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農林水産大臣賞受賞
水郷地区の重要文化的景観全国第１号選定を契機とした

集落営農組織による農と環境のむらづくり

受賞者 白王町集落営農組合
しらおうちよう しゆうらく え い の う く み あ い

（滋賀県近江八幡市）
し が け ん おうみはちまんし

■ 地域の沿革と概要

白王町の所在地である近江八幡市は、琵

琶湖を有する滋賀県のほぼ中央部に位置し

ている。市街地には趣ある町並みや安土城

趾など個性ある歴史・文化環境を有してお

り、安土桃山時代の中心地として、近江商

人の発祥の地としても広く全国に知られて

いる。市の北部は琵琶湖に面しており、中

央部から西部の日野川流域及び琵琶湖にか

けては、広大な平野が広がっている。また、

北東部には琵琶湖八景「春色安土・八幡の

水郷」といわれる西の湖とともに、琵琶湖

の内湖を干拓した大中の湖干拓地が広がっ

ている。

水田面積は4,127haであり、市域の約40

％（琵琶湖含まず）を水田で占めている。

現在までに、要ほ場整備面積の99.2%が、

ほ場整備事業を完了している。同市の農業

は、これらの平野部及び大中の湖干拓地を

始めとした干拓地を基盤に良質な近江米、

麦、大豆、野菜、花き、乳用牛、肉用牛な

ど多種多様な農産物が生産され、県下でも

有数の農業地帯となっている。

白王町は近江八幡市の中北部に位置し、

西の湖から長命寺川への河口にある集落で

ある。かつては、集落の目前には内湖が、

背面には急峻な山が迫った湖岸の集落であ

った。大中之湖干拓以前は交通不便地で、

まさに「陸の孤島」といわれた半農半漁の

第１図 位置図
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第１表 地区の概要

白王町集落営農組合 

事　　項
地区の規模
地区の性格
農　家　率 56.30%
（内訳）

　総世帯数 71戸
　農 家 数 40戸

販売農家数 21戸
（内訳） 　

　専業農家
　１種兼農家
　２種兼農家 21戸

主要作物 大豆 5.9（百万円）
（農業産出額） 水稲 4.7（百万円）

麦 1.1（百万円）
農用地の状況 　耕地計 64ha
（内訳） 　　 田 55ha

　　 畑 9ha
　　 樹園地 －
　耕地率 78.10%
　農家一戸当たり農用地面積

1.6ha

内　　　容
集落

地縁的な集団
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集落であり、戦前までは買い物や物資の輸送、結婚時の嫁入りなど、日常の主な交通手

段として船が利用されていた。

白王集落のある西の湖・長命寺川周辺は、西の湖に展開するヨシ原や「権座」と呼ば

れる内湖に飛び地した湖中水田の風景などが、平成18年に文化庁の「近江八幡の水郷」

として重要文化的景観の全国第１号に選定された。また、平成20年にはラムサール条約

湿地として西の湖・長命寺川が琵琶湖の拡大として登録されている。

■ むらづくりの概要

１. むらづくりの基本的特徴

(1) むらづくりの動機、背景

ア むらづくりを推進するに至った動機、背景

白王町は琵琶湖の内湖に面した半農半漁の集落であり、立地条件から湖岸の農地はほ

とんど無い一方、湖中水田がいくつか存在していた。昭和40年には大中の湖干拓と同時

に集落近隣の内湖を干拓され、各農家は平均２haの耕作面積を保有し農作業の機械化も

進んだが、一部の湖中水田はヨシ原とともに干拓されず当時のまま残された。

その後、後継者不足や機械の大型化などにより離農者が出始めたため、平成２年に生

産組合を、平成６年には営農組合を設立して、麦収穫作業および水稲作業の受託を開始

し、湖中水田を含めて水郷の農業と景観を支えてきた。

このような中で、平成18年１月に全国初の「重要文化的景観」に、白王町を含めた集

落や里山の農村風景及び琵琶湖最大の内湖である「西の湖」の風景が「近江八幡の水郷」

として選定された。これを機に景観保全と営農活動について営農組合が中心となり集落

で検討を重ね、景観法に基づく「景観農業振興地域整備計画」の策定により、その後の

景観保護の取組や、むらづくり活動につながった。

イ むらづくりについての合意形成の過程とその内容

「重要文化的景観」選定を機に、水郷地区における「景観農業振興地域整備計画」を

策定することとなり、白王集落では『景観を守るのは農業の振興である』との理念から、

本計画の策定に取り組んだ。

計画の検討については、農家だけでなく住民参加型の計画となるよう、平成18年４月

から農家を含めた地域住民のワークショップを４回開催して、町内の老若男女が「私の

住んでいるこのむらのこんなところが一番大好き」などのテーマで話し合いがされた。

その結果、全国で第１号となる「景観農業振興地域整備計画」が同年12月に策定された。

そして、取組の中から「ふるさと白王町に寄せる思いはみな同じ」「むらづくり活動は

無限にある。それを展開していくのが我々の責任」「そのために何をすべきか」などの認

識が芽生え、「とにかく何かを始めよう」「楽しく農業に取り組もう」「みんなでやればな

んでもできる」等の意見が出され、営農組合を中心としたむらづくり活動がスタートし

た。

(2) むらづくりの推進体制

○白王町自治会・白王町鳰の会：地区住民の意見を集約するとともに、各種自治活動を
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実施する組織で、環境保全活動・まちづくり推進の会として「鳰の会」を結成し、交

流活動に取り組んでいる。

○権座・水郷を守り育てる会：白王町の住民及び権座での取組（権座プロジェクト）に

賛同する地域外の方々で構成された団体。営農組合が会の運営等について中心的役割

を担っている。

■ むらづくりの特色と優秀性

１. むらづくりの性格

白王集落は、琵琶湖の内湖に面する農村であり、現在でも水郷の景観を色濃く残して

いる数少ない地域である。昔から生活と内湖に密接なつながりがあり、自然環境に対す

る意識は高かったが、重要文化的景観に選定されたことを契機に営農組合役員が中心と

なり、ワークショップなど住民の話し合いを通して「白王町鳰の会」「権座・水郷を守り

育てる会」などを発足し、景観及び環境保全を土台とした活発なむらづくり活動が行わ

れてきた。

白王町集落営農組合は、平成２年当時から地域農業の維持のため営農活動を開始され、

第２図 むらづくり推進体制図
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「権座」等を含めて共同機械による生産調整作物の作業受託などが行われてきた。顧み

ると、これら水郷地区における営農活動こそが、地域の景観及び環境の維持に貢献して

きたといっても過言ではない。現在では『水郷を活かした農の里づくり』の理念の下、

広く地域住民が参加したむらづくり活動となっている。

また、湖中水田「権座」をシンボルとして「権座・水郷を守り育てる会」を発足し、

都市住民等との交流の機会を設け、環境保全活動などの取組を理解してもらおうと努力

するなど、積極的な情報発信を行っている。

営農活動においても、年齢・職業・農家・非農家・男女などに関係なく気軽に参加で

きるようにしたり、営農組合女性部が中心となって各種イベント（権座コンサート、収

穫感謝祭、権座利き酒会など）での地元産農産物の直売や加工農産物の研究に取り組む

などされている。

これらの取組について、住民一人一人が「自分のできること」を考えて参加できるよ

うにしており、住民各自も積極的に参加している。このように、むらづくり活動を通し

て、活気に満ち溢れた地域となっている。

２． 農業生産面における特徴

ア 認定農業者や集落営農等担い手の状況

地区内の農家はすべてが兼業農家である。

かつては、担い手不足により地域の農業の

存続が課題であった。そこで、営農組合が集

落の農地を守るため地域の担い手となり、生

産調整作物の農地を管理し協業化してきたこ

とにより、地域農業を存続することができた。

イ 新規就農の状況や女性、高齢者、ＮＰＯ

企業等の参画状況

営農組合での農作業は、年齢や職業・農家

・非農家・男女に関係なく気軽に参加できる

ようにし、効率よく工夫した生産活動を展開している。特に丹波黒については、成熟前

の一部を間引きを兼ねて枝豆として収穫し出荷している。その作業は、主婦層や学生な

どをも交えた「集落ぐるみで楽しむ作業」となっており好評を得ている。

また、営農組合女性部では、種々のイベントや近隣の直売所において、地元産の野菜

や加工品の直売活動を主体となって行っている。これらの活動は徐々に広がりを見せて

おり、組合活動への参画の機会が広がるとともに、組織の将来的な後継者育成に繋げた

いと考えている。

ウ 加工・販売等の経営の多角化、環境保全型農業への取組、食品産業との連携等の状況

営農組合では水稲（酒米含む）＋麦＋大豆（丹波黒・白大豆）に加えて、かぼちゃや

北之庄菜など、品目の多様化を図っている。水稲では、環境に優しい農業生産の実践と

して「滋賀の環境こだわり農産物認証制度」に取り組むほか、近江八幡市の水郷野菜と

写真１ 丹波黒の枝豆収穫
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してかぼちゃを栽培し、農産物のブランド化

に取り組んでいる。その他、丹波黒の枝豆出

荷や、女性部による農産物・加工品の直売を

手がけている。

さらに、権座を中心とした水郷農業と環境

について、地域外への情報発信と環境保全活

動の拡大を図るため「権座・水郷を守り育て

る会」を組織し、地域外の市民との交流等を

行っている。その中で、営農組合は権座にお

いて幻の酒米「滋賀渡舟六号」の栽培に取り

組み、老舗の酒蔵と連携して純米吟醸酒「權

座」の生産・販売まで手がけている。

３. 生活・環境整備面における特徴

ア 生活・環境整備面の取組状況

白王町は歴史的民俗行事等が数多く残る集

落で、昔ながらの「しきたり」や「慣習」が

守られ伝統を重んじるが、一方で、若い世代

を役員等に積極的に登用し、伝統文化を守り

つつ若い世代の意見を取り入れ、「時代に合っ

たもの」へと改善に努めている。

農業面における後継者不足は、当町におい

ても深刻で「後継者の育成と確保」は喫緊の

課題となっている。営農組合においても田植え時期や大豆・かぼちゃなどの収穫期には

労働力が不足することから、町内に在住する主婦層や若者(高校・大学生を含む)を中心

に事前調査を実施し、就業者リストを作成して農作業に従事してもらっている。これに

より、「農作業従事者の確保」と「次世代に農の魅力を肌で感じてもらう機会の提供（後

継者の確保）」の両面の効果が得られている。

当町は、「重要文化的景観の選定」や「景観農業振興地域整備計画の策定」により、『水

郷を活かした農の里づくり』を基本理念に、営農組合を核に「農」を中心とした各種イ

ベント等も積極的に展開してきた。これまで若者世代は就職や結婚に伴い町を離れるこ

とが多かったが、近年では二世代住宅やＵターンする者も増えてきた。

また、町内への定住希望者の問い合わせが増加しており、営農組合が窓口となり空き

家対策と併せて定住促進に努めている。これらのことは、「農」を中心としたむらづくり

が、結果として当町の「魅力」を認識・再認識された現れといえ、営農組合の「自信と

誇り」になるとともに、地域全体としても活気を取り戻している。

イ 地産地消及び食育の推進、都市住民との交流等への状況

これまでは、水稲・麦・大豆の作付けのみであったが、営農組合の活性化のため、か

つて近隣地域で生産されていた幻の地域伝統野菜「北之庄菜」を復活させるとともに、

写真２ 水郷野菜（かぼちゃ）の収穫

写真３ 幻の酒米「滋賀渡舟六号」
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生産向上（消費拡大）を図るため、漬物や蕪蒸しなどその調理方法も併せて研究をする

など、地域ブランドの再構築を進めている。

また、漬物には、純米吟醸酒「權座」の精米時に発生する米ぬかを利用している他、

上質米粉は米粉パンやクッキーなどの加工品への利用を研究している。また、すべて地

元産の野菜や琵琶湖の魚などを材料にした地産地消の「権座弁当」の試作に取り組み、

本格化への開発にチャレンジしている。

平成19年度から都市間交流事業として、市

内のボーイスカウトの団体の親子や権座を守

る会等のメンバーに呼びかけ、権座地区での

田植え体験、稲刈り体験等のイベントを実施

している。また、体験活動後は、権座を中心

に西の湖内にある漂流物の回収等、環境美化

活動を毎回行っている。

特に、この体験活動では、「環境こだわり

米」として無農薬、完全有機肥料で育て、刈

り取りも手刈り、乾燥も天日干しするなど､五

感で感じられる一貫した農業体験活動により

「食の安全・安心」と「食・命の大切さ」を

伝えている。

ウ 地産地消及び食育の推進、都市住民との交流等への状況地域資源（土地、水、自然

環境、景観、歴史・民族文化）の保全・活用やコミュニティ活動の強化等の状況

『水郷を活かした農の里づくり』が白王町

集落営農組合の基本理念であり、単に農作物

生産の組織ではなく、水郷地帯のシンボル的

存在である「権座」周囲の葭原保全や崩れた

護岸石積みの復原、遊休農地(水田)の開墾な

ど保全・活用事業にも積極的に展開している。

また、平成19年度に鳰の会が実施した「里

山リニューアル事業」では、営農組合が山頂

までの散策道路や見晴台の整備を主体的に行

い、地域環境の整備を行ってきた。

一方、里山伐採された孟宗竹については、

竹材を骨組みにしてビニールハウスを建設す

る「権座バンブークリーンハウスプロジェクト」が権座・水郷を守る会により進められ、

これについてもビニールハウスの建設及びハウス内での農作物栽培について、営農組合

が主体的に取り組んできた。さらにJAグリーン近江と協同で、竹の持続的な活用策とし

て孟宗竹を粉砕してほ場に鋤き込むことにより、有機質資材としての活用を検討するな

ど、「環境にやさしい農業の取組」の一環として展開している。

また権座では、平成18年「重要文化的景観」選定に伴い開催した「権座・水郷コンサ

写真４ 田植え体験

写真５ バンブークリーンハウス
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ート」を契機に、毎年11月に権座・水郷を守る会の主催により「農の収穫感謝祭in

GONZA」が開催されている。コンサートを軸に

農産物加工品の販売や懐かしい農機具の展示

・実演、さらにはこれまでの活動記録の展示､

権座ミニツアーなど地域住民と都市住民との

交流を深めるため、盛りだくさんのメニュー

でイベントを運営している。

この催しには、ほとんど全町民がスタッフ

として携わり、「農」を通して住民のコミュニ

ケーションを深める場ともなっている。

エ 女性の活動、高齢者の生きがい活動その他多様な主体の参画した活動状況

営農組合女性部が中心となって加工農産物の研究に取り組んでいる。

各家庭における収穫野菜の調理方法の出し合いに始まり、斬新的な発想での加工研究

などを重ね、地産地消弁当｢権座弁当｣などを開発している。現在では、｢権座弁当｣の調

理手法を生かして、高齢者を対象に毎月一回開催している「生きがいサロン」(対象者約

20名)の運営と食事サービスにスタッフとして協力している。

オ その他地域の生活安定・向上のための取組等について記述

地域住民との関わりが希薄化するなかで、『水郷を活かした農の里づくり』を通して、

それぞれの場面で地域住民一人一人が「自分のできること」を見直し、生き生きと活動

できる仕組みが定着しつつあり、活気に満ち溢れた地域となっている。

写真６ 農の収穫感謝祭 in GONZA


