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出発進行！近江鉄道 湖国を走る
湖国の鉄道を代表する「近江鉄道」は、明治 29（1896）年 6 月 16 日の株式会社設立当時から今日
まで、その名称が変わらず存続している全国でも稀な鉄道です。明治、大正、昭和、平成にかけてレー
ルをつなぎ、昨年、創立 120 年の節目を迎えました。今もどこか懐かしい「近江鉄道」の姿を、所蔵資
料から追ってみましょう。

『近江鉄道沿線名勝之栞』近江鉄道刊 1928 年

鉄道建設はじまる
明治 29(1896)年 9 月 13 日、近江鉄道の工事が本格的に開始されました。明治 22(1889)年に
長浜、大津間の国鉄東海道湖東線（現在のＪＲ琵琶湖線）はすでに開通していましたが、湖東平野
の中心から江州米を輸送するには不便がありました。この問題を解消し、東海・北陸地方と滋賀県
南部を繋いで湖東地域の発展を図ることが鉄道建設の目的でした。明治 31（1898）年に彦根・愛
知川間、八日市間で営業を開始、明治 33（1900）年には八日市・日野間、日野・貴生川間が開通
し、翌年には彦根停車場を会場に全通式が盛大に行われました。
「彦根町でも各戸が軒頭に提灯を
吊し、また昼夜数百本の花火を打ち揚げて、晴れの祝典に興をそえた。沿線各駅でも花火、モチ・
みかんまき、角力、獅子舞などの余興を演じ、この日は彦根をはじめ沿線各地は、まれにみるにぎ
わいを呈したのであった」
（
『八日市市史』
）と二十世紀の幕開けにふさわしい祝賀の様子が記録さ
れています。🚃『湖東の鉄路 近江鉄道の誕生と愛知川駅』愛荘町立歴史文化博物館 2013 年 🚃『京都滋
賀 鉄道の歴史』田中真人ほか著 京都新聞社 1998 年 🚃『八日市市史 第４巻』八日市市史編さん委員会
編 八日市市役所 1987 年

「辛苦是経営」郷土に捧ぐ
こばやしぎんえもん
なかいげんざぶろう
しょうのげんぞう
株式会社設立に尽力した人物には、近江商人の小林吟右衛門、中井源三郎、正野玄三ほか、旧
いしぐろつとむ
はやしよしもと
にしむらすてぞう
彦根藩士として、石 黒 務 、 林 好本、のちに内務省土木局長を務めた西村捨三、大隈内閣の司法
おおひがしよしあきら
大臣となる大 東 義 徹 がいました。日清戦争戦勝後の順風は、のちに琵琶湖大水害や物価高騰、

用地買上費の膨張など、大きな影響を受け、資金調達の目途が立たず債務に追われる苦しい経営
が続きました。取締役として会社を見守ってきた西村捨三は辞任にあたって社内に石碑を建立し
ました。そこには「辛苦是経営」の言葉が刻まれています。🚃『変革期の商人資本 近江商人丁吟の研
究』丁吟史研究会編 吉川弘文館 1984 年 🚃『西村捨三翁小伝』顕谷泰三ほか著 故西村捨三翁顕彰委員会
1957 年
観光への誘い
近江鉄道は人々を旅へといざない、お伊勢参りに
欠かせない鉄道として乗客を運びました。近江鉄道
が全通した当時の新聞に「近畿初旅行」という記事

『近江鉄道沿線名勝之栞』近江鉄道刊 1928 年 ▼

が連載されています。
「・・・就中高宮驛は例のお多
賀様を距る僅々二十五丁であって、四月の多賀祭は
云ふに及ばず、 伊勢へ七度熊野へ三度 御多賀様

へは月参り 伊勢へ参れば御多賀へ参れ 御伊勢御
多賀の子じゃ孫じゃ ヨイゝ と云ふ勢ひで押し掛る
参詣人は東西から夥しい・・・」
🚃マイクロフィルム 京都日出新聞 明治 34 年 1 月 13 日

▲『沿線名勝案内』近江鉄道 [出版年不明]
▼『近江鉄道沿線観光案内』 近江鉄道 1961 年

大正期には、国鉄草津線との連絡ルートに恵まれ
た八日市の住民を対象に、
「近江団」の主催者名で
伊勢参宮の団体旅行の募集が行われました。２月と
３月の農閑期に催行されたこの団体参拝旅行は、大
変な人気だったようです。大正 3(1914)年には、
近江鉄道株式会社が関西初のスキー場として「伊吹
山スキー場」を開設したほか、大正 11(1922)年に
は太湖汽船が大型観光船「みどり丸」を就航するな
ど彩り豊かな湖国の姿が花開いた時代でした。次第
に琵琶湖めぐりは観光として親しまれるようにな

🚃 当館ホームページの「近江デジタル歴史街道」
では近江鉄道により発行された旅のガイドブック
や、関連写真をご覧いただくことができます。

りました。🚃『近江鉄道沿線名勝之栞』新見南果画 近江
鉄道 1928 年 🚃『近江鉄道沿線観光案内』近江鉄道
1961 年🚃『沿線名勝案内』近江鉄道 ［出版年不明］
近江鉄道愛知川橋梁 滋賀県提供
鉄道のある風景
愛知川に架かる赤い橋の上を列車が走る風景が今も鉄道愛好家の間で人気です。愛知川橋梁は、明
治 31（1898）年にイギリスの橋桁を輸入して建設されました。明治後期に造られた現役の鉄道橋と
して貴重であることから、平成 20（2008）年に国の登録有形文化財に指定されました。🚃「新近江百
景」
（びわこ新聞 2017 年 6 月 1 日第１面）中日新聞社 近江鉄道は開業時から郵便物の輸送も行ってお

り、駅に停車中の郵便車に差し出されたハガキや手紙は全国各地に配達されました。鉄道郵便局の消
印が捺印された郵便物や、当時使用された道具からはその様子がうかがえます。🚃『滋賀県関係の鉄道
建設と鉄道郵便印』上田敬編刊 2009 年🚃『近江鉄道コレクション』彦根商工会議所事業委員会編 国宝・彦根城
築城 400 年祭実行委員会 2007 年 夏の湖国めぐり、どこまでも続きそうな線路を眺めながら、そのは

じまりに想いを馳せるのもまた一興です。

今月の book★まーく
歓迎！中国湖南省図書館代表団
の皆さんが来館されました
５月 19 日、滋賀県と姉妹都市の中国湖南省から 4 名の図書館代表団が視察のため来館され
ました。滋賀県立図書館と湖南省図書館は、昭和 58 年（1983）に姉妹協定を結び、資料交換
事業を開始しました。中国国内で発行されている雑誌が定期的に当館へ届けられ、県民の皆様
にご利用いただいています。今回は、主に図書館や博物館の施設整備の視察を目的とするもの
で、地下書庫の湿度管理、防火設備、耐震設備、おはなし会の様子も見学され、たいへん有意
義な訪問だったとの感想をいただきました。来年は姉妹友好県省協定締結 35 周年の節目を迎
えます。国は違っても「図書館は利用者のために」という同じ使命を担っていることを再確認
し、このかけはしを未来につなげてゆくことを誓い合いました。

湖 国 の 本 棚
『泳ぐイノシシの時代

なぜ、イノシシは周辺の島に渡るのか？』

高橋春成著 サンライズ出版 2017 年２月刊 (1,800 円＋税）
1980 年代から、各地で海や湖を泳ぐイノシシが見られる
ようになり、琵琶湖でも、イノシシが泳いで竹生島や沖島に
渡っています。イノシシは、時には十数キロを泳いで周辺の
島に渡り、新たな生息地になった地域での農作物への被害が
課題になっています。生息環境の変化や私たちとイノシシの
かかわりについて解説し、自治体へのアンケートや現地調査
などから、泳ぐイノシシの実態にせまります。

関ヶ原の武将たち－映画「関ヶ原」の世界を楽しむ－
映画「関ヶ原」
（司馬遼太郎原作）の公開にちなみ、参考資料室で資料展を行います。石田三成や
徳川家康をはじめとする武将の伝記や小説のほか、時代背景を知ることができる関連資料もそろえ
ました。ぜひ「関ヶ原」の世界をより深くお楽しみください。
●場所：滋賀県立図書館２階 参考資料室
●期間：7 月 20 日（木）～9 月 3 日（日）

郷土資料紹介 平成 29 年 3 月～平成 29 年 6 月購入・寄贈分より
書名

著者

相応さん 回峰行の祖

天台宗典編纂所∥監修

出版者
天台宗祖師先徳

出版年
２０１７．３

鑽仰大法会事務
局
深草元政『草山集』を読む 近世初期学僧のことば

深草元政∥[著] 川口智康∥ 勉誠出版
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編
発達のひかりは時代に充ちたか? 療育記録映画

田村和宏∥編著 玉村公二

クリエイツかも

『夜明け前の子どもたち』から学ぶ

彦∥編著 中村隆一∥編著

がわ

地域共生論 300 人規模のアクティブラーニング

滋賀県立大学地域共生論運 サンライズ出版

２０１７．３

営委員会∥編
長浜曳山祭の過去と現在 祭礼と芸能継承のダイナ

市川秀之∥編 武田俊輔∥

おうみ学術出版

２０１７．３

ミズム

編

会

中近世の生業と里湖の環境史

佐野静代∥著

吉川弘文館

２０１７．４

近江の古民家 素材・意匠

石川慎治∥著

サンライズ出版

２０１７．４

織豊系城郭とは何か その成果と課題

村田修三∥監修 城郭談話

サンライズ出版

２０１７．４

創元社

２０１７．４

創元社
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会∥編
ヴォーリズ著作集 1 吾家の設計

W・M・ヴォーリズ∥著
一粒社ヴォーリズ建築事務
所∥監修

ヴォーリズ著作集 2 吾家の設備

W・M・ヴォーリズ∥著
一粒社ヴォーリズ建築事務
所∥監修

中山道道中案内関ケ原から三条大橋

江竜喜之∥編

サンライズ出版

２０１７．３

琵琶湖を巡る鉄道 湖西線と 10 路線の四季

清水薫∥著

サンライズ出版

２０１７．５

京阪電鉄、叡山電鉄、京福電鉄〈嵐電〉 1 世紀の

高橋修∥著

アルファベータ

２０１７．６

写真記録

ブックス

彦根城の桜 中村憲一写真集

中村憲一∥著・撮影

マリアパブリケ

２０１７．３

ーションズ
新・小堀遠州の書状

小堀宗実∥著

思文閣出版

２０１７．３

茶人・小堀遠州の正体 寛永文化の立役者

矢部良明∥著

KADOKAWA

２０１７．４

某には策があり申す 島左近の野望

谷津矢車∥[著]

角川春樹事務所

２０１７．６

赤備えの鬼武者井伊直政

近衛龍春∥著

毎日新聞出版

２０１７．４

ホームページの新刊図書案内にて郷土資料の新着図書のリストをご覧いただけます。

