
伝統的な琵琶湖漁業、「魚のゆりかご水田」、「環境こだわり農業」、
水源林の保全など先人から受け継がれてきた｢琵琶湖と共生する農林水産業｣が

｢日本農業遺産｣に認定されました!!

祝祝「日本農業遺産」
認定記念キャンペーン

シールを貼って
プレゼントをゲット!!

応募方法

応募締切

商品に添付の応募シール１枚を郵便ハガキに貼り、お名前・
郵便番号・住所・電話番号・お買い上げの店舗名・お買い上
げの商品名・世界農業遺産認定に向けての応援メッセージを
明記の上､ご応募ください！

2019年5月31日（消印有効）

応募宛先

抽選・発表

〒520-8577
滋賀県農政課（住所不要）

2019年6月下旬頃
当選の発表は商品の発送を
もってかえさせていただきます。 シール見本

■近江米みずかがみ 5kg
■湖魚の佃煮
■オリジナルグッズ

20名様
20名様
10名様

賞品提供：
ＪＡグループ滋賀・滋賀県漁業協同組合連合会

｢琵琶湖と共生する農林水産業」は、このたび
「世界農業遺産」の候補地にも選ばれました！

詳しくは、下記より検索または
お問い合わせください！

琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会

ご記入いただきました個人情報は、本キャンペーン企画のみに使用
いたします。また第三者に開示することはありません。

滋賀県　世界農業遺産

（事務局）滋賀県 農政水産部 農政課 
　住所：滋賀県大津市京町四丁目1-1
　TEL：077-528-3825　　FAX：077-528-4880
　E-mail shigaｰgiahs@pref.shiga.lg.jp

お問い合わせ

素敵な商品をプレゼント!!
認定を記念して総勢50名様に

琵琶湖と共生する
農林水産業

応募シール
詳しくは店頭チラシにて
締切：2019年 5月 31日

日本農業遺産認定
キャンペーン

どの商品が当たるかは
お楽しみ!！
どの商品が当たるかは
お楽しみ!！

ご応募を
お待ち
してます！
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お問い合わせ 滋賀県 農政水産部 農村振興課

〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号

TEL : 077-528-3961 
FAX : 077-528-4888
Email : gh01@pref.shiga.lg.jp

ホームページ おうみ棚田ネット 検索

Facebook
「しがの農業農村」

ホームページ
「滋賀県おうみ棚田ネット」

Facebook しがの農業農村 検索

参加者募集中！2019年4月～2019年7月

山の斜面や谷間などの傾斜地に階段状に作られた棚田。
それは私達の食料生産の場だけでなく、美しい景観や様々な生きものの宝庫でもあります。
また、洪水などの災害から国土を守る機能を果たし、私たちの生活を支えています。
今、棚田がある中山間地域では人口減少や高齢化が進み、草刈りなどの維持管理が大変難しくなっています。
都市などに住む人々にも様々な『めぐみ』をもたらす棚田、この大切な場所を未来へつなぎましょう！

未来へつなぐ棚田のバトン



大津市

甲賀市

米原市

栗東市

高島市

寄附者 滋賀県
ボランティアが使用する機
材の購入・修繕等にかかる
経費として活用します。

棚田地域
ボランティアと共同で行う
棚田保全活動にかかる経費
として活用します。

各地区の詳しい活動内容（日時・作業・交通手段等）は「おうみ棚田ネット」または
Facebook「しがの農業農村」でご確認ください。
ウェブサイト「おうみ棚田ネット」：http://www.pref.shiga.lg.jp/g/noson/tanada/
Facebook「しがの農業農村」 ：https://www.Facebook.com/shiganouson/

お問い合わせ先：滋賀県 農政水産部 農村振興課
TEL：077-528-3961 E-mail : gh01@pref.shiga.lg.jp

※滋賀県へ10,000円以上寄附していただいた方には、「滋賀県立琵琶湖博物館観覧券」を１名様につき
2枚贈呈いたします（先着15名まで）。また、企業等の団体の場合は、年3回発行している本チラシ
に広告を掲載していただくことができます。

※申込方法や寄附特典などの詳細情報は、「おうみ棚田ネット」（下記URL）でご確認ください。
http://www.pref.shiga.lg.jp/g/noson/tanada/trust/summary/donation.html 

－長く活動を継続し、美しい棚田を将来へ引き継ぐために－

「しが棚田トラスト制度」にご協力ください

「しが棚田トラスト制度」とは、年々荒廃が進む県内の棚田を保全するため、
棚田地域と地域住民等ボランティアが一体となって取り組む棚田保全活動に、
ご賛同いただける企業や個人から寄附金を募り、これを保全活動の資金とし
て活用する制度です。集まった寄附金は、作業に必要な資材や消耗品の購入、
活動運営に係る経費など、棚田地域にとって直接的な支援となり、保全活動
に活かされます。多くのみなさまのご協力をお願いします。

長浜市ひらお

平尾地区
・4月27日（土） 9:30～12:00

内容：草刈り
・6月9日（日） 9:30～12:00

内容：草刈り

【大津市仰木】

はしり

走井地区
・4月21日（日）9:00～15:00

内容：道路側面の草刈り
側溝の泥上げ 他

・6月16日（日）9:00～15:00
内容：川や水路の清掃

花の植え替え

【栗東市荒張】

もりにし

森西地区
・6月23日（日）8:00～12:00

内容：水路の土砂上げ、アジサイの手入れ
川の土手の草刈り（草刈り機使用）

【高島市マキノ町】

寄附金

運営報告

寄附金

運営報告

かみおおぎ

上仰木地区
・5月12日（日） 9:00～13:00

内容：草刈り
・6月2日（日） 9:00～13:00

内容：草刈り
・7月7日（日） 9:00～13:00

内容: 草刈り

【大津市仰木】

こいずみ

小泉地区
・4月21日（日）

内容：棚田の水源の水路掃除 (9:30～12:00)
『薬草さがし』 (13:30～15:30)

・5月19日（日）
内容：棚田の復田・草刈り (9:30～12:00)

『マコモ植付け』 (13:30～15:30)
・6月16日（日）

内容：棚田の復田・草刈り (9:30～12:00)
『棚田の動物ウオッチング』

(13:30～15:30)
・7月21日（日）

内容：棚田の復田・草刈り (9:30～12:00)
『薬草・ハーブ活用講座』

(13:30～15:30)

【米原市】

はた

畑地区
・7月21日（日）8:00～12:00

内容：林道の清掃
電気柵下の草刈り

【高島市】

あけびはら

山女原地区
・5月19日（日）9:00～13:00

内容：クルミ植裁地の草刈り
ヒマワリの種まき

・7月14日（日）9:00～13:00
内容：クルミ植裁地の草刈り

カブトムシの里の手伝い

【甲賀市土山町】

いけはら

池原地区
・7月6日（土）

内容：棚田の草刈り 9:30～12:00
『そば打ち体験』 13:00～15:00

【長浜市余呉町】

詳細な活動内容は、滋賀県庁ホームページ内「おうみ棚田ネット」で
ご覧いただけます！！

うかわ

鵜川地区
・5月19日（日）10:00～12:00

内容：棚田オーナー田植えの補助

【高島市】

※詳細は滋賀県農政水産部農村振興課までお問い合わせください。

棚田ボランティア活動地域も
募集しています！

ボランティア
参加の注意事項

◇参加者全員を対象に、活動団体で傷害保険に加入します。
◇活動への参加は、屋外で作業できる方を募集します。
◇現地までの交通費、食費などの必要経費は自己負担でお願いします。



日 時 ：2019年６月15日（土曜日）
JR草津駅 8:00集合／17:30解散

内 容 ：朽木生杉ブナ林～昼食（かばた館）～安曇川やな漁～針江生水の郷
◇◇ 山林を歩いたり、魚に触れ合ったり、かばたを見学したり ◇◇

参加費 ：1,000円（昼食代）

対 象 ：小学生以上
※小学生のご参加は保護者の同伴が必要です。

募集人数：25名
※応募者多数の場合は抽選のうえ決定いたします。

募集期間：2019年６月５日（水曜日）まで

移動方法：貸切バス

服装等 ：動きやすい服装、汚れても良い服装
飲み物、タオルなど野外活動に必要なもの

申込方法：参加希望者全員の
１）住所、 ２）氏名、 ３）年齢、
４）連絡先（電話番号およびメールアドレス）

をご記入のうえ、下記までお申込ください。

安曇川 やな漁

高島地方を舞台に「山～川
～里～びわ湖」のつながり
を体験しましょう！！

朽木生杉ブナ林

針江地区の街並み

お申込／お問い合わせ先
滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課 担当：清水

TEL：077-528-3483 FAX：077-528-4846
e-mail：dg00@pref.shiga.lg.jp

このエコツアーは滋賀応援寄附金を活用しています。

参加者募集！！
～ 高島地方エコツアー2019 ～



 

  
 
 
              
 

2019 年度                            参加者募集！

滋賀県 

 

滋賀県内で新規就農希望の方や農業に関心のある方に、県内青年農
業者等のほ場をバスで見学していただき、交流を図ります。 

 
                             

◆開催期日   令和元年６月２３日（日）     

   

◆日    程       ９：３０   ＪＲ堅田駅東口 出発            

               １６：００頃 ＪＲ堅田駅 解散（予定）           

  ◆参加経費   １，０００円 （資料代、保険代） （昼食は各自負担）    

  ◆募集対象者  滋賀県内で新たに農業を始めたい方や農業に関心のある方 

  ◆募集人数   ４０名 （申込み多数の場合は抽選） 

◆申込み方法  下記申込書で、主催者（問合せ先）までお申込みください。 

             郵便・ＦＡＸ・Ｅメールのいずれかでお願いします。 

◆受付締切日  令和元年６月１０日(月)（締切後、参加のお知らせを郵送します） 

 

◆現地見学先                                    

・露地野菜等農家（高島市マキノ町） 

・施設イチゴ農家（高島市安曇川町）                         

・農業公園   マキノピックランド  

・農産物直売所 道の駅藤樹の里あどがわ                      

 

 
主催(問合せ先) ：公益財団法人滋賀農林漁業担い手育成基金 

〒520-0807 滋賀県大津市松本１丁目２－２０  
滋賀県農業教育情報センター２階  

TEL: 077-523-5505   FAX: 077-524-0245   E-mail: shiganou@sepia.ocn.ne.jp 
https://shiganou.work/ 

 

令和元年度　就農希望者・青年農業者等現地見学交流会　参加申込書

年　齢

　　（今回ご記入いただいた個人情報は、上記行事の運営と就農促進に関する場合のみに使用します。）

（公財）滋賀県農林漁業担い手育成基金　行き 申込日（令和元年　　月　　日）

 〒

ふりがな
氏　　名

歳
住所

電話

 

 
 

就農希望者・青年農業者等現地見学交流会 

TEL:077-523-5505
https://shiganou.work/

