
私が生まれた頃の滋賀県 ＝1915 年（大正４）年＝                  

667年の大津宮遷都以来、天智天皇をはじめとする幾多の皇族が足跡を残す滋賀県は、

信仰と文化の発信地としての比叡山、古代製鉄遺跡を有する伊吹山、山伏の行き交う

鈴鹿山脈に守られた日本 大の湖・琵琶湖を擁する県です。天下取りの舞台となった

戦国時代を経て、徳川時代も終盤になり、彦根藩主の井伊直弼が大老に就任します。

直弼は桜田門外の変で暗殺され、彦根藩は神崎と蒲生の2郡が減封された状態で明治維

新を迎えました。1868年、大津裁判所の開庁、坂本の日吉神社の廃仏稀釈を経て、閏4

月28日に大津県が設置されます。翌年、琵琶湖を走る蒸気船「一番丸」が完成しまし

た。廃藩置県を前に、膳所藩と大溝藩は廃城を願い出て許可されます。 1871年、長浜

に滋賀県第一小学校が創設され、湖北に長浜県が設置されました。翌年、大津県が滋

賀県に改称されます。長浜県は犬上県に改称された後、滋賀県に合併され、今日の滋

賀県が形作られました。この年、県下初の「滋賀新聞」が創刊されました。 近江縮緬

などの産業が起こり、1890年に琵琶湖第１疏水が完成します。その翌年、ロシア皇太

子暗殺未遂事件（大津事件）が起こりました。1905年にヴォーリスが来日し、第一次

世界大戦が起こった1914年、琵琶湖第2疏水が完成します。私が生まれた1915年は、県

立工業試験場が設置され、県農会や農政倶楽部が創設された年です。 



           1916～1920（大正 5～９）年                

1916年1月、アメリカ人飛行家・ナイルスが沖野原飛行場で試験飛行を実施します。4

月には彦根図書館が開館しました。8月、コレラ・チフス発生予防に関する通牒が発せ

られ、長崎・山口・兵庫・大阪の各都府県からの魚類移入が禁止されました。 

1917年8月、彦根市に近江絹糸株式会社（近江検糸紡績会社）が設立されます。暴風雨

により琵琶湖が増水し、洗堰の角落しを巡って滋賀県と京都・大阪との間で紛争が起

こりました。11月には、湖東・湖北地方を中心に陸軍特別大演習が開催されます。 

1918年、ヴォーリスが近江療養院（サナトリウム）を開院します。富山県発の米騒動

が波及し、米価暴騰抑制に関する県令が発令されました。甲賀郡では篤志家の寄付に

より米1升35銭の公設市場が開設され、大津商業会議所は内地米の廉売を始めます。 

1919年、伊吹山観測所が気象観測を開始し、県立水口中学校が開校されました。4月に

は歩兵第9連隊がシベリアに向けて出兵します。五個荘では、塚本さと氏が淡海女子実

務学校を設立しました。10月、第１回琵琶湖一周リレーが開催されます。 

1920年、江若鉄道（株）が設立されました。県立の八日市中学校・虎姫中学校・今津

中学校・大津商業学校（旧八商）・彦根工業学校が開校します。金融恐慌によって近

江預金銀行が休業に追い込まれます。6月には八日市飛行場の地鎮祭が挙行されました。 

 



          1921～1925（大正 10～14）年                 

1921年、三井寺下・叡山間を江若鉄道が走ります。この年、県債発行規則が制定され、

鐘淵紡績会社によって、彦根西馬場の製糸場跡地に工場が建設されました。労働争議

が多発し、取締の訓令が出されます。江州（滋賀）日日新聞社が設立されました。 

1922年1月、八日市航空第三大隊（第16師団所属）が開隊します。県立の神崎商業学校・

栗太農学校・伊香群農学校・日野高等女学校・愛知高等女学校・長浜高等女学校が開

校し、旭人造絹糸膳所工場（旭ベンベルグ大津工場）の建設が開始します。 

1923年は、郡制が廃止された年です。県は自作農創設維持資金貸付制度を定めました。

この年発生した関東大震災には、18万2100円25銭の県扱での救援金が集まりました。

11月、鈴鹿トンネルが開通します。 

1924年、安土城跡・紫香楽宮跡が史跡名勝天然記念物に仮指定されます。6月には県道

彦根・鳥居本間、佐和山トンネルが開通し、11月には東京放送局が愛宕山に設置され

ました（翌年放送開始）。この年、女子青年団（処女会）の設置要綱が定められます。 

1925年、日本農民組合滋賀連合会が発会します。伊藤忠兵衛の寄付で設立された豊郷

病院が診療を開始します。大津・柳ヶ崎に公衆水泳場が開設されました。京都電燈会

社は、叡山線西塔橋・四明獄間鋼索線の営業を開始しました。 

 



          1926～1930（大正 15/昭和１～5）年              

1926年、折からの凶作、甲賀郡で発生していた小作争議が解決に向かいます。東洋レ

ーヨン滋賀工場の設立が認可されました。近江鉄道は宇治川電気（株）の経営となり

ます。能登川奥田製油場では、待遇改善を求めて従業員がストライキを起こしました。 

1927年、東レ工場でヴィスコース法による生産が開始されます。県は瀬田川の工場排

水の調査を開始します。比叡山坂本ケーブルが開通したこの年、蔵相の失言が発端で

起こった金融恐慌により、近江銀行が休業となります。 

1928年、成年男子による第1回普通選挙が実施されます。この年、瀬田川の人絹汚水に

関して沿岸民が東洋レーヨンに抗議するも、会社側に拒否されます。滋賀県合同労働

が発会しました。県立の聾話学校が草津に、盲学校が彦根に設置されます。 

1929年、旭絹織株式会社膳所工場が従業員70人を解雇したことから労働争議が活発化

します。旭絹織・滋賀紡績株式会社従業員らが8時間労働制を求めて嘆願書を提出しま

した。全国中学校競漕大会で長浜農業が一部優勝し、滋賀師範が二部優勝します。 

1930年は、小学校校長や実業補習学校長によって郷土教育が高揚された年です。中学

校への入学志願者が激減し、15校が定員割れとなります。近江帆布（株）の労働争議

は警察官との乱闘に発展しました。琵琶湖を走る大湖汽船もリストラを断行します。 

 



            1931～1935（昭和 6～10）年              

1931年、旭絹織（株）が従業員の解雇を言い渡します。解雇者は社民党に応援を求め

て、反対運動を起こしました。5月には県初のメーデーが開催されました。1月から9月

にかけての県内の小作争議の調停数は53件に上りました。 

1932年、甲賀銀行が解散します。県下女学校の教科から「法制経済」が外され、「公

民科」と「実習科」が設置されます。金輸出が再禁止され、物価が高騰しました。織

物業界は売れ行き不振にあえぎました。旭絹糸の労働争議では煙突男が表れました。 

1933年、近江兄弟社勤労女学校が設立されます。信楽鉄道が貴生川・信楽間で営業を

開始し、第133銀行と八幡銀行が合併して滋賀銀行が設立されます。琵琶湖利用に関す

る意見書が提出されたこの年、滋賀県のレーヨン生産高は全国の45％となります。 

1934年、4月に教育精神作興大会が大津と彦根で開催されました。彦根町内には人力車

が設置されるようになります。9月の室戸台風により、東海道本線瀬田川鉄橋上で急行

列車が横転する、という事故が起こりました。10月には琵琶湖ホテルが開業します。 

1935年、土倉鉱山木之本硫酸工場設置計画に対し、6ヶ町村連合で反対運動が起こりま

した。彦根市では、地元住民が昭和セメント工場を相手取り塵埃防止対策を要求しま

す。近江神宮創建にあたり、内務省神社局地考課長らが来県しました。 

 



           1936～1940（昭和 11～15）年                

1936年、大津から彦根への本庁舎移転運動が起こりました。県立の藤樹実科高等女学

校が開校します。「ひとのみち教団」の県下信者500人が不敬罪で大量検挙されます。

11月には県下の水道業者の大会が開催され、人絹工場設置の反対運動が起こりました。 

1937年、県主催の満州移民奨励映画会が各地で開催されました。満州農業移民第7次先

遣隊員が選考され、滋賀県から30人が決定します。5月にはヘレン＝ケラーが来県し、

大津市教育会館・彦根盲学校・彦根高商で講演しました。 

1938年、県知事によって重大時局に関する告諭が発せられます。東洋レーヨン瀬田工

場が完成し、スフ紡績の操業が開始されました。国家総動員法が公布され、大津と彦

根に国営の職業紹介所が設置されました。この年、ヒトラーが比叡山を観光します。 

1939年、招魂社が滋賀県護国神社と改称され、奉賛会が設置されるようになります。

米穀配給統制法が公布されます。大津の県庁舎が新築庁舎となり、彦根には総合運動

場が設置されました。物資統制で転廃業する中小工業者の軍需工場化が進みます。 

1940年（皇紀2600年）のこの年、宇垣大将のもと興亜青年講習会が開催され、近江神

宮の地鎮祭が盛大に開催されました。立憲政友会の滋賀県支部が解散し、大政翼賛会

が結成されます。中学校では学科なし入学試験が始まりました。 

 



             1941～1945（昭和 16～20）年               

1941年3月、満蒙開拓青少年義勇軍273人が出発します。4月に大津連隊区司令部が復活

し、10月には大津海軍航空隊が設置されました（翌年発足）。大学・専門学校・実業

学校などの修業年限が短縮されて繰上げ卒業が始まり、太平洋戦争に突入します。 

1942年、食糧管理法が公布され、金属供出が始まります（滋賀県の供出量は全国第4位）。

大日本婦人会県支部が結成され、各地に県の地方事務所が設置されるようになりまし

た。7月には県下青年教員100人を集めて夏季訓練が行われました。 

1943年、県立の師範学校と女子師範学校が国に移管されます。大津陸軍少年飛行兵学

校が開校し、近江鉄道が箱根土地株式会社（堤康次郎）の経営となります。東レ工場

は魚雷の生産を始めます。軍需工場での学徒動員、内湖の干拓が行われました。 

1944年、彦根高等商業学校が「彦根工業専門学校」に転換されます。県庁には、戦時

食糧増産推進本部が設置されました。8月、滋賀海軍航空隊予科練習生学校が開所され、

9月には学童疎開として、職員・学童計11,373人がやってきました。 

1945年、県国民義勇隊結成式が挙行された1か月後の6月、彦根地区が空襲を受けます。

7月になると大津市は彦根市で強制疎開が実施されます。大津の東レ工場が空襲を受け、

終戦を迎えます。琵琶湖ホテルは米軍将校用の官舎として接収されました。 

 



            1946～1950（昭和 21～25）年                

1946年、国民学校を視察したマートン中尉が「教師からの体罰の有無」を児童に申告

させて体罰教師を処分する、という事件がありました。「障害を持つ人も持たない人

も共に学ぶ」という糸賀一雄らの意思で、大津市南郷に「近江学園」が誕生します。 

1947年、GHQによってゼネストが中止された日、学校給食が実施されます。町内会や隣

組が廃止され、4月、知事公選、参議院選挙が実施されました。日本国憲法が施行され

たこの年、農地改革によって全耕地の1/5が県に買い上げられることとなりました。 

1948年、江若バスが浜大津・今津間を走ることとなります。4月に新制高等学校が発足

し、8月には第一回県民体育大会が開催されました。11月、県・市の教育委員会が発足

します。この年の末、東条英機ら7人を絞首刑として東京裁判が閉廷しました。 

1949年、県の地域婦人団体連合会が設立されます。5月に滋賀大学が設置され、彦根経

済専門学校（彦根高商）と彦根工業専門学校の名前は無くなりました。6月には、琵琶

湖八景が決定しました。この年、湯川秀樹のノーベル物理学賞受賞に沸きました。 

1950年は、琵琶湖が初の国定公園に指定された年です。朝鮮戦争がはじまり、8月には

関西電力（株）滋賀支店を皮切りに県下でのレッド・パージが始まります。9月のジェ

ーン台風では、県下9人の死者、297戸の家屋全壊（流出）の被害を出しました。 

 



            1951～1955（昭和 26～30）年              

1951年、琵琶湖汽船の大型遊覧船「玻瑠丸」が竣工します。この年、近江絹糸（株）

彦根工場での映画会で火災が発生し、23人が死亡するという事故がありました。この

年、滋賀文学会、県経済連、全繊同盟県支部、大津管弦楽団などが設立されました。 

1952年、彦根城天守閣など5件が国宝に指定されます。4月には県立高等学校が再編成

され、6校が分離独立します。障害者の仕事の場としての「信楽寮」が設立され、米原

駅の汽車どびんが生産されました。大阪セメント（株）伊吹工場が操業開始します。 

1953年、台風13号に見舞われ、死者24人、行方不明21人、家屋全壊421戸の被害を出し

ました。県に災害救援隊本部が設置され、91の市町村に災害救助法が適用されました。

反対運動にも関わらず、米海兵隊による饗庭野演習場での演習が開始します。 

1954年、県教祖による政治活動制限法案反対運動、勤務評定反対運動が起こります。

近江絹糸労働組合でも仏教強制反対などの6項目が会社側に要求されました。この年の

滋賀県の生産所得総額は521億円余り、戦後（昭和25年）の2倍以上となります。 

1955年春、江若鉄道労組の賃上げ要求で、時限ストが決行されました。社会党右派と

左派が統一され、日本社会党滋賀県支部連合会が設立されました。12月には自由民主

党滋賀県連合会も結成されます。水口町に、滋賀県茶原種農場が開設されました。 

 



            1956～1960（昭和 31～35）年              

1956年、安土町の「近江よしず」が、米国から1000ロールの注文を受けます。8月には

県立図書館、移動図書館「ほたるび号」が開始されました。東海道線の米原・京都間

の電化が完了し、全線での電化運転が開始されました。 

1957年、日窯アセテート守山工場が操業を開始しました。7月、大津水耕農園が日本に

返還され、9月には駐屯地（キャンプ大津司令部）が撤収します。県教祖の勤評反対大

会があり、12月、満州開拓団犠牲者287柱の合同慰霊祭が滋賀会館で挙行されます。 

1958年、県議会に琵琶湖水位調節・天ケ瀬ダム対策特別委員会が設置されることにな

りました。比叡山ドライブウェイが開通し、県は工場誘致に乗り出します。10月には

核武装禁止、日中関係打開のための県大会が開催されました。 

1959年、滋賀地評による「戦争と失業に反対する国民大行進滋賀県大会」、安保条約

廃止大会が開催されました。9月の伊勢湾台風では、死者13人、家屋全壊・流出357戸

の被害を受け、彦根市他16市町村に災害救助法が発動されました。 

1960年、信楽身体障害者更生作業所が「信楽学園」として生まれ変わります。比叡山

ドライブウェイで観光バスが谷底に転落します(死者28名)。民主社会党滋賀県支部の

結成、湖西開発期成同盟会の設立などがありました。皇子山球場が完成します。 

 



            1961～1965（昭和 36～40）年              

1961年、琵琶湖文化館の開館、県開発公社の発足、県同和対策審議会の設置などがあ

りました。守山蛍が絶滅し、特別天然記念物源氏蛍発生地の指定が解除されます。9月

に襲来した第2室戸台風では、死者3人、家屋全壊610戸の被害を出しました。 

1962年1月、新幹線滋賀地区の起工式がありました。6月に北陸本線の北陸トンネルが

開通します。7月、近江八幡の国民休暇村が開所し、国鉄浜大津塩津線の建設促進期成

同盟会が結成されます。饗庭野・大津基地などの軍事基地反対闘争が起こりました。 

1963年、大津市の神領住宅団地406戸が完工します。重度心身障害児医療施設・私立び

わこ学園（近江学園の医師岡崎英彦が園長）が開園します。名神高速道路の栗東・尼

崎間が開通し、県内への工場進出が加速されます（1970年上期までに805工場）。 

1964年は、名神高速道路が県内を全通した年です。琵琶湖大橋が竣工します。東海道

新幹線が開業し、東京オリンピックが開幕します。湖南工業団地が着工され、天ケ瀬

ダムが竣工しました。 

1965年、農林省によって大中の湖干拓地の入植計画が発表されます。伊吹山ドライブ

ウェーが開通しました。県住宅供給公社が発足します。この年、県鳥をカイツブリと

決定します。12月には県立自然公園条例が制定されました。 



            1966～1970（昭和 41～45）年               

1966年、栗東町の県警交通機動隊庁舎が竣工します。野洲町に心身障害児療養施設・

私立第2びわこ学園が開園します。7月には大中の湖干拓地入植式が挙行されました。

この年、県の木がモミジに決定します。 

1967年1月、国鉄湖西線の起工式が皇子山体育館で開催されました。7月には県交通安

全対策室が発足します。10月には、江若鉄道労組の従業員全面国鉄移籍を求めるスト

が開催されました。へん地振興に関する規制が制定されたのもこの年です。 

1968年、近江神宮の時計博物館が開館しました。甲賀郡甲西町の湖南工業団地が完工

します。県内の製造業の出荷額が伸び始め、1971年までの伸び率が日本一となります。

琵琶湖博覧会が大津湖岸で開催され、ミシガン州との姉妹盟約が調印されました。 

1969年、ミシガン州経済視察団46人が来県しました。新旭町で古墳群が発見され、京

大による菅浦の湖中貯蔵米テストが成功しました。湖南の工場廃液公害訴訟が2年ぶり

に解決します（和解金100万円）。江若鉄道のさよなら花列車が運転されました。 

1970年は、県教委が「大学進学率の30％越え」が発表された年です。琵琶湖の汚濁防

止水質規制が施行されます。饗庭野のナイキ基地反対集会で5人の逮捕者が出ました。

東海自然歩道の県内ルートが決定します。木之本町と朽木町が過疎地に指定されます。 

 



            1971～1975（昭和 46～50）年              

1971年、マキノ町の鉛工場が操業を打ち切り、琵琶湖のカドミウム・水銀調査が開始

されます。高月町では日本電子硝子に対するデモがありました。副読本「藤樹先生」

が出版され、「琵琶湖周航の歌」がヒットしたこの年、県人口は90万人近く達します。 

1972年、環境省は米原のアンチモン公害現地調査を開始します。草津のコンデンサー

工場から 高3万2000ppmのPCBが検出されました。天野川からヒ素・水銀が検出された

ことを京大が発表しました。琵琶湖の汚濁が急速に進みます。 

1973年、琵琶湖の富栄養化が進行、日比野金属工業との間で公害防止協定が締結され

ます。日本コンデンサーにPCBの回収命令が出されます。この年、滋賀銀行女性行員に

よる4億円横領事件が発生しました。近江米の作柄が史上 高となります。 

1974年、湖西線(近江塩津～山科駅間)が開通します。知事選では革新系(社会・共産・

民主各党・労働)が共闘し、野崎氏の三選を阻みます(武村正義知事の誕生)。県の失業

者が前年の2倍(4489人)となります。この年、近江兄弟社が会社整理を申し立てます。 

1975年、財政危機のおり、県は管理職手当カットを発表します。県土地開発公社汚職

で井上良平県議が起訴され、土地転がしでは県幹部の責任が追及されました。琵琶湖

開発に伴う漁業補償が127億円で決着し、近江兄弟社は自主再建へと動き出します。  

 



            1976～1980（昭和 51～55）年            

1976年、草津市の民家の井戸水から基準の164倍の六価クロムが検出され、県はメッキ

工場に対して改修命令を出しました。6月には滋賀銀行事件が起こります。琵琶湖を美

しくする運動に2万人が集まりました。この年、県の人口が100万人を越えました。 

1977年2月、第一回音楽祭が開催されました。5月には浜ちりめん工業協同組合が産地

危機突破大会を開催しました。この年、彦根で県内初の光化学スモッグ注意報が発令

されました。矢橋人工島の建設が本格化し、起工式では住民が激しく抗議しました。 

1978年、大津京宮跡が大津市錦織地区であることが断定されます。5月、琵琶湖に再び

赤潮が発生します。合成洗剤使用削減に向けた指導要綱が作成されることとなりまし

た。9月には土地転がし事件が和解し、滋賀医科大学付属病院が完成します。 

1979年、栗東町に福祉作業所「くりのみ園」が開園します。大津市では「水をまもろ

う」パレードが開催されます。NHK連続テレビ小説「鮎のうた」が放映されたこの年、

琵琶湖の赤潮が北湖にも発生します。合成洗剤使用禁止に関する条例が成立しました。 

1980年、「蛍の名所復活」に向けて守山市が始動します。琵琶湖シンポジウムでは「合

成洗剤追放！」がアピールされました。「信楽線を守る会」が発足したこの年の末、

運輸省が、信楽線などの赤字ローカル線を廃止する案が決定します。 

 



          1981～1985（昭和 56～60）年                

1981年、膳所高のOBらによってタウン誌「ザッツ、おおつ」が創刊されます。たすけ

あい村運動の拠点「茗荷塾」が完成し、大津市と事業所7社との間で公害防止協定が締

結されました。名神・竜王インターチェンジが開通し、びわこ国体が開幕します。 

1982年、近江学園の創始者・糸賀一雄の著書「この子らに世の光を」が出版されます。

琵琶湖汽船の大型外輪船「ミシガン」が就航し、「玻瑠丸」が引退しました。守山に

源氏蛍が蘇り、武村知事のもと2年後の「世界湖沼環境会議」に向けて動き出します。 

1983年、中国湖南省と友好提携します。長浜城が復元され、フローティングスクール

「うみのこ」が就航します。障害者と健常者が共活する「茗荷村」が愛東町に開設さ

れ、白洲正子著「近江山河抄」が出版されたこの年、アオコが琵琶湖で発生しました。 

1984年、大津で穴太廃寺が発見され、滋賀県立近代美術館が開館されました。第1回世

界湖沼会議の開催され「琵琶湖宣言」が採択されました（以後、UNEPの協力を得て各

国持回り開催）。竹本幸之祐脚本の研修教材「てんびんの詩」が人気を集めます。 

1985年、「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例」が施行されます。中央競馬会（JRA）

の栗東トレーニングセンターの設備充実が進み、競走馬スイミングプールが完成しま

す。翌年のウッドチップコースと相俟って「関西馬」の成績向上の原動力となります。 

 



           1986～1990（昭和 61～平成 2）年              

1986年、国連環境計画（UNEP）の支援を受け、草津市において（財）国際湖沼環境員

会（ILEC）が発足します。滋賀県琵琶湖博物館の向かいにできたILECの施設では、世

界中の湖沼の現状を紹介し、湖沼管理技術を収集することとなりました。 

1987年、国鉄がJRと名を変えたこの年、比叡山開創1200年慶賀大法会が開催されまし

た。彦根市の市制50周年を記念して彦根城表御殿跡地に彦根城博物館が立てられまし

た。長浜市では、芸術作品の展示・販売を行う芸術版楽市楽座が開催されました。 

1988年、びわこ空港の建設予定地に蒲生郡日野地区が正式決定します。近江商人を描

いた研修用教材「てんびんの詩」が映画化されました。小倉榮一郎著「近江商人の経

営」が出版され、近江八幡の西川利右衛門家が一般公開されるようになります。 

1989年、八日市市の雪野山で、4世紀後半の未盗掘古墳が発見されます。6月、滋賀県

守山市出身の宇野宗佑が内閣総理大臣に就任しますが、女性問題で8月に辞任します。

この年、滋賀県の人口が120万人を突破しました。 

1990年、信楽に陶芸の情報基地として「陶芸の森」が開場します。蒲生町の綺田地区

では、びわこ空港反対集会が開催されました。この年、女性が生涯に産む子どもの数

が平均1.5人であると発表され、少子化がクローズアップされるようになります。



            1991～1995（平成3～7）年               

1991年、5月、信楽高原鉄道で列車衝突事故が発生しました。UNEP国際環境技術センタ

ーの滋賀県設置が正式に決定します。近江商人の経営理念を新しいまちづくりや産業

振興に活用することを目標として「世界あきんどフォーラム」が開催されました。 

1992年、大津市の琵琶湖湖畔の通称「幽霊ホテル」が爆破解体されます。水鳥の生育

に重要なヨシ群落の保全を図るための「琵琶湖ヨシ群落保全条例」が施行されます。

信楽「陶芸の森」で創作研修事業・アーティスト・イン・レジデンスが始まりました。 

1993年、琵琶湖がラムサール条約の「湿地」として登録されることとなります。びわ

こ空港反対のための立ち木トラスト運動が日野町で始まりました。この年、武村正義

の新党さきがけ・日本新党・新生党による非自民内閣（細川護熙首相）が誕生します。 

1994年は、細川首相が衆院小選挙区比例代表並立制を導入して辞任し、「さきがけ日

本新党」が解消された年です。自民党との連立政権で社会党の村山富市が首相となり

ます。信楽町教育委員会により、宮町遺跡が紫香楽宮跡であることが認定されました。 

1995年、阪神淡路大震災で始まったこの年、武村正義蔵相(元滋賀県知事)が「財政危

機になるかもしれない」と述べました(当時の「国の借金」は約459兆円)。滋賀県大津

で始まった「世界湖沼会議」の第6回大会が霞ケ浦のある茨城県で開催されました。 

   



             1996～2000（平成 8～12）年               

1996年は、鳩山由紀夫・菅直人らが「新党さきがけ」を離党して「民主党」を結成し

た年です。民主党合流を希望する「新党さきがけ」に対し、鳩山氏らは「排除の論理」

で拒否します。草津市の琵琶湖湖岸に滋賀県立琵琶湖博物館が開館されました。 

1997年、草津市が群馬県草津市と友好都市協定を締結しました。「三方よし(小倉榮一

郎著「近江商人の経営」)」の原典とされる「中村治兵衛の書置」が発見されました。

「近江歴史回廊構想」の拠点として「夢京橋あかり館」が彦根市に開館しました。 

1998年、「琵琶湖周航の歌資料館」が高島市今津町に開館します。栗東町で育った武

豊騎手が、デビュー以来9回の挑戦を繰り返すも勝利できなかった日本ダービーに、初

めて勝利しました。第7代滋賀県知事に國松善次氏が就任しました(2006年まで)。 

1999年、湖国21世紀記念事業のイメージキャラクターとして、水の妖精「うぉーたん」

が誕生しました。旧豊郷小学校の建て替えが、町民の強い反対運動によって守られた

この年、大村彦太郎（長浜出身）創業の「白木屋」が336年の歴史を閉じます。 

2000年、信楽町の宮町遺跡で「朝堂院」の一部とみられる建物跡が発見されました。

G8環境大臣会合が大津市で開催されました。この年、新たに首相になった森喜朗から

「日本は天皇中心の神の国」の発言が飛び出しました。 



            2001～2005（平成 13～17）年              

2001年、能登川の神郷亀塚古墳が、3世紀前半の 古級の前方後方墳であることが判明

します。大津市平野小学校で、身体障害者の16才の少年が2人の少年にリンチを受けて

死亡する、という事件がありました。改正少年法施行の前日に起きた悲劇でした。 

2002年、米原町で、全国初の永住外国人の投票資格を認めた合併問題住民投票が開催

されました。治水事業により草津川の旧河道が廃川となります。大津市の膳所高グラ

ンドで、聖武天皇の「禾津頓宮（あわづとんぐう）」とみられる遺構が出土しました。 

2003年、大津市が「古都」の指定を受けました。豊郷小学校（ヴォーリス建築）の解

体問題でリコールされた町長が、出直し選挙において当選を果たしました。この年、

「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」が施行されます。 

2004年、琵琶湖レジャー適正化条例に基づき、外来魚の再放流(リリース)禁止などの

「琵琶湖ルール」が徹底されます。初代伊藤忠兵衛の百回忌を記念して、豊郷駅近く

の二代目伊藤忠兵衛の生家が公開されることとなりました。 

2005年、近くに賤ケ岳古戦場跡がある木之本駅と商店街を結ぶ交流の拠点として「木

之本町まちづくり運営委員会」が開設され、商品販売を希望者する人向けのレンタル

コーナーが設置されました。 

 



            2006～2010（平成 18～22）年               

2006年、「もったいない」を合言葉に、新幹線新駅の凍結・ダムの凍結見直し・廃棄

物処分場の建設中止などを主張して出馬した嘉田由紀子氏が滋賀県知事に就任します。

彦根城築城400年記念イベントのキャラクター「ひこにゃん」が誕生します。 

2007年、「国宝・彦根城会場400年祭」が開催されます。「長崎のようになりたくなけ

れば新駅を作れ」と、知事宛て留守番電話への脅迫もありました。議会で建設反対派

が上回った結果、推進派（自民党滋賀県連）は知事の考えに従うことになります。 

2008年、新名神の開通式典が土山サービスエリアで挙行されました。大戸川ダムの建

設中止が廃案となります。湖西線の西大津駅が「大津京」、雄琴駅が「おごと温泉」

と改称されました。彦根市で「全国ゆるキャラまつり」が開催されました。 

2009年、前年「ふるさと観光大使」に就任した西川貴教による野外ロックフェス「イ

ナズマロック」が開催されました。アニメ「けいおん!」に出てくる高校のモデルが豊

郷小学校(ヴォーリス建築)であろうと騒がれ、聖地巡礼に訪れる人が増えます。 

2010年、再選を目指して出馬した嘉田知事が、滋賀県知事選挙史上 多の419,921票を 

獲得します。人口増加率は国内第5位（翌年は第3位）、副業農家率は国内第3位でした。

「近江米」の人気が高まり、翌年の水田率は国内第2位となります。 

 



            2011～2015（平成 23～27）年                

2011年、大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」が始まり、長浜城歴史博物館で特別企画

「浅井三代と三姉妹」が開催されました。近江神宮での「全国歌かるた大会」の模様

が描かれたアニメ「ちはやふる」が放映され「かるたの聖地」として有名になります。 

2012年、嘉田知事は小沢一郎氏らと新党「日本未来の党」を結成し、12月の衆議院選

に臨みますが、自民党が圧勝し、日本未来の党の議席は、公示前の1/7に減らします。

党代表と県知事の兼務解消を求める決議が滋賀県議会で可決されます。 

2013年、信楽高原鉄道の経営改善策が決定した矢先、台風18号で貴生川駅付近の鉄橋

の一部が流され運休を余儀なくされます。長浜市に体験型テーマパーク・ヤンマーミ

ュージアムが完成します。菅浦の須賀神社で50年に一度の祭礼が開催されました。 

2014 年、「きのもと空き町家プロジェクト」の一環として、長浜市木之本町で「田舎暮

らしフェスタ」が開催されました。戦前期 後の大建築とされる滋賀県庁舎本館(1939

年竣工)が、実質性・記念性・格調高さが評価され、国の登録有形文化財となりました。 

2015年、東近江市の大凧まつりで、約700キロの「100畳大凧」が落下し、下敷きとな

った一人が犠牲となりました。この年、中央競馬会 (JRA)の栗東トレーニングセンタ

ー(1969年開業)では、新しい調教スタンドが着工されました(2017年竣工)。 

 



            2016～（平成 28～）年                  

2016年3月、「近江の地酒でもてなし、その普及を促進する条例」が可決しました。長

浜曳山祭り(子ども歌舞伎)が、全国32の山・鉾・屋台と共にユネスコ無形文化遺産に

登録され、地域伝統芸能全国大会「日本の祭りinながはま2016」が開催されました。 

2017年、中央競馬会の栗東トレーニングセンター(1969年開業)の新しい調教スタンド

が竣工します。大津京遷都1350年のこの年、悲劇のヒロイン・十市皇女（額田王と大

海人皇子との間の娘で大友皇子の妻）を題材とした音楽劇が大津市で開催されました。 

2018年、中世の惣村の出来事を記録した「菅浦文書」が国宝となります。竜王町で「滋

賀ものづくりフェア2018」が開催されました。高島市の陸上自衛隊饗庭野（あいばの）

演習場に隣接する国道近くに迫撃砲弾が落ち、乗用車が破損する事故が起きました。 

2019年、滋賀県東部の酪農体験公園「滋賀県農業公園ブルーメの丘」に西日本 大級

のアスレチック施設「アルプスジム」が3月オープンです。新たな年号になるこの年、

どのような1年になるでしょうか？ 

 

 

 

 


