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・・・表紙写真・・・

日頃の農業現場での普及指導員の活動の一端を紹介しています

【左上写真】（p.1）

『ＧＡＰ研修会』 

【右上写真】（p.4）

『少量土壌培地耕システムでの中

　輪ギク栽培の支援』 

【左中写真】（p.8）

『集落の役員会での法人化に向

　けた検討』

【右中写真】（p.13）

『ブドウのせん定研修会』

【左下写真】（p.18） 

『マキノ町で生産された魚のゆ

　りかご水田米』

【右下写真】（p.23）

『獣害の再発防止研修会』



はじめに 

 本県の普及事業は、「滋賀県農業・水産業基本計画」の目標達成を目指して、「滋賀県

協同農業普及事業の実施に関する方針」のもと、「担い手育成に関する支援」、「産地の

育成・強化に関する支援」、「魅力ある農業・農村創出に関する支援」を３つを柱とし、

普及指導活動を展開してきたところです。  

平成29年度は、近江米のブランド化に向けて県内全域で作付推進と良食味栽培の支援に

取り組んだ県育成品種「みずかがみ」が、米の食味ランキング（一般財団法人日本穀物検

定協会が実施）で３年連続最高評価の特Ａを取得するなど、消費者をはじめ関係者の皆様

から大きな注目をいただくことができました。 

また、今後の地域農業の持続発展と活力ある農村を目指して平成27年3月に策定した「地

域農業戦略指針」をもとに、今後の農業・農村の目指す姿について、集落自らが話合い、

その実現を目指す取組の支援をさらに進めてきました。その結果、平成29年度末までに計

431集落で話し合いが実施されました。 

この他、野菜など園芸品目の作付推進や、新規就農者・担い手の経営発展に向けた支援、

獣害対策、６次産業化の支援など、様々な取組を行い、平成29年度の取組により、園芸作

物の産出額が23億円増加、新規就農者が101名、集落営農法人数が46法人増加、獣害対策に

取り組む集落数が53集落増加、新たな６次産業化への取組数が10件増加するなどの成果を

あげることができました。 

これらの成果は、日頃から普及活動にご理解とご協力をいただいております農業者や関

係機関の方々との信頼関係や連携なしには成し得ないものです。関係者の皆様に厚くお礼

申し上げます。 

今後も、本県農業の振興のため、普及事業に対しまして、より一層のご支援ご協力をお

願いいたします。 

平成 30 年 3 月 

滋賀県農政水産部 

 技監 須田 俊治 



目 次 

Ⅰ 担い手（農業者）育成に関する支援 ～人づくり～ 

大津・南部   １ 

甲 賀 ２ 

東近江 ３ 

東近江 ４ 

湖 東 ５ 

湖 北 ６ 

湖 北 ７ 

高 島 ８ 

革 新 ９ 

高度なＧＡＰの推進

茶における国際基準ＧＡＰ取得の支援  

大規模農業生産法人における水稲の安定生産の支援  

中輪ギク収穫調製体制の改善による労働単価の向上支援 

水稲春作業の省力技術導入による経営規模拡大  

集落営農法人の経営改善による収益向上  

集落内耕作者による自主的な農地調整の支援  

生産組織の法人化による地域農業の継続  

集落営農法人の人材の育成・確保に向けて  

　～地域農業を次世代に引き継ぐために～ 

Ⅱ 産地の育成・強化に関する支援 ～産地づくり～ 

大津・南部 イチゴの難防除病害虫対策  １１ 

大津・南部 「近江のキャベツ」の安定出荷に向けて  １２ 

甲 賀  新たな果樹品目の産地化を目指したナシ・ブドウ新規栽培者の確保と育成  １３ 

東近江  「みずかがみ」の品質および食味の向上  １４ 

東近江 ブランド化を目指した白太ネギ栽培の支援  １５ 



東近江 １６ 

湖 北 １７ 

高 島 

愛東ぶどう産地の新たなブランド育成  

　～出荷規格の統一化と新たな形態での販売～ 

大麦＋水稲二毛作による水田フル活用支援  

「魚のゆりかご水田米」の生産による収益向上 １８ 

革 新 「みずかがみ」の生産拡大を目指して １９ 

～更なる品質・食味の向上～ 

Ⅲ 魅力ある農業・農村創出に関する支援 ～地域づくり～ 

東近江 集落の実情に合った農業・農村ビジョンの実践支援  ２１ 

湖 東 中山間地域における担い手確保に向けた実践活動の実施支援 ２２ 

革 新 効果的な集落ぐるみ野生獣対策の実践  ２３ 

※囲い文字は、普及組織名（農業普及指導センターおよび農業革新支援センター）です。

（普及組織は巻末参照） 

※農業革新支援部は、県域で活動する農業革新支援専門員が所属しており、各地域普及組織と

連携した普及活動を行っています。



Ⅰ 

担い手（農業者）育成に関する支援 

～人づくり～ 



− 1 −− 1 −

Ⅰ 担い手（農業者）育成に関する支援 ～人づくり～ 

高度なＧＡＰの推進 

大津・南部農業普及指導センター 

【普及活動のねらい・対象】 

 食の安全や環境保全への関心の高まりを背景に、農産物の取引要件として実需者からＪ

ＧＡＰやグローバルＧＡＰ、ＡＳＩＡＧＡＰ等の第三者認証によるＧＡＰの認証取得が求

められる動きがあります。また、2020 年のオリンピック・パラリンピック東京大会での食

材調達要件となったこともあり、近年ＧＡＰが急に注目されてきました。しかし大津・南

部管内には、現在、ＧＡＰ認証を取得している農業者はいない状況です。そこで、当課で

は、ＧＡＰ認証の取得を目指す農業者に対し、ＧＡＰ認証の意義や内容の理解を深めると

ともに、その実践の促進を図りました。 

【普及活動の内容】 

①ＧＡＰ研修会等の開催
６月に生産者や関係機関を対象に研修会を開催し、県内

でのＧＡＰの取組状況、ＧＡＰの取組手順、ＧＡＰ認証に

向けた取組手順等の理解促進を図りました。 

②ＧＡＰ認証取得に向けた実践支援
６月の研修会をきっかけに、草津市の農業法人においてグローバルＧＡＰ、守山市の集

落営農法人においてＡＳＩＡＧＡＰの認証取得を目指した取組が開始されました。ＧＡＰ

認証の基となる基準書の管理点は 200 項目近くあり、取組当初は何から手をつけて良いか

わからない状況でしたが、基準書の学習と並行して農場の現状

点検を行い、基準書に基づく改善点の洗い出しや改善方策の検

討を支援しました。農機具倉庫、農薬保管庫、収穫物調製施設

等の整理整頓等を進めるとともに、農場のほ場図面や各種記録

台帳や帳票類の整備を進めました。両者とも記録台帳等の整備

には、草津市のＰ社のＩＣＴシステムを活用しており同社スタ

ッフと連携してＧＡＰの取組を支援しました。 

【普及活動の成果】 

 農業法人においては経営者が自らＪＧＡＰ指導員資格を取得し取組を推進されました。

また、集落営農法人はＪＡおうみ冨士とも連携しＧＡＰの理解を深め取組まれた結果、両

者とも平成 30 年２月までにコンサルタントによるＧＡＰ認証に向けた模擬審査を実施す

るまで態勢を整えることができました。今後、平成 30 年夏期に本審査を受審する予定であ

り、同年内の認証取得に向けて支援を行っていきます。 

◎対象者の意見

販売先の求める安全・安心な農産物の生産販売とともに、従業員が働きやすい、より

良い農場づくりに向けて努力していきたいと思います。 （対象の農業法人） 

写真１ ＧＡＰ研修会（６月）

写真２ 作業前の点検事項の掲示 
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Ⅰ 担い手（農業者）育成に関する支援 ～人づくり～ 

写真１ ＧＡＰ認証審査 

茶における国際水準ＧＡＰ取得の支援 

甲賀農業普及指導センター

【普及活動のねらい・対象】 

 茶の業界では海外輸出向けや大手ドリンクメーカーの要請等により、国際水準のＧＡＰ

で認証された茶の需要が高まってきています。 

一方、信楽町で茶業経営を営む(有)Ｔでは、茶商業者への販売や店舗での直販により経

営を展開されていますが、売上金額の低迷が課題となっていました。そこで、当課では平

成２８年から(有)Ｔを対象に、ＧＡＰ認証取得により、販売力強化を図る経営改善を目指

して支援を開始しました。今年度は (有)Ｔおよび (有)Ｔに茶葉を供給する９名の農家グ

ループに対し、ＡＳＩＡＧＡＰ団体認証取得に向けた活動を行いました。

【普及活動の内容】 

① ＧＡＰ実践のための支援
各種リスクを管理するための手順の組立てや、各種

帳簿等の作成を支援しました。また、研修会や巡回指

導を行い、各農家がＧＡＰ手法を理解し実践できるよ

う指導しました。 

② 茶工場・倉庫等の施設リスク改善支援
茶工場における異物混入対策や、作業中の事故を防

止するための作業環境の改善を指導しました。また、

各農家を巡回して農薬や資材の管理状況を確認し、農

薬・石油類による汚染リスクの軽減を行いました。 

【普及活動の成果】 

 普及活動の結果、グループ独自のリスク管理手順が

構築され、それに基づいて平成２９年１１月から、全

ての農家がＧＡＰによるリスク管理を開始されました。 

 また、平成３０年２月には、認証団体による審査を受けられ、３月にはＡＳＩＡＧＡＰ 

Ｖｅｒ．１の認証を取得されました。 

 今後は、さらなる国際水準ＧＡＰの普及を図るとともに、(有)Ｔの販売力強化に向けた

取組に対し継続して支援を行います。 

◎対象者の意見

ＧＡＰ実践の準備に思った以上に手間取ってしまったが、認証審査までこぎつけ

られてよかった。今後はＧＡＰ取得のＰＲを行い、小売りを伸ばすなど経営の体質

強化を図っていきたい。                 （(有)Ｔ代表者） 

写真２ 整理された倉庫
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Ⅰ 担い手（農業者）育成に関する支援 ～人づくり～ 

大規模農業生産法人における 

水稲の安定生産の支援 
東近江農業普及指導センター 

【普及活動のねらい・対象】 

株式会社Ｓは、従業員８名で13品種82haの水稲を栽培される大規模農業生産法人です。

農地の集積や経営規模の拡大により栽培地が広範囲となるにつれ、きめ細かなほ場管理が

困難となり、目標収量に達しないことが課題となっていました。そこで、収量向上を目標

に、水稲肥培管理計画の策定と実践について支援しました。 

【普及活動の内容】 

品種や栽培地の土

質を区分し、これら

の組合せに適した肥

培管理設定の必要性

を説明し、整理表の

作成を支援しました。 

また、収量目標や

売上げ目標を数値化

し、品種や栽培地ご

との肥培管理を「見

える化」することで、

従業員の意識向上が

図れることを提案し

ました。 

肥培管理計画整理表(表)によって品種ごとの目指す方向を意識し、栽培管理状況や取組

内容、改善対策等を話し合い、整理表に記載することで、PDCA サイクルでの取組につなげ

るよう支援しました。 

【普及活動の成果】 

肥培管理計画の作成と整理表への記載により、従業員一人ひとりが目標を意識して管理

作業に取り組んだ結果、収量は昨年に比べて約４％増加しました。今後は、肥培管理計画

表を用いた PDCA サイクルによる継続的な取組を支援します。 

表 水稲肥培管理計画整理表（一部抜粋） 

◎対象者の意見

目標収量には達しないほ場も一部見られたが、来年に向けて、肥培管理整理表を用い

て評価、改善を行う。今後も支援願いたい。（株式会社Ｓ代表者）

作付
面積

ａ

ほ場
枚数
枚

反収
目標
㎏

肥培管理改善点

野村
（休憩所・花勝通）

706.8 28 450
□緩効性肥料を標準量
□初期生育確保
□生育小さい場合追肥

水茎干拓地
水茎
元水茎

1343.2 68 450
□緩効性肥料を標準量
□登熟期の肥切れに注意
□いもち常発地あり・初期の発見と防除

キヌヒカリ 36,000 水茎干拓地 750.7 41 480
□緩効性肥料を増量
□豚糞堆肥施用ほ場あり・施肥量抑える
□いもち常発地あり・初期の発見と防除

ヒノヒカリ 45,840 野村（本郷） 955.2 42 480
□緩効性肥料を増量
□肥切れ注意　□葉色うすい場合追肥
□育苗箱施薬の実施

十王
（日野川沿い・477沿い）

580.0 23 450
□緩効性肥料を標準量
□日野川沿い砂地、堤防下は肥切注意
□肥切れの場合追肥

小田
（日野川沿い）

68.2 4 450
□緩効性肥料を標準量
□日野川沿い砂地、堤防下は肥切注意
□肥切れの場合追肥

江頭 88.0 3 450
□緩効性肥料を標準量
□乾きにくいため、溝切り増やし中干し

33,000

コシヒカリ

ミルキー
クイーン

計画・目標
契約数量
販売予定

㎏
栽培場所

92,250
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Ⅰ 担い手（農業者）育成に関する支援 ～人づくり～ 

中輪ギク収穫調製体制の改善による 

労働単価の向上支援 
東近江農業普及指導センター 

【普及活動のねらい・対象】 

当課では、水稲育苗ハウスを活用した集落営

農法人による中輪ギク栽培を推進しています。 

東近江市五個荘地域の農事組合法人Ｓは、平

成 28 年度から新たに少量土壌培地耕システム

による中輪ギク栽培に取組まれ、今年度は収益

拡大を目指して栽培面積を広げ栽植密度を高め

ることとされています。 

昨年度は、栽培は順調に進んだものの、開花

時期が集中し収穫適期が３日間と短く人数も確

保できなかったことから、１日当たりの作業が

長時間になったことが課題となりました。 

そこで、今年度は、収穫時期の分散と収穫調製体制の改善に向けた支援を行いました。 

【普及活動の内容】 

開花時期の分散化については、電照の消灯日を２回に分けることを提案しました。また、

収穫開始時期を早めるため、定植・直挿しを昨年より５日間早めるよう指導しました。 

７月末から８月上旬の収穫調製作業に係る人数確保については、７月初旬に出役計画を

作成し構成員に周知することを提案するとともに、７月下旬の蕾の発達状況から収穫月日

(ピーク)を最終予測し、それに合わせた出役計画の微修正を支援しました。 

さらに、先進的にキクを生産出荷している集落営農組織の収穫調製体制を紹介すること

で作業改善につなげました。 

【普及活動の成果】 

開花時期の調整により、昨年３日間であった収穫期間は 13 日間に分散できました。これ

により、最大 13.5 時間/日/人であった労働時間は、早期の出役計画作成により出役人数が

確保され 1 日一人当たり８時間以下に抑えられました。 

収穫調製作業に余裕が生まれたほか、昨年 9,850 本であった出荷本数が 16,900 本に増加

しました。１時間当たり労働単価も 879 円と昨年の 1.4 倍に改善しました。 

この成果を、集落営農法人に対する短茎中輪ギク導入モデル事例として、今後の作付け

拡大と収穫作業改善に活かしていきます。 

◎対象者の意見

収穫期の分散と作業人員確保の課題に対して、無理なく収穫調製作業に当たることが

でき、収穫本数も大幅に増加し満足いく結果でした。（法人代表者） 

写真 少量土壌培地耕ｼｽﾃﾑでの中輪ｷﾞｸ栽培 
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Ⅰ 担い手（農業者）育成に関する支援 ～人づくり～ 

水稲春作業の省力技術導入による経営規模拡大 

湖東農業普及指導センター 

【普及活動のねらい・対象】 

60ha 規模の土地利用型経営を行う彦根市のＴ株式会社は、今後農業者の高齢化が進むこ

とにより、リタイヤする農業者が増加することを予想し、規模拡大への対応を準備する必

要があると考えておられます。 

現状では、繁忙期の４～６月に作業体制が追いつかずに、水管理、雑草防除などの管理

作業が疎かになることや田植作業が６月中下旬まで行われているため、小麦の収穫作業と

の競合が発生しています。こうした問題点が、規模拡大の阻害要因になっていることから、

春作業の省力化と効率化の取り組みを支援しました。 

【普及活動の内容】 

①春作業の省力化対策
　省力化を図るため、水稲高密度播種育苗・田植技術の導入を提案しました。この技術は、

田植時に使用する苗箱数を通常の半分以下に削減できる技術です。地域での適応性を確認

するため、2 品種・2ha で実証しました。 

②春作業の効率化対策
　効率化を図るため作業内容を整理し、見直すよう助言しました。現状把握のため、従業

員別・時期別・作業別の労働時間を記帳してもらい、集計結果をもとに問題点と改善対策

を話し合いました。次年度に向け、水稲高密度育苗・田植技術などの省力技術を組み合わ

せた作付・作業改善計画の作成を支援しました。 

【普及活動の成果】 

水稲高密度育苗・田植技

術は、収量も欠株率も慣行

栽培と同水準を確保できま

した。また、苗箱数の削減

により、田植補助作業員が 

２名から１名の体制に変更 

が可能と確認できました。 

水稲高密度育苗・田植と新たに水稲乾田直播を組み合わせることで春作業を削減できる作

付・作業改善計画を作成できました。 

本年度の春作業の削減は前年比 94.7％となりましたが、30 年度はこの計画の実践により、

４～６月の労働時間 10％削減を目指します。 

◎対象者の意見

次年度は、水稲高密度育苗・田植および水稲乾田直播を組み合わせた技術体系によ

り、労働時間の削減を目指したいので、引き続いて支援をお願いしたい。（法人代表者）

高密度育苗 慣行育苗 

写真 供試苗（品種「キヌヒカリ」）
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Ⅰ 担い手（農業者）育成に関する支援 ～人づくり～ 

写真１ 栽培管理を代表理事に指導

集落営農法人の経営改善による収益向上 

湖北農業普及指導センター 

【普及活動のねらい・対象】 

 湖北地域には 100 余りの集落営農組織があり、特に大規模個別経営体の少ない中山間地

域では、集落営農組織への期待が高く、経営体質の強化が喫緊の課題となっています。 

 中山間地域で水稲、麦、そばを生産するＡ法人は、組合員の高

齢化に伴い、安定的な労働力確保のため雇用を導入されました。

継続的な雇用確保には、収益の確保が必要です。 

そこで、当課では、Ａ法人の目指すべき姿を「①雇用人件費を

稼ぎ出す安定的な経営の実現と②地域や法人の強みを生かした事

業の展開」と定め、支援を行いました。 

【普及活動の内容】 

 平成 28 年度は、月に１回の経営委員会に参画し、基幹品目等

の収量向上、そばの 6 次化、園芸品目の導入を定めた「収益向

上計画」の作成を支援しました。 

平成 29 年度は、この計画の実行にあたり、水稲省力化低コス

ト化技術の提案と技術支援を行うとともに、GAP 手法による適

正な生産工程管理の実施の提案と実践への誘導を行いました。

【普及活動の成果】 

水稲低コスト化技術として移植作業時間が 1 割以上短縮した高

密度播種育苗栽培技術では、平成 30 年度は水稲栽培面積 22ha の

うち 14ha で取り組まれることとなり、低コスト技術として定着し

ました。 

地域の強みであるそばを活用したそば店開業に向け、具体的な 

店舗設計が立てられました。また、水稲育苗ハウスを活用した 

小菊を取り入れ、平成 29 年はＪＡや直売所に出荷されました。 

その結果、基幹品目の増収と省力化技術の導入・拡大により平成 29 年度は経常利益が

350 万円増加し、雇用の人件費分を確保できる見通しがたちました。 

今後は、法人の経営力や収益力をさらに高めるため、生産工程管理の充実や基幹品目の

生産性の高位安定化について、引き続き支援を行います。 

◎対象者の意見

「生産工程管理」を行うことの重要性を認識することができた。経営力向上のた

め、引き続きため引き続き支援願いたい。          （法人役員）

写真２ そば打ち行事で 6次化への関心を高揚 

 写真３ 水稲育苗ハウスを活用した花き栽培 
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Ⅰ 担い手（農業者）育成に関する支援 ～人づくり～ 

 

H28 H29年
12月 7月

1 集落の現状と課題の聞き取り Ｋ町農業委員　他

2 集落内耕作者懇談会 集落内耕作者

3 集落外の大規模経営体への情報共有 集落外大規模経営体

4 集落内および集落外大規模経営体との話合い 集落内外耕作者

5 農地利用調整、「人・農地プラン」の作成 集落内外耕作者、地権者

6 農地中間管理機構へ貸付・借受申請 集落内外耕作者、地権者

内容 対象

集落内耕作者による自主的な農地調整の支援 

湖北農業普及指導センター 

【普及活動のねらい・対象】 

 長浜市Ｋ町は、長浜地域内で水田面積113haと最も多く、

集落外作者の耕作面積率が82％と高く、主に5つの集落外

大規模経営体と集落内耕作者により耕作されています。こ

れまでＫ町全域の農地利用等の課題を話し合う場がなかっ

たこともあり、分散作ほが進んでいました。当課では、Ｋ

町4集落の耕作者に対し、主体的に集落外大規模経営体と

の農地利用調整がはかられるよう、関係機関と連携しながら

支援を行いました。 

【普及活動の内容】 

 関係機関と連携しながら、次のようなステップで話合いを通じた農地利用調整や「人･農地プ

ラン」作成がなされるように、支援を行いました。 

【普及活動の成果】 

 16 回の耕作者協議を経て、K 町内の耕作者 15 名のうち、12

名が農地利用調整に参加され、集落内耕作者の耕作農地が4

つのｴﾘｱに集約されました。最終的には、農地中間管理機構

を通じて 38ha の利用権設定がなされました。 

今後、多くの耕作者や地権者から、K 町の全農地につい

て円滑化事業､相対等､様々な貸付形態を農地中間管理機

構へ一本化することが望まれており、継続的な耕作者協議の体制づくりがなされるよう支援していきま

す。 

 
◎対象者の意見  

1年に渡って話合いをする中で、ようやく農地の利用調整ができ、大変良かった。今後

も支援をお願いしたい。（Ｋ町集落内耕作者） 

写真１ 耕作エリアの設定会議 

写真２ 集落内外の耕作者による白地農地確認
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Ⅰ 担い手（農業者）育成に関する支援 ～人づくり～ 

生産組織の法人化による地域農業の継続 

高島農業普及指導センター 

【普及活動のねらい・対象】 

 高島市マキノ町上開田は、水稲栽培農家 24 戸、水田面積 25.8ha で、平成５年から主要

機械の共同利用組織で集落営農活動を続けておられる集落です。高齢化や土地持ち非農家

の増加などにより、将来の農業の継続のため集落営農組織の法人化を目指すこととされま

した。 

そこで、法人化への道筋を示し、集落内の合意形成、事業目論見書と営農計画の作成、

法人設立と登記手続きの準備等の支援を行いました。 

【普及活動の内容】 

 集落の世話役的なリーダーと綿密な打ち合わせを経て、８人の主要メンバーで７月に発

起人会（役員会）を設立しました。役員会で当課から年度末登記完了までのスケジュール

を示し、いつ、何を、どの手順で進めるかを明確に

し、意思統一しました。７月から 11 月まで事業目論

見書や営農計画の作成を通じてどのような法人にし

たいかの検討を重ねました。この間、アドバイザー

の派遣事業を活用して専門家を招へいして法人化推

進を強く後押しました。８月のアンケート調査や 12

月の集落説明会で合意形成を進め、集落内の団結を

強める意味で設立総会の開催を奨めました。定款や

登記関係書類の様式も提示して作成を支援しました。 

【普及活動の成果】 

 平成 30 年１月 14 日に設立総会を開催し、集落内の大部分の水稲栽培農家に土地持ち非

農家や新規就農者の女性も参加した 26 名で、農事組合法人上開田営農組合の法人設立が宣

言できました。将来も見据えて理事には 30 代の若手も登用できました。①総務・企画、②

機械・生産、③加工・販売の３部から構成され、集落内の多様な経歴をもつ人材を活かし

たオール兼業全員参加型の組織です。支援内容はオーソドックスな普及活動によるもので

したが、高島地域の多くの集落のモデルとなる手法を示すことができました。 

◎対象者の意見

検討を始めてから足掛け５年、ようやく法人設立できました。ご支援ありがとう

ございます。これからも引き続きよろしくお願いします。（法人代表者） 

写真 役員会での法人化に向けた検討 
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Ⅰ 担い手（農業者）育成に関する支援 ～人づくり～ 

集落営農法人の人材確保・育成に向けて 

～地域農業を次世代に引き継ぐために～ 

農業革新支援センター

【普及活動のねらい・対象】 

集落営農組織の法人化が進む一方、組織化・法人化を推進してきた役員等の高齢化により、

次代の役員や機械オペレータを確保しづらい組織が見られるようになってきました。 

そこで、平成 28 年５月に設立されたＪＡ滋賀蒲生町集落営農法人連絡協議会（18 法人）

を対象に、各法人が人材の確保・育成に向けた活動が展開できるように支援しました。  

【普及活動の内容】 
各集落営農法人において、次世代の人材確保・育成に向けた活動計画の策定と実践を進め

るため、広島経済大学の山本教授を講師として４回の連続講座を開催しました。連続講座に

は、13法人が参加され、それぞれ役員を中心に１～５名参加されました。 

連続講座は、(1) 現状（法人の機械作業や畦畔管理などに参加されている人材（年代、作

業内容、５～１０年先の作業可能性）の整理、(2) 法人の将来の経営展開方向（規模拡大、

複合化など）の明確化、(3) (2)の経営展開方向に対する(1)の結果からの人材確保見込み、

(4) 不足する人材の確保方法と必要となる育成活動の提案、で進めました。

講座と次の講座の期間には各法人内で他の役員等と話し合い、意見の集約と合意を進めて

もらうよう進めました。活動案の具体的内容は、集落営農

理念の周知、新たな人材確保、確保された人材の育成、法

人外組織や集落との連携というテーマで整理しました。 

そして、連続講座終了後には、各法人内で、明確となっ

た活動案をもとに、今後２年間でどのように実践するかを

話合いその計画の策定支援を行いました。 

【普及活動の成果】 

 集落営農法人連絡協議会の18集落営農法人のうち、連続講座に参加された13法人全てで、

活動計画が策定でき、機械オペレータや経理担当を新規に確保された法人も見られました。 

今後は、この活動計画の実践に向け、連絡協議会や各集落営農法人に対して活動に対する

支援を行っていきます。また、連続講座に参加されなかった５法人に対しても、活動計画が

策定出来るように働きかけていきます。 

 ◎対象者の意見

次代の人材を確保・育成する活動は難しい課題ですが、連続講座を通じて実践に向けた

活動が具体化しつつあります。今後は、実践に向けた支援が必要となります（連協会長）。

写真 法人役員を対象にした講座 
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Ⅱ 産地の育成・強化に関する支援 ～産地づくり～ 

イチゴの難防除病害虫対策

大津・南部農業普及指導センター 

【普及活動のねらい・対象】 

 当管内では、23 戸の法人・個人が約 4ha の面積でイチゴを生産しています。しかし近年、

育苗床や本圃での炭疽病が激発する事例も散見されるとともに、化学農薬への感受性が低

いハダニが増加し、防除に苦慮されることが増えています。そこで当課では、これら病害

虫の発生低減対策の導入を支援しました。 

【普及活動の内容】 

前年作のナイアガラ育苗※で炭疽病が激発した生産者に対しては、炭疽病対策として底

面給水育苗の導入を支援しました。本圃で同病が激発した生産者には、前作の収穫の打切

りを早め、本圃土壌の交換や太陽熱とクロルピクリンの併用による土壌消毒、育苗時点か

らの薬剤灌注処理の実施を促しました。あわせてハダニ対策として、天敵製剤による防除

を紹介し、個別巡回や２度の集合研修を実施し、天敵製剤の利活用に関する知識・技術の

向上を支援しました。集合研修では、すでに天敵製剤をうまく活用している先輩農家から

体験談や注意している点などを説明してもらうこと

で、出席者の理解度を高める工夫をしました。 
※
印：ｲﾁｺﾞの高設栽培において、ﾗﾝﾅｰを垂直方向に伸ばして苗をと

る技術。

【普及活動の成果】 

底面給水育苗の導入による炭疽病対策を実施した

生産者、本圃の土壌交換や土壌消毒を実施した生産

者では、炭疽病の発生は見られませんでした。また、天敵製剤の研修会についてはのべ 45

名が出席され、情報交換等を通して理解が深まったという感想が得られました。その結果、

本圃でも各生産者が自分自身で予定を立て、ハウス毎のハダニ発生状況に応じた事前防除

と天敵放飼を実施されました。さらに天敵放飼後も、ハダニの発生量に応じたレスキュー

防除※※や天敵の追加放飼も生産者自身が自分のハウスの状況に合わせて実施されている

ことを確認しました。 

当課では、今後も炭疽病防除対策や天敵製剤の活用について研修会や情報交換会を開催

し、イチゴの安定生産と防除の省力化がさらに進むように支援を継続します。 
※※

印：天敵の定着後、天敵に影響の少ない薬剤散布で害虫密度を下げ、残った害虫を天敵で抑える防除法。 

◎対象者の意見

今年は炭疽病が出ず、よかった（炭疽病対象農家Ａ）。天敵放飼の作業がとてもよ

く理解できた。農薬選定にも気を付けたい（天敵利用農家Ｂ）。 

写真 天敵製剤利用の現地研修会
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Ⅱ 産地の育成・強化に関する支援 ～産地づくり～ 

「近江のキャベツ」の安定出荷に向けて 

大津・南部農業普及指導センター 

【普及活動のねらい・対象】 

 平成 27 年度より、大津・南部管内の 4JA および 5 市などの関係機関と当課が連携し、環

境こだわりキャベツ（「近江のキャベツ」）の生産振興を行っています。年々栽培面積が拡

大していますが、10 月からの年内出荷では、害虫防除や排水対策が十分にできず、秀品率

の低下や小玉となり、十分な収益を得られていない生産者もおられます。 

 そこで今年度は、JA の枠を越えた広域的な栽培指導体制を整備するとともに、組織を活

用した栽培方法の改善、収量の向上に取り組みました。 

【普及活動の内容】 

栽培指導体制を整備するため、6 月に大津地域と湖南

地域の両農業センターを事務局とする「湖南地域野菜振

興協議会」を設立し、会議の開催や農家への情報発信な

どを全て協議会で一本化しました。そのことにより、情

報伝達・共有が迅速に行われるようになり、市場への計

画出荷も行える体制が整いました。排水対策については 

前作の作付中からの技術指導を、害虫防除についてはほ場巡回時の発生状況や予察情報に

基づく防除対策を、それぞれ協議会を通じて情報発信しました。現地巡回では、ほ場の状

況に応じた適確な指導がＪＡ担当者から行われるよう、営農指導担当者の指導力の強化に

も力点をおいて活動しました。 

【普及活動の成果】 

 協議会の設立によって栽培指導体制が整備され、十分な技術指導が行えるようになった

ことで、早生品種の害虫被害が減少し、中生品種についても年内穫りの作型では収量が向

上（2,717kg/10a→4,227kg/10a）しました。その一方、年明け穫りの作型では、天候や他

の農作業と競合したことで定植遅れや台風被害で十分な生育量を確保できないほ場があり、

今後の重要な課題となりました。また、栽培面積は順調に拡大してきましたが、ＪＡによ

る苗の供給能力が限界に達しており、今後は生産者が自家育苗に取り組める体制の整備が

急務となっています。 

当課ではひきつづき、管内の JA の枠を越えた広域的な計画出荷体制が十分に機能するよ

う、作付前から生産計画を十分に検討し、次年度以降も安定した生産出荷が行われるよう、

栽培面の支援と販売体制の整備に継続して取り組みます。 

◎対象者の意見

今年度は早生品種出荷時の価格の低迷や、台風後の生育不良で十分な出荷ができ 

なかった。次年度に向け作型を改善したい。（「近江のキャベツ」生産者） 

写真 出荷前の事前検討会 
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新たな果樹品目の産地化を目指した 

ナシ・ブドウ新規栽培者の確保と育成

甲賀農業普及指導センター

【普及活動のねらい・対象】 

甲賀地域の直売所には地元産果樹が少なく、消費者からは地元産を望む声が寄せられて

います。平成 28 年度には農協が運営する新たな直売所が開設し、より果樹の生産拡大が求

められています。そこで、関係機関連携のもと、ナシとブドウの新規栽培者の発掘と育成

および産地化をねらいに、平成 28 年度より 3年計画で活動を行っています。 

【普及活動の内容】 

 従来の栽培方法では、「収穫までに年月を要

する」「技術の難易度が高い」「上向き作業など

身体的負担が大きい」「果樹棚にかかる初期投

資が多大」など、栽培を開始する際に困難を伴 

うため新規に栽培を開始される農業者はありませんでした。そこで、これらを解決するナ

シ低樹高栽培とブドウ根域制限改良仕立ておよび低コスト果樹棚を紹介することで不安解

消を図り、新規栽培者の掘り起こしを行いました。当課の広報誌で技術内容とモデル農家

の事例を紹介するとともに、関係機関と連携して研修会を 3 回実施し、のべ 98 名が参加さ

れました。研修会で栽培意欲を示された農業者の情報は関係機関で共有し、栽培予定ほ場

の確認や植付け準備、苗木等の必要資材の調達、補助事業の活用などについて個別支援を

行いました。また、栽培技術の修得向上、出荷ロット

の集約、品質の維持向上のために、農協を事務局とし

た「甲賀地域果樹推進協議会ナシ部会」および「同ブ

ドウ部会」を立ち上げ、生育期間中とせん定時期に集

合研修を実施し栽培暦も定めました。 

【普及活動の成果】 

 これまでの活動を通じて、ナシでは 8 戸で 2,177 ㎡、ブドウでは 13 戸で 4,464 ㎡が新た

に栽培を開始されました。次年度以降も引き続き新規栽培者を発掘し、技術指導や出荷基

準の策定等による部会活動の定着と産地化に向けた支援を継続します。 

◎対象者の意見

研修会で新技術の栽培事例を見学して、これなら栽培できると思いました。部会

が出来たので、栽培や販売面での不安も解消できたので収穫に向けて頑張りたい。 

（Ａ氏／ブドウ新規栽培者） 

写真１ 座学での技術紹介 

写真２ ブドウ部会せん定研修会 
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「みずかがみ」の品質および食味の向上 

東近江農業普及指導センター 

【普及活動のねらい・対象】 

JA 湖東管内で「みずかがみ」の特性に応じた栽培技術を重点的に支援してきた結果、平

成 28 年産「みずかがみ」の一等米比率は 84％(平成 27 年産 64％)、玄米タンパク質含有率

は 6.5％(同 6.8％)と、前年度より向上しました。 

しかし、一部の山沿い地域では斑点米による２等格付や、大豆跡ほ場の栽培では減肥実

践者が３割と低く、玄米タンパク質含有率が高い米が目立ちました。 

そこで、今年度は、山沿い地域（角井地域、西小椋地域）の栽培農家に対して斑点米対

策を支援するとともに、玄米タンパク質含有率 7.0％以上の大豆跡ほ場の栽培者に対して

施肥改善による食味の底上げを支援し、「みずかがみ」のさらなる向上を目指しました。 

【普及活動の内容】 

①山沿い地域における斑点米低減対策の提案
斑点米カメムシ類の密度を低下させるため、ダイレク

トメールや情報誌、ページング放送を活用して「畦畔の

一斉草刈り日」の実施を推進しました。 

また、現地研修会では、イネ科雑草に付着しているア

カスジカスミカメなどを見てもらい、草刈りや防除の重

要性を説明し、指定日での確実な実践へと誘導しました。 

②大豆跡「みずかがみ」の栽培管理の提案
大豆跡栽培で減肥せず基肥一発肥料を施用すると、食味低下につながることを栽培前研

修会で説明しました(写真１)。また、田植え前にダイレクトメールや情報誌を活用して、

基肥を基準の半量以下にすることを周知しました。穂肥施用者に対しては、JA 担当者と連

携して適期に適量が施用されるよう現地で支援しました。 

【普及活動の成果】 

山添い地域の畦畔草刈りと適期防除の実践率が 95％以上となり、一等米比率は角井地域

が 62％(前年産 56％)、西小椋地域が 78％(同 67％)と前年度より向上しました。 

大豆跡栽培での減肥実践率は、研修会やダイレクトメールでの周知により、63％(前年産

30％)に向上しました。玄米タンパク質含有率については、「みずかがみ」平均 6.6％でし

たが、大豆跡栽培で 7.0％以上の生産者割合は 24％(同 90％)に改善されました。 

◎対象者の意見

・食味向上のため施肥量を半量にしたが、全量施用したほ場と収量は同程度であり

食味も良かったことから、次年度からは資材費も安い半量で実施したい。（Ｎ氏）

・ページング放送などでの周知は、意識向上に繋がるので続けてもらいたい。(Ｈ氏)

写真 良食味栽培研修会 
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写真３ 共同は種 

写真２ 出荷会議
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Ⅱ 産地の育成・強化に関する支援 ～産地づくり～ 

 

愛東ぶどう産地の新たなブランド育成 
～出荷規格の統一化と新たな形態での販売～ 

東近江農業普及指導センター 

【普及活動のねらい・対象】 

近年、直売所からは「シャインマスカット」など良食味

で皮ごと食べられるぶどうの生産出荷が求められています。 

しかし、愛東ぶどう生産出荷組合（設立 S48 年、9.1ha)

では、当初に植栽された「マスカット・ベーリーＡ」が中

心でした。そこで、「シャインマスカット」（現在 24a）を

新たなブランドとして育成し、販売単価アップによる所得

向上を目指すため、当生産組合を対象に、栽培管理方法や

出荷規格の統一化を支援しました。 

【普及活動の内容】 

当課から、「シャインマスカット」を組合推奨品種にする

よう提案し、主な栽培管理方法の支援や出荷規格の統一化

支援を行いました。栽培技術研修会(写真１)で、適切な種

なし処理の方法や房の管理方法を周知するとともに、出荷

目合わせ会(写真２)では、果皮色や一粒重など出荷規格の

統一の必要性を伝えました。 

また、販売単価向上を目的に、直売所職員の意見を参考

に、一房パック販売やカップ販売(写真３)を提案するとと

もに、直売所企画『あいとうぶどうまつり』でこれら愛東

産シャインマスカットの PR 販売を支援しました。  

【普及活動の成果】 

活動の結果、組合推奨品種として、「シャインマスカット」

に取り組まれることとなりました。果皮色や一粒重、使用

する袋等の規格を決定することで、販売単価が向上し、高

品質ブドウ栽培への生産意欲が高まりました。 

また、カップ販売の愛東産シャインマスカットが大好評

であったことから、直売所からの出荷要望はより強くなり、

組合では栽培面積を 33ａに拡大することとなりました。 

今後、幼木期管理や生育量を揃えるよう栽培方法を統一

し、愛東ぶどうの新たなブランドとして育成していきます。 

写真１ 栽培技術向上研修会 

写真２ 出荷目合わせ会 

写真３ カップ売り販売 

◎対象者の意見

積極的な提案をしてもらえ、推奨品種を決めるなど組合として一定方向を示すことが

できた。今後も最新情報の提供や将来に向けた提案をしてほしい。（組合長） 
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大麦＋水稲二毛作による水田フル活用支援 

湖北農業普及指導センター 

【普及活動のねらい・対象】 

 水田経営の収益を確保するため、麦＋大豆作体系が可能な平

坦地の水田では、更なるフル活用が求められています。そこで、

大～中規模稲作経営体を対象に、主食用水稲の冬期間を高度利

用する大麦「ファイバースノウ」＋麦跡水稲「コシヒカリ」の

栽培技術支援を行いました。 

【普及活動の内容】 

大麦では、押し麦から麦茶への用途切替えに伴い、ＪＡの施

肥設計・栽培暦の作成を支援しました。研修会では排水改善・

実肥時期の切替え・赤かび病防除等、重要な変更点について説

明し、情報発行により注意喚起も行いました。また、現地施肥実証ほ設置により、生育・収量

調査、営農指導員との目合わせ、ほ場巡回による栽培技術の底上げを行いました。 

麦跡水稲では、麦稈の分解時に土

壌中の窒素成分が消費されるため、

ＪＡの施肥設計・肥料ブレンド設

計・栽培暦の作成を支援しました。

現地施肥実証ほでは、土壌酸化還元

電位測定と生育調査を行い、麦稈分

解時の急激な土壌還元の発生状況と

対策の効果を確認しました。 

【普及活動の成果】 

大麦では、麦茶用途として必要な蛋白基

準9％以上をクリアでき、収量も492㎏/10aに増収しました。 

水稲は、麦稈鋤込みほ場の還元状態を調査し、還元予測による早期中干し管理を指導するこ

とで障害を回避でき、450kg/10a を確保できました。また、還元障害対策マニュアルも作成で

きました。 

経営面では、二毛作の実証ほによる経営評価では4万５千円/10ａの増益となりました。また、

二毛作導入時の目標収益達成のために必要な収量水準（大麦、水稲）を明らかにしました。 

二毛作取組面積は９ha（H28）から38ha（H29）へ拡大しており、今後も生産者の所得増大の

取組支援を続けていきます。 

◎対象者の意見 大麦は実肥の適期施用で大きく増収できました。麦跡水稲も還元の度合

いを測って対策を指導いただき、大麦＋麦跡水稲の収益増を実現することができました。

（湖北町農家）

写真 JAとの巡回調査

図 水田土壌酸化還元電位の推移 
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Ⅱ 産地の育成・強化に関する支援 ～産地づくり～ 

「魚のゆりかご水田米」生産による収益向上
高島農業普及指導センター 

【普及活動のねらい・対象】 

マキノ町知内地区では平成 21 年から「魚のゆりかご水田」に取り組んでいますが、「魚

のゆりかご水田米」の認証を受けておらず、ゆりかご水田米としての販売実績はありませ

んでした。 

平成 30 年の米政策改革を見据え、今後は特色ある米づくりに取り組む必要性があること

などから、「魚のゆりかご水田米」の認証取得を提案し、認証取得に必要な環境こだわり基

準での栽培技術、および、有利販売にむけての支援を平成 28 年度

から行いました。 

【普及活動の内容】 

①研修会の開催による啓発
　平成 28 年度に「高島農村ビジネス講座」を 3 回開催し、農業者

を対象に、特色ある米づくりとその販売戦略をどう考えるか、農産物に付加価値やストー

回などを行い、支援を行いました。乾燥・調製作業は、地区内の一戸の農家に委託するこ

とから、収穫時期が集中せずスムーズに作業が進むよう各農家に支援しました。 

ました。また、農村活性化チャレンジ支援事業を紹介し、販売用パッケージのデザインや

制作を支援しました。 

【普及活動の成果】 

3.6ha の「魚のゆりかご水田」で、環境こだわ

り基準でコシヒカリを栽培され、高島管内で初め

て、「魚のゆりかご水田米」が認証・販売されまし

た。収穫祭をはじめとしたＰＲ効果もあり、鮒ず

し店との取引が成立しました。また、JA グループ

への出荷においては、通常米よりも高い金額で契

約できました。慣行よりやや減収したものの、10a

あたりの収益は増加しました。 

 来年度は、ＪＡの協力で乾燥・調製はカントリーエレベーターを利用できるようになり

ました。近隣集落でも取り組まれることとなり、取組面積は、約３倍に拡大します。 

環境こだわり米生産をはじめ、特色ある米づくりの普及拡大を目指します。 

◎対象者の意見

「魚のゆりかご水田米」は、一般米より高く買ってもらえることから、次年度は

面積を拡大して取り組みます。引き続き支援願います。 （地域農業者） 

写真 ゆりかご水田米の商品 

表　魚のゆりかご水田米と通常米の比較

収　　　　量(/10a) 450 ｋｇ 450 ｋｇ 480 ｋｇ

販売単価(/60kg) 13,500 円 16,000 円 12,000 円

販 　売 　金 　額 101,250 円 120,000 円 96,000 円

環境直接交付金 7,000 円 7,000 円           0 円

肥   　 料　    費 9,375 円 9,375 円 5,850 円

差    　引 　   き 98,875 円 117,625 円 90,150 円

    農薬・その他は、ゆりかご米、通常米,とも同額とした

魚のゆりかご水田米
通常生産米

全　農 鮒寿し店

リー性をつけ、いかに販売につなげるかについて、農業者へ意識啓発を行いました。

環境こだわり基準での栽培技術や適期作業の実践について、定期的に生育調査やほ場巡  

　認証取得に向けた支援

③販路開拓に向けた支援
　消費者へのＰＲ活動の一環として、収穫祭開催によるゆりかご米の試食・販売を提案し

②
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H28年産、H29年産の品質 （単位：％）

項　目 H28年産 H29年産 目標値

一等米比率 91.6 88.3 80以上

整粒歩合 81.2 81.7 80以上

タンパク質含有率 6.46 6.68 6.5以下
注）食味コンクールサンプルの平均値
　　サンプル数　H28年：304点、H29年：281点

「みずかがみ」の生産拡大を目指して 

～更なる品質・食味の向上～ 

農業革新支援センター 

【普及活動のねらい・対象】 

 「みずかがみ」の実需者からの信頼を得るため、これまで品質・食味の向上と生産拡大

を推進してきました。その結果、平成 28 年産の「みずかがみ」は県全体で 2,299ha が栽培

され、玄米タンパク質含有率が県平均 6.46％と、良食味の目安となる 6.5%以下の目標を達

成できました。しかし、甲賀、高島地域は、他地域に比べて品質や食味が低迷していたこ

とから、今年度は、全県的な取組に加えて、特にこれら２地域への中干しや穂肥の技術改

善に取り組み、更なる品質・食味の向上を目指し

ました。 

【普及活動の内容】 

県全域への『「みずかがみ」栽培だより』6 回の

発信や、県内８か所に実証ほを設置し、巡回や現

地検討会（６回）を行うなど、関係機関・団体と

連携し、農業者への良食味米生産技術（施肥・湛

水管理等）の普及に取り組みました。 

特に、甲賀、高島地域の取組については、各農産普及課と話し合い、研修会の持ち方や

内容に関する見直し、生産者への情報提供方法等について改善を図りました。 

また、次年度の作付拡大を図るため、様々な機会や媒体を活用した啓発活動に取り組ん

だほか、１月 20 日に開催された近江米振興フォーラムで、「みずかがみ」に対する実需者

の声を生産者に届けました。 

【普及活動の成果】 

甲賀地域では、研修会を 3 ブロックで

開催できました。高島地域では、ダイレ

クトメールによる情報提供を行うなど、

支援体制が見直されました。その結果、

両地域ともに、中干しや穂肥施用の改善が見られ、一等米比率、整粒歩合ともに目標値の

80％を超えました。しかし、タンパク質含有率は県平均 6.68％と高く、２地域も含めて、

全体に目標を達成できませんでした。

今後も、平成 30 年産の作付目標 3,000ha 達成に向け、関係機関・団体と連携して作付推

進を継続していきます。 

◎対象者の意見

品質・食味向上には指導機関からの的確な情報提供が欠かせないので、今後も引き続

き、その年の生育状況に応じた技術情報を提供してほしい。（実証ほ担当農家Ｋ氏） 

写真 高島地域との打合せ

表 H28 年産、H29 年産の品質 
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Ⅲ 魅力ある農業・農村創出に関する支援 ～地域づくり～ 

集落の実情に合った 

農業・農村ビジョンの実践支援 
東近江農業普及指導センター 

【普及活動のねらい・対象】 

人・農地プランの作成や更新、農業基盤の維持管理、集落営農の女性活躍の場の創出な

ど、農業集落の実情にあった農業・農村ビジョンの作成と実践が重要となっています。 

こうしたことから、農村地域の活性化を目指して、市町農政・農村振興課、JA、農業再

生協議会・水田農業活性化協議会などの関係機関と連携協力した活動を展開しています。 

今回、農業・農村ビジョンに沿った取組のうち、特に女性や高齢者の活躍の場の創出を

目指す４集落営農法人の取組（新規園芸品目の導入）について支援しました。 

【普及活動の内容】 

集落営農法人において、集落内の女性や高齢者が中心となり新規園芸品目を導入される

取組について、その栽培品目の決定と経営試算の作成ならびにその実践を支援しました。 

①水稲育苗ハウスを利用して女性が活躍
近江八幡市安土町東老蘇の農事組合法人Ｓと

東近江市上平木町の農事組合法人Ｋで、女性グル

ープが中心となり新規導入される中輪ギクやスト

ックの取組について支援をしました。 

②非農家も参加す蘑流2る女性グループの設立
竜王町須恵の農事組合法人Ｆでは、非農家も参

加した女性グループ「おたふくの会」が設立され、

当課からスイートコーンとイチジクを提案し、そ

の取組を支援しました。 

③高齢者も関わる果樹栽培を通じた村づくり
東近江市五個荘奥町の農事組合法人Ｏでは、集

落住民が新たに農業に関わりモモを新規導入され

る取組を支援しました。 

【普及活動の成果】 

３集落では女性グループが活気ある生産活動

に取り組まれ、初年度に計 220 万円以上を売上げられました。直売所での販売のほか市場

出荷もされ、次年度は新たに園芸用ハウスを建てる組織もできました。今後も引き続き、

集落の農業・農村ビジョンの実践支援を行っていきます。 

写真１ 農事組合法人Ｓでの花き栽培指導 

写真２ 農事組合法人Ｆでの果樹栽培指導 

◎対象者の意見

集落住民が農業との関わりを持続していくため、非農家を含めた女性グループの活

動に対する支援に期待します。（農事組合法人Ｆ） 
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Ⅲ 魅力ある農業・農村創出に関する支援 ～地域づくり～ 

中山間地域における担い手確保に 

向けた実践活動の実施支援 

湖東農業普及指導センター 

【普及活動のねらい・対象】  

 多賀町Ｓでは近い将来、担い手不在による耕作放棄地の発生が懸念されています。し

かし、集落ではこれまで、将来の担い手確保に向けた取り組みが行われておらず、関心も

非常に薄いという現状にありました。これまで、解決の糸口を見つけるため、アドバイザ

ーを招き、「集落には他出子弟（１～２時間で帰ってくることのできる子）が沢山おられ、

集落の活性化にはこの「人」の資源の活用が必要である。」と助言をいただいていました。

平成 29 年度は、緑のふるさと協力隊員が集落外から初めて集落に滞在し、活性化に向けた

一役を担うことから、協力隊員とも連携した活動に取り組むことが効果的であると考え、

担い手確保に向けた実践活動の実施を支援しました。

【普及活動の内容】 

多賀町役場とともに集落に出向き、集落の活性化を図るためには「人」の資源の活用が

必要であることを霜ケ原の役員の方に改めて説明し、担い手確保に向けて「どんな小さな

ことでもいいので一歩踏み出しませんか。」と問いかけました。そして、役員の方一人ひと

りに意見を聞いていく中で、協力隊員が栽培した秋冬野菜を活用した収穫祭を計画してい

る話が出てきました。そこで、その収穫祭に他出子弟に帰ってきてもらって、霜ケ原の農

業に関心を持ってもらう取組をしてみてはどうかと提案しました。これをきっかけに村づ

くり委員会で収穫祭の開催が決定し、開催に向けて具体的な検討が始まりました。会議で

は決定事項を明確化するようにして検討を促しました。 

【普及活動の成果】 

 収穫祭は霜ケ原区の行事として開催され、協力隊員

の作った米と野菜が振る舞われました。収穫祭の参加

者は総勢 50 名となり、そのうち他出子弟 15 名の方に

も帰ってきていただきました。 

 収穫祭ではアンケートを実施し、稲作に関心のある

方 9 名の掘り起こしができました。この結果を受け、

平成 30 年度に田植、稲刈体験の開催が決定しています。

引き続きこの体験が将来の担い手確保につながるよう

継続して支援していきます。 
写真 賑わう収穫祭 

◎対象者の意見

来年も集落に帰ってきてもらえるよう是非収穫祭を開催したい。（多賀町Ｓ区長）

農業に関心のある人は誰もいないと思っていたが 9 人もいたことには驚いた。（営農

リーダー）
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Ⅲ 魅力ある農業・農村創出に関する支援 ～地域づくり～ 

効果的な集落ぐるみ野生獣対策の実践 

農業革新支援センター 

【普及活動のねらい・対象】 

 野生獣による農作物被害は、集落ぐるみによる獣害対策が進み、全体としては被害が減

少しつつありますが、新たな集落での被害の発生や、防護柵の維持管理が不十分なため、

再び被害が発生している集落が多く見受けられます。 

そこで、獣害対策の指導ができる人材育成（獣害対策アドバイザー）の確保・育成によ

る新たな集落ぐるみ対策の実践活動への誘導と、被害が再発している集落に対して防護柵

の効果的な維持管理等、野生獣被害の防止に向けた対策について支援を行いました。 

【普及活動の内容】 

 昨年に引き続き、獣害対策アドバイザー（以下ア

ドバイザー）を養成する講座を開催するほか、アド

バオザーの資質向上に向けた講座を開催しました。 

また、各普及指導センターと連携し、アドバイザ

ーの現地支援が円滑に進むよう個別訪問を行うなど、

問題解決に向けた相談活動を行いました。また、現

地調査や国研究機関等から得た効果的な技術情報を

とりまとめ、各地域の集合研修を通じて集落への周

知を図りました。 

また、普及指導センター等と現地巡回を行い、再点検活動の実施や再発防止技術をもと

に、現況に応じた補修方法を提案し、適切な維持管理ができるよう支援を行いました。  

【普及活動の成果】

アドバイザーは、新たに 20 名を養成し計 43 名となりました。新たに集落ぐるみ対策に

取り組んだ集落は 50 集落で、そのうち 10 集落はアドバイザーの支援により実践に結びつ

きました。また、効果的な防護柵の維持管理技術を手引書としてとりまとめ、再発防止に

取り組んだ集落は県全体で 58 集落になりました。 

今後とも野生獣による農作物被害の防止策の実践を重点的に進め、被害が一層減少する

よう支援していきます。 

写真 再発防止研修会の風景

◎対象者の意見
集落で被害がなかなか止まりませんでしたが、新たな技術の提案と現地で支援し

ていただき、被害が軽減でき大変よかったと感じています（被害集落Ｎ：東近江）
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【普及組織の所在地】 

①大津・南部農業普及指導センター（大津・南部農業普及農村振興事務所農産普及課内）

  〒525-8525 草津市草津 3 丁目 14 番 75 号（南部合同庁舎 4 階） TEL 077-567-5421 
②甲賀農業普及指導センター（甲賀農業農村振興事務所農産普及課内）

  〒528-8511 甲賀市水口町水口 6200（甲賀合同庁舎 4 階）    TEL 0748-63-6126 
③東近江農業普及指導センター（東近江農業農村振興事務所農産普及課内）

（東部普及指導係） 

〒527-8511 東近江市八日市緑町 7-23（東近江合同庁舎 4 階）  TEL 0748-22-7727 
⑦（西部普及指導係）

〒521-1301 近江八幡市安土町大中 516（農業技術振興センター内）  TEL 0748-46-6504 
④湖東農業普及指導センター（湖東農業農村振興事務所農産普及課内）

  〒522-0071 彦根市元町 4-1（湖東合同庁舎 2 階）    TEL 0749-27-2228 
⑤湖北農業普及指導センター（湖北農業農村振興事務所農産普及課内）

  〒526-0033 長浜市平方町 1152-2（湖北合同庁舎 4 階）    TEL 0749-65-6629 
⑥高島農業普及指導センター（高島農業農村振興事務所農産普及課内）

  〒520-1621 高島市今津町今津 1758（高島合同庁舎 3 階）    TEL 0740-22-6025 
⑦農業革新支援センター（農業技術振興センター農業革新支援部内）

  〒521-1301 近江八幡市安土町大中 516    TEL 0748-46-4391 
※農業革新支援センターは、県域で活動する農業革新支援専門員が所属し、各地域普及組織と連携した普及活動を行っ

ています。
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