里の川をめぐる散策ブック

関西 の川歩 き
︵公社︶
日本水環境学会関西支部川部会・編

はじめに
川は、人々の心を癒し、和ませるものである。公益社団法人日本水環境学会
関西支部川部会は、「川歩き」を2001年9月に近木川で開始して以来、その癒し
を求めて水辺環境として河川の持つ３つの役割（治水、利水、環境）に目を向
けながら、関西の川を実際に歩いてきた。そして、その河川で技術的、行政的
な課題は何か、等々の視点から、地域住民やNGO･NPOの皆さんとの交流を深
めながら、水質、生物の生息空間、景観、周辺の歴史・文化、住民参加などに
ついて観測し評価する活動を続けてきた。
その結果、私たちの川歩きは、河川という自然と人間の関わりが深いことを
あらためて認識するものとなった。あるいは表現を変えれば、川には必ず人々
の生活があるということを感じるものとなった。これは、近年提唱されている
里山、里海と共に里川という概念に通じるものを感じるものでもある。
そんな中で、私たちの川部会は、2009年に公益財団法人琵琶湖・淀川水質保
全機構と一般社団法人近畿建設協会の３者で、琵琶湖・淀川流域の河川を散策
する時に気軽に携行できるリーフレットの制作を開始した。A5判16ページの
リーフレットでは、対象河川の概要はもとより、流域の見所、名水や滝、湧水、
水質や生物、周辺の歴史、その川にまつわる興味深い話などが豊富な写真や地
図を用いて解説されている。また、コラム欄では、ちょっとしたエピソードや
楽しい話、代表的地点の水質を囲み記事で紹介している。それは、約６年間都
合25編の発行を経て、2016年に終了した。
本書は、それら25編のリーフレットを総集しながらも、あらためて琵琶湖・
淀川流域全体を見渡し、川歩きを実施したが、リーフレットに掲載しきれな
かった河川、近畿全体の河川を見渡した時にどうしても入れたい大和川、吉野
川、樫井川や、兵庫県の武庫川、加古川を追加した。その結果、琵琶湖・淀川
流域を中心とした近畿地方の河川全体の楽しさ・良さをあらためて浮かび上が
らせることができた。
各章ではそれぞれの執筆者が独立して執筆しているので、興味のある河川の
みを読んでいただいても、個性豊かな味のある内容を感じていただけるものと
自負している。
本ガイドブックが、関西の諸河川に一層親しみを感じる一助となることを
願っている。
（福永

勲）
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第1章 琵琶湖・流入河川

琵琶湖
【びわこ】

の源流も中央分水嶺にあり、琵琶湖に
琶湖大橋が架かっており、その北側の

流入する高時川の源流、栃の木峠とさ

km2 ）、南側を南湖

れている（「高時川・余呉湖」参照）。

（52 km2 ）と呼んでいる。近江盆地の盆

湖北地域は日本海から北西の季節風

地底を湖盆とする構造湖で、湖面の標

が直接吹き付けるため、わが国有数の

高は84.4 m（T.P.）
、最大深度は103.6 m

豪雪地帯である。例えば1981（昭和56）

主湖盆を北湖（618

年に東北から北陸を襲った記録的豪雪

（北湖の北西部）である。
た

1．琵琶湖とその集水域の地勢
琵琶湖は滋賀県のほぼ中央にあり、
最大の東西幅、南北長はそれぞれ23 km、

け

ちなみに、琵琶湖集水域の最高峰伊

の白石、沖島の４島があるが、沖島に

の中河内（長浜市）では１月23日に最

吹山（1,377 m）の岩体は石灰岩である。

だけ主に漁業を生業とする人々が常住

高積雪6.55 mに達し、滋賀県内だけで

東海道新幹線が近畿圏に入る関ヶ原辺

（約30 0人）している。一方、南湖には

死傷者56人、住宅の全半壊4,192棟、体

りで、西南斜面を大きく削り取られた

自然の島は無いが、下水処理場を建設

育館の屋根の倒壊3件等の被害を出した。

無残な姿をさらけ出した山体が車窓に

するために1982年に埋め立てが完了し

年降水量は2,500 mmを超え、雪解け

飛び込んでくる（写真1）。1990年代ま

水は琵琶湖の重要な水源になっている。

で山体の石灰岩をセメントや消石灰な

また、早くからスキー場が開設され、

どの原料として切り出した痕で、今も

マキノ、箱館山、国境、びわ湖バレイ、

緑化工事が続けられている。石灰岩は

奥伊吹などのスキー場が京阪神から手

大海の海山に発達した珊瑚礁が起源で、

近なスキー場として賑わっている。

伊吹山はハワイ諸島付近から太平洋プ

た人工の島、帰帆島がある。
琵琶湖の集水域は盆地の陸域 3,174

km2）より一回り大きいわが国最大の

（京都府と岐阜県のごく一部を含む）。

淡水湖である。狭窄部は1.35 kmで、琵

北湖集水域は北西部を800 m級の野坂
山地、北東部を伊吹山地、東

一方、南湖集水域は南東部を500〜

部を鈴鹿山脈、西部を比良山

600 m級の信楽・田上山地（「大戸川」

地のいずれも1,000〜1,300 m級

参照）、西部は比叡山（848 m）を主峰

の山々に囲まれている。本州

とする比叡山地に囲まれている。平地

に丹波美濃帯の古生層をマグマが貫い

を日本海側と太平洋側に分け

の年降水量は1,500 mm前後で、瀬戸内

て形成された。その時、周囲２〜３ km

る分水嶺は中央分水嶺と呼ば

海式気候帯の北縁に位置している。湖

の堆積層に強い接触変成作用を及ぼし、

れ、各地で○○トレイルなど

南地域は京阪神への鉄道の便がよく、

大理石やドロマイト・珪灰石（スカル

と名付けられて、登山道やハ

ベッドタウンとして開発が進んでいる。

ン鉱物）などの接触変成鉱物を生成し

イキングコースが拓かれてい
る。近畿地方の中央分水嶺は

8

などの堆積岩からなっている。

は五六豪雪とも呼ばれ、栃の木峠手前

km2で、ほぼ滋賀県の県域になっている

琵琶湖集水域

石灰岩を切り出した痕が残る伊吹山

北湖には北から竹生島、多景島、沖

64 km、面積は670 km2で淡路島（593

図1

写真１

しが らき

たな かみ

2．琵琶湖の誕生

野坂山地と伊吹山地の北部を

近江盆地は地質構造上は西南日本内

結ぶ尾根筋で、最も日本海側

帯にあり、地質帯は丹波美濃帯に属し

に偏っており、琵琶湖集水域

ている。地質層序は１〜２億年前に海

の北縁であり、滋賀県と福井

底に堆積して生成した秩父古生層が基

県の県境にもなっている。し

盤で、これを貫くように花崗岩（一部

たがって、大阪湾に流入する

に流紋岩）が各地に露出している。古

１級河川、琵琶湖・淀川水系

生層は砂岩・頁岩・チャート・石灰岩

レートに乗って運ばれてきた大海の孤
島が起源と考えられている。
花崗岩は白亜紀中頃（約9,500万年前）

た。そのため鈴鹿山脈には黄鉄鉱、閃
亜鉛鉱、方鉛鉱などの小規模な鉱山が

写真２

琵琶湖の

9

あったが、今は総べて閉山している。
琵琶湖の前身は約440万年前に起こっ

3．固有種と外来生物

道湖七珍に因んでニゴロブナ＊、ビワ
マス＊、ホンモロコ＊、イサザ＊、ビ

た地殻変動によって、現在の三重県伊

古代湖には独自の進化を遂げた生物

ワヨシノボリ＊、ハス、小アユ、スジ

賀上野辺りにできた大山田湖に遡ると

が棲息しており、固有種と呼んでいる。

エビ（＊印は固有種）を琵琶湖八珍に

考えられている。その後も甲賀や湖東

琵琶湖には約500種の植物と約600種の

指定して消費拡大を図っている。

地域では大小の湖沼（阿山湖や甲賀湖、

動物が生息していることが確かめられ

琵琶湖では1990年頃からブラックバ

蒲生沼沢地群）が生成・消滅を繰返し、

ているが、そのうち魚16種、貝やエビ

ス（オオクチバス）やブルーギルなど

これらの地域に古琵琶湖層群と呼ばれ

などの底生動物39種、寄生動物５種、

の外来魚が殖え始め、近年は本来の生

る湖底堆積層を残している。古琵琶湖

水草２種、プランクトン２種、合計64

態系を攪乱し、漁業に被害を与えるほ

万羽を超えた。カワウは数千羽がコロ

層では貝や魚の化石とともに、スギヤ

種が固有種であると同定されている。

どになっている。滋賀県は対策とし

ニーを作って集団営巣して繁殖する。

マゾウの臼歯やワニの歯の化石が、ま

主な漁獲魚種はアユ、ニゴロブナ、

て「琵琶湖のレジャー利用の適正化に

北湖の北には緑豊かな周囲2 km、標高

た野洲川の河床ではゾウやシカの足跡

ホンモロコ、ビワマス、イサザやスジ

関する条例」を定めて、釣った外来魚

197 mの花崗岩からなる急峻な竹生島

化石も見つかっている。この頃はまだ

エビ、セタシジミなどである。なかで

のリリース禁止、湖岸公園などに外来

（写真4）がぽっかり浮かんでおり、夕

鈴鹿山脈は隆起しておらず、現在は西

もアユは全国の河川に放流され、闘争

魚回収ボックス（写真3）の設置、漁業

陽を背にした景観は奥琵琶湖の代表的

に流れて琵琶湖に流入している野洲川

心の強い鮎として釣り人を喜ばせてき

組合に対する外来魚駆除経費の補助な

なカメラスポットになっている。この

や日野川、愛知川（「野洲川・日野川・

た。安曇川と姉川の河口にはアユを人

どの対策事業を実施している。

深い緑に覆われた竹生島がカワウの営

愛知川」参照）などは、東に流れて伊

工的にふ化・放流して、自然ふ化の変

勢湾に流入していた。

動を補填する人工河川（「安曇川」参照）

オオカナダモ、コカナダモの大繁殖は

沖合約６ kmに浮かぶ竹生島へは彦根

が設けられている。

1970年代から続いている。近年、ボタ

港と今津港から毎日定期船が就航して

（写真2）と呼ばれている岸から沖

ンウキクサ、ミズヒマワリ、ナガエツ

おり、船着き場は島の南側にある。数

田丘陵あたりにできた。40万年前頃か

合に伸びた矢のような形をした定置網

ルノゲイトウが汀線付近で大繁殖して

件の土産物店を抜けて165段の石段を

ら比良山地と比叡山地にそった花折断

漁が盛んで、琵琶湖の風物詩の一つに

おり、ブラックバスなどと共に特定外

登ると、724年に聖武天皇の命により

層の活動が活発になって隆起し、東側

なっている。佃煮にした小鮎の飴炊き、

来生物に指定されている。

行基が建立したと伝えられている宝厳

が沈降して現在の広くて深い構造湖、

ニゴロブナを熟れ鮨にした鮒鮨は、滋

琵琶湖が誕生したと考えられている。

賀県を代表する湖魚料理である。近年

ちなみに花折断層は活断層で、マグニ

は淡水魚の消費が下降傾向にあり、宍

100万年ほど前になると近江盆地が
沈降し始め、小さな堅田湖が現在の堅

えり

な

外来生物の脅威は魚だけではない。

ふなずし

4．水鳥の楽園
琵琶湖は鳥獣保護区に指定されおり、

写真４

奥琵琶湖にひっそり浮かぶ竹生島

巣地の１つにされてしまったのである。

ほう ごん

寺（西国三十三所三十番札所）の本堂
と三重塔があり、安芸の厳島神社と並
んで日本三大弁才天のひとつが祀られ

チュード７規模の地震が想定されている。

マガモ、カイツブリ、コハクチョウ、

ている。弁才天が手に持っている琵琶

一般に、湖は河川から絶えず土砂が

オオヒシクイ、オシドリ、カワウなど

が琵琶湖の名前の由来になったと伝え

流れ込むため徐々に埋まり、数千年か

多くの水鳥の楽園になっている。ラム

られている。さらに舟廊下を渡って奥

ら数万年で陸化して消滅するが、希に

サール条約の登録湿地でもあり、湖北

に進むと420年に雄略天皇の命により

10万年以上存続している湖があり、古

野鳥センター、高島市新旭水鳥観察セ

建立された都久夫須麻神社が祀られて

代湖と呼んでいる。琵琶湖はバイカル

ンターなどの水鳥・野鳥の観測ステー

いる。本殿は秀吉の大坂城の唯一の遺

湖やタンガニーカ湖などと共に、世界

ションが開設されている。

構と伝わる宝厳寺の唐門とともに国宝

に20しかない古代湖の一つである。

ところで1990年代に突然カワウが大
写真３

10

外来魚回収ボックス

繁殖するという異変が起き、一時は４

つ

く

ぶ

す ま

に指定されている。
このように竹生島は古来より人々の
11

ちなみに、琵琶湖と呼ばれるように

篤い信仰の対象であり、現在も多くの
参拝者で賑わっているが、夜は無人島

ちかつ

なったのは江戸時代以降で、古くは近
あわうみ

あふみ

うみ

におのうみ

になる。カワウはその隙間を狙って、

淡海、淡海の湖、鳰海などと呼ばれて

島の北側の針葉樹林を占領し、営巣・

いた。

山（写真5）を背景にして、海門山満月
寺境内の浮御堂（写真6）が水鳥の飛び
交う芦原に浮かぶ光景。
琵琶湖は1950（昭和25）年に国定公

松尾芭蕉も「奥の細道」の旅を終え

園に指定された。これを契機に琵琶湖

辺りの樹木は糞や営巣によって立ち枯

た翌年、1690（元禄3）年春から約4ヶ

全域の景勝地から湖北6景観、湖南2景

れし、島の北側の景観は一変した。

月、石山寺に近い近津尾神社境内の幻

観が、琵琶湖八景に選定されている。

繁殖するようになった。数年もすると、

４万羽にも増えると、採餌によるア
ユやフナなどの漁業被害も無視できな

住庵に隠棲し、「幻住庵記」を著して

ぎょう む

暁霧：海津大崎の岩礁

いる。

しず

新雪：賤ヶ岳の大観

くなり、県や市が駆除対策に乗り出し
松尾芭蕉（幻住庵記）

た。その結果、2010年頃から減り始め、

室町時代には京の都から近く東国・

2014年春には約8,400羽（うち竹生島に
約4,600羽）にまで減少した。繁殖地も

北陸との交通の要として栄えた湖南地

分散して、現在は琵琶湖のカワウ問題

域の水辺景観が、当時中国第１の湖で

は小康状態にある。

あった洞庭湖に流入する湘江と支流瀟

しょうこう

すい

5．国定公園琵琶湖
琵琶湖の多様な水辺景観は古代から
人々に親しまれ、和歌や俳句、絵画な
どに多く取り上げられてきた。

柿本人麿（万葉集）

紫式部（新古今和歌集）

写真５
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道の駅の桟橋を前景に比良山系を望む

（北湖）深緑：竹生島の沈影

しょう

八景図」
（北宋時代成立）になぞらえて、
近江八景と称されて愛でられてきた。

琵琶湖を堰き止める瀬田川南郷洗堰

大阪の洪水や渇水の被害を小さくして
いる。
湖沼や内湾のような水の入れ替わり

月明：彦根の古城

が遅い閉鎖性水域は、人為的影響を受

春色：安土・八幡の水郷

けて汚濁しやすい。湖水が河川から流

はくてい

涼風：雄松崎の白汀
えん う

（湖南）煙雨：比叡の樹林
ゆうよう

夕陽：瀬田・石山の清流

しょうしょう

水辺りの情景を集めて描かれた「瀟湘

写真７

6．琵琶湖の水資源・水環境

入する水でところてん式に入れ替わる
時間を水理学的滞留時間と呼んでいる。
琵琶湖について計算すると、約4.5年に
なる。霞ヶ浦では0.55年、ミシガン湖
では99年で、一般に貯水量が多い湖ほ

琵琶湖は275億m3（北湖273億m3、

ど長くなる。しかし、実際には流入し

南湖2億m3）の水を湛えている。流出

た河川水は湖水と混じり合いながら入

矢橋帰帆、三井晩鐘、唐崎夜雨

自然河川は瀬田川のみで、宇治川・淀

れ替わるので、さらに長い時間を要し、

堅田落雁、比良暮雪

川を経て大阪湾に流入する（「瀬田川・

琵琶湖ではほぼ入れ替わるのに20年近

「石山の秋月」は南郷辺りの瀬田川

せ

た せき しょう

石山秋月、勢多夕照、粟津晴嵐
や ばせ

宇治川」参照）。一部は琵琶湖疏水（「琵

くかかると推定されている。大きな湖

湖畔から、紫式部が参籠して源氏物語

琶湖疏水」参照）から京都市に給水し、

ほどいったん汚染すると回復に長年月

の想を練ったと伝えられている観音堂

鴨川・桂川（「鴨川・明神川」参照）を

を要することが解る。

が見える石山寺を前景にした琵琶湖の

経て淀川に流入している。流下途中で

第２次世界大戦後について水質問題

遠望。「堅田の落雁」は比叡山や比良

取水している浄水場の給水人口は滋賀

の変遷を概観すると、1950年代はイタ

と京阪神に住んでいる約1,400万人で、

イイタイ病や水俣病などの公害を引き

これだけ多くの人々が恩恵を受けてい

起こした特定工場の排水による毒物汚

る湖は世界的にも希である。琵琶湖が

染が顕在化し、大きな社会問題になっ

「近畿の水瓶」と呼ばれる所以である。

た。1960年代に入る頃からアメリカ式

また、琵琶湖の水位と流出水量は、

の急速ろ過方式を導入した浄水場で水

1895（ 明治28）年の大洪水の後、1905年

道水に従来のカルキ臭とは異なる異臭

に建設された南郷洗堰（写真7）で操作

味（カビ臭または土臭）が残るいわゆ

されている。したがって、巨大な自然

る臭い水問題が広がり始め、浄水処理

のダム湖の役割も果たしており、下流

に活性炭処理が欠かせなくなった。中

写真６

海門山満月寺の浮御堂（護岸・基礎
工事改修以前は葦原に覆われていた）
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頃からは瀬戸内海や東京湾などで赤潮

有名である。条例は1983年に制定され

保全及び再生に関する法律）が成立し

が大規模に発生するようになり、ハマ

た湖沼法（湖沼水質保全特別措置法）
の

た。同法は琵琶湖を国民的資産と位置

チなどの養殖漁業に被害が頻発するよ

先駆けになった。

づけ、国が自然環境の再生や保全のた

うになった。霞ヶ浦や諏訪湖では藻類

1972年には京阪神の水需要に応える

めの基本方針を策定し、その実現のた

が異常に増殖してアオコが発生し、コ

ために、渇水時に水位をそれまでより

めに財政支援を行うことが明記され、

イやフナの生け簀漁業に被害を与えた。

1.5 m下げられるようにして毎秒40

m3の

琵琶湖の保全と合理的活用（ワイズ

すなわち水質問題はこの頃から公害

新規利水を開発することを目的とした

ユース）は新たな段階に入った。2017

を引き起こした特定工場の排水による

琵琶湖総合開発特別措置法が成立し、

年には基本方針に基づいて琵琶湖保全

毒物汚染から、都市型公害と呼ばれた

琵琶湖総合開発計画（琵琶総）が実施

不特定多数の工場、家庭から排出され

された。10年間の時限立法であったが、

る汚濁物質による水質汚濁、なかでも

延長に延長を重ね25年間に約２兆円が

幾つかの課題は依然として残されてい

することが望ましいのか、また淀川の

窒素・リンによる広域的水質汚濁すな

投じられた。計画には利水・治水と共

るものの、自然生態系と市民生活に大

洪水・渇水対策と琵琶湖の生態系の保

わち富栄養化に移行して行った。

に水質保全が重点事業に組み込まれ、

きな不都合を及ぼすような事象はほぼ

全とが両立する瀬田川南郷洗堰の水位

図2 琵琶湖の窒素・リンの平均濃度
（「滋賀の環境2014」
より筆者改変）

再生計画が策定されている。
しかし、今後どのような水質に維持

一方、琵琶湖ではやや遅れて1969年

1980年代半ば頃から公共下水道や農村

なくなった（図2）。南湖では一つあっ

操作などについては、科学的知見が乏

に琵琶湖を水源とする京都市の水道水

下水道などの水質保全施設の整備が急

た水泳場はなくなったが、北湖には近

しく議論も進んでいない。さらに、内

に臭い水が発生し、以降、臭い水は琵

速に進み、2010年には滋賀県の下水道

江舞子や毎年「鳥人間コンテスト」が

湖の埋め立て、自然湖岸と芦原の減少、

琶湖・淀川を水源とする上水道で頻発

等の浄化施設の人口普及率は実質的に

行われている松原をはじめ多くの水泳

流入河川の改修と流入土砂の減少、水

するようになった。1977年には黄色鞭

100 ％に達した。しかも、全ての処理

場が賑わいを取り戻し、ヨット、ウイ

田を主とする農地と水利系統の改変、

毛藻類ウログレナの異常増殖による淡

施設で富栄養化の原因になる窒素・リ

ンドサーフィン、プレジャーボートな

放棄田や里山・植林地の放置などの問

水赤潮が大規模に発生するようになっ

ンまたはいずれかを除去する高度処理

どを楽しむ若者も増えた。

題も残されている。

た。

が行われている。公共下水道について

琵琶湖を１周する湖周道路・湖岸道

2014年にはこれまでの水と環境に関

ない

こ

テレビ報道を通して瀬戸内海で赤潮

みると、一般的な標準活性汚泥処理施

路が整備され、2〜10 kmごとにパーキ

する施策を統括する水循環基本法が制

によって大量のハマチが白い腹を見せ

設と較べて窒素は約80 ％、リンは95 ％

ングエリアと湖岸公園が配置されてい

定された。上流の林業から下流の水産

て死んで行く映像をしばしば見せられ

以上浄化されている。工場排水につい

て、ペットとの散歩やバーベキューを

業まで関連産業の振興を図りつつ、森

ていた滋賀県民の多くが、自らの飲み

ても水質汚濁防止法や条例による排水

楽しんだり、ドライブしながら琵琶湖

林から湖までを連続した水循環系と捉

水の安全に危機感を募らせ、合成洗剤

規制と住民の厳しい監視の目の下で、

の景観をゆっくり観賞することができ

え、生態系の再生・修復・保全に力を

追放運動が急速に広がっていった。当

かつてのような汚水の垂れ流しはほぼ

るようになった。最近は自転車で琵琶

注ぎ、それぞれの生活の場で自然豊か

時の洗濯用合成洗剤にはリン酸塩が10

無くなった。すなわち、窒素・リンの

湖を1日で1周する「ビワイチ」の人気

で暮らしよい魅力ある生活空間、すな

〜20 ％も含まれていたからである。県

汚濁源としては、今後は対策が難しい

が急上昇している。湖岸の長さは241

わち人と自然に優しい地域景観を再生・

民の運動が県政を動かし、1979年には

ノンポイント汚染源、中でも農業排水

kmであるが、スムーズな湖周道路は

修復していくことが求められている。

リンを含む合成洗剤の販売・使用・贈

と大気降下物の比重が大きくなる。

１周約200 kmである。

答を禁止し、工場排水の窒素・リン濃

このような汚染と対策の歴史を経て、

度を国に先駆けて規制する琵琶湖条例

現在の琵琶湖の水質はかなり改善され、

（滋賀県琵琶湖の富栄養化防止に関す

水草の過繁茂、難分解性有機物の増加

琵琶総は1997年に終了したが、代わ

る条例）が制定されたことは余りにも

傾向、外来生物の増加、人工湖岸など

って2015年に琵琶湖再生法（琵琶湖の

14

（國松孝男）

7．これからの琵琶湖
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第1章 琵琶湖・流入河川

場、東斜面にはベルク余呉スキー場が開

高時川・余呉湖

設されている。
栃ノ木峠の東側にある駐車場の脇に

【たかときがわ・よごこ】

淀川の源の碑が建っている。碑の背面

琵琶湖は淀川と共に一級河川である。

には、旧建設省高時川ダム工事事務所

そこに流入する治水上重要な支川の一

と旧余呉町の連名による、「河川の恵

定区間も一級河川に指定されるので、

みに感謝して」の文字が刻まれ、碑の

高時川もまた一級河川である。

傍の看板には、「淀川河口から170km

高時川は、滋賀県最北部の福井県と

写真１

小峠の冷水

のこの地が源流である」と書かれてい

の県境となる栃ノ木峠（標高538.8m）

呉湖がある。標高は133mであり琵琶

る。この碑の上手のブナ林の中に、淀

付近に発して南流し、琵琶湖に流入す

湖との標高差（水面落差）は約50 mで

川源流と思しき渓流が端を発している。

る直前で姉川と合流する。全長は41.4km、

ある。琵琶湖と同じく100万年〜200万

なお、栃ノ木峠を越えて福井県に入っ

流域面積は209km 2である。高時川の

年前の陥没湖とみられ、古琵琶湖に包

た国道365号線は、大河川九頭竜川の

最大の支流は岐阜県境を源流とする杉

含されていたものが、約３万年前に独

支流である日野川流域を下り、越前武

で桂川・宇治川・木津川の三川を束ね

野川で、大見集落の下流で合流してい

立したといわれている。

生へと抜ける。

て流下し、大阪湾に注ぐ瀬戸内海流域

る。杉野川沿いに岐阜県に抜ける国道

では最大の河川である。その源流は宇

303号線が走り、金居原の上流の県境

治川、瀬田川を遡って琵琶湖に入り、

には1910（明治43）年に操業を開始し、

1．
高時川流域・余呉湖の概要
淀川は、大阪府と京都府の境あたり

2．淀川の源流
滋賀県北部の彦根市・長浜市を経て

さらに琵琶湖の北東に注ぐ姉川の支流・

1965（昭和40）年に閉山した土倉銅山

福井県敦賀市に抜ける国道365号線は、

高時川にあるとされている。河川法上、

があった。

かつては北国街道と称され、北陸の物

湖は

河川

の一部と見なされるため、

高時川はその辺りから上流では余呉

資を京都・大阪に運ぶ重要な輸送路で

町に属し丹生川と呼ばれ、谷を出て扇

あった。国道線は長浜から旧余呉町に

ま

け

状地に広がる木之本町では馬上川、さ

入ると、暫くは高時川と並行して流れ

らに下流の沖積平野に広がる高月町で

る余呉川に沿って北上し、椿坂峠に至

は高月川（または高槻川）虎姫町では

る。米原ジャンクションから分岐した

馬渡川と名前を変え、姉川と合流する

北陸自動車道は、しばらく国道線と並

長浜市辺りでは妹川と呼ばれた。高時

行して走るが椿坂峠の手前で敦賀へ向

川流域の地質は主に中・古生層の丹波

う。国道365号線は椿坂峠を越えると

層群の砂岩・粘板岩・チャート・塩基

再び高時川流域に入り、最上流の集落

性火山岩（緑色岩）が分布し、植生で

となる中河内を経て栃の木峠に至る。

はブナやミズナラなどの落葉広葉樹林

この間、長さ10kmにもおよぶ活断層

が広くみられる。

帯である柳ヶ瀬断層の真上を走ってい

琵琶湖の北東部には三方を山で囲ま

16

丹生川流域や北国街道沿いの地域は、
かつては2〜3mに及ぶ積雪で閉ざされ
た全国有数の豪雪地帯であった。国道

写真２

洞寿院山門

る。椿坂峠のトンネルを過ぎて、中河内

れた断層盆地に、周囲6.4km、最大水

集落の手前に小峠の冷水がある
（写真1）。

深13.5m（平均7.4m）の小さな湖、余

栃ノ木峠の西斜面には余呉高原スキー

写真３
茶わん祭
の館
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されているブナの植林地を15分ばかり

365号線沿いには急傾斜の三角屋根の

の必要性についての検討と、各代替案

一坪ほどの可愛らしい鉄筋コンクリー

の妥当性などの検証が必要であり、丹

トの避難小屋がいくつか朽ちかけて残

生ダム建設の先行きは不透明である。

たずむ菅原道真公ゆかりの大箕山菅山

っている。かつては郵便配達夫が吹雪

この辺りはかつて山椒の産地であっ

寺に至る。山門前には菅公お手植えと

に遭遇した折り一時避難する待避所の

た。しかし、病気が蔓延したために今

伝わる樹齢1000年といわれるケヤキの

跡である。

は山椒の生産農家はない。道沿いの所々

大木が両側に並んで立っている
（写真5）。

の薮にひっそりと生き続けるサンショ

本堂の近くには国の重要文化財に指定

ウの木はその名残である。シカ、イノ

されている鋳造の銅鐘がある。本堂か

高時川上流域の旧菅並集落の上流に

シシ、サルによる農作物被害は、過疎

ら少し下ると、菅公姿見の池といわれ

は、貯水容量１億 7千万tの近畿地方で

化が進む中山間地の集落に共通する悩

丹生小学校の角を西に曲がって進みつ

は最大級の多目的ロックフィルダムで

みの一つであるが、ピリリと辛い山椒

きあたりの摺墨集落のはずれには、滋

体として菅公の像を祀る近江天満宮が

ある丹生ダムの建設予定地がある。

にはサルも手をつけないとのことである。

賀県立大学集水域研究施設がある。森

ひっそりと佇んでいる。現在この一帯

2008年には河川整備計画に地方公共

旧菅並集落から支川の妙理川を少し

林生態系学や水文学の実習やフィール

は余呉町の自然園に指定されており、

団体、地域住民等の意見を反映するた

上ったところにある妙理の里を通り、

ド研究の基地として活用されている。

ブナ･ミズナラが茂っている。

めに設けられた淀川水系流域委員会が、

妙理川をさかのぼると夫婦滝に至る。

上丹生から丹生川に沿って下ると、県

菅山寺の表参道は北国街道に沿った

丹生ダムの必要性を見直し建設中止の

この付近には、絶滅危惧種のイヌワシ

道285号わきの道路斜面から菅並胡桃

坂口集落にあり、近江八幡宮の大鳥居

意見書を提出した。2009年にダムに頼

とオオカタの営巣地がある。妙理の里

の自然名水がわき出ている（写真4）。

をくぐって2kmの道のりを上ると管山

らない治水へ政策転換され、丹生ダム

近くに見える山門は、曹洞宗の名刹洞

高時川の最大の支流である杉野川上

の建設計画が凍結された。2013年にな

寿院への入り口である（写真2）。洞寿

流には、どこから見ても横たわって見

って、国土交通省（近畿地方整備局）と

院は1406（応永13丙戌）年如仲禅師に

えることからその名がついたとされる

水資源機構は、事業目的を高時川・姉

よって開かれ、修行僧の道場として名

横山岳（1,132m）があり、四季を通じ

詩を詠む道真11歳の稚児天神像や十一

川の洪水調節、下流淀川の異常渇水対

高い。木造観音菩薩立像は国指定の重

てハイカーで賑わっている。金居原集

面観音像などが納められている。菅山

策、および高時川の流水確保とし、２

要文化財である。寺宝は、その昔、夫

落を通りすぎて未舗装林道を暫く上る

寺にはもう一つ参道がある。その登り

つのダム案と各目的に対応した代替案

婦滝に棲みつき如仲禅師によって済度

と、赤い欄干の橋のたもとに夜這いの

口となる大見には、作家井上靖の小説

（河道掘削や琵琶湖水導水など）を関係

された龍が残したと伝えられる龍の玉

名水がこんこんと湧出し、この谷の上

に

である。

3．丹生川（高時川上流域）
すが なみ

自治体に提示した。これら３つの目的
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歩くと、人気の少ない山中に静かにた

するすみ

る朱雀池（写真6）があり、傍にはご神

寺に至る。大鳥居から100mばかり上っ
た左手に、菅山寺の寺宝を納めた里坊
こう ぜん かん

弘善館が建ち、左手に梅の花をもち漢

乙女の観音さん

として紹介され

流には滝の谷の滝がある。頂上に向か

る平安期の木造十一面観音像（国重要

上丹生の丹生神社の茶わん祭は、お

う白谷本流コースをたどると、お経を

文化財）をもつ真言宗の医王寺と神像

おむね３年に一度行われる大祭である。

書写する僧が身を清めていたとされる

滋賀県無形文化財に指定されている稚

経の滝があり、さらに30分ばかり登る

児の舞、花笠踊り、神輿の渡御が行わ

と御神酒を入れる銚子を洗い清めたと

れる。茶わん祭の館（写真3）では、茶

いう五銚子の滝が５段に分かれて優雅

わん祭にちなむ山車のレプリカ等とあ

に落ちている。

かみ に ゅ う

写真４
胡桃谷の名水

写真５
ケヤキの大木

わせて、余呉の地勢、風土、人々のく

赤子山スキー場を抜けて林道赤子線

らし、この地方独特の余呉型民家、歴

を上っていくと駐車場があり林道は終

史や伝説などが展示されている。旧上

点になる。ここからNGOによって再生

写真６

朱雀池
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三体（国重要文化財）のある大見神社

水路に手作り水

水の石碑が見える。そこから林の中を

がある。

車や花筏が置か

数10m入った所に、この地の小字名を

れ、錦鯉が悠々

とった天皇の水が石灰岩の穴から湧き

と泳いでいる

出している（写真10）。

4．花と観音の里 高月町 と
井堰

（写真9）。1991

高時川は下流で姉川と合流し、姉川

丹生川は木之本町に入ると杉野川と

年には農林水産

となって琵琶湖に注ぐ。姉川河口には

合流する川合からは高時川と名前を変

省と旧建設省に

琵琶湖総合開発事業による水位低下の

える。この辺りは川幅が広く、堤外地

よる「花のまち

補償事業として建設された湖産アユの

（高水敷）はかつての桑畑であり、現

づくりコンクー

在は畑として利用されてきた。また、

ル」で最優秀農

この辺りは扇状地の扇頂にあたり、往

林水産大臣賞を受賞し、湖国百景にも

時、下流の村々は井明神橋をはさんで

選ばれている美しい里である。雨森地

流域は米作地帯が広がっている。降水

最上流の餅の井堰をはじめとした６つ

区の一角に、大ケヤキに囲まれた雨森

量が少ない年には、灌漑水が多く使わ

芳洲庵がある。

れる春から夏にかけて下流域の河川流

の

ゆ

井

と呼ばれた井堰から、田に水

写真８ 馬上井堰の
いわれを記した碑

あめのもり

写真１０ 天皇の水

産卵用人工河川があり、10月には人工
ふ化した数十万尾のアユの稚魚がここ
から琵琶湖へ泳ぎ出す。姉川の上・中

滋賀県は、京都・奈良に次いで神社

量が極端に減少し、しばしば河川水が

が繰り

仏閣が多い地域である。湖北地方には

干上がって断流する瀬切りが起こるこ

広げられたとされる。現在、井堰は総

数多くの観音菩薩像をまつる社寺があ

とが知られている。

て井明神橋の手前で、近代的な高時川

り、観音の里と呼ばれている。高月町

姉川との合流点近くの錦織橋を渡る

川に合流していた。そのため、大雨の

を引いていた。そのため、高時川が渇
水時には、しばしば

水争い

写真１１ 田川のカルバート

頭首工に合口されている（写真7）。頭

内の観音の里歴史民俗資料館では、己

と、田川カルバート（写真11）記念碑

度に水嵩が増した姉川と高時川の河川

取工から高時川幹線水路へ取水され、

高山を中心に花開いた仏教文化とその

が建つミニ公園がある。田川は、高時

水が田川に逆流し、流域に大きな被害

いくつもの用水路に分かれて高月町・

信仰の厚さを物語る数多くの観音像や

川と姉川に挟まれた三角地帯を流域と

をもたらしていた。そこで、幕末の1860

湖北町の水田に灌漑水を供給している。

仏像を紹介し、特に十一面観音に関す

する全長約10kmの小河川である。現

年に、高時川の下に木製の暗渠を掘削

井堰の名残はないが、わずかに馬上井

る資料を多く展示している。観音の里

在は、鉄筋コンクリート製のトンネル

して田川をくぐらせ、その先に新川を

堰のいわれを記した大きな碑が、頭首

歴史民俗資料館の近くにある渡岸寺観

カルバート で姉川をくぐり、そのま

開削して琵琶湖に直接放流するという

工の近くの川端の水田の中にぽつんと

音堂には、日本に七体ある国宝十一面

ま田園地帯を一直線に西流して琵琶湖

田川伏樋工事が行なわれた。明治にな

建っている（写真8）。

観音の一つで天平時代の泰澄の代表的

に流入している。

って、オランダから招聘された土木技

ま

け

高月町では、集落内を通り抜ける用

写真７
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高時川頭首工

な仏像が安置されている。眉から鼻に

江戸末期まで、田川は落合付近で姉

師のデ・レーケが現在の形にほぼ近い

かけての秀麗な線、柔く結ばれた美し

鉄筋コンクリート製のカルバート改修

い口元、そして肉感的な量感を与える

案を提案し、1885（明治18）年に完成

豊麗な姿態は、渡岸寺の観音さまとし

した。その後1929〜1930（ 昭和4〜5）年

て人々の厚い信仰を集めてきた。

には継ぎ足し工事がされ、1963〜1966

渡岸寺から国道365号線に出て、高

（昭和38〜41）年には大々的な改修工事

時川の阿弥陀橋を渡った直ぐ左手の田

が行われて、毎秒109m3の疏通能力を

んぼの中を通る道に入り、看板に従っ

有する並列2連の延長216m、幅4.2m、

て山沿いの道へと進むと、名水天皇の

写真９

高月町の街並み

高さ4.2mの現在のカルバートが完成した。
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高時川と杉野川が合流する川合橋地

めに余呉川からの導水路と余呉川への

ョウ、カイツブリなど四季それぞれに

点、および田川におけるCODの経年変

放流水路が作られた。1976年には灌漑

異なった野鳥を観察することができる。

化を図1に示す。図には後述の余呉湖

用水として琵琶湖の水をポンプアップ

この公園の一角にある琵琶湖水鳥・

最深地点の結果もあわせて示している。

するトンネル（揚水隧道）と揚水機施

湿地センターは、琵琶湖がラムサール

高時川川合橋地点のCODは0.8〜1.4mg

設が設置されたことでダムの機能が付

条約の登録湿地に指定されたことを契

/Lと清洌な水質を保ち、田川は2.0〜2.8

加されて余呉湖ダムとなっている。

機に設置された学習・研究施設で、大

mg/Lと濃度は2倍程度高いが、いずれ
もCODは横ばいで経年的な傾向は認め

写真１２ 衣掛柳

られない。

5．余呉湖とその周辺

余呉湖の透明度は、1932年に８mと

型マルチビジョンに湖岸の水鳥の生態

いう記録が残っているが、1977年以降、

が映し出されている。また、湖北野鳥

淡水赤潮やアオコの発生が頻発するよ

センターでは、備え付けのフィールド

うになり低下した。そのため、冨栄養

スコープや双眼鏡で年間を通じてバー

化対策として1988年には農業集落排水

ドウォッチングを楽しむことができる。

処理施設などの生活排水処理が進めら

古くは、琵琶湖は大江と称されたが、
これにあわせて余呉湖は伊香の小江と

れ、湖内には間欠式空気揚水筒（レーク

呼ばれていた。別名鏡湖とも名付けら

リフター）や深層曝気装置も設置され

れており、その名のとおり波ひとつな
い湖面には周囲の山々が映し出されて

写真１３ 余呉湖

ている。
余呉湖最深地点における水質の経年

いる。余呉湖は、三保の松原、丹後峰

風で倒壊した天女ゆかりの北野神社か

変化は、CODは減少傾向を示し、全窒

山と並ぶ日本三大天女伝説の地の一つ

ら移された二代目である。湖北部の湖

素と全リンの経年変化は、年ごとの変

として有名である。湖畔には、天女が

底からは2000年前の埋没林が発見され

動は大きいとはいえCODと同様におお

羽衣を掛けたとされる衣掛柳が残って

るなど神秘の湖のイメージが色濃く、

むね減少傾向にあり、水質汚濁対策の

いる（写真12）。現在の柳は、明治の台

水上勉の小説｢湖の琴｣（1966年）の舞

効果がうかがわれる。

台にもなった。
余呉湖には、余呉湖と琵琶湖にのみ

図1
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高時川・田川・余呉湖におけるCODの
経年変化

（駒井幸雄・國松孝男）

余呉湖と琵琶湖の間を隔てている賤ヶ
岳（写真14）は、琵琶湖八景の一つ「新

生息するイワトコナマズをはじめ、ワ

雪賤ヶ岳の大観」として知られている。

カサギ、フナ、コイ、ウナギ、ナマズ

織田信長の死後、羽柴秀吉と柴田勝家

などの魚類が多数生息し、夏には水面

が雌雄を決すべく1582（天正10）年に

近くをフナの大集団が回遊する姿が見

激突した古戦場である。

写真１４ 賤ヶ岳
参考文献
近江地方史研究会・木村至宏編(1993)近江の川，
253pp., 東方出版．
（公社）長浜観光協会HP
http://www.kitabiwako.jp/
滋賀県琵琶湖環境科学研究センターHP

られる。冬には多くの水鳥が飛来し、

余呉川河口から湖岸道路を姉川方面

漁協の湖畔はワカサギ釣りで賑わい冬

へ南下すると、湖北町水鳥公園がある。

の風物詩になっている。

この辺りは形のよいヤナギが生い茂る

滋賀県「余呉湖」HP

余呉湖（写真13）は、かつては周辺の

地図にはないいくつかの島並を前景に

http://www.pref.shiga.lg.jp/h/kasen/dam/

渓流と余呉川の伏流水が流入するだけ

して、竹生島が見渡せ、とりわけ比良

の完全な閉鎖された自然湖であった。

山系に落ちる西日が美しく、日本の夕

しかし、1960年には湖北地方一帯の灌

陽100選にも選定されている。国の天

漑と余呉川沿いの洪水被害の軽減のた

然記念物のオオヒシクイや、コハクチ

http://www.pref.shiga.lg.jp/d/biwako-kan
kyo/lberi/

yogoko.html
水資源機構丹生ダム建設所HP「高時川等におけ
る水質調査結果」
http://www.water.go.jp/kansai/niu/html/
wquality/waterquality.html

23

第1章 琵琶湖・流入河川

安曇川
【あどがわ】

は府県境で途切れ、直線距離にして100
m ばかり対岸同士で未接続となってい
る。そのため京都市内から安曇川に向
かうためには、国道477号線、国道367
号線を北上し、花折トンネルを越えて
行くことになる。

写真２

安曇川は、比良山地と丹波高地には
はな おれ

さまれた「花折断層」によって形成さ

アカマツ林、クヌギ・コナラ林などの

れた V 字峡谷を北流していく。高島市

二次林が見られる。ツキノワグマ、イ

朽木（旧朽木村）に入ると、左岸側か

1．安曇川流域の概要

葛川茅葺きの家

ら流入している久多川、針畑川、北川、

図1

安曇川下流常安橋におけるBOD,COD,
T-N,T-Pの経年変化

麻生川なども支流を合わせながら朽木

ノシシ、シカ、ニホンザルなどの大型
哺乳類や魚類ではイワナやアマゴなど
が上流域に生息している。

安曇川は、京都市左京区北東部の丹

市場を過ぎて向きを大きく東に変え、

少に転じている。一方、TPは1997年度

波高地東端となる百井峠近くに源流を

河口デルタに広がる高島市安曇川町の

以降減少に転じており、TNとTPの濃

に道をとり、鞍馬を通り過ぎてさらに

もち、流域面積311km2、流路延長56km

東部で琵琶湖に注いでいる。

度変化には時間的な差が認められた。

北に進むと、標高741mの百井峠に到る。

の琵琶湖西岸に注ぐ最大の河川であり、
琵琶湖流入河川の中では、東岸の野洲
川に次いで2番目に大きい。

安曇川に沿う若狭街道の両側には
中・古生層の丹波層群が分布し、東側

2．
源流域〜久多地区とその周辺

京都市内から国道477号線（鞍馬街道）

古くから洛北の街道筋でも難所として
ち

み もう りょう

その名を知られ、魑魅魍魎が現れる峠

に連なる比良山地の最高峰の武奈ヶ岳

安曇川源流となる久多地区の年平均

と伝えられる。ここを下ると安曇川源

安曇川源流となる百井川は、京都府

（1,214m）もその中にある。一方、比良

降水量は2,500mm（日本の年平均降水

流の百井川が流れる百井地区に到る。

から東の滋賀県に向かって流れ、滋賀

山の大部分とその周辺の山々は花崗岩

量、1,720 mm）で平均気温は13℃、冬

百井川上流の滝谷には「一の瀧」「馬

県に入ると安曇川となる。川沿いの道

からなっている。

期の積雪深は２m に達する。流域には

尾の瀧」と呼ばれる滝がある。

安曇川下流の常安橋地点における

ブナ林やブナ・アシウスギ林などの自

京都府と滋賀県の府県境に位置する

BOD、COD、全窒素（TN）、および全

然林、ミズナラ・アズキナシ林やスギ・

皆子山は、標高972mの京都府最高峰で

りんの経年変化を図1に示す。BODは

ヒノキ植林、やや標高の低い地域では

あり、比良山地の蓬莱山（1,174m）や

1989年度まで環境基準のAAまたはA
類型の1mg/Lを超える年度も認められ
た。しかし、
1990年度以降は全て1mg/L
以下であり、一定の変化傾向は認めら
れない。CODは1990年度以降は概ね
BODよりも濃度は高く1mg/L以上だが、
2000年度以降は減少傾向が認められる。
TNとTPは年度による変動が大きい。
全体の傾向として、TNは2006年度まで
増加傾向が認められたが、その後は減
24

写真１
神泉水

写真３
久多の大杉
（写真提供：京都
市文化財保護課）
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権現山（996m）と対峙している。皆子

民具の展示とともに公開されている

山山頂までは登山道が整備されている

（写真2）。大川神社には、京都市の天

が、花折断層の一部であるために足場

然記念物（1987年）として指定・登録

年に起こったM7.6以上の寛文地震によっ

の悪い所が多くみられる。皆子山の北

されている樹高約40m、幹周約6.6mの

て、朽木谷では目前の山が崩れ、山津

にある八丁平は、近畿地方では珍しい

久多の大杉と呼ばれる大木がある（写

波となり麓の梅ノ木と町居のすべての

高層湿原として知られている。標高約

真3）。

民家と260余名の人々が100 mもの厚さ

た典型的な断層地形を形作る花折断層
に沿ってつくられている。1662（ 寛文2）
くつ き

800m、面積約5haで、周辺にはクリ、

久多の産土神であり安曇川沿い一円

ミズナラなどの広葉樹とスギ、ヒノキ

の地主神を祀る思古渕社（志古淵神社）

じたといわれる。現在でも、国道367

など針葉樹の天然混交林が広がっている。

では、国の重要無形民俗文化財に指定

号線沿いにはこの時に崩落した跡を見
せる崖が数多く残っている。

し

こ ぶち

の土砂に埋もれるなど大きな被害を生

百井地区から安曇川へは、国道477

されている花笠踊などの多くの祭事が

号線を少し戻って国道367号線に入り、

行われている。また、明王院は、比叡

花折トンネルを越えて久多地区に向か

山を代表する荒行の１つ「千日回峰行」

国定公園の比良山地区の西側に隣接し

うルートをとることとなる。その途中

を始めた相応和尚が創建した寺であり、

ており、安曇川の上〜中流域のＶ字谷、

には湧水の神泉水があり、遠くからも

瀧にまつわる伝説が伝わっている。明

中流域の広がりのある河原、点在する

この水を汲みに来ているようである

王院から比叡山に向けて登る途中には、

集落、および森林といったひなびた山

この地域開拓の祖神とも水の神ともい

村景観が含まれ、支流の針畑川上流に

われている地主神社があり、それをさ

はブナ林が残っている。

（写真1）。
久多地区は、平安時代以前から都へ

写真５

生杉のブナ林

朽木・葛川県立自然公園は、琵琶湖

写真６

森林実験試験地（写真提供：國松孝男）

の木材の供給地として開かれたところ

らに登ると三ノ瀧（別名不動滝）
（写真4）

で、一説には平家の落人も逃れてきた

に至る。この滝は、「近江水の宝」に

一部コナラなどの落葉広葉樹林、アカ

として高島市へ引き継がれた高島市立

とも言われている。かつて久多地区の

選定された落差20mほどの直漠で、天

マツ林などによって占められている。

森林公園くつきの森（旧朝日の森）が

人々は、スギを中心とする天然木の供

台回峰行の最終修行場として神聖視さ

針畑川上流域の生杉地区には、今日で

ある。かつてのホトラ山や針葉樹の人

給や炭の生産によって生計を立ててい

れている。

はわずかしか残っていない生杉のブナ

工林が大部分を占める自然豊かな森か

林があり、遊歩道が整備されブナ林の

らなる関西の典型的な里山である。

た。現在は、甘藷の栽培や山菜加工な
かつら

ども行っている。葛川の葛川少年自然
の家に隣接する葛川かや葺の家は、地
元協力のもとに移設された茅葺民家で、

写真４
三ノ瀧
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3．上流域から中流域
〜若狭街道〜

植生はスギ・ヒノキ植林が中心で、

き すぎ

雰囲気を十分に味わうことができる

この近くに、滋賀県琵琶湖研究所

（写真5）。朽木地区の源流部にはトチ

（現滋賀県琵琶湖研究・環境科学研究

ノキの巨木群が生育しており、市民グ

センター）の日本では初めての対照流

は、かつては旧若狭国小浜と京を結ん

ループ「巨木と水源の郷をまもる会」

域法による研究プロジェクトの試験地

でいた若狭街道である。この道は、小

による保存活動が進められている。

がある（写真6）。コナラやクリの二次

浜の港に水揚げされた海産物を京の都

2012年には樹齢推定約500年、高さ29m、

林を流域に持つ隣接したL・R流域が

に送り届けるための街道として平安時

幹回り8.07mの県内最大のトチノキの

設定され、調査開始2年目に森林を全

代から知られている。江戸時代には小

巨木が発見された。

て伐採したL流域と、現状維持のR流

安曇川に並行して走る国道367号線

浜の鯖を京に運ぶ街道として重要な位

支川の麻生川をさかのぼると、朝日

域で渓流水質が比較調査されている。

置を占めたことから、「鯖街道」と呼ば

新聞社が創立100周年を記念して1979

1998年春に、L流域ではスギの植林が

れるようになった。この若狭街道は、

年に森林環境基地として設立・開設し、

行われたが、硝酸態窒素濃度はR流域

直線的に50〜60kmにわたって発達し

2003年に閉鎖された後に くつきの森

に比べて高い状態を維持し、伐採から
27

代から江戸時代にかけてこの地を支配

こから少し上流にさかのぼった所に、

していた朽木氏は、織田信長の朝倉攻

1924年に発電が開始された水路式発電

めにおいて、浅井長政の裏切りにあっ

所である関西電力栃生発電所
（1,370kw）

た織田信長が朽木村経由で京都に戻る

がある。

際に助けたことで、後に家臣に取り立

朽木市場右岸の小高い場所に、緑豊

てられた。その居城があった朽木本陣

かな森林公園のグリーンパーク想い出

跡には、この地方の民具、農作業用具、

の森が広がっている。キャビン、バン

民家などが展示されている朽木資料館

ガロー等での宿泊の他、テニス、サッ
カーなどスポーツができるリクレーシ

があり、朽木の歴史や文化の情報発信
写真７
八ツ淵の滝

の拠点となっている。
朽木市場の中心となる朽木本陣には、

10年以上を経てようやくやや低下の兆

鯖街道・丸八百貨店や道の駅「くつき

しが出ている。

新本陣」などの施設がある。無料休憩

写真１０ 簗漁

ョン施設で、アルカリ性単純温泉のく

琵琶湖の名品 鮒のなれ鮨 ならぬ 鯖の

つき温泉「てんくう」も併設されてい

なれ鮨 も売られている。

る。ここに隣接した県立朽木いきもの

朽木は昔から林業が盛んで、安曇川

ふれあいの里センターは、域内の野生

所のほか、鯖街道の資料展示などされ、

ではかつて木材運搬のためのいかだ流

生物の標本などが展示され、野外体験

最高峰武奈ケ岳の西側中腹には、ガリ

地元の農産物や加工食品をはじめとし

しが行われていたため、いかだ流しの

もできる施設だったが、2014年3月末に

バー旅行記に登場する人物をモチーフ

た特産物が販売されている。日曜朝市、

水運安全を祈る「しこぶち」信仰が今

閉館された。

にし、アスレチックやキャンプ等が楽

平里の市などでは地元の人たちが産品

も伝わる。朽木市場から少し上流の左

しめるガリバー青少年旅行村がつくら

を出品し、鯖鮨は当然のことながら、

岸に桑名の渡し跡がある。往時にはこ

安曇川の右岸側に連なる比良山系の

れている。その入り口前の武奈ケ岳に

こから対岸に渡ったところであろうが、

続く道を谷に向かって下っていくと、

今はその表示の看板がなければそれと

武奈ヶ岳の北東に端を発し琵琶湖西岸

はわからない、ただの河原風景である。

に流入する鴨川の源流に出会う。この渓

朽木市場の左岸側には、曹洞宗の開祖、

流には、日本の滝100選の1つに選ばれ

道元禅師が創建を勧めたといわれる興

ている八ツ淵の滝（写真7）があり、下

聖寺がある。この境内の旧秀隣寺庭園

流から魚止めの淵・障子ヶ淵・唐戸の

（別名足利庭園）は、足利義晴が反乱の

淵・大摺鉢・小摺鉢・屏風ヶ淵・貴船
ヶ淵・七遍返し淵の８つの淵が連なっ

難を避け、約３年間ここに滞在した折、
写真８ 旧秀隣寺庭園

将軍を慰めるために細川高国に贈った

ている。この滝に沿った道は、台風に

庭園であるといわれており、国の名勝

よる水害の被害も受けており、足元も

指定を受けている（写真8）。

悪く相応の装備と経験が必要である。

小島があり、弁天島と名付けられてい
る。案内板によるとカルガモの生息地

安曇川中流部で麻生川との合流付近

とのことである。岸側から弁天島を通

は、朽木市場と呼ばれ、古くから朽木

ってぐるっとひと回りができる遊歩道

28

写真１１ 針江の生水

右岸側に安曇川の中にできた小さな

4．朽木市場とその周辺

地域の物資の集散地であった。鎌倉時

安曇川は、朽木市場から少し下流で

写真９

近江耶馬溪

は、今は荒れた状態となっている。こ

写真１２ 秋葉の水
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東に大きく曲流する。この付近は、絶

わず、三尺の泉は三軍の渇きのやむる

壁を形成しながら大きく蛇行し、奇岩・

に足る」と述べたことに由来する、と

怪石が散在する川原が開けており、大

伝えられている。

分県山国川の上・中流域にある耶馬渓

安曇川が流入する琵琶湖畔の北には

になぞらえて近江耶馬渓と呼ばれてい

琵琶湖畔にいくつかある水鳥観察施設

る（写真9）。しかし、現在は水量も少

の一つの新旭水鳥観察センターがある。

なく渓谷というイメージからはほど遠

冬になると、カモ類をはじめとする数

い。左岸の北側の道を進んでいくと、

写真１３ 三尺の泉

写真１５ 白鬚神社大鳥居

多くの水鳥が観察でき、コハクチョウ
やオオバンの大群も見られることがあ

上述のガリバー青少年旅行村と八淵

いう歴史に名を残す高度な土木技術に

る。湖畔には北湖を取り巻くように

の瀧へ向かう県道296号線は近江高島

よって支えられた巧みな石積みで造ら

「近江湖うみの辺の道」が整備されて

駅の少し北を通っている。途中の畑地

れており、針江地区をはじめ湖西南部

おり、この道に沿って安曇川河口から

区には、「日本の棚田百選」に選定さ

安曇川下流域は、琵琶湖西岸扇状地

にも多く見られる。針江地区には湧水

南に進むと、約1kmにわたって白砂青

れている標高差100mにもおよぶ綺麗

の一つの安曇川扇状地・三角州になっ

を使った公園がある。生水は個人の家

松が続く遠浅の美しい近江白浜水浴場

に積み上げられ359枚もの棚田を見る

ており、そこここに湧き出でる湧水も

にあるため、地元の人達によるツアー

がある。その隣の萩の浜は、湖西で最

ことができる（写真14）。

名高い。また、安曇川の氾濫を防ぐた

（有料）に参加し、その由来等を聞きな

も古い水泳場である。緑の松林に恵ま

湖岸に沿ってさらに南下すると、万

水道用水源として建造されたアーチ式
奥山ダムがある。

5．安曇川の河口デルタ地域

がら見学をすることになる。

れた、静かで風光明媚な遠浅の浜で

葉の時代には「香取の海」と呼ばれた

秋葉の水は、安曇川の右岸となる安

「日本の渚百選」に選ばれている。こ

琵琶湖の入り江で、現在は内湖のフナ、

扇骨の産地でもある。安曇川下流では、

曇川町中野にあり比良山系の阿弥陀山

の周辺は、鴨川勝野園地と名づけられ

ブラックバスなどが生息する乙女が池

安曇川を横断するように簀を扇形に設

が水源となっている（写真12）。集落に

た景勝地となっている。

がある。今はバス釣りのメッカとなっ

置し、遡上してきた鮎を川岸に追い込

続く道路沿いの一角から年中12.5℃の

湖岸の高島市勝野はいにしえの風情

ており、散策路も整備されている。そ

んで捕らえる伝統的な漁法の簗漁（写

水が湧き出ており、昔からこの地区の

ただよう旧城下町であり、陣屋の惣門

の先にある白鬚神社（写真15）は、近江

真10）が行われている。水産庁により

生活用水として利用されていた。2004

や武家屋敷が今なお残っている。こう

最古の神社と言われ、湖中にある朱塗

「未来に残したい漁業漁村の歴史文化

年に復活し、まわりは石造りできれい

した築150年の旧商家が手づくりで改

りの大鳥居が有名であり、国の重要文

財産百選」に選定された。奈良時代頃

に整備され、その由来が記された石碑

修され、1号館から8号館まで「びれっ

化財に指定された本殿の鳥居と対峙し

から続く歴史ある伝統漁法である。

が建てられている。

じ」として再生整備されている。

ている。境内には与謝野鉄幹・晶子夫

めに植えられた真竹を使った、300年
の歴史と全国90%の生産量を誇る高島

安曇川扇状地にある湧水のなかでも

安曇川町上小川の集落内には、江戸

よく知られているのは、高島市新旭町

時代初期の儒学者で日本陽明学の祖と

の針江地区にある針江の生水で、平成

知られる、近江聖人中江藤樹の住居・

の名水百選に選定されている（写真11）。

講堂跡で明治に再建された藤樹書院

生きた水、生かされた水という意味か
しょう ず

か ばた

（駒井幸雄）

参考文献

（国史跡）
がある。当時から掘抜井戸が

ら「生水」と呼ばれており、川端と名

あり、これを改修して地下水の湧出を

づけられた井戸は今も107箇所残って

復活させた自噴井戸が三尺の泉である

いる。この「川端」は昔から「ショウ

（写真13）。門弟であった熊沢蕃山の、

ズヌキ」と呼ばれ、「穴太の黒鍬」と

「万里の海は一夫に飲ましむる事あた
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妻が訪れた時に詠んだ歌碑がある。

葛川振興協会「葛川かや葺の家」パンフレット
金子有子ら
（2007）滋賀県琵琶湖環境科学研究
センター試験研究報告書,第3号.
写真１４ 畑の棚田
（写真提供：びわ湖高島観光協会）

高島市観光協会HP
http://www.takashima-kanko.jp/
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第1章 琵琶湖・流入河川

を送った米

思わせるものは全く見えず、時代劇の

国人ウィリ

定番の場所として登場する橋があると

アム・メレ

の話は十分納得ができる。冬にはヨシ

ル・ヴォー

原で刈り取り風景が見られ、3月の「ヨ

琶湖につながっている。西の湖と長命

リズ
（写真1）

シ焼き」は水郷の早春の風物詩となっ

寺川は、2006年に鳥獣保護区に指定さ

による多く

ている。船は西の湖の一角を通り過ぎ

れ、2008年には琵琶湖のラムサール条

の近代建築

水路に再び戻ると、船乗り場も近い。

約湿地登録エリアに追加された。

作品が遺さ

八幡山山麓の堀は、秀次が築いた八

近江八幡水郷・西の湖
【おうみはちまんすいごう・にしのこ】

干拓地は広大な農地となっており、

1．
近江八幡水郷・西の湖の概要

幡堀である。両端は西の湖と琵琶湖に

れている。
写真１
ウィリアム・メレル・ヴォーリズの像

つながれた運河になっており、湖内を

その美しい田園風景と歴史的な見どこ

こうした伝

ろは、自転車専用道路びわ湖よし笛ロー

統と近代の

行き来する全ての荷船はここを通る規

ドのサイクリングで楽しむことができる。

混ざった町並みと水郷の風景は近江八

則になっていた。一時期はゴミも投棄

旧城下町の碁盤目状に整備された近

幡市の重要な観光資源となっている。

されてドブ川と化し、埋立も検討され

おきしま

近江八幡市は、滋賀県中部の琵琶湖

江八幡の通りには、江戸時代に建てら

東岸に位置し、豊臣秀吉の甥で後に関

れた近江商人達の家がよく保存されて

国内では唯一淡水湖の中に人が住む島

がえり、今は近江八幡を代表する観光

白となった豊臣秀次が築いた城下町を

いる。これらの建造物群は、国指定の

である。世界的にみても沖島のような

スポットである。

基礎に発展してきた近江商人の町であ

「近江八幡市八幡伝統的建造物群保存

例は非常に珍しいとされている。

る。現在の人口は82,255人（2018年）で

地区」に選定されている。加えて、明

滋賀県第７位の市である。年平均気温と

治時代にこの地に移り住み、その生涯

年降水量（2013年度）はそれぞれ14.8℃

近江八幡市の琵琶湖沖にある沖島は、

2．近江八幡の水郷
近江八幡の水郷は、琵琶湖八景の一

と1,537mmであり、温暖な気候である。

つ「春色・安土八幡の水郷」といわれ

東には、織田信長ゆかりの安土城跡

る風光明媚な場として知られ、国の重

がある安土山、西に近江八幡市の象徴

要文化的景観第１号（2006年）に選ば

ともいえる八幡山、そして琵琶湖との

れている。

間の長命寺山などいずれも標高の低い

八幡堀の見学は短いながらも船旅で
ある。国内では珍しい瓦専門の展示館
の、かわらミュージアム前にある船着
き場から乗船する。近江商人の栄華を

入りくんだ水郷のヨシ原の間をゆっ

山々が点在する近江平野の一角にある。

たりと屋形船で行くのが水郷めぐりで

この地域には、かつて数多くの琵琶

ある。近江八幡にはいくつかの船乗り

湖の内湖があった。それを結んで縦横

場があり、昔ながらの手漕ぎ船（写真2）

に張り巡らされた水路とその一帯の風

から船外機付の機械船まで様々の屋形

景は、干拓によってずいぶん変わって

船が停泊している。

しまった。しかし、現在も残る琵琶湖

水郷めぐりはいくつかのルートがあ

最大の内湖である西の湖とそれを結ぶ

って約80分の船旅である。船は両側に

水路は、水郷の名にふさわしい風景を

生える葦を見ながらゆったりと水路を

醸しだしている。西の湖には安土川な

行き、いくつもの橋を潜り抜けながら

ど４河川が流入し、長命寺川を経て琵

進む（写真3）。電柱や人家など現代を

32

た。しかし、地元の人々の努力でよみ

写真２

昔ながらの手漕ぎ船

よし

写真３

水郷の眺め
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うだつを上げる 、その

の八幡公園には豊臣秀次公像がある。

うだつがあがらない 、の語

船着き場前にあるかわらミュージア

示す土蔵群や石垣を見ながらの船は進

われている

むが、途中に見える民家の間から八幡

反対の

堀に落ちる溝は、秀次が作った背割

源となる本来防火用に作られた

（下水溝の跡）であり、日本最古の下水

つ

うだ

ムの館内には、八幡瓦を中心に展示が

が上がっている。この他にも、見

されており、建物も瓦の魅力を生かし

道といわれている。また、町外の井戸

越しの松、格子戸と貫見せ、しょうき、

たものである。八幡堀の船乗り場はこ

から竹の管を敷設して造られた町中の

むしこ窓、犬矢来、摺り上げ戸など切

の前にある。

共同井戸は上水道といえる。こうした

妻造桟瓦葺で平入の木造建築という特

ことから秀次は、上下水道というイン

徴がある。

1877年に近江商人によって八幡東学
校として建築された貴重な擬洋風建造

写真６

伊庭の内湖

近江八幡市の伝統的町並みの保存計

物が白雲館である（写真5）。白雲館の

事として手腕を発揮し、別子銅山の公

画には、町家の外観を維持するための

前の道を西に行くと、ヴォーリズの像

害問題にも取り組んだ伊庭貞剛の四男

修理基準が設けられている。あわせて、

が立つ小公園があり、その向かい側の

の邸宅であった旧伊庭家住宅がある。

伝統的建築様式を世襲する、あるいは

建物がヴォーリズが興した近江兄弟社

近江八幡市内の各所では国の無形文

国により全国初の選定を受けた近江

非伝統的建築様式の建物の外観を伝統

の本社で、その１階にはヴォーリズに

化財となっている火祭りが行われてい

八幡市八幡伝統的建造物群保存地区は、

的建築様式に合致・順ずるという修景

関わる資料室が造られている。

る。最も賑わいを見せるのが、八幡山

旧城下町の新町筋、八幡堀周辺、永原

基準があり、これに基づいた取り組み

町筋、日牟禮八幡宮境内からなり、碁

が進められている。

フラを充足させた街づくりを目指した
人物としての評価を得ている。

3．
八幡伝統的建造物群保存地区

い

ば てい ごう

近江八幡市内にはヴォーリズの代表

の麓にあり安南（ベトナム）交易で活

的な建築物が数多く残っている。郷土

躍した西村太郎衛門が奉納した絵馬

八幡堀の北にそびえる標高271mの

資料館、アンドリュース記念館、旧八

「安南渡海船額」（国の重要文化財）が

築いた当時とほとんど変わっていない。

八幡山の頂上には、秀次が築いた山城

幡郵便局、ヴォーリズ夫妻の旧居でそ

ある日牟禮八幡宮で行われる12月の左

12本ある南北の通りの一つの新町通

の八幡城跡や、この城を築いた秀次の

の遺品や資料が展示されている一柳記

義長まつりと４月の八幡まつりである。

りには、近江商人の旧家として旧西川

生母とも（随龍院日秀尼公）が、秀次

念館（通称ヴォーリズ記念館）
、近江兄

左義長まつりは、左義長（松明、だし、

家住宅、森五郎兵衞控宅（歴史民俗資

の菩提を弔うために京都に建立し、昭

弟社学園、八幡商業高等学校、旧忠田

十二月（赤紙）を一基にして御輿のよ

盤目状の整然とした町並みは、秀次が

料館）、旧西川庄六邸や旧森五郎兵衛

和になってここに移築された日蓮宗唯

邸などである。また、池田町洋風住宅

うに作る）を揃いの半纏を羽織った踊

邸が軒を連ねている。この他にも、郷

一の門跡寺院 村雲御所瑞龍寺がある。

街には、当時のレンガ塀、高い煙突、

子が担って町中を練り歩き、組合せ

土資料館とその対面にある旧伴家住宅

頂上の展望台からは、近江八幡市街地、

広々とした庭が特徴であるアメリカ式

（左義長のけんか）のあと奉火されて、

（市立資料館、市指定文化財）がある。

安土山、安土城跡などを見渡すことが

住宅のモデルハウスが数軒残っている。

燃えつきるまで祭りは続く。八幡まつ

できる。西の丸跡の眼下には、琵琶湖、

この他にも、旧住友財閥の第二代総理

りは、近隣の12郷がそれぞれヨシと菜

これら近江商人の家々の２階の隣家
との境には、成功者のたとえとして使

西の湖が一望のもとに広がっている。

種がらで作った大小形も様々な松明を

規則正しく整備された広大な農地は、

境内に立て並べ、順に火がつけられる

だいなか

大中の内湖などの干拓地に作られた大

威勢の良い火祭りである。

中の干拓地であり、干拓前の内湖がい

旧城下町の西はずれにある賀茂神社

かに大きかったかがよくわかる
（写真4）。

は、全国随一の馬・馬事・競馬・乗馬

残念ながら沖島は長命寺山にさえぎら

の守護神である。毎年、古式に則した

れてみることはできない。

競馬行事である足伏走馬（７頭の神馬

八幡山ロープウエー乗り場の左手に
写真４
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大中の干拓地

近江八幡市立図書館があり、その裏手

による７度の足伏の走場）の神事が行
写真５ 白雲館

われている。
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4．西の湖とその周辺
琵琶湖に面した長命寺山の中腹にあ
る長命寺は、西国31番札所である。随

なって流れ、レッドデータブックに記

賀県の水環境目標値（3〜4mg/L）より

載のバイカモ（梅花藻）や国内で数か

高い値を示したものの、pH、DO、BOD

所にしか生息していない淡水魚のハリ

の水環境目標値（pH: 6.5〜8.5、DO:>

ヨを見ることができる。

7.5mg/L、BOD: 2〜3mg/L）は達成さ
れている。

筆家の白洲正子（1910〜1998）が愛し

干拓されずに残された伊庭の内湖

た近江の古刹で、「琵琶湖で美しいの

（大同川）は、鈴鹿山地からの伏流水に

長命寺川近くの円山地区は、日本の

は長命寺のあたり」と書いている。琵

よって涵養されており、周囲にはヨシ

里100選に選ばれており、水郷めぐり

琶湖を望む境内には琵琶湖周航歌碑が

が茂り滋賀県でも有数の野鳥の観測地
となっている（写真6）。

置かれている。

の船乗り場もある。あたり一面にヨシ
写真８ あざごいの湧水群

原が広がり、ヨシを材料としたヨシズ
などの生産がされている。

長命寺山の東は近江八幡市に隣接す

伊庭の内湖から近江八幡方面に向か

る東近江市能登川町であり、ここに広

う一本道を大中の干拓地を横切って進

八幡山から安土に向かう途中の浅小

大な農地が広がっている。琵琶湖の代

むと、現存する琵琶湖最大の内湖であ

井地区には、あざごいの湧水群として

表的な内湖であった大中湖（だいなか

る西の湖に至る（写真7）。安土川、山

知られる5か所の自噴井戸がある（写真

のこ、だいなかこ）が戦後に干拓され

本川、蛇砂川、黒橋川が流入し、長命

8）。集落に入った道路わきの上の湧水

てできた大中の干拓地（写真4）である。

寺川を介して琵琶湖につながっている。

では、大量とは言えないがこんこんと

干拓地内のまっすぐな道を東に進み

西の湖（面積2.85km2、最大水深3m）

湧く様子を見ることができる。湧水は

須田川の左岸沿いに行くと、水車公園

は、1975年ごろ以降、水生植物の繁茂、

にある直径13mの巨大な能登川水車が

透明度の低下、プランクトンの異常発

目に入る。能登川町には精米や製粉の

生などの水質悪化が見られている。

は1980年代以降、全体として増加傾向

ための水車が36基あったが、今はこの

図1にCODとBOD、全窒素（T-N）と

が認められている。BODは、1990年ご

一基だけが残っている。

全リン（T-P）の経年変化を示す。COD

ろまではCODと同様に増加していたが、

写真９ かばた
（川端）

水路となって集落内を流れ、その途中
には家庭ごとに生活用水として使って

須田川上流となる伊庭は、江戸時代

その後2000年にかけては一旦減少傾向

には湖上交通の要所として、大津・松

に転じた。全体として、CODとBOD

原（現彦根市）・長浜・米原に次ぐ位

濃度は2005年まで乖離する傾向にあり、

置を占めたといわれている。集落内に

BODが再び増加傾向にある2005年以降

は、湧き出た清冽で豊かな水が水路と

も両者の濃度差は大きい状態で推移し
ている。

写真１０ 北川湧水

T-Nは、年ごとのばらつきはあるが、
全体としては増加傾向にある。T-Pは、
1980年代から2000年にかけてやや減少
しその後は横ばい傾向だが、全体とし
てみれば1980年から2010年の30年間で
濃度に大きな変化はない。
写真７
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西の湖

図1

西の湖中央部における
BOD,COD,T-N,T-Pの経年変化

2012年度の西の湖中央地点の水質調
査結果をみると、CODは5.3mg/Lと滋

写真１１ 音堂川湧水
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いたかばた（川端）
（写真9）が残ってお

5．沖

り、当時の様子が偲ばれる。この他に
も、湧水の里やお池さんと名づけられ

島

沖島は、琵琶湖の沖合約1.5kmに浮

た湧水が公園となっている。

かぶ面積約1.5 km 2 の小さな島である

浅小井地区には曳山とイ草の館があ

（写真13）。長命寺山の北東山麓にある

琶湖特産の鮒ずし、ビワマス、モロコ、
アユ、ウナギなどの湖魚料理が楽しめ
る。かつて、島民の生活用水には朝早
く汲んだ琵琶湖の水が使われていたが、
1961年に湖水を水源とした簡易水道が

堀切港から定期船に乗ると10分で着く。

整備された。下水道は1982年に完備さ

巡航する曳山６基や、近江商人が取り

万葉集にも登場し、島近くの湖底か

れ、浄化センターが設置されている。

扱った畳表の原料のイ草の栽培方法・

ら縄文土器や和同開珎が発見されてお

島内には、沖島に立ち寄った蓮如上

り、古くから人の往来があったようで

人ゆかりの奥津島神社や、蓮如上人像

常浜は、今は常浜水辺公園となって人々

ある。本格的に人が住むのは、保元・

が置かれた西福寺がある。西福寺の寺

に親しまれている（写真12）。

平治の乱（1156〜1159）の源氏の落武

宝には、蓮如上人がムシロに書いた

る。浅小井祇園まつり（曳山まつり）で

写真１２ 常浜水辺公園

畳表の製造道具などが保管・展示され
ている。
金剛寺町を通る道路の右手辺りのこ
んもりとした森が若宮神社である。こ

国特別史跡に指定されている安土山

のそばに簡素な河川公園が整備されて

には、織田信長が天下布武の象徴とし、

おり、現在はポンプアップされている

日本百名城の一つとされる安土城跡が

人口（2015年）は143世帯285人で、

けられた「虎斑の名号」と、島を立ち

若宮湧水がある。この若宮湧水から安

ある。天主跡や本丸跡などが整備保存

その多くは漁業関連の仕事についてお

去る際にお別れの形見として残された

土に向かう途中の左手に、もとは明治

され、大手門から天主に向けて直線に

り、ほとんどの家が漁船を所有してい

正信偈げ（四句の御文）がある。

時代に整備された湧水池で現在は親水

延びる約180mの石段の大手通、重厚な

る。島内に住む子供たちは、島の小学

公園となっている野田町湧水がある。

石垣や礎石は安土城の壮大さをうかが

校を卒業すると対岸の中学校に通うこ

安土の旧市街地内に湧出する北川湧

わせている。安土山周辺には日本最初

とになる。

者７人が居住したことに始まると伝え
られている。

水（写真10）と音堂川湧水（写真11）は、

のキリシタン神学校といわれるセミナ

島を形成している石英斑岩は良質の

それぞれを起点にした水路が造られ、

リヨ跡、信長と安土城に関わる資料や

石材として知られ、明治期には琵琶湖

今も生活用水として使われている。水

弥生〜古墳時代の生活様式などを展示

疏水、南郷洗堰、東海道線の鉄道工事

路の一部には木製のベンチが置かれ、

している県立安土城考古博物館、安土

等々で使われたが、1970年には石材業

足を浸けることができる「足湧」
（深さ

城の20分の1のひな形が展示されている

の幕は下ろされた。

約30cm、長さ約5m）は、地元住民の

安土城郭資料館、安土城天守の部分を

憩いの場であり、子供たちの水遊び場

原寸大復元した信長の館がある。

としても利用されている。音堂川湧水

八幡堀から水郷めぐりの船着き場に

の近くに梅の川がある。川と名付けら

向かう道沿いのヴォーリズ記念病院か

れているが湧水である。この水を使っ

ら八幡山の麓に沿って進むと大江観音

て入れた御茶を信長に献じたところ喜

堂があり、その境内に湧出する清水が

ばれ、それ以後御茶の湯として使用さ

大江の湧水である。また、近江八幡駅

れてきたと伝えられている。

の南3kmの瓶割山の北麓に沿って行く

常浜と佐和の浜はかつて西の湖につ

と、古くから滝行の信仰の地として知

ながる安土の船着き場であった。明治

られている近江八幡唯一の不二の滝が

になって蒸気船の寄港地となっていた

ある。
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漁業の島らしく、島内の民宿では琵

南無阿弥陀仏

の文字の濃淡があた

かも虎斑のように見えることから名づ

（駒井幸雄）
参考文献
（一社）近江八幡観光物産協会HP
https://www.omi8.com/
近江八幡市文化観光課「近江八幡漫遊」
滋賀県（2014）滋賀の環境2014（平成26年度版
環境白書）．
滋賀県教育委員会事務局文化財保護課「 近江
水の宝マップ」．

写真１３ 沖島
（写真提供：
（一社）近江八幡観光物産協会）
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第1章 琵琶湖・流入河川

赤野井湾と流入河川
【あかのいわんとりゅうにゅうかせん】

1947年と2015年の写真を比較してみる
とその変化がよくわかる（写真1，2）。
野洲川の流路変更によって赤野井湾集
水域の野洲川南流周辺に存在していた

国および滋賀県によって水質保全対策

多くの湧水が枯渇したと言われている。

事業が積極的に進められており、水質

また、赤野井湾北側の木浜地先の埋め

保全対策事業の各種事例が豊富にみら
写真３

れる。それらの対策事業の事例も示し

1．赤野井湾の概要

石部頭首工

ながら赤野井湾とその周辺水域につい

立てによって赤野井湾の閉鎖性が強ま

て紹介したい。

った可能性がある。

2．地形変化

が開始され、1971年に工事開始、1979

野洲川放水路の建設は1958年に調査

赤野井湾集水域およびその周辺の土

年に完成という長期工事であった。野

赤野井湾は、琵琶湖南湖の東岸に位

地は、もともとは野洲川の沖積作用に

洲川は、以前は河口から7km程度上流

置する内湾（面積：1.4km2、水深約2m）

よってつくられた三角州と扇状地であ

で北流と南流の２つに分かれ、その下

である。赤野井湾は琵琶湖の中では比

る。赤野井湾周辺の地形は、第二次世

流の川幅は北流、南流ともに狭く、曲

較的水質の悪い水域で、1994年の渇水

界戦争後に２つの大規模な土木工事に

がりくねり、河床の高い天井川であっ

時には、アオコが大量に発生し問題と

よって大きく変化してきた。一つは、

た。そのため、大雨に伴う洪水時には

なった。一方、赤野井湾に流入する河

野洲川放水路の建設とそれに伴う野洲

堤防が決壊しやすく、大水害が約10年

川は、元々は野洲川沿いの伏流水を起

川北流と南流の消滅である。もう一つ

に１回の頻度で発生していた。そのよ

源にした小さな河川が多く、流入する

は、木浜地先での埋立工事である。

写真１ 1947年航空写真（米軍撮影，
東善広合成）

うな中、1953年の水害をきっかけに、

汚濁物質の量が

1958年に国の大規模事業として野洲川

特に多いわけで

河口部の改修が実施されることになっ

はない。赤野井

た。それは北流と南流を改修するとい

湾は地形的に閉

うものではなく、北流と南流の分岐地

鎖性が強く水が

点から、ほぼ直線的に琵琶湖まで幅約

停滞しやすいた

330m、距離約8kmの新しい河川を築造

め、湾内で植物

するという大胆な改修工事であった。

プランクトンが

赤野井湾北側の木浜地先では２ヵ所

増殖しやすい。

で埋立工事が行われた。1963〜66年に

それが水質が悪

は野洲川南流南側の木浜地先で人工島

くなる第一の原

（125ha）が築造された。また、これと

因である。赤野

ほぼ同じ時期（1962〜64年）に琵琶湖
大橋が建造された。さらにその南の赤

井湾およびその
周辺水域では、
40

写真２ 2015年航空写真（Ｇoogle Map）

野井湾北側の木浜地先で、1967〜71年
41

にかけて一部埋立を含む農地の圃場整

っても湖や湾内の水質が良くならない

降雨時初期に河川から流出する汚濁物

備事業が行われた。また、赤野井湾の

現象は閉鎖性水域ではしばしばみられ、

質を沈殿させる一時貯留池の造成、水

南側の烏丸半島は、以前は「くの字型」

底泥からの溶出など内部負荷の影響で

生植物により水質を浄化する植生浄化

をしており内側の水面で真珠の養殖が

はないかと言われている。

池の造成などがある。また、農業排水

行われていたが、1990年頃から埋立と

国、滋賀県、関係市町は、琵琶湖の

の対策事業としては、木浜地区や山賀

湖岸整備が行われ、現在は滋賀県立琵

中で特に汚濁の著しい赤野井湾周辺水

地区で実施されている循環灌漑、浮舟

琶湖博物館と草津市立水生植物園が立

域（赤野井湾、浮舟地区、帰帆島中間

地区で実施されている内湖（志那中内

地している。

水路）の水質改善をめざし、1997年に

湖）を利用した水質浄化（写真4）、
用水

「琵琶湖水質保全対策行動計画」を策

量を節水するための自動給水栓の設置

3. 集水域の水環境

定し、様々な水質保全対策事業が実施
されてきた。

赤野井湾の集水域面積は約27 km2 で、
水田を主体とした農地が６割、宅地、

事業としては、底泥からの窒素・リ

工場用地、道路等が４割を占める。赤

ン溶出量を削減するための底泥浚渫、

（写真5）などがある。

4．赤野井湾北部ゾーン
琵琶湖大橋から湖岸道路を北側へ行

野井湾には年間平均で約3 m3/sの水が

くと左手に第１なぎさ公園がある。こ

集水域から流入しているが、その水源

の公園では、1〜2月に早咲きの菜の花

は、45%が地下水、26%が野洲川の石

が約12,000本程咲き、雪の残る比良山

図１ 赤野井湾の水質変化

とのコントラストを楽しむことができ

部頭首工（写真3）からの導水、20%が
金田井川、守山川、新守山川、山賀川、

る。また、この湖岸付近にはハマヒル

堺川があり、新守山川を除くとどれも

ガオの生息地がある。ハマヒルガオは

田川となっている。逆水灌漑の「逆水」

川幅が10m以下の小さな河川である。

海岸性の植物で、琵琶湖など淡水の場

とは、自然流下に反して琵琶湖から上

新守山川は、下水道整備に伴い守山市、

所に自生するものは少なく、貴重な存

流の農地にポンプアップすることから

栗東市の都市域から降雨時に雨水を排

在となっている。公園の陸側に琵琶湖

そのように呼ばれている。

出する河川として改修され、川幅は他

マリオットホテルがある（プラネタリ

流入河川の中では湾の北東部に流入

の河川に比べ広くなっている。守山川

ウム併設）。ホテルを過ぎて北に進むと

する法竜川が流域面積、流量ともに最

には、滋賀県の河川水質モニタリング

も大きい。法竜川の上流には、旭化成

地点があるが、下水道整備に伴い流量

やチッソポリプロなどの工場があり、

が減少し、水田から排水が流入しない

冷却水等の用途として地下水を汲み上

非潅漑期には、降雨時以外はほとんど

げ、法竜川の支流に排水している。そ

流れがない状態になっている。

琵琶湖（赤野井湾）からポンプアップ
（逆水灌漑）した水、９%が法竜川・石

のため、法竜川は渇水の時にも流量が

流入河川の水質は、集水域における

あまり減少しないと言われている。ま

下水道整備などの水質保全対策の推進

た、冬場は工場からの温排水の影響で

により改善する傾向にある。一方、赤

周辺河川に比べやや高い水温になって

野井湾の水質は、河川水質のように改

いる。

善する傾向はみられていない（図１）。

法竜川の南側に、三反田川、天神川、
42

このように流入河川の水質が良くな

写真４

写真５

水質浄化池の例

農業用水の自動給水栓

左手に第２なぎさ公園があり、水泳場
やキャンプ場が整備されている。

写真６

佐川美術館
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湖岸沿いにある舗装道路（通称、湖

で決めたゼロ点（T.P. +84.371m：大阪

岸道路）は、水資源開発を主目的とし

城天守閣の高さとほぼ同じ高さ）を基

て 実 施さ れ た 琵 琶 湖 総 合 開 発 事 業

準に水位を表した数字であり、水位ゼ

（1972〜97年）によって建設された「湖

ロが琵琶湖の標準的な水位という意味

岸堤」の上を走る管理用道路である。

ではない。ゼロ点を決めた当時は、水

「湖岸堤」は、下流への水の供給や洪

位が常にプラスの数字になるように決

水防止のため、琵琶湖の水位をB.S.L

められたが、その後、水位低下傾向が

（Biwako Surface Level：琵琶湖基準

続き、現在では水位がマイナスになる

水位）−2.0〜＋1.4ｍの範囲で人為的に

写真１０ 大庄屋諏訪家屋敷

写真１１ 小津神社

時もあるようになった。

操作できるようにするための「堤」で

琵琶湖大橋から湖岸道路を南に向か

然記念物に指定されている。妙連は守

ある。大雨によって琵琶湖の水位が上

い、木浜埋立地を南に進むと左手に佐

山市の市花にもなっており、花の見頃

昇して湖岸の土地が浸水する可能性が

川急便の体育館や野球場がみえるが、

は７月下旬から８月上旬である。

ある時には、湖岸堤の一部の川の出口

その東側（裏側）に佐川美術館がある

天神川を上流に向かって進み浜街道

にある水門が閉められ、琵琶湖の水が

（写真6）
。1998年に佐川急便株式会社の

を越えると西本願寺赤野井西別院と東

陸側に逆流しないように設計されてい

創立40周年を記念して開館した美術館

本願寺赤野井東別院の２院がある（写

る。

である。この美術館には大きな水庭が

真8，
9）。この２院は、本願寺派と真宗

あり「水に浮かぶ美術館」と称される。

大谷派の別院となっている。1465年に

日本画家の平山郁夫（1930〜2009）、彫

延暦寺によって大谷本願寺が破壊され

刻家の佐藤忠良（1912〜2011）、陶芸家

蓮如上人（1415〜99）は近江に逃れ、

守山川の河口には、もりやま芦刈園

の15代樂吉左衞門（1949〜）の展示館を

堅田、金森、赤野井などを拠点に真宗

がありヨーロッパから集めた西洋あじ

設けている。

の布教に努めた。蓮如上人の布教活動

さい50品種5,000本と日本あじさい50品

法竜川上流の川田町には、近江妙蓮

によって金森や赤野井の周辺の人々は

種5,000本が植栽されている。

公園がある
（写真7）。ハスの品種の中で

多くが本願寺門徒となり、このうち赤

守山川を上流に向かって歩いて行く

最古の品種と言われる妙蓮は、平安時

野井周辺の門徒が建立した道場が赤野

と右手に鎮守の森がみえる。これが小

代のはじめ、比叡山延暦寺の慈覚大師

井西別院のもとになった。江戸時代以

津神社である（写真11）。古代豪族の小

が唐から持ち帰ったと伝えられている。

降に東西の別院に分かれた。

津氏を祀ったのが、始まりとされてい

ここで、B.S.L.とは、瀬田の唐橋近く
にある鳥居川水位観測所（1874年開設）

写真７

写真８
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近江妙蓮池公園のハス

西本願寺赤野井西別院

公園内にある大日池と妙蓮は、県の天

写真９

東本願寺赤野井東別院

写真１２ 草津市立水生植物園みずの森

園がある。

赤野井東別院の北側に守山市指定文

る。戦国時代に再建された本殿とその

化財の大庄屋諏訪家屋敷がある（写真

中にある木造の女神像は国の重要文化

10）。諏訪家の歴史は、1340（暦応３）

財に指定されている。

年に諏訪円忠が足利尊氏に命ぜられ、

赤野井湾南側の烏丸半島にある滋賀

信州からこの地の地頭として赴任した

県立琵琶湖博物館は、訪れる人たちと

ことが始まりとされている。以降、諏

博物館が双方向に交流できる「体感型」

訪氏は江戸時代には代官職を経て小津

博物館として人気がある。また烏丸半

郷の大庄屋として活躍した。広大な屋

島には、草津市立水生植物園みずの森

敷内には母屋、客殿、茶室、土蔵、庭

（写真12）があり、ロータス館ではハス
45

やスイレンを中心に四季を通じて様々

江戸の板橋宿を第一宿として、武蔵・

に供給されている
（灌漑受益面積2,200ha）。

な水生植物が楽しめる。ここでは、仏

上野・信濃・美濃の各国を経て近江国

1954年に建設され、2002年に全面改修

教の三大聖樹（ムユウジュ、ボダイジュ、

守山宿まで67宿が定められた。「守山」

された。この頭首工の場所は、両サイ

サラソウジュ）がみられ、日本で唯一

の地名は、比叡山延暦寺の東の関門と

ドに山が迫り、河床が岩盤という地形・

本物のサラソウジュの花が見られる。

して、東門院が創建されたことに由来

地質構造を持ち、取水堰を作るには最

この植物園には発電用の大型の風車が

し、比叡山を守るという意味である。

適の条件を備えていた。

併設されており、周辺からよく見え、

守山駅近くの旧中山道沿いには、江戸

建設計画当初は、岩盤に密着させて

景観のシンボルとなっているが、老朽

時代からあった町屋を利用した中山道

表流水も伏流水も全量取水するという

化のため撤去される予定である。

街道文化交流館がある。

5．赤野井湾南部ゾーン

旧野洲川北流と南流の河道沿いには

写真１５ 三上山（近江富士）

計画だったが、下流町村から伏流水の

水が多く、その水は里中を巡っていた。

一部を流すように強力な請願があり、
固定堰下の暗渠から伏流水の一部を流

湧水場の跡がみられ、野洲川が天井川

晩秋から冬の間は、川面から立ち上る

赤野井湾集水域の守山は、戦前はホ

であったため湧水が豊富に湧き出てい

水蒸気が朝日に映えて、あたかも紫雲

すことになった。このことは農業用水

タルの名所として有名であった。「守山

たことが伺える。地質の違いから野洲

が漂うような荘厳な里であったため

の取水量が減った反面、伏流水の源流

ふ

け

「浮気」と名付けられたと言われている。

ボタル」の乱舞の様子が、日本で初め

川の左岸に湧水が多く見られ、その例

て書かれたホタルの本「学芸叢談−蛍

として、法竜川最上流部の鳩の森公園

現在は、この地区では湧水に替わる農

の話（渡瀬庄三郎著，1902年）」に書か

内に矢島湧跡（写真14）や江西湧跡が

業用水として、石部頭首工から野洲川

れている（写真13）。守山市市民ホール

ある。湧を維持するためには、
「池ざら

の河川水が導水されている。

の近くにあるホタルの森資料館では、

え」や「川ざらえ」が定期的に必要で

赤野井湾から東方向をみるときれい

生態などホタルに関する展示を見るこ

あった。湧川は他の村を通って引かれ

な山型をした三上山（近江富士）
（ 432m）

とができる。

ていたので、
「湯のぼり」とよぶ維持清

をみることができる（写真15）。形状が

JR守山駅周辺には、江戸時代に京の

掃が毎年定日に村間での取り決めのも

富士山に似ているため「近江富士」と

隣の宿場としてにぎわっていた中山道

とに厳粛に行われていた。現在でもそ

呼ばれている。山の西側のふもとには

守山宿があった。中山道は、江戸時代

の習慣は、集落単位の水利組合や農業

御上神社（三上神社）がある。三上山

に徳川幕府が制定した五街道の一つで、

組合による川清掃や土地改良区の用排

は、俵 藤太の「ムカデ退治の伝説」で

水調整委員会による河川の清掃活動と

知られる。頂上には巨石の盤座があり

して残っている。

奥宮が祀られる。本殿は国宝、拝殿・

守山駅東側の浮気町には古くから湧

楼門・摂社若宮本殿・狛犬が国指定の
重要文化財となっている。
三上山の北東方向のふもとには、滋

が確保できたという安心感を下流の農
民に与えたと伝えられている。
（大久保卓也）
参考文献
国土交通省琵琶湖河川事務所ホームページ
http://www.kkr.mlit.go.jp/biwako/
滋賀県琵琶湖研究所（2002）湖内現象を考慮し
たノンポイント負荷削減対策の検討，
プロジェクト
研究報告，
No07-A01，
198pp.．
琵琶湖水質保全対策行動計画推進協議会
（1998）
琵琶湖水質保全対策行動計画，
92pp.．
守山市誌編さん委員会編（1996）守山市誌，
自然
編，
661pp，
ぎょうせい.
守山市誌編さん委員会編（2001）守山市誌，
地理
編，
713pp，
ぎょうせい．
守山市誌編さん委員会編（2006）守山市誌，
歴史
編，
645pp，
ぎょうせい．

賀県希望が丘文化公園がある。敷地面
積が416haの広大な公園である。
野洲川を上流に進み名神高速道路を
越えたところに石部頭首工がある（写
真3）。野洲川では最大規模の頭首工で、
写真１３ 渡瀬庄三郎著「蛍の話」
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写真１４ 矢嶋湧跡

取水された水は守山市や草津市の農地
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第1章 琵琶湖・流入河川

野洲川・日野川・愛知川
【やすがわ・ひのがわ・えちがわ】

状地となり河川水が伏流するため、農
業用水が不足することが多かったが、
ダムの建設によって水不足が解消され
た。
土山町頓宮付近で野洲川左岸に田村

写真１ 日野川（中流部）

写真２

川が合流している。田村川沿いに国道
１号線（旧東海道）が走り三重県に通

1．野洲川

じている。野洲川をさらに下ると水口

に次いで4番目の河川である（写真1）。
水源は、鈴鹿山脈の綿向山（1110m）

愛知川での瀬涸れの様子
（中流部の御河辺橋付近）

愛知川上流から三重県に通じる八風
街道（421号線）は、中世以来、近江商

町酒人付近で左岸に杣川が合流する。

である。上流部には農業用の蔵王ダム

人が利用した交通の要路であった。愛

野洲川は琵琶湖に流入する河川の中

杣川沿いにJR草津線が走っている。杣

（1990年竣工）と洪水調整と農業用水取

知川上流の蛭谷は、およそ1100年前に

では流路延長（65.3km）
、流域面積（387

川上流には農業用の大原ダム（1962年

水を目的とした日野川ダム（1965年竣

文徳天皇の第一皇子の惟仁親王が隠棲

km2）ともに最大の河川である。

竣工）がある。杣川合流点の下流は江

工）がある。

した所と伝えられ、この地での木地師

野洲川はかつて「近江太郎」と呼ば

戸時代には横田川と呼ばれ、
「横田川の

中流には江戸中期から活躍するよう

（ろくろを用いて椀や盆等の木工品を加

れ、しばしば水害をもたらした暴れ川

渡し」は東海道を行く旅人によく知ら

になった日野商人の町、日野町の市街

工、製造する職人）の発祥の元になっ

であった。特に、下流の平野部では２

れていた。水口町泉にはここに渡しが

地がある。中流の蒲生平野で竜王山を

たと言われている。愛知川上流には永

つに分かれた北流と南流が天井川にな

あったことを示す横田渡常夜燈が残っ

水源とする佐久良川と合流する。日野

源寺ダム（1972年竣工）があり、湖東

っていたため、しばしば氾濫洪水が発

ている。杣川合流点から杣川を少し遡

川の中・下流部の水田では、河川から

平野の水田に灌漑用水を供給している。

生していた。しかし、1979年に野洲川

ると貴生川駅があり、そこから信楽高

供給される用水に加えて、琵琶湖岸に

愛知川中下流部はかつてアユ釣りの名

放水路（タイトル写真）が完成し、それ

原鉄道が陶磁器で有名な信楽に向けて

ある大規模ポンプ場から揚水してパイ

所であったが、ダム建設後は流量減少

以降は下流部での氾濫被害はみられな

延びている。杣川の上流には油の火の

プラインで供給される「逆水灌漑」用

や土砂供給減少などの影響により、ア

くなった。

神として信仰されている油日神社があ

水も利用されている。中流域にある雪

ユの遡上数は大きく減少した。中流の

野洲川の源流は、鈴鹿山脈の御在所

る。油日岳（694m）の山頂に油日大明

野山には、雪野寺跡等の奈良時代初期

御河辺橋から御幸橋付近にかけては、

岳（1209m）に発し、土山町前野へと

神が降臨し、そのとき大光明を発した

に創建された寺院跡が多くあり文化財

瀬涸れすることが多い（写真2）。

流れる。この間に野洲川ダム（1951年

ので、「油日」の名が起こったと言われ

の宝庫となっている。

竣工）と青土ダム（1988年竣工）が隣

ている。

接して建設されている。前者は農業用
ダム、後者は洪水調整、水道・工業用

2．日野川

3．愛知川
愛知川は、流路延長41.1km、流域面

水、発電等の多目的ダムである。両ダ

日野川は流路延長46.7km、流域面積

積208km2で、滋賀県内では日野川に次

ムの間に「鮎河」という地名があり、

213km2で、流域面積でみると滋賀県内

ぐ５番目の流域面積の河川である。本

昔はこの付近で鮎が捕れたことを物語

で野洲川、姉川（高時川含む；流域面

流の水源は、
鈴鹿山脈の藤原岳（1120m）

っている。これらのダムの下流部は扇

積370km2 ）、安曇川（流域面積299km2）

である。
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（大久保卓也）
参考文献
近江地方史研究会，
木村至宏編（1993）近江の川，
253pp.，
東方出版，
大阪．
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column

column

1 雨森芳洲
雨森芳洲（１６６８〜１７５５年）は、江戸時代中期
の新井白石、室鳩巣らと同門の儒学者で、木下

高時川・余呉湖〔駒井・國松〕
もつ人物であった。
東アジア交流ハウスと名付けられた木造書院

4 赤野井湾での浚渫事業
赤野井湾では、底泥から湖水中に溶け出す窒

ハス群落の激減の原因としては、草津市の調

素やリンを削減するために、赤野井湾内に堆積

査結果（２０１７）によれば、有機物の蓄積や底泥
の粒度組成の変化などが指摘されている。

順安の五大高弟の一人として木門五先生と呼ば

風の美しい芳洲庵は、その

した汚濁の著しい湖底泥を除去する底泥浚渫事

れた。江戸時代の鎖国時にあって２２歳で対馬藩

意志を今に継いで生家跡に

業が１９９０年から２００３年にかけて毎年実施されて

に仕え、ハングルと中国語を学び、朝鮮との善

建設され、韓国を主とする

きた。しかし、浚渫による湾内水質の改善効果

隣外交に尽力した。外交の基本を『誠信外交』、

東アジアとの草の根国際交

は現れていない。これは、湾口部の水草繁茂に

つまり「外交の基本は真心の交わりである」と

流の拠点となることを願っ

より湾内外の水の交換が弱まっているためと考

して、お互いに欺かず、争わず、真実を以って

て運営されている。館内に

えられる。湾奥部の烏丸半島よりにはハスが広

交わることを唱えてこれを実践し、その思想は

は芳洲の遺品とともに朝鮮

く繁茂し（約１３haまで拡大）、それが冬季に枯

現代にあっても燦然と輝く不朽の提言である。

通信使の文献・資料が展示

死し周辺に流れ出すことが問題となっていた。

芳洲は晩年になっても二万首の詠草を成し遂げ

されており、韓国からの修

るなど、生涯学習の先駆者とも言える向学心を

学旅行生も訪れるという。

2 近江聖人 中江藤樹

赤野井湾と流入河川〔大久保〕

しかし、２０１６年には一転してハス群落面積が激
雨森芳洲像

安曇川〔駒井〕

減し、逆に観光面でマイナス影響となっている。

赤野井湾の浚渫区域（滋賀県資料より作図）

5 紫式部と石山寺

瀬田川・宇治川〔村岡〕

中江藤樹（１６６８〜１７４８年）は、近江の国に生

と知られる。その説く所は、身分の上下をこえ

まれた江戸時代初期の儒学者で日本陽明学の祖

た平等思想に特徴がある。武士だけでなく、農

２９歳で１７歳年上の藤原宣孝と結婚した。一女を

紫式部は９７０年、藤原為時の娘として生まれ、

と注文を受け、１００４年石山寺に参籠し湖水に浮

民、商人、職人にまで広く浸透し、江戸の中期

もうけたがわずか３年で夫を疫病で失う。式部

かぶ十五夜の月影をみて「須磨の巻」から筆を

頃から自然発生的に「近江聖人」と称えられた。

は文芸をたしなむ多感な娘時代を送り、歌を詠

起こしたというものである。

熊沢蕃山は代表的な門人のひとりである。

藤樹神社

み多少の習

平安時代には都から多くの官女がここに詣で

安曇川町には、中江藤樹の遺品を展示する中

筆もあった

る慣わしがあったようで、紫式部のほかに清少

江藤樹記念館があり、館内には２展示室・講義

と見られる

納言の枕草子、藤原道綱母の蜻蛉日記、和泉式

室・図書館・収蔵庫がある。また、藤樹神社や

が、源氏物

部の更級日記に石山寺のことが記されている。

門人たちに学問をといた藤樹書院跡などゆかり

語の執筆は

都からひと山を越えると近江の海、瀬田の流れ

の施設が点在する。中江藤樹がこよなく愛した

宣孝の死後

を背景に花、紅葉が楽しめる流行の名刹であっ

藤の花は、藤棚や藤の盆栽展の開催などで地域

まもなく取

たであろう。上村松園筆の月を観る「紫式部図」

りかかった

は何と優雅なことか。

の人に親しまれている。

3 近江商人と語録
近江商人とは近江で商いを行う商人ではない。
近江を本宅・本店とし、他国へ行商した商人の

と見られる。それは内裏から何か珍しい物語を

紫式部銅像（石山寺境内）

近江八幡水郷・西の湖〔駒井〕
公共事業的なものを率先して実施した「お助け
普請」、奢ることは即ち身を亡ぼすことに繋が

総称である。近江八幡の町から、天秤棒を肩に

ると子孫へ戒めた「質素倹約」、長期的な商い

全国に活動を広げ、北は北海道から南ははるか

を行うことを求めた「薄利多売」など、現代に

ベトナムやタイまで進出した。近江商人たちは、

も通じる

「売り手よし、買い手よし、世間よし」という

数々の教

「三方よし」の理念を商売の基本とし、自ら利

訓である。

益のみを追求することなく、社会事業にも大き
く寄与した。
近江商人達の語録は今も伝えられている。理
念・商法としては、権力に依存して利益を得る
ことを潔しとしない「武士は敬して遠ざけよ」、

新町通りにある町屋
夜の白川
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祇園新橋地区
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