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日本農業遺産

日本農業遺産とは
日本農業遺産とは、社会や環境に適応しながら何世代に
もわたり継承されてきた独自性のある農林水産業と、それに
密接に関わって育まれた文化、ランドスケープ及びシース
ケープ、農業生物多様性などが相互に関連して一体となっ
た、伝統的な農林水産業を営む地域（農林水産業システム）
を農林水産大臣が認定する制度です。

取り組みの経緯
平成30年

6月20日

同上通過

一次審査（書類提出）

8月9日

11月29日

二次審査

現地調査

平成31年

（プレゼンテーション：農林水産省にて） 1月24日

認定

2月15日

認定書授与式

（農林水産省にて）
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4月19日

三方五湖の
つの特長
伝統漁業
1 漁業と資源保全を両立する伝統漁法

３

江戸時代には、村を単位に漁業ルールを設け、明治時代には、湖を単位に協同活動を行い、現在も
継続しています。
漁業者が協同して漁法、漁期、漁獲量などのルール化、漁法の技術開発、さらに、村同士でルールを
申し合わせ、漁獲制限の徹底、相互の監視により、魚という共有資源を、保全管理してきました。
特に、伝統漁法は地域の知的財産です。
400年の歴史をもつ「たたき網漁」、
「柴漬け漁」、
「うなぎ筒漁」、
「しじみ漁」は、湖底の形状、気象条
件、魚の特性をたくみに活用した漁法です。いずれも大量に漁獲しない資源を管理する漁法です。

三方湖
冬に竹竿で水面を叩いて、湖底でじっとしているフナ
やコイを驚かし、刺し網で獲る「たたき網漁」

三方湖・水月湖・菅湖・久々子湖
狭いところに隠れるウナギの習性を利用して、沈めた
筒に自ら入ったウナギを獲る「うなぎ筒漁」

三方湖・水月湖・菅湖・久々子湖
里山管理のために伐採された枝を束ねた「柴」でエビ

水月湖・菅湖・久々子湖
熊手の似た手掻きの漁具「じょれん」で、幼い貝をふ

や小魚を獲る「柴漬け漁」

るい落とし大きい貝のみを獲る「しじみ漁」
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五湖の産物と地域で受け継がれる文化

海とつながる三方五湖では、淡水魚や海水魚な
ど63 種の豊富な魚種が生息し、農業生物多様性が
保全されています。
湖の魚は湖周辺集落で家庭料理として食されます。
また、漁業者は飲食店や民宿を経営してフナやウナギ

自然のエサのみを食べて育つ天然
ウナギ「口細青うなぎ」

などの料理を提供し、多くの人に食べてもらうために
鮮度や味などの工夫を重ね、漁業の付加価値を自ら
高めています。特に、漁業者が営むウナギ店には、休
日、県外からの車が並び、全国各地からその味を求め、
多くの人が訪れます。
地域内の40 社以上の神社や祭礼を中心とするつ
ながりが、協同と扶助の意識を生み、地域の漁業ルー
ルを守る重要な役割を担っています。

体長 1mを超えるコイや地域固有のフナ
フナ・コイの刺身は全国的にも珍しい
冬の珍味

塩分濃度の高い湖で育つうまみの
濃いシジミ

地域の人々の心をつなぐ祭礼

多様に調理され観光資源としても活用される五湖の産物
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漁業者の知恵と工夫

神社に奉納される湖の恵み

当地域は、およそ５年に１度、大雨により
湖の水があふれる水害を受け、船や漁具が
破損して経済損失を被ってきました。
そのため、破損しても損失を小さくとどめ、
すぐに漁業を再開できるよう、漁具を小型
化、低コスト化してきました。三方五湖に大
型の漁船はなく、小さな船を使い続けてい
ます。

水害に適応して漁具を小型化する工夫

また、海流の変化などで、ウナギの遡上
が減った際、漁獲の対象でなかったテナガ
エビを商品化するなど、漁業者の柔軟な対
応で不安定な漁業収入を補ってきました。
さらに、水稲・梅栽培と複合することで、
収入のリスクを分散し、災害や環境変化か
らの回復力を強化してきました。
4
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漁業と農業を複合する知恵

環境の変化に対して、未利用魚を活用して
柔軟に対応

三方五湖の未来を守る
あらゆる世代の地域住民による
環境教育・美化活動を続け
三方五湖の未来を守ります
三方小学校「ゆりかご米」学校田

お年寄りから昔の話を聞き絵に描く活動

子供たちと魚を増やす活動

コンクリート護岸を自然護岸に再生

三方五湖一斉清掃

鳥浜漁業協同組合
・近年 30 代～40 代の若手が 6 名加入してくれました。それに伴い、
今期たたき網漁の実地講習会を 2 回開き、技術の継承の試みを始め
ています。自分で獲ったコイやフナをさばいて、その美味しさを実感し
てもらい、それを家族や友達に広げていってもらえたら需要拡大につ
ながるのではないかと思います。
・昨年大阪より類塾の子どもたちが漁業体験に来てくれました。生のテ
ナガエビを美味しいと言って食べてくれたり、漁師になりたいと言って
くれた子もいました。

左：田辺喜代春組合長

右：村上千代治理事

・日本農業遺産に認定されることによっ
て三方五湖がより注目され、伝統漁
法の継承や観光拡大につながるチャ
ンスととらえて、これからも色んな試み
を続けていきたいと思います。
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音楽ホール

若狭ブラスフェスタ2019

奥田弦ジャズワールド

〜夢と希望をブラスにのせて！〜

inパレア若狭

■若狭町と50年以上交流している京都市の

「大谷中学・高校吹奏楽部」と地元「美方高校

■驚異的なテクニックとアレンジ・作曲力を兼ね備え
た17歳高校生ジャズピアニスト“奥田弦”。瑞々しい感
性から奏でられる音色は、聴く者を惹きつけてやまな
い。今回、同世代の美方高校吹奏楽部もゲスト出演し
ます。オリジナル曲やジャズスタンダードは勿論、ク
ラシックの名曲までもジャズアレンジし弾きこなす奥
田弦の世界をどうぞお聴き逃しなく。

吹奏楽部」との交流コンサート。フレッシュでパ

ワフルな心に響く演奏をお届けいたします！
開催日／

8月18日
（日）

開演／ 13：30（予定）

開場／ 13：00

出演／大谷中学校・高校吹奏楽部、
美方高校吹奏楽部、ゲスト（予定）
料金／一般 500円

高校生以下 100円

※4歳児以上入場可 ※自由席

特 別 企 画

あなたも作曲家♪

）9：00
5/25（土 開始
売
チケット発

お客様が指一本で弾いたピアノのメロディーを
奥田弦がその場で素敵な楽曲に！
奥田弦さんは4月27日に放送された「題名のない音
楽会」
（テレビ朝日）で「平成が生んだ！即興王子」と
して紹介されました。
プログラム
トルコ行進曲（奥田弦ジャズアレンジ）
マイ・フェイバリット・シングス
（奥田弦アレンジ）ほか
開催日／

6月29日（土）

開演／ 14：00

開場／ 13：30

パレア若狭ワンコインコンサート2019 vol.2

ブラームスはお好き？

真夏の夜の室内楽

今宵はパレアで夕涼み♫〜ちょっと気軽な1時間〜

■
「夏だからこそ！」のライブ感満載プログラ

ム。パレア若狭音楽ホールの魅力も全開のコ

ンサートを「どなたもお気軽に！」がコンセプ

ト。お仕事帰りに！ 夏休み中のお子さまとご
一緒に！

チケット ！
売中
好評発

プログラム

R. シューマン／アダージョとアレグロ 作品70
幻想小曲集 作品73

J. ブラームス／クラリネットトリオ作品114
開催日／

7月24日
（水）

開演／ 19：30

開場／ 19：00

料金／一般 500円

高校生以下 100円

※未就学児入場不可

※自由席

奥田弦

料金／一般 2,000 円
高校生以下 1,000 円
※5 歳以上入場可能
※指定席

チケット
中！
好評発売

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

今川裕代
ピアノアカデミー2019
〜今回は大人の方も受講できます〜
■今 年も、若 狭 町ふるさと

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）
第18回

美方高等学校総合文化展
〜LA BELLA PIAZZA〜
ラ

ベラ

ピアッツァ

■ギャラリーでは、写真部、新聞部、美術部、
書道部、かるた愛好会の作品展示や体験コー
てい ちゃ

ナーを設けます。ホワイエでは茶道部呈茶会、
音楽ホールでは合唱部、吹奏楽部のコンサー

トや放送部の声劇も行われます。美方高校文

大使でピアニストの今川裕

化部の活動の成果をぜひご覧ください。

代さんによるピアノ講習会を

開催します。受講後は、ピア

＜音楽ホール＞ コンサート・ステージ発表

が分かる人になっているは

開演／ 13：30

ノを演奏する本当の楽しさ
ず！ふるってご応募ください！
開催日／

開催日／
今川裕代

7月27日
（土）
・28日
（日）

6月1日
（土）

開場／ 13：15

＜ギャラリー＞ 展示・体験
開催日／

6月1日
（土）
〜10日
（月）

講習時間／ 45分／人

開演／ 9：00〜20：00

定員／ 16人

休館日／ 6月4日（火）

※応募者多数の場合−抽選

応募要件／ソナチネアルバム相当の曲が演奏
できる方であれば、他の条件は問いません。

※体験コーナーは1日のみ

応募方法／所定の「応募用紙」を提出

※過去の受講者も応募可能（※初めての応募者優先）

応募受付開始／ 5月17日（土）
募集期間／ 7月17日（水）まで
受講料／一般 6,000円
大学生以下 3,000円
大宅さおり
（ピアノ）

福野桂子
（チェロ）

菊地秀夫
（クラリネット）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）
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☆聴講：無料（全日程聴講可）
※どなたでも聴講いただける公開レッスンです。
若狭町パレア文化課

Tel:0770-62-2508

美方高等学校

Tel:０７７０-45-0793

若狭町立図書館 パレア館

ハート&アートフェスタ2019

Tel.0770-62-2505 Fax.0770-62-2578

■今年も、よりよい共生社会の実現に向けて、

人生は旅『傘寿』４人展

人の元気につながり、
「誰か」や「何か」と出会

■中学校・高校からの仲間で、花・書・布・革の

分野が集う「パレア若狭」の特徴を生かし、福

人の作品の調和をどうぞご覧ください。

あなたの「好きなこと」
「得意なこと」がほかの

える場づくりを目指して、福祉・健康・文化の各

作品を出展します。暮らしの中にもなじむ、４

祉と文化の祭典「ハート＆アートフェスタ」を実

展示期間／

※イベントの詳しい内容は、広報わかさでの続報や9月
中旬配布予定のプログラムチラシをご覧ください。

時間／ 9：00 〜 20：00 ※最終日は１6：００まで

施します。

6月28日
（金）
〜30日
（日）
㔟馬 美智恵

主催／ハート＆アートフェスタ実行委員会事務局
開催日／

10月19日
（土）
・20日
（日）

フリーマーケット出店者大募集！

■チャリティフリーマーケットで「ハート＆アー

トフェスタ２０１９」を盛り上げてみませんか？
会場／

パレア若狭デイサービスセンター前駐車場ほか
※区画の割り振りは、給排水設備や電源の使用を考

慮し、事前説明会において事務局案を提示したうえで
決定します。

出店資格／

出店規約を遵守する個人・団体・グループ。

ただし、19歳未満の方のみでの出店やフリー

マーケットを生業とする方の出店は不可。

※出店料の半額は、福祉関係団体に寄付します。出店
規約等詳細は、お問い合わせください。

申込締切／ 8月16日(金)必着

※出店希望者多数の場合は、抽選とさせていただく場
合があります。
ハート＆アートフェスタ実行委員会事務局
パレア文化課内 Tel:0770-62-2508

音楽ホール

Tel:0770-62-1309

『パレ若塾』受講生募集！
七夕☆音楽あそび
■乳児・幼児向け、生の音楽に親しむ教室です。
活用した遊びをとおして、身体的・感覚的・知的

な成長を目指しましょう。希望者には楽器体験

（スタインウェイをさわってみる）を実施します。

7月7日
（日）

〜福井県嶺南地区予選〜

的として、未就学児から成人までの受講者全員
が、ソロや仲間とともに演奏します。エレクトー

開場／ 12：30

入場無料
株式会社 創楽堂

Tel:０７７０−５２−１３１３

ドリームi&ポコaポコ
ピアノコンサート
■幼児から大人の方までのピアノ発表会で

す。ピアノ独奏・連弾など心を込めて演奏しま
す。ぜひご来場ください。

若狭町パレア文化課

■一時休止された高島市朽木古屋の六斎念

仏。都会の若者が地元の人たちの指導を受け

て復活を遂げたお話をお聞きします。

6月8日
（土）

Tel:0770-52-0801
Tel:0770-62-1306
Tel:0770-56-0013

にじいろのおはなし会

■図書館リブラ館こどもひろばにて、毎月第４
土曜日に絵本の読み聞かせと、工作遊びを行

います。参加無料で、赤ちゃんから参加でき

ます。

6月22日
（土）

ハコヅメ〜交番女子の逆襲〜

も見たことのない警察漫画。

時間／ 13：30 〜

理不尽のち愚痴、働いて、

会場／リブラ若狭講堂

演題／「復活！朽木古屋の六斎念仏踊り」

講師／大藤寛子氏（朽木の知恵と技発見・復
活プロジェクト、筏流しマニア）
西川唱子氏（朽木の知恵と技発見・復
活プロジェクト、エーゼロ株式会社）

若狭町歴史文化館
開催中

第３２回企画展

6月30日
（日）
まで

休館日／火曜日 ※６/１は臨時休館

会場／若狭町歴史文化館企画展示室
若狭町歴史文化課

図書館からのオススメ本

に転身した作者が描く、誰

時間／ 9：00 〜 17：00
井上
奥東
近藤

若狭町立図書館 リブラ館

某県警に10年勤務。公務

開催日／

入場無料

料金／無料

員の安定を捨て専業漫画家

開催日／

開場／ 12：30

内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び

Tel:0770-62-2508

主催／ドリームiピアノ教室、ポコaポコ音楽教室
開演／ 13：00

場所／図書館パレア館 おはなしコーナー

場所／図書館リブラ館 こどもひろば

ふりかえる若狭町の古墳調査

6月30日
（日）

時間／ 11：00 〜

定員／各回15組
定員になり次第受付を終了します。

開催日／

開演／ 13：00

6月8日
（土）

対象／ 0歳〜 1人の子どもにつき、
1人の保護者が付添ください。

主催／株式会社

6月16日
（日）

開催日／

内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び
講師／森川かおる（ソプラノ）
料金／無料
木下翔太（ピアノ）鈴木麻依加（ピアノ）
参加料／ 500円／組 ※参観無料

主催／若狭町伝統文化保存協会

開催日／

加できます。

時間／ 14：00 〜

場所／パレア若狭音楽ホール

ンを演奏する楽しさをぜひ体感してください。
創楽堂

びを行います。参加無料で、赤ちゃんから参

開催日／

時間／ 1回目 9：30 〜 10：15
2回目 11：00 〜 11：45

ヤマハエレクトーンフェスティバル 若狭町伝統文化講演会

■日頃のレッスンの成果披露と意欲の向上を目

■図書館パレア館おはなしコーナーにて、毎

月第２土曜日に絵本の読み聞かせと、工作遊

0770-47-5363

ミニ演奏の鑑賞・リズムあそび・歌など、五感を

開催日／

おはなしたまてばこ

Tel:0770-45-2270

嫌われてちょっと感謝され

て、今日も現場は回ってい

ます！

※労働基準法は警察官に「一部」適用外です。

託児所をご利用ください！
料 金／町内の方：520円／時間
町外の方：870円／時間

対象者／ 1歳〜小学3年生まで
場 所／パレア若狭 和室
申込締切／

（土）
若狭高校演劇部 公演 ………… 6月1日

奥田弦ジャズワールド………… 6月15日
（土）

真夏の夜の室内楽…………… 7月10日
（水）
若狭ブラスフェスタ2019 …… 8月4日
（日）
若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）
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