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Ｓ市Ｔ地域振興ビジョンの方向性 
１ Ｔ町、Ｙ町の合併 
 
(1)合併の背景 
道路や鉄道などの交通基盤の整備、また、情報通信技術（ I T）の発達を背景として、住

民の活動範囲は、既存の行政区域を大きく越えて拡大している。Ｔ町とＹ町は、従来から

行政区域を越えた住民間の交流が盛んで、強い結びつきがあった。 
 こうしたなかで、広域的な交通体系の整備やバランスのとれた土地利用、さらには、公共

施設の一体的は整備や相互利用など、広域的なまちづくりへの必要性が高まってきた。 
少子高齢化の進展や環境問題などの広域的な行政課題には地域が一体となった対応が求

められている。また、これらの行政分野は住民の関心の高い分野でもあり、住民ニーズに

こたえるといった点からも重要な分野である。 
 高齢化の進展に対しては、医療・保健・福祉ニーズに対応する人的資源および専門的な人

材を確保することにより、安心して生活ができる環境を整備していくことが求められてい

る。 
 また、環境問題においても当地域内の琵琶湖や三上山をはじめとする貴重な自然環境を守

っていくとともに、住民と共にごみ処理やリサイクル活動を推進していくことが必要であ

る。 
(2)合併の目的 
平成 12 年の地方分権一括法の施行に伴い、国や都道府県の権限が市町村に移譲され、現

在、残された課題である税財源の移譲についても検討が進められている。こうした地方分

権の流れは、住民に最も近い市町村が、主体的・自主的に政策を実施していくことにより、

個性ある地域づくりを進めることで、活力ある地域を目指そうとするものである。 
こうした地方分権の時代において、NPO（特定非営利活動法人）やボランティアなど、

まちづくりにかかわる住民が自己決定、自己責任に基づいて地域の運営を担う仕組みづく

りが求められている。また、自治体はこうした住民との協働を進めるとともに、住民の期

待にこたえる新しいまちづくりを進めるための政策形成能力を向上させることが必要とな

ってきている。 
(3)旧Ｔ町・Ｙ町の位置、地勢、交通等 
①位置、地勢 
Ｓ県の南西部に位置し、西は守山市・栗東市、南は石部町・甲西町、東は竜王町、北は

近江八幡市と接し琵琶湖に面する面積 61.45k ㎡のまちである。 
近江富士と呼ばれる三上山と里山、豊富な水を有し、まちに潤いを与えてくれる野洲川

や日野川、すべてが注がれる母なる琵琶湖など、住民が地域への愛着を持ち続けるうえで



4 

の自然、温暖な気候の中で、住民の誇りと心を和ませる環境を形成している。 
こうした自然環境を活用したＳ県希望が丘文化公園、県立近江富士花緑公園や、オートキ

ャンプを中心とするレクリエーション施設のビワコマイアミランドなどがあり、地域外か

らも多くの人たちが訪れている。 
Ｙ川をはじめとした水源に恵まれ、肥沃な土地を生かして農業が盛んに行われてきてお

り、近年の農業を取り巻く厳しい環境の中で近代化に向けた様々な取組がなされている。 
多数の銅鐸が出土し「銅鐸のまち」として知られ、他にも延喜式の名神大社（創建年代

が古く、由緒ある）である兵主神社や真宗木辺派総本山錦織寺、古墳群や神社仏閣など豊

富な歴史・文化遺産に恵まれたまちである。 
豊かな自然と歴史・文化に恵まれており、人々の暮らしの中にはコミュニティの密接なつ

ながりから祭りなどの伝統文化が受け継がれてきた。 
 近年、利便性の高い交通網整備を背景として京阪神都心圏への近接性が高まり、先端技

術分野を中心とした企業立地が進んでいる。 
Ｔ町とＹ町は、それぞれ「ときめきゆとり実感中主」、「豊かな自然と歴史に彩られ、最

先端の技術が生きる町～人が奏でる生活優先都市～」を将来像に掲げ、まちづくりを進め

てきた。 
また、Ｙ町では、まちづくりの CI として「ほほえみＹちょう」を渇け、まちづくりのシ

ンボルとしてきた。 
 新市のまちづくりについての住民アンケート調査では、住民の約 7 割が「山・河川・湖な

どの自然環境」を、4 割弱が「歴史・文化」を町の特性・誇りと考え、新市の新しいまちづ

くりのキーワードについても、過半数の住民が「自然・環境」を挙げていた。 
 このように、先人から受け継がれてきた自然環境や歴史文化資源は住民の誇りであり、こ

れらの資源を生かした「自然と歴史に彩られた」まちづくりが、新市のまちづくりの基本

となる。 
 また、新市という舞台において、主役は市民であり、市民(人)がいきいきと活動する(奏で

る)まちを目指す。 
さらに、「ほほえみ」とは、新市を舞台に活動する人々が、共にそこで活動する人や自然、

歴史・文化との温かいふれあいのなかで、やすらぎ、ゆとり、豊さを感じることにより、

おのずと生まれるものである。人と人との出会いときずなを大切にするとともに、豊かな

自然と歴史を有する新市を愛し、住みやすいまちをつくろうと願う市民、企業、行政が交

流し、知恵を出しあい、行動することにより、「ほほえみ」があふれるまちが生まれ、そこ

に暮らす人々がいきいきと輝き、心が「ときめめき」躍動するまちがつくられる。 
「豊かな自然と歴史に彩られ人が奏でるほほえみ・ときめきのまち」が新市の将来都市像

とされている。 
②交通 
自然、歴史、景観などの新市の地域資源に配慮しつつ、市民生活の基盤となる魅力ある
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まちづくりを進めるため、都市計画マスタープランを策定する。 
  計画に基づき新しい市街地の形成、区画整理事業や開発計画を推進し、新市の均衡ある

発展に向けた計画的な土地利用を図る。 
新市の一体的な発展と市外との連携を図るため、国土連携軸として国道 8 号バイパス整備

や北伸事業、また新市交流連携軸として(仮称)湖南東近江広域幹線道路の構想策定、さらに

地域間連携軸として大津湖南幹線の整備などを中心に、交流を支える交通基盤の整備を進

める。 
  また、環境に配慮したまちづくりの一環として、人々が新市を自転車で周遊し、水と緑

を感じて心潤う環境にやさしい交通基盤の整備を推進する。 
  既存の市街地または主要公共施設間の円滑な移動を確保し、市内公共施設の有効活用と

市民交流を促進するため、幹線道路の整備を進めるとともに、循環バスを含めたバス交通

の利便性向上を図る。 
  また、JRＳ駅の駅舎改築、新しい都市核の形成につながる新駅の設置に向けた取組み、

JR 琵琶湖線の複々線化を推進する。 
③拠点整備 
  新市の都市拠点となる JR Ｙ駅周辺地域、副都市拠点となるＴ町役場周辺では、行政磯

能、商業機能をはじめとする各種機能の集積を進め、都市的アメニテイと利便性の高いま

ちづくりの核とする。 
  また、JR Ｙ駅周辺では公共施設や商業施設の立地を促進し、新市の玄関口としての整

備を図る。 
  情報交流．創造拠点において、JR Ｙ駅とＳ駅間の新駅設置構想の実現に向けた取り組

みを進める。また、新駅周辺には、保健・福祉施設、文化施設等も集積しており、既存の 2
駅とも連携を図りながら内外の様々な情報が交流する拠点としての基盤を整備し、商業機

能の立地を進めるとともに、住宅機能を整備して新たな人口増加を目指し、新市における

コミュニテイビジネスやベンチャービジネス創出に向けた各種新規創業支援機能について

も検討を進める。 
 (4)旧Ｔ町・Ｙ町の産業 
工業ゾーンでは、製造業のみならず、新産業の創造や新たな企業立地に向け、周辺環境

との調和に配慮しながら、整備済の工業用地への新規立地を図る。 
また、情報交流・創造拠点をはじめとした地域において、IT 関連産業、環境に配慮した

新エネルギーなど新産業創出支援、研究開発・新産業創造拠点では福祉や保健、医療、環

境、情報などの新分野における研究開発機能の誘致や産学官連携を推進する。 
①旧Ｔ町・Ｙ町商業機能の強化 
  まちのににぎわいを生み、市民の憩いの場ともなる商業機能の強化を進めるため、関係

団体と連携を図りながら、Ｙ駅周辺における商業施設の整備や既存商業施設の活性化に取

り組む。 
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②旧Ｔ町・Ｙ町農林水産業の振興 
  農林水産業については、消費者ニーズへの対応と経営の安定・発展を目指して、担い手

の確保・育成を支援するとともに、必要な基盤整備を進める。 
  また、水田農業の経営の安定と発展を目指し、新市における地域水田農業のビジョンを

策定し、これに基づき認定農業者や集落経営体の法人化および核となる農業生産法人の育

成等を図る。 
  農地は、農産物の生産だけでなく、景観形成や災害防止などの機能を備えており、こう

した多面的機能を踏まえて、農地や集落環境の保全等の基盤整備を進める。 
  また、農林水産業等における資源をまちづくりに生かすため、(仮称)まちの駅や市民農園

等をはじめとする交流施設を整備し、農業を生かした集客・交流産業への展開を進めてい

く。 
③旧Ｔ町・Ｙ町観光・レクリエーション産業振興 
  琵琶湖岸や県立希望が丘文化公園では、観光・レクリエーションで多数の来訪者があり、  
施設の集客力を新市の観光、産業に生かすことを目指し、観光物産振興基本計画を策定す

る。 
   また、三上山から琵琶湖まで新市の自然や歴史遺産などを結び、ネットワークを形成す

るとともに観光資源としての魅力を高めるため、リゾート区域における優良施設の立地促

進やエコリゾートを推進し、こうした取り組みを通じて、市外からの交流人口の増加によ

る観光・レクレエーション産業を振興するため、市外への情報発信や来訪者に対する情報

提供の強化を図る。 
 
(5)旧Ｙ町の産業の現状と課題 
①農林水産業 現状 
・農家数 994 世帝、経営耕地面積は 92,614a(平成 12 年 2 月 1 日現在) 
・林野家数 34 戸、保有林面積 102ha(平成 12 年 2 月 1 日現在) 
・ほ場整備率は 94.9%(平成 11 年度) 
・「野洲米」は良質な米として定評 
・一集落一農場方式を理念として、生産組合による生産性の高い集落も誕生 
・効率的な農業推進のため集落営農を進め、魅力ある農業の実現に向けた取り組み 
・若年層の農業離れ 
②農林水産業 課題 
＊農業経営の生産性向上 
＊組織経営体と個人経営体の育成 
＊地場流通システムの確立 
＊町の特産品づくり、町内消費拡大 
＊環境調和型農業の推進 
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＊担い手、後縦者の育成 
＊高生産性農業確立のための生産基盤整備 
＊優良農用地の高度利用を基本とした快適な環境による農村地域の形成 
＊豊かな農業景観の形成 
＊優良農用地の保全による都市近郊農業地帯の形成 
＊森林体験交流の推進 
③Ｙ商工業 現状 
・商業 商店数:361 店、従業員教:2,437 人、年間商品販売類:約 609 億円(平成 11 年 7 月 1
日現在) 
・工業、事業所数:94、従業員数:7,945 人、製造品出荷額等:3,888 億円(平成 11 年) 
・中心商業地の欠如 
・地元購入率では半数以上が守山市や近江八幡市など町外に流出 
・先進技術を擁する企業の立地 
・町の経済発展を牽引してきた工業が停滞 
・製造業では電機機械が中心 
・平成 2 年をピークに製造品出荷額等は減少傾向を示しているが、草津市に次いで県内で

は 2 番目に高い 
④Ｙ商工業 課題 
＊ 経営の近代化による既存商店街の経営安定化 
＊ 地元商店街活性化 
＊ 大型店舗による集客力の増強と地元商店街との共存 
＊ 商業活性化の核となる JR 野洲駅前周辺の商業活性化と魅力あるまちづくりの推進 
＊ 新産業の育成支援 
＊ 中小企業育成のための中小企業団地等の形成・企業誘致 
＊ 起業家の育成。産学官の交流や企集と住民の交流 
⑤観光・レクリエーション 現状 
・観光入込客数:年間釣 92 万人(平成 13 年 1 月～12 月) 
・「近江富士」三上山がランドマーク 
・県立希望ヶ丘文化公園、県立森林センター、近江富士花緑公園 
⑥観光・レクリエーション 課題 
＊広域観光のためのルートづくり 
＊観光客の再訪を促し、観光資源の開発 
＊地域産業との連携による体験型農業の育成 
＊情報発信、交流による観光客誘致 
＊地域経済や文化を活性化させる幅広い施策展開 
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(6)旧Ｔ町の産業の現状と課題  
①農林水産業 現状 
・農家数 990 世帯、経営耕地面積 115,548a(平成 12 年 2 月 1 日現在) 
・漁業・水産養殖業就業者数 13 人(平成 12 年 10 月 1 日現在) 
・豊積荘、豊積の里の呼称もある有数の穀倉地帯 
・「しゅんぎく娘」の愛称で春菊は京阪神有数の産地 
・メロン、ぶどうの生産も盛ん 
・大規模水田作や施設園芸経営による法人化、集落単位の取り組など、集落営農が成長 
・ちゅうずドリームファームが整備(体験農園、農産物直売・加工施設等) 
・水産業では年々漁獲量、漁業従事者が減少 
②農林水産業 課題 
＊集落営農組織の一段の高度化 
＊地域に根ざした個別経営体の育成 
＊集落を超えた組織経営体の育成 
＊多様な経営展開 
＊農地の流動化の推進 
＊担い手の高齢化、後継者不足 
＊個性ある魅力的な集落づくり 
＊農村住民と都市住民の交流による農村振興 
＊漁場環境の整備や基盤整備 
＊漁業環境の改善や観光漁業の展開等による漁業経営の安定化 
③商工業 現状 
商店数:127 店、従業員欲:778 人、年間商品販売額約 109 億円(平成 11 年 7 月 1 日現在) 
［工業］ 
事業所数:51、従業員数:1,336 人、製品出荷額:280 億円(平成 11 年 12 月 31 日現在) 
・守山市、近江八幡市等への購買力の流出 
・小規模小売業者が中心の商業 
・製造業では金属製品が中心 
・小規模経営の事業所が中心 
④商工業 課題 
＊既存商店の近代化・共同化による経営の安定化 
＊大型店と既存商店の共存・共栄 
＊小さな商業マーケットからの脱却 
＊商業団体の育成強化 
＊景観づくりや駐車場の確保 
＊市街地の中心部にふさわしい住民の交流機能を備えた魅力ある商業地整備 
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＊観光資源との連携強化による地域商業の活性化 
＊乙窪工業団池への環境にやさしい優良企業の誘致 
＊新産業創出と起業家の育成 
＊地場産業の振興と育成 
⑤観光・レクリエーション 現状 
・観光入込客数…年間約 73 万人(平成 13 年 1 月～12 月) 
・琵琶湖には、びわ湖鮎屋の郷やビワコマイアミランドなど多くの観光客を集める施設立

地 
・歴史、自然に恵まれた観光資源、特に朱塗り桜門と苔の庭園で有名な兵主神社 や木辺派

本山の錦織寺など 
⑥観光・レクリエーション 課題 
＊広域での観光ルートの確立 
＊自然との共生と琵琶湖岸の環境保全を図りつつ新たな観光資源の開発 
＊宿泊施設、観光案内等の整備 
＊交通アクセスの向上 
 
２ Ｔ地域の産業特性と観光資源 
(1) Ｔ地域の強み 
 
①豊かな自然環境 

マイアミ・あやめ浜を中心とした風光明媚な湖岸の景観やのどかな田園風景は本町の地

理的特性と穀倉地帯として過去から引き継がれてきた特色ある地域資源であり、環境保全

が困難になりつつある今日では他地域にない魅力と考えられる。 
 
②湖岸沿いの観光施設 

湖岸地域のキャンプ場等のリゾート施設、鮎家の郷、兵主神社等の文化財は本町におけ

る中核的な集客施設といえる。特に湖岸沿いのリゾート施設、鮎家の郷は、入込客数の増

加傾向にも見られるように湖岸道路の開通に伴い、今後、他地域からの観光客を吸引する

ポテンシャルを有していると考えられる。 
 
③農業(農産物) 
本地域で生産される米、春菊、メロン、ぶどうなどの評価は高く、販売．マーケティン

グの方法次第では周辺地域の農産物との差別化に十分つながると考えられる。 
 
(2)Ｔ地域の弱み 
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①JR Ｙ駅からの交通アクセス 
本地域は、湖岸道路の開通により自動車でのアクセスは改善されたものの、京阪神、大

津、湖北、湖東地域からアクセスする際に JR Ｙ駅からさらにバスに乗り換える必要があ

るなど、町の中心部や湖岸までのアクセスに不便さがある。 
 
②人口の伸び悩みと高齢化問題 

本地域の人口は増加してはいるが、周辺都市等と比べると伸び率は決して高くはない。

また、人口構成をみても、他地域よりも高齢化が進んでいる上、サラリーマン世帯が増え

かつての中心的世帯であった農家も後継者不足で減少してきているため、町全体の活力が

失われつつある。 
 
③脆弱な商業集積 

本地域には現在第 1 種大型小売店舗が立地していないが、周辺地域では少なくとも 1 店

舗は進出しており、また、既存の商店に対する評価も低く、守山、近江八幡に消費者の流

出を招いている。 
 
④中小企業を中心とした工業集積 

本地域に立地する製造業は大半が従業員規模 20 人未満の中小企業であり、景気動向に左

右されやすい構造となっている。野洲町、草津市などで大企業が進出している状況と比較

すると、町の財政面でも、就業者によるまちの活力づくりの面からみても他地域対比見劣

りする。 
 
⑤観光受け入れ体制 
本地域の強みとして観光資源があげられるが、その反面観光施設等への交通アクセスや

宿泊施設、観光案内等の受け入れ体制が不十分であり、本来の強みである地域資源が十分

活かされていない。 
 
(3)Ｔ地域の課題 
 
①目指すべきゴールの設定 
・中主地域は、外部環境の変化にも左右されずに古くからの穀倉地帯としての田園風景を

残し、他地域に見られるような大規模事業等への取組も比較的少なかった地域である。 
・しかし、時代潮流の変化のなかで、都市・地域間競争は激化してきており、今まで波風

のあまり立たなかった本町においても昨今近隣地域における都市化、業態構造の変化など

の余波を受けつつあり、自らの位置付けやアイデンティティ(差別化ポイント)を明らかにし、

将来目指すべき地域の方向性を確立することが求められている。 
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②活力の創造 
本地域では周辺地域のように爆発的な人口増加は見られず、高齢者を中心とした農家の

比率が高く、魅力的な大型商業施設や大規模工場もほとんどないことなどから、他地域に

比べて地域全体の活力が低いといえる。どのような地域でも、地域振興の源泉は「人」で

あり、大規模な「箱もの」施設ではない。人を居住者としてあるいは観光客としていかに

定着または来訪させるかがまちの活力創造のポイントであるが、その具体的課題として以

下の点が挙げられる。 
 
1)交通アクセスの改善 

当地域中心部や湖岸方面へのアクセスポイントは公共交通機関としては JR Ｙ駅しかな

く、距離もある。現状、中心部へは民営バス、タクシーで、湖岸方面へは乗用車、観光バ

スにより湖岸道路を活用してアクセスしている。特に当地域の集客ポイントである湖岸地

域については、湖岸道路への依存だけでは集客力に限界があり、より遠方からの集客を狙

うのであれば、名神、国道 8 号からの誘導を検討する必要があり、また、野洲駅～当地域

中心部～湖岸地域間を結ぶ交通網の構築も必要と考えられる。 
［交通アクセスの改善策］ 
・Ｙ方面(名神、国道 8 号)から湖岸に向けた 3 0m クラスの道路整備 
・湖岸道路の拡張 
2)定住化の促進 
草津、守山など周辺地域での人口流入に比べ、当地域の人口推移は横這い状態で、高齢

化も進んでいる。地域の活性化には人口の増加、とりわけ若い世代の流入・定住化が必須

条件である。 
［定住化の促進改善策］ 
人口増、特に地域外からの移入者を増やすためには他地域よりも有利な住宅政策、優遇

税制、教育補助(支援)等の施策が必要。 
 
3)集客力の強化 
当地域は大型商業施設立地の空白地域で、消費者の相当数が周辺地域に流れており、集

客力は周辺地域と比較して大きな差がある。既存の商業集積による集客はまず困難で、新

たな集積や既存施設の活性化によっても競争力の強化は期待しにくい状況にある。 
［集客力の強化策］ 
周辺地域の商業集積との同質的な競合よりも、Ｔ地域の強みである観光資源、農業資源

等による集客力の強化に重点を置いた戦略の方が現実的と考えられる。長浜方面と草津・

大津方面を結ぶ湖岸道路の中継点として通過する乗用車、観光バス等を滞留させる仕組づ

くりを図る。 
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4)訪問者のもてなし体制づくり 
観光入込客数は近年急増しており、当町の集客産業としての機能を果たしつつある。し

かし、観光地としてふさわしい受け入れ体制(インフラ整備)が十分ではない。 
交通アクセス、宿泊施設、表示・案内等のハード・ソフト両面での整備が急務である。 
［訪問者のもてなし体制づくり策］ 
宿泊施設は湖岸道路周辺にキャンプ場があるが、利用時期が限定される。年間を通じて

宿泊利用できる施設整備が必要。 
観光バスも利用できる大駐車場付きの休憩施設等の整備も進められるべきである。地域

住民向けの施設等も来町者に対し開放する。 
5)情報発信力・マーケティング力の強化 
本地域の資源をみると、意外に域外では認知されていないものも少なくなく、外部に対

する地元の売り込みが今まで十分になされて来なかったように見受けられる。 
  いわば、「宝の持ち腐れ」の状況である。これからは地域資源をいかに魅力的に、また効

果的に外部に対して情報発信するか、あるいはいかにうまく売り込むかが地域間競争にお

ける差別化戦略として重視される。具体的には、本地域の強みといえる自然・観光資源や

農産物を集客力の強化にどのように活かすかが喫緊の課題と考えられる。 
［情報発信力・マーケティング力の強化策］ 
当地域の強みである自然・観光資源や農産物を魅力づくりや他地域との差別化戦略に活

かす仕組づくりの構築が必要である。 
 
6)産官民の協調体制づくり 
地域振興対策は地域の当事者が一体となって企画、推進しないと実現できない。行政、

商工会、事業者、住民の産・官・民が協調して振興方策を考え、実行していくことが必要

である。特に、地域振興のようなテーマの場合、事業推進の責任所在が曖昧になりがちで、

事業自体が頓挫する要因になっているケースが過去の事例にも多い。 
［産官民の協調体制づくり策］ 
産官民一体的に事業を推進する場合、第三セクター方式が従来は主流であったが、最近

は同方式に対する批判も集中している。民主導または官主導か、あるいは PFI 方式のよう

に民間の資金とノウハウを活用するか、等の方針についても先送りにせず、なるべく早い

段階から平行して検討すべきであろう。 
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３ 地域活性化のための観光－将来の観光マーケットと開発キーワード－ 
 
将来予測 

 将来市場を次ぎのように整理することができる。 
［社会環境］ 
・ 21 世紀の進路「観光立国」の浸透 
・ ビジット・ジャパン・キャンペーンの P R、2010 年代アジアに観光革命の起きる予測

も 
・ 美しい国土の創造に取り組む時代 
［競合面］ 
・ 観光全体の魅力が決め手の時代 
・ スキー・テニスはブームが去り安定期 
［アクセス面］ 
・ 高速交通体系の整備による立地の平準化 
・ リニア・モーターカー     
［都市市民(国内)のニーズ］ 
・ 旅行の主流は高齢者になる 
・ 旅行弱者と熟年高齢者への配慮 
・ 夫婦の旅行 
・ 温泉への指向は依然として強い 
・ 旅館の多様化(宿泊・飲食)がすすむ 
・ 見る観光から体験型観光へ 
・ グリーンツーリズムをベースとした新型リゾート例として「田園・牧場型リゾート」、 
「探検型リゾート」 
［都市市民の特性］ 
・ 小規模家族化の進展 
・ 高齢・少子化の進展      
 
 
 
活性化への課題 
将来予測を踏まえ活性化への実践課題を次のように設定する。 
 
【基本的課題】 
・ 観光客受け入れのための環境整備 
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・ 誘客のための観光資源開発 
・ 地域観光情報の発信 
 
【事業化課題】 
・ 宿泊施設の整備 
・ 個性豊かな郷土料理の開発及び飲食施設整備 
・ 特産品開発のサポート及び販売システムの構築 
・ 交通アクセスの整備 
・ ユニバーサルデザインによるまちづくり 
・ 点から面による整備 
・ 遊歩道・自然景観の整備 
・ 歴史や個性豊かな伝統郷土文化を生かした観光推進 
・ 豊かな自然を生かした観光推進 
・ 古い町並みを生かした観光推進 
・ 既存の「各種体験メニュー」による交流会 
・ 各種体験をサポートする名人の確保 
・ 観光ボランティア・ガイドの育成 
・ 海外及び国内都市に向けて中主の観光を紹介する情報システムの確立 
・ わかりやすい外国語表示の統一案内板の設置 
 
観光開発のキーワード 
１ 人材育成 

Ｔ地域の観光を考える上で、今後、最も大きな課題の一つになるのは人材不足だと考え

られる。Ｔ地域入域観光客は年々増加をしている。観光業は資本集約ではなく、接客の伴

う労働集約型の産業であるから、観光客が増加すれば、観光関連業に従事する人の数も増

える。雇用の受け皿として期待されている。ところが、人材の育成は一朝一夕で出来る訳

ではない。育成体制が出来ていない状態で、サービス業の素人を従業員として受け入れた

所でサービスレベルが低下するのは目に見えている。 
よく言われる事であるが、人材には 4 通りある。存在自体が競争力に繋がり、組織にと

っての財産である「人財」。組織にとって人件費に見合う以上の活躍をする「人材」。ただ

そこにいるだけの「人在」。組織全体の足を引っ張る「人罪」。一人一人が 4 つのうちのど

れかに当てはまるとするならば、人数的な割合はどうなっているだろうか？経営者自身も

含めて考える必要がある。 
人材育成を考えた場合、その対象は３層に分かれる。 

① 経営者 
② 幹部 
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③ 一般従業員 
「人材育成」と言えば、一般従業員、しかも新人の育成が最初に思い浮かぶかも知れない。

しかし、その考えは正しくない。まず経営者である。経営者がレベルアップしない限り、

経営者に付いていく従業員は絶対にしベルアップしない。仕事と勉強に熱心な従業員も中

にはいるだろうが、そのような人は、会社のレベルを追い越した時点で、独立したり他社

に移ったりする為、定着しない。自社の経営を考えるうえで経営者自身がまず見識を磨く

べきである。 
経営者にとって身に付けるべき事は色々とあるが、大きなものには財務、マーケティン

グ、組織作りなどがある。そもそも経営理念があるかどうか、その意味を理解しているか

どうかも大きい。中主観光には以下の３つの課題が存在する。 
① 客単価を上げる為の戦略 
② 同業他社との差別化を図り、観光客に対してどんな付加価値を提供するのか 
③ 幹部や従業員をどう育成し、どうモチベーションを高めていくのか 
この組み立てが出来なければ、たとえ中主入域観光客が増えた所でライバルも増える。

パイの奪い合いのゼロサムゲームに巻き込まれて文句を言う権利はない。 
次は幹部層の育成である。組織が成長する場合、経営者が如何に自分の右腕、左腕を育

てていくかは大きなファクターである。さもなければ、たとえ形は株式会社であっても、

内実は個人商店という事になりかねない。これでは、売上が増えて従業員が増えても「成

長」は言えない。「膨張」である。膨張した組織は、ある程度まで行くと弾けるか割れる。 
余談になるが、零細企業が多い産業や地域は本来、幹部クラスになる人物が組織に残ら

ずに独立してしまうケースが多いからである。文化や気質に拠る部分も大きいと思われる

が、幹部クラスの人材が極端に少ないのは否定できない。経営者と一般従業員のどちらか

に極端に偏っているのである。これは人材に対する経営者の理解不足による所が大きい。  

意識があっても具体的にどうすれば良いのかが分からない状態だと考えられる。 
一般的に、成熟した業界には「キャリア・パス」という概念がある。キャリア・パスと

は、従業員が長期的に組織の中で生きていく上で、転職も含めてどのようなキャリアを積

み重ねていくのか、最終地点は何か、という事である。社会人としての生き方には色々あ

ると言っても、キャリア・パスはある程度、パターン化されている。これは歴史の浅い IT
業界でも存在する。ところが、中主の観光産業に関して言えば、キャリア・パスには殆ど

触れられていない。精々、就職支援の意味合いである。恐らく、観光業界においてキャリ

ア・パスは存在しない。観光関連業に身を沈める人が、職業人として自己実現を図るため

の長期的な道筋(シナリオ)かないのである。無ければ自分で切り開くしかない。これはその

人の独立・開業を意味する。開業率が増えるのはある意味で良いことだが、中堅クラスの

人物に退職された会社にとっては損失を意味する。 
観光振興計画でも、技術的な面における人材育成はかなり充実しているが、従業員の 20

年・30 年の期間に渡る長期的な時間軸では論じられてなく、どちらかと言えば、各企業に
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委ねられている状態である。ところが、経営者側にも幹部クラスのキャリア・パスの概念

が無い可能性が高い。自社の数年後も見えない状態で、従業員のキャリア設計まで認識で

きないのは、ある意味仕方かない。しかし、当の従業者にとっては自分の人生を左右する

事であり、「人財」である人ほど、自分の長期的なキャリア設計を模索する。ここでくい違

いが生じて人材流出が起きる。この部分は第三者が支援する余地がある。最後に、一般従

業員の育成であるが、あくまで行政による支援は補助的なものであって、従業員に教育を

施す責任は企業自身であることを忘れるべきでない。業界全体の底上げという観点では、

他の都道府県では商工会議所などが中心となって「00 検定」を実施している所がある。平

成 16 年に京都商工会議所が先駆けとなって京都検定を実施し話題となり、他県でも実施の

動きがある。人材の玉石混交状態を排し、企業の育成意欲を高める観点では、「認定」をし

た方がよいと思われる。観光に従事する者として必要な知識と身に付けた人材とそうでな

い人の区別、また、そのような人材を多く擁する企業とそうでない企業との区別をおこな

い、観光客から見えるようにする。そうすれば、人材育成のインセンティブにも寄与する

であろう。京都検定は単なる文化イベントで終わっておらず、受験者には京都で観光関連

業での従事者が多く含まれている。 
 
２ エコツーリズム 
最近、旅行業者を中心に「エコツーリズム」というキーワードが多く聞かれるようにな

っている。そもそもエコツーリズムとは何を指すのか。 
エコツーリズムとは 
1.自然・文化・歴史の適切な保全と持続的な活用 
2.地域の活性化 
3.訪問者が適切な案内をうけて地域の自然・歴史・文化とふれあう活動 
エコツーリズムには全国的または国際的に統一された定義が存在せず、言葉が先に一人

歩きしてきた歴史を持つ。例えば、NPO 法人日本エコツーリズム協会のホームページには、

「日本はもとより国際的にもエコツーリズムに関する確立した定義がない現状に鑑み」と

記述されている。本来、言葉を最初に定義してしかるべきであるが、そうではなく、個々

人が自己流に解釈をしてきた為、同然、その取り組みも統一されていなかった。 
よく言われる事に「2 つのエコは短期的には両立しない」というのがある。2 つのエコは

「エコノミー(経済:Economy)」と「エコロジー(環境:Ecology)」である。よく知られている

例としては、発展途上国の森林伐採をめぐっての先進国と途上国の対立がある。京都議定

書もそうである。中主においてもこれに良く似た構図が有ってもおかしくない。 
エコツーリズム推進事業検討委員会で出された意見の中に「自然体験学習とエコツーリ

ズムの区別がついていないのではないか」というのがある。多くの観光関連業者にとって、

エコツーリズムは「自然体験学習の販売」の意味合いであろう。3 項目のうち、「3.訪問者

が適切な案内をうけて地域の自然・歴史・文化とふれあう活動」には確かに該当する。し
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かし、その他の項目は考慮されていない。ビジネスチャンスとしての捉え方であり、エコ

ツアーの「エコ」は「経済」の意味にすりかわっている。 
エコツーリズムの定義の最初に来るのは「1.自然・文化・歴史の適切な保全と持続的な活

用」であり、エコツーリズムにとって最も大切な視点は「保全」である。観光が産業にな

りうるのは、顧客である観光客にとって、自然・文化・歴史に相応の価値が有るからに他

ならない。一部の良識者だけが保全に取り組んでいるのが現状である。 
自然や文化を体験する形の観光は、今後も増える事が予想されている。同時に、観光資

源を守る為、観光関連業者に対して種々の規制も課されていくと推測される。今まで自社

の利益だけを考えてエコツーリズムを語ってきた企業は、行政に対して被害者意識を持つ

かも知れない。しかし、自然・文化・歴史は社会全体の財産であり、旅行者に対する「自

然体験学習」も、それを抜きにしては、長期的には成立しない事は理解すべきである。ま

た、自然・文化・歴史と共生するエコツアーを提供するのが、本物のエコツーリズムであ

り、本物を提供できる企業なり組合が、最終的には旅行者から支持され、ビジネスとして

も勝ち残る。 
 

３ グリーン・ツーリズム 
グリーン・ツーリズムとは「緑豊かな農山漁村地域において、その自然、文化、人々と

の交流を楽しむ、滞在型の余暇活動(農林水産省)」である。関連法として、「農山漁村滞在

型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」が平成 6 年に制定されている。グリー

ン・ツーリズムは農村部での取組事例導入が通常多い 
そもそも、グリーン・ツーリズムは、法律に「主として都市の住民が余暇を利用して」

と規定されている事からして、観光との親和性が高い。周知の通り、昨今は精神的な充足

感を求める風潮が強く、「癒し系」「リラクゼーション」がマーケティングの大きなポジシ

ョンを占めている。また、本人のみならず子育ての面でもニーズがある。 
ただし、グリーン・ツーリズムを事業として成立させるためには、相応の受け入れ体制

が必要である。滞在期間は、数日から数ケ月に及ぶため、宿泊施設や周辺の商店との協力

が必要になるし、認知度を上げるには旅行代理店との連携は不可欠である。希望者の人数

が少なくてはビジネスにならないし、多すぎると受け入れが間に合わない。需給調整機能

をどこが持つかという課題もある。勿論、グリーン・ツーリズムをビジネスとして成長さ

せる人材の育成も必要である。農業従事者は他の産業従事者と比較すると自発的な経営上

の取り組みが弱い傾向にある。言い換えれば「待ちの姿勢」が強い。グリーン・ツーリズ

ムをコーディネートする中核人材をどれだけ輩出できるか、今後観光の一翼を担えるかが、

分岐点になると考えられる。 
 
４ 団塊の世代 
団塊の世代がマーケティング上、大きな話題になっている。まず、人数が多いこと。次
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に、定年退職を控え、退職金と時間を同時に手にする、という事である。会社を退職後は

旅行を楽しみたいと考える人も多く、観光関連業者にとっては有力なキーワードとなって

いる。 
しかし、団塊の世代には、一人一人の価値観やライフスタイルは全く異なる点に注意が

必要である。低賃金でもまじめに働いた 20 代。管理職のイスが見え、子供の教育にも熱を

入れた 30 代。バブル経済で世の中が浮かれた 40 代前後。ここまでは「右肩上がりの会社

員」である程度、共通の価値観があった。ところが、40 代半ばでバブルが崩壊し、経済が

低迷。50 代で終身雇用・年功序列が崩壊し、賃下げとりストラの嵐。同時に子供である団

塊ジュニア世代の学歴神話も崩壊。ここに至って、それまで依存してきた精神的な拠所が

なくなり、自分なりの価値観を持たざるを得なくなった。このような背景を持つのが団塊

の世代である為、旅行を提供する場合、特に客単価の高い高付加価値の高いツアーを提供

する場合は、価値観やライフスタイルごとに、団塊の世代をセグメント化(グループ分け)
して考える必要がある。パソコンや携帯などの IT 機器に対する関心が高い人が意外に多い。 
また、人材の面で考えても団塊の世代は有効なキーワードである。定年退職後は賃金が

下がってでも仕事を続けたいと考える人は少なくない。中高年者の継続雇用としての考え

方もあるが、定年後に移住する人達の活躍の舞台が田舎にある。田舎に移住する人は年々

増えているが、定年後に田舎で第二の人生を送ろうと考えている人も多い。 
団塊移住者は、都市部の事情に詳しく、都市部に仕事やプライベートでの人脈も持って

いる。したがって、マーケティングや都市部事業者との連携を考えた場合、郡部出身者と

は違った強みを発揮できる可能性がある。いわゆる、観光と都市部とのブリッジ(橋渡し)
役である。これは恐らく、本人のやり甲斐も高い。人的資源の有効活用の観点から、是非

前向きな検討を期待したい。 
 
5.LOHAS 

LOHAS(ロハス)とは、米国の社会学者ポール・レイ氏と心理学者シェリー・アンダーソ

ン氏が提唱した「Lifestyles of Health And Sustainability」の頭文字をつないだ造語で、「健

康や環境保全を重視するライフスタイル」を意味している。マーケティングセグメントの 1
つではあるが、他のセグメントと比較して可処分所得が高く、健康や環境の為には出費を

惜しまないことから最近注目されている。なお、厳密には、健康を重視する層と環境を重

視する層に細分化される。 
この言葉自体は一過性の流行語で終わる可能性も有るが、観光・製造業・流通業にとっ

ては長期的に有効なアプローチであると考えられる。LOHAS を標榜する層が求めるのは、

健康や環境維持へのこだわりである。品質や効果を重視し、そのためには出費を厭わない。 
また文化を重視する為、LOHAS への浸透が数年後にその他の層への普及に繋がる可能性

がある。 
例えば、産学官連携等で高付加価値製品を開発する場合、最初に販売対象とすべき層と
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言えよう。 
 関連キーワードには「健康食品」「サプリメント」「予防医学」「フィットネス」「ヨガ」「エ

ステ」「エコツーリズム」「グリーン・ツーリズム」「風力発電」「環境配慮住宅」「ハイブリ

ッドカー」などがある。 
 
４ Ｔ地域振興ビジョンの方向性 
 
Ｔ地域における地域振興事業の目的はあくまでも小規模事業者の活性化であるが、商店

街の活性化に代表されるようなアーケード、舗道の改装や高度化資金融資等の小規模事業

者を直接的に支援する事業は本町内の人口推移や商圏等の現状から判断して馴染まず、ま

た効果も期待しにくいと考えられる。 
本地域が有する地域資源、当地域を取り巻く経済環境、行政による関与等を勘案した結

果、現実的な振興方策として、地元の農産物と観光資源を活用した集客力強化のための仕

組づくりや湖岸道路周辺を中心とした観光客、ドライバー等のための受け入れ体制づくり

が優先度の高い活性化策であると考えられる。 
 
(1)シナリオ案 
①現代風「豊積の里」 

従来から引き継がれてきた田園風景と農村地域の特性を残しつつ、都市近郊型の近代農

業経営へのシフトを図ることにより、農業分野を中心とした地域振興を進める。 
②観光資源を活用した地域交流拠点 
湖岸周辺の景観・娯楽施設、鮎家の郷、文化施設等を集客の目玉として活用することに

より、観光客、消費者、定住者を取り込み、町の活性化につなげる。 
③農業資源と観光資源を活用した自然体験型観光拠点 
湖岸周辺の地域資源だけに依存せず、町が古くから有する農業資源(田園風景、農産物等)

も地域資源の柱として活用することにより自然体験が可能な観光拠点であることを当町の

差別化ポイントとして訴求する。 
④アミューズメント施設等の誘致 
当地域に大型小売商業施設が進出していない背景には、商圏人口が企業サイドの基準に

達していないことがあると考えられる。周辺地域での立地状況をみると当町は商業集積の

空白地域となっていることから、立地企業にとっては消費人口が充足されれば進出候補地

域となる可能性も否定できない。また、湖東地域の他の観光資源との連携、相乗効果を狙

ったアミューズメント施設等の立地も検討する余地はあると考えられる。ただし、どれだ

けの集客が見込めるかがポイントとなる。 
 
(2)Ｔ地域コンセプト 
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当地域の最重要課題である集客力強化のためには、当地域への人の流れをつくる必要が

あり、活気のあるまちづくりには不可欠な要素である。人の流れができれば、あとはいか

に滞留させ、地元の小規模事業者にとってのビジネスチャンスにつなげるか、その仕組づ

くりが重要となる。本地域の資源は潜在的にみてそのようなビジネスチャンスを創造する

可能性を有していると考えられる。 
振興ビジョンはその可能性を最大限引き出すための舵取り役と位置付けられるが、ビジ

ョンの具現化には行政当局の支援並びに地元事業者、地域住民の協力、参画が不可欠であ

り、ビジョンはこれら関係当事者の総意に基づき推進されるものである。このような考え

方に沿ってビジョンのコンセプトを次のように設定する。 
 
①訪問者をもてなす拠点の形成 

現在他地域から当地域へのアクセスは湖岸道路経由が中心となっており、特にマイアミ

浜周辺や鮎家の郷が集客の拠点となっている。人の流れの受け皿としては湖岸周辺(オート

キャンプ場を含めたエリア)に大規模駐車場、宿泊施設、飲食施設、娯楽施設等を整備して

訪問者をもてなす中核拠点と考える。 
 
②Ｔ地域の環境保全と地域資源の有効活用を具現化するネットワーク形成 

今なお残されている中主地域の田園風景、湖岸地域の自然環を破壊せず、むしろそれら

の持つ良さを地域の資源として活用する方向で当地の魅力を訴求していくことが活性化方

策の大前提となる。 
これらの地域資源を「点」単独で活かすのは難しいが、「点」と「点」を「線」で 結び

「面」的な活用方法を考えることで地域全体としての魅力度を向上させることにつながる。 
 
③商工会、Ｔ地域、地元事業者、農家が一体となったビジョン推進体制の構築 
地域振興は地域全体が一丸となって推進することが成功要因とも言える。特に、当事者

となる事業者や住民が中心的に参画するような協議会などによる積極的姿勢が求められる。 
 
④Ｔの地域計画や構想との連動 

施設整備や開発のような投資を伴うハード事業は行政による参画、支援が必須条件とも

なり、中主地域が計画している総合計画や諸構想等との整合性を図ることは本ビジョンを

実現化する過程では極めて重要となる。 
 
(3)JR Ｙ駅地域の役割 

中核拠点地域は、当地の交通アクセス状況からみて外部からの観光客等が乗降する、あ

るいは通過する主要ポイントになっている。したがって、これらの訪問者を中核拠点地域

および中主地域内に滞留させる成否はこの拠点の機能に大きく左右されると考えられる。
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この中核拠点地域の果たすべき役割は以下の 3 点に集約できる。 
  1)同地城を近江八幡市ならびに草津市方面からの観光客等の通過点にさせない。 
  2)同地城に立ち寄った観光客等を中主中心部へと誘導する。 
  3)地域内での集積・整備が十分でない施設や機能の補完的役割を果たす。 
(4)JR Ｙ駅地域の機能 
［集客機能］ 
他府県、県内各地からの観光客等を吸引する機能(「道の駅」的な施設の整備)。 
集客対象は 2 パターンが想定される。 

当地を第 1 次目的地とする場合。長浜市、近江八幡市、守山市、草津市、大津市万面か

ら当地を通過する観光客等を立ち寄らせる場合 
具体的な機能および主な集客施設は以下のとおり。 

  1)販売機能:当地産の農産物、加工品、土産品等の販売店、コンビニ等 
  2)飲食機能:当地産品主体のレストラン、ファミリーレストラン等 
  3)流通機能:農家直送の農産品、その他商品の集荷、在庫 
  4)展示機能:地場産業、地元商店等の製品・商品の展示、文化関連の展示 
  5)宿泊機能:オールシーズン利用可能なタイプ 
  6)交流機能:町民の交流の場(会議、講演等に活用)、他地域と地元との交流の場 
  7)娯楽機能:ゲームセンター、温泉、カラオケ、釣堀等 
［情報発信機能］ 
ネットワーク化された町内のスポットおよび連携する近隣地域の観光拠点等に関する情

報提供を行う。案内表示、モニュメント等を駆使して顧客を次のポイントへ誘導する役割

も担う。 
特に、JR Ｙ駅は観光客の大量輸送・集客の中心ポイントであり、同駅でのＴ町に関す

る情報の露出度を高めることは当町の広告・宣伝にもつながるものと考えられる。 
［マーケティング機能］ 
他地域との差別化を図るための情報収集を来町者対象に実施する。 
 
［結節機能］ 

近江八幡および草津方面をつなぐ道路交通網上の結節点であることから、周辺地域では

駐車収容能力の増強が必要である。 
 
(5)JR Ｙ駅地域施設と他の集客・もてなし拠点のネットワーク化 
地域内の集客あるいはもてなしの場となりうるポイントをつなぐ観光ルートのネットワ

ーク化を行う。具体的には散策マップや回遊ルートの整備、シャトルバスの連行等により

訪問者が抵抗なく、容易に施設や観光拠点間を移動できる仕組を構築する。 
 



22 

(6)JR Ｙ駅地域事業への参画 
①JR Ｙ駅地域の整備: 
 ハード施設の整備は行政が事業主体 
②集客ポイントのネットワーク化: 
 商工会、地元事業者、外部専門機関が主体 
③生産・流通 
 地元農家およびＪA、食品製造・加工事業者 
④販売: 
 地元小売商業者、その他事業者、商工会 
⑤マーケティング・情報発信: 
 事業者、商工会、行政(地域振興課)、観光協会 
⑥アイデア創出: 
 一般市民、事業者 

ビジョンを具現化するためには市民の参画が前提となるが、市民にビジョンの方向性、

内容を理解してもらわなければならない。そのためには市民に対するビジョンの概要を開

示し、意見交換するような機会を次年度以降に設定することも重要である。 
具体的には、『地域振興ビジョンを語るパネルディスカッション』等の講演会を企画し、広

く市民への参加を呼びかける。パネルディスカッション等通じて出された意見は地域住民

の声として地域振興ビジョン構想や具体的実施計画に反映させる。 
 
５ Ｔ地域内の個別観光資源と地域連動 

Ｔ地域内の観光資源の代表的なスポットに以下の施設がある。 
(1)レジャー関係 
 
［Ｂ、Ｙ川歴史公園サッカー場］ 
所在地 Ｍ市服部町 
T E L  
ＦＡＸ 
休業日:火曜日 
JR Ｙ駅より車 15 分、名神高速道路Ｒインターより車 30 分 
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 人口芝 2 面（内フットサルコート 4 面含む）、天然芝 1 面、クラブハウスを備えたサッカ

ー専用グランド。 
［Ｂマイアミランド］ 
所在地:吉川、営業時間=9=00～17:00 

 
 

びわこ国定公園湖岸緑地マイアミ・アヤメ浜園地にあり、沖島と雄大な比良山系を背景

に白砂青松のすばらしい環境にある。キャンプやテニス、パターゴルフなどができる。 
［Ａパーク・野鳥公園］ 
所在地:吉川、営業時間=9:00～17:00 
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Ａパークでは、5 月中旬から 6 月中句にかけて、アヤメ 400 種、5,000 株が咲く。カイツ

ブリ、ヒヨドリ、カモなどのバードウオッチングも楽しめる。 
 
［Ｍ浜オートキャンプ場］ 
所在地:吉川、受付時間:9:00～17:00 
料金=1 泊 7,000 円～(サイト利用) 

 
 

103 台の自動車を収容。サイトには水道、A/C 電源、温水シャワーなどの設備あり。 
 

［びわ湖Ａの郷］ 
所在地:吉川 
営業時間:9:00～17:00 
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びわ湖の食文化を提供。鮎料理を中心に、湖魚佃煮・鴨料理・漬物・和菓子などを揃え

る。買う、見る楽しさ。見学工房では、製造工程が自由に見られる。他にお食事処やギャ

ラリーなど。駐車場は 250 台収容。 
 
［Ｈの里総合センター］ 

  

自らの土地で育てた近江米の稲わらを使い、 

釉薬を調合し独自の作風で製作されている。 
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 建築家黒川紀章氏設計による複合施設で、さざなみホール、Ｔ公民館、T 保建センター、

Ｙ図書館Ｔ分館から成っている。さざなみホールは、市民にすばらしい芸術を、という思

いから誕生し、現在は「音楽のまちづくり」にむけ、様々な事業を展開している。 
 
［Ｔドリームファーム］ 
所在地 吉川 
営業時間 9:00～17:00 木曜定休 
T E L 
H P  

  
 
旧Ｙ川廃川地を利用した農業交流施設。約 2000 坪の果樹園に 500 羽のにわとりが放し飼

いされ、たまご狩りや夏にはカブトムシ取りが楽しめる。羊の放し飼いは雑草を食べてく

れるので草刈りの必要がなく農薬も使わずに済む。水耕ハウスでのミニトマト・イチゴ栽

培、季節によっては梅やブルーベリーが楽しめる。野菜や果物のオリジナルジェラート・

ジュースの販売をしている。直売所では地元野菜、水産加工、手作り菓子の販売をしてい

る。当施設を訪問する客は大阪京都大津他府県が多い。ごぼう、人参、大根(昔の中主の特

産)もう一度復活させてみたい。農協のように全国ネットの商売ではないので夏場は商品の

安定供給に懸念がある。 
また、ドリームファーム内には「陶芸教室のむらや」がある。市内外の各所で陶芸教室

や陶芸の講師を務めるのは辻氏。少量の受注生産も可能。自分で作って、自分で焼いて、

北は北海道まで赴き販売もされている。 
 
［Ｅフアーム］ 
所在地 吉川 
営業時間 9:00～17:00 無休 
T E L  
HP 
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サラダでおいしい野菜づくり。ほうれん草、小松菜、春菊、ルッコラ、イタリアントマ

ト。電解水生成機の利用によりアルカリイオン水で生育を良くし、酸性水で消毒できるの

で低農薬無農薬のクリーンな野菜作りができる。農機具を一切使わない農業。日持ちしな

い軟弱野菜が得意。大手スーパー、レストランがメインユーザー。直売所を設けているが

直売には忙しく手が回らない。力を入れなければならないと感じている。味、品質はレス

トラン等の業務ユーザーに好評。すべての商品パッケージに会社の名前を目立つように入

れる。ユーザーからのリピートも増えた。他府県からの来客が多く県内、地元の客はあま

り来ない。 
 
(2) 文化財関係等 
 
［高木神社］ 
所在地=八夫 
毎年 2 月 1 日に五穀豊穣や産業発展を祈る神事祭が行われている。また、3 月 8 日には子

孫繁栄を頼って五百母祭が行われる。高さ約 20m の梛(なぎ)の木(東南アジア原産の常緑樹)
があり、「梛」は「和(なぎ)」と語音の通うところから、女性たちがその葉をいただき、自

宅の鏡の裏に秘めて、一家の安全を願ったという。農家はこれを守りとして、風雨平静を

願い、豊作を祈った。 
 
［錦織寺］ 
所在地 木部 
T E L 

5 月下句～春の法要 3 月・9 月讃仏会。 
7 月下句～夏安居。 
11 月下旬～報恩講。 
天安 2 年(858 年)比叡山三代座主慈覚大師が夢のお告げにより、比叡山に祀られていた自
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作の毘沙門天像を安置して、一宇の堂が建立された。その 377 年後、親鷲聖人が関東から

京都に還ろうとされた道すがら、この毘沙門堂に聖人が御滞在された。その縁により、今

日まで真宗の本山として伝燈されている。 

  
 

［Ｆ大社］ 
所在地 五条 
拝観料一般 500 円。庭園・収蔵庫がある。 
T E L                    

   

 
5 月初旬、例大祭。 
11 月、紅葉ライトアップ。 
717 年(奈良時代)に創建されたという県下有数の古社。足利尊氏が寄進したという楼門と

鳥居、美術工芸品などが残る。庭園は「近江の苔寺」といわれ、平安時代末期に作られた

洲兵敷護岸のある珍しい遺水排水遺講のある壮大な庭園は国指定の名勝である。収蔵庫に
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は源頼朝や徳川氏の武具が伝えられている。緑豊かで広大な兵主大社の境内は、昔のおも

かげを良く残していることから、時代劇のロケにもたびたび利用されている。 
 
［赤穂義士の本家］ 
所在地=比留田 
赤穂四十七士の一人、近松勘六生誕の家。現在は医院。葦葺きの門は創建から 300 年の

昔のもの。門と同時期に建てられた葦葺きの母屋には、今なお居住されている。 
 
［Ｎ氏庭園］ 
所在地:八夫 
八夫の大庄屋であった苗村家。長屋門を構え、腰板張りを施した土塀など往時の繁栄を

しのばせる。非公開の庭園は、母屋北西庭として奥座敷の前面に広がっている。江戸後期

の民家に残る庭としては格調が高く、貴重なものと評されている。 
 
【Ｔ地域観光資源活用方向性】 
・湖岸道路や幹線道路から中主に入る道が知られていないので看板や標識の整備をする 
・ホテルや旅行会社と連携してツアーを考えてみる。例えば中主各所を回って自分で野菜

を収穫するツアー、歴史街道ツアーなど 
・地元で取れた野菜や水産物で名物や特産品の開発の実施 
・観光施設や地域、商工会や行政などで観光振興に対して話し合う組織作り 
・地域性を重視した「秋の収穫祭」や、兵主大社と協力して「さくらまつり」等のイベ ン
トの開催 
・ 隣接した観光資源が連携してのテーマある町並み作り 
 
【Ｔ地域観光資源活用課題】 
Ｔの観光資源活用の課題として、魅力ある観光資源とするためには観光資源の開発・差

別化が必要であるといえる。 
勘案すべき課題としては予算・人材の確保はもとより、周辺観光施設との連携や地域住

民の参加、企業や行政等のパートナーシッブの仕組み作り、また観光資源の継続的な整備・

振興対策が必要である。 
観光資源活用における勘案事項として以下の様にまとめてみた。 

①開発整備 
まちづくり・道路交通機関整備・人材育成等のインフラ整備や具体的な観光モデルプラ

ンの構築 
②差別化 
 「Ｔらしさ」の徹底追及と「地域こだわり素材」の発掘、観光客のニーズの多様化などに
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対応した商品開発と情報発信、ストーリー性のある観光資源活用や観光資源開発 
③地域住民の参加 
農業や水産業と小売業が融合した 1.5 次産業の開発育成 

④振興施策 
歴史的観光資源の積極的活用や祭りイベントとの連携、飲食・宿泊施設の情報発信 

 
 (1)Ｔ地域観光資源と経路 
 
Ｔ地域の立地として、北は 1 号線、南は、湖周道路、東は日野川、西はＹ川という経済

基盤と自然風土に囲まれている。湖周道路は、現在の滋賀県内外の産業道路として、かつ

観光道路として信号の少なさから交通機関の時間短縮に効果的である。 
 また、観光資源に係る重要性としては、下記の条件がある。 
① 目的地に至るまでの経路時間の短縮 
② 観光・文化施設等への経路計画が容易となる。 
③ 休息施設が多少存在すること。 
④ 観光・文化財等の資源が、最終目的地までの経路に間隔的に存在すること。 
⑤ 観光・文化財等の祭り等が時期的に開催されること。 
 

Ｔ地域の観光資源と経路には以上の要素がある。Ｔ地域内までの経路で、もっとも上記

の要素を満たしている道路として、湖周道路及び 1 号線をあげることができる。 
観光資源と経路をより具体的に分析していく場合、季節的要素を検討しなければならな

い。この自然的要素は重要な検討材料となる。 
下記の長所と短所を経路設定にもたらせるであろう。 

【長所】 
春・秋季における比良山系の風景 
春から初夏にかけての開墾風景 
秋季の田畑から立ち上る野焼き風景 
秋季での刈り取り風景 
【短所】 
夏季の湖周道路沿いにある水泳場による混雑。 
冬季の同道路は、風雪による前方障害 
 
これらの人為的行為及び自然現象には、他府県から来訪した観光客に郷愁の思いによる

共感が醸成される可能性がある。さらに、経路間にその風景と祭りがミックスされた場合

には、相当の観光に係る効果が生じる。また、観光資源間を経路的に組み合わせることも

検討していかなければならないであろう。 
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(2)Ｔ地域観光資源と経路の組み合わせ 
［観光土産と休息場所］ 
Ｔ地域の観光資源(文化財・観光施設)の数から、多数の観光施設の営業的立地は望めない。

当町の世帯数が約 3,400 世帯であり、地域内業者の観光的依存度はおよそ存在しない。中

主商工会等の聞き取りから明確である。世帯数と観光施設の立地はもっとも重要な要素で

ある。結果的に中主地域では、殆ど関連した業者が少ないということから証明できる。 
資源と経路の組み合わせは、次ぎのとおりに観光道路や自然環境との関係等を通して整

理することができる。 
 
①一級河川としてのＹ川や日野川に係る橋は、経路的に障害要素となる。 
②文化施設の対応が観光道路とのかかわりにおいて、観光事業者側の選択要素として施設

側の対応で差がある。 
③ 観光施設の存在を来訪者に認知させる観光案内の表示不足 
④ 既存観光施設が有する駐車場の確保 
 
以上の要素は、組み合わせに係る障害となることが容易に理解できる。結果的に上記の

理由から現在の湖周道路の活用と国道 1 号線との連携にその解決方法があると推測できる。 
 
(3)Ｔ地域観光資源と既存道路の活用 

これまでの分析と整理を通じて、観光資源と既存道路の係り方としては、下記のことが

いえる。周辺観光地域の存在からの視点では野洲市、竜王町、栗東市、守山市、近江八幡

市を個別分析ではなく、俯瞰的な観点から捉える必要があろう。 
 

・Ｏ市(安土町含む)での左儀長祭りや信長祭りの時期に連動させることが可能な「祭りやイ

ベント」の存在。 
・Ｙ市の「銅鐸博物館」や「青年の家」、竜王町の「ドラゴンハット」、栗東市の「金勝の

里」や「あぐりの郷」の組み合わせに経路設定に距離的な問題がある。(祭り・イベントの

時期を除いての整理) 
・Ｙ市とＴ地域との経路設定は、最も近い距離でありながら、両施設間の宣伝的連動の必

要性がある。 
・竜王町と栗東市の経路的隔離は、三重県へと運動する経済的幹線道路状況をみるとかな

りの混雑があり連動における困難性がある。 
・守山市と中主地域・野洲市の 3 地域については、湖周道路との関連から観光行路より設

定が容易である。このことは、滋賀県湖南地域観光振興協議会の「びわこ湖南 ぐる～とバ

ス」の経路図より理解できる。その経路は、「左まわり」と「右まわり」の 2 行路しかない
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ということが報告されている。 
・Ｔ地域とＯ市の連携に於ける組み合わせは、非常に設定が容易な位置関係にある。ただ

し、この場合の問題点は、観光に対する宣伝能力の差である。例えば行政側の取組の差が

ある。このことは観光関連組織の拡充に期待される要素でもあり、取組への方向の検討と

いうことになるであろう。 
 

(4)Ｔ地域観光関連事業の可能性と限界 
 
これまでの観光事業者側からの経路設定から生じる問題点や周辺観光施設の整理を通じ

ての検討の結果、Ｔ地域と周辺地域との関連において観光資源的に恵まれた状況であると

いうことがわかった。しかし、観光客と観光業者側の考え方の差、例えば「観光とはゆと

り」という観点からは交通の混雑や行路間にある観光・文化財と乗降の不便さなどから、

観光客にとっては「不快感」となるかもしれない。 
観光資源として、観光資源を取り巻く環境である「風情」・「郷愁」などの観光客誘引に

ついては効果があると思われる。しかし観光客誘引の最大のポイントは観光・文化財その

ものが持っている魅力である。また、観光施設では駐車場や観光経路の設定に影響を受け

ることも事実である。 
これらを総合的に捉えたうえでの観光資源の活性化要素として、次ぎの 3 点を指摘する

ことができよう。それらは「本物志向」・「環境思考」・「健康志向」である。 
なかでも「本物志向」については、中主商工会地域においてはケイファームの「どしょ

っこ米」が 3 つの活性化要素を満足させている。 
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(5)Ｔ地域特産品と観光客・観光業者 

  
しっかりとした深みのある味わいが特徴の近江茶。滋賀県環境こだわり農産物認証米のどじょっこ 

日本茶のコクの深さが好きな方には最高の贈り物。 米ちゃんは無農薬で栽培したコシヒカリ。 

                    米ヌカで除草しオール有機の肥料を使用。 

 
伝統の酒造にこだわった、Ｓの地酒。地元近江産の酒造好適米を１００％使用した、後口が良く呑み飽

きない味わい。 

   
兵主太鼓をイメージし、卵と蜂蜜をたっぷり試用した皮に一粒やわ栗を自家製のあんで包んだボリュー

ムあるどら焼。 
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特産品は、「健康志向」が重要な要素となっている。「健康」とは、観光客が購入する土

産としての価値となる。当地域の「アイガモ米」もその事例のひとつである。また、「環境

志向」では「シルキーライス」がある。さらに、「本物志向」では「あいちやんぶどう」が

ある。特産品と観光客との関連性は以下の通り整理できる。 
・観光客にとって帰宅後の話題性を有するものかどうか。 
・観光客と観光事業者との間に満足感があるか。 
・観光事業者にとって、魅力ある説明が車内で可能かどうか。 
・観光客にとって、家族に安心して食してもらえる品質がどうか。さらに、それを保証す

る機関等があるかとうか。 
・生産者表示等が明示されているかどうか。 

 
これらの対象となる特産品類としては、「よもぎ」・「しゅんぎく娘」・「あやめ」・「菜の花」・

「ぶどう」・「メロン」・「トマト」・「あいがも米」・「中主米」・「どしょっこ米」等があげら

れる。これらの特産品には、それぞれに特徴があるが、観光物産としての価値を持つため

には、「名称」ばかりでなく、観光客に対して「品質の安全性」を認めさていかなければな

らない。さらに、観光客と観光事業者両者との「品質の表示」やその「保証」についての

確認方法について、近年は強いニーズがある。「品質」の確保や「保証」については下記の

ように整理するとことができる。 
・保証期間等を証明できる機関の選択。 
・「おいしさ」を確認できる「食を理解できる人」が組織する機関の必要性。 
・「生産過程」や「調理方法」・「特産品を開発した由来」等を記載する内容を検討する機関。 
・包装材料の「素材」や「色」、「デザイン」等を研究する組織。 
・特産品を開発または生産する業者を総合的にまとめたバーチャルサイトの設置。 
このような「品質」や「保証」等に関する組織や機関が必要となるとともに、その道の

専門家と「生産と開発をした側(生産者側)」との協同組織において研究や実験をするような

検討機関の設置が必要となる。（このような組織を成立させるためには、一般的にＤ町にあ

る県農業大学校がふさわしいと考えられる。ふさわしい理由として農業関連の情報多いこ

と、特産品開発にとって設備の充実が認められる。） 
「生産過程」や「調理方法」・「特産品を開発した由来」等を記載する内容を検討する機

関や包装材料の「素材」や「色」、「デザイン」等を研究する組織については、Ｔ商工会の

「エキスパートバンク事業」やＳ県の主要地域にある「中小企業支援センター」、滋賀県内

を広域で産業支援を実施している「（財）Ｓ県産業支援プラザ」の活用で解決の糸ロが生ま

れるであろう。 
バーチャルサイトについては、有力サイトである「楽天市場」、「ヤフー」もその利用方

法と品質等の保証的意味合いをもつ第三者機関である。(Ａの郷は既に掲載済み。) 
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しかし、本来はＴ商工会地域での「保証」や「証明」が欲しい。したがって、第三者機

関だけに限定する必要はない。生産者側から提示される「顔写真」や「こだわり」、「購入

者側の評価」等で保証できる可能性が見出せる。この「購入者側の評価」とは、もちろん

「観光客」も含まれる。この評価をどのように集約させていくかは、大都市に点在するＳ

県の出先機関の活用ということになる。この出先機関への積極的なアピールや県の経済連

などとの協調でかなりの宣伝力をもたせることが可能となる。 
生産者や開発側にはこれらを積極的に活用する努力が求められ、観光資源の問題点や課

題の解決に取り組んでいかなければならない。 
努力していくポイントが同時に観光事業者への働きかけにつながっていく。同時に下記

のことが想定される。 
・地域内観光スポット間には飲食施設が経路内に存在し、容易に連動していかなければな

らない。 
・観光スポットとして、特産名や生産物に関するパンフレット内の説明内容について、魅

力ある内容となっているかどうか。これは、通常車内でのバスガイドや観光事業者が制作

するパンフ等に対して、積極的に案内をするといった行動に影響を与える。 
・観光スポットとして、車内の観光客が「やっと当地にやってきた。」という観光客に対す

る車内からの魅力ある施設の表情(外観)が見ることができるか。例として、観光バスが近づ

くにつれて東京ディズニーランドの白い塔が、徐々に大きく見えてくるという視覚的効果

のことである。 
また、観光業者側で制作するパンフレット等には「パブリシティー」効果が求められる。 

「観光資源」と「特産品」に関わる整理や検討を行ったうえでいくつかの予測や限界を述 
べた。Ｔ商工会地域内に「観光資源」や「特産品」は豊富に存在している。       
現在はＴ地域活性化のために、「すべきこと」、「実験すべきこと」、「組織化」を実施する 

時期にきているとも考えられる。日本国内に存在する有名観光地も一朝一夕に現在の姿が 
あるわけではない。今後、Ｔ地域においても外部専門家の活用も視野に入れた関係者全員

による活性化に向けての努力が求められる。             （鐘井 輝） 
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