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石材産業と集落空間の関わり
－滋賀県大津市南小松を事例として－
The relationship between the stone industry and the settlement
: A case study in Minamikomatsu, Otsu city, Shiga prefecture
大澤 颯太郎*・落合 知帆**
Sotaro OSAWA *･Chiho OCHIAI**
Recently, community development utilizing local characteristics has been carried out in various parts of the country.
On the other hand, there are some areas in Shiga Prefecture where the history of stone processing has been developed,
but history research has not been sufficiently performed. Minamikomatsu, Otsu City, Shiga Prefecture, which is the
subject of this study, is one of them. Therefore, in this study, I will clarify the following two points for the purpose of
grasping the characteristics of the settlement mainly on the relationship with the masonry production activities. The
first one is about The Masonry production activities in the area (quarrying, processing and sales). The second one is
Relationship between masonry production activities and settlements. As a result of The survey, Minami Komatsu had
quarrying, stone export, processing, and shipping processes at each of the mountainous areas, settlements, and lake
shores. Became before World War II. In addition, one of the characteristics of the villages in the area is that important
land, buildings and products still remain in the villages which will help us to understand the history of the production
activities even after the prewar masonry production activities were lost.
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1-2. 既往研究と本研究の意義

第 1 章 研究の概要
1-1. 研究の背景と目的

志賀地域の石工に関する研究には、明治１３年編纂の滋賀県
物産誌をもとに明治期の志賀地域の石工の存在を確認した田井

近年、全国各地で地域の特徴を活用した地域づくりが行われ
１）

ている 。特に滋賀県では中世以降、石造加工の技術が発達し多

中４）の研究がある他、
「志賀町史」５）には志賀地域の石工の生産

数の石造物が現存するため、
石文化を活用した地域づくりが行わ

活動の実態や歴史についての記述があるが、
志賀地域内の各地区

れている。例えば、滋賀県大津市坂本では安土城の石垣実績から

の生産活動については詳しく記述されていない。
特定の地区を対

日本全国で有名になった穴太衆が、
穴太積みという独自の技法を

象に石工の生産活動について研究を行なった例には北比良地区

用いて積んだ石垣について様々な研究が行われ、
平成９年に国の

を対象とした渡部６）や島内７）の研究、守山地区を対象とした堀

重要伝統的建造物群保存地区に選定され、
観光業などに活用され

内８）や大岩９）の研究がある。一方で、石の加工品で有名な南小

ている２）。また、滋賀県高島市針江ではカバタと呼ばれる石製の

松の石工については研究が行われておらず、
南小松において石工

台所が集落の水路沿いに残されており、
集落住民の生活に関連づ

の生産活動との関わりを中心に集落の特徴を明らかにすること

３）

けられながら地域づくりに活用されている 。
十分に歴史研究がされてこなかった地域もあり、
本研究の対象地

に意義があると考える。
1-3. 調査の方法
これまでの石工に関する研究は、石工銘の解読、古文書資料

である滋賀県大津市南小松は、
そのうちの１つである。
当地域は、

の解読、
聞き取り調査によって収集した断片的な情報をつなぎ合

かつて一大採石地として有名だった志賀地域に位置し、
集落内に

わせ、歴史を明らかにしたものが多い１０）。本研究では、手付か

は石の民具や灯籠などの石造加工物が多数現存するが、
それらは

ずのまま地域に残されていた古文書・古地図資料の読解と石工の

穴太積みの石垣などに比べると比較的小さな石造物で、
重要文化

生産活動を断片的に知る集落住民への聞き取り調査によって得

財などには指定されておらず、
歴史的価値を認識されないまま現

られた情報を繋ぎ合わせ、
石工の一連の生産活動を明らかにする。

存している。

その上で、再度古地図の読み解きを行い、石工の生産活動や石造

一方で、滋賀県内には、石材加工が発達したにも関わらず、

公民館には古文書資料が残されており、かつての石工の生産
活動についても十分な研究がされていない。
現在は石材店経営者
と元石工の二人を中心とした７０歳以上の集落住民が石工の生
産活動の一部を断片的に把握しているのみである。
本研究では、石工の生産活動との関わりを中心に集落の特徴
を把握することを目的として、以下の２点を明らかにする。
・当地域の石工の生産活動（採石・加工・販売）
・石工の生産活動と集落の関わり

物が集落空間とどのように関わっているかを明らかにする。
第 2 章 志賀地域の石工の生産活動
滋賀県では中世以降、石造加工の文化が栄えてきた。志賀地域
（図１）では農業を基幹産業としていたが、慶長１７（１６１２）
年、慶安（１６４９）年に採石を行なった記録があり、文政５（１
８３２）年には南小松において採石に加えて、加工・販売を行な
っていた記録がある１１）。明治期に石工が農業の主な兼業種とな
っており１２）、田井中の研究によれば明治１３年滋賀県物産史の
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4-1. 採石（古文書調査）

内容から志賀地域のほぼ全域に石工が居住していた事が明らか

志賀地域において一般的に、第二次世界大戦以降は私有の

になっている。
2-1. 地区ごとの特色

採石地で採石が行われていたのに対して、
第二次世界大戦以前は

志賀地域で産出される石は大きく２種類に分けられ、産出さ

私有林だけでなく、部落有林で採石が行われていた１７）。部落有

れる石によって生産活動の実態は大きく異なった。
木戸地区以南

林とは南小松区が所有していた共有林で、本調査では、南小松の

では秩父古生層の砂岩や頁岩といった細密な黒みを帯びた石や

役所資料から部落有林での採石の実態を把握した。

チャートという岩石が産出され、
南小松を含む木戸地区以北では

その結果、明治２４年から昭和１６年にかけては部落有林

白い比良花崗岩が産出される。
前者は庭石などの自然石として搬

では村が石工に部落有林で採石する権利を図２のような過程で

出される事が多いのに対し、後者は割石や石灯籠、石灯篭などに

販売していたことが明らかになった。

１３）１４）

加工される

。

2-2. 郷土資料にみる南小松の石工
志賀町史から、南小松では江戸時代から採石・加工・販売が
行われていた事が分かっているが、
明治期の滋賀県物産誌には南
小松の石工の存在が記述されていない１５）。しかし、昭和７年に
は小松村南小松に７１人の石工が住んでいたと記述１６）されてお
り、小松村の中で石工の数が最も多かった。

【図-2】石材売買の過程
4-2. 採石（古地図解読と聞き取り調査）
さらに採石の状況を知るために、古地図資料を読み解き、
当地域の部落有林内の採石地を把握した。
古文書に記された石材
売買契約のうち、
採石地点が明記されているものを抽出したとこ
ろ、
明治２４年から昭和１１年までの合計１０個の採石地字名が

【図-1】志賀地域の位置

明らかになった。この１０個の字名のうち、明治期の古地図を参
考に、５つの地点と、聞き取りによって明らかになった私有の採

第 3 章 南小松の石材産業の特徴

石地「天道ケ坂」を特定し図４中に示した。この図から戦前の部

3-1. 調査対象地の概要

落有林の採石地は湖岸から２.６㎞〜３.６㎞離れた位置にあった

調査対象地は山間部、扇状地と平地部、湖岸部で構成され、
扇状地・平地部は田地や居住地として利用されている。
北側から、

事が読み取れた。

大堂川、家棟川、モロコ川という３つの川が流れており、南北方

一方で、聞き取りによると、戦後は「流レ山」
「コケ岩」など

向には東側から JR 湖西線、県道５５８号線、湖西バイパスが走

湖岸から１㎞ほどの距離にある山で採石を行なっており、
戦争を

る。家棟側右岸には、八幡神社と４つの寺があり、周辺の集落内

機に採石地が山の麓に移ったことが明らかになった。
戦後は、限定された採石地において採石が続けられたが、石

には石造物が多数現存する。
3-2. 南小松の石材産業

材需要の低下に伴い昭和後期になると採石は行われなくなり、
平

南小松には明治創業の石材加工店、平出石材店がある。4 代目

出石材店も昭和４６年ごろに採石を行わなくなった。なお、コケ

である平出直厚氏が現在も営業を続けており、
志賀地域唯一の石

岩にある平出石材店の戦後の採石地跡は現在も当時の様子を一

材加工店となっている。平出氏によると、当地域にはかつて優れ

部留めたまま残っている。

た加工技術を持つ石工が多数存在しており、
一連の生産活動の特

4-3. 石出し道（聞き取り調査）
昭和２６年に採石・石の搬出経験のある増尾氏を中心とする

徴の１つに加工技術の高さが挙げられた。
優れた名工が存在した
と共に、多くの石工が灯籠などの石の細工品を加工していた。

集落住民への聞き取りからは、
昭和初期の石出し道を使った石の
搬出について伺う事ができた。増尾氏によると、昭和初期の石出

第 4 章 南小松の石工の生産活動
本章より、古文書・古地図資料の解読と聞き取り調査から収集

し道沿いには職小屋と呼ばれる加工を行うための小屋が建ち並
び、
湖岸には石製品を他地域へ出荷する船が止まる舟入があった。

した断片的な情報を繋ぎ合わせ、
南小松の石工の生産活動を記述

これより、当地域の加工と加工場について把握する。

する。また、南小松の石工の生産活動を採石・加工・販売の順に

4-1. 加工（古文書調査）

記述する。

公民館には、
明治２０年に実施された南小松の住宅間取り図悉皆
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調査の史料が残されており、
その中には石工が加工作業を行う小

第 5 章 石材産業と集落空間の関わり

屋である職小屋が確認できた。間取り図史料には、番地・字名・

5-1. 石工の生産活動と居住域の関わり

家主名に加えて、建物坪数、付属屋名が記載されていた。

5-1-1. 居住域の拡大（古地図の解読）
次に、当地域の石材産業が集落の構成にどう関わったのかを

史料からは、全部で２３０軒ののうち３５軒に職小屋が確認

考察する。寛文１０（１６７０）年当時の南小松を表した古地図
を見てみると、
北国海道沿いに３つの集落が定着していた事が読
み取れる（図６江戸期）
。また、当時一連の石工の生産活動が行
われていたかどうかは不明であるが、
山林資源の利用によって山
から湖へ続く道が既に整備されていた。
次に、この寛文１０年の地図上に明治２０年地図（図４）を
レイヤリングしてみると、
寛文１０年時点では樹林帯となってい
る位置に、明治２０年には石出し道が通り、職小屋が建てられて
いるのが分かる。
このことから１６７０年から１８８７年にかけ
て石材産業の発展に伴い、
家棟川右岸の地域に石工の住居を中心
に居住域が拡大した事が読み取れた（図５）
。

【図-3】戦前、戦後の採石地
でき、
うち１７件は職小屋だけが独立して建てられているのに対
し、残る１８件は母屋と併設されていた。
4-5. 加工（古地図の解読）
次に明治２０年の間取り図史料に記載された番地情報を頼り
に、当時の間取り図を現在の地図上に配置した。さらに、その図
上に聞き取りで明らかになった昭和初期の石出し道を重ねた。
そ
の結果、
昭和初期の石出し道沿いに明治２０年の職小屋が立ち並
ぶ事が分かった。
（図４）このことから、昭和２０年時点での石

【図-4】明治２０年の石出し道と職小屋

出し道が明治２０年から存在したものである事が読み取れた。
4-6. 加工（聞き取り調査）
この職小屋内部の様子を把握するために聞き取り調査を行な
った。
現在は戦前に建てられた職小屋のほとんどが取り壊される
か改築されているが、
石工経験者の増尾氏の家には戦前から使用
されている職小屋が当時の様子を保ったまま残されていた。
4-7. 販売（聞き取り調査）
昭和２０年頃の南小松には舟持と呼ばれる丸子船の所有者が
3 人おり、舟持は長浜や八幡で注文を受け、その注文をもとに南
小松の石工から製品を仕入れて販売した。舟持は石工ではなく、
商品の仕入れ・販売のみを行う仲介業者のような役割を果たして
おり、石以外にも柴を出荷していた。
4-8. 小結

【図-5】寛文１０年の樹林帯上に拡大する居住域

以上、古文書調査・古地図の解読・聞き取り調査によって得

5-1-2. 戦後の居住域（聞き取り調査と現地観察）

られた断片的な情報をつなぎ合わせ、当地域の採石・加工・販売

航空写真の比較から、昭和２２年から現在にかけては、家棟

について記述した。採石については、明治２４年から戦前までは

川やモロコ川などの川沿いの樹林帯に住宅地が開発されており、

部落有林での採石が確認されたが、
戦後は採石地が現在のバイパ
ス付近の山に限定されるようになった事が明らかになった。
また、
加工については聞き取り調査で明らかになった昭和２０年ごろ
の石出し道沿いに明治２０年の時点で職小屋が建ち並んでいた
事が古文書、古地図から読み取れ、石出し道は明治２０年にはす
でに整備されていた事が明らかになった。

明治期に居住域となっていた県道５５８号線より西側の地域で
は開発が進んでいなかった。
平成２４年に開通した志賀バイパス
と県道５５８号線を繋ぐ車道によって野村集落の一部は分断さ
れたが、
集落の大部分は明治時代からこの集落に住む住民たちに
よって住み繋がれている事が現地調査により明らかになった。
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集落内の土地の建物はほとんどが建て替えられてしまったが、

垣は次第に機能を果たさなくなっていったが、
石門や蔵の基礎な

付属屋は昭和初期かそれ以前のものが現存しており、
前述のよう

どは水害対策の石造物として家棟川氾濫時に機能していた。

に増尾氏邸には戦前の職小屋が残されていた。
他にも増尾邸の職

・現在は、採石・加工・販売で形成される一連の生産活動は消失

小屋の前を通る石出し道は八幡神社に続く参道として、
現在の集

してしまった。しかし、平出石材のかつての採石地跡は当時の様

落空間においても重要な役割を果たしており、
毎年４月の例大祭

子を一部留めたまま現在も直厚氏によって管理されており、
増尾

の日には集落住民が神輿を担いでこの道を登る。

氏邸には戦前の職小屋が改築されずにそのまま残されていた。
ま

5-2. 石材産業と災害対策の関わり

た、
水害対策のための石造物や鹿垣も集落内に一部現存しており、

5-2-1. 水害（古地図と現地観察）

石工の生産活動が変質した後も、
集落には当地域固有の石工の生
産活動を語る上で必要不可欠な建造物や土地が残されている事

本節では、現地調査によって確認できた災害対策のための石

が明らかになった。

造物と集落の関わりについて次に記述する。
前述のように家棟川
右岸の居住地は江戸期から明治期にかけて発達した事が読み取

第 6 章 結論

れた。しかし、嘉永１１年および明和８（１７７１）年には「永

6-1. まとめ

荒」と表記されており、荒地となっていた。家棟川は昔から洪水

戦前の石工の生産活動が消失した今も生産活動の歴史を知る

を防ぐために人々が川の両岸に堤防を作り、
川底に土砂が堆積す

ための重要な建造物や土地が集落内には残されている事が当地

る事が繰り返されてできた天井川で、
地形で川底が周囲の土地よ

域の集落の特徴の一つとして挙げられた。
近年では日本遺産など

りも高くなっている。以上の事から、江戸期から家棟川右岸の土

の伝統的なストーリーを物語る文化財を面的に保全する制度の

地では何度も氾濫による浸水被害を受けていたと推測される。

施行なども行われており、今後さらに研究調査を進めれば、石工

実際に現地観察を行なったところ、増尾氏の家の敷地内の蔵

の生産活動との関わりを中心に、地域内の文化財を保護し、石材

は石で５０センチ程の基礎が築かれていた他、K 氏邸では、蔵

産業という集落の特色を地域づくりに活用可能なのではないか。

の基礎が石でできているだけでなく、
敷地内への浸水被害を防ぐ
ための石門が敷地入り口に築かれていた。
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