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平成２８年度第１回 滋賀県ふるさと・水と土保全対策推進懇話会議事録 

 

 日  時：平成 28年 9 月 2 日（金） 13:00～16:40 

 場  所：現地調査＜多賀町藤瀬地先（滝ケ原地区）＞ 

多賀町役場 

 出席委員：大橋晶子、奥村喜美子、河村律子、北井香、久保久良、是永宙、星野敏、 

三浦美香、松本長治 

      

現地調査 

  多賀町産業環境課および滝ケ原まるごと保全隊より活動内容等の説明を受けた後、現

地（多賀町藤瀬地先（滝ケ原地区））調査を実施 

 

会議（多賀町役場） 

 

議題 

１）滝ヶ原地区の取組について（資料１） 

 

多賀町産業環境課、地元より説明を受け、意見交換を行った。 

  

 主な質疑応答は以下のとおり 

 

（地元） 

  地元にとって、獣害が一番の問題である。イノシシやシカは対策ができるが、サルの

害に困っている。 

 

（委員） 

サルはどこの地区でも困っていると聞く。追い払いはされているか。 

 

（地元） 

サルが集落の方まで出没するので、爆竹を使って朝４時ころから追い払いを行ってい

る。 

 

（委員） 

先ほど視察した現地は、近くに民家がなく離れているが。 

 

（地元） 

朝早い時間に 30～40 頭の群れを見たことはあるが、昼間にサルは出てこない。人の気

配がなくなれば出没する。委員の方の地域はどうか。 
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（委員） 

多賀町ではサルの個体数調整を行い、１年半で 100 頭強を檻で捕獲した。 

 

（多賀町） 

  捕獲には、群れの 10％まで捕獲できる有害鳥獣捕獲と、個体数調整の２つの方法があ

る。 

  調査の結果、多賀町には 12～13 群、１群あたり 50～80 頭、おおよそ 800～1000 頭の

サルがいると推測され、捕獲しても効果が現れにくい面がある。  

  捕獲の他、追い払いも有効な手段であるため、本年度は各集落を回り追い払いを推進

しているところである。 

  但し、滝ヶ原地区は集落から離れた場所にあるため、追い払いが難しい。 

 

（委員） 

  京都市左京区に住む私の知り合いの話であるが、サルに発信器をつけて放し、集落ボ

ランティアの方が受信機であるトランシーバーをもち、朝昼晩の３回、サルの行動域を

調査されているようだ。そして、集落の追い払い花火の所有者に連絡され、追い払い活

動を徹底されている。滋賀県でも行っているか。 

 

（委員） 

  多賀町でも実施している。 

 

（委員） 

  私の地域ではカモシカもクマもいる。中でもサルは大変である。最近、集落周辺の不

要なカキやクリ等の伐採を実施した。所有者の同意が得られれば伐採を行い、サルをで

きるだけ村に居つかせない取り組みを始めた。 

 

（委員） 

  サルは賢いが痛い目に遭うと学習するので、追い払いを行った結果、その集落が怖い

と感じると生息域が少し変わるかもしれない。 

 

（地元） 

  追い払いは行っているのだが。 

 

（委員） 

 最近、サルは男性にも向かってくるのでかなり危険である。 

 

（委員） 
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  多賀町一ノ瀬で昨年、獣の姿が見えるよう集落周辺の間伐をされた。獣害対策のモデ

ル地区として実施していただいた。効果が上がらないといけないのだが、広範囲で集落

周辺を伐採していただいた。 

 

（地元） 

  カキやクリの樹があるので、それを狙ってやってくるのかな。 

 

 (委員) 

  果樹園の管理者の了解をもらって伐採されたい。 

 

（地元） 

 カキやクリの樹を伐採して食べるものがなくなれば、サルも来ないとは思う。 

 

（委員） 

  かなり見通しはよくなった。 

 

（地元） 

見通しよくなった。犬上川の傍から綺麗に見渡せるようになったが、竹がすぐに生え

てくる。その竹の処理を地権者の同意を得て集落で行うか、業者に委託するか、どちら

かを行わなければいけない。 

 

（委員） 

なかなか難しい問題である。 

 

（地元） 

  シカは今でも集落に出てくる。21,22 時前になるとシカが出没し、軒並み食べてしま

う。 

 

（委員） 

  多賀町では平成 23 年度から猟友会協力のもとシカの捕獲を始め、３年間で年間 800～

900 頭を捕獲していただいた。昨年から急激に捕獲数が減り、平成 28 年は 300～400 頭

の捕獲数である。夜間にシカが車に衝突する被害もあったが、現在では減っている。 

 

（地元） 

 私の軽トラックも以前シカと衝突し、全損となった。 

 

（委員） 

  ある年は年間 40～50 件、同様の被害が発生し、その時は役場に苦情が多数寄せられた。 
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（地元） 

  朝早い時間帯にシカが４～５頭現れ、車に衝突することもあったが、最近は朝早く出

かけてもシカに出会わない。 

 

（委員） 

シカの絶対数が減っているのかもしれない。それは良い効果である。 

  

（委員） 

 野生獣被害の額が減少しているのは、被害に遭いやすい果樹を減らしたことも一因と

聞く。クマやサルを寄せ付けないため果樹を植えないでほしいとのことで、クリ園やカ

キ園など果樹園そのものができなくなっていると聞いており、何をするのが良いかたい

へん難しいと思っている。サルとの知恵比べである。決定打がない。サルの追い払い犬

（モンキードック）の活用は？ 

 

（地元） 

 追い払いはしているが、モンキードックは活用していない。 

 

（委員） 

  今後、６次産業化を目指すとのことであるが、最終的にどのようにしていきたいのか

見えてこないので、詳しく教えてほしい。 

 

（地元）   

  難しい問題である。多賀町富之尾では、年末年始に「富之尾」という日本酒をつくっ

ている。酒の免許を取得し、皆さんに販売していきたい。販売については、豊郷町の岡

村本家や酒米を栽培している地元の農事組合法人等に、おいしいお酒を消費していただ

きたいと考えている。 

  次に、「滝之響」というお酒は、高取山ふれあい公園を管理している大滝山林組合が、

記念式典の場で、美味しいお米でできた日本酒という PR や販売を行った。今後も持続可

能な形でやっていければということで６次産業化を考えている。 

  先ほど獣害の話題が出たが、イチジクやブドウ、ポンカン、ミカンを試験的に栽培し

たものの、サルやハクビシンの被害に遭った。法人化緊急整備事業でハウスを建て、ハ

ウス内は被害に遭わないだろうという想定で栽培し、１年目に果実がなって喜んでいた

が、途中でなくなりハクビシンの被害にあった。ブドウは、１，２年目にたくさん果実

がなったが、ハウスの温度管理が大変であった。そうなると、日本酒が１番よいのでは

という考えに至った。 

富之尾には昔、「金湖(きんこ)」という酒があり、何とか復活させたいとの思いから「富

之尾」という酒が生まれた。イチジクは栽培が難しい。理事会での話合いで、今後ウメ
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を栽培していきたいと考えている。 

 

（地元）   

  滝ケ原保全隊から農村まるごと、中山間直払へと発展したが、地域の方に協力いただ

ければできるとの思いがあった。また、補助金を受けるため役員会で協議した結果、合

意形成が図れ、ふるさと農村支援事業を取り組むこととなった。  

土地改良区設立 30 年を迎え、道路や用水路、排水路が老朽化していることから、５年

かけて徐々に直してはどうかとの意見があり、まるごと・中山間直払に取り組むことと

なった。 

その中で、富之尾ファームに任せる田も現れたので、その田の一部を利用し酒米づく

りを行い、また取り込んだ地域の中でこれまで滝ヶ原で栽培したことがなかったイチジ

クやそば、麦等の栽培が始められた。 

富之尾ファームが取り組み、皆が加わり、土地改良区としてまるごとや中山間直払に

取り組んでいる。 

 

（委員） 

  滝ケ原のお米は美味しいこと、また、「キヌヒカリ」で作ったお酒は初めて見た。それ

が好評であれば、お酒１本でいかれた方が良いかなと感じたところ。地域的に山も多く、

果樹に取り組まれることは不安を感じる。後継者の問題も出てくる。水稲は高齢の方で

も作れるが、野菜や果樹は若い後継者が必要なため、そこも考えていかなければならな

い。 

 

（委員） 

  土地改良区と富之尾ファーム、まるごと保全隊のメンバーは重複しているか。富之尾

と藤瀬の方という認識で良いか。 

 

（地元）   

  滝ケ原地区は７集落から入り作に来られており、稲刈り時はコンバインをトラックに

積んで移動されている。土地改良区構成員の中に富之尾ファーム所属の方がおられる。 

 

（委員） 

  滝ケ原地区は入り作が特徴である。役員同士の連絡や意思統一に苦労されているので

はないか。 

 

（地元）   

  今は、携帯電話で連絡を取り合う。 

  草刈の日時はあらかじめ伝えている。以前は土地改良区の総会を会議室で行っていた

が、参加率が低いことから、15 年前頃から総会と草刈りを現地で行うこととした。参加
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について、負担がないよう心掛けている。 

 

（委員） 

  そこは上手くされておられると思います。 

 

（委員） 

  獣害柵について、工夫と改善を図りながら実施されておられる。また、獣害対策に苦

慮されているとのことであったが、果樹の栽培等を試行錯誤されており、前向きな話題

を伺えて良いと感じました。また、入り作の方々で寄り合いながら実行している中でも

楽しみを見つけられ、共同活動の中にも楽しみを感じた。豊郷の酒蔵との連携もあるが、

その他町内の方など他の活動をされている方とも連携されれば、より活動が広がり、良

いのかなと感じました。 

 

（委員） 

  10 年くらい前に山仕事をしており、富之尾の裏の山まで行ったことがある。なだらか

なところにヒノキをはじめ、若い樹が多数植えてあり、今でも植林されているところが

あるのだと感心した。 

  人を地域に呼び込む教育キャンプ場があり、富之尾の裏山はなだらかで林道もあり人

が行きやすいことから、森林組合などと連携し、人を呼べたら良いと思う。 

 

（委員） 

  私の住む場所は、ここよりもっと山の中なので、皆さんが取り組んでおられる喜びや

苦しみ、嫌な思いが分かります。法面、畦畔の除草は農薬を使わず、草刈機か草刈ひも

のどちらかで行う。安全が付加価値となるので大変であるが、そのような考えをもつこ

とも一点。 

  もう一点は、先ほど現地調査の中で、平成 20～26 年にかけて 35km の獣害防止柵を設

置されたとお伺いしたが、車窓から見る限り、雑草の巻きつきもないほど綺麗に管理さ

れているが、何かされているのか？ 

 

（多賀町） 

  多賀町では、各集落または農業団体が実施主体となり、獣害柵を設置されました。設

置にかかる費用は、町から国・県補助を併せて約９割を補助し、残り１割は地元に負担

いただいたため、設置後の管理は地元にお願いしている。 

  維持管理に対して、一部、町から補助を行い、それを活用しながら、適正に維持管理

されていると思われます。 

 

（委員） 

  町からの補助は、作業時間×単価で計算されているのか。 
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（多賀町） 

 町の補助要綱では、柵の備品、ワイヤーメッシュや格子、電気線等に対し、３分の２

補助で 15 万円。あとは、柵１ｍあたり 60 円。これは年２回の草刈りを想定し、賃金分

として計算している。 

 

（委員） 

 わかりました。 

 

（委員） 

  現地まで移動するバスの中で気になったことは、山に皮はぎ防止用のテープが巻いて

あるが、あの作業の意味はあるのか。村で作業するのか、あるいは、組合でされている

のか。 

 

（多賀町） 

  その地域の管理団体は大滝山林組合や、びわこ東部森林組合という林業関係団体であ

る。シカによる樹皮はぎ被害防止のために樹の周りにテープを巻いている。見られた場

所がどこか分からないが、おそらくびわこ東部森林組合が地元から依頼されて作業をさ

れたと思われる。 

 

（委員） 

  多賀町では、昨年から特産物振興連絡協議会を設立し、農業従事者が多賀町の農産物

のブランド化や６次産業化を目指すため、協議の場をつくっていただいている。まずは、

多賀の米をブランド化するために実施したのが食味コンクールである。町内の各地から

お米を集め、専門の機関にお願いして１～３番まで順位づけを行った。このような取り

組みを含め、米やニンジン、ソバのブランド化につながればと思っている。 

 

（事務局） 

  まるごとに取り組む場合、書類作成が大変であり、誰が担当になるのか集落で合意形

成が進まないことがあると聞くが、滝ケ原の書類作成は誰が担当されているか。 

 

（地元）   

  土地改良区の会計が担当している。パソコンを始めたばかりで多賀町役場の事業担当

者二人に助けていただている。現場の写真は私が撮り、役場にデータを取り込んでいた

だくことや、また私が作成した書類の内容を確認後、加筆修正していただいている。 

 

（事務局） 

  町役場が支援しているという理解でよろしいか。 
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（地元）   

  その通り。 

 

（多賀町） 

  もっと書類作成が簡潔になれば助かるのだが。 

 

（事務局） 

  了解です。 

 

（委員） 

  ありがとうございました。ぜひ持続的な、持続的の意味は赤字が出ないようにすると

のことであるが、取り組みいただけたらと思います。 

   

 

２）中山間地域現状調査について（資料２） 

 

（事務局） 資料２に基づき説明 

 

（委員） 

  この調査は委託業務で外部に委託されるが、プロポーザル方式として応募される企業

や業者にどの部分を提案いただくことになるのか。また、資料にある目指すべき方向と

の関連はどうか。 

 

（事務局） 

  プロポーザル方式のため業者からの提案内容から１番良いと評価する業者を選定する。

また、過去に県で調査した資料もあることから、委託業者と県で互いに協議を行いな 

がら、一番よいものを作りたいと考えている。 

  今回は現状の調査を考えており、アンケート、ヒアリング、現地踏査を行い、課題を

抽出する計画である。さらに、地元に何が必要かということを調査し、目指すべき方向

に誘導する施策を構築していきたいと考えている。 

 

（委員） 

  出口の施策としては、資料に記載されたものが該当するが、その内容をより良くする

ために調査を外部にお願いするということか。 

 

（事務局）  

  その通りです。 
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（委員） 

  アンケートの項目はすべて提案となるのか。基本的なものは指定しているのか。中山

間地域の機能維持となれば農業経営、集落機能の動向、行事ごとなど回答項目が多くな

り、ボリュームのある調査になると思われるが、どこまで想定されているか。 

 

（事務局） 

  すべての設問を受注者が提案することは無理があると考えます。プロポーザルの段階

ではイメージという形で提案を求めています。業者のノウハウがあるので、過去に県が

実施した調査や、他府県で実施された中山間地域の集落の調査事例、例えば、コミュニ

ティや病院までの距離等、生活福祉にかかる分野を含めなければ、中山間地域の特徴は

出てこないと思うことから、今回、多面的機能を維持していくためには何が必要なのか

を求めており、農業や地域づくりを中心に、中山間地域という一つの枠組みの中で交通

や話合い、寄り合いの回数等を含めて調査しなければならないと考えている。また、幅

広い世代の意見、女性や若い担い手などの意見を取り入れるようなアンケート、ヒアリ

ングにしていきたいと考えている。 

 

（委員） 

  アンケートは集落を単位とした調査と、各世帯ごとの調査の両方をイメージしている

か。 

 

（事務局） 

  役員に調査を行うこととしている。戸別世帯には配布しない。役員に話を聞くために

アンケートをもって調査を行い、それを横並びで比較できるよう考えている。 

 

（委員） 

  様々な意見を伺うために、役員や各世代の人、農家、非農家にも来ていただくという

イメージか。 

 

（事務局） 

  役員が回答できない設問は、補足で役員から対象となる方に聞いていただくことを考

えている。 

 

（委員） 

  過去に中山間地域で農家の方に対し、県としてさまざまな意見を聞かれていると思う。

結果は、資料 P23 の６の目指すべき方向におおむね集約されているであろう。  

今日、現地調査をしたような地域で作ったお米は美味しいと皆が思っている。美味

しいのだが、１俵にかかる手間は平地で作る米に比べると３倍も 10 倍もかかる。とい

うことは、それだけの手間が米の値打ち、値段として評価されることが一番わかりや
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すい。手間がかかっただけ、苦しんだだけ、米の価格が上れば地域の方は作ろうとさ

れる。そのあたり、出口のところ、販売のところに県としてお力をいただけないかと、

いつも思う。ここで高齢化が進むから６次産業化を目指しても難しい点がある。だか

ら、そのようなことに何かの支援はないか。ここでは、地域の方々で農家レストラン

をされたらどうか、協働してこれをされたらどうかなど。 

   実際のところ、地域の方々は大変である。実施したいけれども出来ないという状況

が起きているのだから、そのようなところに一からアンケートではなく直接手を入れ

ていく、費用を投入していくことをしないと、いくら中山間地と平地を別個に分けて

やっていこうとしても、毎回毎年、同じことの繰り返しになるのではないかと思う。 

 

（事務局）  

 ご意見を参考とします。 

 

（委員） 

  現状で分かっている課題、それをベースにさらにそれをどうするか。そこに焦点を当

て、取り組んでいけばどうか。 

 

（委員） 

  中山間地は本当に大変である。それでも、お米は美味しい。平地と同じ１俵の価格で

ＪＡに買い取ってもらうと「えー」と思うが、それでも作っている。やはり、自分たち

が値段を決めて売れるようになれば、やる気も出てくるし、自信にもなると思う。 

 

（地元） 

  ＪＡに出荷する場合は、自分たちで値段を決めるということができない。 

 

（委員） 

  ブランド化を検討されているが、結局はお金である。少しでも高く売りたい。私たち

農家もそうである。その辺りで県が力を入れてくれることは今までなかった。 

 

（委員） 

  ありがとうございます。基準が上がりましたね。 

 

（事務局） 

  滝ヶ原には石積みの小溝がある。当課では「豊かな生き物を育む水田づくり」事業を

実施しており、湖辺部では魚のゆりかご水田という形で、かつては琵琶湖の魚が田んぼ

に上がってきたことを基に、ゆりかご水田米というブランド化を図っている。中山間地

域では、山のキャッチ水路の小溝に生き物が生息していることから、これをアピールし

てブランド化を目指すよう取り組んでいる。日本全国には、生き物が生息していること
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をアピールする生き物ネーム米がたくさんあり、水が冷たくて、お米が美味しいことで、

生き物が豊かにたくさん生きているところで安全安心なお米としてブランド化ができな

いかと模索しており、一所懸命やっていきたい。 

 

（委員） 

  今、価格の点を申されたが、ある程度、現状にでてくる課題に焦点をあて、さらにど

うするかを聞く調査方法が、より効果的な調査になるのではとのことであるが、そのよ

うな方法ですべてを行うとなると量も多くなり、結果的に使える部分があまりなく、判

明している部分はその通りとのことで終了してしまい、次の施策に結びつく部分が少な

いことになる、そういう懸念があるかもしれない。 

 

（事務局） 

  そのようなところもある程度絞り、委託業者の意見も聞きながら、実施したいと考え

ている 

 

（委員） 

  フォーカスを当てる課題がいくつか出てくると、まとまりが出るかもしれない。 

 

（委員） 

資料 P27 の集落外部に基幹作業を委託し、集落農業を継続するところで、改善のポイ

ントが示されているが、これが難しい。そもそも、このことができなくなるから外部委

託せざるをえなくなるので、集落外に住む集落出身者が草刈りや水路の清掃等のために

集落へ戻る体制づくりも難しいのではないか。私の住む地域を考えても、地域で暮らす

人だけで、その部分を担うのは厳しい。草刈や水管理などの日常的な作業をどう支える

かという仕組みづくり、そこは地域の人だけではなく、地域に移住している人や地域外

に住んでいる人など、いかに人を呼び込み、外部からも応援が来るような仕組みを考え

なければならない。人のいない地域は、簡単に改善には結びつかない。 

 

（委員） 

私の意見であるが、獣害の話もそうである通りできることは既にされ、その上の課題

が実際は重要である。これだけ手間をかけて収穫したが、この値段では何ともならない

との問題がある。今、農業サービス事業体の話をされたが、現状のままではどうにもな

らない状況がある。さらにもうひとつ上を目指すという課題は、県庁の部内で、それぞ

れの部署が既に取り組んでいるのではないかなと思われるが、その辺りはどうか。 

 仮にそうならば、県内部のチームで検討し、焦点を当てる重要施策か何かを抽出され

てみてはどうか。これを解決できれば、中山間地域が元気になることが出てくると思う。 

  ひとつの提案として聞いてほしい。 

  あまり強く言うわけではないが、おそらく直接現場に入っている職員は皆、その辺り
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の思いを持たれていると思う。まずは、関係のあるところから、既に他の部署と一緒に

していることもあると思われることから、横断的に中山間地域に関わる人たちがそれぞ

れ検討会を開く中で、この辺りもう少し何とかならないかという話が出ると思われる。

重点項目のようなものが。それをこの調査で答えが出るよう調査を行えば、結果が使え

ると思われる。 

以上は個人的な意見である。 

 

（事務局） 

  ありがとうございます。 

 

（地元） 

  コメの価格があがるよう、よろしくお願いしたい。 

 

（委員） 

  上手な売り方、値打ちに見合う価格で買っていただきたいということである。 

 

（地元） 

もっとお米の宣伝をしないといけないのではないか。今、県知事がテレビに出て「み

ずかがみ」を宣伝しているが、お米の名前を一般の人に覚えてもらうことが大切である。

滝ヶ原の山の水を使って栽培しているから、美味しいのだと。この辺りの人は知ってい

るが全県的には知られていないので、もっと宣伝すること、「ひとめぼれ」でも 30 ㎏

15,000～20,000 円の値段でも買う人は買う。ＪＡの買取り価格＋αでしか売れない状況

では、宣伝を行うことが必要である。 

 

（委員） 

  既にブランド化できている地域であれば、そのプロセスを知りたいところである。そ

のポイントが分かれば、それを参考に、他にも取り込んでいけると思う。 

 

（委員） 

  地域のものを地域で売る仕組み、地域に外から来る人、例えば、藤瀬であれば高取山

ふれあい公園や道の駅にたくさんの人が来ているので、地元のものを食べたいという仕

組みを連携してつくればよいのではないか。 

 

（地元） 

  今ほど多賀町役場の方と話をしていたが、現実的に滝ヶ原で取れたお米は滝ヶ原の家

族に分けていたり、その家族からもらうコメが一番おいしいという人もいるので、毎年、

その分だけで量が捌けてしまう。もう少し値段が上がればよいと思っている。私自身、

非農家なのでそう思う。 
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（委員） 

  近畿で販売していると、それ以上価格はあがらない。小売りや、少量をたくさんの人

に食べていただかなければ評価されない。身内に配るより、３合くらいの規格の米で全

国の多くの人に食べていただくこと。たくさん買っていただければ、頑張ってもっとコ

メを作ってはどうか。それが農家の夢ではないか。 

  私は茶農家であるが、就農している息子に、美味しいものを作れば自分で売りなさい

と話している。日本で売れなければ、海外に輸出すれば良いし、実際に冬には海外へ行

っている。誰でも自分でつくったものは１番美味しいと思うし、わたしの作ったイチゴ

が滋賀県で一番おいしいと思っている。農家はみんなそう。それをみんなに知ってもら

う。宣伝することを人に頼むではなく、自分ですればよい。 

 

（委員） 

  時間となりましたので、これにて中山間地域現状調査に係る協議、議論を終えたいと

思います。 

  ２つの議題について終了しましたので、進行を事務局にお返しします。 

 

（事務局）  

ありがとうございました。 

中山間地域現状調査につきましては、いろいろご指摘をいただきました。いろいろな

部局で調査もしておりますし、それぞれの農業農村振興事務所に普及員がおり日頃の農

家との意見交換の中で一定の課題を把握されているところもございますので、部内で課

題の共有を図りながら、その課題をどうするのかということをアンケート内容に反映さ

せて調査するという大変的確なご指摘・ご提案をいただきましたので、その部分は是非

実現していきたいと思っています。 

  もう一つ、説明の中にはなかったかもしれませんが、一体どこまで地域を守るのかと

いうことで、人口減少の中、今ある農地を農地のまま守っていけるのかという課題もあ

ると思っており、土地利用のことも少し考えていきたいと考えております。人口が増加

した時に山林を開田した時代もありましたが、元に戻して山林として形を変え守ってい

くという施策も必要ではないか、そこを皆さんと議論し、できるかどうか、できるなら

ば何が必要なのかを一緒になって考えていきたいと思っております。 

  次回の懇話会で中間報告させていただき、ご助言いただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

 


