
江若鉄道敷設の歴史研究（２） 

１—湖西鉄道（江若鉄道）実現の最初の画期— 

（１）森正隆の県知事就任 

これまで計画倒れが続いた湖西を貫く鉄道の敷設は、大正６（1917）年１２月、立憲政友

会に属する森正隆が滋賀県知事として赴任したことを契機として大きく動き出した。    

森知事は〈慶応元（1865）年生まれ、明治２６（1903）年東京帝国大学法科卒業後、香

川県参事官、新潟・長野・千葉・三重・静岡各県の地方官を経て、茨城・秋田・新潟・宮城各

県知事を歴任後、当滋賀県知事として来任した『日本の歴代知事』第２巻（下）昭和５６（1981）

年 １４６頁、『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 １９８５（昭和６０）

年 ５９頁〉。 

彼の〈着任後まもなく立憲政友会原敬による政党内閣が成立しており、森知事は原首相の

直系で非常な敏腕家だという触れ込みであった『滋賀評論』第１１６号 小谷太洋 滋賀評

論社 １９６５（昭和４０）年、『追手門学院大学経済学学生論集』 前掲書 ５９頁〉。 

当時の立憲政友会は、〈政策の基本方針を産業重視においており、４大政策綱領として、教

育施設の改善・充実、産業および通商貿易の振興、国防の充実とともに交通機関の整備（鉄道

敷設政策）をあげ『今津町史』第 3 巻 近代・現代 2001（平成 13）年 202 頁〉、とりわ

け地方有力者と結びついた鉄道敷設政策を党勢拡大の武器としていた。 

参考文献『鉄道史学』ＮＯ２ 江若鉄道の成立と大津市 藤田貞一郎 １９８５（昭和６０）

年、『関西の鉄道史』作間芳郎 ㈱成山堂書店 2002（平成 15）年、『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 

 

（２）森知事は湖西の高島郡を巡視 

森正隆は滋賀県知事に就任するとすぐ、県選出の政友会代議士島田保之助より滋賀県にお

ける当面の重要な施策事項に〈八日市飛行場の建設、伊吹山の高層気象観測所の設置、藤樹

神社の創建、彦根港改修、湖西鉄道の建設『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）385 頁〉があることを聞きだし、そこで、湖西地方

の緊急課題は、長年の懸案となっていた湖西鉄道の敷設であることを認識することになった。 

折しも大正７年３月、森知事の高島郡の初巡視に際し、郡民有志が集まり今津町慶成館に

おいて歓迎会が開かれた。 

歓迎の席上、同郡有志を代表して今津町出身の県議石田与太郎が〈高島郡は県下の汽車無

郡として交通甚だ不便なり、郡民は久しき以前より鉄道の敷設を望んでいます『今津町史』

前掲書 202 頁〉と湖西地方の鉄道敷設の実現を要請したところ、これに応えて森知事は〈郡

民の希望は大に之れを諒とす必す実現せしむべしと答え『江若交通株式会社文書』「江若鉄道

創立昔時の回顧」佐野真次郎 １９４２（昭和 17）年２月（江若交通蔵）、『新修大津市史』

第５巻近代 大津市 １９８２（昭和 57）年 434 頁〉、出席した郡民は大いに喜んだとい

う。 

（３）佐野真次郎を高島郡長に転任させる 

大正７年８月１７日、森知事は「湖西に鉄道」の実現の第一段階として、高島郡長に政友会

の党員で当時は湖東の愛知郡の郡長であった佐野真次郎を転任させ、〈湖西鉄道敷設のための

行政にあたらせた『京都滋賀鉄道の歴史』前掲書 385 頁〉。 

このように森知事は、湖西鉄道敷設計画について、まずはその人脈方面より動かし始めた

のである。 

〈佐野は、しばしば郡民有志と会合をもち、また郡民大会を通じ、郡民意識の昂揚に務めた

『安曇川町史』安曇川町 1984（昭和 59）年 903 頁 〉。 

なお、江若鉄道が敷設免許を取得するまでの過程については、ほぼこの佐野眞次郎が執筆

した『江若鉄道創立当時の回顧』を引用している。 

 

（４） 森知事による「近若鉄道敷設調査」の指令 

湖西鉄道敷設に懸けた森知事の熱意は通りいっぺんではないものがあった。大正７（1918）

年９月には、〈大津から若狭井口（福井県遠敷郡上中町）にいたる４５マイル（約７２キロメ

ートル）の「近若鉄道敷設調査」『新修大津市史』前掲書 434～435 頁〉を県の原土木課

長・佐藤技師らに命じ、〈同月 11 日には実地踏査『江若鉄道創立昔時の回顧』前掲書、『追手

門学院大学経済学学生論集』前掲書 59 頁〉を終え、〈開通に要する総工費は６７５万円と

見積りを出した『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 １

９８５（昭和 60）年 42 頁〉。 

※江若鉄道会社成立前の新線構想談秋の名称は森知事など滋賀県レベルで使用された「近若

鉄道」、地元民などの通称である「湖西鉄道」などが混用されている。大正７年１２月２３日

以降に「江若鉄道」に正式に決定されている『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』第２８

号 近江商人系金融機関の地元還元投融資—藤井善助による琵琶湖鉄道汽船の統合と解体—

小川功 １９９５（平成７）年 ２８頁 

 

（５） 森知事による３つの指示 

大正７年１０月４日、〈時機を見計らっていた佐野高島郡長は郡有志者を集めて森知事の湖

西鉄道敷設の意向を伝えると、彼らは異口同音に之に賛成し『江若鉄道創立当時の回顧』前

掲書、『追手門学院大学経済学学生論集』前掲書 59 頁〉、さっそく同月８日、〈佐野は高島

郡出身県会議員安原仁兵衛、大西平吉、石田輿太郎及び郡内有志者ら全５名を相携へて森知



事官邸を訪問し、改めて湖西鉄道敷設を要望した『佐野江若鉄道創立当時の回顧』前掲書、

『追手門学院大学経済学学生論集』前掲書 59 頁〉。 

これに対し〈森知事は彼らに次のような３つの指示を行った『立憲政友会滋賀県支部党誌』

立憲政友會滋賀縣支部黨誌編纂事務所 1944（昭和 19）年 439 頁〉。 

まず第１に鉄道敷設にあたって、国有鉄道としての実現は難しいので株式会社を設立して

私設鉄道として敷設する他はない。しかも当分採算の見込みのない株式会社を組織すること

に対し、沿線住民の資力と熱意があるかどうかを尋ねた。これに対し、〈高島郡有志らは一同

これに応ずる旨を答えている『佐野江若鉄道創立当時の回顧』前掲書、『追手門学院大学経済

学学生論集』前掲書 59 頁〉。 

第２に、この鉄道敷設を実現するには高島郡のみならず、関連する大津市・滋賀郡の１市

２郡の協力体制を固め、そのうえで隣接の福井県方面での協力が必要と指示した。 

第３に、湖西鉄道の起点は浜大津とし、そこで院線（国鉄線）に連絡しなければなんらこの

鉄道敷設の意義や価値も見いだせないと強調した。 

ここで森知事はすでに明治４０（1907）年、螢谷（石山寺）一坂本間の免許を得ている大

津電車軌道（現京阪石坂線）とは、一部区間（浜大津一坂本間）が並行線となるため、鉄道院

は人口の希薄な浜大津一坂本間に２つの並行線を許可することはないだろうから、免許線の

起点は〈当然坂本以北ということになる。しかし坂本起点となれば、旅客の利用も少なく建

設の意義が失われるのでどうしても浜大津を起点としなければならない『新旭町誌』新旭町 

１９８５（昭和６０）年 625 頁〉というのである。 

そこで森知事は、大津電車軌道の幹部と交渉し、大津一坂本間の敷設免許権の譲渡交渉を

行うことを指示したのである。 

森知事はこの湖西鉄道建設の免許獲得にあたっての３つの指示の中で、大津電車軌道との

浜大津一坂本間免許譲渡交渉がとりわけ難問であると指摘した。 

 

２ 鉄道期成同盟会の結成 

（１）湖西鉄道期成同盟会の結成 

「鉄道敷設の拡張」を政策綱領として掲げる立憲政友会所属の実力者〈森知事の湖西鉄道

敷設に対する情熱は、一時消え入りそうであった滋賀・高島両郡住民の胸の火を再び激しく

燃え上がらせた『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１９

８５（昭和６０）年 ４２頁〉。 

安原等が森知事からの湖西鉄道敷設に関わる指示を受けた３日後の大正７（1918）年１

０月１１日（第一次大戦休戦協定調印日）、滋賀郡堅田浮御堂畔の魚清楼に大津・滋賀・高島、

１市２郡の有志が集まり、湖西に鉄道敷設の実現を期すべく「湖西鉄道期成同盟会」が組織

された。「湖西鉄道期成同盟会」は関係郡市から委員８名を出し、各郡市長はこれが顧問とな

り、委員長には高島郡選出の県会議員の安原仁兵衛（当時、県議会議長）が選ばれた。 

参考文献：『志賀町史』第 3 巻 [近代・現代] 滋賀県志賀町  2002（平成 14）年、 

 

（２）鉄道院への「湖西鉄道」の陳情を県に依頼 

大正７年１０月１２日、熊田滋賀郡長・佐野高島郡長・安原県会議長・猪飼県会議員らは、

〈県庁に原土木課長、伊藤内務部長などを訪問、鉄道院その他に大津と若狭井口間を結ぶ鉄

道の実現が難しければ、その路線を大津・今津間に短縮した「湖西鉄道建設実現」を取り計ら

っていただきたいと陳情した『新修大津市史』第５巻近代 大津市 １９８２（昭和 57）年

４３６頁〉。 

ここに〈森知事に代表される行政側と、高島・滋賀両郡の人々との間には、微妙な意見の相

違があった『今津町史』第３巻 近代・現代 ２００１（平成１３）年２０４頁〉。参考文献：

『大阪朝日新聞京都付録』大正７年１０月１３日付、『鉄道史学』前掲書 ４２頁 

この点に関して、藤田貞一郎氏は〈この陳情は、森知事に代表される行政側が、積年の近江

－若狭連絡鉄道という長期的かつ全国的構想に立とうとしているのに対して、滋賀・高島両

郡の人々が差当りはまず湖西地域と大津を連絡する鉄道敷設を考えており、幾分短期的にし

て地方主義的な構想をいだいていた『鉄道史学』前掲書４２頁、『新修大津市史』前掲書４３

６頁〉ことを指摘されている。 

 

（３）高島郡民大会が開催「湖西鉄道達成決議」を満場一致で採決 

先の「湖西鉄道期成同盟会」結成を受けて各地で鉄道実現の住民大会が開かれた。大正７

年１０月１３日、安原仁兵衛の地元高島郡では、今津町恭成館において高島郡民大会が開催

された。そこでは、安原県会議長をはじめ、郡町村会議員、町村長その他有志１６０余名が参

加。〈高島郡民相謀り、滋賀郡と共に一致協力し誓って湖西鉄道達成を期す『今津町史』前掲

書 ２０４頁〉と「湖西鉄道達成決議」が満場一致で採決された：大正７年１０月１４日付

『大阪朝日新聞京都付録』前掲書。 

この会議は熱をおび、長時間に及んだようで、午前８時から始まり解散は午後５時であっ

た『大阪朝日新聞京都付録』前掲書 

 

（４）中川末吉氏に会社設立後の社長就任を要望 

森知事から指示のあった株式会社設立にあたって必要な事業遂行出資の責任者を得るため

に大正７年１０月１２日、〈佐野と安原は来県中の高島郡出身古川鉱業の中川末吉に知事の考

えを報告、絶大の援助を求め、１４日には会社設立後の社長就任を要望した。これに対して

中川氏は設計技術等の専門家を斡旋する旨（後の同年１０月３１日中川の斡旋に依り元鉄道

院技師加藤勇が沿線視察に来県している）は約束したが、古川鉱業の社務が多忙だとして当



会社主脳者になることは固辞している『江若鉄道創立当時の回顧』前掲書、『追手門学院大学

経済学学生論集』前掲書 60 頁〉。 

 

（５）滋賀郡民大会が堅田町で開催 

続いて大正７年１０月１５日、滋賀郡民大会が堅田本福寺で開催され、県会議員猪飼清六

等百数十名が参加した。その席で熊田滋賀郡長は〈湖西鉄道の敷設は本郡の産業其の他の発

達を促進し、郡民にとりては其子々孫々に至る迄の幸福なり『鉄道史学』前掲書 ４２頁、

『新修大津市史』前掲書 ４３６頁〉と発言した。その後〈滋賀郡民は高島郡と共に協力一致

して湖西鉄道の速成を期す『鉄道史学』前掲書 ４２頁、『新修大津市史』前掲書 436 頁〉

との決議文を採択した。さらに〈湖西鉄道速成期成会の費用として地価 100 円に対して 1

銭を徴収する『大阪朝日新聞京都付録』前掲書、『鉄道史学』前掲書 ４２頁〉こととを決議

するなど、〈住民こぞっての運動の様相『志賀町史』第 3 巻 [近代・現代] 滋賀県志賀町  

2002（平成 14）年 213 頁〉をみせた。 

※その後も両郡は様々な運動を続けたが、大津市民らは見た限りあまり積極的ではなったよ

うに思える。このことは、大正１０（１９２１）年滋賀村が停車場建設費用３４４０円を村の

財産と村民２０１名からの寄付で負担したりしているのに比べ、後の大津市内の鉄道敷設用

地買収問題の長期化や、当鉄道の株式割当ての比率からみてもある程度推察できるのではな

いだろうか『追手門学院大学経済学学生論集』前掲書 61 頁〉。 

参考文献：『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、『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） 

 

（６）下郷伝平に絶大の援助と会社設立後社長就任を要請 

大正７年１０月１６日には本県出身の実業家下郷伝平に絶大な援助と会社設立後の社長就

任を要請したが、これもまた、〈郷土に関係ある起業には投資を許さざる家憲あり大正８年６

月２１日付け『大阪朝日新聞京都付録』『新修大津市史』前掲書 440 頁〉との理由で承諾を

得られなかった。 

しかし、下郷は〈明治１９年長浜に近江製綿株式会社を、ついで長浜生糸米穀取引所、長浜

銀行、日本絹糸紡績会社を創立していることから見て、先の「家憲」という理由はあまり信用

できないのではないか『追手門学院大学経済学学生論集』前掲書 ６０頁〉。おそらく〈彼の

すぐれた先見の明『近江人物伝』木村至宏ほか 弘文堂書店 １９７６（昭和５１）年〉から

湖西鉄道への協力を得られなかったのであろう。このように初めから採算の見込みのない湖

西鉄道の責任者は容易に決定することができなかったのである 

 

（７）大津市議会の湖西鉄道敷設達成を満場一致で決議 

大正７年１１月、〈大津市議会は湖西鉄道速成の意見書を県知事に、請願書を鉄道院に提出

することを満場一致で決議した『鉄道史学』前掲書 ４２頁、『新修大津市史』前掲書 ４３

６～４３７頁〉。こうして湖西鉄道は１市２郡が一丸となっての早期の鉄道建設促進運動を展

開することとなるのである。 

さらに、大正７年１１月中旬、今屋友次郎大津市長は、湖西鉄道の実現によって大津の産

業的大発達を期待する壮大な構想を語っている。 

『大阪朝日新聞京都付録』大正７年１０月２１日付によれば、その構想の中で、ヨーロッ

パからの物資はシベリア鉄道を経由し、日本海の敦賀・若狭に集められ、各港からそれぞれ

関東、関西方面に輸送することになる。そこで、〈関西方面への輸送は若狭から湖西鉄道に拠

って大津に来り、此処から各地に輸送する事になる。即ち湖西鉄道は実に世界的使命を帯ぶ

るものである。而して此の鉄道が敷設開通したならば大津市は大貨物集散地となり、今日の

ような貧弱な都市にあらずして産業的大発展を遂げ得らるることになる『鉄道史学』前掲書 

４３頁、『新修大津市史』前掲書 ４３８頁〉としている。 

今屋市長はこれに加え、〈ヨーロッパからの観光客も多数湖国に来ることになるであろうか

ら、大津は２００万円内外で「一大ホテル」を建設し、長等公園を拡張改良し、「大清水浴場」

つまり水泳場を湖畔に設ければ大津市の発展につながること疑いない『鉄道史学』前掲書 ４

３頁〉、『新修大津市史』前掲書 ４３８頁〉と説いた。 

又、湖西鉄道実現に対しては〈大陸に向き合う重要な鉄道として、第一次世界大戦がかつ

てない犠牲を出して終わり、平和の実現が期待されるおり、軍事的にも重要な鉄道としての

構想も説かれた『志賀町史』 前掲書 ２１３頁〉。 

一方、敦賀は対岸のシベリア鉄道の起点であるウラジオストックとの連絡船の発着港であ

り、週１便の連絡船の出港に合わせて、東京から敦賀港行きの欧亜国際連絡列車が運行（明

治 ４５（１９１２）年 ６ 月 １５ 日のダイヤ改正により、東京（新橋）一金ケ崎間にはシ

ベリア鉄道と連絡する国際列車としての寝台車連結直通急行列車が週３回運転）されていた。

湖西鉄道もこうした〈大陸と北陸方面を結ぶ幹線網の一環として『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）３８７頁〉の位置づけが期待

されていたのである。 

 

 

 

 

 

 



３ 打ち続く大津電車軌道との交渉 

（１）ただちに大津電車との交渉に取りかかる 

森知事や湖西鉄道期成同盟会の推し進める湖西鉄道の免許獲得にあたって、１つ大きな問

題があった。それは、湖西鉄道の起点となる浜大津—坂本間にはすでに明治４０（１９０７）

年９月２１日に大津電車軌道（現京阪石坂線）が免許を得ていた。浜大津を起点と考えてい

る湖西鉄道にとってこのままでは大津電車軌道と並行する浜大津～坂本間の区間の免許獲得

が困難であるということである。 

大津電車軌道は、明治４０年９月２１日、螢谷（現石山寺）—坂本間の軌道建設免許を取得

し、明治４０年９月２１日滋賀郡石山村から膳所町、大津市、滋賀村を経て坂本村に至る軌

道敷設が免許され、工事施行が認可された。 

明治４５（１９１２）年５月１日には、鉄道院線の馬場・大津（浜大津）間の支線との併用

（三線軌条）が認められ、直ちに工事施行認可を申請、大正元年１０月１１日工事施行を承

認され、浜大津から膳所（現膳所本町）間を着工、大正２（１９１３）年３月１日に開業させ

た。（１９１２年 7 月３０日より大正元年） 

同時に院線は同区間の旅客・手小荷物の取り扱いを廃止し、双方による連帯運輸が開始さ

れた。翌大正３（１９１４）年２月１５日に浜大津～蛍谷（現石山寺）を開通させた。 

参考文献：『新日本鉄道史』上、下巻川上幸義 鉄道図書刊行会 １９６７（昭和 42）年 。 

一方、大津—坂本間の工事については具体的な動きはなく、〈容易に工事に着手しないまま

『京都滋賀鉄道の歴史』前掲書 ３８７頁〉」で、工事施行の制限期限を〈再三延期『京都滋

賀鉄道の歴史』前掲書 388 頁〉しつつ、長期間免許権が失効しないという不自然な状態が

続いていた。 

大津電車軌道の大津—坂本間の延長工事の再三の延期の原因は経営難にあり、大津電車軌

道はこの区間の工事の施行の見込みは見られないものと解釈した森知事は、大正７（１９１

８）年１０月８日に湖西鉄道期成同盟会委員長の安原仁兵衛（以下安原）等が森知事を訪問

した際に、大津電車軌道の主脳者に浜大津—坂本間の免許権の譲渡を求める指示を出すとと

もに、その交渉が難問であると指摘した。そのことを了解した安原等期成同盟会有志一同は、

早速大津電車軌道との交渉に取り組み、翌１０月９日には〈大津電車軌道社長藤井善助（滋

賀県選出国民党代議士）を京都岡崎の私邸に訪問、浜大津—坂本間の敷設免許の譲渡交渉を

開始した『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 ３８７～３８８頁〉のである。 

※大津電車軌道はその後、大正１１（１９２２）年５月、浜大津—三井寺間を開通。三井寺—

坂本間の開通は昭和２（１９２７）年。 

 

 

（２）大津電車軌道の社長は藤井善助 

〈湖西鉄道による浜大津一坂本間の敷設免許権譲渡の問題がもちあがった頃の大津電車軌道

の社長は藤井善助であった。彼は明治６（１８７３）年生まれ、代々五箇荘の近江商人で、２

８才の時に大阪金巾製織株式会社（のちの東洋紡績）の創立に参加し、明治３７（１９０４）

年３１歳で北五箇荘村長、３５才の時に神崎郡立実業学校をつくり、他に江商株式会社、日

本メリヤス株式会社、琵琶湖ホテル、島津製作所等３０数社の重役を兼ねる関西財界の実力

者であった『郷土歴史人物事典滋賀』渡辺守順 第一法規出版 １９７９（昭和５４）年、

『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－橋本茂一九八五（昭和６０）年 ６２頁〉。 

そして同時に、藤井善助は滋賀県下に於いて多年の間頗る優勢であった国民党の代議士で

あった『立憲政友会滋賀県支部党誌』立憲政友會滋賀縣支部黨誌編纂事務所 １９４４（昭

和１９）年 

 

（３）鉄道敷設免許権譲渡を巡る対立関係 

⓵ 大正７（１９１８）年１０月８日、森知事からの大津電車軌道の免許権の譲渡を求める

指示を了解した安原等湖西鉄道期成同盟会有志一同は、翌日からただちに大津電車軌道の持

つ浜大津—坂本間の敷設免許権の譲渡交渉を開始、その後、大正７年１１月にかけて免許権

譲渡交渉はいく度もくり返されることとなった。 

しかし、藤井らの大津電車軌道側は、知事を後ろ盾とした湖西鉄道期成同盟会側との免許

権譲渡に対して容易に承諾する状況ではなかった。 

そのために、この免許権の譲渡を巡る対立関係は日増しに激しくなっていった。 

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

学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 

⓶１０月下旬、湖西鉄道期成同盟会の委員数名は〈藤井を訪問して「藤井善助個人ヨリ委員

長タル安原仁兵衛個人宛二免許権譲渡ノ承諾シタル書面」を要求した『滋賀大学経済学部付

属史料館研究紀要』 前掲書 ２９～３０頁」。 

⓷１０月２８日、〈大津電車軌道は取締役会を開催し、あくまで坂本での接続を希望するもの

の〈「湖西鉄道ヲ賛シ知事並二両郡民ノ希望ヲ重ンジ」三井寺下接続も受け入れる用意がある

との書簡（手紙、書状）※の提出を決議した『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 

３０頁〉。 

※〈…湖西鉄道にして是非共起点を大津に於かるる御志願に有之候はば同社に於ても強ひて

阪本線の延長を固持する筋合も無之かと被在候間、斯かる場合には三井寺下連絡等の条件を

附して右布設特許権の一部を譲り渡す事に協議可仕候（大正七年十一月五日付安原仁兵衛宛

藤井善助書簡。）」『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書３０頁〉。 



➂書簡提出の決議を聞いた森知事は「三井寺下連絡等の条件を附して」の文言のある書簡の

受け入れ拒否を指示した。 

森知事らの県当局の立場からは、湖西鉄道は浜大津で省線（国鉄線）へ連絡し、東海道線に

接続、一方若狭方面に於いて敦鶴線（小浜線）に接続する近江・若狭連絡鉄道という全国的な

構想を前提として計画しているので、大津電車軌道側の坂本—三井寺下間の同意の回答には

妥協できなかったのは当然であろう。 

参考文献：『江若鉄道創立当時の回顧』前掲書、『鉄道史学』ＮＯ２ 江若鉄道の成立と大津市 

藤田貞一郎 １９８５（昭和６０）年 

これを受けた佐野郡長らは大津電車軌道側に対して〈当書簡中の「三井寺下連絡等の条件

を附して」の文言の削除を要求するため『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書３

０頁〉、大正７年１１月１１日午前８時、高島郡有志石田与太郎氏外数氏と共に藤井善助氏に

会見を申し込みしたところに、氏は京都駅より帰郷せられたことを聞き、一同直ちに〈大谷

駅より同車し車中草津迄会談するも氏の了解を得る能はず。有志の言語はすこぶる激越を極

む『江若鉄道創立昔時の回顧』佐野真次郎 １９４２（昭和 17）年２月（江若交通蔵）、『新

修大津市史』第５巻近代 大津市 １９８２（昭和５７）年４３７頁〉。とりあえず、〈一同草

津より引返し大津電車軌道専務取締役藪田勘兵衛氏に会見し、重役会の開催を要求『新修大

津市史』437～438 頁」することになった。参考文献：『京都滋賀鉄道の歴史』前掲書 

⓸大正 7 年１１月１２日、午後４時より堅田魚清楼に於て江若側の高島郡長、湖西鉄道期成

同盟会委員数名が大津電車軌道重役と会見し深夜に至るまで浜大津～坂本間の免許権の譲渡

について交渉した。この時、大津電車側は、かかる問題は会社の目的に反する行為となるた

め、取締役会では決定できるものではなく、当然株主総会の決議を必要とするが、ここでは

特に「総会を開催する能はず」と主張し、ここでも同意を得ることができなかった」と、佐野

は回顧している。 

事態を見守っていた県議会側は、この時の大津電車側の態度が後の県議会での発言にある

ように〈言ヲ左右に託シテ『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 ３２頁」と映っ

たようである。※「言ヲ左右に託シテ」はっきりしたことを言わない 

参考文献：『江若鉄道創立当時の回顧』前掲書、『京都滋賀鉄道の歴史』前掲書  

⓹このように国民党藤井らの大津電車軌道側と立憲憲政友会の知事を後ろ盾とした湖西鉄道

期成同盟会側との先の見えない感情的な対立にまで発展した浜大津一坂本間の免許権譲渡問

題の背景には、〈湖西鉄道建設を立憲政友会の党勢拡張の具として活用する原敬系の森滋賀県

知事と、かたや国民党の最高幹部として滋賀県における政友会の台頭は国民党の地盤を荒ら

すこと甚だしく、日一日と崩れ行く滋賀県の地盤拡張のため苦悩の色を強めていた滋賀県選

出の代議士としての藤井『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書３３頁」との〈名誉

と権力の争いであったとも考えられる『追手門学院大学経済学学生論集』前掲書５２頁〉。 

それゆえに〈当問題の解決の長期化につながっていたのではないかと思われる『追手門学院

大学経済学学生論集』前掲書 ６２頁〉。 

 

 

３ 滋賀県議会の対応 

（１）大津電車軌道との免許譲渡問題が解決せぬままに滋賀県議会の開会 

湖西鉄道敷設にむけての地元住民の動きは順調であったが、湖西鉄道期成同盟会の関係者

にとって、大津電車軌道との浜大津—坂本間の免許権譲渡問題は一大難関で、その問題が解

決せぬままに大正７（１９１８）年１１月に通常県議会が開会された。 

１１月１９日に行なわれた県議会の予算編成に対する一般説明の中で、森知事は〈本県湖

西ノ開ケザルコトハ久シキコトデ而カモ是皆交通機関ノ欠如セルニ由ルノデアリマス、私ガ

赴任以来深ク之ヲ遺感トシ是非共湖西鉄道ノ布設ヲ実現シ—ハ湖西各部ノ開発ヲ図リ—ハ本

県ノ福利ヲ増進シ以テ国家ノ進運二賀スルトコロアラシメタイ・・・『滋賀県議会史』第３巻 

滋賀県議会史 編纂委員会 １９７４（昭和４９）年 ５７５頁〉と湖西鉄道実現の決意を

述べた。 

さらに、森知事は１１月２２日の土木政策樹立の建議案上程の際に、湖西鉄道期成同盟会

の大津電車軌道に対する免許権譲渡に関する交渉の顛末を述べ、〈若し悪く行くとこの湖西鉄

道は一頓座を来さなければならないやうになるから、県も会社と一つ談判をして見たいと思

ふ『立憲政友会滋賀県支部党誌』立憲政友會滋賀縣支部黨誌編纂事務所 １９４４（昭和１９）

年 ４４０頁〉と湖西鉄道敷設に、県としても仲介する事を表明した。 

県議会は１１月２６日に急遽秘密会（議会など公開が原則の会議を非公開で行うこと）を

開き、大津電車軌道に対する免許権譲渡の交渉委員７名を選び、県議会を代表して公式に「浜

大津—坂本間の大津電車軌道の免許権を無償で湖西鉄道へ譲渡すること」、「湖西鉄道が浜大

津駅より東海道線大津駅（現膳所駅）に連絡する場合に於いても速やかに承諾すること」を

内容とする滋賀県会議長宛藤井社長名の覚書の提出を要求した『滋賀大学経済学部付属史料

館研究紀要』前掲書 ３２頁」が、大津電車軌道の回答は「一向要領を得なかった『立憲政友

会滋賀県支部党誌』立憲政友會滋賀縣支部黨誌編纂事務所 前掲書 ４３９頁〉。 

一方、森知事、高島、滋賀２郡の議員有志、政友会派議員らは湖西鉄道に関する県会の対 

策を種々協議した上で、「湖西鉄道敷設に関する建議並びに決議」の２案を１２月２日の滋賀

県議会に上程する運びとなった。 

 

 

 

 



（２）滋賀県議会で「湖西鉄道敷設に関する建議並に決議案」が可決 

大正７年１２月２日、「湖西鉄道敷設に関する建議並びに決議」の２案が滋賀県議会に上程

された。建議：意見を述べる、決議：会議である事柄を決定する 

まず、建議とその理由の説明に立った山本岩三郎議員は、知事の本会での施政方針に示す

通り、湖西を縦貫する鉄道の実現は、①湖西地方全体の産業の発達、住民の公益の増進を考

慮すれば県民の熱望であり、緊急必要な事である。②高島郡には全国有数の饗庭野陸軍演習

地がある。③湖西鉄道は東海道院線（本線）と敦鶴線とを連格させることによって、〈敦賀港

とロシアの外港ウラジオストクを結ぶ『今津町史』今津町 ２００１（平成 13）年 205 頁〉

わが国軍事上および産業上、幹線鉄道網の一環として位置づけられ、〈本来なら国有として緊

急に敷設すべききわめて重要な役割を果たす『今津町史』前掲書 205 頁」ものであると述べ

た。 

参考文献：『公文書でたどる近代滋賀のあゆみ』淡海文庫 52 滋賀県県政史料室 編 2013（平

成 25）年 44～46 頁」 

県議会で湖西鉄道建設の「建議」と「決議」を行うもう一つの理由となっているのが、湖西

鉄道実現の障害（はかばかしい進捗が得られない）となっている大津電車軌道との免許権譲

渡交渉であった。     

湖西鉄道期成同盟委員会が大津電車軌道社長の藤井善助と免許権譲渡について再三交渉し

たが、大津電車軌道は浜大津—坂本間の延長線の敷設の意志も能力もないにもかかわらず、

一営利会社の自己のみの事情によって既得権（免許）にしがみつき、浜大津～坂本間の免許

のうち、坂本—疎水北岸（三井寺下）までの免許譲渡とするなど、実に冷淡な態度でもって相

手にされない事情を知事が上京して主務大臣（内務大臣）宛てに適当な措置を採られること

の「意見書」と、鉄道院総裁宛てに「陳情書」の提出を求めるために（「建議」並びに「決議」）

を行うものとした。 

この建議を県議会は速やかに満場一致で可決し、同時に議会は〈満場一致で建議とほぼ同

一趣旨の決議を満場一致で行った『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 33 頁〉

のである。 

この中で県議会は大津電車の行動に対し激しく非難し、〈県益はもとより国家福祉に相反す

るとした弾劾決議まで敢行した『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 33 頁〉。 

次いで翌３日には、前日の県会の建議、決議に基づき、〈鉄道開業から１０ヵ年間、毎年建

設費の２分を県費で補助するという森知事の湖西鉄道敷設にたいする県費補助の諮問案も満

場一致で可決された『新修大津市史』第５巻 近代 大津市 １９８２（昭和 57）年 437

頁〉。 

さらに、１２月３日付で〈「湖西鉄道敷設二関スル意見書」を床次竹二郎内務大臣あてと同

内容の「湖西鉄道敷設二関スル陳情書」を鉄道院総裁の同じ床次竹二郎あてとして『安曇川

町史』安曇川町 1984（昭和 59）年 904 頁〉それぞれ安原県会議長名での提出を可決し

た。 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）安原仁兵衛の上京 

先の県議会で可決された建議と決議に基づいて大正７年１２月３日付けで作成された意見

書と陳情書を携えて東上した安原議長は、意見書と陳情書の内容と意義を主張した上で、湖

西鉄道敷設の効用を〈「全クナラシムル為ニハ是非大津方面二於テ東海道線二接続シ若狭方面

二於テ敦鶴線二接続スベキコトハ最モ明瞭ナル事柄」と述べたうえで、〈「大津駅浜大津間二

於テ院線ノ借入ヲナシ居ル」にもかかわらず「（本県）与論ト福利二相伴ハサル」大津電車は、

「浜大津、坂本間二敷設特許権ヲ有スル大津電車軌道…ハ敷設能力ナキニ拘ラス言ヲ左右二

拒シテ之二応セス…」『滋賀大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 34 頁〉とし、さら

に、大津電車という一大障害物のために〈「本鉄道敷設ノ時機ヲ逸センカ誠二県民百年ノ痛恨

事ニシテ遺憾之レニ過ギタルハナシ」として「東海道線連絡ノ目的ヲ達スル趣旨ヨリ之ヲ譲

歩セシムル様適当ノ措置ヲ採ラレンコトヲ望ム」と陳情した。 

譲歩させる「適当ノ措置」の具体的内容は大津駅（旧馬場駅）浜大津間鉄道線路の共用区間

につていても江若鉄道が何らかの権利を譲受するものであったことは間違いなかろう『滋賀

大学経済学部付属史料館研究紀要』前掲書 34 頁〉。 

 

（４）江若鉄道が日本全体にとっての軍事上、産業上の重要性を持っている 

さて、滋賀県会で議論された湖西鉄道敷設の理由には、湖西地方の不便さもあったが、も

う一点、興味深い問題があった。それは、江若鉄道が日本全体にとっての軍事上、産業上の重

要性を持っているという点にあった。これは第一次世界大戦下という時代的背景も反映して

おり、「今日の欧州ノ動乱ノ結果ニ鑑ミマシテモ、彼ノ浦塩斯徳ウラジオストクト関連シテ、

裏日本ト表日本トヲ将来結ビ付ケル誠に緊要ナル鉄道」であり、「浦塩・西伯利シベリア方面

ニ向テノ誠ニ世界的威力アル国家的必要ナ鉄道」だと位置づけられていたのである。 

第一次世界大戦のさなか、大正６（１９１７）年にはロシア革命が勃発、翌７（１９１８）

年１月には在留邦人の保護を名目にウラジオストクに軍艦を派遣、同年８月には、日本軍の

シベリア出兵が発表されるという緊迫した情勢であつた。シベリアを確保し、その地からの

物産を交易し、日本の産業発展を図ろうとする政府の壮大な計画が、湖西鉄道に担わされて

いた。つまり、浜大津で東海道線と、福井県三宅村で敦賀・舞鶴線と連格させることで、敦賀

港とロシアの外港ウラジオストクを結ぶ、日本海貿易の幹線の一つと位置づけられたのであ

る『今津町史』前掲書 ２０４～２０５頁〉。 

 

 

 

 

 



（５）県議会決議に対する藤井善助の心境 

県議会での決議の藤井に対する〈「敷設ノ意思及能力ナキ大正７年１２月２日付内務大臣宛

建議」との評価は経営者としても無能の賂印を公式に押されたに等しい『滋賀大学経済学部

付属史料館研究紀要』 前掲書 ３７頁〉。 

また大津電車の態度が「県民の世論を無視し、本県の福祉、公益を阻害するのみならず国

家の利益を損なうものである」とは〈大津電車は滋賀県民の敵ひいては国賊とまで中傷され

たも同じであり、滋賀県出身者として郷土発展への少なからざる貢献をなし、愛郷心の強さ

を自負して来た藤井にとってはこれまでのすべてを根本的に否定されたも同然で、人一倍耐

え難い屈辱感を受けたに違いない。加えて満場一致の県会決議には、西田利七、安井喜造、河

路重平、岡田定治郎ら藤井と事業経営を共にしてきた県会議員も多数含まれていたから、藤

井の無念さは計り知れないものがあったことであろう。 

 

（６）福井県との協力への対応― 

まず大正７年１２月９日に佐野高島郡長が福井県小浜に出張し、同地の有力者山口嘉七を

訪問して湖西鉄道計画の大要を説明し賛同を求めている。翌１０日には、滋賀県１市２郡の

有志である大津市中井庄七滋賀郡安孫子熊次郎、高島郡安原仁兵衛、石田輿太郎、大西平吉、

同郡長佐野真次郎らが小浜町にて小浜町及び熊川村の有志と会見し、当鉄道に対する援助と

賛同を求め、総資本金４００万円のうち１００万円を福井県側に応募せられたき旨を要望し、

福井県側有志の諒承を得ている『江若鉄道創立当時の回顧』前掲書。 

続いて同月１７日森知事の命令に依り、〈福井県にも補助金の予算化を依頼するために内務

部長ら８人が福井県へ出張『公文書でたどる近代滋賀のあゆみ』 淡海文庫 52 企画・編集

滋賀県県政史料室 サンライズ出版 2013（平成２５）年 ４６頁〉、滋賀県同様鉄道敷設

の場合、福井県関係の部分に２分補助提案方の義を運動しているが、川島福井県知事は容易

に之れを了諾せず、漸く免許後福井県地元に敷設を見至った場合には相当考慮する旨を得た

『江若鉄道創立当時の回顧』 前掲書。やはり福井県側とすれば、今まで何度となく計画倒

れとなっている当地方の鉄道計画に慎重となっていたのであろう。 

佐野は同月２３日再び小浜を訪れ、福井県内沿線有力者に対し鉄道敷設免許申請書に発起

人としての調印を求めて即日帰郡し、翌２４日県知事に委細報告し『江若鉄道創立当時の回

顧』前掲書、わずか１か月足らずの問に福井県側との交渉を終えている。 

『公文書でたどる近代滋賀のあゆみ』以外は『追手門学院大学経済学学生論集』６５、６６頁

による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


