


開催日程

令和４年１０月１日（土）

令和４年１０月２日（日）

時 間 内 容 場 所 

8：30～ 

現地見学会 

 畑の棚田見学コース 

 鵜川の棚田見学コース 

観光エクスカーション 

 針江生水の郷かばた見学コース 

 メタセコイア並木散策と秋の味覚狩りコース 

 おっきん椋川交流館訪問コース 

 クアオルト健康ウオーキングコース 

市内各地 

11：30～ 閉会式典 高島市民会館 

 

時 間 内 容 場 所 

8：40～ 受付 
 

 

 

 

高島市民会館 

 

 

 

 

9：30～ オープニングアトラクション 

10：00～ 開会式典 

10：30～ 事例発表「中山間地域の取組と活動紹介」 

11：00～ 基調講演「棚田地域の保全と継承」 

12：30～ 

移動・昼食・休憩 

※各分科会場へは、こちらで用意する無料バスでご移動ください。第３分科会と特別

分科会の参加者様は徒歩にてご移動ください。 

（各分科会終了後は、高島市民会館、奥琵琶湖マキノグランドパークホテル、今津サ

ンブリッジホテル、びわ湖畔リゾート白浜荘、各会場最寄り駅へお送りします。） 

※全国棚田（千枚田）サミットオリジナル弁当をお申込みいただいた方は、下記の該

当する会場でお受け取りいただき、お召し上がりください。 

第１分科会参加者：ガリバーホール 

第２分科会参加者：藤樹の里文化芸術会館 

第３分科会・特別分科会・その他：今津東コミュニティセンター 

14：30～ 

第１分科会 棚田を見守る”人”が芽生える 

～関係人口の創出と外部との連携～ 
ガリバーホール 

第２分科会 棚田に根付く”価値”を繋げる 

～地域産業の振興と次世代への継承～ 
藤樹の里文化芸術会館 

第３分科会 棚田を囲む”くらし”を感じる 

～農山村の魅力体験と移住促進～ 
高島市民会館 

特別分科会 棚田まもりびとミーティング 今津東コミュニティセンター 

 



１日目 １０月１日（土）

オープニング

市内団体による合唱と棚田に対する
作文の朗読を組み合わせた全国棚田サ
ミットオリジナルの舞台を披露します。

事例発表

「中山間地域の保全と継承」
滋賀県 農政水産部 農村振興課

滋賀県各地で地域の財産である棚田を
保全し、次世代に引き継ぐために積極的
に活動されているみなさんを紹介します。

基調講演

「棚田地域の保全と継承」
棚田学会 会長 山路 永司 氏

愛媛県出身。1978年東京
大学農学部農業工学科卒
業。1981年東京大学農学
部助手、1989年同助教授
を経て、1999年東京大学
大学院新領域創成科学研
究科教授（現職）、東京
大学名誉教授

第１分科会 第２分科会

第３分科会 特別分科会

「棚田を見守る“人”が芽生える」
～関係人口の創出と外部との連携～

［コーディネーター］
龍谷大学社会学部准教授

坂本 清彦 氏

棚田を守るにはさまざまな「人」の力と
知恵が必要です。この分科会では、農業
を担う人材が減り集落住民だけでは難し
くなった棚田保全のため、都市住民や企業や外部の人々と
関係を築き、力と知恵を結集するための方策を参加者とと
もに考えます。

「棚田に根付く“価値”を繋げる」
～地域産業の振興と次世代への継承～

［コーディネーター］
龍谷大学社会学部教授

脇田 健一 氏

高度経済成長期の燃料革命により衰退した
炭焼きは、交流事業のなかで地域文化とし
て復活し継承されようとしています。そこ
でカギとなるのは移住者とサポートする住民の存在です。
この分科会では、炭焼きの継承を通して見えてきた地域
活性化の可能性について考えます。

「棚田を囲む“くらし”を感じる」
～農山村の魅力体験と移住促進～

［コーディネーター］
龍谷大学経済学部准教授

西川 芳昭 氏

生活形態や経済活動の多様化により、
以前と比べ居住地の自由度が増し、
農山村地域での生活に魅力を感じ移り
住む方がいます。この分科会では、棚田地域が持つ
様々な資源を地域の魅力として発信し、移住・定住を
最終目標とした人口移動を生み出す方法について考え
ます。

棚田まもりびとミーティング

［コーディネーター］
NPO法人棚田ネットワーク代表

中島 峰広 氏

棚田を守る人々との意見交換をします。

２日目 １０月２日（日）

現地見学会

①山裾に幾何学模様に広がる

「畑の棚田」コース

高島市民会館
出発 ８：３０

畑の棚田見学
９：１０～９：４５

道の駅藤樹の里あどがわ
１０：２５～１０：４０

高島市民会館
１１：００

②眼下にびわ湖が広がる

「鵜川の棚田」コース

高島市民会館
出発 ８：３０

鵜川の棚田見学
９：１０～９：３５

うかわファームマート
１０：４５～１０：００

道の駅藤樹の里あどがわ
１０：１０～１０：３０

高島市民会館
１１：００

観光エクスカーション

①針江のかばた見学コース

高島市民会館
出発 ８：３０

かばた見学
９：００～１０：００

たかしま･まるごと百貨店

１０：１５～１０：４０

高島市民会館
１１：００

②メタセコイア並木散策と
秋の味覚狩りコース

③おっきん椋川交流館訪問コース

高島市民会館
出発 ８：３０

マキノピックランド
８：５０～１０：２０

高島市民会館
１１：００

高島市民会館
出発 ８：３０

おっきん椋川交流館
９：００～１０：３０

高島市民会館
１１：００

高島市民会館
出発 ８：３０

森林公園くつきの森
９：００～９：５５

道の駅くつき新本陣
１０：１５～１０：３０

高島市民会館
１１：００

④森林公園くつきの森で
クアオルトウオーキングコース

「交流」
にフォーカス

「文化」
にフォーカス

「定住」
にフォーカス



第２７回全国棚田（千枚田）サミット
現地見学会・観光エクスカーションについて

第２７回全国棚田（千枚田）サミットの現地見学会・観光エクスカーションにお申込みいただいた
方は、実施当日の行程・注意事項等につきまして下記のとおりご案内いたします。

宿泊施設から集合場所までの送迎について

現地見学会 ① 畑の棚田コース

◆集合時間・場所 ８時００分までに高島市民会館にご集合ください。
※受付は７時４５分から開始します。

◆注意事項 無断で農地に立ち入らないでください。

現地見学会 ② 鵜川の棚田コース

◆集合時間・場所 ８時００分までに高島市民会館にご集合ください。
※受付は７時４５分から開始します。

◆注意事項 無断で農地に立ち入らないでください。

観光エクスカーション ① 針江のかばた見学コース

◆集合時間・場所 ８時１０分までに高島市民会館にご集合ください。
※受付は７時４５分から開始します。

観光エクスカーション ② メタセコイア並木散策と秋の味覚狩りコース

◆集合時間・場所 ８時１０分までに高島市民会館にご集合ください。
※受付は７時４５分から開始します。

◆持ち物 帽子、雨具（カッパ）、軍手（栗拾いの際に必要な方）

観光エクスカーション ③ おっきん椋川交流館訪問コース

◆集合時間・場所 ８時００分までに高島市民会館にご集合ください。
※受付は７時４５分から開始します。

観光エクスカーション ④ 森林公園くつきの森でクアオルト健康ウォーキングコース

◆集合時間・場所 ８時００分までに高島市民会館にご集合ください。
※受付は７時４５分から開始します。

◆持ち物 帽子、雨具（カッパ）、飲み物

共通事項

（１）実施日は令和４年１０月２日（日）です。
（２）各コースの参加料は事前振込です。
（３）各コースの行程は裏面から次のページをご覧ください。

荒天の場合は行程を変更する場合がございます。
（４）履き慣れた靴など動きやすい服装でご参加ください。
（５）参加者の不注意により発生した事故については責任を負いかねますので、予めご承知おきください。

「奥琵琶湖マキノグランドパークホテル」、「今津サンブリッジホテル」、「びわ湖畔リゾート白浜
荘」にご宿泊の参加者様は、各宿泊施設発の高島市民会館行きの無料バスをご利用いただけます。

◆集合時間 ７時４５分 ※出発時刻は７時５０分です。

◆集合場所 各宿泊施設の玄関付近
◆注意事項 時間厳守で出発しますので、乗り遅れがないようお願いいたします。

※乗り遅れの場合は責任を負いかねますので、予めご了承ください。



平成��年より棚田オーナー制度に取り組まれ、毎年多くの方が畑の棚
田に訪れています。また、棚田地域の活性化を目的にＳＮＳを活用し、
人のつながりを広げる地域団体｢せぎなお会｣は、農業体験や都市住民
交流イベントの企画・運営に取り組まれています。
四季折々の美しい景観が評価され、滋賀県内で唯一｢日本の棚田百選｣
に認定されています。

高島市の観光案内と物産品販売を中心に、地場産業の扇子づくり
の体験工房なども備えて多くの観光客の方にお楽しみいただける
施設です。

現地見学会 現地見学会

行　程 定　員
４０人

最少催行人員
５人

参　加　費
�,���円

高島市民会館
出発 �：��

道の駅藤樹の里あどがわ

畑の棚田見学
�：�� ～ �：��

道の駅藤樹の里あどがわ
��：�� ～ ��：��

高島市民会館　
��：��

例年、約 ��� 名の棚田オーナーが田植え・稲刈りの活動に参加され、
約�,���㎡の耕作放棄地を農地に復活させました。また、令和�年には、
県事業｢しがのふるさと支え合いプロジェクト｣により企業との連携協
定を結び、棚田オーナー制度のイベント時や｢棚田米のおにぎりドラ
イブスルー｣といった棚田地域の魅力を発信する企画・運営に協力を
受けて取り組んでいます。他に、平成��年には棚田保存会を母体とし
て市・県・ＪＡと連携し｢鵜川果樹生産振興協議会｣を設立し、耕作放
棄地を活用した果樹栽培に取り組んでいます。

農林水産省が優良な棚田を認定する『つなぐ棚田
遺産～ふるさとの誇りを未来へ～』に｢畑の棚田｣
および｢鵜川の棚田｣が認定されました。

行　程 定　員
４０人

最少催行人員
５人

参　加　費
�,���円

鵜川の棚田見学
�：�� ～ �：��

うかわファームマート
�：�� ～ ��：��

道の駅藤樹の里あどがわ
��：�� ～ ��：��

高島市民会館
��：��

高島市民会館
出発 �：��

眼 下 に び わ 湖 が 広 が る
｢鵜川の棚田｣コース

山裾に幾何学模様に広がる
｢畑の棚田｣コース

高島市では、全国棚田サミットの開催を記念して
見学会と観光ツアーをご用意しました！
高島市ならではの景観や伝統、文化に触れていただきながらお楽しみいただける体験を
ぜひこの機会に味わってください。
※内容は一部変更となる場合がございます。



行　程 定　員
４０人

最少催行人員
５人

参　加　費
�,���円

高島市民会館

かばた見学・湖魚の試食
�：�� ～ ��：��

たかしま・まるごと百貨店
��：�� ～ ��：��

��：��

高島市民会館
出発 �：��

行　程 定　員
４０人

最少催行人員
５人

参　加　費
�,���円高島市民会館

��：��

高島市民会館
出発 �：��

マキノピックランド
・施設とメタセコイア並木の紹介
・メタセコイア並木見学
・栗拾い (���g)
・ジェラート or コーヒーを飲食
・買い物

�：�� ～ ��：��

観  光
エクスカーション

針江のかばた見学コース

針江地区では、比良山系に降った雪、雨が伏流水となり各家庭から非常
に綺麗な水が湧き出ます。( 針江では湧き出す水のことを生水 (しょうず )
と呼んでいます。) この清らかな湧水によって形成された、多くの｢カバ
タ｣や複数の水路が存在する豊かな水辺景観は、『日本遺産滋賀｢琵琶湖
とその水辺景観－祈りと暮らしの水遺産｣』の構成文化財のひとつです。
｢カバタ｣とは、集落内の多くの家庭で現在も使われ続けている、湧水を
活用した石造りの洗い場 ( 台所 ) のことで、この地域の水とともに生きる
生活文化を代表するものです。国の重要文化的景観にも選定されている
針江地区にぜひお越しください。

湖魚の試食

高島市を代表する特産品の品々、食品・地酒・
工芸品・繊維製品などを幅広く取り揃えてい
ます。

たかしま・まるごと百貨店

琵琶湖は魅力的な湖魚が多く生息する美味しい食材の宝庫
です。小アユ、イサザ、ワカサギなど琵琶湖でとれる湖魚に
よって旬が違うため、
おおよそ年間を通して
食すことができます。
鮮度が命の湖魚をぜひ
ご賞味ください。

特  典
おさかな旭の

  湖魚のお土産付き‼

かばた見学

観  光
エクスカーション

メタセコイア並木散策と秋の味覚狩りコース

マキノピックランドを縦貫する県道小荒路牧野沢線に、延長約 �.� ㎞に
わたり約 ��� 本ものメタセコイアが植えられています。遠景となる野坂
山地の山々とも調和し、高原らしい景観を形成しています。四季折々に
魅了するメタセコイアの姿が評価され、｢新・日本の街路樹百景｣に選定
されています。ぜひ間近でご覧ください。

旬の果物狩りが楽しめる農業公園です。
カフェやレストラン、芝生広場、グラウ
ンドゴルフ場などが整備され、世代を問
わずお楽しみいただけます。施設内には
農産物直売所やお土産も豊富に取り揃え
ており、手作りのジェラートアイスの販
売もしています。

マキノピックランド

メタセコイア並木

特  典
お好きな味のジェラート

またはコーヒーを
プレゼント♪

持ち物 ・動きやすい服装   ・運動靴   ・帽子   ・雨具

※写真はイメージ

※写真はイメージ

※写真はイメージ



行　程 定　員
３０人

最少催行人員
５人

参　加　費
�,���円

行　程 定　員
３０人

最少催行人員
５人

参　加　費
�,���円高島市民会館

��：��

高島市民会館
出発 �：��

森林公園くつきの森
・クアオルトについて説明
・準備運動
・ウオーキング
・整理体操

�：�� ～ �：��

道の駅くつき新本陣
��：�� ～ ��：��

高島市民会館
��：��

高島市民会館
出発 �：��

おっきん椋川交流館
・交流館について説明　
・藁細工
・かきもち焼き
・特産品の販売紹介

�：�� ～ ��：��

観  光
エクスカーション

おっきん椋川交流館訪問コース

藁細工

囲炉裏とオクドが隣同士にある珍しい場所で、
ゆったりとしたお時間をお過ごしください。

観  光
エクスカーション

森林公園くつきの森でクアオルト健康ウオーキングコース

クアオルトとは、ドイツ語で｢療養地・健康保養地｣を意味します。日本の
クアオルト健康ウオーキングは、医療としてではなく、生活習慣病や認知症、
ロコモティブ・シンドローム(運動器症候群)などの予防・改善のほか、翌日
まで継続する心理的な効果もあるため、心身の健康づくりや健康寿命の
延伸に活用されています。国内でクアオルトを実施している自治体はかな
り少なく、滋賀県で体験できるのは高島市のみです。また、高島市は太陽
生命クアオルト健康ウオーキングアワード����において、健康寿命の延伸
に向けた、まちづくりビジョンを評価され、優秀賞を受賞しました。広大な
森で自然を満喫しながら健康づくりができるウオーキングをぜひご体験く
ださい。

地域の皆さんと、藁細工で｢鍋
敷き｣を作ります。完成した作
品は、想い出として、お土産
にお持ち帰りください。

クアオルト健康ウオーキング

持ち物 ・動きやすい服装   ・帽子   ・運動靴   ・雨具(カッパ)   ・飲み物

おっきん椋川交流館

かきもち焼き

今津町椋川( むくがわ )に現存する木造草葺の平
屋建の農家住宅が都市住民との交流の拠点施
設として整備されました。明治��年に建築され、
約 ��� 年もの間椋川を見守ってきた建物です。
囲炉裏やオクドが再現され、施設内では藁細工
などの体験をすることができます。国の登録有形文化財に登録されている交
流館での時間をお楽しみください。

Pick up !
たかしま・まるごと百貨店から

特産品の移動販売と
オリジナルブレンドコーヒーの

販売があります‼

囲炉裏とオクド

※新型コロナウイルス感染症拡大前に実施

朽木の数々の産品が顔をそろえる道の駅です。
鯖街道にちなんだ鯖寿司や鯖のなれずし、鯖の
へしこ、里山の味｢とちもち｣がおすすめです。

道の駅くつき新本陣
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