
○新美美味味ししいい「「食食」」のの情情報報発発信信総総合合事事業業 【予算額 6,600 千円】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県県産産農農畜畜水水産産物物ののブブラランンドドイイメメーージジのの向向上上、、地地産産地地消消のの進進展展、、消消費費拡拡大大をを図図るる

資－農水１ 

農政課 

内線 3812 

現現状状  

●●●インターネットによる情報取得の機会が、確実に増えている。 

●●●食の安全・安心や環境への関心の高まりから、地元の農畜水産物や直売所など地産

地消に関する情報が求められている。 

●●●食に対する嗜好の多様化により、さまざまな情報が求められている。 

求求めめらられれるる情情報報  

●●●「知る」「買う」「味わう」といった農畜水産物に関する消費までの一貫した情報 

●●●食べてみたいと感じられる、内容の濃い情報 

●●●タイムリーな情報 

事事業業内内容容  

●●●ポポーータタルルササイイトトのの構構築築・・運運用用 

県内の「食材」「購入場所」等の情報を蓄積し、関連付け、求められる情報として見やす

くタイムリーに発信します。また、民間ポータルサイトとの連携により、広く県産農畜

水産物の情報を発信していきます。 

〔掲載情報〕 

①食材関連（県産農畜水産物の紹介、旬の食材の紹介、産地レポート） 

②調理関連（郷土料理や県産品を使ったレシピなど） 

③購入場所、食べる場所関連（おいしがうれしがキャンペーン推進店、直売所など） 

広広 くく 県県 産産 農農 畜畜 水水 産産 物物 のの 情情 報報 をを 発発 信信  

民間ポータルサイト

民間ポータルサイト

民間ポータルサイトと連携（文章や画像の提供など） 

ポポ ーー タタ ルル ササ イイ トト  

民間ポータルサイト



資－農水２

農業経営課

内線3832新 「食べることで、びわ湖を守る。」推進事業

【予算額】 15,740千円 （農業経営課 15,000千円、水産課 740千円）

①小学生向け農業理解の促進 ～環境にやさしい滋賀県農業を知る～ （農業経営課）

〈内容〉小学校高学年の授業において、子ども達が琵琶湖と共生する滋賀県農業や地産地消について
学ぶことにより、滋賀県への愛着心を育む。
・滋賀県の農業を分かりやすく紹介するDVDとテキストの作成、配布
・学習資料の作成・配布

次代を担う子ども達が、滋賀県環境こだわり農業の姿や生産者の取り組み、さらには琵
琶湖を守るために県民ができることについて、「食べることで、びわ湖を守る。」を合言
葉として総合的に学び、琵琶湖と共生する農業の理解を深め地元農産物への愛着心を育む。

～農からの食育推進～～農からの食育推進～ 合言葉は「食べることで、びわ湖を守る。」合言葉は「食べることで、びわ湖を守る。」

②学校給食野菜供給拡大事業 ～地域の農産物がみえる～ （農業経営課）

〈内容〉学校給食への地場産野菜の利用拡大を図り、子どもたちが地域でとれた農産物を
食べることで地域農業への愛着心を育む。
・学校給食向け野菜を生産する食育農園の設置に助成
・食育農園の設置に必要な看板等への助成

③琵琶湖産魚介類食育推進事業 ～琵琶湖の漁業を知る～ （水産課）

〈内容〉環境学習船「うみのこ」において、子どもたちの琵琶湖漁業ならびに食文化への
理解を深める。
・学習冊子作成、湖魚料理の拡充

【事業の内容】

次代を担う子ども達が、将来、滋賀県農業を理解し支える人として
育つ基礎を作る

・琵琶湖と共生する滋賀県の環境こだわり農業は、認証面積が約13,000ha（県耕地面積1/4）と拡大。
・学校給食への地場産物利用率が低く、地場産野菜の供給量は10%程度。
・環境こだわり農業や地産地消（農産物・水産物）の推進のためには、それらを支える消費者の理解
が不可欠。

・特に、次代を担う子どもが小さい頃から地域の農業に親しみを持つ食育が必要。

【背景・課題】



牛肉の輸出量と国内消費の推移
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背景

○海外では、「近江牛」ブランドが未確立。
また、食される部位が偏っている。

「近江牛」の輸出促進に向けて

これまでの経緯・国の取組等 県の取組

目指すべき方向

～「近江牛」ブランドの知的財産権保全と輸出の促進～

海外でも国内同様の「近江牛」
のブランドイメージを確立し、海
外市場におけるブランドロイヤ
ルティーを獲得

○牛肉の国内市場の頭打ち傾向と、
海外での「和牛」への評価の高まり

県として取り組むべき施策

輸出が可能な相手国輸出が可能な相手国

【米国、香港、カナダ、ＵＡＥ、シンガポール、
マカオ、タイ、ベトナム、マレーシア】

（口蹄疫の影響により現在は香港、UAE、
シンガポール、マカオのみ輸出が可能）

牛肉の輸出は、平成12年の日本国内
での口蹄疫、13年のBSEの発生により
一旦停止されていたが、17年12月以降、
再開されている。（22年4月に発生した
口蹄疫の関係で、現在は、香港・マカ
オ・UAE･シンガポールを除き、停止中）
19年度より北米およびアジア向け輸出
が本格化。21年度の輸出量は、565㌧
で、19年度の約1.6倍になっている。

滋賀食肉センターでは、19年の操
業以降、国際標準であるHACCP
方式を取り入れ、「高品質」「安全」
「新鮮」な食肉の供給に努めてきた。
6月にはマカオへの輸出を開始し
た。また、地域団体商標「近江牛」
の確立を支援した。

海外での販路と消費を広げつつ、「近江牛」ブランドを海外でも確保。

新）近江牛輸出促進事業

(1)「近江牛」まるごと輸出事業
県内およびｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙでの、バイヤー等を招へいして行う、
近江牛の試食等を通した販売活動に対し支援

（２）「近江牛」商標の登録による権利保全
牛肉の輸出が可能な国・地域において、各商標制度に基づき「近江牛」
の商標の登録を促進

平成 2年 和牛の対米輸出開始
平成 9年 日本食ブーム 輸出量増加
平成12年 口蹄疫、平成13年 BSEの発生
平成17年 米国解禁。21年までに6カ国解禁

○「近江牛」地域団体商標 19年5月
全国農業協同組合滋賀県本部
滋賀県家畜商業協同組合
滋賀県食肉事業協同組合
滋賀県同和食肉協同組合

平成19年 滋賀食肉センター操業
平成21年 対マカオ輸出施設認定

対タイ輸出施設認定
平成22年 対シンガポール輸出施設認定

対米認定申請提出済
対香港認定申請提出済

海外でも「近江牛」ブランドにより取引しうる
商環境を確保する。

高級部位（サーロイン、ヒレ、リブロース）以外
の部位でもおいしく食べられる方法や調理方
法を広げ、輸出全体をかさ上げしていく。

「近江牛」って何？
ステーキ以外どうやって食べるの？

食文化まるごとの輸出を図り、
消費部位の拡大につなげて
輸出量を増加 高級部位以

外もおいし
い！

滋賀食肉センターからの部位別輸出状況
(輸出されているのは重量比１６％）

ヒレ

リブロース

サーロイン□輸出部位

□国内残留

○いわゆる冒認出願問題の出現

海外で、我が国の地名や地
域ブランド等が第三者に
よって出願登録され、これ
によって我が国の企業等の
現地でのビジネス展開に支
障が生じるリスクが増加し
ている。

資－農水３

畜産課
内線3861



近江牛 輸出促進事業 概要 
 
 
Ⅰ．「近江牛」まるごと輸出事業 

 
【事業のねらい・目的】 
・海外では、牛肉の消費が、ステーキ用に使用されるロース部位に偏ってお

り、我が国のように、「すき焼き」、「しゃぶしゃぶ」、「焼き肉」のようにス

ライスした牛肉をあまり食べないため、サーロイン等ステーキ用以外の部

位もおいしく食べられる調理方法をＰＲするなど、かつての「日本食ブー

ム」を仕掛け、近江牛がまるごと販売可能となり、需要や価格が、維持拡

大するよう図る。 
 
【概 要】 
（１）近江牛のふるさとＰＲ事業 

 ・香港、シンガポールへの輸出事業者を対象に滋賀県へ招待。 
・近江牛の安全性のＰＲ（飼育状況、ハサップ方式による食肉センターでの

衛生的で安全な食肉加工） 
・試食・意見交換会の開催 
各部位を使った料理法の紹介、試食を通じて、近江牛の歴史と伝統および

芳醇な香りとやわらかさをもつ近江牛の特長を発信 
  
（２）シンガポールにおける「近江牛」販売促進事業 

・大使館の協力を得た販売促進活動 
・食文化の輸出と販路開拓 
 すき焼き、しゃぶしゃぶ、焼き肉、肉じゃが等日本の食文化の実演。併せ、

商談会を開催 
 
Ⅱ．「近江牛」商標の登録による権利保全事業 

 
【事業のねらい・目的】 
 ・牛肉の輸出が可能で、近江牛の輸出が見込まれる国・地域において、各商

標制度に基づく「近江牛」の商標登録を促進し、権利保全を図る。 
 
【概 要】 
・近江牛の輸出が見込まれる国・地域で、「近江牛」商標の登録を出願。 

 



近江牛輸出促進事業

Ⅰ．「近江牛」まるごと輸出事業

（１）近江牛のふるさとＰＲ事業

１．実施内容および目的
シンガポール・香港への牛肉の輸出を企図する国内の輸出事業者１０名程度を滋賀県
に招き、近江牛の飼育状況やＨＡＣＣＰ(ﾊｻｯﾌﾟ)方式よる食肉センターでの衛生的で安
全な食肉加工の様子を見学してもらい、さらに試食等を通して、芳醇な香りとやわらか
さに富む、歴史と伝統に裏打ちされた近江牛の特長を発信する。

２．実施主体
（仮称）近江牛ブランド海外発信実行委員会

３．実施の流れ

（1日目）

各地 から 参集 近江牛のＰＲ 試食･意見交換会
（各地視察）

○滋賀食肉ｾﾝﾀｰ ○生産地 （飼い方） ○輸出事業者等・実行委員会
○食肉ｾﾝﾀｰ（衛生管理） ﾒﾝﾊﾞｰらによる会合
○畜技ｾﾝﾀｰ（研究開発）

(２日目) (正午頃)

歴史･文化探訪 解 散

４．事業費 約 2,100千円

５．実施スケジュール(案) 23年９月頃



近江牛輸出促進事業

Ⅰ．「近江牛」まるごと輸出事業

（２）ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙにおける「近江牛」販売促進事業

１．実施内容および目的
既に近江牛の輸出が可能なシンガポールにおいて、大使館の協力を得た販売促進活動
を行い、牛肉を使った日本食文化を発信することによって、輸出部位の拡大と、輸出量
の増加につながる販路の開拓を行う。

２．実施主体
県、（仮称）近江牛ブランド海外発信実行委員会

３．実施スキーム

レセプションＰＲ 食文化輸出と販路開拓

在シンガポール日本大使館に働きかけ、 現地の商社や、ホテル・レストランの
日本の記念日などに実施される現地大使 シェフ・仕入れ担当者（ﾊﾞｲﾔｰ等）を招
館主催レセプションに食材(近江牛)を提 聘し、厨房機材のある会場で、食材に近
供する。スピーチなどで、参加者に近江 江牛を活用した、肉じゃがなど現地では
牛の魅力をアピールする。 あまり知られていない料理の実演講習を

行う。さらに、輸出希望者との商談の機
会を提供する。

大使館レセプション クッキングデモと現地商談会

記念日等のレセ 相手国政府 クッキングデモ 商談会場
プション 要人等

招待 ● ○ ● ○×●
● ○ ○ ● ○
○ ●

在ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大使館 出席 ● ○ 厨房機器のある会場 ●×○

個別アポイント型商談

食材(近江牛）の提供 商談や食文化輸出機会の提供

バイヤー・シェフ招へい

(千円) (千円)

事業費計 約 2,000 計事業費計 約 6,600

４．実施スケジュール(案)

初冬頃



近江牛輸出促進事業

Ⅱ．「近江牛」商標の登録による権利保全事業

１．実施内容
牛肉の輸出が可能で、近江牛の輸出が見込まれる国・地域において、各商標制度に基
づく「近江牛」の商標登録を促進し、権利保全を図る。

２．実施主体（案）
(株)滋賀食肉市場

３．実施スキーム

商標登録実施スキーム

＜日本からの牛肉の輸出が可能な国・
海外での商標取得 現地代理人 地域＞

○ ○ 米国、香港、カナダ、ＵＡＥ
● ●

シンガポール、マカオ、タイ

ベトナム、マレーシア
使用申請 使用許諾 指示

※下線は、滋賀ｾﾝﾀｰから輸出可能

(株)滋賀 特許事務所 米国、香港は申請中

食肉市場

＜海外で商標登録を行う商標＞
県

連携

近江牛生産

流通推進協

議会

※近江牛生産流通推進協議会が、認証近江

牛に対し発行。

４．事業費 約 3,000千円

※ 6ヶ国・地域に対して出願予定

[米国 香港 シンガポール マカオ タイ ベトナム]

補助 委託



資－農水４

水産課
内線3874

琵琶湖固有種ワタカで学ぶ南湖再生事業 【予算額 4,000千円】

■琵琶湖南湖は今？

平成9年（1997年） 平成14年（2002年） 平成19年（2007年）

現在では、南湖の80％以上が水草に覆われている。

琵琶湖本来の生態系の再生と維持に不可欠な固有魚種の種苗を生産し、
南湖へ放流するとともに、南湖の現状の体験等環境学習をしてもらう。

■固有種の現状

コイ科の琵琶湖固有種は、いずれも資源が激減している。ニゴロブナとホンモロコは、種苗放流等の
対策がとられ、資源に回復の兆しがみられる。しかし、ワタカとゲンゴロウブナは、漁獲されることはほと
んどないほど減っている。

植物プランクトンをた
べるゲンゴロウブナ
（琵琶湖固有種）

１．環境保全型魚類種苗放流 ２．放流体験と環境学習

①夏休み親子水草と魚学習会 《８月》
漁船に乗って南湖の水草異常繁茂の実
態を体験するとともに、ワタカの種苗生産
現場や琵琶湖博物館で在来魚のはたらき
を学ぶ学習会を開催する。

②ワタカ種苗の放流と環境学習会 《３月》
環境学習対応機能を備えた大型遊覧船
をチャーターして、船上で環境学習すると
ともにワタカ稚魚を南湖に放流する。

船上調査・水草採取体験
一般公募：100名程度

①ワタカ種苗生産放流：５０ミリ種苗 ３０万尾の生産放流

②ゲンゴロウブナ種苗生産放流：２０ミリ種苗 ３０万尾の
生産放流（水田利用）

ワタカの水草摂食能力

はじめ

３時間後

６時間後

＊１日に体重の1/3
の水草を摂食する
（２５℃）



本県の農業生産を支える土地改良施設は、多く
が琵琶湖総合開発事業により昭和５０年代に集中
的に整備され、用水の安定供給や生産性・効率性
の向上に大きく役立ってきました。
また、施設が適切に管理されることで、水田な

どの農地と一体的に機能して、水源かん養や親水
空間の形成、洪水防止、水質浄化、生態系の保全
など、さまざまな効果を発揮しています。
しかしながら、近年では土地改良施設は老朽化

が累積的に進行し突発的な事故が発生するなど、
大きな課題に直面しています。

また、農業者の減少や高齢化などにより施設を

適切に維持管理することが難しくなってきていま

す。

○ 「滋賀県型アセットマネジメント」を核とした土地改良公共事業

多様な主体の協働と連携により、施設の長寿命化や水循環機能の増進を図りながら保全更新を
計画的に行う本県独自の「アセットマネジメント」手法により事業を進めていきます。

● ソフト対策と一体的な計画および事業の実施（地域住民や関係機関との協働作業）

● 既存施設を活かし優先度を考えたライフサイクルコスト最小の計画的保全更新
● 節水や循環対策、生態系との調和など、琵琶湖等の環境に配慮した事業計画

耕地課

内線３９５４

資-農水５

土地改良公共事業 【予算額 3,802,716千円】

～ アセットマネジメント手法による農業水利施設等の計画的な保全更新～

•コスト縮減を徹底し水利施設の予防保全や
更新などを行う、「かんがい排水事業」

•担い手への農地集積などと一体的に施設や
農地の整備を行う、「経営体育成基盤整備事
業」

•災害の未然防止を図る、「農地防災事業」

•ソフトと連携した獣害防止柵など、条件不利
地の農地と資源を守る、「中山間地域総合
整備事業」

など

非公共事業（ソフト対策） 土地改良公共事業（ハード対策）

一体

集落による水路の補修

•集落による施設の点検、補修
•市町や土地改良区と連携した
施設の的確な診断と予防

•多面的機能発揮のための施設
管理体制の強化

•琵琶湖などの環境に配慮した
保全更新計画の策定

関係機関が連携した合同診断

水路の生き物観察

農 業 農 村 の 持 続 的 な 発 展

土地改良施設とその多面的機能

送水管の破裂による道路の陥没


