
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

           
   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                  

  

第２期第３講座 定例研究会 

 

 The Wind of Autumn day In KUSATSU 

草津市北部エリアの探索 

秋 の 日 の 風 

実施日 2022年１１月 2０日(日） 
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は  じ  め  に 
 

『活力ある健幸都市くさつ』の未来の

トビラは、市と地域住民が一緒になって

進める『訪れてみたいと思う魅力的な

地域づくり』をすすめることによって、開

かれていきます。 

今回は、バスの車窓から眺める琵琶

湖と秋の気配を感じながら、恵まれた自

然と長く伝えられてきた文化と新たなゾ

ーン整備が“まちの魅力を伝えるしかけ

（コミュニティ）づくり”につながっていく

ことを目指している草津市北部の探索

を行いました。 

  湖岸道路を北上するときに通過する

北山田浄水場は、第２次草津市水道ビ

ジョンが始まったばかりです。ここは、小

学校の児童が学習で訪れています。 

こちらの訪問を学習コースに入れた

おかげで、草津市を知ることのできる素敵な体験ができました。 

 

学 び の 視 点 

 

学習のねらい ～ 草津市の魅力発見 ～ 

    【市民が行ってみたいと思う（底上げができる）観光ゾーンの探索】 

１． 水の供給事業を通じて 琵琶湖の恵みを感じる学習ゾーンとしての体験をする 

２． 烏丸半島を中心とした「観光レクリエーション拠点」とのどかな田園風景や旧史跡 

等との調和（つながり）を考える 

行程  マイクロバス（２８人乗り利用） 

      12:30                           12:40              １３：００   ～     １４：２０  

      南草津西側（グンゼバスポケット）⇒ 草津市役所   ⇒   北山田浄水場（学習） 

１４：３0                １５：２０       ～       １５：５０        （徒歩）       

   ⇒  三大神社（拝観）  ⇒ 水生博物館みずの森（見学） ・・  ≪周辺探索》 ・・ 

 １６：１０  ～                                                 16:30  

道の駅草津(見学) ⇒ ～湖周道路～（車窓見学とふりかえり）  ⇒  南草津駅（到着）    

 

 

 

 

 

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。 

        三大神社      ＆        水生植物公園みずの森  ⇒  周辺探索  ⇒  道の駅草津 
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朝  礼 

（川瀬）  

    バスの車中で、朝礼をさせていただきます。 

                     前回、午後であっても“おはようございます”というあいさつから始める我が国  

の慣習をお話しました。 

今回も、午後からのスタートですが。同様にあいさつからはじめましょう。 

「おはようございます」 

（全員） おはようございます。 

（川瀬） 

   今日、訪れる場所は、「草津市北部のにぎわい拠点」として整備を進める烏丸半

島周辺に向かいますが途中に２ヶ所に立ち寄ります。 

草津市が「まちの活性化」に向けた観光施策を進めていくうえで、気が付いたも

のを拾い上げてみる。例えば、目的地に向かうための「標識」や賑わう場所に「出

店があればいいなぁ」といったような気づきを寄せ集めてみることは、研究塾の意

義あるところと思います。本日は、ディスカッションの時間は想定していませんので、

資料（ハンドアウト）と一緒に同封しているアンケート用紙にて感想をお寄せください。 

本日の学習のコーディネートをお願いした草津市都市計画部の一浦さんを紹介します。 

（一浦） 

    話のなかにあった「にぎわい」のしつらえとして、地域の方々でいろいろと「おもて

なし」の工夫をしていただいておりますが、本日のコースは「常時、賑わっている

か？」というと、現状ではそうではありません。最盛期といわれる５月の連休には、出

店が出るといった状況にあります。しかし、このあたりの神社は歴史的に伝承されて

きた文化があり、この時期には草津市でも観光バスコースなどを運行しますので、一

度、４月下旬から５月にかけて来ていただきたいと思っています。 

また、道の駅は３年くらい前からリノベーションの計画を進めており、うまく進んで、近年、コロナ禍の影

響もあって、じり貧となってきた入場者数の復活に期待するとともに、烏丸半島の真ん中に位置する９ヘク

タールの場所を、近年、注目されているアウトドアのレジャーが楽しめるエリアとして活用されるなどの考え

を組み合わせて、草津市北部の「観光レクリエーション拠点」づくりに取り組んでいるところをご案内いた

しますので、宜しくお願いいたします。                                        （拍手） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

光泉グループ 

１ 椎葉 普貴 

２ 渡邊 弥育 

オブザーバー 

１ 桂  幸生 

２ 堀井 芳彦 

かがやきグループ 

１ 川瀨 善行 
 

２ 田中 香治 

サポーター 

１ 一浦 辰己 
 

２ 阪口 元貴 

つながりグループ 

１ 深田 義秀 

２ 木村  哲 

３ 先川 且民 

参 加 者 名 簿 
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第１部 市政学習 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（島田） 

こんにちは 

ようこそ北山田浄水場にお越しくださいました。 

私は、上下水道部の浄水担当副部長兼北山田

浄水場長の島田と申します。よろしくお願いします。 

今回、見学会を対応させていただく職員はロク

ハ浄水場の水質技師の西谷場長と北山田浄水場の電気技師の山本専門員です。 

本日の見学会のスケジュールですが、最初にお手元の『ぼくたち 私たちの 水道』のパンフレットを使用

して『草津市の水道水のしくみ』と北山田浄水場の施設概要図を使用して、『琵琶湖の原水が浄水場でどの

ように浄水処理をして、安心して飲めるおいしい水となり、皆さんのご家庭に水を送っているか？』について 

１０分程度で説明させていただきます。その後、４０分程度で浄水場内の各浄水施設を見学していただき、最

後に質疑応答の時間をとらせていただきますのでよろしくお願いしいたします。 

 

（山本） 

それでは、私から北山田浄水場の説明をさせていた

だきます。 

草津市の浄水場は、2 か所ありまして、ここ北山田浄

水場と志津の追分南にあるロクハ浄水場があります。 

 

北山田浄水場の水の配給量は、草津市の需要の３分

の１にあたる、一日あたり約１万 5千㎥でロクハ浄水場

の３万５千㎥、全体で約５万㎥の水を給水しています。 

 

北山田浄水場の配水の主な受け持ちエリアは、JR 

より琵琶湖側で草津川より北側になります。 

 

ふるさと草津 未来へつなぐ 「信頼の水」を届ける事業 

 
説明と案内 草津市北山田浄水場 場長 島田 恭 氏 ほか 浄水場の皆様 

草津市は、平成 23年 3月に策定した「草津市水道ビジョン」および「水道事業経営

計画」が計画期間の目標年次を迎え、今後の水道事業の課題と新たな社会情勢の変

化や水道事業を取り巻く環境の変化に対応するため、2022 年３月に「第 2 次草津市

水道ビジョン〔経営計画（経営戦略）〕」を策定しました。 

                   この計画は、これからも水道事業者として、水道施設を強靭なものとし、安全な水をつ

くり、安定した経営を持続させることで、市民（お客さま）から信頼を得ながら、水道事

業を未来へつなぎ、「ふるさと草津」の発展に寄与していきたいという想いを実現する

ため「安全」「強靭」「持続」3つの基本理念と主要な施策を掲げています。 
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次に、水道の水ができるまでの過程を説明します。 

 

水道水になる前の水を“原水”といいます。北山田浄水場の原水は、琵琶

湖の水です。 

浄水場の沖合約１ｋｍの場所に“取水口”がありまして、そこから取水井

（しゅすいせい）まで自然流下で原水を導いています。 

 

 

取水井の原水は、取水ポンプで薬品沈殿池に送ります。 

薬品沈殿池では、凝集剤のパック（ポリ塩化アルミニウム）を原水に注入し、

攪拌（かくはん）して濁り（にごり）を徐々に固め、大きく成長させて沈殿しや

すくさせています。 

 

濁りが沈んだ上のほうのきれいな水を次の１次ろ過地へパイプで流します。

この沈殿池では約６時間かけて次の工程に流します。 

 

次の１次ろ過池では、アンスラサイトという石炭の物質が約６０ｃｍの厚さ

で敷き詰められています。 

その槽は１時間あたり５メートルの速さで進みます。 

この１次ろ過地は１日に１回、自動で洗浄して、ろ材の汚れを取り除いてい

ます。   

洗浄した汚水は排水池に一旦入り、沈殿池へと戻されます。 

 

１次ろ過池の次は緩速ろ過池に移します。 

池の大きさは１池あたり約５７０㎡で、全部で８つの池があります。 

この中に、ろ過用の砂が９０ｃｍの厚みで敷き詰めています。 

1時間に２０㎝の速さでろ過しています。 

砂の表面や砂層内の微生物の働きによって不純物を分解・浄化します。 
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最後に塩から電気分解により生成した次亜塩素酸ナトリウムにより

消毒、滅菌をすれば水道水になります。 

出来上がった水道水は、建物の地下の配水池にいって排水ポンプ

で需要者に送ります。 

２つある配水池の大きさは合わせて１万㎥あります。 

停電しても発電機がありますのですぐに切り替えて断水することは

ありません。 

琵琶湖の水が水道水になって需要者に届くまでで約２４時間ほどか

かっています。 

 

なお、薬品沈殿

地で沈めたにごり

は 1 日１回、搔き

寄せ機で集めて

排泥池⇒濃縮層

⇒脱水機へと移送

します。最後に水を絞って出てきた脱水ケーキはセメントなどの材料としてリサイクルしています。 

以上が水道ができるまでの過程になります。 

 

（島田） 

今、説明させていただきましたが、再度、位置関係を説明させていただきます。 

ご覧頂いている図は、ここ（会議室）から北側が琵琶湖です。 

 みなさまが来られたルートは、湖岸道路からバスで中に入っ

てこられて、管理棟前で降りられたのがこの場所です。 

 先ほどのお話にありました琵琶湖の取水口は、湖岸から沖に

向かって約１㎞のところにあります。 

琵琶湖の原水をこの取水口から取水井まで自然流下で引き

込んでいます。取水井に入った原水は取水ポンプで薬品沈殿

池へ送られ順次浄水処理が行われますが、場内には大きな水

路があるため、横断部分には大きなボックスカルバート【共同溝】があり、ここを通って原水を薬品沈殿池に

送られます。 

薬品沈殿池を通りきれいになった水が再度共同溝を通って１次ろ過池、緩速ろ過池へと送られます。この緩

速ろ過池の砂層内の微生物の働きによって不純物を分解・浄化させた水を、また共同溝を通って配水池に

送られます。この配水池は管理棟とその周辺駐車場の地下にあり、面積が１,０００㎡：４０ｍ×２５ｍで高さが

約５ｍ、容積５,０００㎥で、これが２層あり、合計１万㎥の水が蓄えられます。浄水場の特徴は、ポンプアップ

をしているのは取水口から取水井まで取り込んだ原水を取水ポンプで薬品沈殿池に送るところと、最終工程

の皆様のご家庭に送り出す配水ポンプの２か所だけで、施設内の水は自然流下で各施設に送っているとこ

ろです。 

 

今日、見ていただきたいのは、琵琶湖から引き込んだ水（原水）を薬品沈殿池で概ね９０％の濁質を除去

しているところ、さらに濁り等を１０％除去しているところ、さらに緩速ろ過によって透明感のあるきれいな水

となりますが、緩速ろ過の工程で微生物の働きによって不純物を分解・浄化しているという一連の流れです。 
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【見学を終えて】 

（川瀬） それでは、質問の時間とさせていただきます。質問される方は挙手にてお知らせください。 

 

Q１． 僕たちが飲んでいる水がこんなにきれいにされて配られているということ  

を知りました。貴重な体験をさせていただきありがとうございました。 

ところで、第２次草津市水道ビジョンでは、３つの基本理念と主要な施策

を掲げていると伺ってきました。主要な施策について教えてください。 

（島田） 草津市の水道事業は、独立した会計で、水道事業者として、将来にわた

ってお客様に安定して「信頼の水」が届ける必要があると考えています。 

このような将来像を実現するため「安全」「強靭」「持続」3 つの基本理念ごとに主要な施策を実施し

ていこうとしています。 

〔安全〕 あんぜん    （く）暮らしを支える安全・安心な水を届けます 

〔強靭〕 きょうじん   （さ）災害に強い水道を築きます 

〔持続〕じぞく       （つ）つなぐ未来へ安定した事業を続けます 

    この３つを基本に、社会の変化や災害や危機に対応できる体制強化とお客様（利用者様）へのサービ

ス向上に努めたいと考えています。 
 

Q２. 全部、自動化されていて「すごいなぁ」と思いました。このような施設をコントロールしていく肝はどのよ 

うなところでしょうか？ 

（山本）  私は電気技師の立場であります。確かに浄水場の設備は自動化されて

いますが、各設備が問題なく自動で動作するには、日常点検や定期点検を

実施し、設備の劣化状態等を把握することが重要です。設備の更新や修繕

は、これらの点検結果を反映し、計画的に実施することが、設備の故障を未

然に防ぐうえで重要であり、安定した運転につながっていくと考えています。 
 

Q３． 今日は日曜日で職員の皆様は少ないようですが、普段はどれくらいの人が仕事をされていますか？   

（山本） 職員は 9 名ですが、只今の説明のほかに、浄水場の運転管理業務に従事する委託業者を合わせ

ると一日あたり、およそ 11～12 名が運転・設備の維持管理、事務等に従事しています。運転管理業務

では先ほど見ていただいた薬品沈殿池の浮遊物の撤去、除去された沈殿物等の後処置（脱水機の運

転）、最終工程の水を貯めておく 5000㎥の 2基の水槽（配水池）の水位調整などを行っております。 

（島田） 最後に説明のあった仕事は、水の需要予測をしながら水位を調整していくというものです。 

       浄水場には、電気技師と機械技師、それにこの水質を管理する価額技師が配置されており北山田とロク

ハの体制は共通しています。 
 

Q４. 脱水ケーキが、なぜセメントの材料となるのでしょうか？ 

（山本）  セメントの材料ですが、ケーキを絞った段階では水を含んでいますが、乾かすと砂のようなものに

なります。これを成分分析を行って使用をしても問題がないという判断ができたものをセメントの原材

料として使われます。脱水ケーキのピットが満杯となるとトラックで運び出されます。 
 

Q５． それは 1週間でどのくらい貯まりますか？ 

（山本） 脱水機を一度動かすと３００㎏程度ができます。それを１日に７～８回稼働しますので 2 トンくらい

です。1日で２トン？ですから 1週間経つと１０トンを越えますので、トラックで搬出します。 
 

Q６． それだけ出るというのは、琵琶湖の水が汚れているからでしょうか？ 

（山本） 薬品沈殿池で除去された沈殿物は泥水となって濃縮槽というところに送られます。濃縮槽でさらに

濃縮されヘドロ化した状態のものを脱水装置に入れて水分を飛ばすという方法で、脱水ケーキが出来

ます。量については、水質というよりは水を作っている量が多いのでこのような結果となります。 

管理棟 
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Q７． 水道水にはカルキが入れていますが、カルキはどこで入れられるのですか？ 

（西谷） そうですね。カルキ臭は、最終工程の消毒に使用する次亜塩素酸ナトリウムの臭いです。 

いわゆる塩素という薬剤を緩速ろ過から配水池に送る過程で投入していますが、投入する前の水の

一部が、この建物の入り口から入ったところに置いてある水槽に注がれています。 

（島田） 見ていただいたと思いますが、金魚の水槽ですね。ごらんのとおり元気な金魚の姿が見られます。 
 

Q８． ガスや電気は圧縮や蓄電によって蓄えることができますが、水の場合はこのようなことが出来ません。 

需要が少なかったり多かったりするには、どのようにして調整をされていますか？ 

（島田） 取水量の調整となりますが、それぞれの工程の処理速度を調整していくことによって取水量を調節

するという方法によります。水の使用量は、季節的な傾向だけでなく天候（雨の日や晴れの日）によって

も変わってきます。平常時で８０％前後の稼働で運転しています。 

Q９． そうすると、能力的にまだまだ上げることは、可能ということですかね。 

（島田） そうですね、理論的には２０％程度の余力を残して運転しているという判断ができます。 
 

Q１０. 今のやりとりを考えますと、草津市は２０３０年頃までは人口が増え続けると云われていますが、今の

設備で大丈夫と考えてもよろしいか？ 

（島田） そうですね、２０３０年を人口ピークと考えると、まだまだ大丈夫と判断しています。 
 

Q11． 地震などが起きた時の緊急対応、どのように考えられていますか？ 

（島田） 大規模な地震に見舞われた場合に備えて、耐震工事は進めています。ロクハの耐震工事は、令和

元年度に終わっており引き続き浸水対策の工事が進められています。北山田については令和１０年度ま

でを目標に耐震と浸水の対策を行っています。 
 

Q１２． １０年ほど前に訪問した際に滋賀県から水をもらっているとお聞きしましたが、今の草津市は２か所

の設備で自立して運転しているのでしょうか？ 

（島田） 概ね、北山田で３分の１、ロクハで残りの３分の２で賄えると考えられますが、滋賀県より１日あたり

２０００㎥の供給を受けています。いざという時には最大５０００㎥まで県の水を受けることができます。 
 
 

（川瀬） 以上で研修を終わらせていただきます。ありがとうございました。 （拍手） 

 

後日、インタビューをさせていただきました。 

 

 

  

 

(川瀬) 北山田浄水場の処理工程は、自然流下式と聞きましたので、電力の消費は少ないように判断できそうですが、

いかがでしょうか？ 

（島田） 水を送るポンプに大きな電力が必要です。北山田浄水場では、取水井からくみ上げるところと市内の需要者

に供給するためのポンプが稼働しています。いずれも２４時間動いていますので、これらにかかる電力量は少なく

ありません。ちなみに、北山田浄水場の電力使用量は年間約２００万ｋＷｈ、ロクハ浄水場では約６００万ｋＷｈで

す。ロクハ浄水場は琵琶湖の水を南草津駅付近にある中継ポンプ場を経由して運んでおり、すべて電動ポンプで

水を押し上げていますので多くの電力を要しています 

（川瀬） 電力が相当値上がりしています。水道水はあまねく市民に供給されていますので、自然エネルギーや再生エ

ネルギーによって得られた電力が供給できれば、製造コストが下がり、市民生活は楽になるように思われます。 

（島田） そうですね。この施設の中で、太陽光発電を検討しましたが、費用対効果と維持管理上の観点から設置するこ

とは難しいという状況でした。 

（川瀬） そうすると、この敷地外で作られた電力の受給先として浄水場の施設に取り込むことができればエネルギーの

地産地消（地域循環型）のモデルが想定できそうですね。 

（島田） 草津市にある北山田とロクハの浄水場は、方式は異なりますが、電力は製造コストに大きく影響します。 

草津市では気候非常事態宣言を行っております。このことを踏まえ、浄水場としても更なる節電についての検討を

引き続き進めてまいりたいと思います。 

このことも踏まえて、引き続き検討を進めてまいりたいと思います。 
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 第２部 観光とレクリエーション拠点とつながり検証 
 

 

 

                                           

 

   

 

 
 

【はじめに】 

 「百聞は一見にしかず」という言葉がありますが、実際に行ってみると良く解ります。また、何度も現地を

訪れることによって、これまでと違った新たな発見をすることもよく耳にします。 

草津市の中心市街地の探索からこの講座に引き継がれました。次の計画（第２－４講座）ではクリーンセ

ンター（市の施設）や木瓜原（ぼけわら）遺跡の見学を計画していると聞いておりますので、是非とも参加を

していただきたいです。 

【第６次草津市総合計画ですすめようとする４つの拠点構想】 

  本日の見学エリアの話に入る前に、草津市第６次

総合計画（期間 2021～２０３２年）のなかで、すすめ

ようとする 4つのにぎわい拠点について、説明します。 

１つは、まちなかにぎわいゾーンで、草津駅を中心

にした草津市中心市街地活性化計画に基づいて進め

られるもの、２つめは駅が誕生して25年を経過した南

草津駅を中心にした地域整備で、南草津ビジョンとし

て将来のまちを想像していこうとするもので、この２つ

の駅周辺を中心にしたまちなかにぎわい拠点づくりを

すすめようとしています。 

一方、南のほうで学術広域連携拠点の構想がありま

す。ここにあるびわこ文化公園内に１日３万人近くの

人々が来られていることや、新たな国道１号を見据えて

道路整備が進む山手幹線を中心とした交通機能の充

実に加えて名神高速道路・草津パーキングエリアの交

通の利便性を活かして観光などの公共交通を含めた

結節点としての展開が可能な環境にあることから、地

元からも、ここに道の駅や地域振興施設を設置して滋

賀の観光と地域資源の全国発信ができる新たなにぎ

わい拠点としての提案をいただいています。 

そして、もうひとつが本日の学習ゾーンに選定された

観光レクリエーション拠点と烏丸半島を中心とする草津

市北部にぎわいづくりエリアの整備です。 

４つの拠点構想 

１．JR草津駅を中心とする中心市街地構想 

２．JR南草津駅を中心とする南草津ビジョン構想 

３．南部・学術連携拠点を中心とする 

滋賀県（草津市）南の玄関口構想 

４．北部・観光レクリエーション拠点を中心とする 

       道の駅リノベーション構想 

第６次草津市総合計画 将来のまちの構造図 

草津市は、第６期総合計画（2021（令和３）年から２０３２（令和１４）の１２年間）で示すまちの将来ビ

ジョンの実現を目指し、資源の高度蓄積・活用を活かす３つの拠点を位置づけ、まち全体の魅力や活力を

生み出そうとしています。 

【車中の学習】 

道の駅リノベーション構想と烏丸半島のゾーン整備について 
草津市都市計画部 副部長 一浦辰己氏   
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【湖周道路を走る】 

  （バスが）今、走っている湖岸道路は、昭和４７年以降に琵琶湖総

合開発特別措置法に基づいて進められた事業で整備されました。 

 この道路は、琵琶湖の堤防という位置づけの兼用工作物（堤防と道

路を共有した工作物）で県と水資源機構が管理をしています。 

そのような中で、前浜（琵琶湖側）は、湖岸緑地と呼ばれています。

ここは、夏になると多くの人々がキャンプなどを楽しんでおられます。県は３年前に「水辺とみどりの将来ビジ

ョン」を作成しました。今まで、琵琶湖の近くの土地利用は難しかったのですが、民間活力を活用して、この部

分をうまく活用していこうということを検討されています。 

【道の駅リノベーション構想について】 

私たち草津市でも都市計画部の

なかに都市地域戦略課が窓口とな

り、湖岸緑地を含めた一体的な活用

を含めて湖岸周辺のにぎわいを考

えています。その 1 つに、「道の駅リ

ノベーション構想」があります。 

 

平成１４年に「道の駅草津」がオープンしてから２０年近くが経ち、

道の駅の利用目的や形態も随分変わってきました。「道の駅」は滋賀

県に２０駅ありますが、売り上げや利用者数は中間位に位置していま

す。しかし「湖岸道路の交通量からして、もっと利用者が増やせるの

ではないか」とする意見が市議会や地元住民の声として挙がってお

りますことから、農業振興を併せて昨年度策定されたリノベーション

構想に基づいて整備を進めようとしています。 

 

【道の駅プラス】の土地活用で周辺施設等との連携を強化 

 本日の資料の最後にリノベーション構想のゾーニング図を

載せています。この青く塗っていつところ、「道の駅プラス」と

書かれているところは、県の所有地となっています。ここを駐

車場の拡張部分として利用させてもらい、さざなみ街道や湖

岸道路から車がスムーズに入退出できるようにすること、併せ

て道の駅草津の本体、「グリーンプラザからすま」のリノベーシ

ョン計画を進めようとしています。また黄色の部分は「ロックベ

イガーデン」といって、地元中心の農産物生産法人が運営さ

れています。この建物は道の駅草津と同時期に建てられたも

のですが、施設が老朽化してきたので、改築を計画されています。このようにエリアの活用を官民一体で整

備し、賑わいを更に高めていこうとしています。 

道の駅プラス ロックベイ 

ガーデン 
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【烏丸半島の新たな展開】 

もう少し範囲を広げて烏丸半島に目を向けますと、「滋賀県立琵琶湖博物館」と「草津市立水生博物公園

みずの森」があります。ここは、半島のように見えていますが、先に説明をした琵琶湖総合開発で、一旦、琵

琶湖をため池に見立てた整備が着手されました。その時、浚渫（しゅんせつ）した湖底の泥揚場として利用さ

れた場所です。 

 

その後、昭和６２年に策定した県の長期構想「湖

国２１世紀ビジョン」で「人の時代・活力創生の

郷土づくり」を目指し平成２年 12 月に制定され

た総合保養地整備法のなかで、その具体化を図る主要プログラムのひとつとして「びわ湖リゾートネックレス

構想」位置づけられ今日にいたっており、平成２０年の見直し案により新たな取り組みが進められています。 

 ここにある琵琶湖博物館と水生植物公園みずの森の２つの施設は、平成８年にオープンをして早や２５年

近く経っています。その間にある土地の活用は、民間事業者に土地を借りてもらって、その収益でこの地域の

環境整備や維持管理を進めていこうとしていました。ところが、民間活力に重点をおいた施設整備はバブル

経済の崩壊や経済の長期低迷により企業の開発意欲が減退してきたこと、更には、国民の余暇活動におい

ては、有名な観光地を見て回る周遊視察型から 1 ケ所に滞在して自然体験などの様々な活動をする体験型

余暇活動へと質的な変化が生じていることから、施設整備に鈍化の兆候が見られ、このエリアの活用の具体

化は進まず、今は、県と市などの関係機関が維持管理費を支払っている状況にあります。 

 

 このような状況を脱するため、４年程前から、水

資源管理公社が管理をしているこの土地を草津

市土地開発公社が買い取って、再度、民間活力

による土地利用をすすめるために、積極的なセー

ルスプロモーションを行っています。 

このエリアのうち９万㎡の場所に民間活力を

導入した新たな観光施設の誘致を進めて行こう

としています。 

 そして、ここに人が集まる拠点をつくることによ

って、烏丸半島を中心としたにぎわい拠点の整備

が完結いたしますので、コロナ禍の厳しい時代で

ありますが、近いうちに再公募をしてタイミングを逃すことなく前にすすむよう努力をしています。 

滋賀県立 

琵琶湖博物館 

草津市立 

水生植物公園 

みずの森 《周辺緑地ゾーン》 ９ha 
の用地 
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 そのあと、水生植物園みずの森を見学します。この施設の周辺に「ハスの群生地」があり観光のスポットと

して知られていましたが、これが枯れてしまって、いまのところ全く再生ができない状況にあります。そのよう

な影響もあって、最盛期には年間 20万人近くあった入場者は、現在７万人と３分の１近くに落ち込んで 

います。このようなことから、議会からもエリア全体のリノベーションの必要性をご意見としていただいていま

す。 

 

＜＜＜ ここで バスは「三大神社」に到着しました ＞＞＞ 

 

今は、見ていただくとしても藤は咲いていませんし、なかなか良さを見ていただくというところまでは至りま

せんが、例年、４月～５月にかけて「ふじ祭り」という祭事を催されております。奥のほうにまいりますと「砂摺

（すなずり）の藤」といって樹齢４００年ほど経った木があります。昔から伝わる藤で花の房の長さが１ｍを超

えるということで有名になりました。最近は、これほど長くなる藤の木は出てこなくて管理をされている人もご

苦労をされています。 

５月の連休になりますと、ここで、世界無形民俗文化財に認定された「草津サンヤレ踊り」を観ることがで

きます。 

 

この神社と隣の志那町にある「志那神社」さらには志那中町の「惣社神社」は境内に藤があることから、

志那三郷の藤とも呼ばれており、ここをめぐるコースを楽しまれる方もあります。 

 

この神社の宮司様は、第２講座で訪問した「立木神社」の宮司を兼ねておられますことから、お話を聞こう

と思っていましたが、本日は、祭事があり、叶いませんでした。 

自由拝観という形で、見学をさせていただきました。 

 

▶ 三大神社 

条理集落の遺構地吉田の中心にある神社。 

本殿の傍らにある高さ２ｍの六角柱の石燈籠

は、鎌倉時代の石造美術を代表するもので正応４

年の刻銘があり、重要文化財となっております。 

毎年４月下旬から５月上旬にかけて三大神社藤

まつりが開催され多くの観光客が訪れています。 

 

※条里制（じょうりせい）とは・・・・ 

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。 

 ～Wikipedia より～ 

シーズン（４～５月）の頃のにぎわい 
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《SNS情報による付近の探索》      

  

 

 このサイトに、滋賀県・草津市にある「志那三郷の藤」が紹

介されていました.。ここから編集をさせていただきました。 

▶ 志那神社 

「三大神社」から「志那神社」までは、徒歩１０分ほどです。

（ここには駐車場はありません） 

 

志那神社を外から眺めると、竹林に守られているのがよく分かります。 

鳥居をくぐると、気持ちのいい木立の参

道が 70ｍほど。 

 

 

 

 

 

      

▶惣社神社 

境内にて紹介されている「惣社大藤の縁起」       

によると、天武帝の女秒延命仏法交流を記    

念して藤が供えられたことに始まるとあります。 樹齢は約 500年にもなり、毎年５尺（約 1.5m）にも

なる花房を全面につけ咲き誇ったとも言われています。 

惣社神社 
志那神社 

三大神社 

ぶどうの房のような珍しい「八重の藤」 

注目は神馬の近くに植えられた紫色の花「八重紫」 

志那神社の藤は房が決して長くはありませんが、藤棚はかなりの

面積があり、竹林と共演している風景が素敵です。 
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＜＜＜ このあと バスは烏丸半島に移動しました ＞＞＞ 

 

草津市立水生博物館 みずの森にて 

この日は、無料開放日でした。午後４時を少し回っており、レストランでの休憩は叶いませんでしたが、館

内の自由散策は、楽しく過ごせました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

植物と人、水と人とのふれあい多くの水生植物を育む琵琶湖。 

水生植物公園みずの森は、豊かな自然に囲まれた憩いの場です。    草津市HPより 
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烏丸半島を歩く 

「草津市水生植物公園 みずの森」から「道の駅草津」までをぶらり歩きをしました。 

 

「みずの森」という名前って素敵ですね！ 

水生植物公園に「みずの森」という名がつけられてい

るように、この施設は湖に取り囲まれた半島のような場

所にあり、周囲の湖はかつて「ハスの群生地」として知

られていました。夜明けとともに花が開くので、朝早くか

ら「ポンと花が開く音を聞こう」と地元の愛好家や遠く

からこの場所に来られる人たちでにぎわいました。  

 

【思い出のくさつ夢風車跡のモニュメント】                        《草津市ホームページ引用》 

  草津市水生植物公園みずの森の駐車場の南の端に行くと、公園内に設

置されていた風力発電施設「くさつ夢風車」跡のモニュメントが目に入りま

す。 

これは、クリーンな自然エネルギーを活用し、公共施設に電力を供給するこ

とを目的として、平成 13年から稼働をしていた巨大な風車があったところ

で、遠くからでもよく見える草津市の環境シンボルとして親しまれるとともに

自然エネルギーを活用することで CO2の排出が抑制できるため、地球

温暖化防止に貢献してきました。 

耐用年数を迎えることから、平成 30年度より風車解体工事が開始され

ましたが、基礎部分の解体に大きな費用がかかることから、風車がこれま

で果たしてきた役割や、風車への想いを未来へ繋いでいくものとして、この

部分を含めた形で、翌年の平成 31年度にモニュメントとして姿を変えまし  

た。 

   

【９ヘクタールの用地活用】 

   

楽しみにしていた９ヘクタールの

用地では自転車（マウンテンバイ

ク）のイベントをされていましたの

で、東側の道を歩きました。 

草津市の許可を受けて年に何

度かの大会をされているようです。 

 

もう少し、南に歩くと、整備された広場があります。ここは、草津ブ

ースターズのひとりである西川貴教（にしかわ たかのり）さんがさ

れている「イナズマロック フェスティバル」の会場として使われてい

るところです。 

 

作品名 水の上のお花たち  

  光泉カトリック高等学校 渡辺 

コメント：こどもの花がたくさん育っ 

たらきれいだと思います。 

かつての「くさつ夢風車」 

名残りを伝えるモニュメント 

ぶらる歩きのルート 
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【道の駅草津】に到着 

   到着をしたときは、１６時を回っていて、こちらのレストランも閉店されていました。 

   代わりに、野菜売り場に売られていた、お菓子を買って持ち帰りました。 
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ニュース 

風流踊「近江湖南のサンヤレ踊り」がユネスコ無形文化遺産に認定 

 
ユネスコ（国連の中で文化・教育・科学技術等を所掌する国際機

関）は、2022年モロッコで開催されたユネスコ政府間委員会におい

て、「風流踊」として、全国 41件の民俗芸能が代表一覧表に記載され

る運びとなりました。そのひとつとして、令和 4年 11月３０日に「近

江湖南のサンヤレ踊り」が無形文化遺産に認定されました。 

【草津のサンヤレ踊り】 

草津のサンヤレ踊りは、毎年 5月 3日に草津

市内の 7地域（矢倉・下笠・片岡・長束・志那・

吉田・志那中）で災いを祓うとともに五穀豊穣の

願いをこめて行われています。（矢倉は隔年、長束

は３年に一度）。踊りの様相はそれぞれ異なりま

すが太鼓や鞨鼓（かっこ）、摺鉦（すりがね）、サ

サラなどの打楽器を中心とした楽器を持って踊

り、その周囲を笹や榊、扇子などの採物（とりも

の）を持った者がこれを取り囲み囃（はや）し歌う

もので、リズミカルに短い詞を繰り返す歌詞の中

に「サンヤレ」という囃子詞があることから、これ

が踊りの名称となっていると思われます。 

 

 

 
 

  
（SNSのデータ抜粋） 

  草津の地は古代に近江国府のあった現在の大津市に隣接し、畿内から東国に向かう時

は、多くの場合、この地を経由した。草津の地名は十三世紀末の記録にみえ、草の津、すな 

わち陸の物資集積の地であったことがうかがい知れる。近世には江戸から京へ向かう東海

道と中山道が合流する宿場として栄え、盛んに文物の往来があった東西交通の要衝の地で

あった。 

 １６８５(貞享 2)年に刊行された『日次紀事』（ひなみきじ）によれば、近世京都近郊の村

落での行事にサンヤレの囃子詞があった。また、サンヤレという語は、１８世紀初頭に刊行さ

れた『松の葉』など、当時の上方や江戸で流行した歌謡の歌詞集にみられることから、広い範囲で流行した囃子

詞であったと考えられる。この地のサンヤレ踊りの始まりは定かではないが、京都で１７世紀後半に流行していた

芸能がほどなく流入し、近世農村の祭礼芸能として伝承されてきたと想定される。 

踊りは少しずつことなりますが、各地区とも、子供たちは花笠を被り、模様染の浴衣や長着を着た上に、色鮮や

かな帯を結んで腰に垂らしたり、襷を掛けて背中に垂らすなど、華やかに趣向を凝らした装いである。 

 また、踊りの一行が、行列の形式をとって踊り、かつ隊列をなして地区内を巡行して歩くことも共通する。 

  

「風流踊（ふりゅうおどり）」とは・・ 
風流踊は、華やかな、人目を惹くと

いう「風流」の精神を体現し、衣装や

持ちものに趣向をこらして、歌や笛、

太鼓、鉦などの囃子に合わせて踊る

民俗芸能です。除災や死者供養、豊

作祈願、雨ごいなど、安寧な暮らしを

願う人々の祈りが込められています。 

 

矢倉のサンヤレ踊り 

下笠のサンヤレ踊り 

片岡のサンヤレ踊り 

長束のサンヤレ踊り 

志那のサンヤレ踊り 

吉田のサンヤレ踊り 志那中のサンヤレ踊り 

more 
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追録 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

まるごとガイド 《検索》 
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振り返りのレポート 

１． 北山田浄水場の訪問              

感想                 （◎満足 〇ほぼ満足 △やや不満 ×不満） 

◎ 今回が初めての見学だったので、そのしくみが良く理解出来た。 

〇 説明が十分であった。 

◎ あたり前のように毎日使っていた水道水の有難さがわかった。 

         ◎ 自分が知らなかった浄水についてのしくみを多く知れたから  

         ◎  初めて入って勉強になりました。 

         〇 安心できるよう取り組んでいる 

◎ 日常使っている水のルーツを学び、設備の重要性を感じます。 

◎ ゆったりとした自然のなかにありますが、電気や化学などの専門的な技師の方の支えによっ

て維持管理をされているところに安心感を持った 

  感じたこと/気づいたこと 

・ 日常の飲料水は、ペットボトルやサーバーで飲んで

いるが、あらためて水道水をそのまま飲んでも問題

なしと感じた。 

・ 中央に水路が通っている為、ムダが多い。 

・ 休みの日にわざわざ：職員の皆様ありがとうございました。                                                                 

         ・  地下にも施設があって水を貯めておくことができる。 

         ・ 災害の時にも水を安全に供給できるように通常は８０～９０％（の能力）で稼働している。 

         ・ もっと市民の方に見学に来てもらえるようにしておくべき。  

         ・ 年中、設備の管理が大変と思った。（維持管理の人の配置） 

         ・ 琵琶湖はきれいな水と思っていたが、山水と比べると汚れている。こんな水から浄水を作ると

いう技術は素晴らしい。小学生だけでなく、大人の人にも受け入れができるショールー           

ムがある管理棟に改装して関心度を挙げれば、観光ルートのひとつになるとともに職員の

方々のやりがいも上がる。（スタッフが充実する） 

 

２． 三大神社を尋ねて 

 訪問者に対する案内標識等の状況  （◎十分だ、△もう少し必要だ、×見かけなかった） 

     × 目立った看板等が無かった 

△ シーズンオフであっても、メイン通りに標識を立てて関心を集めるしかけづくりが必要  

◎ 春になると看板がたくさん出ていると思いますのでこれで十分 

         △ 花が咲かない時は寂しい 

         × 【コメントなし】 

 

感じたこと/気づいたこと 

・  古藤開花の時だけがにぎわう所と感じた 

・  イベントの時は盛り上がるが、藤の花がさかない時は観光に向かない。   

・ この辺りに、歴史的に名が知れている寺社が集まっている。 

・ サンヤレ踊りのシーズンのにぎわいを観てみたい。 
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３． 湖岸道路を南へ 

草津市の場合は、湖岸と陸地の間あたりに道路が走っていますので、左の琵琶湖敷が残っていたりしま

す。水路があるところは、境界が判りやすいのですが、そうでない所は琵琶湖敷の背後地と呼ばれ、水が無

いところでも琵琶湖として残されているところがあります。 

往きの車中で説明のあったとおり、この道は堤防ですので、この位置などを考慮しながら、瀬田の洗い堰

（あらいぜき）で水位が調整されています。従って、前浜の湖岸緑地は水に浸かることがあるエリアです。 

琵琶湖に目を向けると、ヨシが生えています。滋賀県では、琵琶湖再生事業として魚のふ化などに適した

環境づくりをすすめています。湖岸緑地が長く続いています。 

 

【北山田浄水場付近】 

 今日、訪れた北山田浄水場の入口

は、この道路に面しています。 

このあたりの道路の左側に、車が

駐車できるくらいの場所があります。

ここは、道の駅の前身として車の運

転を休めるところというところとして

確保されたものと思われます。 

 

 

【夕暮れの琵琶湖の風景は絶妙】 

右の写真を SNSで見かけました。 

アウトドアを思考する観光レジャー

スポットに納得できる絶妙な作品で

したので、使用させていただきまし

た。 

【 車窓から眺める風景】 

  良かったと感じたところ （場所・イメージ） 

      ・  びわ湖から対岸の街なみと山なみ 最高の眺め 

・ 湖岸道路 琵琶湖の美しさと対岸の山々の美しさ 

湖辺部はイベントに向いている  

琵琶湖岸・水と陸のコラボ 

   もっと魅力的を引き出せるとしたら（場所またはポイント・着眼点） 

・ そのままで ・・・ 自然の美しさ 

・ 水の森周辺 ・・・アシやススキ等の手つかずの自然風景   

が多い。 

富良野の花畑の様な、人々が見たいと思  

う風景に手を加えたら良いと思う 

・  湖岸 ・・・ 樹木が少ない 
北山田付近の湖岸道路と湖岸緑地 
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観光とレクリエーション拠点とのつながり検証 
 

１． 『道の駅草津』のリノベーション構想  

感想                                   （◎素晴らしい 〇まあまあ △物足りない） 

◎ 農業振興の拠点となった事。 

〇  イチゴ園、ブドウ園等での狩りが体験できる所を増やせば良い。 

     〇  道の駅草津以外の店舗をもう少し増やすとよりよくなると思います。 

◎ いろいろな目的で訪れた人が満足できるような構造になっていると思った。 

         〇 交通の利便性を高めるべきではないか！  

         ◎  第３世代に適応した「道の駅」にリノベーションに期待をします。 

感じたこと/気づいたこと 

・ ミスマッチの業種を展開するのもおもしろいかも・・    

・ 地元の農家と道の駅が連携できるようになっているのが良い。 

・ 車でしか行けないので、利用はたいへん 

・ 滋賀県の道の駅のパンフレットを見かけると、施設に土地柄を表すキャッチフレイズを合わせ 

  た名称がついている。道の駅を外して名前を並べると、単に“草津”では殺風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 烏丸半島９haの観光リクリエーション拠点の展開    

感想                        （◎期待できそう 〇まあまあ △物足りない） 

◎ 大きなゾーンが９haもある事。 

〇 企業誘致が進展しなさそう 

    〇 広くて土地利用がたいへんである。 

    ◎ 琵琶湖岸と一体の PRすればいいかなぁ 

        ◎ （コメントなし） 

        ◎ 県の施設とのつながりや駐車場の共有による稼働率の向上など、県との連携によるにぎわい 

拠点となって欲しい。 

感じたこと/気づいたこと 

・ まち全体の魅力と活力が期待できる。 

       ・ ジブリパークの様なテーマパークが出来れば集客数が伸びるのだが・・・ 

・ 「すいれん」を再開できないか 
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  ３． この場所に観光客を引き寄せるとしたら、あなたは、どのような考えをしますか？  
来客のターゲット  １．家族で出かける                   

      ２．遠方から来た人に草津市を紹介    

３．グループで出かける行楽地        

４．ツアーなどの立ち寄り           

 

       上の目的を達成するために施設等の誘致は、どのように考えますか？ （  ）は施設の具体例     

１． 遊園地のような遊ぶところ             

     （関西ディズニーレイク、ジブリパーク、フィールドアスレチック ）   

            ２．アウトドアや宿泊などの多目的レジャースポット          （ロゴスランド）       

３．宿泊ができる観光拠点       （星野リゾート、キャンプ村、リゾートホテル） 

４．その他                                       （大型商業施設）  

 

※ この場所は地域課題の解消だけに留まることなく、草津市民が誇れるにぎわい拠点になることを期待し

ます。そのためには、計画をもっとオープンにして、市をあげて夢のある将来の賑わい拠点づくりに取り組

んでいることを発信し、企業にアピールをしながらセールスプロモーション活動を進めてください！ 

 

 ロゴスランド 京都 城陽市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジブリパーク （愛知県） 
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塾生の感想 
 

◎ 第 2－３講座 「秋の日の風」に参加して・・・・・ 

・ マイクロバスに乗っての秋の風景、大変良かったですね！ 

・ 手を加えれば、集客数が伸びると思います。 

・ 上水道は勉強になりました。 

・ 昼からの時間で、少ししか楽しめなかったが、中身が良かった。 

・ これまで車窓から標識や看板に目を配りながらバスに乗る経験は 

少なかった。快適な道がつくられたら、走ってみたいと思いました。                                   

 

                                                 

 

メッセージをいただきました                                

   この度は北山田浄水場にご来場いただき、誠にありがとうございました。 

 本市水道事業にご関心を持っていただき、当日は沢山の質疑をいただいたことを嬉しく 

感じますとともに、職員一同の励みとなる良い機会が得られたものと思っております。 

さて、本市の水道事業は昭和 39年 4月に一部給水を開始して以来、人口の増加等 

により伸び続ける水需要に応えるために、４次にわたる拡張事業を経て、現在ではほぼ 

全ての市民の皆様が水道を利用できるまでに普及しております。 

 しかしながら、通水から５０年以上が経過し、整備を進めてきた水道施設が老朽化してきていることや、国内

における自然災害の多発から、水道施設の計画的な更新と災害対策が必要となっている状況です。当日の

質疑にもございましたが、現在、浄水場では耐震化と浸水対策を進めているところであり、災害に強い水道

を築くことを目指しています。 

 今後も健全な水道施設を守り続けるとともに、市民の皆様により一層満足していただけるよう努めてまいります

ので、今後とも御理解と御協力を賜りますようお願い申しあげます。    草津市北山田浄水場 場長 島田 恭 

 

編集後記  

草津市は、「京阪神に近いベッドタウンで人口が増えている都市でとして知られていますが、それだけ

が「住み良いまち草津」ではなく、長く住み続けている人たちと新たに生活を始めた人たちが、草津市の

描く将来像を一緒に考えようとする“（通称）つながり研究塾”の７冊目の記録本をお届けします。 

今回は、草津市第６次総合計画で見据える「にぎわい拠点づくり」に照準を合わせて「草津市北部の

バス探訪を計画しました。表題の「秋の風」は、景色の“さわやかさ”とともに時の流れを思わせる歴史遺

産を伝える“やわらかい風”のニュアンスを含ませた演出を考える時のキーワードにしたものです。 

 秋の見頃の時期に合わせで、もう少し早い実施も考えられましたが、塾生が地域イベントに関わってい

ることや学校の授業等の関係で、この時期になりました。参加をしてくださった皆様に満足が得られるこ

とができ、ほっとしています。これも、お支えいただいた草津市の職員各位のお陰と感謝をいたします。 

 次回は、滋賀県（草津市）の南の玄関口となる舞台、草津市南部を予定しています。草津田上インター

チェンジと瀬田東インターチェンジの間のびわこ文化公園とその周辺は、山手幹線と接しており、草津

PA・医療福祉施設・滋賀県立美術館・図書館や私立大学などのほかに２０２５年の国スポ・障スポの会

場となる滋賀ダイハツアリーナやスケートリンクなどのスポーツ施設が集まり、ここを交通結節点とした新

たなにぎわい拠点づくりの構想が進められています。時期は４月上旬の予定で、新たな年度となることか

ら、塾生募集も視野に入れて構想を具体化していこうと考えています。要項ができましたらホームページ

「つながり９３２ネット」でお知らせいたします。   ひと・まち。未来研究塾『つながり』代表 川瀬善行  

    

 

北山田浄水場西出口で見か

けた道路の安全対策の予告 
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ひと・まち・未来研究塾 『つながり』 

第 ２ 期 第 ３ 講 座 の記 録  
発行 ２０２３（令和５）年３月１日 ３００部 

ひと・まち・未来研究塾 

『  つ  な が  り  』 

※ 学問の要は、事物のリレーションを知るにあり《福沢諭吉》 

 

 

つなが

り９３

２ 

つながり

９３２ 
左のキーワードで検索ください 

研究塾のサイト 

https;//tsunagari932.net 


