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１７７０年）、久々子湖は古くから三方五湖の代表的なシジミ漁場であり、現在に至る。 

 また、久々子湖のシジミは、殿様や役人への献上物に用いられた（加茂家文書 １７

７７年）、価値ある水産物であったこともわかっており、重要な漁業である。 

 

 （久々子湖の遠浅な地形に適応した漁法） 

 久々子湖のシジミ漁は、ジョレンを用いて人

力で捕獲する漁法である（写真２１）。久々子湖

は、その成立過程でごく浅い水深であり掘り起

こしやすい砂地として形成されており、これに

より、シジミ採集は大型化せず人力による高品

質なシジミを得るよう独自のルールをもって発

達してきた漁法である。 

 久々子湖は、三方五湖の最下流に位置してお

り、その下流側は日本海に通じる。もともとは湖

ではなかったが、湖の東側に位置する耳川から運ばれる砂が日本海側に砂州となって延

長し、やがて反対側の陸地とつながってできた湖である。現在も、久々子湖と日本海と

は直接つながるため、久々子湖は塩分濃度の高い汽水を湛える湖である。また、砂州が

徐々につながって形成された経緯からわかるように、久々子湖の水深は最深でも３ｍ程

度と全体に浅く、遠浅であることから人が立って歩くことができる範囲が広い。そのた

め、舟を使わなくても効率的に、簡便にシジミを採ることができる。 

 

（採りながら守り育てるシジミ漁の知恵） 

 久々子湖の漁業者は、シジミを専用のジョレンを使って人手により捕獲する（写真２

２）。ジョレンの網目は地元の南西郷漁業協同組合がそのサイズを細かく規定しており、

小さなシジミの個体は捕獲しないなど資源管理を行ってきた。また、ジョレンですくっ

たシジミは、一旦「ウケ」と呼ばれるザル状の入れ物に入れる。この際にも、一定のサ

イズ以下の個体

はそのまま下に

落ちる仕組みと

なっており、十

分成長した大型

の個体のみを捕

獲する仕組みと

している。 

 さらに、現在

では浅場造成に

 

写真 21 久々子湖シジミ漁 

  

写真 22 久々子湖のシジミ漁の漁具（左：ジョレン、右：ウケ） 
  ※いずれも網目が粗く作られており、個体サイズの小さいシジミは捕獲 

できない 
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より生息環境を増やし、漁協が休漁区を設け、漁獲量を調整し、持続的な資源利用に努

めている。 

 

 ３－４）里山の木々を活用した伝統漁法 

 三方五湖では、以上の漁法のほかにも、湖の周辺の里山から採取した樹木の枝葉を活

用した柴漬け漁（写真２３）や、多くの柴漬けを設置したぬくみ漁（写真２４）など、

独特な漁法を現在に残している。 

 柴漬け漁やぬくみ漁では、樹木の枝を束ねた「柴」の間に入ったテナガエビや小魚を

捕獲する漁法である。柴漬け漁に使用する樹木の枝は、三方五湖の周辺に広がる里山の

樹木から得たものである。柴漬け漁で漁獲する際には、隙間に入ったエビや小魚が逃げ

ないようにゆっくりと引き上げながら大きなタモ網で受け取る。すなわち、「一網打尽」

に捕獲することはできないことから、決して獲りすぎることがない、資源を持続的に活

用する手法である。 

 三方湖には、柴漬け漁の規模を少し大きくしたぬくみ漁がある。この漁では、一か所

に柴を大量につけこみ、その中に入ったテナガエビや小魚を捕獲するものである。 

 

 

 ３－５）三方五湖の漁業資源を守るしくみ 

 三方五湖の漁業資源は、それぞれの湖に漁業権をもつ集落間で相互に監視しあうこと

によって、漁業者と漁業者を取り巻く社会が一体となって漁業資源を守ってきた。漁業

者は、捕獲効率の高いエリ漁や大網漁などの魚類の回遊を大きく妨げる漁業や捕獲効率

の高い漁法を排除するルールをつくり、汽水湖の漁業システムを守ってきた。 

 

 （魚介類の回遊を妨げ、捕りすぎるために禁じ手にした“立切漁”、“エリ漁”） 

 水月湖と三方湖の境界部には、瀬戸と呼ばれる幅２０ｍ程度の狭窄部がある。三方湖

と水月湖は水でつながるため、かつてはこのような潮通しの良い場所を活用して網で塞

ぐ「瀬戸立切漁」と呼ばれる漁法があった。しかし、この漁法は「湖水魚通行之場所ニ

  

写真 23 柴漬け漁 写真 24 ぬくみ漁 
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御座候」、「往古より右場所二而猟仕候儀者不相成場所ニ而御座候」などの古文書にもあ

るように、魚類の回遊を妨げるため禁止漁法となった（宇野家文書 １８３２年、千田

家文書 １８７１年）。 

 他にも、琵琶湖から技術移転したとされるエリ漁（写真２５）も、一時期は実施され

たものの、捕獲効率が高いことから、三方湖、水

月湖、菅湖では、大網漁とともに禁止した。この

ことは、「新法漁えり並網えり・大網、三湖共堅

禁之候事」（千田家文書 １８７１年）といった記

録に残る。 

 さらに、久々子湖でも魚類の移動経路を閉塞

する漁、魚類が移動する時期（春秋）の漁なども

禁じた（上野山家文書 １８７６年、１９１１

年）。古くは大規模な網の使用（大網漁）も禁じ

られた（加茂家文書 １６３２年）。 

 

 

 （集落間で監視しながら守ってきた汽水湖沼群の漁業資源） 

 こうした禁止漁法が生まれた背景には、各湖に漁業権をもつ村々の間の相互監視とそ

の結果として生じる紛争にある。 

 例えば、気山古川に漁業権を有していた旧気山村は、久々子湖での網漁が川漁に差し

さわりがあるとして差し止めを試みた（加茂家文書 １６３６年）。また、上記の瀬戸立

切漁は、古くから旧鳥浜村と旧海山村の争論の火種となっていた（千田家文書 １６２

６年）。このように、三方五湖においては、湖辺に点在する小さな集落が、後述する各

種の祭事で協力関係を持ちながらも、相互に監視をすることによって、漁業資源を守っ

てきたのである。 

 

 

  

 
写真 25 漁業資源保護のため禁止

されたエリ漁 
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（４）文化、価値観及び社会組織 

 ４－１）資源管理・食料生産に関連した社会組織 

各湖の「漁業協同組合」は、湖を単位に活動し、漁法、漁具、漁期を定めて漁業シス

テムを継承してきた。また、各漁業協同組合は、相互に監視しあうことで漁獲制限を徹

底し、資源の保全に努め、三方五湖全体での持続可能な漁業を守ってきた。 

 

 （湖を単位に組織活動を行い、発達させた漁獲ルール） 

三方五湖では、現在、三方五湖内で漁業権を有する組織として鳥浜漁業協同組合（三

方湖）、海山漁業協同組合（水月湖・菅湖）、南西郷漁業協同組合（久々子湖南部）、美

浜町漁業協同組合（久々子湖北部）の４つの組織がある。そして、それぞれの漁業協同

組合において、漁法、漁期、禁漁区の設定や生息地管理などの資源保護に取り組んでい

る（表４）。 

 

表 4 三方五湖の湖ごとの漁業協同組合と資源保護のルール 

湖 資源保護に関連するルールの例 

三方湖 

[鳥浜漁業協同組合] 

・漁区/禁漁区の設定：組合の規則により規定 

・漁期の設定 ：魚種・漁法により漁期を設定 

※例：たたき網漁によるフナ・コイの捕獲＝12～3月

に限定（年により異なる） 

・漁具の規定 ：魚種ごとに漁法、漁具及び区域を規定 

・生息地の整備：*水田を利用したフナ、コイの増殖（シュロ採卵） 

        *玉石の設置によるウナギ生息場所の確保 

水月湖・菅湖 

[海山漁業協同組合] 

・漁具の規定 ：魚種ごとに漁法、漁具及び区域を規定 

        全長制限を設け、小型のものは再放流することを義

務づけ 

・生息地の整備：*シジミの生息に適した砂地浅場の造成 

        *水田を利用したフナ、コイの増殖（シュロ採卵） 

久々子湖 

[南西郷漁業協同組合] 

・漁区/禁漁区の設定：湖内を３つに区分して漁区と休漁区を設ける 

        稚貝放流場所は原則禁漁 

・漁具の規定 ：シジミ捕獲用のジョレンは口径 50 ㎝以内で網の目

あいは 11㎜と規定し、小さな個体は再放流する 

        30kg/週の漁獲枠を設定 

・生息地の整備：*シジミの生息に適した砂地浅場の造成 

         *魚の産卵床として柴漬けを設置 

  

（漁獲ルールを守る社会組織としての漁業協同組合） 

 三方五湖では湖ごとの漁獲ルールを守る社会組織として協同組合があり、漁業協同組

合法が施行される以前の明治時代から活動している（「漁業協同組合」とは、水産漁業

組合法（１９４８年（昭和２３年）法律第２４３号）に基づき、漁業者（漁民）によっ

て組織する協同組合であり、指導事業や漁民の生産物を販売する販売事業のほか、漁業

にかかわる資源管理にも取り組む組織である）。 



 

28 

 

 ４－２）価値観・文化的慣習の存在、 

           社会組織との関連性 

 当地域には、フナとコイは、刺身、刺身の子ま

ぶし、煮つけ、鯉こくなど地域の伝承料理として

食べる習慣がある（写真２６）。この食習慣が消

費を支え、漁獲量とのバランスがとられている。 

 地域で祀る神社へはフナやコイを供物として

奉納する。神社や祭礼は、湖の漁業価値を氏子に

バランス良く享受する機能を持つ。さらに、神社

の氏子のほとんどは漁業者であり、氏子組織は

各湖の協同組合組織と一体と言ってよいほど、

密接に関わっている。 

 

 （漁業システムに影響してきた地域の食文化） 

 三方五湖の食文化は縄文時代まで遡る。 

 三方湖付近で発掘された縄文遺跡の鳥浜貝塚

からは、フナやコイの骨、シジミの貝殻や煮炊き

の道具が発見されている。 

現代、地域住民は、特に祝い事などではフナや

コイの刺身を好んで食べる。こうした食文化は長い年数をかけて形成したものである。 

 

写真 26 地元で多様に調理される

三方五湖のフナ 

 

 

写真 27 観光資源としても重要な

ウナギ料理（うな重） 

   
フナの刺身 コイの刺身 コイの煮つけ 

   

ウナギの蒲焼き テナガエビの煮つけ シジミ汁 

写真 28 地域に伝わる伝承料理などの調理例 
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特にフナとコイは、煮つけ、鯉こく、刺身、刺身の子まぶしなど地域の伝承料理とし

て食卓に上る。湖から産する魚介類の多くは自家消費や地域内で消費しており、他の地

域への流通はわずかにとどまる。冬季、たたき網漁で捕獲されるフナやコイの刺身は、

柔らかな甘みがあり美味として食されている。また、三方湖、水月湖、菅湖、久々子湖

の周辺地域では、江戸時代からウナギを食べており、遡上が少なくなった現在は稚魚放

流ではあるものも、口細青うなぎとして飲食店で提供され、地域の高級品となっている

（写真２７）。 

 

（漁業システムに影響を与えてきた信仰：湖辺集落の信仰が現す価値観） 

 宇波西神社と五湖に伝わる伝承 

 漁業の地域ルールを治めるうえで、祭礼は大きな影響を与えてきた。 

三方五湖の久々子湖畔の気山に所在する宇波西神社は、湖の漁業と深い関わりあいの

ある神社の祭事を通じて、湖からの恵みを持続的に得ることへのインセンティブを地域

に与えてきた。 

 

 宇波西神社は、三方五湖の大半を占める水月湖、菅湖、久々子湖、日向湖の周囲にあ

る１１の氏子集落（約１，０００戸）が関わり、それぞれの集落から祭事へ参加する（写

真２９）。 

宇波西神社に毎年奉納される王の舞で用いる面型は、フナ・コイを獲ろうとして仕掛

けた刺し網に、フナとともに菅湖の水中から発見されたと伝えられている（「宇波西神

社の神事と芸能」三方町教育委員会、１９７９年（昭和５４年））。 

こうした伝説により、集落間に序列をあたえ漁業に関わる権利を配分する地域ルール

を守らせてきたと考えられる。 

 

 
写真 29 宇波西神社と三方五湖周囲に分布する氏子集落（黄色着色文字の集落） 

  ※「宇波西神社の神事と芸能」（三方町教育委員会、1979年（昭和 54年））より作図 

金山 

松原 

水月湖 

三方湖 
菅湖 

日向湖 

日本海 

海山 

海山(北庄) ● 

宇波西神社 

久々子 

気山(若狭町) 

日向 

大藪 
気山(美浜町) 

笹田 

久々子湖 郷市 
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 宇波西神社は、古来北陸道唯一の官幣大社とされ、ウガヤフキアエズノミコト（鵜草

葺不合、神武天皇の御父君）を祭神として祀る。「福井県の伝説」によると、宇波西神

社は、漁師が日向湖の水中から宇波西神を拾い上げ、村人たちと相談のうえで宇波西川

のほとりに造営したとされる。毎

年４月８日に行われる春の例大祭

は、１９７６年（昭和５１年）に国

選択の無形民俗文化財に指定され、

当日は氏子集落から王の舞、獅子

舞、田楽の神事芸能が奉納される。

宇波西神社の王の舞は、豊作・豊漁

を祈願して行われるものであり、

頭に鳥甲をかぶり顔に鼻高面をつ

け、赤色の衣装を身にまとった舞

人が舞を披露する（写真３０）。 

   

 鳥浜加茂神社と三方湖の漁業 

 鳥浜集落が祀る鳥浜加茂神社では、毎年１２月に行われる例祭において三方湖で獲れ

たフナを奉納する（写真３１）。神社への供物としてタイなどが奉納されるが、当神社

では、当地の漁業の代表であるフナを奉納する。漁業と信仰が深く結びついていること

が伺われる。 

 鳥浜集落は、三方五湖の最上流の三方湖に面しており、若狭町で人口と世帯数が最も

多い。この集落が祀る鳥浜加茂神社では、毎年１２月１２日に行われる例祭（感謝祭）

において農産物と水産物などの恵みを得た感謝の供物の１つとして鳥浜漁業協同組合

が準備したフナを奉納する。感謝祭では、鳥浜集落の各種の持ち回りの役をもつ区役員、

神社総代、各種役職者、団体長等が代表して参列する厳かな祭りとなっており、この中

に、鳥浜漁業協同組合も地区の代表として参列する。 

 鳥浜集落には、鳥浜加茂神社以外にも湖守神社があり、毎年５月１２日に行われる祭

 

写真 30 宇波西神社の王の舞 

  

写真 31 鳥浜加茂神社の例祭（左）と奉納されるフナ（右） 
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礼では、早朝より鳥浜漁業協同組合員が神社の清掃、飾りつけ等を奉仕し、漁に出て働

く者の安全と豊漁を祈願している（若狭町伝統文化保存協会、２０１７年（平成２５年））。 

  

 ４－３）地域住民、都市住民・企業等を含む多様な主体の参画・連携 

 漁業者、農業者、ＮＧＯ/ＮＰＯ、研究者、行政などで組織する「三方五湖世界農業

遺産推進協議会」や「三方五湖自然再生協議会」は、水質の浄化活動、水辺の再生、環

境保全型農業の推進、住民一斉清掃、エコツアー、環境教育を通じた文化の伝承など、

多様な主体が連携して様々な活動を行っている。 

 

 （三方五湖世界農業遺産推進協議会 －汽水域の漁業システムの振興－） 

三方五湖世界農業遺産推進協議会（図６）は、三方五湖の汽水湖沼群の漁業システム

の重要性を再認識し、漁業者が主体となって地域の農業や観光業等とも連携し、持続的

な伝統漁業を未来につなぐため、２０１６年（平成２８年）に設置した。 

この協議会には、三方五湖で組織しているすべての漁業協同組合が加入し、さらに、

周辺の水田稲作と梅栽培に関わる農業団体、観光業団体、林業団体、大学研究者、郷土

史家、自治体などの多様な主体が参加する。そして、三方五湖世界農業遺産推進協議会

では、漁業・水田稲作・梅栽培を軸にした産業の振興を中心に、漁業を中心とする一次

産業の振興と６次産業化に多様な主体が協働して取り組んでいる。三方五湖世界農業遺

産推進協議会では、次項の三方五湖自然再生協議会とも連携し、三方五湖を取り巻く漁

業・農業の振興と農業生物多様性を確保する目標を共有しながら、里海湖と里地里山と

の連環の持続的利用を目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 6 三方五湖世界農業遺産推進協議会組織図 

三方五湖世界農業遺産推進協議会 

行政機関（町） 
美浜町、若狭町 

農業協同組合 

敦賀美方農協 

漁業協同組合 
美浜町漁協、南西郷漁協、 

鳥浜漁協、海山漁協 

 

森林組合 
れいなん森林組合 

行政機関（県） 
福井県 

観光協会 
若狭美浜観光協会、 

若狭三方五湖観光協会 

研究者 
福井県立大学、東京大学、 

三方五湖自然再生協議会、 

福井県里山里海湖研究所、など 

アドバイス 
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 （三方五湖自然再生協議会 

  －生物多様性に富む漁業基盤の積極的な再生と保全－） 

三方五湖自然再生協議会（写真３２）は、三方

五湖の自然環境の保全活動、漁業など産業に関わ

る多様な主体が連携し、漁業資源を確保しながら

地域の活性化を図ることで良好な自然環境の再

生・維持を目的に、２０１１年（平成２３年）に設

置した協議会である。 

協議会は、漁業者、農業者、地域住民、市民団

体、地域団体、研究者、自治体、国の関係機関など

７０団体・個人が連携し、湖辺の水田でのフナ・コ

イの育苗やシジミのすむなぎさの造成やモニタリングなど自然再生事業を推進してい

る（三方五湖自然再生協議会、２０１２年（平成２４年））。 

活動目標として、漁業を代表とする地域の自然環境を活かした産業と連携すること

で自然環境の持続的な保全の実現を掲げている。 

主な活動として、漁業者と研究者が子どもたちと一緒にフナの増殖を行う教育活動

がある（写真３３）。川にシュロを漬けて産卵したフナの卵を水田で孵化し幼魚を育て、

湖に放流する過程を漁業者と子どもたちが共にすることで資源の大切さや将来への継

承の意義を伝えている。 

 

  

写真 33 三方五湖自然再生協議会で取り組まれる水田を活用したフナ類の種苗生産 

（左：フナの採卵、右：漁業者・行政による漁業と環境の教育活動） 

 

（子どもたちが取り組むゆりかご水田） 

 「私たちのマザーレイク・三方五湖 ～ゆりかご米づくりを通じて考える」 

このテーマのもと、湖近くの三方小学校では、２００９年（平成２１年）から児童全員

でゆりかご田に取り組んできた。 

 この活動の目的は、湖が多くの生き物を育て、地域の川や田んぼにも恵みを授けてく

れることを、稲づくりを通じて学ぶことにある。 

 ５月、湖につながる水路に「シュロ縄」を入れコイやフナに産卵させ、それを田植え

 
写真 32 三方五湖自然再生協議会 

（総会） 
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後に田んぼに入れ孵化させ、７月まで稲とともに育てる。７月下旬に稚魚を採集し、種

類や大きさなどを計測して、湖に帰している。この取組みを劇にして住民に発表するな

ど、活動を通じ湖の大切さへの理解を深めている。 

 

（多様な主体の参加による次世代への漁業システムの継承） 

 当地域では、生活の中で受け継がれてきた湖の文化を伝承するための目標を掲げて活

動している。三方五湖周辺里地里山の地域住民は、湖での漁業と周辺里地里山の水田稲

作や梅栽培によって生活してきた。三方五湖の周辺住民は、まさに、三方五湖の特異な

自然環境に育まれる魚介類をはじめとする農水産物を恵みとして享受しており、伝統的

文化として受け継いできている。一方で、三方五湖周辺地域では、他の地域と同様に人

口減少が懸念されているところであり、また、湖への意識が薄れることは湖を大切に思

う気持ちの衰退にもつながることが懸念される。湖の生活文化を伝承することは、ふる

さと意識を醸成することでもあり、今、まさに伝統的文化を意図的に継承する活動が必

要である。 

 そこで、三方五湖では、地元市民団体と研究者、学校、行政とが連携し、「昔の水辺

の絵画」に取り組んでいる（写真３４）。これは、小学生が祖父母、両親、近所の方な

どの大人の方に、昔の水辺の様子を自由に聞き取り、絵に描くものである。これまで、

１，０００点を超える絵画の応募があり、三方五湖から水田に遡上して産卵しているフ

ナやナマズの様子などが描かれている（写真３５）。このように、ふるさとの水辺の記

憶を伝える活動も、当地においては活発に行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（両町の住民が一体となった三方五湖一斉清掃） 

 毎年春と秋の２回、三方五湖周囲の住民が中心となり、漁業者をはじめ、住民や企業

などが参加した三方五湖一斉清掃を両町同日開催している。この取組みは、水質悪化の

改善運動として漁業者の呼びかけにより始まり、３０年以上にわたり継続し、毎回５０

０人を超える活動に発展している。 

  

写真 34 お年寄りから子どもへ水

辺の風景の伝承 

写真 35 子どもが描いた「昔の水

辺の風景」 
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 １９７５年（昭和５０年）頃、富栄養化に伴

う水質汚濁が進行し、著しいアオコの発生があ

った。 

 また、湖辺には大量のゴミが打ち寄せ環境悪

化が進行した。そうした状況を目の当たりにし

ていた漁業協同組合員らが話し合い、三方五湖

の全湖を一斉に清掃する運動を始めた。 

これが契機となり、湖周辺集落、一般町民、

地域の各種団体、地元企業、さらには、町内外

からの参加も得て、毎年５００人以上が清掃に

あたる重要な活動に発展している（写真３６）。 

 

（三方五湖の漁業を守る、周辺農地のエコファーマー） 

 三方五湖周囲では、稲作や梅が栽培されており、栽培者全

員が、福井県知事によって「エコファーマー」に認定されて

いる。 

 「エコファーマー」とは、持続性の高い農業生産方式の導

入の促進に関する法律に基き、持続性の高い農業生産方式を

導入する計画を立て、２割以上の減農薬・減化学肥料栽培に

取り組む農業者のことである（図７）。 

 ２００８年度（平成２０年度）より、湖を取り囲む水稲農

家、梅栽培農家の全てがエコファーマー活動に取り組んでおり、湖に化学肥料や化学合

成農薬の流入の低減化に努め、豊かな魚介類を育む三方五湖の環境保全に貢献している。 

  

 

写真 36  毎年２回実施される  

三方五湖一斉清掃 

 

図 7 エコファーマー

認定マーク 
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（５）ランドスケープ及びシースケープの特徴 

各湖の塩分濃度の違いが多種な魚類を生み、湖の地形の違いや魚種の違いが４００年

以上の年数をかけて特徴的な漁法や漁具を発展させた。さらに、里地を活用した水稲や

梅の栽培、里山の柴を利用する柴漬け漁などの営みが、湖、里地、里山の自然環境と相

互に作用し、三方五湖地域のランドスケープを形成している。 

 三方五湖地域には、４０万年もの長い年月をかけて沈降を繰り返した自然景観があり、

若狭湾国定公園に指定され原生的な自然が保護されている。一方、４００年前からの漁

業の営みにより、共有資

源の管理、漁獲魚や漁具

の資材の自然資源の循環

利用、地域をつなぐ伝統

と文化が関連しあい地域

的つながりを形成してき

た。漁業を中心として、

湖、漁村、農村、里地、里

山が連環することで独特

なランドスケープを特徴

づけている。 

 

 

 

 

 

 

（持続可能な漁業のための共有資源の管理） 

 明治時代から行われる漁業協同活動に

より、漁獲量や漁期などの申し合せ、湖

の形状に合った漁具などの技術開発、組

合間での漁獲量の相互監視などを行い、

持続可能な漁業のための共有資源の管理

や社会システムを構築し、保持してきた。 

 また、不安定な漁業収入を補うため、

湖周辺の里地里山を活用して水稲や梅を

栽培し、地域の土地資源を有効活用して

きた（写真３７）。 

 

 

図 8 三方五湖の漁業を中心とする地域的まとまり 

 
写真 37 里地を活用した湖辺

の水田 

漁業資材
の調達

漁獲魚
の直売

水稲・梅
栽培の複合

信仰・祭礼

漁業ルール
の守り

資源の
循環利用

農村・里地
里山

湖

共有資源
の管理

特徴的な
漁法の発展

漁村・漁業

漁業活動
の拠り所

地域内
消費

持続的な
資源利用

伝承料理

農業生物
多様性

加工・飲食業

漁業収入
の確保



 

36 

 

 （漁獲魚や柴漬け漁の資材などの自然資源の循環利用） 

獲りすぎない漁法「たたき網漁」などの伝統漁法は、６３種という多種な魚類を保全

し、農業生物多様性を支持している（写真３８）。さらに、里山の柴を材料とする「柴

漬け漁」（写真３９）、漁獲した魚を直売する集落など、三方五湖地域の自然資源が循環

し、地域を形成している。 

 

 

 

  （地域をつなぐ神社・祭礼と食文化） 

地域で祀る神社や祭礼は、湖の恵みを氏子にバランス良く享受する機能を持つ。神社

の氏子のほとんどは漁業者であり、氏子組織は各湖の組合組織と一体と言ってよいほど

密接に関わっており、地域をつなぐ役割を持っている。 

また、当地域には、フナとコイは、煮つけ、鯉こくなど地域の伝承料理として食べる

習慣がある。この食習慣が漁獲と消費をつなげ、漁獲量とのバランスを保ちながら持続

的な利用につなげている。 

 

  

  
写真 38 農業生物多様性を支持 

する「たたき網漁」 

写真 39 里山の柴を使った

「柴漬け漁」 
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