
© 2021 ⽊全美千男 

 1 

第３章 ⻑浜の概況 
 

 
⻑浜城博物館雄姿 

 

 長浜城は天正 2年(1574 年)羽柴秀吉によって築かれた。 織田信長の武将であった羽柴

秀吉は天正元年(1573 年)近江浅井攻めの功により、北近江三郡を与えられ、小谷城に入っ

たが、翌 2年に今浜の地に築城を開始し、地名を「長浜」と改めた。天正 10 年(1582 年)

本能寺の変で織田信長が倒れると、清洲会議によって長浜城は越前国北庄城主柴田勝家の

甥の柴田勝豊が入城することとなる。しかし、天正 11 年(1583 年)柴田勝家と羽柴秀吉の

賎ヶ岳合戦がはじまると、長浜城は秀吉の本陣となった。   

天正 13 年(1585 年)秀吉の家臣山内一豊が長浜城主となり、天正 18 年(1590 年)遠江国掛川

へ転封となり、長浜城は廃城となった。  慶長 11 年(1606 年)徳川家康は駿河府中の内藤

信成に近江国坂田・浅井・伊香郡から四万石を与え長浜城主とした。このときに天下普請

によって長浜城が整備されたのが 終形態である。元和元年(1615 年)大坂の陣によって豊

臣家が滅亡すると、内藤信正は摂津国高槻へ転封となり、長浜城は廃城となった。廃城に

よって部材の多くは彦根城に転用されたと云われ、天秤櫓は長浜からの移築とされる。 
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天秤櫓(彦根城) 

 

 長浜城は長浜駅の南西にあり、現在天守を模した長浜城歴史博物館などが建って公園とな

っている。早く言えば城によく似た歴史博物館ということです。   

 長浜城は江戸時代初期に廃城になったこともあって遺構は乏しく、わずかに残されていた

堀跡も公園整備によって消滅している。模擬天守の北西に天守台とされる土壇があり、ここ

に豊臣秀吉像がある。また琵琶湖の淵に太閤井戸と呼ばれる井戸跡、昭和 44 年の発掘調査

で検出された石垣の根石などが残る。  近くの大通寺と知善院にはそれぞれ大手門、搦手門

と伝えられる門が移築され、城下には伊右衛門屋敷と山内一豊、増田長盛屋敷跡といった場

所がある。天正 2年(1574 年)羽柴秀吉によって築かれた。 織田信長の武将であった羽柴秀

吉は天正元年(1573 年)近江浅井攻めの功により、北近江三郡を与えられ、小谷城に入った

が、翌 2年に今浜の地に築城を開始し、地名を「長浜」と改めた。天正 10 年(1582 年)本能

寺の変で織田信長が倒れると、清洲会議によって長浜城は越前国北庄城主柴田勝家の甥の柴

田勝豊が入城することとなる。しかし、天正 11 年(1583 年)柴田勝家と羽柴秀吉の賎ヶ岳合

戦がはじまると、長浜城は秀吉の本陣となった。   

 天正 13 年(1585 年)秀吉の家臣山内一豊が長浜城主となり、天正 18 年(1590 年)遠江国掛

川へ転封となり、長浜城は廃城となった。  長浜はもと今浜といい、「バサラ大名」として

有名な京極道誉（佐々木高氏）が室町時代の初め頃に出城を築き、それが長浜城の元と伝え

られる。以後、家臣の今浜氏・上坂氏が守将として在城したといわれている。    

 姉川合戦の後、その功によって湖北三郡を与えられた羽柴秀吉は、天正２年（１５７４）

頃、小谷（湖北町）から当地に城下町を移し、地名を長浜と改め、ここに城を築いて数年間
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居城とした。天正１１年（１５８３）の賤ヶ岳の戦では、ここを根拠地として大勝し、織田

信長後継者としての立場を確立した。秀吉の家臣である山内一豊も天正１３年（１５８５）

から５年間在城したことがある。    

 江戸時代になって、慶長１１年（１６０６）には徳川家康の家臣である内藤信成が入城し、

その子信正が摂津高槻に移るに至って廃城（元和元年・１６１５）となった。    

 建物及び石垣の大半は、彦根城の築城に際して移され、その天秤櫓（国・重文）や三重の

隅櫓は当城の遺構といわれている。また、当市内の大通寺台所門（市指定建造物）、知善院

表門（市指定建造物）も当城の遺構として名高い。この豊公園は「本丸」という小字名でよ

ばれ、城域の中心部にあたるところから貴重な史跡として昭和３７年に市の指定文化財とし

て指定されている。   城跡の遺構は、これまでの発掘調査によって石垣や掘立柱建物跡、

礎石建物跡さらには舟着場らしき石組遺構等が一部発見されている。しかし、調査は部分的

であり、全体の縄張りや細部の構造については、未だ解明されていない。（城内説明板より 

滋賀県観光パンフレット、滋賀県観光 HP）  慶長 11 年(1606 年)徳川家康は駿河府中の内藤

信成に近江国坂田・浅井・伊香郡から四万石を与え長浜城主とした。このときに天下普請に

よって長浜城が整備されたのが 終形態である。元和元年(1615 年)大坂の陣によって豊臣

家が滅亡すると、内藤信正は摂津国高槻へ転封となり、長浜城は廃城となった。廃城によっ

て部材の多くは彦根城に転用されたと云われ、天秤櫓は長浜からの移築とされる。  長浜城

は江戸時代初期に廃城になったこともあって遺構は乏しく、わずかに残されていた堀跡も公

園整備によって消滅している。模擬天守の北西に天守台とされる土壇があり、ここに豊臣秀

吉像がある。また琵琶湖の淵に太閤井戸と呼ばれる井戸跡、昭和 44 年の発掘調査で検出さ

れた石垣の根石などが残る。  近くの大通寺と知善院にはそれぞれ大手門、搦手門と伝えら

れる門が移築され、城下には伊右衛門屋敷と山内一豊、増田長盛屋敷跡といった場所がある。

長浜城復興天守は昭和５８年（１９８３）に城郭様式の博物館として再興され、市立長浜城

歴史博物館として開館。建物は鉄筋コンクリート造で、２層の大屋根に望楼をのせた初期天

守の様式である。平成１８年２月、館名が長浜市長浜城歴史博物館となった。長浜城からす

ぐのところに長浜港があり、竹生島に行く船が出ている。 

 

1. ⻑浜城のエレベーター設置 

 長浜城は、本来の城ではなく博物館であるため鉄筋コンクリート造りで昇降できます。 

内部は階段のみでエレベーターは３階まで設置してあるだけである。   

 滋賀県では障害福祉サービス事業者等の指定・指導、県立障害者及び援施設、障害児施策、

民間施設の整備に関することなどを行っています。（滋賀県ホームページ）    

 滋賀県の県議会では、長浜市出身の英雄である豊臣秀吉の遺産である長浜城を世界にアピ

ールしようとして、木造化して大改装をしてエレベーターを設置しないと考える議員がいた。
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その主張はつぎのとおりである。私も同様な疑問持っています     

 

Ｑ1.「⻑浜城⽊造復元、なぜエレベーターは付けないのですか？  
そのやり取りの⼀部を紹介いたします 
A 本丸御殿のように城内に電気などは通して火災報知器、耐火ガラス、避難用階段の設

置はされるでしょうから、そもそも忠実な復元などはあり得ないですよね。急な階段の中

央にも当時なかったはずの手摺の設置もされるでしょうし。あちこちに当時は無いものだ

らけになると思いますが、ベルサイユ宮殿のエレベーターのように、いかに違和感なく見

せたり隠せたり出来るかと言うことがクリア出来たら問題無いと思いますがどうでしょ

う？   

 

Ｑ2. 某建設会社のエレベーター設置検討案を⾒ても、不要ならば撤去して元通り？に出来
ると⾔うことですし、現在の各地の城に設置されているあのエレベーターのように景観を
損ねる⾒っとも無い感じでは無いですし、街のシンボルや観光資源としての⽊造化ですか
ら、どうせ新築するなら⾞椅⼦、歩⾏困難者⽤仮設エレベーターぐらいあっても良いと思
います。史実に忠実にと⾔うならば、江⼾時代の初期から改築を繰り返した⻑浜城のどの
時期に統⼀して復元するのかなどの検討や説明も必要だと思うのですが、その辺は結構ス
ルーされているのも疑問です。 
A 身体障碍者だけではなく、高齢になれば一定数の人たちは歩行困難者になります。誰

も天守閣のど真ん中に 20 人乗りのエレベーターを設置しろとは言ってないのに、なぜあそ

こまで頑なんでしょうか。バリアフリーじゃない、階段が大変だからなどの理由で観光ル

ートから外される方がよっぽど損だと思います。新築である事実を隠せる訳でもないです

し。そもそも今回の木造化は建築法除外対象になっているんでしょうか？ 

 

Ｑ3. ⻑岡城⽊造復元、なぜエレベーターは付けないのですか？   本丸御殿のように城内
に電気などは通して⽕災報知器、耐⽕ガラス、避難⽤階段の設置はされるでしょうから、
そもそも忠実な復元などはあり得ないですよね。急な階段の中央にも当時なかったはずの
⼿摺の設置もされるでしょうし。あちこちに当時は無いものだらけになると思いますが、
ベルサイユ宮殿のエレベーターのように、いかに違和感なく⾒せたり隠せたり出来るかと
⾔うことがクリア出来たら問題無いと思いますがどうでしょう？   
A 建設会社のエレベーター設置検討案を見ても、不要ならば撤去して元通り？に出来る

と言うことですし、現在の各地の城に設置されているあのエレベーターのように景観を損

ねる見っとも無い感じでは無いですし、街のシンボルや観光資源としての木造化ですか

ら、どうせ新築するなら車椅子、歩行困難者用仮設エレベーターぐらいあっても良いと思

います。史実に忠実にと言うならば、改築を繰り返した長浜城のどの時期に統一して復元

するのかなどの検討や説明も必要だと思うのですが、その辺は結構スルーされているのも

疑問です。身体障碍者だけではなく、高齢になれば一定数の人たちは歩行困難者になりま

す。誰も天守閣のど真ん中に 20 人乗りのエレベーターを設置しろとは言ってないのに、な

ぜあそこまで頑なんでしょうか。バリアフリーじゃない、階段が大変だからなどの理由で

観光ルートから外される方がよっぽど損だと思います。新築である事実を隠せる訳でもな

いですし。そもそも今回の木造化は建築法除外対象になっているんでしょうか？ 
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Ｑ4. それはちがうね。滋賀県⺠でも認識されてない⽅が多いですが、⻑浜城の⽊造復元は
観光資源としての価値を⾼めようという⽬的ではなく、貴重な⽂化財を後世に遺すための
事業なのです。  現在の天守閣は耐震性に問題がありますが、⽂化庁は現在コンクリート
での再建を認めていません。したがって建て直すならば⽊造しかないのです。耐震補強と
いう⼿段がありますが、それをやっても４０年ほどの寿命になるだけです。 
 
A しかし人口減少や経済動向を予測すると、数十年後に何百億円もかかる事業が出来る保

証はない。少なくとも今よりかなり困難であることは誰にでもわかります。  となれば長

浜はシンボルである城を失う恐れもある。そういう背景から木造復元の機運が一気に高ま

ったのです。  貴重な文化財を後世に遺すのは市民としての義務であると考えます。だか

らこそ莫大な血税が投入される事業にも賛同できるのです。しかし、せっかく正確な図面

が残っており往時の姿を忠実に復元できる状況にありながら、エレベーターなどという近

代的な設備を作っては価値が台無しにされ、事業自体にとても賛成できなくなります。長

岡城は展望台ではないし、上って楽しむ施設でもありません。景色を見るならバリアフリ

ー化された、もっと高い建物がいくつもあります。本丸御殿と共に「忠実な復元」にの

み、価値があると思います。   

 障害者基本法第１条に規定されるように，障害者施策は，全ての国民が，障害の有無に

かかわらず，等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるという理

念にのっとり，全ての国民が，障害の有無によって分け隔てられることなく，相互に人格

と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して講じられる必要があります。       

 この基本計画では，このような社会の実現に向け，障害者を，必要な支援を受けなが

ら，自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体としてとらえ，障害者が自ら

の能力を昀大限発揮し自己実現できるよう支援するとともに，障害者の活動を制限し，社

会への参加を制約している社会的な障壁を除去するため，政府が取り組むべき障害者施策

の基本的な方向を定めるものとする  まずは「それだけの予算を投じる価値があるのか」

というところが争点になると思います。   

 この点は入城料収入で返済するといっても 50 年がかりの試算ですし、まあ予測の精度も

まったくあてにならないのですが、逆に予想を大きく上回るような観光効果もあるかもし

れませんよね。   

じっさい姫路城も予想より多かったですし、昨今の大阪城の外国人観光客の盛況ぶりを見

ていると十分可能性はあると思います（まあ外国人観光客はコンクリートの大阪城に満足

しているわけですから、木造にする意味は薄れますが）。なのでこの手の推測や憶測に基づ

いた試算で賛成や反対をするのはあまり意味がないかなと思っています。   

 それよりも「こんな巨大な木造建築、見たくない？」というシンプルな興味で判断した

ほうがいいんじゃないかなあ。   

もちろんほかにやることはあるだろうという予算使途の優先順位の問題はありますよね。  

熊本市における熊本城ほど、長浜城は県民にとって重要視されてません。長浜城を木造で

立て直すって、なんでだろう、それは文化的になんかいいことなんだろうか、と思ってた

ら、木造で昔どおり復元するんだから当然エレベーターはつかない、とか言い出した。そ

りゃあ、身障者団体は抗議するでしょう。自分の足で登れない者はお断り、ってことにな

る。そんな観光施設を、滋賀県という、日本の歴史手本にならなきゃいけない一流自治体

がが作っていいのか。   

 でも、滋賀県は「なんと言われてもエレベーターはつきません、文化的価値がなくなる

から」という。   
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「木造でないと、文化的価値がない」って、なんか、そんなに姫路や松本が羨ましいんだ

ろうか。国宝にならないのではないからかなと思われます。   

「自分が登れないからって文句を言うヤツは自分勝手だ」っていうのが、どうやら優勢な

議論のようですね。「エレベーター設置を求める人達がいます。」って、まるでクレイマー

集団みたいに言いますけどね。   

公共施設を、誰でも使えるように作らなきゃいけないってのは、今の世の中、そっちのほ

うが常識じゃないんですか？  こういう問題が起こると、ハタと思いますよね、日本史マ

ニアの「こだわり」って、普通の大多数の日本人にとっては迷惑でしかないんじゃないだ

ろうか、って。日本史マニアが日本史マニア同士で語り合ってる限りは「当たり前の常

識」でも、歴史に特別な興味のない一般人にとっては「非常識」でしかない、ってことは

いっぱいあります。これなんか、まさにそうですね。なんで木造じゃないと駄目なんだろ

うか。   

今、何の問題もなく建っている観光資源を、わざわざ壊して木造で建て直して、それで身

障者が上れない、年配者が上れない、そんなもの大金かけて作ることに、どんな社会的意

義があるんでしょう。  「女は土俵に上がれません、それが伝統文化だから」って言って

る人達と発想は同じだな。私は、長浜城は木造復元自体を、やめたほうがいいと思ってま

す。   

木造再建はバリアフリーに出来ないって気がついた時点で、あ、指摘してくれてありがと

う、今まで気がつかづにすいませんでした、って言って、木造計画自体を引っ込めるべき

だった、くらいに思います。   

私は歴史好きでお城大好きですけど、なにも日本中の城が木造になることはない。   

誰でも登れる鉄筋のお城は、それ自体が貴重な文化遺産だと思う。それを何故、わざわざ

壊して、建て直すの？   

愛知県のある首長は何か、ヨソに勝ちたい、自慢したいだけなんじゃないか、って気がし

ます。   

世界遺産にはならないよ、いくら建て替えても。わざわざ大金をかけて「弱者切り捨て施

設」を作ろうとしている。「私は、長浜城は木造復元自体を、やめたほうがいいと思ってま

す。    

 木造再建はバリアフリーに出来ないって気がついた時点で、あ、指摘してくれてありが

とう、今まで気がつかづにすいませんでした、って言って、木造計画自体を引っ込めるべ

きだった、くらいに思います。世界遺産にはならないよ、いくら建て替えても。  ある首

長は、わざわざ大金をかけて「弱者切り捨て施設」を作ろうとしている。「私は、木造復元

自体を、やめたほうがいいと思ってます。誰でも登れる鉄筋のお城は、それ自体が貴重な

文化遺産だと思う。それを何故、わざわざ壊して、立て直すの？世界遺産にはならない

よ、いくら建て替えても。 滋賀県は、わざわざ大金をかけて「弱者切り捨て施設」を作

ろうとしている。税金の大きな無駄遣いに他ならないですね。木造で作ってもおかねが増

えるとは緒思えませんしね。   

 ２０１６年の 4月 1日から「女性活躍推進法」と同じく「障害者差別解消法」（障害を理

由とする差別の解消の推進に関する法律）が施行されました。   たとえば、この法律の中

で「合理的配慮」という表現があるのですが、企業として 1人のビジネスパーソンとし

て、どのように対応をすればよいか理解していますでしょうか。多くの人は、この法律施

行さえ知らないだろうし、当事者の方も「結局社会は私たちに何をしてくれるの？」みた

いな部分もあると思い「障害者差別解消法」の企業対応の具体的内容と解説、参考資料の

紹介、あわせて障害者に関する課題について報告します。    
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 2013 年 6 月制定、2016 年 4 月施行となった「障害者差別解消法」。民間企業などは“努

力義務”となっていますが、対応や違反が慢性的にある場合は行政指導や罰金が課せられ

る可能性がありますので、注意が必要です。    

この法律では、「不当な差別的取扱い」として、例えば、障害を理由として、正当な理由な

く、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を禁止し

ています。また、障害のある方などから何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に

は、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行う

ことが求められます。この“合理的な配慮”が前述した「合理的配慮」を意味します。   

とすると合理的理由もないのに、障碍者が利用することのできない城郭を自治体が建設す

ることは、障碍者に対する合理的配慮を欠いた自治体の悪質な行為と言わざるを得ないと

理解せざるを得ません。例えば彦根城は木造のままでしろとしての機能や美を維持してい

るし、愛知県の犬山城も同様です。外国人のための観光目的だけなら、木造であろうとコ

ンクリート造であろうと大してかかわりはないはずです。日本人はあまり意味のないとこ

ろにこだわるのです  結局滋賀県は愛知県の名古屋と異なり適法で賢明な措置を選択し、

エレベーターを設置することとなった、また構造的にも耐震補強をしたうえで外観を補修

することとなった。請負工事は滋賀県の建設業者 近江建設株式会社が請け負うこととな

った。という風にえなは考えた。    

 

２.	 転落事故と労災・・・飯塚の悲劇 

 本格的な工事を行う前提として、足場等の仮設工事を行わなければならない。塗装工事

や屋根工事、外壁張替工事など建物の外側のリフォーム工事には仮設足場が欠かせませ

ん。   塗装工事や外壁工事などは実際に人が仕上げる工事のため、足場状況の善し悪しで

工事の完成度は大きく変わってきます。例えば職人さんが施工しやすい足場であれば、キ

ッチリと施工し仕上げることができますが、危険な足場やぐらつく足場で作業する場合、

やり辛い状況では施工に１００%集中出来ず、手間も余分にかかり仕上げの綺麗さに気が回

らない事もあります。それこそ手がギリギリで届くような位置を丁寧に仕上げることなど

できませんからね。足場工事は施工する職人さんのために安全で施工性の高い足場が求め

られます。足場の善し悪しで作業の質が大きく変わります。安すぎる足場や法定基準を無

視した足場は危険このうえありません。  作業中に事故などがあり、適切な足場で作業し

てないことが判明した場合その会社様は 悪、営業停止となってしまいます。その場合一

番困ってしまうのは発注者です。   

会社が潰れて工事保証が受けられないケース、 悪の場合、工事途中で作業停止となるケ

ースなどもあります。 

 令和５年９月午前１１時３５分ごろ、現場の長浜城天守の、玄関ホール天井の改修工事

中だった建設作業員の男性飯塚盛安が高さ１７メートルの鉄製の足場から転落した。男性

は全身を強く打った状態で病院に搬送され、全身骨折で長浜市民病院に搬送された。名前

は飯塚九三という。   
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 長浜市警察署によると、長浜城は５階建て相当の高さであった。男性は別の作業員と２

人で天井に向けて足場を組んでいたが、命綱を付けていなかった。同署は男性が誤って足

を踏み外したとみて事故原因を調べている。 

 塗装工事や屋根工事、外壁張替工事など建物の外側のリフォーム工事には仮設足場が欠

かせません。    

 塗装工事や外壁工事などは実際に人が仕上げる工事のため、足場状況の善し悪しで工事

の完成度は大きく変わってきます。例えば職人さんが施工しやすい足場であれば、キッチ

リと施工し仕上げることができますが、危険な足場やぐらつく足場で作業する場合、やり

辛い状況では施工に１００%集中出来ず、手間も余分にかかり仕上げの綺麗さに気が回らな

い事もあります。それこそ手がギリギリで届くような位置を丁寧に仕上げることなどでき

ませんからね。足場工事は施工する職人さんのために安全で施工性の高い足場が求められ

る。   

 

３.	 労災裁判 

飯塚は労災の給付金だけでは足りないと言うので、会社に対して、大津地裁に安全配慮義務

違反、不法行為を理由として、３０００万円の請求の裁判をおこした。原告が、被告会社の

従業員である内縁の夫のＢが長浜城の玄関の一部解体作業に従事していて当該建物の足場

のから落下して６か月の全身骨折したことが会社の安全配慮義務違反によるものである旨

を主張して、会社被告に対し、原告が会社に対して債務不履行に基づく損害賠償請求権の一

部及び遅延損害金支払請求権の合計額の一部の債権を有することの確定を求めた事案で、足

場に上がる作業を行う際には、踏み抜き(着用時靴底からの突起物の踏抜きを防止するため

に使用する部品)による落下事故の発生する危険が生ずることが明らかであるから、当該落

下事故の発生を防止するため、当該作業に従事する者の安全帯を親綱に掛けさせ、さらに、

当該屋根に上がる際には、その支柱等の上を移動させる等の配慮が必要となるところ、現場

責任者は、安全帯に親綱を通していない状態の飯塚に対し、本件スレート屋根上に登っては

ならない旨の特段の注意をすることもなく、陸屋根の上に垂れ下がり、又は本件スレート屋

根に引っ掛かった状態の親綱を本件スレート屋根に上げるように指示し、しかも、すべての

親綱を本件スレート屋根の上に上げる作業が終わる前に、飯塚の動静に注意を向けることも

なく、自らの作業をしていたというのであり、このような本件事故の発生時における状況に

鑑みると被告会社において飯塚に対する安全配慮義務を尽くしていたものということはで

きず、その結果、本件事故が発生したものといわざるをえないとする一方、２割の過失相殺

を認め、原告飯塚の請求を一部認容した事例であった（東京地方裁判所（第一審平成２８年 

５月３１日 参考）。  この結果飯塚は２4００万円の損害金を手にすることができた。この

金額の原資は、桜井社労士が上島生命・損害保険代理店から勧められた損害保険よって建設
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会社に契約締結してもらったもので、実損は会社にはなかった。日ごろから保険などで会社

防衛をしておくことは、極めて大事なことである。   

 

 

 もともと飯塚は経済産業省の地方支局のノンキャリの公務員で末端の事務をしていたと

いう。また埼玉県幼稚園をで経営していたが、補助金の不正受給で国家公務員法違反で解雇

となり、幼稚園も廃業に追い込まれたという経緯を持つという。  その後飯塚はその欲ふか

さが全面的に表に出てきて、同僚のあちこちに金が入った。もっと儲けてやると言いふらし、

村野証券大津支店にもっと儲けようと思ってＦＸを申し込んだ。   

 株式市場は上がり基調であったが、アメリカのバイデンと北朝鮮のキムの対立が激化し、

キムが威嚇のために発射したミサイルがハワイ沖に着弾し、ダウが大幅に下ってしまった。  

そのためにＦＸに手を出し、全額を出資した欲深な飯塚は１００円を残してほぼ全額すって

しまったという話である。   

さらに飯塚は妻からも見捨てられて離婚し、１００円残したうえで大阪西成区で生活保護を

受けながら公園の段ボールの豪邸で暮らしているといううわさである。また同じような仲間
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も大勢いて人生で一番しあせなときかもしれないもしれないようだ。その様子を見ていた元

近江ユニオンの某幹部は、飯塚が泥でこねたおにぎりを隣のテントで寝ていた人に「美味し

いですよ」と渡すのを見てやっと飯塚君も人間らしくなったと感じた。しかしわたしたおに

ぎりのせいで「こんな臭いものが食えるか」と飯塚は怒鳴られたうえで、ぼこぼこにされた

という。さらにわたした泥おにぎりを自分の顔にぐちゃとなすりつけられた。飯塚は介護の

認定を受け週１回お風呂のデイサービスを受けているという。そして段ボール仲間に「うん

こじじい」とよばれているそうである。そして飯塚は奇行のために認知症と診断された。 

飯塚みたいなじいさんのことを欲深な愚かな貧困老人といわれるそうだ。 

 

 解説  

労災を申請するうえで重要なポイントは、病院選びです。   

・労災病院・労災指定医療機関    

・それ以外の病院  上記のどちらを利用するかが非常に大切です。   

理由は以下の通りです。   

 

l 労災病院・労災指定医療機関を利用する場合 

指定医療機関を利用すると、その場でお金を払わずに、無料で治療を受けることができ

ます。 

l それ以外の病院を利用する場合 

下記フローチャートの通り、指定医療機関以外を利用する時は、一時的に治療費を立替

えることになり、あとで請求することで負担した費用が全額支給されます。あとで申請

をすれば費用は労災保険から補償されますが、怪我の程度によっては莫大な医療費を負

担する可能性もあります。そのため、やむを得ない事情が無い時は、その場で治療費を

払う必要の無い労災指定の病院を利用しましょう。 

 

l 労災指定の病院をあらかじめピックアップしておこう 

会社の労災担当の方は、労災が発生した際の病院選びに手間取らないよう、近隣の指定

医療機関のリストを作成することをおすすめします。  また、工場や支店など事業所が

複数ある会社は拠点ごとに、また建設業を営む会社は現場ごとにリストを作成すると良

いでしょう。  労災が発生した際に、従業員に費用の負担が掛からないよう、指定医療

機関を把握しておくことは非常に重要だと考えられます。   

指定医療機関は厚生労働省のホームページで検索可能です。 
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※1 会社から証明（押印）を貰えない場合も申請は可能です。（詳細は後の章で解説）   

※2 必要に応じて、労基署から聞き取り調査や、追加書類の提出を求められることもあります。  

※3 労基署が労災ではない、と判断した場合は給付金を受け取ることができません。 

    この時は、労基署に調査を再度行うよう、依頼ができます。 

そして桜井社労士の尽力もあって労災の給付がされた。 

 

 

４.	 ⽵⽣島（ちくぶじま）について 

 琵琶湖の北端近くに浮かぶ周囲２㎞ほどの小島で、西国三十三所霊場第三十番札所「宝巌

寺」と「都久夫須麻神社」が同居していて、季節を問わず参拝客が絶えません。 この島に

行くには、彦根港、長浜港、今津港からクルーズ船が出ていて何れも 30 分程で行けます。

彦根港からオーミマリンの船で竹生島に来ました。竹生島の港から、見上げると都久夫須麻

神社と宝厳寺が見えます。   

山の斜面に建物がたくさん見え、その荘厳な雰囲気に圧倒されます。中々の高さがあり 70
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分の滞在時間で全て見学できるか心配になりますが、意外にゆっくり見学して丁度良いくら

いだと思います。   

 船の料金はあくまでも往復の料金なので、ここでも券売機で拝観券を購入してから参道に

入れます。   

 国宝の宝厳寺唐門や本堂は修復中で残念でしたが、見どころ多い場所です。  

石段がかなりきついですね。 私のように汗っかきは涼しい季節とかの方が良いかも。汗だ

くになります。   

 境内のあちこちで琵琶湖の眺望が素晴らしいです。非常に素敵な島ですが、島内は港があ

る周辺のみしか見学ができないようです。   

 散策できる道を探しましたが見つかりませんでした。神が住む島と言うぐらい神聖な島だ

からでしょうかね？ それにご利益が必ずありますよ。   

 

 わたしは、毎年初日の出を見ながら、家族の健康や平和な 1年への感謝を祈っているのだ

けど、太陽の光を眺め祈る瞬間は、いまも昔も、どんな人だろうと、純粋というか素のまま

というか…差はないのかな？と思うときがある。これは八百万の神さまの信仰に近いのだろ

うか。   

 

 もちろん、昔の人はもっと自然が身近で、良くも悪くも（災害とかもあるし）自然の力を

感じて生きていたのだから、その重みは違うのかもしれないけれど。  それでも、現代にお

いても八百万の神さまを無理なく受け入れられる感覚がある、と言うのはとても興味深い。   

この、自然の力を感じる…に繋がる話として、「気（氣）」がある。  元気、空気、景気、活

気、覇気、正気、精気、気配、気分、やる気、気持ち、気遣い、気合い、気晴らし、気が抜

ける、気張る、無邪気、邪気、病気…。  わたしたちの日常には、気（氣）が溢れている。

見えない何かを表した言葉が付いている言葉がたくさんあって、現代も日常のなかで当たり

前に使われている、というのも面白い。      

 

 私はパワースポットと言われる熱田神宮、伊勢神宮、京都の平安神宮、明治神宮、靖国人

者など行くことありますが、神の存在を感じたことはありませんが竹生島の日本三弁財天の

一つに数えられる宝厳寺や都久夫須麻神社に来たときは、神の気配を感じました。自分は生

かされているという気配です。   
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4.1 ⽵⽣島の観光スポット 

 

 
国宝「唐⾨」・重⽂「観⾳堂」 

 

国宝・重文に指定されている唐門と観音堂には豪華絢爛な桃山様式の美しい彫刻や鮮やか

な文様が今も残されています。 

 

 
三重塔 

 

お釈迦様の遺骨を納めた仏舎利塔をかたどった三重塔は江戸時代初期に焼失して以来、 

2000 年に約 350 年ぶりに復元されました。  竹生島港から徒歩約 15 分とはいっても船から

頂上の信者まで無駆け足で登るとどっと疲れが出ます。 

 

アクセス：長浜市早崎町 1664-1 （竹生島港から徒歩約 15 分） 
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重要⽂化財「⾈廊下」 

  

朝鮮出兵の際に秀吉の御座船として作られた船櫓（ふなやぐら）から作られた舟廊下。宝

厳寺と都久夫須麻神社を繋いでいます。 

 

 
祈りの階段 

出典 :トリップアドバイザー 
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4.2 乗船ポイント・ルート 

 

 

料金・時刻表（詳しくはこちら） 

長浜港・今津港どちらからも乗船できますが、長浜から行くのがお勧めです。 

・長浜港（30 分） 

・竹生島港（25 分） 

・今津港 

 

  


