
 

◆地元関係者活動発表 （白浜荘 アネックス淡海にて） 

テーマは、 「グリーンツーリズム・エコツーリズムによる歓交で地域づくりの循環」で、高島市を代表して、 

① びわ湖高島観光協会 ②畑の棚田 ③針江生水の郷委員会 ④アドベリー生産協議会 ⑤湖西夢ふるさと

ワイワイ倶楽部の５グループの発表した。 

◆ 湖西夢ふるさとワイワイ倶楽部は、湖西全域をびわ湖淡水博物館とみなし、あるものさがしで（ごみの山）を宝

にヘンシン物語を発表した。発表内容は、下記の通り。 

  

※歓交：造語で、歓は近江商人の三方よしを意味し 

 交は交流を意味する。 

万葉集に歌われた高島

• 何処にか 舟乗しけむ 高島の 香取の浦ゆ 漕ぎ出来る船

• 何処にか われは宿らん 高島の 勝野の原に この日暮れなば

• 大御船 泊ててさもらう 高島の 三尾の勝野の 渚し思ほゆ

• 思ひつつ 来れど来かねて 水尾が崎 真長の浦を またかへり見つつ

• 大船の 香取の海は 碇
おろし

如何
なる人か

物思
はざらむ

• 旅なれば 夜中
を指して

照
る月の

高島山
に
隠
らる惜

しも

• さ夜深けて 夜中の方に おぼほしく 呼びし舟人 泊てにけむかも

❖万葉歌碑

与謝野鉄幹・晶子の歌碑 しらひげの 神
の御前にわくいつみ

これをむすへは人
の清まる

紫式部の歌碑 三尾
の海に

網引
く民の

てまもなく 立
ち居につけて

都恋
しも

３

2016,9 ,7 蛇谷ヶ峰トレッキング

宿泊施設連携：企業研修

ＰＬＣＡサイクル

組織のほうれんそう

 

このように高島市は、万葉集に数多く詠まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちの笑湖活動

１．登山道の整備とトレッキングなど

2017,8,28/9,1蛇谷ヶ峰 赤テープ付け 草刈り機で登山道整備

サルトリイバラはハサミで切る

2017,9,4 蛇谷ヶ峰トレッキング

宿泊施設連携：企業研修

里山の利用の仕方で、

新しい学びのあった事例

ＰＤＣＡのサイクル

組織のほうれんそう

１ー①１ー①１ー①１ー① 登山道の整備登山道の整備登山道の整備登山道の整備

６

インターンシップ

 

私たちの笑湖活動１－②登山道の整備

阿弥陀山 2017,4,29 チェンソーで倒木処理・ロープの付替

切れたロープの付替え

下山口が塞がっている

チェンソーで

整備した下山口

阿弥陀山ハイキング宿泊施設にお泊りの小学5年生 2016,6,8

落ちていた鹿の角を観察
ウラジロの葉の裏を観察

ロープを使って

７

    

高島市の奥山から注ぐ水量は、びわ湖全体水量の３８パーセント。奥山の源流

から琵琶湖に注ぐ「水」と「人」が深い関わりを持ちながら生まれてきた生活

文化、気候・風土と知恵がつくりだした発酵文化（鮒ずし。地酒など）など固

有の食があります。琵琶湖は、約４００万年もの歴史を持つ古代湖で、近畿 

１４５０万人の命の水源です。私たちの誇りです。 

湖西夢ふるさとワイワイ倶楽部活動

❉産官民が地域資源の活用に向けてウォーキ

ング型事業実施のため発足(1999,4～)

❉ファン倶楽部の会員組織化も並行して進める

❉滋賀県の補助 後に高島市の補助

現在補助金なし(2013年度～）

❉会員向け情報誌「きゃんせ」を年1回発行

❉ホームページに催事情報など定期的に発信

“自然や資源を大切に、あるもの探しで高島市の自然・歴史・生活文化を5感で楽しみましょ

う“という理念の元、地域交流創出・エコツーリズムの推進、食育の推進で、環境保全活動

と地域活性化を両輪に活動

2016,5,28教育旅行

川遊びと自然観察

2016,4,19 企業研研修

荒れ地の開拓

2016,5,22竹林整備

2017,8,26 蛇谷ヶ峰登山道整備

４

私たちは、湖西地域全体を琵琶湖文化淡水博物館とみなし、歴史・自然・

生活文化・観光施設をご紹介するウォーキングイベントを 1999から開

催。暮らしそのものを観光資源とし環境保全活動と地域活性化を両輪に

活動。景観保持、危険防止のため、古道や登山道の整備を１７年以上実

施。地域の協力も得て、古道（ゴミの山）を観光コースに整備。2,007

年から荒廃した竹林の再生整備を開始。竹林再生整備体験をエコツアー

プログラム化した新竹取物語は、多くの世代がご参加。宿泊施設や観光

協会などと連携した教育旅行や企業研修も受け入れ、市外の若い人の力

を借りて、竹林再生整備をしてます。 

私たちの活動方針

☞琵琶湖を中心ということで笑湖（エコ）活動という形で活動

☞人と人が交流することにより人の思いが育まれ,笑湖（エコ）

活動を、次の世代の方が引き継いでくれると考え活動

☞繰り返し高島市に来て下さる

高島ファンを作り「人と人」

「人と自然」「人と未来」を繋ぐ

地域つくりを進め、生物多様

性の魅力をびわ湖 高島から

発信する

2017,3,5残雪を楽しむ七尾山トレッキング

2017 ,2,26スノーシュートレッキング日計山

2017 ,1,29スノーシュートレッキング

蛇谷ヶ峰

雪は、琵琶湖の湖底に酸素・栄養素を送るたいせつなもの

５

 

 

私たちの活動方針は、来訪者と地元の者が共に、琵琶湖の環境につ

いて考えるということで笑湖（エコ）活動という形で活動。 

宿泊施設にお泊りの小学 5 年生さんを阿弥陀山ハイキングにご案内するために、チ

ェンソウーで倒木処理や切れたロープの付替えなどした。阿弥陀山山頂から中野林

道のコースは、私たちが、塞がって道など無い所を観光コースに整備。4 日間かけ



具体的に、私たちの笑湖活動についてご紹介。草刈り機で登山道を 

整備して、宿泊施設にお泊りの企業研修：インターンシップの方を 

ご案内。里山利用で新しい学びのあった事例。 

私たちの笑湖活動２－３ 竹林整備と新竹取物語

2015,6,1大阪Ｋ市中学2年生 竹林整備体験 びわ湖高島観光協会連携 2016,4,18竹林整備

2016,4,19~20企業研修東京Ｉ忠商事 びわ湖高島観光協会・宿泊施設と連携事業

高島名物 “とんちゃん焼き竹釜割り体験

香りもいた

だきましょう

山菜天ぷら
竹チップ機械

私たちの笑湖活動２－３ 竹林整備と新竹取物語

１０

私たちの笑湖活動２ 竹林整備と新竹取物語誕生

2007,7,3竹林整備開始 2007,7,4滋賀県職員の指導で粉砕機を使用

2007,12カブトムシが自生

2007年12月には、固い地面

がフサフサの気持ち良い土壌

に変身。キジ・アカゲラなど小

鳥やカブトムシ・ミミズなど生

物が豊富。ミョウガや山野草

がたくさん自生した

2008,3,8第一回新竹取物語

８

  

 

 

 

 

私たちの笑湖活動２－３ 竹林整備と新竹取物語

2015,6,1大阪Ｋ市中学2年生 竹林整備体験 びわ湖高島観光協会連携 2016,4,18竹林整備

2016,4,19~20企業研修東京Ｉ忠商事 びわ湖高島観光協会・宿泊施設と連携事業

高島名物 “とんちゃん焼き竹釜割り体験

香りもいた

だきましょう

山菜天ぷら
竹チップ機械

私たちの笑湖活動２－３ 竹林整備と新竹取物語

１０

 

宿泊施設・琵琶湖高島観光協会の連携事業。上は、中学 2 年生。下は、 

東京のＩ企業さん。この事例も学びが多かった。 

私たちの笑湖活動４ トレッキング・スノーシュー・歴史ハイキング

2017,2,22武奈ヶ岳

スノーシュー
藤樹書院にて

2017，9,2~3大野市一泊キャンプトレッキング

宝慶寺キャンプ場

2017,4,29阿弥陀山ハイキング

太山寺城跡を訪ねて
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造り酒屋での体験

 

 

全国シェア 90％を誇る地場産業扇骨を支えてきた安曇川河畔林の竹林は、

伝材料を中国などからの輸入で荒廃しゴミの山になった。2007,7 から竹林

の再生整備を開始。12 月には、固い地面がフサフサの気持ち良い土壌に変

身。小鳥やカブトムシなど生き物が豊富になり、山野草が沢山自生。 

自然は、少し手を加えるとすばらしく再生することを学んだ。 

私たちの笑湖活動２－２ 竹林整備と新竹取物語

2010,7,28 奈良県Ｔ塚山小学

3年生 阿弥陀山ハイキング

2011,7,28 奈良県Ｔ塚山小学

3年生 新竹取物語

毎年来て下さ

るリピーター

さん。来年は、

2018,7,31に

予約が入って

いる

教育旅行：宿泊施設にお泊り ２０１７，７，２８

2017 ,7,28奈良県Ｔ塚山小学3年生：右から 竹伐り 竹細工 竹馬 竹釜割り体験

９

自生している

カブトムシ

 宿泊施設にお泊りの小学 3年生さんの事例。8年のリピーター。来年の予約

も入っている。このように様々な体験を 5感で楽しんでいただく。体験を通

して、全国シェアー90 パーセントを誇る扇骨の歴史・安曇川の歴史を伝え

ていきたい。 

私たちの笑湖活動３ 休耕畑・荒れ地利用と食育

2016,4,19~20企業研修東京Ｉ忠商事 びわ湖高島観光協会・宿泊施設と連携事業

2017,5,21新竹取物語

5月祭 さつまいもの苗植え

2016,5,23教育旅行 中学2年生

びわ湖高島観光協会連携事業

共同調理

2016,10,16新竹取物語

収穫祭 芋掘り

にわか喫茶 栃餅ぜん ざい

郷土料理 ”ゆ るぎか ぶら”の糠漬け 2014,12 ,14

1１

 上の写真は、荒れ地をさつまいも畑に開拓していただき、新竹取物語 5月祭で、

さつまいもを植えていただいた。下の写真は、共同調理・郷土料理の事例。 

コースに道の駅など観光施設に寄ります。 

私たちの笑湖活動5 自然観察

2017,5,21 さつまいもの苗植え 2016,10,16柿と山栗

山栗は、トレッキングの下見で

拾ってきたもの

そっと覗いてみましょう

リョウメンシダは裏表を観る

手で触れてみると柔らかい

2017,9,10堂満岳

落ちていたシキミの実の中を

見てみましょう

2017,7,14竹林に自生

するカブトムシの観察

2017,7,19横山岳
2017,6,14ウツギの名前

の由来を考える

2017,6,9阿弥陀山ハイキング

大阪小学5年生クロモジの香りを嗅ぐ

高島市は、自然観察の宝庫であり、体験の宝庫である。中央分水嶺が 80ｋｍ通っ

ているので、日本海側と太平洋側の植生が楽しめる。５感で楽しむ。 



私たちの笑湖活動の特徴

①高島市全域をびわ湖淡水文化博物館をみなす。 （高島市は、豊かな自然・歴史、環境にこだわる生活

文化、優れた才能のあるリーダーが多い。大人には懐かしい、子供には新鮮な体験がたくさんできる）

②活動を長く継続できるように、参加費を安くするため、子供から大人まで楽しみながら体験で

きるプログラムを実施し、体験料を徴収することで不足する竹林整備費用を補填

③地域の宿泊施設や観光協会などと連携した教育旅行や企業研修、環境学習を兼ねた高島市

周辺をご案内し、観光施設や特産品販売施設などツアー工程に組み込むなど、結果として地域

ぐるみの取組に発展

④食育活動も取り入れ、休耕畑の利用・笑湖クッキング・郷土料理などの体験ﾒﾆｭｰが豊富

⑤竹林の整備効果でカワミドリやレンプクソウなど山野草が育ち、カブトムシなど昆虫が増え自

然再生について学習できる場として価値が向上

⑥竹林整備が、安曇川の維持管理に役立ち、洪水氾濫防止や不法投棄対策として効果あり

⑦高島市民を無料化で、次世代の育成とスタッフとして活動。市外から繰り返し参加くださる高

島ファンもスタッフとして活動。
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受賞歴

❉“水のめぐみ”とふれあう水の里の旅コンテスト2011  優秀賞 国土交通省主催(H.23.4.1)

❉第８回エコツーリズム大賞 特別賞 環境省/日本エコツーリズム協会主催(H.25.3.21)

❉平成２６年度手づくり郷土賞 国土交通省主催 (H.27.1.30)

❉第一回日本自然保護大賞 地域活力部門 日本自然保護協会主催(H.27.3.8)

❉第１１回エコツーリズム大賞 優秀賞 環境省/日本エコツーリズム協会主催(H.28.3.10)

❉“水のめぐみ”とふれあう水の里の旅コンテスト2016 特別賞「観光庁観光資源課長賞」

国土交通省主催(H.29.1.17)

みなさま方のお陰と感謝もうしあげます。今後ともよろしくご指導くださいませ。

ご清聴ありがとうございました
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まとめ

• 笑湖活動で高島の里山は、人と自然の良き生活空間であることを学習し、大人には懐かしい

子供には新鮮な体験がたくさんできる。また、才能あるリーダーの方がたくさんおられる。私た

ちも多くの方々のご指導・ご協力で、活動は19年目である。連携の大切さを学んだ。

• 連携による歓交で、里山の新しい利用の仕方（トレッキング・新竹取物語）があり、私たちも学びの多

い事例があった。また、空き家の問い合わせや学生さんのボランティアの問い合わせなどもあ

り。交流人口を増やことの大切さも学んだ。高島ファン・特産品のファンを増やす。

• 今後も、竹林をホームグランドとして、心弾ませ、高島市に来て下さる高島ファンがたくさんで

きるような笑湖ツアーを創出・展開し、地域の環境保全活動と地域の活性化を両輪に活動し、

地域つくりに努め、生物多様性の魅力を琵琶湖高島から発信。

ご清聴ありがとうございました。
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◆１９：００～懇親会 

 


