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滋賀県環境こだわり農業推進基本計画原案（案） 

第１ 計画の趣旨等 

１ 計画策定の趣旨 

本県では、より安全で安心な農産物を消費者に供給するとともに、琵琶湖をはじ

めとする環境と調和のとれた農業生産を確保するため、平成 15 年に滋賀県環境こだ

わり農業推進条例※（以下「条例」という。）を制定し、平成 16 年度からは全国に先

駆けて環境農業直接支払制度※を導入しました。また、平成 19 年度からは本県の先

進的な取組を取り入れる形で開始された農地・水・環境保全向上対策※、そして平成

23 年度からは環境保全型農業直接支払交付金※（以下「直接支払交付金」という。）

といった国の制度を積極的に活用するなどしながら、環境こだわり農業の推進・支

援に努めてきました。 

こうした施策の展開により、環境こだわり農業の取組は大きく広がり、水稲にお

いては県全体の作付面積の概ね半分が環境こだわり農産物※として栽培され、直接支

払交付金の取組面積は６年連続で日本一の取組となっています。 

しかしながら、そこから収穫される環境こだわり農産物の流通量はその一部に限

られており、認知度も低いことから、取組面積は頭打ちとなっています。 

その一方で、平成 27 年 9 月の「琵琶湖の保全及び再生に関する法律※」の制定、

平成 29 年度からの SDGs※の特徴を生かした施策づくりや世界農業遺産※認定にむけ

た取組の始まりにより、琵琶湖の環境保全や生物多様性※保全など、持続可能な農業

を進める必要性がさらに高まってきました。また、平成 30 年からの米政策の見直し

等により、激化が予測される産地間競争への対応、さらには平成 32 年度からの直接

支払交付金の制度見直しを踏まえた対応が早急に必要となっています。 

このような状況の中で、オーガニック農業※については、水稲における機械除草な

ど安定生産・省力化技術の開発や大手量販店等によるオーガニック農産物※を求める

動きが活発化するなど、普及に向けての条件が整いつつあります。 

こうした大きな環境変化による課題に対応するため、現行の滋賀県環境こだわり

農業推進基本計画（以下「計画」という。）を見直し新たな計画を策定するものです。 

 
２ 計画の位置づけ 

条例第７条の規定に基づく環境こだわり農業の推進に関する施策の総合的かつ計

画的な推進を図るための基本方針や施策の方向、成果目標等を定める計画とします。 

また、「有機農業の推進に関する法律」第７条に基づく「有機農業の推進に関する

施策についての計画」として位置づけるものとします。 

 
３ 計画期間 

計画期間は平成 31 年度（2019 年度）から平成 34 年度（2022 年度）までの４年間

とします。  
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第２ 環境こだわり農業の現状と課題 

１ これまでの成果  

・環境こだわり農産物の栽培面積は認証制度開始から 10 年間で 14,000ha を超え、

その後一時的に減少したものの少しずつ増加し、平成29年には15,609haに達し、

水稲では水稲作付け面積の 45％で取組が実施されています（図１）。 

 
図１ 環境こだわり農産物栽培面積、環境こだわり米作付比率の推移 

・全て環境こだわり農業で生産されている「みずかがみ」※の作付けは 2,575ha に拡

大し（図２）、京阪神等の実需者から一層の生産拡大を求められています。 

・直接支払交付金の取組面積は全国の 20%（H29）を占め６年連続で日本一となって

います（図３）。 
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・水稲、野菜、果樹をはじめ、60を超える様々な品目について（表１）、1,200 を超

える団体等が環境こだわり農業に取り組んでおり、その取組生産者数は 6,356 人

で県内販売農家の３割（H29）を占めています。 

 

表１ 野菜の品目別作付面積（H29・1ha 以上）       （ha） 

 

 

・また、環境こだわり農産物認証マークを表示して出荷している生産組織は 100 近

くあり、環境こだわり農産物を利用した加工品も、のべ 76 品開発（H29）された

ほか、「魚のゆりかご水田」※など、生物多様性保全に向けた取組も増加してきま

した（図４）。 
 

 

図４ 魚のゆりかご水田取組面積の推移 

  

作物名 面積 作物名 面積

　こまつな 31.9 　レタス 2.6
　ブロッコリー 24.7 　はくさい 1.9
　大かぶ 13.8 　たらの芽 1.8
　キャベツ 12.1 　じゃがいも 1.8
　にんじん 11.1 　さつまいも 1.7
　ほうれんそう 6.8 　すいか 1.6
　かぼちゃ 6.3 　にんにく 1.5
　たまねぎ 6.2 　トマト 1.4
　みずな 3.8 　さといも 1.2
　ミニトマト 3.8 　まくわうり 1.1
　ねぎ 3.2 　スイートコーン 1.0
　だいこん 3.0 　葉だいこん 1.0

(ha) 
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・農薬、肥料の削減に向け、温湯消毒など農業技術振興センターで研究・開発され

た技術が 20 件近く生産現場で普及しているほか、窒素投入量の削減に効果がある

側条施肥田植機の普及率は 98.6％(6 条以上・H28)となっています。 

・平成 12 年に比べ県内における化学合成農薬の使用量は約４割削減され（図５）、

琵琶湖環境への農地系由来の全窒素の負荷は 18.2％削減（H27）されました（表

２）。 

 
図５ 県内への農耕地用農薬出荷量の推移（成分換算比） 

 

表２ 農地系から琵琶湖に流入する汚濁負荷量 

 全窒素 

流入負荷量(kg/日) 

全リン 

流入負荷量(kg/日) 

COD 

流入負荷量(kg/日) 

平成 12 年度 2,241 119 5,321 

平成 27 年度 1,834 101 4.611 

削減率(%) 18.2 15.1 13.3 

出典：琵琶湖に係る湖沼水質保全計画第７期（滋賀県・京都府）（平成 29 年 3月） 
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２ 現状と課題 

（１）生産・消費面 

・慣行栽培に比べ収量や品質が不安定な場合があり、コストや手間が増加すると

いう状況は変わっていません。 

・全量環境こだわり農産物として生産されている「みずかがみ」は需要量に対し、

生産量が少なく、生産拡大が求められています。 

・また、これまで取組拡大に大きな役割を果たしてきた直接支払交付金も全国的

な取組の増加で予算が不足しており、制度見直しも検討されています。 

・平成 30 年度に実施した滋賀県政世論調査では、環境こだわり農産物の認知度は

45.7％と低く、継続して購入する消費者は 27%に留まります。（図６）。 

・こうしたことから、環境こだわり農業の一層の拡大に向け、安定生産技術の普

及と消費者理解の促進が必要となっています。 

 
図６ 県政世論調査結果（環境こだわり農産物関係）（H30） 

（２）流通面 

・環境こだわり農産物は、有利販売されている事例もありますが、一般の農産物

と同程度の価格で扱われる事例が多くあります。 

・このため、手間をかけて安全・安心な農産物として生産されているにも関わら

ず、環境こだわり農産物としての表示がされず、一般の農産物と区別なく取り

扱われているものがたくさんあります。 

・野菜などについては、生産量が少なく、常時購入できる店舗が限られており、

消費者が選択して購入できる環境には至っておりません。 

・こうしたことから、環境こだわり農産物と一般の農産物との差別化を図るとと

もに有利販売、流通拡大に向けた取組の強化が必要となっています。 
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３ 新たな動き（オーガニック農産物の市場拡大の可能性） 

（１）生産状況と消費者ニーズ 

・オーガニック農業は、品質や収量が不安定なことや労力等コストがかかるなど

の課題があり、全国での取組面積は耕地面積の 0.5%(H29・推計値)と少なく、滋

賀県では全国より多いものの 1%(H29)程度で、面積にして 503ha（品目別内訳

（H29）：水稲 247ha、そば 223ha、茶 7ha、その他 26ha）となっています。 

・国が行った消費者調査では、オーガニック農産物等の購入意向は、「購入したい

と思う」と回答した割合が 64.6%と最も高く、次いで「現在、購入している」

(18.0%)と高い関心が示されています。また、流通加工業者を対象とした調査で

は 44.7%がオーガニック農産物等の今後の需要は拡大すると回答しています

(H27 農林水産統計)。 

・平成 30年度に実施した滋賀県政世論調査では、オーガニック農産物に対する認知

度は 49.4%で（図７：意味を理解している回答の合計）、一般の農産物より 4～5

割高以上の価格帯でも購入する意思を示す消費者は 2.8%でした。（図７） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）流通状況 

・生産量が少なく、小ロットの取り扱いとなるため、生産者による直販が中心と

なり、量販店への流通は少ない状況です。 

・個々の経営体単位では、新たな販路開拓には限界があり、積極的な生産拡大を

行いにくい状況にあります。 

・生産物に「オーガニック」と表示するために必要な有機 JAS 認証の取得には、

費用や事務負担が必要となる他、県内に認証機関も無く、認証取得に向けた支

援体制も十分に整備されていません。 

 

15%

34%
24%

25%

2%
オーガニック農産物の認知度

名前も意味も知っている

正確ではないが意味も知っている

名前を聞いたことはあるが意味は知らない

名前も意味も知らない

不明・無回答

2.8%

15%

40%

43%

オーガニック農産物の購入希望価格

2倍以上 2倍まで 4-5割高

2-3割高 1割高 同じ価格

図７ 県政世論調査結果（オーガニック農産物関係）（H30） 
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（３）市場の変化 

・国内の販売形態にも変化があり、有機農産物の農産物売上に占める割合を数年

で３倍程度増加し、2020 年には 5%まで拡大する目標を掲げる量販店や、オーガ

ニック専門スーパーが店舗数を拡大する等の動きが出てきています。 

・2020 オリンピック・パラリンピックの農産物の調達基準における推奨事項とし

て「有機農業により生産された農産物」が位置づけられています。 

・欧米におけるオーガニックの市場規模は日本よりかなり大きく（表３）、今後、

日本においても店頭等で消費者が認知する機会が増えることで国内市場の拡大

が期待されます（表４）。 

 
表３ 有機食品の市場規模（農林水産省）        表４ ｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ EXPO 来場者数 

 
 

 

 

 

 
 

（４）栽培技術の開発と普及 

・県農業技術振興センターにおいて、水稲、茶のオーガニック栽培の試験を行い、

栽培技術の体系化を進めており、普及の目途が立ってきたところです（写真１）。 

・また、水稲や茶においては、栽培研修会や実演会の実施により、多くの農業者

等が今後、経営に取り入れる新しい取組として関心を示しています。 

     

写真１ オーガニック栽培実証ほ場と「栽培の手引き」 

 

 
 

  

 2016 2017 2018 
来場者(人) 19,790 22,992 24,542 
伸び率 初開催 16.2% 6.7% 

 総売上額 
食品市場 
シェア 

市場成長率 
2014-2015 

欧州 4.0 兆円 － ７.５％ 
米国 4.8 兆円 ５％ １１％ 
日本 0.1 兆円 1%未満 － 
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第３ 長期的な目標 

 
環境こだわり農産物のブランド力が高まり、県内外の消費者に求めていただくこ

とで、環境こだわり農業に取り組む農業者の所得向上につながり、もって、環境こ

だわり農業の持続的発展とさらなる琵琶湖等の環境保全に資することを目指します。 

 
 
第４ 基本方針 

 
 環境こだわり農業の一層の拡大に向け、これまでの生産拡大・消費者の理解促進

の取組に加え、新たに環境こだわり農産物の有利販売・流通拡大に向けた取組を展

開するとともに、化学合成農薬・肥料を使用しないオーガニック農業を象徴的な取

組として推進することで、環境こだわり農産物全体のブランド力向上・消費拡大を

図ります（図８）。 

 

図８ 取組のイメージ（水稲） 

 
 
 

  ○オーガニック農業＝有機農業 

化学合成農薬・化学肥料を使用しないこと、ならびに遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本と

して、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業 

○オーガニック農産物＝有機農産物 

オーガニック農業で生産された農産物のうち、国の有機 JAS 認証制度の基、認証機関の認証を受け

生産された農産物 

○オーガニック米＝有機米 

「オーガニック農産物」として認証機関の認証を受け生産された米 

本計画書での用語の定義 


