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ｗｅｂ版 図書館しが 
湖北の仏さま、その多彩な魅力 

 近年、「観音の里」として湖北に注目が集まっています。県内外のミュージアムで展覧会が開か

れ、2016年3月には上野に情報発信拠点「びわ湖長浜 KANNON HOUSE」がオープンしました。

このような動きに呼応して関連書籍も多く刊行されており、注目度の高さが窺えます。今回は、近

年刊行された資料をもとに、「観音の里」が興った歴史や湖北の珍しい仏さまを紹介します。 

 

信仰の起源と変遷、そして継承 

 

 はじめに信仰のよりどころとなったのは、伊吹山、己高（こだかみ）山など、古代から霊山と崇

められてきた山々であり、早くも奈良時代には山岳仏教の修行の場となっていたと伝えられてい

ます。さらに北陸道を通して十一面観音を奉ずる白山信仰が流入し、また、比叡山延暦寺の天台宗

も勢力を伸ばしたことから、湖北地域には様々な宗派信仰が習合する文化圏が形成されました。 

 その後も、鎌倉・室町時代の新仏教から影響を受

けながら独特の観音信仰が育まれましたが、戦国の

世において、湖北地域は近畿と北陸・東海を結ぶ交

通の要衝として、たびたび合戦の舞台となりました。

寺院も焼き討ちに遭いましたが、多くの仏像が焼失

をまぬがれ今に受け継がれています。その背景には、

「田畑に埋めて隠した」「川に沈めて守った」とい

う言い伝えが残るように、村人たち自らの手で自分

たちの仏さまを守ったという歴史があります。 

 

ここにしかいない仏さま 

湖北には国宝に指定されている向源寺の十一面観音立像をはじめ、 

70以上もの仏像が伝えられています。その中でも印象深い仏さまを紹介します。 
 

安念寺（長浜市木之本町） 菩薩形立像・如来形立像 

 天台宗の寺であったことから信長の焼き打ちにあい、村人は仏像を

守るため田に埋めて隠しました。しかし、掘り出された時には大きく損

傷しており、その姿は仏像が直面した危機と、仏像を守ろうとした村人

たちの決死の努力を象徴するかのようです。関連する文書などは残っ

ておらず、今となっては本来の姿を推測することも難しいそうです。  
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赤後寺（長浜市高月町） 千手観音立像 

 賤ヶ岳の合戦から守るため、川に沈められた際に、千手観音の特

徴である手などが失われたと伝えられます。厨子（ずし）のなかに収

められ、村人でさえ滅多に姿を見ることができない秘仏とされてき

ましたが、1969年に国の重要文化財に指定されたことを機に、一般

に公開されました。 

厨子の手前には「身代わり観音」と呼ばれる小さな仏像がありま

す。こちらは村人が預かって帰ると、病気や災いを代わりに引き受

けてくれると信じられており、村人にも身近な観音さまでした。 

 

 

 

 

正妙寺（長浜市高月町） 千手千足観音立像 

 全国でも他に例をみない「千手千足」を持つ観音像です。 

 正妙寺の成立は古く平安時代に遡り、当時、地震と津波で壊滅した

集落から移住してきた人々により、千手千足観音を安置するために建

立されたと伝えられています。一方でこの観音像は比較的新しく、江

戸時代頃に作られたものです。このことから焼失した先代の千手千足

観音像が存在した可能性があるほか、天台系密教とのかかわりも考察

されている、ミステリアスな一体です。 
 
 

浄光寺（長浜市高月町） 十一面観音立像 

 秘仏とされてきたため彩色が保たれ、見た目にも鮮やかな観音像で

す。墨で書き入れられた眉や髭が特徴的です。ともに安置される三体は、

同一作者ないしは同系統の作者によって作られたものと推測されます。

湖北の他の仏像とも表現に共通する点が多く、この地で造像に励んだ

仏師たちがいたとする説もあります。 
 

 湖北には他にも素朴な地方仏が多く残されています。ここでしか見られない、魅力あふれる仏さ

まを訪ねてみてはいかがでしょうか？ 
 
『近江湖北の山岳信仰』長浜市立長浜城歴史博物館編刊 2005年、『奥琵琶湖「観音の里」の歴史』大東俊一著 彩流

社 2016年、『湖国と文化 第40巻3号通巻156号』滋賀県文化振興事業団 2016年、『びわ湖・長浜のホトケたち』

『びわ湖・長浜のホトケたち 2』長浜市立長浜城歴史博物館編 長浜市 2014年、2016年、『近江湖北二十七名刹巡

礼』近江湖北名刹会編 朱鷺書房 1992年、『みーな 通巻110号、通巻111号』長浜みーな協会 2011年  

 

湖北の仏さまを訪ねるには？ 

 ここで紹介したものに限らず、湖北には地域に住む人々の手によって管理されている寺社が多く、い

つでも拝観できるとは限りません。毎年秋には地域をあげて「観音の里ふるさとまつり」が開催され、

多くの仏像が一斉に公開されます。その他の時期でも、事前に予約すればお堂を開けてくださる寺社も

ありますので、観光協会ホームページ「びわ湖・長浜 観音の里（http://kitabiwako.jp/kannon/）」

などから連絡先をご確認ください。  

村人に貸し出されたという 

「身代わり観音」たち 
千手観音立像 
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県立図書館で中学生が職場体験！！ 

 

大津市立瀬田中学校と瀬田北中学校の 2 年生の

みなさんが、１１月のそれぞれ4日間、職場体験に

こられました。 

開館時には、皆そろってご来館の方々にあいさ

つ、そのあとは、本を貸出する、書架に戻す、頼ま

れた本を書庫まで取りに行くといった仕事を実習

しました。ふだんは目にすることのない、市町の図

書館への本の貸出や本の装備、図書館利用に障害が

ある人へのサービスなどの仕事も体験しました。 

本を紹介するポップづくりにも挑戦しました。

どれもこれも力作揃いです。参考資料室に展示中

です。 

 

 

 

 

 

 

 
『京近江の豪商列伝』 
 京都新聞社編 サンライズ出版 2017年7月刊 (1,500円+税) 
 

 古くからの都である京や交通の要衝であった近江からは、時代のう

ねりの中で道を切り開いていった豪商や企業家が生まれました。この

本では、どの豪商や企業家もそれぞれの信念をもって、並々ならぬ努力

やいざというときの決断力を武器に商いに精進する姿が印象深く描か

れています。 

 特に近江では、全国をまたにかけて商いに励んだ近江商人と呼ばれ

る人々が活躍しました。その商いの地は、遠くは蝦夷や中国大陸にもお

よび、スケールの大きさを感じさせられます。また、「三方よし」と言

われる商いの精神は、現代にも語り継がれています。 

 様々なエピソードを交えながら京近江の豪商の姿に迫った、京都新

聞の連載をまとめた一冊です。  

 今月の book★まーく 

湖 国 の 本 棚  

滋賀の本を紹介します 

おすすめの 

水資料です 



 

郷土資料紹介 平成29年７月～平成29年10月購入・寄贈分より 
 

書名 著者 出版者 出版年 

家康を支えた三河武士 本多忠勝・井伊直政 厭離穢

土、欣求浄土の実現三河武士の足跡を巡る 弐の巻 

市橋章男∥著 正文館書店岡崎 2017.7 

癒しの風景 旅の思い出 西山順三∥著 西山順三 2017.7 

近江の城を掘る 第56回企画展 滋賀県立安土城考古

博物館∥編集 

滋賀県立安土城考

古博物館 

2017.7 

風の子通信 宮腰悦子∥著 エツコ・ワールド 2017.7 

滋賀の本 いつもより足をのばしたくなる! 

滋賀のイイとこ30エリア。 

京阪神エルマガジン

社∥編 

京阪神エルマガジ

ン社 

2017.7 

戦国!井伊直虎から直政へ 二○一七年NHK大河ドラ

マ「おんな城主直虎」特別展 

NHK∥編 NHK 2017.7 

茶湯一会集 [井伊直弼∥原著] 

筒井紘一∥著 

淡交社 2017.7 

つなぐ通信 vol.16 大人がときめく、生き方マガジン

[シニアNavi姉妹誌] 

  オージーライブデ

ザイン株式会社 

2017.7 

長浜ものがたり大賞コレクション  

マンガ部門 原作・シナリオ部門2016受賞作品収録 

  「長浜ものがたり

大賞」実行委員会 

2017.7 

忍者読本   宝島社 2017.7 

琵琶湖の漁業いま・むかし 山根猛∥著 サンライズ出版 2017.7 

Otukyo walk with Flora  

ボタニカルアートと旅する大津京の歴史 

須田久仁∥著 アトリエKuni 

house 

2017.8 

歩いて楽しむ近江 琵琶湖 若狭 観光+歴史+風景1コ

ース徒歩3時間以内のおさんぽ旅へ 

  JTBパブリッシン

グ 

2017.8 

建築学生ワークショップ比叡山2017  

全国の大学生を中心とした合宿による地域滞在型ワー

クショップ全収録 

アートアンドアーキ

テクトフェスタ∥制

作・編集 

アートアンドアー

キテクトフェスタ 

2017.8 

〈図解〉近畿の城郭 4 城郭談話会∥編 中

井均∥監修 

戎光祥出版 2017.8 

関ケ原はいかに語られたか  

いくさをめぐる記憶と言説 

  勉誠出版 2017.8 

天皇家の祖先・息長水依比売を追って  

古代天皇史探訪 

松本昭∥著 アールズ出版 2017.8 

浅井長政嫡子浅井帯刀秀政 増補改訂版  

近江から会津そして越後へ 

浅井俊典∥著 ミヤオビパブリッ

シング 

2017.9 

いつも初心 酒井雄哉∥著 PHP研究所 2017.9 

京都・滋賀おいしい眺めのいい店   リーフ・パブリケ

ーションズ 

2017.9 

京阪電車 1号型・「びわこ号」から「テレビカー」・

「プレミアムカー」まで 

清水祥史∥著 JTBパブリッシン

グ 

2017.9 

関ケ原の戦い東西名将読本  

武将30傑の能力を新解釈で徹底分析! 

小和田哲男∥監修 宝島社 2017.9 

よくわかる関ケ原  

権謀術策渦巻く、大小合わせ23の戦い 

  英和出版社 2017.9 

井伊直政 家康筆頭家臣への軌跡 野田浩子∥著 戎光祥出版 2017.10 

石田三成〈秀吉〉vs本多正信〈家康〉 島添芳実∥著 文芸社 2017.10 

〈評伝〉中江藤樹 日本精神の源流・日本陽明学の祖 林田明大∥著 三五館 2017.10 

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。 

http://www.shiga-pref-library.jp/wo/opc/nw_top

