
環境こだわり農業の深化に向けた中間論点整理(案） 

 
Ⅰ はじめに・・・中間論点整理の位置づけ 

    ・平成 30 年度の環境こだわり農業推進基本計画の改定に向け、議論のたたき台と

なることを期待し、これまでの議論を中間的に整理。 
 
Ⅱ 環境こだわり農業の現状と課題 

  ・平成 28 年には 15,550ha まで取組が広がり、水稲では概ね半分の面積で実施。 
・一方で、近年は取組面積が伸び悩み、今後、大幅な拡大は困難な見通し。 
・慣行栽培より高値で有利販売する事例もあるが、一部に限られている。 
・生産サイドからは、より有利販売可能な取組の提案が求められている。 
・県民の環境こだわり農産物に対する認知度は 47.1%(H28) 。 

 
Ⅲ 環境こだわり農業の深化の必要性 

  ・環境こだわり農産物の一層のブランド力向上・消費拡大を図り、さらなる琵琶湖

等の環境保全、安全・安心な農産物の供給へとつなげていくため、高度な取組へ

のステップアップが必要。 
 
Ⅳ 環境こだわり農業の深化の方向 

 全国のトップランナーとして、これまでの環境こだわり農業（農薬・化学肥料５割削

減）の取組面積の維持・拡大を図りつつ、象徴的な取組として農薬・化学肥料を使用しな

いオーガニック農業※（有機農業）などの高度な取組を進める。 

こうした取組を通じて、琵琶湖等の環境保全や生物多様性保全につながる持続可能な農

業を促進するとともに、安全・安心な農産物の供給による環境こだわり農業のブランド力

向上を図り、琵琶湖と共生する本県農業の健全な発展に資する。 

 具体的には、「オーガニック農業」をはじめ、「魚のゆりかご水田米」や「殺虫殺菌剤を

使用しない栽培（除草剤のみ使用）」の特徴を際立たせ、環境こだわり農業全体のブラン

ド力向上を目指す。 
 

  



Ⅴ 推進方策 
１ オーガニック農業の推進 

(1) オーガニック農業の現状と課題 

 ・全国のオーガニック農産物（有機農産物）等の生産面積はゆるやかに増加している

ものの（2 万 6 千 ha：H27 年推計）耕地面積の 0.6%に過ぎず、他の先進国と比べ

ても少ない。 
・全国の JAS 認証面積は平成 21 年の 8,506ha から、平成 28 年には 9,956ha まで拡

大している（増加率 17%）。 
 ・滋賀県における、平成 28 年度のオーガニック農産物等の作付面積は約 490ha（品

目別内訳：水稲 244ha、そば 210ha、茶 7ha、その他 29ha）。 
・有機 JAS 認証面積は 174ha で、県内の有機農産物認定事業者数は 28 と少ない(H28) 
・オーガニック農業については、一般的な生産技術としては確立されておらず、不安

定な品質や収量、労力等コストの増大が課題となり、新規取組時のリスクが高い。 
・認証に必要なコストや事務負担が課題となる他、県内に認証機関も無く、認証に向

けた支援体制が整備されていない。 
 
(2) オーガニック農産物等の流通・消費の現状と今後の可能性 

・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。 

・個々の経営体単位で行う販路開拓には限界があり、組織的な取組が求められている。 

・専門店化し、オーガニック農産物等を評価する消費者に商品とメッセージを確実に

届け、販売拡大している事例も生まれている。 
・消費者への意識調査では、オーガニック農産物に対して慣行の２倍程度と高い支払

意思額が示され、また、直売所におけるテスト販売では、米の販売量の数％を占め

るなど、オーガニック農産物に対する潜在的なニーズがある。 

 
(3) オーガニック農業推進の基本的考え方 

 ・当面は、水稲、茶を中心に推進する。（水稲、茶については、県の試験研究機関に

よる支援が可能で、安定生産に向け、生産技術の体系化が進められている） 
・マーケットインに基づく生産を基本に推進する。 
・ほ場の選定に際しては地域内での合意形成を図り、特に麦大豆のブロックローテー

ション等に支障が無いよう進める。 
・経営の一翼を担う高付加価値生産アイテムとして導入を提案する。 
・「（仮称）オーガニック・近江米」のブランド化による相乗効果として、環境こだわ

り米、さらには近江米のブランド力向上・消費拡大を目指す。（図） 
・販路については、県内、京阪神に留まらず首都圏への市場開拓を進める。 
・茶については海外への輸出も視野に推進する。 
・オーガニック「近江米」と「近江の茶」の相乗効果を発揮するような取組も検討。 
 



 
(4)農産物表示への対応 

①県による独自認証・表示の検討結果 
・県外流通を想定した場合、有機 JAS の認証が有効。 

・ブランド化には、明確なメッセージをシンプルに伝えることが重要。 

・多様なアイテムに対応する新たな県独自の認証を行う有効性は低い。 

   ・以上のことから県独自認証は行わない。 

 
②有機 JAS 認証取得の推進 
・県内における有機 JAS 現地検査員の育成 
・県普及組織による有機 JAS 認証取得に向けた助言 

 ・農薬・化学肥料不使用の場合は転換期間中またはガイドライン表示を活用 



 (5) 水稲 

① 目標：水稲のオーガニック栽培面積でも日本一を目指す（農薬・化学肥料不使用含む） 

 

 

 

 

 

 
②生産拡大 

・低コスト安定生産の実現（目標収量 7 俵/10a）を目指す「水稲オーガニック栽培

の手引き」作成 
  ・展示ほ場での現地実演会等による栽培技術の啓発・普及 
  ・経営ハンドブックにより導入モデルを提示(経営規模 20～30ha、内オーガニッ 

ク栽培 4～5ha、100 万円以上の所得向上を目指す) 
・農業者間の相互研鑚や新規取組農業者の掘り起こしのために栽培研修会を開催 

  ・環境保全型農業直接支払交付金（全国共通取組）による支援 
③流通・消費の拡大 

 ・関係団体と連携し、（仮称）オーガニック・近江米等流通促進チームを設置し、生

産から販売までの企画・調整、ブランドコントロール・メンテナンスを実施 

・「（仮称）オーガニック・近江米」の統一デザイン米袋や PR 資材の作成等により、

ブランドイメージを向上 

 ・オーガニック農産物等の商談会などを通じて新規の販路開拓を促進 

年度 H28(2016) H31(2019) H35(2023) 
５年後 

H40(2028) 
10 年後 

水稲のオーガニ

ック栽培面積 
約 240ha 約 270ha 

１割増加 
約 500ha 
（倍増） 

約 1000ha 

 オーガニック米 農薬・化学肥料栽培期間中不使用米 

表示

方法 

有機 JAS の認証マークを表示

 

ガイドラインによる表示

 

認証

制度 

国の「有機 JAS 認証制度」で対応し、県

独自認証の規格は設定しない 

国の「特別栽培農産物に係る表示ガイ

ドライン」に基づき表示者が表示 

メリ

ット 

国の規格のため、消費者の認知度が高

く、全国流通時に有効 

ﾌﾞﾛｯｸﾛｰﾃｰｼｮﾝでの単年度作付でも取組

可能。認証等にかかる事務は不要 

留意

点 

認証コスト、事務負担が発生。流通段階

でも JAS 認定工場での対応が必要 

「オーガニック」、「有機」と表示し

て販売できない 

商品

形態 

県統一デザインの米袋や PR 資材を作成

し、ブランドイメージの向上を図る 

県統一米袋は使用できない（ただし、

転換期間中はｼｰﾙ表示で対応可能） 

想定

販路 

首都圏を中心としたオーガニック等専

門店や百貨店（県内直売所や飲食店） 

相対による契約販売 



(6) 茶 

①現状 

・国内でのリーフ茶需要の減少への対応として、海外への市場開拓を進める必要が

あり、農畜水産物輸出戦略の重点品目に「近江の茶」を位置づけ 

・主要な輸出先となる EU や米国では有機栽培茶が強く求められており、現在、EU

輸出量に占める有機 JAS の割合は 75% 

・県内茶の主要産地である「朝宮」では一部の農家でオーガニック栽培に取り組ま

れ、「土山」では有機 JAS 取得に向け、一部の農家が有機栽培協議会を組織し、

栽培を開始 

 

②推進方策 

・海外への市場開拓を進めるとともに、消費者の安全安心に対する意識の高まり、

「近江の茶」のブランド力向上を目指し、オーガニック栽培茶の生産を推進 

・研究機関による有機栽培茶の安定生産技術（病害虫防除体系および有機質肥料施

肥技術）の確立および有機 JAS 認証に適合する茶園管理技術の確立を目指す 

・2 地域でコンソーシアムを形成し有機栽培の実証と有機栽培茶の品質を評価 

・有機栽培技術研修会によるオーガニック栽培技術の普及 

 

２ 魚のゆりかご水田米の生産拡大 

(1) 現状 

 ・平成29年度の取組面積は131haで、平成21年度以降は伸び率が鈍化している。 

 

・「魚のゆりかご水田米」の認証については、新規で申請する地区がでてくるなど

拡大する方向にはあるものの89haに留まっている。 

・「魚のゆりかご水田米」の販路開拓や有利販売を進めるためにも、品種の統一や

取組地域での面積拡大など、ロットの確保が必要である。 

 



(2)課題 

①取組面積の拡大 

・平成 28 年度の実績では、25 組織の内 5ha 未満が 76%を占めており、これらの

面積拡大を図る必要がある。 

 ・新規取組数が伸び悩んでいる。 

②販路の確保・拡大（JA との連携） 

・カントリーの利用および JA への出荷を進めるためには、JA が求める栽培方法

で品種を統一し、更にある程度まとまった面積が必要（例：JA グリーン近江で

は 5ha 以上）であるが、個別組織では要件を満たさないため取り扱ってもらえ

ないケースが多い。 

・乾燥・調製については、担い手の乾燥機等利用の選択肢もある。 

 

(3)推進方策 

  ①取組面積の拡大に向けた支援 

   ・世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策で、魚道設置にかかる資材費を支援 

・魚道設置研修会の開催等による新規地区の掘り起こし 

・水産課の「水田へのニゴロブナ孵化仔魚放流事業」の実施地区への働きかけ 

②販路の確保・拡大 

・各 JA とカントリー利用や認証米の出荷等について調整 

・一般米と差別化した米を中心に取り扱う米販売事業者等への PR 

・世界農業遺産認定（平成 30 年国内申請予定）と併せ、遺産システムを支える

取組としての PRを検討 

 
３ 殺虫殺菌剤を使用しない栽培（除草剤のみ使用）の推進 

(1) 現状と課題 

・より安全・安心を求める実需者との契約販売により水稲で約 125ha 作付け。 

・天候等の影響により、殺虫殺菌剤を使用しないことによる栽培上のリスク（減 

収や品質の低下）が発生する場合がある。 

・取組の推進には栽培リスクの軽減とリスク以上のメリットが必要となる。 

 

(2) 推進方策 

  ・温湯消毒による各種病害に対する種子消毒や畦畔の草刈りによるほ場周辺環境 
の管理等、耕種的な防除の推進 

   ・色彩選別機の活用や 1.9mm 以上での網目での調製等により品質を向上し、契  
約栽培による有利販売を推進 

   （特別栽培農産物ガイドラインによる表示と環境こだわり農産物表示の併用） 
   ・環境保全型農業直接支払交付金 地域特認取組として国に提案 
   ・いもち病抵抗性品種等、抵抗性を有した新規開発品種の導入検討 
 



４ 環境こだわり農産物の維持・拡大 
(1) 生産および流通対策 

   ・米をはじめ、野菜、果樹、茶における生産拡大 
   ・環境こだわり農産物の付加価値向上につながる流通・販売対策 
   ・びわ湖を守る日本一の取組であることなど、環境こだわり農業の意義の理解促

進 
 
(2) 水稲 

①現状と課題 
・環境こだわり米の作付け面積は水稲作付け面積の概ね半分を占める（H28：45%）。 
・環境こだわり米としての生産が最も多いコシヒカリについて、相当量はこだわ

り米としての販路がなく、一般米として流通している実態がある。 
 

②推進方策 
・主に主食用として流通する「みずかがみ」、「コシヒカリ」を中心に推進 

    （みずかがみは全量環境こだわり栽培を条件） 
・県内流通を中心に、環境こだわり米と表示し付加価値をつけて販売されるコシ

ヒカリの販売量拡大を目指し、試験的なプロモーションを検討 
・県外流通については、特別栽培米表示も併用するとともに、オーガニック米と

一体的な、より効果的な PR 方法の検討を進める 
・栽培面では、堆肥の利用やカバークロップの作付けなどの自然循環機能を高め

る取組の普及を推進 
 

  



(3) 野菜等の園芸作物 

①現状 
・平成 20 年には 359ha あった取組が、現在は 150ha 程度まで減少している。 
 

環境こだわり農産物(野菜)の栽培面積の推移（ha） 

 

 

主な品目別環境こだわり作付面積(ha)および割合（平成２７年度） 

 
こだわり面積 

（A） 

県内作付面積 

(B) 

作付率 

(A/B) 

過去の 

最大作付率 

ブロッコリー 17.4 60.1 29% 58% 

こまつな 17.0 80.2 21% 48% 

大かぶ 11.4 112.0 10% 60% 

にんじん 9.7 24.1 40% 54% 

ほうれんそう 8.0 64.0 13% 62% 

しゅんぎく 6.8 17.7 38% 93% 

キャベツ 5.2 231.2 2% 14% 

みずな 4.5 98.1 5% 26% 

かぼちゃ 4.2 36.0 12% 41% 

きゅうり 3.5 31.6 11% 23% 

ミニトマト 3.4 6.7 51% 61% 

だいこん 2.8 62.0 5% 68% 

すいか 2.2 21.7 10% 23% 

チンゲンサイ 2.2 10.1 22% 157% 

たまねぎ 2.0 49.0 4% 19% 

レタス 2.0 6.2 32% 85% 

ねぎ 1.8 67.8 3% 9% 

はくさい 1.7 79.1 2% 17% 
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① 課題 
・流通や販売関係者からは、高品質・安定供給が強く求められている。また、

店頭では、ロットごとにシールの有無等バラツキが出ると取扱や消費者への

説明が負担となり敬遠されるほか、店頭のスタッフの制度理解が十分に浸透

していない。 

・気象や作型によっては、抵抗性病害虫の発生等により、従来と同じ栽培体系

では生産性を維持することが困難な品目もある他、有利販売が困難な現状下

では、認証シールの表示等に必要なコスト分だけ農業者所得の圧迫につなが

る。 

・消費者の安全・安心な農産物に対するニーズはあるものの、「環境こだわり農

産物」が価格的に有利販売できる状況では無い。 

・認証手続きについて、記録や事務手続きが煩雑なため、特に少量多品目とな

る園芸品目の場合、栽培責任者・確認責任者の負担が大きくなる。 

 
② 推進方策 
・野菜等園芸作物については、重点品目を定め、市場や量販店への出荷を促進

し、直売所等に向けては少量多品目生産を推進 
・生産組織、農業者団体、県が連携し、重点品目の「環境こだわり」農産物比

率を高めるとともに、全県で一体的な PR を行うなどし、消費者理解を促し、

「優位」販売につなげられるようなモデル的な品目育成を検討（滋賀県園芸

農産振興協議会） 
・ロットを確保するため、過去に一定の取組面積があり（作りやすく）、現時点

でも取組が一定継続し（ロットが確保しやすく）、県内作付け面積が上位（目

につきやすい）の品目の中から、重点品目を選定 
・「環境こだわり農産物」の店頭 PR 用資料の作成や販売員等の研修等、消費者

とのコミュニケーションを深めることによる販売の促進 
 

５ 農業者の事務手続き簡素化 

消費者への信頼性を確保しつつ、事務手続きを簡素化 
 ・国の制度見直しに伴い不要となる項目の削除 

（例：農業生産活動規範の実践 等）・・・（別紙） 
 ・計画・認証・実績と同様の書類提出を何度も農業者に求める事務負担を軽減 
 （例：生産計画の複数年有効可） 

  



※用語の定義 

 

環境こだわり農業 

化学合成農薬・化学肥料の使用量を減らしたり、濁水の流出を防止するなど、琵琶湖を

はじめとする環境への負荷を減らす技術を用いて行われる農業 

 

環境こだわり農産物 

県が定めた基準に基づき、化学合成農薬や化学肥料の使用量を通常の栽培の５割以下に

減らすとともに、濁水の流出防止等、琵琶湖をはじめとする環境への負荷を減らす技術

で生産され、県の認証を受けた農産物 

 

環境こだわり米 

「環境こだわり農産物」として県の認証を受けた米のこと 

 

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 

化学合成農薬・化学肥料を使用せずに生産され、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 

 

オーガニック農産物等＝有機農産物等 

本文中では、化学合成農薬・化学肥料を使用せずに生産された農産物の総称として使用

（JAS 認証の有無は問わない） 

 

 

「オーガニック」という言葉を使用することで、これまで滋賀県で取り組んできた

琵琶湖をはじめとする環境や生物多様性の保全、自然との共生、健康的な生活といっ

たライフスタイルも含め、持続可能な取組として幅広いメッセージを発信し、滋賀の

農業のブランド力向上を目指す。 



（別紙）環境こだわり農産物認証制度事務の見直しについて（案） 

 
１ 国の環境直接支払制度の見直しに伴い不要となる項目の削除 

（１）環境規範（農業環境規範に基づく自己点検）について 

①経過 

平成１８年度以前 

環境こだわり農産物認証制度における規定なし 
平成１９年度～ 

「農地水環境制度」導入時に今の形態になる（別添様式）。 
  交付要件：「農業環境規範に基づく点検を実施していること」 

平成３０年度～ 

新たに「国際水準 GAP に取り組むこと」が交付要件となることから、

「農業環境規範に基づく点検を実施していること」が交付要件から外れ

る予定。 
 
②見直し（案） 

国の環境直接支払に対応するために設けられた要件であることから、

国の制度見直しを受け、県の認証要件からも廃止→（要綱）様式第１号

および第２号の「５ 農業生産活動規範の実践」欄を削除 
 

（２）エコファーマー要件 

①経過 

平成１８年度以前 

環境こだわり農産物認証制度において、捨てづくり防止のため、肥

料・農薬を削減するための代替技術を記入 
平成１９年度以降 

「農地水環境制度」導入時に今の形態になる（別添様式） 
交付要件：持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画を作成し、

エコファーマー認定を受けること 
平成３０年度 

  エコファーマー認定を受けることが要件から外れる予定 
 
②見直し（案） 

代替技術については、一定の定着が見られ、エコファーマー要件も国

の制度見直しで要件でなくなることから廃止→（要綱）様式第１号およ

び第２号の 2（１）および３(1)の代替技術記入欄を削除  



２ 農業者の事務負担の低減 

 
① 現状 

取り組みが定着しているにも関わらず、計画・認証・実績と同様の書

類の提出を何度も農業者に求めており、事務負担軽減の要望が有る。 
環境こだわり認証を受けない理由として事務の負担を上げる農業者が

有る。 
 
② 見直し（案） 

毎年、作付け前に申請を行っている「生産計画」の内容に変更が無い

場合は複数年有効とし、申請時には過年度の計画認定通知書の写しを添

付の上、ほ場の一覧のみを提出することで対応できることとする。また、

あわせて関連する様式を一部修正。 
  


