
２ 産地の育成・強化に関する支援 ～産地づくり～ 

特別栽培米「みずかがみ」の食味向上による産地力の強化 

対象者 JA こうか特別栽培米生産部会 

 

【普及活動のねらい】 

JA こうか特別栽培米生産部会（以下、「部会」）は、各集落を代表するような篤農家

720 名で組織され、高品質の環境こだわり米を生産しています。平成 29 年産では、「コ

シヒカリ」271.4ha、「みずかがみ」230.9ha および「キヌヒカリ」384.4ha の合計 886.7ha

が作付され、甲賀地域の環境こだわり水稲の約 40%を担う地域最大の生産部会です。 

当部会では、売れる米づくりを目的に「安全・安心」はもとより、「食味に優れた米」

の生産を目指した活動を行っています。 

そこで、部会への支援を通じて「みずかがみ」を中心に「食味に優れた米」を生産し、

さらに産地ブランド力を高める活動に取り組みました。 
【普及活動の内容】 
 ○部会活動への支援 

本年度の気象や生育に応じた施肥、水

管理および適期収穫の実施に向けた室内

での座学、現地での集合研修、生育情報

の提供を実施しました。 

○調査ほ設置による良食味米の確認 

特に良食味をねらいとした調査ほや、

施肥改善などの実証ほを設置し、JA や 

関係機関との連携のもと、生育・収量調

査およびサンプルの食味関連データを収

集しました。 

 ○食味値が低い生産者（特に「みずかがみ」）に向けた支援 

過年度から、食味値が低い生産者を対象に現地に調査ほを設置し、要因を検討したと

ころ、「過大な栽植密度」や「中干の遅れ」が確認され、改善を促しました。 

【普及活動の成果】   

関係機関と連携した

研修会の開催や調査ほ

の設置を通じ、特に今

年度の生育に応じた栽

培管理について支援し

たところ、「みずかが

み」の JA 独自の基準

（タンパク質含有率 6.4%以下など）を満たす割合は、63.8%と、昨年を上回り、一昨年

の 10%から大幅に改善されました。 

当課では、引き続き特別栽培米の食味向上とブランド力強化に向けた支援を行います。 

穂肥現地研修会 

JAこうか特別栽培米「みずかがみ」タンパク質含有率の分布結果（平成27～29年産）

単位：出荷ロット数、％

年度

分布割合 (0.0) (0.0) (10.0) (16.7) (34.6) (38.7) (100)

分布割合 (6.5) (20.4) (35.9) (26.9) (7.4) (3.0) (100)

分布割合 (6.5) (20.1) (37.2) (23.0) (10.0) (3.1) (100.0)

6.4以下
の割合

合計
7.1
以上

6.8～7.06.5～6.7
5.8％
以下

0 0 34 57

6.2～6.4

15 478

10.0

62.7

63.8

132 341

43213

平成27年産

平成28年産

平成29年産

タンパク質含有率
（％）

48

1161558828

31 96 178 110

118

32

5.9～6.1
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２ 産地の育成・強化に関する支援 ～産地づくり～ 

加工用中輪ギクの産地化を目指して 

対象者 JA こうか花卉部会員 

【普及活動のねらい】 

 県では「加工用中輪ギク」を花き推進品目と位置づけて生産拡大をすすめています。仏

花の組花素材として草丈 60 ㎝前後で出荷する加工用中輪ギクは、市場と組花加工業者に高

く評価され、増産の要望があります。 

一方、甲賀地域では、中輪ギクの生産が殆どありません。これは、従来の中輪ギク栽培

には専用の施設と高い技術力が必要で、新たに取り組み難い品目であったためです。しか

し、昨年度、「加工用中輪ギク」としてコンパクトな規格（草丈 60 ㎝、従来は 80 ㎝以上）、

かつ少量土壌培地耕による栽培方法が開発され、新規栽培者にも取り組み易くなりました。 

そこで、「加工用中輪ギク」推進に向け、組花加工業者との取引ルートを持つ JA こうか

花卉部会員に栽培を働きかけ、栽培導入者に対する技術的な支援等を行いました。 

【普及活動の内容】 

技術支援では、少量土壌培地耕システムの設置と給液管理、直挿し・遮光・電照・矮化

処理・摘蕾・出荷調整等、現地で徹底した指導を行いました。また、県内他地域の情報も

積極的に収集し、タイムリーに現地指導へ反映しました。 

販路の確立に向けては、JA と市場、組花加工業者の 3 者が常に生産・出荷情報を共有し、

連絡調整できるよう支援しました。 

併せて、新規栽培者の掘り起こしのために、花卉部会に対して新規導入 2 戸での状況を

情報提供し、ほ場見学会を開催しました。また、部会員への個別訪問を実施し、導入試算

等の検討材料を提示するなど働き掛けを強めました。集落営農法人に対しても、事例紹介、

視察研修等を実施しました。 

【普及活動の成果】 

 現地での徹底した指導の結果、いずれの生産者も

技術を習得し、ほぼすべて収穫、出荷できました。

その高い品質、実需者から求められる適切な収穫時

期、確実な需要期出荷の実現は、市場や組花加工業

者から高く評価されました。 

また、JA と市場、組花加工業者との調整場面にお

いて支援した結果、安定した価格での取引が実現し、

「JA 集荷⇒市場⇒組花加工業者」という販路を確立

できました。 

さらに、新規栽培者の掘り起こしでは、2 戸の新規栽培者を確保でき、栽培者数が 2 戸

から 4 戸へ拡大しました。 

市場からの出荷要請にまだまだ生産が追いついていません。今後も、「加工用中輪ギク」

生産の定着と拡大、産地化に向け支援を続けます。 

収穫直前の中輪ギク
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３ 魅力ある農業・農村創出に関する支援 ～地域づくり～ 

おくどさんを中心に惣菜が並ぶ店内 

研修参加の指導農業士会メンバー 

指導農業士とともに農家レストラン成功の秘訣を探る 

対象者  滋賀県指導農業士会 甲賀支部会員 

【普及活動のねらい】 

滋賀県指導農業士会甲賀支部は、茶、稲作、園芸を営む 20 名の指導農業士で構成されて

います。会員は独自の経営理念を持って営農に取り組まれるとともに、青年農業者の育成

と地域農業の振興に日々奮闘されています。当課では同会の事務局として活動・運営をサ

ポートしており、今年度は農家レストランの先進地調査を実施しました。 

【普及活動の内容】 
今年度は、農家レストラン全国人気ランキング２

位の「農業法人(有)せいわの里まめや」さんを訪問

しました。同社は三重県多気郡多気町の農家や関係

者の有志 35 名の出資で設立され、地元農産物の加工

品の販売とレストランの経営で年間売上げは１億円

を達成されています。

レストランは店名「まめや」の由来である大豆の

加工品を主力メニューに据え、一人 1,250 円のバイ

キング方式で営業されています。大豆や米以外の食

材は当日の朝集まったものでメニューを考え、20 種類以上の惣菜を提供しています。

規格外の野菜や山菜も農家から買取り、工夫を凝らして無駄なく調理されていました。

経営のモットーは「農村みんなが参加できること」で、子どもが摘んできた「ツクシ」も

100ｇあたり 100 円で買い取っているとのことでした。ツクシ料理は、子どもの手摘みが物

語になり、客受けがとてもいいとのことでした。また、稼ぎ時であるゴールデンウイーク

をあえて閉店し、従業員の田植作業を優先するなど、農家レストランならではの思い切っ

た運営も行われていました。「農村で農家が一般的なレストランを経営するのではなく、農

村でしかできないレストランを農家が知恵を出して運営する」との代表者の自信に満ちた

言葉に参加した農業士も目からウロコの研修となりました。

【普及活動の成果】 

甲賀地域と条件が似た山間部で全国

有数の人気店になるには、①田舎を逆

手にとる、②農村みんなで助け合う、

③メニューはストーリー性重視、④従

業員は適材適所で能力発揮、など幾つ

ものノウハウがありました。

参加者の中には農家レストランや６

次化の取組を計画されている方も多く、

今回の視察が今後の経営展開の糧にな

ることを期待しています。
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３ 魅力ある農業・農村創出に関する支援 ～地域づくり～ 

獣害に強い品目導入による特産物の育成 
対象者 信楽町宮尻集落 

【普及活動のねらい】 

信楽町宮尻集落は、獣害が多かったことから平成 28 年度より普及活動として、荒廃茶園

の伐採やヤギ放牧による耕作放棄地の管理、共同菜園への簡易防護柵の設置、地域住民に

よるサルの追い払いなど集落ぐるみの獣害対策の支援を進めてきました。

これにより被害が軽減されたことから、次のステップとして作付けが可能となった農地

を活用した特産物の育成に取り組みました。

【普及活動の内容】 

当課では、集落リーダーへシカや

サルの被害を受けにくいと言われて

いる品目の中から、地域のほ場条件

にも適した「しょうが」を提案し、 

1.5a の試作ほを設置しました。

試作ほでは「しょうが」の栽培指

導を通じて宮尻での栽培適性や獣に

よる被害状況を調査するとともに、

今後の特産化に向けて生産者の募集

と仲間づくりを進めました。

【普及活動の成果】

試作ほでは、5 月の定植以後獣害対

策と栽培指導を継続して行った結果、

栽培期間中に 1 回だけ、シカが柵内に

侵入しましたが「しょうが」は被害を

受けず 10 月には無事収穫することが

出来ました。 

収穫された「しょうが」は直売所で

試験販売され、集落リーダーは「飛ぶ

ように売れた」と「しょうが」の市場

性に手ごたえを感じておられる様子

でした。 

また、今年度は 2 名の生産者でした

が、次年度から新たに 1 名仲間が増え

て 3 名で 3a まで作付を拡大すること

となりました。 

「しょうが」の作付けが継続し、特産物として定着することで集落の活性化が図れるよ

う、今後も継続して支援を行う予定です。 

試作ほでの「しょうが」の定植風景

収穫された「しょうが」
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大日本農会 平成 29 年度農事功績表彰 緑白綬有功章 

甲賀市信楽町 村井 弘（むらい ひろむ）さん

村井さんは昭和34年の就農以降一貫して茶栽培

に従事され、中山間地域での茶園造成による規模拡

大や大型製茶機械の導入、優良品種への品種転換を

進められ、大規模茶業経営を確立されました。 

また、度重なる晩霜害の対策として当時開発され

た「防霜ファン」を地域全体で導入する際には組織

役員として尽力されました。 

地域の茶業者組織では15年間にわたり副協会長

を務められ、平成2年と3年には協会長として組織の

運営と活性化、組織員相互の連携を図られました。

 また、滋賀県指導農業士として30年の長きにわた

り、青年農業者の育成指導に御尽力いただきました。 

このように、長年にわたるこれまでの取組が高く評価され今回の受賞となり、大日本農

会総裁の秋篠宮文仁親王殿下から直接授賞されました。 

滋賀県茶業コンクール第 42 回荒茶品評会 農林水産大臣賞

甲賀市土山町 吉田 甚栄（よしだ じんえい）さん

本年度開催された滋賀県茶業コンクール第42回

荒茶品評会のせん茶の部で、農林水産大臣賞を受賞

されました。 

吉田さんは、平成4年に滋賀県立営農大学校を卒

業後就農され、一貫して高品質茶生産に邁進してこ

られました。 

「生育不良の茶園からは高品質な茶葉や安定収

量を得られない」をモットーに計画的な改植による

茶園の若返りや、整枝時期の工夫による摘採適期の

分散、かぶせ茶栽培の拡大など、常に高品質茶生産

に向けて努めてこられてきました。また、経営規模の拡大と併せて茶園の集約化をされ、

さらに全茶園で乗用型摘採機が作業できるように改善することにより大幅な省力化を実現

されました。 

このように、経営改善を図りつつ常に高品質茶生産に努められたことが、初の農林水産

大臣賞受賞につながりました。 

村井夫妻（受賞会場にて）

吉田夫妻
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平成 29 年度滋賀県農林水産表彰 農林水産功労賞 

甲賀市甲南町 堀 光三（ほり みつぞう）さん

堀さんは米の生産調整作物としてかぼち

ゃが導入された際、いち早く栽培を始め、

平成4年から現在まで25年の長きにわたり、

生産者組織の会長として会の牽引と生産技

術の向上に努めてこられました。

 環境こだわり農産物認証制度の創設時に

は、栽培的課題を乗り越えて栽培体系を確

立され、生産者組織全体で環境こだわり農

業に取り組み、現在も環境こだわり農産物

認証を受けたかぼちゃを京阪神に向け出荷

されています。また、ＪＡこうか元気倶楽

部（野菜栽培の学習会）の指導者としても

長年活躍され、地域の野菜生産の拡大、ＪＡ直売所への出荷促進に功績を上げられていま

す。 このような、長年にわたる取組が高く評価され、今回の受賞となりました。 

表彰年月日 表彰名 部門 受賞名 受賞者 町名

平成29年11月15日
大日本農会

平成29年度農事功績表彰
茶 緑白綬有功章 村井　弘 甲賀市信楽町

平成29年11月18日
滋賀県茶業コンクール
第42回荒茶品評会

茶 農林水産大臣賞 吉田　甚栄 甲賀市土山町

平成29年12月22日
平成29年度

滋賀県農林水産表彰
野菜

（かぼちゃ）
農林水産功労賞 堀　光三 甲賀市甲南町

平成30年1月20日
平成29年度

「みずかがみ」食味コンクール
水稲 優秀賞 （株）鹿深サービス 甲賀市甲賀町

平成30年1月20日
平成29年度

「みずかがみ」食味コンクール
水稲 優良賞 中村　哲三 甲賀市土山町

平成30年2月6日
平成29年度

滋賀県果樹品評会
果樹

（いちじく）
優秀賞

（近畿農政局長賞）
浅野　正明 甲賀市水口町

平成30年2月6日
平成29年度

滋賀県果樹品評会
果樹

（いちじく）
奨励賞

（滋賀県果樹組合連合会長賞）
林田　敏男 甲賀市甲賀町

平成30年2月6日
平成29年度

滋賀県果樹品評会
果樹

（いちじく）
奨励賞

（滋賀県果樹組合連合会長賞）
柏木　弘子 甲賀市水口町

平成30年2月9日
平成29年度

滋賀県花き品評会
花き
（きく）

優秀賞
（農林水産省近畿農政局長賞）

林　隆裕 甲賀市土山町

平成30年2月9日
平成29年度

滋賀県花き品評会
花き
（きく）

特別賞
（日本花き卸売市場協会長賞）

山﨑　容子 甲賀市水口町

平成30年2月9日
平成29年度

滋賀県花き品評会
花き
（きく）

特別賞
（関西生花市場協同組合理事長賞）

山﨑　容子 甲賀市水口町

平成30年2月9日
平成29年度

滋賀県花き品評会
花き

（ハボタン）
奨励賞

（滋賀県花き園芸協会長賞）
（有）花街道 湖南市西寺

平成29年度　表彰者一覧

堀夫妻（知事と記念写真）
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発行日 タイトル

5月12日 獣害を受けにくい「ショウガ」の試作を始めました

5月29日 施肥効率向上技術を導入した茶園で一番茶が摘採されました

5月31日 水田乗用型除草機が稼働しました！

6月20日 環境こだわり農業の実践ほ場で水生コウチュウ類を多数確認

6月21日 健全育苗に向けてイチゴ栽培研修会を開催

6月28日 大豆栽培技術研修会を開催しました

7月18日
作業らくらく！収穫が早い！小面積からＯＫ！直売所向け果樹の作付推進研修会を実施
～ナシ低樹高栽培とブドウ改良仕立て栽培～

7月19日 杉谷伝統野菜の出荷が始まる

8月1日 集落営農法人若手オペレータ研修を開催

8月21日 地域農業・農村の持続発展を考える研修会の開催

8月25日 新規就農者を対象に複式簿記研修会を開催

9月6日 適期定植に向けてイチゴ栽培研修会を開催

10月2日 獣害多発地で集落ぐるみ対策により「ショウガ」無事収穫へ！

10月13日 麦栽培技術研修会を開催しました

10月14日 本来の「下田なす」を取り戻そう！採種作業をスタート！

11月9日 天敵農薬に興味津々！第３回イチゴ栽培研修会を開催

11月15日 甲賀集落営農法人連絡協議会が次世代継承をテーマに視察を実施

11月17日 高校生が職業としての農業を体感！学校連携講座を開催

11月28日 甲賀の集落営農法人が組織の活性化を考える研修会を開催.

12月5日 組織の次世代継承を考える研修会を開催

12月11日 指導農業士と農の匠による収穫体験と調理実習を小学校で開催

12月13日 特定農業団体の法人化についての意見交換会を開催

12月19日 甲賀集落営農法人連絡協議会が情報交換会を実施

12月28日 中山間地域の集落営農法人がワークショップを実施しました！

1月19日 甲賀市甲南町杉谷地区で忍ねぎを栽培、「いいもんだ」

1月23日 甲賀の集落営農法人が組織の活性化を考える研修会を開催

1月30日 水口町企業農業者クラブのプロジェクト活動が近畿農業青年クラブ連絡協議会長賞を受賞！

1月30日 甲賀地域青年農業者プロジェクト発表会を開催！

2月5日 稲WCS専用品種「たちすずか」の収穫時期分散に目途！

2月5日 大豆の収穫残渣がサルの冬期のエサに！

2月7日 「甲賀地域農業者のつどい」で米の生産調整の継続を訴える

2月15日 麦栽培技術情報を発信しました
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特別栽培米「みずかがみ」の

食味向上による産地力の強化

穂肥現地研修会

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

ナシ低樹高栽培現地研修会

中山間地域での新設集落営農
法人の組織運営支援

ワークショップでの｢話合い｣

獣害に強い品目導入による特
産物育成

作付前の「しょうが」萌芽状
況の確認

ワ クショッ での 話合 ｣
況の確認

イチゴの年内生育
量確保および難防
除病害虫対策の実
施による収量向上

収穫最盛期のイチ
ゴ

茶の国際水準GAP
取得の支援

一番茶芽

加工用中輪ギクの
産地化を目指して

収穫直前の加工用
中輪ギク

平成29年度普及活動実績集

だから好きですがんばる甲賀の農業
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