
資-農水１

農政課

内線3812

農業・水産業からの温暖化対策 【予算額 21,777千円】

１．趣 旨

■温室効果ガスの増加等による地球温暖化は加速度的に進行しており、農業・水産業

にも深刻な影響を及ぼすものと予測されている。

■滋賀県として、農業・水産業の分野において、どのような貢献が可能か、また、ど

のような対応が必要かの観点から、事業を再検討し、総合的な施策として実施する

こととする。

■具体的には、（１）農業・水産業に対する温暖化の影響評価

（２）温暖化の防止策（緩和策）

（３）温暖化に適応した農業・水産業の構築

の３つの視点から、それぞれに資する各事業を「温暖化対策事業」として実施する。

２．取組内容
金額は事業費

（１）温暖化の影響評価

■総合的な影響評価

① 農業・水産業温暖化対策総合検討事業 2,369千円（資料1）

■個別的な影響評価

② 水温上昇が琵琶湖の水産生物に及ぼす影響の解明 5,700千円

（２）温暖化の防止策（緩和策）

■新たなエネルギーの創出検討

③ 水土里クリーンエネルギー活用推進事業 2,000千円

■省力化等による消費エネルギーの削減

④ 飼料自給率向上対策事業 5,408千円

■温暖化の原因の緩和・低減

（環境こだわり農業支援事業 等）

（３）温暖化への適応策

■農業

⑤ 温暖化に対応し得る水稲・園芸作物の栽培技術の確立 5,000千円

■水産業

⑥ 温暖化適応型ニゴロブナ種苗放流技術開発事業 1,300千円



農業・水産業温暖化対策総合検討事業 【予算額2,369千円】

１．ねらい

本県における温暖化の進行が、農業および水産業にどのような影響をもたらすのか十分に把握

できていないことから、有識者の意見を聴きながら総合的な影響評価を行うとともに、確実に進行す

る温暖化に対応して、県としての温暖化対策総合戦略をとりまとめる。

２．事業期間

平成２０年度～平成２２年度（３年間）

３．事業内容 （2,369千円）

①温暖化対策有識者等検討委員会（８６９千円）

部内ワ－キンググル－プの検討結果等をもとに、より精度の高い影響予測や本県農業およ

び水産業の適応策や防止策、技術開発のあり方等について、有識者により構成された検討委

員会において評価・検討を行う。

②農業分野温暖化対策調査委託（１，５００千円）

農業分野、特に環境こだわり農業における作物別温暖化効果ガスの排出量・吸収量調査を

実施する。また、この調査デ－タをもとに、今後ＣＯ2削減努力を農産物に表示する検討などを

進め、脱温暖化に貢献できる農業を目指す（下図参照）。



資-農水２

農業経営課

内線3893

しがの農水産物マーケティング戦略推進事業 【予算額24,155千円】

○事業内容

滋賀県産農水産物の地域ブランド力向上を図るため、関係者により構成されるマーケテ

ィング推進会議を中心とし、環境こだわり農業を始めとする総合的なＰＲ活動の推進や県

の顔をなる農水産物の育成やモデルとなるマーケティング活動の取組を支援する。

①マーケティング推進会議の開催

県および関係団体等が方向性を共有し、取組の役割分担と調整を図る。

②しがの農水産物ブランド育成事業

地域の農水産物のブランド育成に向けた生産者団体等の取組に対して支援する。

③総合的なＰＲ活動の推進

・滋賀の地産地消を推進する「おいしが うれしが」キャンペーンを運営する。

・県外に向けて、滋賀県の農水産物を「しがの食材」として総合的にＰＲする。

新④県産農水産物「魅力」向上事業

「近江牛」「近江米」「湖魚」に続くような滋賀県の「顔」となり、県民が愛着心を

抱く農水産物を育成することにより、「滋賀」の地域ブランド力の向上を図る。

⑤県産農水産物輸出可能性検討事業

県産農水産物の輸出を積極的に行う取組に対して支援し、その可能性を検討する。

⑥みんなが支える環境こだわり農業ＰＲ事業

消費者、実需者に環境こだわり農業の理念や取組についての理解促進を図る。

○事業体系図
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③「しがの食材」PR活動の推進

主要品目等の総合的ＰＲ

③「おいしが うれしが」
キャンペーン
・推進店 526店舗
・ｻﾎﾟｰﾀｰ 26事業者

需要喚起

②しがの農水産物
ブランド育成事業

産地の強化・拡大

②しがの農水産物
ブランド育成事業

産地の強化・拡大

新 ④県産農水産物「魅力」向上事業

【目的】 重点素材の育成
・近江牛、近江米等に続く、滋賀県の顔となり、愛
着心が抱くような農水産物の育成を行う。

【事業体系】
1 マッチング会議の開催
・重点素材を活用した商品開発に向けた協働関係
の構築

2「魅力」を波及する情報発信
・重点素材の新しい利活用方法の普及および消費
喚起

3消費者ニーズの的確な伝達
（モデル実施）
・新しい利活用方法に関する評価の実施
・重点素材に対する消費者ニーズを生産者に伝達

特産物等の重点的育成

⑥みんなが支える環境こだわり農業ＰＲ事業

環境こだわり農業の推進

⑤県産農水産物輸出
可能性検討事業

広域流通の検討

マーケティング戦略

マーケティング推進会議

総合的なＰＲ活動の推進

・県産農水産物の統一したＰＲ
・消費行動につなげる効果的ＰＲ
・認知度向上を図るＰＲ

○基本コンセプト
私たちは、琵琶湖に象徴される豊か

な自然とおだやかな気候に育まれた
滋賀県産の農水産物を通して、くらし
（「環境」、「からだ」、「こころ」）に‘やさ
しさ’を届けます。

○基本コンセプトの消費者への
表現方法
「自然がおいしい、心がうれしい。」

生産戦略

・消費ニーズに基づく生産戦略
・品質向上に向けた生産戦略
・安全・安心の確保
・特産物等の重点的育成

流通・販売戦略

・県内市場への流通促進
・食品関連産業との結びつき強化
・６次産業化
・輸出など広域流通の検討

マーケティング戦略

マーケティング推進会議

総合的なＰＲ活動の推進

・県産農水産物の統一したＰＲ
・消費行動につなげる効果的ＰＲ
・認知度向上を図るＰＲ

○基本コンセプト
私たちは、琵琶湖に象徴される豊か

な自然とおだやかな気候に育まれた
滋賀県産の農水産物を通して、くらし
（「環境」、「からだ」、「こころ」）に‘やさ
しさ’を届けます。

○基本コンセプトの消費者への
表現方法
「自然がおいしい、心がうれしい。」

生産戦略

・消費ニーズに基づく生産戦略
・品質向上に向けた生産戦略
・安全・安心の確保
・特産物等の重点的育成

流通・販売戦略

・県内市場への流通促進
・食品関連産業との結びつき強化
・６次産業化
・輸出など広域流通の検討



資－農水３

農業経営課

内線 3834

新 地場農産物が支える学校給食推進モデル事業

【予算額 1,800 千円】

１ 事業の目的

学校給食における地産地消をすすめ、地域農業への理解と園芸作物の生産振興に資するため、

生産者と学校給食関係者が相互に連携・協調し、地場農産物を可能な限り学校給食に活用でき

る地域モデルを構築する。

２ 事業内容

（１）学校給食地場農産物供給促進会議の設置

（２）食育農園（学校給食用野菜等生産ほ場）の設置

３ 期 間 平成 21 年度～24 年度

年次別実施計画 ( )内:地区数 H21 H22 H23 H24

(1)学校給食地場農産物供給促進会議の設置
(2) (4) (4) (2)

(2)食育農園の設置
(2) (2) (2)

事業に要する経費
(H21補助金額)

1.学校給食地場
農産物供促進
会議の設置
250千円/地区

2.食育農園の設置
650千円/地区

1+2計
800千円×2地区
＝1,800千円

●地場農産物の優先利用
●地場農産物の品目・生産量・出荷時

期に合わせた献立計画
●地域食材を使ったメニューの開発

学校給食地場農産物供給促進会議
（ 生産者・ＪＡ・卸売市場 ＋ 市町・給食センター ）

●地場農産物活用計画の策定
●学校給食協力農家登録制度の創設
●利用促進のための連携、調整

～農家が支える子育て、新たな園芸産地づくりを目指して～

地場農産物
食育農園

登録農家
●学校給食協力農家の登録
●食育農園の設置運営（１ha規模）
●出荷計画の作成と出荷調整
●給食センターへ出荷

生産者・ＪＡ

農産物生産情報 食材利用情報

県産農産物

施策の目標
学校給食への地場農産物の供給を拡大することにより地産地消
と食育の推進をめざす

施策の展開方法
生産者と学校給食関係者が相互に連携・協調し、地場農産物を
可能な限り学校給食に活用できる地域モデルを構築する。

期待される成果
地場農産物を介した児童生徒と農家との絆により、地域農業への理解を増進するとともに園芸作物の生産振興に貢献

地場農産物が支える学校給食推進モデル事業の概要

●給食を活用した学校教育
●地域農業の振興

市町・教育委員会

●県産農産物の集荷
●給食センターとの出荷契約
●給食センターへ配送

地方卸売市場

県産農産物出荷情報

背 景
①園芸作物の自給率向上のための地産地消が必要

地場農産物に対する消費者ニーズの高まりとそれに見合う野菜等の園芸作物の生産振興

②学校給食法の一部改正
地域の産物を学校給食に活用し、地域の食文化や食にかかる産業や自然環境への理解を
深めるよう努めること（栄養教諭の行う食育）

給食センター

県産野菜活用品目数
２品目→４品目
（１食あたり）

（農業生産）
●生産意欲の向上 ●園芸作物の生産拡大 ●地域資源の有効活用

（児童・生徒）
●生産者への感謝 ●日本型食習慣の形成 ●自然、農業、食文化への理解

事業の目標



温室効果ガスの発生

畜産課

内線３８５５

資-農水４

自給飼料生産総合振興対策費 【予算額 14,669千円】

１ しがさん稲わら活用事業
稲わらの飼料利用を促進するため、稲わらの収集のための機械の導入に対し助成

２ 飼料自給率向上対策事業
１）戦略会議の開催
具体的な耕種農家と畜産農家の結び付けを行う戦略会議の開催

２）飼料イネ拡大緊急対策事業
稲ＷＣＳや飼料用米の生産に係る経費の一部を助成
＜稲ＷＣＳ：３，０００円／１０ａ 飼料用米：７００円／１０ａ＞

３ 飼料稲増産対策事業
稲ＷＣＳの生産拡大を促進するため、稲ＷＣＳの収穫・調製のための機械の導入に対し助成

新

海外からの輸入

地球温暖化

県内での飼料生産

稲ＷＣＳの収穫

畜産農家 耕種農家

耕畜連携による自給飼料の増産

飼料自給率の向上地球温暖化の防止

県内産飼料利用による輸入量の削減

生産に対する支援

稲わらの収集

○現状
家畜の飼料の大部分は海外からの輸入に依存しており、国際的な穀物需給の変化や価格変動
の影響を受けています。
また、海外からの飼料の輸送には、大量の化石燃料を消費し、ＣＯ２などの温室効果ガスを
発生させています。

○県内産飼料の生産拡大
県内における飼料の生産量を拡大することで、畜産経営の安定化を図り、より安全・安心な
畜産物の生産を実現します。
同時に、海外からの飼料の輸入量を減らし、温室効果ガスの発生を削減します。

○水稲の飼料利用と耕畜連携
本県には水田が多く、稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）や飼料用米、稲わらなど、水稲を家畜の飼
料として利用することが、飼料の生産を拡大するための有効な手段です。
そのためには、飼料を生産する耕種（稲作）農家と、利用する畜産農家の連携が必要です。

○飼料自給率向上のための支援
稲ＷＣＳや飼料用米を生産する農業者に対する支援や、稲ＷＣＳの収穫や稲わらの収集のた
めの機械の導入に対して支援を行うことで、家畜の飼料自給率向上をめざします。

海外

機械導入に対する支援

戦略会議の開催



資－農水５

水産課
内線 3875

湖底耕耘
約１２０ｈａ

覆砂
約６４ｈａ
（Ｈ１９～Ｈ３０）

下笠地区
造成ヨシ帯
（Ｈ１６～１７）

北山田地区
造成ヨシ帯
（Ｈ１９～２１）

水産基盤整備事業

１．漁場環境保全創造事業
【予算額 ３００，０００千円】

●ヨシ帯造成

●砂地造成

ゴミ止めフェンス

ヨシ植栽（30ｍ以上）

30cm

BSL±0.00

盛 土

湖 底
土留捨石

覆 砂
30cm

ニゴロブナなど琵琶湖の魚の産卵
繁殖の場として重要なヨシ帯を造
成する。造成に当たっては産卵繁
殖の場としての機能が十分果たせ
るように、奥行き３０メートル以上で
水位変動にも対応できるように
BSLマイナス３０センチで造成を行
う。平成２１年度は北山田地区3.6
ヘクタールの残り1.6ヘクタールの
造成を実施する。

泥化した湖底に３０センチの厚さで
覆砂を行い、ヨシ帯から連続する
砂地の湖底を造成し、セタシジミに
適した湖底とする。使用する砂は、
南湖再生ワーキングで連携してい
る国や水資源機構等の河川工事
から出る砂を使用する。平成３０年
度までに64ヘクタールの造成を目
標とし、平成２１年度は約5.5ヘク
タールの造成を実施する。



２．湖底環境改善事業 【予算額 １８，０００千円】

●水草除去・湖底耕耘事業

●セタシジミ種苗放流事業

耕耘前：

耕耘後：水草がなくなり、浮泥が取り除かれて
砂地に戻っている

セタシジミのＤ型仔貝１０億個を
耕耘した水域に放流し、セタシジ
ミ漁場の再生促進を図り、貝曳き
漁業の復活により湖底環境の維
持改善を行う。

事業目標
●砂地の回復335ha<S44の半分>（H30年） ●ヨシ帯造成26.6ha<全湖>（H22年）
湖底耕耘120ha ＋ 覆砂64ha ＋ 既存151ha

平成１８年度から２０年度まで水産
庁の漁場環境改善技術開発委託
事業を受けて、確立された技術（耕
耘頻度等）を用いて湖底耕耘によ
る水草の機会的防除と湖底環境
改善を草津市地先の１２０ヘクター
ルにおいて行う。

砂

砂
泥

砂

砂
泥

琵琶湖南湖のかつて
の主要シジミ漁場

砂地・砂泥地面積
昭和44年：約７１９ﾍｸﾀｰﾙ
平成元年：約１５１ﾍｸﾀｰﾙ

水草に被われ湖底はまったく見えない



■有害外来魚ゼロ作戦事業 【予算額合計80,920千円（事業費合計167,480千円）】

１．外来魚駆除促進対策事業
（１）駆除促進対策事業
【予算額60,000千円 （事業費120,000千円）】
◆県漁連が事業主体
◆駆除事業の中心で成魚対象に捕獲
◆捕獲量に応じた支援を実施。
（H21年度 ： ３００円×４００トン駆除）

（２）繁殖抑制対策事業
【予算額4,000千円 （事業費8,000千円）】
◆県漁連が事業主体
◆駆除促進対策事業では捕獲しにくい外来魚の稚魚等
の小型魚を成長段階に応じた漁法で捕獲。
◎ふ化直後群れをなすオオクチバス稚魚を対象とす
るタモ網すくい
◎小型ビームトロール網および沖びき網による外来
魚稚魚等の捕獲

２．外来魚回収処理事業
【予算額14,220千円（事業費36,780千円）】
◆県漁連が事業主体
◆県内回収、飼料原料としての販売および食
用化の検討

３．外来魚撲滅総合対策研究
【予算額2,700千円 （委託）】
◆水試が実施

◆効果的な駆除技術と繁殖抑制技術の開

発(水研センターから委託)

目 標 平成２２年度末推定生息量1，000トン以下

水産有害生物対策事業 【予算額91,920千円 （事業費189,480千円）】

外来魚（ブラックバス、ブルーギル）や魚食性の鳥類であるカワウの異常繁殖は、ニゴロブナやホンモ
ロコ、アユなどの水産資源はもとより、水生動物を著しく食害し、漁業の生産基盤である琵琶湖独自の
生態系に大きな歪みを生じさせ、在来魚介類の漁獲量減産の大きな要因の一つとなっています。
このため、外来魚の駆除・回収処理を行うとともに、カワウによる漁業被害を軽減するための被害防除
や水産資源の保護のためのカワウ生息数削減に関する取り組みを行います。

資－農水６

水産課
内線 3875



■カワウ漁業被害防止対策事業
【予算額合計11,000千円（事業費合計 22,000千円）】

琵琶湖

河川

防鳥糸の設置

銃器による駆除・
追い払い

伊崎半島

竹生島

花火による
追い払い

１．カワウ被害防除対策事業 【予算額 2,735千円 （事業費 5,470千円）】
カワウによる漁業被害の軽減を図るとともに、アユ産卵親魚の保護する取り組みを実施します。

◆漁場における花火による追い払い
◆漁場での銃器による追い払い・駆除
◆漁場やアユ産卵保護水面での防鳥糸の設置

２．カワウ営巣地対策事業 【予算額 8,265千円 （事業費 16,530千円）】
水産資源を保護するために、営巣地（竹生島・伊崎半島）においてエアライフル・散弾銃を
用いた銃器駆除を実施し、カワウ生息数の大幅な低減を図ります。

◆平成21年度駆除目標：30,000羽
（自然環境保全課のカワウ総合対策事業と協力して実施）

エアライフル・散弾銃
による銃器駆除

被害防除対策
（飛来地対策）

営巣地対策

漁業被害の防止
水産資源の保護


