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いにしえ

古 の十字路に建つ近江古代都市
瀬田川東岸に古代近江国の行政を統括する国府が置かれていた。最高の建築技術

を用いた瓦積礎石建物など、時の近江国守藤原仲麻呂の強力な権力のもと、荘厳

な国庁として整備された。

また、瀬田川西岸には淳仁天皇が営んだ宮で、平城京の北の都「北京」（ほくき

ょう）とされた保良京、保良離宮の建設が進められた。

大津宮遷都以降、近江を支配し続けた藤原一族である仲麻呂は、自らの経済基盤

も固め、大規模で異国風の「瀬田唐橋」を渡ると、直線で国庁につながり、その

先には見上げる位置に門がそびえ威光を示す国家が現れる。

魅力満載 QRコードを検索しスマホで楽しくまち歩き

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%B3%E4%BB%81%E5%A4%A9%E7%9A%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E5%B1%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%9F%8E%E4%BA%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A4%87%E9%83%BD%E5%88%B6
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1.石山国分遺跡
瀬田川西岸の丘陵地にあり、弘 仁

11年（820）に近江国分寺とされた

国昌寺、天平宝字 3年 （759）に造

営が開始された淳仁天皇の保良宮、

弘仁年間以降の近江国分尼寺などが

あったと推定されています。大津市

南消防署の建設などに伴う発掘調査

で、奈良時代の築地塀や平城京に用

いられた文様を持つ瓦が出土したこ

とから、藤原仲麻呂・孝謙上皇・弓

削道鏡ともかかわり深い保良宮に関する施設が存在したと考えられています。大津

市立晴嵐小学校の敷地に近江国分寺址の碑があります。

また、北大路 1丁目にある西方寺に、国分寺のものと伝わる礎石が移されています。

2.伝保良宮跡（へそ石）
奈良時代近江国にあった宮都の一つ。所在地は不明だが、現在の滋賀県大津市国

分、北大路付近と推定される。淳仁天皇が中国・唐の複都制にならい平城京とは別

に設けた都。跡地も不明だが、国分 2 丁目には保良の地名を伝える洞山・洞ノ前・

洞神社の名残があり、また、山中に明治時代に建てられた「保良宮跡」の石碑があ

ります。

また碑から道路を挟んだ向かい側には、保良宮の建物の礎石と伝えられる巨大な

「へそ石」があります。

建物礎石 （へその石） 「保良宮跡」石碑

瀬田川西岸のロマン
ＱＲコードで検索ください

晴 嵐 小 学 校 校 庭 内 の 近 江 国 府 址 石 碑

址石碑」

https://kotobank.jp/word/%E6%BB%8B%E8%B3%80%E7%9C%8C%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E5%B8%82%E5%9B%BD%E5%88%86-984655
https://kotobank.jp/word/%E5%8C%97%E5%A4%A7%E8%B7%AF-50837
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3. 御霊神社
鳥居川御霊神社は、創祀年代不詳ではある

ものの、壬申の乱後三年目の白鳳 4 年（675）

大友皇子の第二子大友與多王（おおとものよ

たのみこ）の指図により隠山に皇子の神霊を

奉斎したと伝えられることから大友宮または

御霊宮と称したという。

古文書等の存するものが無いため創建鎮座

などの詳細については不明である。

江戸時代には膳所藩よりも格別の
すうけい

崇敬 があり、神

領田を賜わり現在膳所城門が移設されています。

大友皇子所縁とされる御霊神社は鳥居川・北大路・瀬田の３か所にあります。

4.瀬田唐橋
瀬田の唐橋は歴史上、瀬田橋や勢多橋、

勢多大橋のほか、勢多の唐橋、瀬田の長橋

とも呼ばれた。最初に架けられた橋は、丸

木舟を横に何艘も並べ、フジの木を利用し、

その蔓（つる）を絡めた橋で「搦橋（から

みばし）」とも呼ばれた。

瀬田の唐橋は、交通の要衝かつ京都防衛

上の重要地であり、古代においては、当時

の朝廷の威信をかけて架設された橋です。

古来「唐橋を制する者は天下を制す」と言わ

れた。唐橋を舞台として繰り広げられた壬申

の乱、寿永の乱、承久の乱、建武の乱など、

橋は昔から様々な戦乱に巻き込まれてきた。

そのため、古代より何度も焼き落されたとさ

れるが、近江大津宮遷都の時に架橋されてき

たとも考えられるが、当時は現在の位置より

65m南の龍王宮秀郷社・雲住寺辺り東端とし

ていた。

昭和 63年(1988）発掘調査により現在の橋より約 80ｍ南（下流）で橋脚の基

礎が発見された。橋の幅は 7～9ｍ、長さ 250ｍと推定される。

瀬田川東岸ロマン

QRコードで検索

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B8%E6%9C%A8%E8%88%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%B8_(%E6%A4%8D%E7%89%A9)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A4%E3%82%8B%E6%A4%8D%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%AC%E7%94%B3%E3%81%AE%E4%B9%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BB%E6%89%BF%E3%83%BB%E5%AF%BF%E6%B0%B8%E3%81%AE%E4%B9%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%BF%E4%B9%85%E3%81%AE%E4%B9%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E6%AD%A6%E3%81%AE%E4%B9%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E6%B1%9F%E5%AE%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%B7%E9%83%BD
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%BE%8D%E7%8E%8B%E5%AE%AE%E7%A7%80%E9%83%B7%E7%A4%BE&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%9B%B2%E4%BD%8F%E5%AF%BA&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%AD%E5%92%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/1988%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%8B%E8%84%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BA%E7%A4%8E
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5.堂ノ上遺跡
瀬田川望む丘陵地にあります。築地塀で囲まれた中に瓦積み 礎石建物の正

殿・後殿と脇殿が配置されており、近江国庁と同じ種類の瓦が多く出土してい

ます。

8～10 世紀に機能した役所の建物で、古代の幹線道路である東山道に設置され

た勢多駅家（せたのうまや・緊急時伝令が乗り継ぐ馬を備えた施設）ではない

かと考えられています。

６.瀬田廃寺
昭和３４年（1959）発掘調査により、主要伽藍の

構成が明らかにされました塔・金堂・講堂が一直線に並ぶ

四天王寺式と呼ばれる伽藍配置を持つ寺院跡です。隣接す

る野畑遺跡では、「国分僧寺」と墨書された土器が出土し

ており、ここがある時期の近江国分寺だった可能性があり

ます。平安時代初期には、瀬田川西岸の国昌寺がその後、

国分寺になったようです。なお、国昌寺の場所については、

ポリテクセンター付近にあったと考えられています。

金堂 本尊を祀る建物。基壇は瓦積基壇で、東西 30.16ｍ・南北 18.7ｍ。

現在は名神高速道路の建設により失われています。

塔 金堂の南側に位置する。基壇は瓦積基壇で、一辺 12.96ｍ。礎石とし心

礎を含む5個のみが残存し、四天柱を持たない特異な構造になっています。

現在は名神高速道路の南側に残り、基壇・礎石が保存されています。

講堂 経典の講義・教説などを行う建物。金堂の北方に位置する。現在は名神

高速道路の北側に残っています。

僧房（僧坊） 僧の宿舎。金堂の東西両側に位置する。基壇は瓦積基壇、僧房

南側には回廊でつながっています。

門 塔の真南 37ｍの位置にあり、礎石は失われているが、発掘調査では礎石

の抜き取り穴が検出されています。桁行（東西）3 間の大型の八脚門と推

定され、央柱間は 5.1ｍ、両脇間は 4.5ｍ。左右には築地塀が取り付くた

め南大門と推定されるほか、掘立柱建物から礎石建物へと改造されたもの

と推測されます。

築地塀 寺域を区画する塀。塀の両側には雨落ち溝（幅約 3ｍ）が見つかって

います。
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7.建部神社
瀬田の唐橋の東約 500mに位置する神

社です。この社は、近江一の宮といわれ、

長い歴史と由緒を持つ全国屈指の古社

です。祭神は、日本武尊（やまとたけ

るのみこと）。奈良時代に神崎郡建部

郷（かんざきぐんたてべごう）から瀬田

大野山（所在不明）山頂に遷され、その

後、建部氏によって現在地に遷座されま

した。 また武将たち

の崇敬も深く集め

ました。

特に平安時代末、源頼朝が平家に捕らえられて伊豆に流

される途中、建部大社に立ち寄って源氏再興の祈願をし、

見事にその願が叶って以来は、武運来運の神として信

仰を集めました。社殿は、日本武尊を祀る正殿と大己貴

命（おおなむちのみこと）を祀る権殿が並び立ち、拝殿

左右に末社が並んでいます。社としては、平安時代の作

で日本武尊の妃といわれる重要文化財指定の木造女神像

や石灯篭があります。

毎年 8月 17 日に行われる船幸祭（せんこうさい）が有名です。

8.
ちゅう

中
ろ

路遺跡
堂ノ上遺跡から 500ｍ東に進むと、官道と思わ

れる道の南側の丘陵先端に中路遺跡があります。

これまでの発掘調査で瓦積礎石建物が２棟見つ

かっています。古代官道である。東山道沿いに

あり、国庁の手前に位置することから、道の往

来を監視する重要な施設があったのではないか

と考えられています。
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9.青江遺跡
国庁跡と谷を挟んで真南に約 300ｍ離れた丘陵において、築地塀によって区画

された施設の存在が確認されています。

この場所には、奈良時代中期から平安時代前期にかけて営まれた、大規模な建物

が存在しました。

周辺にある他の国庁関連遺跡と異なり、土器類が比較的多く出土していることか

ら、国司などの役人層の居住範囲（国司館）の可能性が考えられます。さらに、奈

良時代中期（８世紀後半ごろ）の鍛冶工房跡もあり、これについては国庁の大規

模改修に際して大量に必要とされた釘等の供給をしていた可能性が考えられていま

す。

10
そう

惣
やま

山遺跡
近江国府の一番東側にあり、南から北に向かって瓦葺建物が 12棟直列に建ってい

ました。その規模は総長 300ｍもあり、国庁と同じ飛雲紋の瓦葺きでトータルデザイ

ンされていた。それぞれの建物は礎石の上に建てられていたことが発掘調査によっ

て判明しており、国庁と一体となって機能した重要な施設であったと考えられる。

倉庫に収められたものはわかっていないが、12 棟という数から、近江国内の郡（当

時 12の郡が存在した）ごとに徴収した租税を納めていたという説もあります。
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11.近江国府跡
近江国府は、栗太郡内に設置されていたことは知られていたが、具体的な場所は不

明だった。しかし、昭和 10年（1935）に発表された地理学者の米倉二郎氏の研究に

よって、瀬田丘陵の南西端に、8町から 9 町四方の規模で、その南端中央部に東西 2

町・南北 3町の国庁があったと推測された。さらに、昭和 38年（1963）と 40 年（1965）

に行われた発掘調査によって、全国で初めて国庁の構造が明らかになった。

こうして、地方行政機関の中枢部の構造の一端が判明し、それが中央政庁の平城

宮の大極殿や朝堂院などの構造に似ており、また、共通する機能を持っていること

も明らかになった。その後、近江国庁跡を参考にしながら、各国の国府の推定地や

政庁の構造・変遷が明らかになりつつある。

発掘調査によって明らかになった国庁は、地

区の中心部に四方を築地（ついじ）塀で囲まれ

た内郭（政庁）があり、東西 72.8m、南北は推

定 109m の規模がある。この政庁の建物は瓦積

基壇からなる 4軒の瓦葺きの建物で、国庁の中

軸線を中心に左右対称に配置されていた。基壇

の上に東西 7間（23.1m）、南北 5 間（15.0m）

と推定される正殿の前殿があり、その後に南北

を 1 間分

小さくしたような正殿の後殿があり、廊が付け

られている。前殿の両側には南北に長く延びる

東西の脇殿が配置されている。基壇の規模は南

北 48.5m、東西 9.2m である。この脇殿も前殿と

廊で結ばれている。政庁の東側にも区画があり、

ここでは饗宴などの儀式に使用されたと考え

られている。この政庁の遺構は前後 2時期に区

分される。前期は奈良時代中頃、後期は同時代末から平安時代初期以降である。そ

の後国庁の機能は衰退しながらも、10世紀末頃までは存続したと考えられている.

12.野神社旧跡（ちりんさん）
大江の地の開拓者として伝承されるのは、大江千里

です。千里は、平安時代の歌人で、36歌仙の一人として

著名な人です。

その千里が、大江に住んで、この地を開いたという。

千里は「ちりんさん」と呼ばれ村人に敬われた。その

没後、村人が住居の旧跡に野神社を建てて、その遺徳を

しのんだといわれています。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%9F%8E%E5%AE%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%9F%8E%E5%AE%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%A5%B5%E6%AE%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E5%A0%82%E9%99%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%88%E8%89%AF%E6%99%82%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%99%82%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/10%E4%B8%96%E7%B4%80


10



11



12

大津市協働提案制度（テーマ型提案事業）
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