
江若鉄道敷設の歴史研究（１） 

◎明治期以前の湖西地方の交通 

１ 京都と北陸を湖西経由で結ぶ街道 

もともと湖西地方には、古代から京都と北陸（敦賀）を結ぶ物資流通の最短路として、北陸

道（後の北国街道、西近江路）が通っており、「郡内に２か所の古代の駅家（三尾・鞆結）も

置かれ『安曇川町史』 安曇川町史編集委員会 １９８４（昭和５９）年 ９０１頁〉、幹線

道路として重要視されていた。 

西近江路 

・古代：小関越え→穴多（太）駅（大津市穴太） → 和邇駅（大津市和邇中浜） → 三尾駅（高

島市安曇川町三尾） → 鞆結駅（高島市マキノ町小荒路・海津・浦・石庭） → 愛発関（敦賀

市疋田か） → 

・近世：大津宿・札の辻（大津市札の辻） → 衣川宿（大津市衣川） → 和邇宿（大津市和邇

中） → 木戸宿（大津市木戸） → 北小松宿（大津市北小松） → 河原市宿（高島市新旭町安

井川） → 今津宿（高島市今津町今津） → 海津宿（高島市マキノ町海津） → （七里半越）

→敦賀宿（敦賀市元町） 

 

２ 湖上輸送と街道 

中世以後、商品の流通が盛んになるに従って北国街道（西近江路）の重要性はますます増

大していったが、当時の京阪方面と北陸地方を結ぶ交通上重要な存在として琵琶湖の湖上輸

送があった。 

日本海沿岸から敦賀に運ばれた貨物は【新道野越＝塩津街道（現国道 8 号線）や西近江路

＝七里半越（現国道 161 号線）】を利用して、江越国境を峠越えし、湖北、湖西地方の塩津・

大浦・海津などの諸港へ運ばれ、これらの港から湖上を渡って大津あるいは坂本に至り、再

び陸行して京阪方面に至った。 

なかでも塩津・海津の諸港は日本海沿岸の諸産物を京都・機内に運ぶ中継港として賑わっ

た。 

一方、同じ日本海沿岸の小浜からの輸送は【九里半越え＝若狭街道】を経て今津・木津港に

運ばれ、これらの港から大津あるいは坂本に陸揚げされ京阪方面に運ばれた。 

この他、間道として、京都から洛北大原を経て、途中峠を越え、東進して湖畔の高城に至る

竜華越や途中峠からさらに北進して朽木谷を下り、保坂で九里半超に合流する朽木越などが

利用されていた。 

 

 

『今津町史』第２巻 近世 今津町 １９９９（平成１１）年 ２４１頁 

 

 

 



 

『今津町史』第２巻 近世 今津町 １９９９（平成１１）年 ２３３頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 琵琶湖周辺の交通路 

 

『鉄道ピクトリアル』２９５ 琵琶湖をめぐる鉄道網の発達—敦賀線から湖西線まで—青木

栄一 １９７４（昭和４９）年 ４頁 

 

３ 敦賀線の早期敷設の促進と湖東ルートの決定 

明治維新政府は、敦賀港を通じて北日本地方と京阪神との物資の交流を行なうための輸送

経路としての鉄道敷設の必要性を認め、明治２（１８６９）年１１月１０日の廟議で早々と

京都、琵琶湖辺から敦賀に至る鉄道敷設を決定した。 

 

（１）京都・敦賀間ルートの早期敷設の必要性 

明治３（１８７０）、工部省出仕佐藤政養・同出仕小野友五郎らは東西両京間連絡幹線鉄道

の東海道筋の調査にあたり、越前敦賀へも踏査。 

明治４（１８７１）年正月、政府に提出された「東海道筋調査」の復命書では「東海道ヨリ

モ寧ロ中山道ヲ専要トスル」意見とあわせて、京都・敦賀間の早期敷設の必要性にも触れて

いる。 

 

 



（２）京都—小浜、敦賀間敷設の京都府の熱意 

政府が明治２年１１月鉄道敷設の方針を定めると、京都府当局は政府が第一着手路線のひ

とつと定めた京都—敦賀間の鉄道敷設に積極的な態度を示し、京都府権大参事槇村正直は新

橋—横浜間が開通したその前年の明治４年１月１３日、太政官に宛てた文書で、この鉄道の

敷設が〈「越前敦賀若州小浜等ヨリ往々京師ヘ鉄道ヲ開北海ノ物産ヲ南海二輸送スルハ実ニ永

世ノ大便利万民ノ大幸莫大之御国益」（『工部省記録』鉄道之部第２巻『福井県史』資料編 １

０ 近現代 １９８３（昭和５８）年 913 頁〉、すなわちこの区間の鉄道の敷設が国益に

かなうとして、京都府当局が鉄道の敷設に尽力を惜しまない旨を述べている。 

 

（３）京都—敦賀間の測量 

明治維新政府は、敦賀港を通じて北日本地方と京阪神との物資の交流を行なうための輸送

経路としての鉄道敷設の必要性を認め、明治２（１８６９）年１１月１０日の廟議で早々と

京都、琵琶湖辺から敦賀に至る鉄道敷設を決定し、明治４（１８７１）年３月９日京都から敦

賀間線路測量を指令し、同年６月１６日から京都・大津間、海津・敦賀間の測量を行なってい

る。その際、京都－敦賀間のルートについて、湖西ルートにするか、湖東ルートのどちらを採

るかの考えがあった。 

明治５（１８７２）年の測量では、京都から大津を経て琵琶湖の東岸を陸路米原に至り、米

原から船で塩津に渡り、塩津街道沿いにそった塩津・敦賀間の測量を行なった。帰路は海津

を経て琵琶湖西岸を陸路大津に出て京都に帰着した。 

明治６（1873）年秋からの大津一塩津間の測量の結果は、京都－敦賀間のルートは、当面

は湖上連絡とするも、京都から琵琶湖の東岸を経由して（湖東ルート）中山道線の一部とす

ることが報告された（明治 9（１８７６）年、西京敦賀間並中仙道及尾張線ノ明細測量ニ基

キタル上告書）。 

明治１３（1880）年 2 月の井上勝鉄道局長の意見書では、「湖西地方は大方が寒貧村で通

商の目的少なく(中略)これに対して湖東地方は長浜から彦根、八幡、草津と有名な市街を経る

ことから比較になりえない」『日本鉄道史』などと付されているとおり、湖東地方を経由する

方が経済波及の効果が大きい」との理由であっさりと湖東ルートに決まった。 

 
『日本国有鉄道百年史』第２巻 日本国有鉄道 １９７０（昭和 45）１８５頁 

 

 

４ 明治から大正初期の県下の鉄道敷設状況 

滋賀県下では早くも明治２（1869）年の廟議決定の段階で全国に先駆けて鉄道敷設計画

のルートに入り、明治１３（1880）年７月の京都～大津間の開通以後、官設鉄道、私鉄も含

めて順次路線を開業、延長し、大正初期までに琵琶湖東岸では鉄道網はほぼ整備されること

となった（大正初期の琵琶湖東岸の鉄道路線体系は東海道線の付け替えルートや新幹線、信

楽高原鐡道の開業を除いて現在のそれとほぼ同じである）。 

一方、ひとり旧滋賀郡（現大津市）・高島郡（現高島市）の湖西地方だけが近代文明の象徴

ともいえる鉄道の恩恵にあずかれない状態であった。 

とりわけ高島郡は、その南端の明神崎が比良山系によって湖岸にまでせり出して、隣接の

滋賀郡と完全に遮断された地勢を形成していることから、「陸の孤島」などと呼ばれ、〈郡民

は交通の不便さを身をもって感じるとともに、「汽車なし郡」という皮肉にも甘んじて認めざ

るを得なかった『安曇川町史』安曇川町史編集委員会 １９８４（昭和５９）年 ９０１頁〉

のである。 

 

 

 



官設鉄道 

明治１３（1880）年７月１５日京都～大津間開通 

明治１５（1882）年３月１０日長浜～柳ケ瀬間開業 

明治１６（1883）年５月１日長浜～関ヶ原間開通 

明治１７（1884）年４月１６日長浜～金ケ崎（敦賀港）間が開通 

明治２２（1889）年７月１日新橋—神戸間の東海道線全通 

私鉄 

関西鉄道 

明治２２年１２月１５日（現草津線）草津～三雲間開業 

明治２３（1890）年２月１９日三雲～柘植間開通 

近江鉄道 

明治３１（1898）年７月２４日彦根～八日市間開業 

明治３３（1900）年１２月２８日八日市～貴生川間開通 

大正３（1914）年３月８日多賀線（高宮ー多賀大社）開業 

京津電車軌道 

明治４４（1911）年８月１５日三条—札の辻間開業 

大津電車軌道 

大正２（1913）年３月１日大津（現浜大津）—膳所（現膳所本町）間開業。 

湖南鉄道 

大正２年１２月２５日新八幡（現近江八幡）～八日市口（現新八日市）間開業 

 

 

 

 
『滋賀県の百年』傳田 功 山川出版 １９８４（昭和５９）年 １０６頁 

 

◎江若鉄道開通以前の湖西地方の交通機関 

このように琵琶湖周辺の輸送の中心が鉄道へと進む中で、湖西地方では江若鉄道が開通す

るまでの交通機関として、１日数回の運航に限られていた太湖汽船の蒸気船による湖上輸送

が主な交通手段であった。 

琵琶湖上交通については、〈明治２年に蒸気船「一番丸」が就航し、琵琶湖は動力船による

輸送手段を手に入れており、その後も琵琶湖には次々と蒸気船が就航していった『企画展あ

りし日の江若鉄道—大津・湖西をむすぶ鉄路（みち）』—湖西の鉄道のあゆみ—江若鉄道を中



心に—木津 勝 大津歴史博物館 １９９６（平成８）年 ３８頁〉。 

〈その汽船で、例えば安曇川河口の舟木港から乗船して大津方面へ行くには、途中、大溝（高

島）・小松・木戸・和邇・堅田等を寄港しなければならず、片道４時間半の船旅となり、往復

しようとすれば丸一日がかりの旅程であった『安曇川町史』前掲書 ９０１頁〉。 

また、〈彦根方面へ行くものに北廻りの太湖汽船が唯一の交通機関であり、これも途中、今

津・海津・塩津等に寄港した『安曇川町史』前掲書 ９０１頁〉。 

さらに、港での旅客・貨物の受け渡しは、桟橋が整備されていないことから、汽船から一旦

「小渡し」とよばれる〈小船に乗客や荷物を乗せ、岸から 100m ほど沖に停泊した本船まで

送迎『安曇川町史』 前掲書 ８７４頁〉する必要があったため、実態としてはまだまだ不便

な点が多く見られた。 

 

５ 第二次私鉄ブームと湖西地方鉄道敷設計画案 

湖西地方の浜大津一近江今津間に「江若鉄道」が全通したのは昭和６（1931）年１月のこ

とであるが、江若鉄道全通以前の明治期から大正初期にかけて、京都や大津から湖西を通過

して小浜や敦賀の日本海沿岸と連絡する鉄道敷設の計画はいくつかもちあがった。 

とりわけ〈明治２８（1895）年から３０年（1897）ごろは、日本の好景気を反映して、

第二次私鉄ブームとなった『高島町史』高島町 １９８３（昭和５８）年 ７９８頁〉ことを

皮切りに、湖西地方では、湖上交通に代って、スピードと発着回数の多い便利な交通機関と

していくつかの鉄道敷設計画が起きたものの、その敷設には相当の費用を要したため、いず

れも資金不足で挫折、実現をみるには至らなかった。 

 

（１）江若鉄道→近若鉄道の構想 

明治１７（1884）年４月長浜一敦賀（金ヶ崎）間が開通し、〈北陸、北海、隠岐三丹州の

産物、物品は続々敦賀港に運ばれ『福井県史』資料編 10 近現代一１９８３（昭和 58）年〉、

小浜港は日々衰退の一途で、小浜の衰退は決定的なものになるという状況を恐れた小浜町長

組屋六郎左衛門、大北安之助、吉岡喜兵衛ら小浜町有志がその打開策として、明治２６（1893）

年８月、小浜・京都間の鉄道敷設を計画した。 

翌明治２７（1894）年４月、滋賀県知事（大越亨）や同県有志とも協議し、社名を「江若

鉄道株式会社」とした大津～小浜間の鉄道敷設を計画した。 

そこでのルートは大津より堅田・勝野・今津・熊川（福井県上中町）を経て、小浜に至る約

８０．６キロとなっている。 

明治２７年５月１７日、遠敷郡役所で最初の会議が開催され、同年７月には会社の名称を

「近若鉄道株式会社」と改めた。 

 

その後、日清戦争の勃発（明治２７年７月）により事業計画は一時中断されたが、翌明治２

８（1895）年１月には、計画は再び活発化し、〈小浜町の雲浜(うんぴん)会堂で鉄道創立発

起人第一回総会が開かれ、小浜町の商人を中心に５３人の発起人が出席し、１５人の委員と

会計３人が選出され、ついで、大北、山口嘉七、武田英蔵、志水源兵衛の４人が常務委員に選

ばれた（吉村篤家文書）『福井県史』前掲書 960 頁〉。 

 

（２）京北鉄道 

先の近「若鉄道（江若）」の計画とほぼ同じ時期に、湖西地方に関係する「京北鉄道」の敷

設計画がなされた。 

「京北鉄道」は明治２７（1894）年５月に京都の小牧仁兵衛他１９名が、資本金２００万

円で設立したもので、湖西地方の出願ルートとして、京都吉田から修学院・八瀬・大原を北

上、途中越・竜華越えを経て、琵琶湖西岸の木戸・小松・高島から今津へ至る総延長約５６キ

ロメートルを計画した。 

翌明治２８（1895）年１０月 11 日には、発起人に東京資本の銀林綱男や当時財界の指

導的立場にあった渋沢栄一など６１名となり、資本金は 320 万円に変更、本社は東京に置か

れた。 

そこで、計画路線も大幅に変更された。この時の路線は〈京都西ノ京を起点として北野、岡

崎、粟田口、日ノ岡を経て藤尾村を通り大津に至り（のちの京阪電鉄京津線ルートに近い）、

そこから西近江路を北上して坂本・木戸・高島・今津・海津と湖西地方を縦断し『高島町史』

高島町 １９８３（昭和５８）年 ７９８頁〉、山越えで福井県敦賀へ、さらに常宮（じょう

ぐう）までの総延長約１０４キロメートに経路の変更の出願がなされた。 

最初の計画があくまで京都を中心とし、その後背地にのびるローカル鉄道であったのに対

し、第 2 の計画は京都から西近江路に沿って湖西地方を縦断し、敦賀に延長したことから日

本海からの物資を輸送しようという、経済的な性格を持たせようしたものと思われる。 

参考文献：『今津町史』第３巻 近代・現代 ２００１（平成１３）年、『企画展ありし日の江

若鉄道』—大津・湖西をむすぶ鉄路（みち）—平成 8 年 大津歴史博物館、『志賀町史』 第

3 巻 [近代・現代]志賀町史編集委員会 2002（平成１４）年、『京都滋賀鉄道の歴史』 田

中真人 宇田正 西藤二郎 京都新聞社 １９９８（平成１０）年、『追手門学院大学経済学

学生論集』第１３号 １９８５ 滋賀県下に於ける湖西鉄道敷設への動向について－江若鉄

道の結実と県下政友会勢力伸長策－橋本 茂 

 

 

 

 



（３）小浜鉄道 

大津～小浜間の鉄道敷設を計画した「近若鉄道」は、明治２８年７月２２日には新たに東

京の酒井捨吉らが経営に参画した。 

さらに明治２８年１０月３１日付けをもって「近若鉄道」は「小浜鉄道株式会社（以下小浜

鉄道）」と改称、設立の儀を請願した。参考文献：『福井県史』資料編 10 近現代 昭和 58 年 

その内容は東京の酒井捨吉他 15 名が出願、資本金 100 万円で、その路線ルートは小浜—

大津間のうち小浜から若狭街道（九里半街道）に沿って湖西の今津に縮小された約 31 ㎞と

いうものであった。 

これに対し、明治２８年 11 月 5 日、「小浜鉄道」とほぼ同じ発起人らにより「若狭鉄道株

式会社（以下若狭鉄道）資本金８５万円」が熊川一敦賀間（約約２３キロ）の出願書を逓信大

臣に提出した。参考文献：『福井県史』資料編 10 近現代  

一方、〈「小浜鉄道」では、１１月１６日にすぐに小浜町から遠敷・日笠・三宅・熊川・滋賀

県今津・勝野・小松・堅田を経て大津に至る約５３．１キロと小浜町より高浜を経て京都府余

部（舞鶴市）に至る約３５．４㎞の路線の延長を申請した。 

そして、明治２８年１２月２日付けをもって「小浜鉄道」が「若狭鉄道」を吸収する形での

合併の願書を提出し、新会社の「小浜鉄道株式会社」とした。発起人も４６名に増え、資本金

も３９５万円と増額された。 

この時の両鉄道の敦賀への分岐点は熊川村から井ノ口村へと変更され、創立発起人には、

酒井捨吉ほか２０名が名を連ね、最終的には４７名になった。〈創立事務所の本部は東京市京

橋区三十間堀一丁目五番地に、支部は小浜町と大津町に設置された『福井県史』通史編 5 前

掲書 ９６０頁〉。 

 

『小浜市史』前掲書 ３０１頁 

〈「新小浜鉄道」の路線は、小浜町から遠敷・日笠・三宅・熊川・滋賀県今津・勝野・小松・

堅田を経て大津にいたる路線、小浜町から本郷・高浜の両村を経て京都府余部村にいたる路

線、井ノロから分岐して三方郡三方・気山・佐柿を経て敦賀町に達する路線で、若狭地方を縦

横断して既設の敦賀・大津と軍港舞鶴を T 字形に結ぶ鉄道計画であった。路線図は滋賀県政

資料＝明３０年【明て１６（２３）】 

 



※「小浜鉄道会社」『起業目論見書』〈本会杜線路中敦賀・余部間ハ北海岸二於ケル諸要港ヲ経

過スルカ故二山陰、北陸及北海道等ノ海産物ハ勿論若狭地方ノ特産タル絹布、紙、油、漆器、

木材、石材、雑穀、肥料等ノ如キ貨物ノ京阪、近江各地二輪出スルモノ及ヒ京阪地方ヨリ砂

糖、石油，絹布，雑貨ノ如キ日常品ノ輸入甚多シ『福井県史』 前掲書 940 頁〉 

こうして〈明治 28 年 10 月 31 日付出願時の計画と比べるとわずか 1 ヶ月ほどの間に壮

大なスケールの鉄道敷設計画に膨張したのであった『追手門学院大学経済学学生論集』 第

１３号 滋賀県下に於ける湖西鉄道敷設への動向について－江若鉄道の結実と県下政友会勢

力伸長策－橋本茂 追手門大学経済学会 １９８５（昭和６０）年 ５４頁〉。〈その意味で

は、政治・経済的にとり残されつつあった若狭地方が、かつての地位を少しでもとりもどす

ためには、この「小浜鉄道」の敷設こそはまさに絶好の機会であった『小浜市史』前掲書 ３

０２頁〉。 

参考文献：『志賀町史』前掲書、『高島町史』前掲書、『追手門学院大学経済学学生論集』 前

掲書、『福井県史』 資料編 10 前掲書 

 

（４）湖西地方の出願路線の認可 

明治２８（１８９５）年１０月１１日、「京北鉄道」が京都—大津—今津—常宮間を、明治

２８年１１月１６日には、「小浜鉄道」が大津—今津—井ノ口—小浜間を出願しており、両社

で今津一大津間の区間が競合することになった。 

その結果。明治３０（1897）年４月５日の鉄道会議において「小浜鉄道」の全路線は認可

され、その発起人には、〈株式証拠金を支払うべしという通知もなされた。そして、９月１６

日にはついに仮免許状が下付された『小浜市史』通史編 下巻 小浜市 平成１０（１９９

８）年 ３０３頁〉。 

一方の「京北鉄道」は栗田口—大津間のみの認可で、湖西への鉄道敷設は認可されなかっ

た。 

ただし、「小浜鉄道」は認可の際に、認可後〈１８か月以内に本免状の申請がない場合には

無効『福井県史』通史編 前掲書 962 頁〉とされる条件が付されていたので、〈その間に必

要な条件を整え、本免許状を申請する必要があった『小浜市史』 前掲書 ３０３頁〉。 

〈明治３０年１０月１３日には、線路の実測および調査を「関西鉄道株式会社」に委託する

ことが本社創立事務所で開かれた委員会で正式に決定された。１０月１６日には、測量のた

め係員が実測地へ向かった。測量にかかわる費用は、１株につき３０銭の割で地方株主に賦

課されたが、必要な金額が集まらなかったため、酒井忠道に補填を嘆願している『小浜市史』

前掲書 ３０３～３０４頁〉。 

「小浜鉄道」の実地踏査・測量（関西鉄道主任技師那波光雄等）は、明治３０年１０月末よ

り小浜・今津間で開始された『福井県史』通史編 前掲書 962～963 頁〉。 

しかし。〈この間、明治３０年に始まる日清戦争後の恐慌で、株の申込みや証拠金の納入、

地方殊主で負担する１株３０銭の測量費の納入が滞り、明治３１（1898）５月には、組屋ら

２３人の連印で、伯爵酒井忠道と家令佐伯成允に測量費の立替えを嘆願している（吉村家文

書）。実地測量などの遅延で、期限内の本免許状申請ができず、３度にわたる本免許状申請の

延期でも事態は好転せず、明治３３（1900）７月１２日には仮免状が逓信省へ返納された

『福井県史』通史編前掲書 963 頁〉。 

一方の「京北鉄道」もその後、株式の払い込みが悪く明治３５（1902）年に免許は失効し

た。こうして、「小浜鉄道」と「京北鉄道」はともに認可・免許まですすんだもののいずれも

実現することはなかった。 

 

（５）計画頓挫の原因 

「小浜鉄道」にしても「京北鉄道」にしても〈当初は経済の近代化の変化『追手門学院大学

経済学学生論集』 前掲書 ５５頁〉に立ち遅れた地元がその打開策として私有鉄道の敷設

を計画したものを、日清戦争後の第二次私鉄ブームに沸く東京の大資本家に吸収され、いず

れも本社を東京に置いた彼らが中心となった敷設計画へと変化していき、〈その主目的が地元

住民の必要性や利益よりも他府県の資本家の利益に置かれてしまい、両社とも実現性を薄く

してしまったのではないだろうか『追手門学院大学経済学学生論集』前掲書 ５５頁〉。  

この湖西での鉄道敷設計画は開通後の採算性から投資の対象として魅力的でなくなったこ

とから、株主の払込金を確保できなかったことを招き、両社とも計画倒れになった。 

ともかく、こうして湖西地方に於ける初の鉄道敷設計画はあえなく消滅してしまい〈近江

若狭連絡鉄道構想は、以後は国家資本ないしは地元資本に期待をかける以外に道はなくなる

『湖国と文化』第３５号 日本の中の近江 近江の近代化と鉄道—江若鉄道を中心に—藤田

貞一郎 １９８６（昭和６１）年 ６頁〉のである。 

参考文献：『京都滋賀鉄道の歴史』 前掲書、『高島町史』前掲書、『図説大津の歴史』 下巻 

大津市歴史博物館市史編さん室 １９９９（平成１１）年、『THE レイル』№８４ 回想江若

鉄道－4“住民鉄道”湖西を走る 開業から廃止まで，その歴史をたどる 木津勝 エリエイ

／プレス・アイゼンバーン ２０１２（平成２４）年 

 

（６）国有による鉄道計画 

〈明治 40 年代になると湖西の地元から湖西鉄道敷設が熱望され始め『追手門学院大学経済

学学生論集』前掲書 58 頁〉、滋賀・高島両郡民は「大津ヨリ分岐致シマシテ、西近江路ヲ

経テ福井県下敦賀港二接スル」国有鉄道計画を請願した。そのなかで、〈明治４２（1909）

年の大溝（旧高島町）の町長引継ぎ文書の中に停車場設置運動が記録されており、大溝でも

鉄道敷設にきわめて関心の強かったことがうかがえる『町役場資料』『高島町史』」高島町役



場 1983（昭和 58）年 799 頁〉。 

湖西鉄道敷設の請願を受けた県選出の衆議院議員吉田虎之助（常盤村（草津市）出身）の建

議により、明治４３（1910）年の第二六回帝国議会と同４５（1912）年の第二八回帝国議

会に提出された。 

〈当時の議事録をみると、敷設ルートは大津から西近江路を経て敦賀港に達する４０マイル

で、「鉄道院二於キマシテモ絶対的之二反対シテハ居三メノデアリマス。ノミナラズ陸軍省二

於キマシテハ軍事上此速成ヲ希望シテ居ルト云フコトニナッテ居リマス」と、鉄道院、陸軍

省でも積極的である旨の論陣を張った（『帝国議会衆議院議事速記録』）『今津町史』第３巻 近

代・現代 今津町 ２００１（平成１３）年 １８６頁〉。 

いずれも衆議院を通過したが、貴族院で財政上の理由で否決、廃案に終わり、ここに国有

鉄道敷設実現の望みは消えた。 

参考文献：『湖国と文化』前掲書、『鉄道史学』ＮＯ２江若鉄道の成立と大津市 藤田貞一郎 

鉄道史学会 １９８５（昭和６０）年 

 

（７）近若軽便鉄道 

明治３９（1906）年私鉄の国有化により、日本、山陽、関西などの幹線私鉄はすべて買収

され、残った私鉄はほとんどが「一地方の交通ヲ目的トスル鉄道」となった。 

この国有化により私設鉄道は国内総営業キロ数の比率を１０％に縮小し、その存在形態が

地方的・局地的なものに限定されてしまった。 

そのため、政府は国有化された幹線鉄道網を補完するため、枝線、地域内線等の鉄道につ

いては私鉄の新たな敷設に期待した。 

ところが現行の「私設鉄道法」では幹線私鉄が国有化される以前のものだけに、鉄道敷設

免許の認可に至るまでには煩雑でかつ厳しすぎる規定内容であったため、新たに地方の私鉄

企業が鉄道を敷設するのは難しいことであった。 

そこで私有鉄道敷設の振興を目的に、私鉄の免許認可基準をゆるくした「軽便鉄道法」が

明治４３（1910）年８月交付された。 

この法律によると鉄道敷設の免許を得るには株式会社でなくとも個人でよい、軌間も７６

０ミリ以上ならば自由。勾配、曲線などの制限を緩和し、車両などの諸設備もこれまでとは

簡便なものでよいとし、認可手続きを簡略にした。 

さらに翌４４（1911）年には「軽便鉄道補助法」が制定された。ここでは政府からの補助

金として敷設費に対する益金が１か年５分の割合に達しないものについては政府が差額を補

給することにした。 

明治４３年の軽便鉄道法施行後、全国各地に広がる軽便鉄道ブームに乗って、大正４（１

９１５）年、湖西地方でも東京の伯爵広沢金次郎外３８名の発起人により、本店を大津に置

く予定の「近若軽便鉄道株式会社」が下阪本（大津市）—三宅（福井県上中町）間の免許を出

願した。 

そこでの計画ルートは、石山一大津一坂本間の大津電車軌道（明治４０年に免許下付、現

在の京阪石坂線）の終点付近の下阪本から今津を経て福井県遠敷郡三宅村大字井ノ口（現・

小浜線上中駅）明治４５（1912）年に敷設が決定した敦賀一舞鶴間国鉄小浜線の駅）とを蒸

気鉄道で結ぼうとするものであった。  

なお、「近若軽便鉄道」の起点が下阪本であるのは、すでに大津電車軌道が大津—坂本間の

免許を得ていたためで、後の「江若鉄道」の免許獲得にあたって非常に問題となることであ

る。 

「近若軽便鉄道」は大正２（1913）年に免許が下附されたが、これも資金が続かず、大正

７（1918）年３月には免許が失効、実現には至らなかった。 

参考文献『高島町史』前掲書、『京都滋賀鉄道の歴史』、前掲書、『追手門学院大学経済学学生

論集』 前掲書、『三重の軽便鉄道』—廃線の痕跡調査—三重県立博物館サポートスタッフ民

族グループ 三重県立博物館 ２０１１（平成２３年）、『安曇川町史』前掲書、『志賀町史』

前掲書、『京都滋賀鉄道の歴史』前掲書、『鉄道史学』前掲書、『湖国と文化』前掲書、『企画展

ありし日の江若鉄道—大津・湖西をむすぶ鉄路（みち）』前掲書 

 

 

大津鉄道歴史研究会の日程 

大津市生涯学習センター 13：30～ 

３月２３日（土） 堅田江若本社 江若廃線５０年記念展 

4 月 13 日（土）１０：００～ 第２回元江若社員と語る会 

４月２６日（金）「江若鉄道敷設の歴史研究②」５月９日（木）「江若鉄道敷設の歴史研究⓷」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


