q5.古代の集落はどのように他の集落とつながっていたのでしょうか？ 

     集落間は生活の道が通り、日常の生活に必要な移動に用いられていました。また、東山道などの幹

線道へ生活の道はつながっており、広域的な移動の場合は幹線道などを用いていました。 
 

Q６.草津市は川で区切られていたと聞きますが、川が多すぎることによって雨の日に氾濫などで困ったと

いう過去はありましたか？ 

     草津市域の河川は天井川の形態が多く、ひとたび水が出ると一気に流れることから、氾濫すること

も多かったようです。したがって、江戸時代の記録などにも、河川が氾濫したという記録があります。 

３． その他 

Q１．.JR 草津駅は、東海道線と草津線の分岐点ですが、蒸気機関車の向きを変える転車台も草津線を

蒸気機関車が走っていた頃はあったのですか？あったのなら、どのあたりにあったのですか？ 

     蒸気機関車の転車台は、現在の近鉄百貨店の北側あたりにあったようです。草津線が電化される

までは残っていたようです。 
 

Q２.立木神社について、木は普通立っているものなのになぜ立木なのか。 

花や木はたれてるのではなく日に当たってすくすく育つ方が良く、その為には誰かが植えて立たせな

いといけないから？という仮説はいかがでしょうか？ 

     立木神社は武甕槌命 (たけみかづちのみこと)が常陸国（ひたちのくに）の鹿島神宮を出発し、白鹿に乗

って春日神社に行く途中、この地に立ち寄り持っていた柿の木の杖を地面に刺したところ、柿の木が生っ

た状態で根付いて立木になり、御神木となったことから立木神社と名付けられました。  

（ARアプリ『マチアルキ』制作グループの資料より） 
 

Q３．太田酒造がブランドとして地域に知られるようになったのはいつごろからですか 

       江戸の初期、道灌公の末流太田若狭守正長が越前福井藩から海道の要衝近江の草津に移り、代々関

守をつとめてまいりましたが、その後この宿場で酒造りを始め、遠祖の名に因んだ清酒「道灌」は東海道

や中山道を往来する人々に、これぞ天下の銘酒と賞味されてまいりました。         （太田酒造 HP より） 
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（藤井） “みんなで考えてみよう”というコーナーを担当いたします。藤井と申します、宜しくお願いします。 

  本日は、街道文化が都市に発展していった

“草津ならでは”の良いところと悪いところ

を踏まえて未来を展望してみようという命題

をいただきました。 

都市化というと、昔ながらのものがそのま

ま残っているよりは、近代化が進んでいく方

向をめざす傾向が強くします。そこには、良

い面も当然あるだろうし、悪い面もあります。 

 

そういった文脈で考えたときに、皆さんが率直に思われるようなことがあったらまず聞いてみたいと思 

います。それからこのあたりのことを八杉さんと一浦さんに話を聞いて、進めてみたいと思います。 

 

Q.今日歩いていて街道という感じがしましたか？  

（発言１） 景観的にはちょっと一個入った感というのがあって、京都ほど   

の感じではないですけれども、なんとなく雰囲気は感じていました。 

（藤井） ほかのまちとは違う感じがあったということ。なるほど。 

今のそれはちょっと貴重な意見というか、草津に何回も来ていると  

地元にいる者は何か自信がないというか、残っていないのではないか  

と思うこともあるけれども、初めて来てみるとほかと雰囲気が違う感じ 

もあったという意見ですね。ほかにはどうですか。 

Q.歴史の残し方について 

（発言２） 微妙に残っているところと残っていないところがある。また、残すなら残すで一部だけ残して、ここ

から歴史が現在につながっていくようになっていれば関心を持ってもらえる。 

（藤井） なるほど。あるいは部分的に残っているようなところをうまく見つけてあげたりして、取り上げて、そ

こを起点にイメージを広げていくようなやり方もあるかもしれないですね。 

（藤井） 八杉さんからするとこの辺はどのように考えておられるのでしょうか。 

（八杉） どうですかね。今、コロナ禍で、お客さんは少ないですが、関東辺りから来られると比較的町並みが

残っているなとおっしゃる方があります。私等からしたら、「え？」という感じで驚きますね。 

 一つの都市という考え方では、やはり京都や大阪に近過ぎるという。要は独立した都市になりにくいと

いう部分もあって、なかなか一つのまちで完結していない。そうなると結局住宅化してしまっているような

ことになっているのではないかと感じます。 

  

【ワークショップ】 みんなで考えてみよう 草津市の未来展望 

街道文化と草津市に人が集まる訳（わけ） 

コーディネーター  ひと・まち・未来研究塾『つながり』塾長  藤井 健史 
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Q.駅を中心にマンション建設や住宅開発が進んだことについて・・・ 

（藤井） ここ最近は、次の子育て世代が増えているような話にもつながります

が、マンションなども増えていますね。結構、今も大きいのを建てていたりし

て。この辺りはやはり人気なのですか。 

（一浦） 都市計画窓口としては、担当している部署（建築指導課）で、その場所

には、「こういうものが建てられます」「こういうものは建てられません」とい

う規制を設けています。 

特に市街地区域、とりわけ駅前の近くのところ（実は、先ほどの本陣のと

ころは一方で商業地域ということで、商業は赤色と言っているんですけど）

は、比較的何でも建てられる、マンションでもいろいろなものが建てられるよ

うなエリアになっていますので、歴史を残そうという考えもありながら土地利用上ではいろいろなことが

できます。 

私ども都市計画部は、本日、皆さんが見ていただいた、本陣、本陣の一部でも残したらということで、

周りの 140mの道路の無電柱化、電柱をなくそうという事業です。私も都市計画課から 6年、7年ず

っと関わっていますけれども、ようやくやっと動いて、来年からようやく工事が始まります。 

    議会から、「歴史を残すのか、まちづくりでどんどん開発を進めるのか、どちらなのか」という質問をい

ただいています。非常に難しいです。要は、何もすることがなかったら必然的に歴史や景観は守られてい

くという考えがありますが、一方で民間の需要で、マンションを建てて売るといった時代の流れにどう対

応していくかが、今後の草津市のまちづくりを進めていくうえで大きな課題のひとつに思います。 

 

まとめ  

（藤井） 人口減少の時代に、草津市は、まだこれだけ人気があるというのは、それはそれで市としては一つ

の強みではあると思うので、先ほどしゃべっていたことや、関東から来られた方の話を聞いていると、自

分たちが思っている以上に、「拾って、ちゃんと磨き上げればうまくやれる可能性はある」という話を聞い

ていてすごく勇気をもらえました。 

 マンションなどもできていますが、それに伴って新しい人が入ってくるわけです。そういう人たちと街

道文化や草津ならではの良さみたいなことを分かち合っていきたいと思うし、話を聞いていたら、そのた

めにできることは、まだまだあり、うまく磨き上げればできそうなことが発見できるのではないかと思いま

した。 

     （歴史的価値を）伸長させるのか、残すのかというのは非常に難しい問題という話がありましたけれど

も、どちらかを選ぶということではなく、うまくバランスを取りながらというか、両立させながらできる方法

を皆で考えることが流れとして無理がない方向でしょう。マンションを建てることに反対するとかそういう

簡単な話ではなく、新しい人も含めて街道文化について皆で考えていけるようなことをこれからもつな

げていけたらいいのかと思いました。 

もっと多くの意見を聞かせていただきたかったのですが、時間の関係で叶いませんでした。また、こ

のような機会を持たせていただければ、喜んで参加させていただきます。ありがとうございました。 
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第３部 市政情報学習会 
 

   

 

 

 

  

 役所というか行政は、当然まちづくりを進める上でいろいろな計画を立てて、計画に

基づいて進めていきます。その計画をつくるときには、市民や議員さん達の御意見を頂

きながら決めるということが大事なルールになっています。 

 資料を 1枚めくっていただきますと、総合計画というのがあります。ここでは 10年先 

の草津市をどのようなまちにしていくのかという計画をつくっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右は、「基本計画」の“都市計画マスタープラン”です。 

「核」と書いてありますが、将来のまちの構造として地域の持つ特色を

「観光レクレーション拠点」「にぎわい拠点」「学術・広域連携拠点」と

し、その強みを伸ばして行こういこういうこと。例えばにぎわい拠点の

草津駅周辺では、景観を生かしたり、今の中心市街地をどう活性化し

ていくのかを視点に置いた令和 5年度までの中期計画（第１期計画）

を立てています。 

 

 

 

 

 

 

講話 滋賀県（草津市）の南の玄関口構想 ～その１～ 

 地域の活性化を図るための計画づくり 
草津市都市計画部 副部長 一浦 辰己  

 

将来都市構造図（核） 

草津市 HPより 
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拠点整備の計画事例 

  観光レクレーション拠点では、『琵琶湖博物館』と『水生植物公園みずの森』の間に 9ヘクタールの土地

を、平成 31年に水資源機構から購入していますが、ここを民間の活力を注入していただこうとして一度度

公募をしましたが、お手を挙げていただくところなく、セールスプロモーションということで、東京方面にも出

かけて企業さんの誘致をしているというところです。 

 

光泉カトリック高等学校のみなさんが利用されている南草津駅は、平成 6年に立命館大学の開学に併せ

て駅ができててから、30年近くなるのですが、25年過ぎた頃を契機として令和 3年 10月に南草津ビジョ

ンが出来ています。特にプリムタウンや志津地域の住宅開発に伴う、人口増の対応、直近で言いますと、昨

年、一昨年と、いろいろな公共交通の利便性を高めるための社会実験を受けて、南草津駅周辺のしつらえを

検討中です。 また、今、南草津駅西口でマンションを建てておられると思いますが、その横に駐輪場が不足

するという予測のもとに駐輪場をつくる計画も進めています。 

南の玄関口となる舞台 

テーマをいただいた『滋賀県（草津市）の南の玄関口構想』の

舞台は、草津市南部エリア（名神高速道路の草津 PA(パーキン

グエリア)と山手幹線が並行して走っている琵琶湖文化公園都市

と立命館大学あたり）で、ここは滋賀県が所有する土地が多くを

占めているところです。 

  ここには、３つの大学や病院と医療施設さらには滋賀県の福祉

施設や文化・スポーツが集約しているところです。草津市の第６次

総合計画で「学術・広域連携拠点」に位置付けをしています。先

の講和でお話があった歴史街道（東海道・中山道）の分岐・交流

点に代わるような拠点として、新名神と名神の高速道路や国道１

号、京滋バイパス、山手幹線を視野に入れた交通結節点としての

機能を高めるとともに滋賀県（草津市）の玄関口となる拠点整備

を進めていこうとするものです。資料には、草津 PA周辺の現状

を載せてあります。今の国道 1号線の交通緩和と京阪神への新たなルートとなった京滋バイパスに加えて

新たな国道（通称山手幹線）が通っていますが、令和 6年の国スポ・障スポを見据えて上砥山から岡本に

伸ばされ水口方面へのバイパス道路の工事がすすんでいます。点線で書いています。また、新名神高速道路

は草津・田上で名神高速道路とつながっていますが大津（田上）から城陽を抜けて高槻へ行ける新たなルー

トが令和 7年にはつながってきます。 

草津 PA と連携した広域交通連接点（モーダルコネクト） 

PA(パーキングエリア)と SA（サービスエリア）の違いはガソリンスタンドと食堂があるかどうかが目安と

されていた時期はあるましたが、今は、そのような判断はあてはまらなくなりました。草津 PAはガソリンスタ

ンドもあって実質 PA というよりサービスエリア的な役割があります。高校生のかたはあまり立ち寄らなれな

いと思いますが、車に乗ってあそこを通りますと、結構混雑で渋滞もありますので、NEXCOさんのほうもここ

を解消したいと、ここの拡張を考えておられます。この構想と併せて、ここを一つまちづくりの拠点にして、にぎ

わい拠点をつくっていこうと令和元年度からいろいろと検討を進めてきました。 
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 具体的には、令和元年度から令和 3年度にかけて、県、市、NEXCOさん、国交省さんと勉強会を立ち上

げました。研究をする中で、名神高速道路の高速バスが 1日 380台とか 350台走っているので、そこに

交通結節点をつくることで、PAから北陸も行けるし、四国も行けるし、好きなところに行けるのバスターミナ

ル拠点などの広域的交通連接点や地域振興機能のイメージができてきました。 

びわこ文化公園活性化ビジョン 

もう一枚めくっていただきますと、びわこ文化公園都市の図があります。これは立命館大学や龍谷大学の

あるエリアを含みますが、滋賀県で平成 24年 8月にびわこ文化公園活性化ビジョンをたてて、この辺の活

性化の 10年計画を作成されました。10年たって、新しくびわこ文化公園都市ウェルビーイングと CO2ネッ

トゼロモデル地域を加えたビジョンの見直しをされています。 

この中で、利便性の向上やアクセス改善の検討、草津 PA と連携した拠点整備の整備の方向があり、草

津市としても、県と一緒になってびわこ文化公園活性化ビジョンと利便性の向上に取り組んでいます。 

広域的な災害支援の集結拠点 

草津 PAは防災駐車場という位置づけがされており、近畿や京都へ救援隊が向かうのに混乱が生じさせ

ないために、ここに一旦集結する拠点の検討が進んでいます。 

県の活性化基本構想に併せた市の施策 

この 3つの機能（モーダルコネクト・びわこ文化公園都 

市・防災機能）をしっかりと位置づけて、ICTなどの新しい 

技術を活用しながら上手くにぎわい拠点をつくっていこう 

と、市は今年度から市民の皆さんとともに考える場づくりを 

進め、今年度、草津 PAに連携した「滋賀県南部エリア活性 

化基本構想策定委員会」を立ち上げます。 
 

これに取り組むにあたっては、次の視点をあげています。 

① 南草津エリアの全体、南部の振興なくして滋賀県の振興はないと言っておられる県会議員さんも  

おられますので、情報を共有して、この PAを拠点にした南部の振興に県が一翼を担う具体的な事業

推進が進むよう協力を願うこと 

➁ 研究会の成果は、国のほうもいろいろな動きをしていただいて、国ができることは何かということで 

調査もしていただいていることから、ここら辺との整合させること 

③ 多様な利活用案を集める。先ほど言った立命館大学や龍谷大学や学生さん、また本日のような高校    

生の皆さんの若い人の声を聞いて、多様な意見を募り、柔軟な発想で新しいアイデアを生み出すこと 

  このようにして創り上げた構想を、実際に、事業者の意見を聞く「サウンディング調査」を踏まえて施設整

備の方向に向かおうとしています。 

 

今年度末もしくは、場合によっては来年の 6月ぐらいまで延びるかも分かりませんが、基本構想というも

のがようやく動き出したということで、これからやっていくということになっています。今後、このあたりのまち

が変わっていこうとしています。 令和 9年、8年、山手幹線や新名神ができたとき、先に述べた視点でまち

が動いていくように、今、頑張っているところでございます。 

草津市のまちづくりビジョンですすめる「地域の特性を活かした拠点づくり」のひとつということでお話を

させていただきました。 
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参加者アンケート 
 

参加者の内訳 

塾 
 

 

生 

高校生 8人 

大学生 1人 

かがやき G 3人 

ふれあい G 4人 

講師・サポーター 6人 

計 22人 

 

参加者アンケート結果 （塾生 １６人） 

学習の視点 

１. 交通の要衝くさつの再認識   よく理解できた １３人 、知識の補充になった ２人、回答なし １人 

２. 検討会の結果（複数回答可）  自分の意見を出せた 4人、他の人の意見が参考になった ６人 

                              楽しかった 9人 

フィールドワークに参加して （要約） 

（草津マンポから立木神社までの道中） 

・ 歴史景観を保つために、保育園や通りのお家が昔ながらの古民家風の建物が楽しい。 

・ もう少し、マンポらしい（風情のある）作りにしてはどうかな？と前から思っていました 

・ マンポにある分岐点の道標がみにくい。周りの木を切るなどをして、目立たせればよい。 

・車の通行が無ければ、落ち着いてみられる。立木神社まで歩行者通路としては どうか？ 

（草津宿本陣の内覧） 

・ 存在感があり、内装もきれい。自慢のできる観光地。あの建物は残して欲しい。 

・ 昔のつくりが綺麗に残っていて、京都でも見られない。とても良い経験ができた。 

・ 長い間、草津に住んでいたが、初めての内覧させていただいた。丁寧に説明をしてくださった。 

・ VR等を利用して、もっとリアリティな演出をするのもよい。 

（立木神社の訪問） 

・ 鹿や柿のお話など普段では聞けない言い伝えを宮司さまにしていただき、感謝をしています。 

・ 暑いなか、丁寧におもてなしくださりありがとうございました。 

・ いつも、なにげなく通っていたところですが、目新しく感じました。 

・ 「しか」にまつわる話は、とても印象的でした。立木神社の理解が深まりました。 

（街道交流館の見学） 

・自分の住んでいるまちの歴史がよく解った。 

・普段、気づかないところも見ることができました。 

・草津の歴史をいろいろな人や見る方向を通して感じることができる。 

・ 個々の展示物の説明書をもう少し増やして欲しいです。 

・ もっと街道交流館を PR されてはどうか？ 

（その他） 

  ・ 徒歩での移動は大変でしたが、商店街の現状が見れて良かった。 

・ ARのクイズの答えが意外だったので驚いた 

・ 思っていたよりも、見るところが多くあったことに気付きました。 
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編集後記  
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  フィールドワークと座学をミックスさせた企画を考え始めた時に、“イベントは「何をするか」より「誰とす

るか」が大事”と考えていた若い頃を思い出しました。そして、異なる年代の人たちとの交流には、歴史をテ

ーマにまちを知るところから入ることが適切と考えました。 
 

イベントタイトルを「地名のなぞ解き」と名付けて行った事前アンケートは、あらかじめ学習の情景をお伝

えするだけでなく関心のある部分に近づくためのシナリオづくりに有効でした。何よりも参加される塾生の

皆さんとサポートをしてくださった諸先生の熱心さが伝わってきて、大変、勇気づけられました。 

ありがとうございました。 
 

冒頭に載せた“信条「出会いと仲間のシナリオづくり」”にある“うまくいっても いかなくても それはそ

れで楽しい”のフレーズは、前号の編集後記で第１講座に向かった「私の心情」としてお伝えいたしました

が、今回は、塾生のみんなで取り組んだ成果（ゴール）であったように思いつつ「研究塾の信条」として謳

わせていただきました。 

                                       ひと・まち・未来研究塾『つながり』代表 川瀬善行 


