
滋賀県農政水産部農村振興課　

Shiga Prefecture

Shiga Prefecture

リーフレットに関するお問合せ、および掲載希望のお問合せは
滋賀県農政水産部農村振興課　
電話番号：077-528-3962　ファックス番号：077-528-4888
e-mail： gh01@pref.shiga.lg.jp

　滋賀には滋賀でしか体験できないグリーンツーリズムがあります。
　400万年の歴史を持つ琵琶湖、その周囲に広がる田んぼや里山などの心安らぐ田園空間、そ
して、自然と共に歩んできた農業・漁業・林業や人々の生活、生活の中で育まれてきた様々な伝
統や文化…。
　滋賀のグリーンツーリズムには、これまで体験したことのない感動があります。そんな滋賀の
グリーンツーリズムを、一度体験してみませんか。
　リーフレット「グリーンツーリズム滋賀」では、滋賀県内の農林漁業や農村の生活、伝統行事
などが体験できる施設やプログラム、イベントなどを紹介していますので、ぜひご覧ください。
また、Webサイト「グリーンツーリズム滋賀」もあります。より詳しく知りたい方は、そちら
もご覧ください。

たのしいこと！

おいしいこと！

滋賀の田舎体験情
報満載！

グリーン

ツーリズム

滋賀   って？

家族や仲間と楽しいひと時を過ごすなら、
魅力いっぱいの滋賀の農山漁村へ！

泊 ま る

体験する

食 べ る

買　う

学　ぶ
（教育旅行）

… 滋賀ならではの生活体験と地域の人々との交流を楽しむ

… 滋賀のありのままの農村文化と農林水産業を体験する

… 地域の文化に培われた食を堪能する

… 滋賀県の農畜水産物を買う

… 子どもたちに地域の生活文化や誇りを伝える

￥

リーフレット「グリーンツーリズム滋賀」では、以下のカテゴリーに
分類して施設等を紹介しています。

　滋賀県は、「ほどほど田舎　ほどほど都会」の暮らしぶりが魅力です。移住ポータルサイト「滋賀
ぐらし」では、県内地域の魅力や移住支援策のご案内、本県に移住された方の暮らしぶりが具体的に
イメージできる特集記事など、様々な情報を掲載しておりますので、滋賀県への移住に興味のある方
は是非ご覧ください。また、東京有楽町にワンストップ移住相談窓口「しがＩＪＵ( いじゅう )
相談センター」（TEL：090-2730-4793）を開設しておりますので、こちらもご活用ください。

滋賀移住のすすめ

滋賀県の観光情報

　滋賀県は、日本一の湖・琵琶湖を真ん中に、緑豊かな山々が広がり、サイクリングや湖上レジャー、
トレッキング等アクティビティーが楽しめるスポットだけでなく、都に近く、都と東国を結ぶ交通の
要衝の地として、古くから文化、経済の先進地として栄えてきたことから、古刹・名刹の歴史ある寺
社や歴史情緒が残る町並みなどが県内各地に点在し、奥深い歴史が感じられる観光スポットもたくさ
んあります。詳しくはホームページ「滋賀県観光情報」をご覧ください。

　滋賀県には、日本最大・最古の湖である琵琶湖と、それを取り巻く豊かな自然があり、また自然と
共に暮らしてきた人々による独自の生活文化や歴史があります。これらの地域資源に楽しみながら触
れ、その魅力を感じていただけるよう、県内各地の森・川・里・湖を舞台に展開されているエコツー
リズムの情報を集約し、ホームページで発信しています。滋賀にしかないエコツーリズムを通じて、
滋賀の自然や暮らしが持つ魅力と価値を体感してください。

滋賀にしかないエコツーリズム

　Ｗｅｂサイト「グリーンツーリズム滋賀」は、このパンフレットに掲載されている各施設等のより
詳しい情報や、このパンフレットにない施設情報など、滋賀県内のグリーンツーリズムをより“広く”

“深く”知っていただける情報を掲載しています。ぜひ、ご覧ください。
◆ホームページＵＲＬ　http://www.pref.shiga.lg.jp/g/noson/gt-shiga/

Webサイト「グリーンツーリズム滋賀」

家族や仲間と楽しいひと時を過ごすなら、魅力いっぱいの滋賀の農山漁村へ！

平成 30 年 3 月

滋賀県都市農村交流体験施設等登録制度掲載希望の皆様へ

　滋賀県では、県内で都市農村交流（グリーンツーリズム）に関する体験を提供いただいている施設等をご登録いただき、情
報発信の支援や研修会を通じた助言等を行う体制づくりを行っています。「既に体験プログラムをお持ちの団体」や「これか
ら体験交流に取り組もうとお考えの団体」の方で登録制度にご関心のある方は、ぜひ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。
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各施設の紹介
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1 田舎のお宿ぴっかり

愛のまち民泊推進協議会
滋賀県東近江市妹町 70
TEL：0749-46-8100 （あいとうエコプラザ菜の花館内）

　ぴっかりは、数年前に大阪から移住された
ご夫婦が営むお宿です。築100年の古民家
でいただくお母さんの手作り料理は格別です。

2 愛のまち農家民宿穂の香のしずく

愛のまち民泊推進協議会
滋賀県東近江市妹町 70
TEL：0749-46-8100 （あいとうエコプラザ菜の花館内）

　穂の香のしずくは、広い縁側とこじんまりとしたお
庭のあるお宿です。オーナーが集めた小道具や骨董に
囲まれて、採れたての食材で一緒に料理も楽しめます。

3 愛のまち さんしゅゆの宿

愛のまち民泊推進協議会
滋賀県東近江市妹町 70
TEL：0749-46-8100 （あいとうエコプラザ菜の花館内）

　さんしゅゆの宿は、リピーターさんの多い
お宿です。笑顔の素敵なご夫婦が皆さまを家
族の一員としてお迎えします。

14 ファーマーズマーケットおうみんち

JA おうみ冨士ファーマーズ・マーケットおうみんち
滋賀県守山市洲本町 2785
TEL：077-585-8318

　直売所に隣接する畑で交流イベント「青空
フィットネスクラブ」を随時開催。なばなの
摘み取りや野菜の収穫などを通じ農家との対
話が楽しめます。農家レストランも併設。
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4 ウッディパル余呉

ウッディパル余呉（里山レストランぱるむ）
滋賀県長浜市余呉町中之郷 260
TEL：0749-86-4145

　余呉地域ならではの自然と伝統を活かした
体験プログラムを用意。里山レストラン「ぱ
るむ」ではジビエや山菜、カブなど地元の旬
の味覚を活かしたメニューを提供しています。

5 売店・喫茶「麻心」

売店喫茶麻心  magokoro
滋賀県米原市甲津原 1753 番地
TEL：0749-59-0225

　地元甲津原産の在来種の「伊吹蕎麦」が大
好評。サイフォンで淹れたコーヒーや甘味も
充実しています。漬物加工部によるミョウガ
などの地場産食材の漬物、味噌、惣菜の販売も。

6 CO-GAMO CAFE「コガモカフェ」

一般社団法人がもう夢工房
CO-GAMO CAFE「コガモカフェ」
滋賀県東近江市桜川西町 281-1　TEL：0748-56-1395

　創作料理と郷土料理のコラボレーションで、
蒲生で栽培された野菜やお米をおいしく提供し
ています。店内は木の香りがする温かみのある
雰囲気。週替わりのコガモランチがお勧め。

9 近江日野交流ネットワーク

一般社団法人 近江日野交流ネットワーク

滋賀県蒲生郡日野町河原 1-1

TEL：0748-52-6562（日野町商工観光課内事務局）

　日野町では、「三
方よし」の教えにな

らい、教育

旅行ホームステイ
に取り組んでいま

す。受入家庭

との「共通体験に
よる交流」を通し

て、子どもた

ちの心豊かな成長に
貢献したいと考えて

います。

10 NPO 法人  結びめ

NPO 法人  結びめ
滋賀県高島市安曇川町中野 795-3
TEL：090-2069-5448

　高島をフィールドに、農や食、古民家再生など暮
らしに根ざした技術や知恵を、学び、体験できる仕
組みが充実。交流イベントもたくさんあります。

11 NPO 法人麻生里山センター

NPO 法人麻生里山センター
滋賀県高島市朽木麻生 443
TEL：0740-38-8099

　森林公園くつきの森とその周辺地域の豊かな
自然・伝統文化・歴史などを活かし、森の恵み
を体験するイベントなどを開催しています。

12 東草野まちづくり懇話会

東草野まちづくり懇話会
滋賀県米原市甲賀 636 番地
TEL：090-3355-7782（座長：ノリクモ）

　姉川最上流の 4 集落が連携し、「自伐型林
業」や、農業・そば打ち・雪掘り野菜体験な
どの実施により「住みたい」と感じる地域づ
くりを進めています。

13 公益社団法人びわ湖高島観光協会

公益社団法人びわ湖高島観光協会
滋賀県高島市新旭町旭 1 丁目 10-1
TEL：0740-33-7101

　街道文化や豊かな自然に育まれた果樹が魅
力のこの地で、農林漁業者と連携し①当日申
込の「たびのこ」、②事前申込で深い体験を楽
しむ「たびのこぷらす」を提供しています。

17 高島市マキノ農業公園
マキノピックランド

高島市マキノ農業公園マキノピックランド
滋賀県高島市マキノ町寺久保 835-1
TEL：0740-27-1811

　「メタセコイア並木」を挟んで広がる果樹園
では、5月から11月までさくらんぼ・ブルー
ベリー・ぶどう・栗・りんごなどの収穫体験
ができます。手作りジェラートも人気です。

18 あいとうマーガレットステーション

道の駅あいとうマーガレットステーション
滋賀県東近江市妹町 184-1
TEL：0749-46-1110

　地場産野菜とその加工食品の販売のほか、
季節に合わせた農業体験等を提供しています。
隣接する花畑でのラベンダーなどの花摘みや
フラワーアレンジメント教室が人気です。

泊まる

体験する

食べる
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8 池田牧場

田舎の親戚「香想庵」
滋賀県東近江市和南町 1572-2
TEL：0748-27-1111

　ビワマスが遡上する渓流とそれを抱く森に設
けられたくつろぎ空間。自然からの食の恵みで
ある岩魚、猪肉、鹿肉料理が魅力。素材にこだ
わった自慢のジェラートもぜひ。

23 滋賀のおいしいコレクション

ホームページアドレス　https://shigaquo.jp/

　“買う”ということを通じても“農”を身近に感じていた
だくことができます。滋賀県内には、滋賀ならではの食材を
販売する直売所が各地にあります。詳しくはwebサイト「滋
賀のおいしいコレクション」等をご覧ください。

滋賀県内エリアマップ&
アクセス案内

滋賀

滋賀のありのままの農村文化と
農林水産業を体験する

買
う

19 あいとうエコプラザ菜の花館

NPO法人愛のまちエコ倶楽部
滋賀県東近江市妹町70番地
TEL：0749-46-8100

　「菜の花プロジェクト」発祥の地である菜
の花館では、プロの業を学ぶ通年の農業体験
をご用意。米づくりや果樹栽培、大豆栽培、
味噌づくりなど多様なコースがあります。

20 アグリパーク竜王

アグリパーク竜王
滋賀県蒲生郡竜王町山之上6526番地
TEL：0748-57-1311

　ほぼ1年を通じて果実の収穫体験が出来るのがアグリ
パーク竜王。ジェラートをはじめとしたスイーツやパン、お
土産品にも、ここで採れた果物が活かされています。また、
「近江牛発祥の地」として、牛肉グルメも楽しめます。

長浜古民家くらし研究会

一般社団法人　古民家再生協会滋賀
滋賀県長浜市落合町640番地2
TEL：0749-72-4597（担当：大森）

　地域再生推進法人の認定を受け、地元古民
家の再生を行っています。再生した古民家を
活用して、米や野菜作りの農家体験や、琵琶
湖でのマリンスポーツなど自然や伝統文化を
活かした宿泊体験プログラムを計画中です。

ツールドラック

株式会社ビーエスシー・インターナショナル
ツールドラック事業部
滋賀県大津市南船路4-1　TEL：080-8944-5050

　外国人観光客を対象とした、湖西地域を巡る
観光ツアーを提供。美しい湖畔や棚田、古民家
を訪れ、農家のご家族と地元料理を一緒に作っ
たり餅つきを楽しんだりと湖郷の人々の日々の
暮らしを体験できます。コースは全８種。

池原そば道場

池原そば道場
滋賀県長浜市余呉町池原1609番地
携帯：080-5701-3727（代表：藤原）

　里山を背にした田園が広がる集落に、古民
家を改装した「池原そば道場」があります。
池原で育てた「いけはら蕎麦」を使った本格的
な蕎麦打ち体験が楽しめます。挽きたて、打ち
たて、湯がきたての蕎麦を堪能ください。

権座グリーンツーリズム

権座・水郷を守り育てる会
滋賀県近江八幡市白王町752番地
TEL：0748-32-7293
携帯：090-8124-7649（担当：大西）

　西の湖に浮かぶ飛び地「権座」。田舟でない
と行けない権座の水田で育てた酒米『渡船』か
ら、地酒『権座』が作られています。きき酒、田植、
稲刈り体験などの権座サポートイベントを行っ
ています。まずはお問い合わせください。

7 るシオールファーム

るシオールファーム　直売所
滋賀県甲賀市水口町北脇1901　TEL：0748-63-8851

　甲賀地域の気候と野洲川の水が育てたお米や野菜、果実の美味しさを実感で
きるレストランが平成 30 年 6 月にオープン予定。隣接する直売所でも野菜や
果実、お米を購入できます。玉ねぎの旨みが詰まったドレッシングも人気です。

￥
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家族や仲間と楽しいひと時を過ごすなら、魅力いっぱいの滋賀の農山漁村へ！


