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Abstract The decline of specific local industries together with the dual effects of depopulation and an aging society have led to a 
loss in many rural areas of economical and social vigor. In an attempt to redress this situation, many regions in Japan are trying 
to develop a variety of enterprises aimed at regional reactivation and regional promotion. In recent years, many regions have 
been making active use of the Internet to transmit information about their local areas, making it much easier for people to obtain 
local information on other areas outside their own. This dissemination of regional information has led in turn to many cases of 
interchange between residents of regions with different characteristics. In this study, I look at one such interchange between 
local residents in different regions, the example of the town of Takashima in Shiga Prefecture, which is engaged in a regional 
promotion scheme through urban area and farm village exchange enterprises, and try and grasp its defining features. 
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１．はじめに 

田園地域においては,地場産業の衰退だけではなく,過疎

化と高齢化が同時に進行することにより,経済的,社会的な

活気が喪失される地域が多い。このような状況に対応する

ように,全国各地で様々な地域活性化,地域振興のための事

業が展開されている。また近年では,インターネットを利用

した地域の情報発信も活発に行われるようになり,紙メデ

ィアのみの時代よりも,他地域の地域情報を容易に入手す

ることができるようになった。そして地域情報の発信を契

機として,異なる特性を持つ地域の住民同士が交流するケ

ースもみられる。このような事例のうち本研究は,都市・農

村交流事業により地域振興に取り組んでいる滋賀県高島町

を事例として,文献調査及びヒアリング調査の結果にもと

づき,その特性について把握することを目的とする。 

 

２．高島町の概要 

 高島町は図１に示すように琵琶湖西岸の比良山地の北部

に位置しており,人口約7,200人の小規模な町であるが,こ

の地域の中心地である。この町の歴史は古く,町内には奈良

県の藤ノ木古墳とほぼ同年代のものと認められている鴨稲

荷山古墳(6世紀前半)もある。また町内の湖岸域を国道161

号線が縦断しているが,これは畿内と北陸地方を結ぶ最短

路として古来重要な役割を果たしてきた北陸道（西近江路）

とほぼ一致している。戦国時代には織田信長の甥にあたる

織田信澄によって水城である大溝城が築かれ,現在も古い

家並や町割用水路などが残っており,湖西唯一の城下町の

景観が保たれている。さらに市街地の外周部には,長寿の神

として知られる白鬚神社や鵜川四十八体石仏群などの歴史

的遺産も数多く残っている。 

なお高島町が位置する琵琶湖西岸には高島郡があり,小

規模な６町から構成されている。地理的,地形的要因により,

京阪神大都市圏の中心部からこの地域へのアクセス条件は,

琵琶湖東岸の彦根市や長浜市の周辺地域と比べて良くなく,

あまり都市化が進行していない地域である。 

しかし古来大陸からの渡来人が多く居住した地域であり,

蓬莱や小野といった現在の地名にもその名残が残っている。

また高島郡では高島町以外にも,新旭町の風車村における

風力発電,マキノ町のレクリェーション交流事業など,それ

ぞれ個性溢れるまちづくりが行われている。高島郡の６つ

の町は2005年 1月に合併し,新市名称は「高島市」となる

予定である。 

 

３．高島町のまちづくり事業の特性 

３－１．まちづくり事業の経緯 

高島町では,2001年３月に,まちづくりのテーマを「人と

自然がふれあうパートナーシップのまち～未来チャレンジ

タウン高島」とした第４次総合計画（チャレンジ未来（ゆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 滋賀県高島町の位置 
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め）プラン 2010）が策定された。このことを契機として,

特に地域に密着した自治会・区などの既存コミュニティ組

織を対象とした様々な補助事業が推進されている。そして

各種事業の概要は,「草の根まちづくり資料集」1）としてま

とめられ,高島町のホームページでも公開されている。これ

らのことから高島町のまちづくり事業の大きな特徴は,都

市地域とは異なり,地縁的,血縁的な既存のコミュニティ組

織を基盤とした,｢草の根｣のまちづくりを目指す点にある

といえる。 

高島町における特に代表的な地域振興事業として,図２

に示した町中心部の勝野地区における旧市街地で行われて

いるアイルランドとの交流及び中心地や商業地の活性化を

テーマとしたものと,中山間部の畑地区及び鵜川地区にお

ける棚田地域での農業振興をテーマとしたものの２つが挙

げられる。これらの２つの地域振興事業は,中心地や商業地

のにぎわいを演出することによるまちづくりと,農村的要

素による村おこしであり,たいへん対照的な性格を持つも

のである。以下ではこれら２つのまちづくり事業について,

さらに説明を加える。 

 

３－２．アイルランドとの交流をテーマとしたまちづくり 

1987年に「ガリバー青少年旅行村」が町の南西部にオー

プンし,開村式に駐日アイルランド大使が出席,両国・町の

友好を誓うメッセージが交わされ,友好交流が始まった。

「ガリバー」というネーミングは,アイルランドの作家ジョ

ナサン・スゥイフトの「ガリバー旅行記」をヒントにした

ものであり,物語にあるガリバーのようなチャレンジ精神

でまちづくりを進めようという意味が込められている。さ

らに写真１に示すようにJR高島駅前にはガリバー･メルヘ

ン広場,町役場付近には総合文化施設のアイリッシュ･パー

ク（ガリバー・ホール）など,町の要所にガリバーやアイル

ランドにちなんだ施設やモニュメントが建設されている。 

このようなアイルランドとの交流による独特のまちづく

りに加え,高島町固有の歴史や文化を基盤としたまちづく

りも同時進行で行われている。高島町は前述のように琵琶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 高島町におけるまちづくり事業の地区 

湖西岸では唯一の城下町であり,現在でも中心部の勝野地

区の旧市街地には陣屋の惣門や武家屋敷が残っており,町

割用水路が張り巡らされている。 

この地区における築150年の旧商家（油屋）を町商工会

の有志 22 人が手づくりで改修し, 1996 年には写真２に示

すようにたかしまアイルランド交流館「ビレッジ１号館」

がオープンした。これは,アイルランドとの交流と高島町固

有の文化がうまく調和した施設である。現在の同地区には,

旧北陸道沿いの表通りに醤油の醸造元,土蔵,古い民家を改

造して,個性的なショップやみやげもの店,特産物店などの

施設を備えたアイリッシュビレッジが整備されている。ま

た裏通りには古いまちなみや町割用水路が復元され,来訪

者が散策できるように歩道の整備が行われている。 

このように高島町のまちづくりの大きな特色は, 外来文

化と地域固有の特性とを融合させた中心地や商業地の活性

化に示されているといえる。 

 

３－３．棚田地域を舞台とした村おこし 

一方高島町は,琵琶湖西岸の城下町としての性格ととも

に,農村地域であるという性格も合わせもっている。高島町

が立地する琵琶湖の西岸地域では，森林地域が琵琶湖の湖 

 

 

写真１ JR高島駅前のガリバー･メルヘン広場（2003年 12月） 

 

 

写真２ 中心市街地のビレッジ１号館（2003年 12月） 
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面近くまで逼っているため，古くから多くの棚田が形成さ

れてきた。写真３に示した高島町の北西部の畑地区は，1999

年 7月に滋賀県内で唯一，農林水産省の「日本の棚田百選」

に選ばれた地区である。この地区内では15.4ha，359枚の

棚田が幾何学模様のように広がっており，上部と下部の標

高差は 100ｍにも及んでいる。１枚当たりの面積は僅か３

～４a と小さく，石積みの畦畔をもつ管理の行き届いた田

がきれいに積み上げられている。そしてその昔の棚田は山

頂付近まで連なり，実りの秋には黄金色に変えたといわれ

ている。 

一方棚田は，ただ単に米の生産の場だけでなく，水を湛

えた田んぼは雨水の調節機能も果たしていることから，傾

斜地の土壌の流出を防止するなど多面的な役割が現在見直

されている。また多様な生物の生息空間であることも再認

識されるようになり,生態系保全の観点からも棚田の役割

が重要視されるようになぅた。しかし現実には，農業の担

い手の高齢化，後継者不足などで，地元農家だけでは棚田

を保全することが困難であることなど深刻な問題も多く抱

えている。 

このような状況のなかで,「日本の棚田百選」に指定され

たことを契機として，それまでひっそりとした山里は外部

の人達の注目を集め，来訪者も日増しに増え，地域の様子

も様変わりしてきた。特に京阪神の都市地域からの来訪者

の指摘により,畑地区の区民が自分達の地区の良い所を新

たに発見し,自分達の居住地域に誇りを持つようになって

きた。 

さらに高島町では住民の間にも棚田を見直す動きが広ま

り，都市と農村の交流事業（「畑の棚田ふれあい交流事業」）

を打ち出されたことによりそのような気運が高まった。こ

の事業は高島町が推進しているグリーン・ツーリズムの一

環として実施するもので，地域の自然環境資源を活かしな

がら都市住民との交流を推進していくものである。その一

つが「棚田オーナー制度」であり，都市住民に棚田での農

作業を体験してもらい，景観の美しさだけではなく,棚田で

稲作の難しさや厳しさも理解してもらうことで，棚田保全

の輪を広げていくことを目的としている。 

畑地区の棚田では,表１に詳細を示すように40組のオー

ナーを募集している。オーナーには１区画約 100m2 の農地

を年間３万円で貸し付け，田植えと稲刈り，野菜の収穫な

ど年間４回の農作業に参加してもらい，収穫した棚田米

40kg のほか野菜などを提供するシステムが採用されてい

る。 

なお高島町南東部の鵜川地区でも，農林水産省の棚田百

選にこそ選定されなかったものの，写真４に示すように広

い棚田が琵琶湖岸から森林地域にかけて掲載されている。

鵜川地区には，生産者の顔が見える品質自慢の農産物直売

所「うかわファームマート」や，農作業を体験することが

できる鵜川ファームミュージアムふれあい農園があり，畑

地区と同様に京阪神の都市地域からの来訪者が多い。特に

鵜川ファームミュージアムふれあい農園では, 農作業体験

への応募者を募集している。ここでは地元の農家の方々か

ら本格的な農業指導を受け,果樹や水稲以外にも野菜や草

花の栽培を行うことができる。 

 

 

写真３ 畑地区の棚田（2003年 11月） 

 

 

写真４ 鵜川地区の棚田（2003年 11月） 

 

表１ 高島町の棚田オーナー制度の詳細  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）高島町ホームページを参照して作成 

 

応募資格
・農作業に興味・関心のある方 ４０組。

内容、料金等
・１区画の面積は、１００㎡を基準とし、田１枚（５０㎡～３００㎡…別途
料金設定）でも可能とします。

・オーナー料金は３０，０００円／１００㎡です。
・収穫したお米はお持ち帰りできます。（玄米コシヒカリ約４０ｋｇ）
・収穫米をみそに加工してお渡しすることもできます。（希望される
方のみ）

・野菜の作付け、収穫もできます。

おまかせコース
・田植え、稲刈りは農家の指導のもとオーナーと一緒に行います。
・田起し、代掻き、草刈り、水管理、施肥等は農家が行います。

こだわりコース
・田植え、草刈り、施肥、稲刈りは農家の指導のもとオーナーと一緒
に行います。（ホームスティも可）

・田起し、代掻き、水管理等は農家が行います。
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４．都市･農村の交流事業による地域振興 

４－１．棚田を舞台とした交流事業の効果 

棚田を舞台にした交流事業はオーナー制度だけにとどま

らず，棚田まつりやフォトコンテスト，かかしコンクール 

などのイベントとのジョイント企画が棚田のアピールにと

って大きな役割を果たした。畑地区では，ここ数年で町を

代表する特産品として，ダイコンや白菜，ナス，キュウリ

などの「畑漬け」，棚田米と地元の大豆を使い無添加で素材

にこだわった「棚田みそ」など，数多く生まれているとい

うことである。 

このような棚田を舞台にした農村住民と都市住民（主に

京阪神）との交流が地域興しの原動力となり，地区の活性

化にも大きな弾みをつけた。地元で取れた野菜や特産品の

売上も農家の収入となり，このことがコミュニティ・ビジ

ネスのチャンスを生み出すだけではなく,特に高齢者層の

生きがいにもつながっているということである。なお大津

市の琵琶湖ホテル内の和食料理店では，セタシジミや近江

牛などの滋賀県の特産物とともに,高島町の棚田米を調理

して客に提供することにより，県外からの宿泊者へのＰＲ

にも一役買っている。 

今まで埋もれていた「棚田」という新たな地域資源を発

掘し，その農耕にあたっての不便さや効率の悪さを逆手に

とって，農村や田園地域への憧れが強いと考えられる都市

住民を地域に呼び込もうとするグリーン・ツーリズムの手

法を取り入れたのは，「地元農家の力だけでは，棚田は守っ

ていけない」という危機感が原点にあったためである。そ

して最初は来訪者による口コミで始まったグリーン・ツー

リズムにより,都市住民との交流が始まり，集落が明るく活

気づいてきたとの区民からの声も聞かれるようになった。

「人が喜んでくれるものを提供している」という畑地区の

区民,特に高齢者層の自信と誇りにつながっていることは

大きな成果であるといえる。 

 

４－２．都市的要素と農村的要素の複合による地域振興 

さらに高島町では,棚田を舞台とした村おこしだけでは

なく,前章でも紹介した特色ある中心地や商業地の活性化

によるまちづくりも同時に行われている。そのため高島町

のもつ都市的要素と農村的要素を最大限に生かし,２つの

異なる要素を複合化した地域振興が展開されているといえ

る。 

たとえば,棚田地域を訪問した来訪者が農業体験に従事

したり,農産物を購入したりした後に,中心地のアイリッシ

ュビレッジに移動する。そして今度は,アイリッシュビレッ

ジ内で郷土料理を楽しみ，特産物を購入することができる。

あるいは,城下町の風情が残るまちなみを散策することが

できる。このように都市と農村という２つの相反する要素

を同時に生かし,既存のコミュニティ組織を基盤とした草

の根的な地域振興の事例として,高島町での取り組みはた

いへん貴重であるといえる。 

５．おわりに  

～琵琶湖･淀川水系の上下流域の交流の可能性～ 

本報告で紹介した高島町におけるまちづくりや都市･農

村交流は,図３に示した琵琶湖･淀川水系という地域におい

ては,上流域及び中流域，下流域との交流という意義も合わ

せもっている。琵琶湖は近畿1,400万人の水源として,滋賀

県内だけではなく,大阪府,京都府,兵庫県などの琵琶湖・淀

川水系の中流域や下流域に水を供給し,生活や産業を支え

ている。しかしこれらの中流域から下流域にかけての地域

の住民は,水源地である上流域がどのような地域であるの

か実情をあまり認識していない人々の割合も多いのが現状

である。 

そのため上流域から始まった都市・農村の交流事業によ

り,上流域及び中流域の住民が上流域を訪問することから

生じる二次的な効果として,琵琶湖･淀川水系の上下流域の

各住民間の交流が実現し,相互の地域の実情を知り合うこ

とが期待できる。今後は都市･農村の交流だけではなく,流

域内の農村,山村,漁村間の交流が生まれる可能性もあるの

ではないだろうか。 

 

 

図３ 琵琶湖･淀川水系 

注）財団法人琵琶湖･淀川水質保全機構ホームページより引用 
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