資-農水1
農政課
内線3812

農業・水産業からの温暖化対策 【予算額 32,342千円】
１．趣

旨

■温室効果ガスの増加等による地球温暖化は加速度的に進行しており、農業・水産業に
も深刻な影響を及ぼすものと予測されている。
■滋賀県として、農業・水産業の分野において、どのような貢献が可能か、また、
どのような対応が必要かとの観点から、事業を再検討し、総合的な施策として実施す
ることとする。
■具体的には、（１）農業・水産業に対する温暖化の影響評価
（２）温暖化の影響緩和（防止策）
（３）温暖化に適応した農業・水産業の構築
の３つの視点から、それぞれに資する各事業を「温暖化対策事業」として実施する。

２．取組内容
金額は事業費（一財）

（１）温暖化の影響評価
■総合的な影響評価
① 農業・水産業温暖化対策総合検討事業
■個別的な影響評価
② 水温上昇が琵琶湖の水産生物に及ぼす影響の解明

1,000千円
6,600千円 （資料1-5）

（２）温暖化の防止策
■新たなエネルギーの創出検討
③ 農産バイオ燃料生産導入可能性調査
1,000千円 （資料1-1）
④ 水土里クリーンエネルギー活用推進事業
4,000千円 （資料1-2）
■省力化等による消費エネルギーの削減
⑤ 飼料自給率向上対策事業
4,827千円 （資料1-3 ）
（里山集落における省力低コスト周年放牧経営の構築 等）（既存予算で対応）
■温暖化の原因の緩和・低減
（環境こだわり農業支援事業 等）
（既存予算で対応）

（３）温暖化への適応策
■農業
⑥ 温暖化に対応し得る水稲栽培技術の確立
■水産業
⑦ 温暖化適応型ニゴロブナ種苗放流技術開発事業

13,615千円 （資料1-4）
1,300千円 （資料1-5）

資-農水1-1
農政課
内線3812

農産バイオ燃料生産導入可能性調査

【予算額

1,000千円】

○事業内容
水田の有効利用や米生産調整面積の拡大等に対応するため、バイオ（エタノール）燃料
の原料作物としての水稲栽培等の導入可能性について、産学との連携による将来の事業化
等も視野に調査検討を行う。
①農産バイオ燃料生産導入可能性調査委員会（生産者、関係団体、学識経験者、県関係
機関等により構成）の設置
②資源作物（超多収米）の県内適応性の検討
（適応品種、栽培体系、生産原価、適応地域、供給可能量等）
③もみ殻等のバイオエタノール燃料への利用可能性の検討
④県内農協等に対する意向調査の実施、先進事例調査および意見聴取
⑤資源作物（超多収米）、もみ殻等からのバイオ燃料生産モデルの作成（平成22年度に
実施）

○年次計画フロー図
Ｈ２０年度

Ｈ２１年度

Ｈ２２年度

バイオ燃料
導入可能性
調査委員会

★調査委員会の設置
・導入可能性の検討
・外部環境変化の把握(技術開発、規制緩和、穀物情勢、石油価格、米需給の見込み)
・産学との連携による事業化の検討等

超多収米の
バイオ燃料
利用

★ 県内適応性検討
①適応品種、栽培体系
②生産原価（主食用米との比較）
③県内における適応地域
④原料の供給可能量、必要面積
★生産者等意向調査

★ 利用可能量調査
★ 生産者等意向調査

★県内適応性検討
・収集・運搬方法
・収集運搬コスト

バイオ燃料生産モデルの作成

モデル実証

もみ殻等の
バイオ燃料
利用

★バイオ燃料の製造
製造施設（主体、立地条
件、規模、建設費）、製造
原価、雇用創出の可能性、
発酵残さの利用可能性
★バイオ燃料の利用
供給先、運搬方法、供給
価格（ガソリンとの比較）、
利用可能量
★分析・評価
エネルギー収支の分析、
温室効果ガス削減効果、
経済性評価、地域への波
及効果の検討

Ｈ23
年度
以降

資－農水1-2
耕地課
内線3943

水土里クリーンエネルギー活用推進事業

【予算額

4,000千円】

農業水利施設を利用した小水力発電の実用化に向けた調査・検討（H20～H21）
【Ｈ２０】
●事前調査（300千円）
・県営造成農業水利施設で小水力発電が可能な地点について土地改良区への聴
きとり調査や現地確認、資料収集、リストアップ等を県が実施。
●検討業務（3,700千円）
・実現可能性のある地点の地形条件や水量、構造物等をタイプ毎に整理し、そ
れぞれに適した発電施設の形式、想定電力の算定、利用の用途、概算の事業
費、実施上の課題等について検討、提案等を民間コンサルタントに委託。
※（H21）：H20の調査検討結果に基づき、モデル地域において最適な整備運営手法の検討

農業水利施設における自然エネルギーの活用例

サイフォン式水車発電機

断面図

小水力発電の有効活用

○街灯（防犯灯）、融雪装置、ハウス、獣害防止柵など公共施設への利用

街灯

融雪装置

温室、ハウス

獣害防止柵

資－農水1-3
畜産課
内線 3855

飼料自給率向上対策事業 【予算額 4,827千円】
○畜産分野における地球温暖化
日本の飼料自給率は低く、飼料の大部分を海外からの輸入に依存しています。
海外からの飼料の輸送には大量の化石燃料を消費し、ＣＯ ２ などの温室効果ガスを発生させ
ています。
○配合飼料価格の上昇
化石燃料に代わる新たな燃料として、バイオエタノール生産が拡大しているため、その原料
となるとうもろこし価格が高騰しています。
そのため、とうもろこしを主な原料とする家畜の配合飼料価格も上昇し、畜産農家の経営を
圧迫しています。
○県内産飼料の増産による温室効果ガスの削減
耕畜連携により、飼料イネ（稲ＷＣＳや飼料米）の生産を拡大し、県内産飼料を増産するこ
とによって、飼料の輸入量を減少し、温室効果ガスの発生を削減します。
○畜産経営の安定
良質で安価な県内産飼料を家畜に給与することで、畜産経営の安定化を図り、より安全・安
心な畜産物の生産を実現します。
＊稲WCS（水稲の子実と茎葉を発酵させた飼料）

事業内容
①戦略会議の開催（516千円）
具体的な畜産農家と耕種農家の結びつけを行う戦略会議の開催
②飼料イネ拡大緊急対策事業（3,921千円）
飼料イネの生産に係る経費の一部を助成[稲WCS：3,000円/10a 飼料米：700円/10a]
③耕畜連携飼料米推進事業（390千円）
耕畜連携による飼料米生産に対する助成[13,000円/10a]

輸送による化石燃料の消費

原料（海外）

脱温暖化
の取組

畜産農家

飼料工場（県外）
とうもろこしの
バイオエタノール化

とうもろこし
価格の高騰

温室効果ガスの発生
配合飼料価格の上昇
約２０％（対前年）
配合飼料原料の半分はとうもろこし

地球温暖化
気温・海面の上昇
異常気象
価格推移（千円／ｔ）

54.3
42.4 45.5 53.0
H17

H18 H19.4 H19.7

飼料自給率向上対策事業の実施

飼料の生産

作付

耕畜連携

堆肥

家畜への給与

給与

収穫

海外からの輸入に頼らない飼料の生産
稲発酵粗飼料の生産拡大
Ｈ１９：９７ｈａ

Ｈ２２：２２０ｈａ

飼料米の生産拡大
Ｈ１９：０ｈａ

温暖化の防止
飼料自給率の向上
畜産経営の安定

Ｈ２２：３０ｈａ

耕畜連携による飼料の低コスト生産

飼料輸入量の減少
温室効果ガスの削減

資-農水1-4
農業経営課
内線３８３０

新 温暖化に対応し得る水稲栽培技術の確立【予算額 13,615千円】
地球温暖化による気温上昇により、今後さらなる近江米の品質低下、生育の変化、土壌中の有機物の分解
速度の変化および病害虫の増加などが懸念されます。
このことから、これらの問題に対応する試験研究を推進し、開発技術の速やかな普及ならびに情報発信により、
農業者が安心して近江米生産に取り組める環境づくりを行います。

【取り組みⅡ】
水稲品種の育成
・高温耐性検定ハウスを設
置し、過酷な気象条件でも品
質が低下しない品種を育成
します。

【取り組みⅠ】
栽培管理技術の確立
・気温上昇の影響を解析し、
温暖化に対応した栽培管
理技術を確立します。

○遅植えや施肥 ・水管理
技術等の栽培方法の確立

【取り組みⅢ】

○白未熟粒発生等により品質
が低下しない高品質・多収品種

土壌管理技術の確立

○病害抵抗性品種

・土壌養分の動態変化の予
測や高温化に対応した施肥・
水管理方法を確立します。

○病害虫防除体系の確立

【取り組みⅣ】
病害虫防除体系の確立
・南方系病害虫の発生動
態の調査・予測や高温傾
向で変化する病害虫の防
除体系を確立します。

【取り組みⅤ】
確立技術の農業者への迅速な普及・
情報提供

温暖化に向かう気象条件下で、農業者が安心して
近江米生産に取り組める環境の確立

資－農水１－5

１．水温上昇が琵琶湖の水産生物に及ぼす影響の解明

【予算額 6,600千円】

水産課
内線３８７５

◆湖産アユ・ホンモロコ・イサザ・ビワマスに及ぼす影響調査
琵琶湖漁業の中で最も重要なアユ、仔魚期の水温が性決定に影響を及ぼすホンモロコ、全循環の滞
りによる深層部の溶存酸素低下の影響を特に受けやすいと考えられるイサザ、冷水性魚類のサケ科で
あるビワマスを対象魚種として、温暖化の影響を明らかにする。
湖産アユ
ホンモロコ
イサザ
ビワマス

水温と産卵やふ化率、仔魚の生残率等の関係解明のための飼育試験
餌料生物の変化とアユの成長生残への影響調査
水温と性比の関係解明とのための飼育試験
天然水域での水温と産卵時期、産卵量との関係調査
深層部での水温と溶存酸素、イサザ生息量、ﾖｺｴﾋﾞ（餌料）生息量の調査
河川での水温と産卵、ふ化率、降下時期等の関係調査
水温と成長生残の関係解明のための飼育試験

ホンモロコのふ化時の水温と性比
メス

オスの割合上昇

20℃

水温躍層

オス

25℃
30℃

イサザ生息域

温暖化

34℃
0%

50%

イサザ生息域の縮小
餌生物の減少

100%

貧酸素

２．温暖化適応型ニゴロブナ種苗放流技術開発事業

【予算額 1,300千円】

◆ニゴロブナ大型種苗（120ﾐﾘｻｲｽﾞ）の放流時期の再検討
ニゴロブナの大型種苗は、水温躍層が解消する12月に放流を行っているが、温暖化による水温躍層の
解消が遅れる状況に対応するために、２～３月に約10万尾の種苗を放流し、その生残率や回収率等を
評価する。
※水温躍層：水温が急激に変化する水の層

現状（晩秋～冬季）
琵琶湖の沖合へ放流 （既存事業）

放流魚

放流後の生残率の著しい低下
が危惧される。

放流後、速やかに湖底へ移動。

天然魚
水深40m～
湖底で越冬

温暖化状態
琵琶湖の沖合へ放流

水温躍層が解消する晩秋から冬季に
水深40、50ｍ以深の湖底に集まる。

放流後の生残率を高めるため、ニゴロブナの
生態に即した放流を実施してきた。

水温差が壁と
なって湖底に
移動しない。

水温躍層
水深40m～

外来魚による食害

じ

り

き

ふるさとの"地力 "発揮を応援！
資ー農水ー２

（ふるさと・水と土保全対策費）
【予算 12,368 千円】

農村振興課
内線３９６０

近年、農山村では、過疎化や高齢化が進行し、従来から集落共同活動により行われてき
た土地改良施設や農地、伝統文化などの地域資源の維持が困難になりつつある。
このため、
じ「ふるさと・水と土保全基金」を活用し、多様な住民の協働活動により、地
りき
域の魅力＝地力（ここでは地域資源（土地）の魅力や人的パワー（人）、伝統文化の魅力
などを総称して農村の持つ実力＝地力「じりき」という）を高める活動を支援し、農村協
働力（ソーシャル・キャピタル）の向上を通じた農村活性化や多面的機能の発揮を図るた
めの応援を行う。

■ふるさと農村支援事業

結いの力（地力）で村づくり

（1）農村の自律的共同活動支援（交付金）
・グラウンドワークの手法を活用したＮＰＯ・企業などの多様な主体の参画による
組織づくり
・集落の環境改善や直営施工による整備

など

(2) 農村経済の活性化に向けた活動支援（補助金）【補助率：１／３：ただし中山間地域１／２】
・空き民家を活用した都市農村交流の取り組み支援
・コミュニティビジネスの導入
・特産品開発のための調査研究、販売戦略の検討

地域資源を発掘調査

企業・NPOなどと協働で活動

■ 集落機能促進対策事業

限界集落対策

など

都市農村交流（集落散策）

（対象：高島市朽木針畑）

過疎化や高齢化が著しく進行する中山間地域では、集落共同活動として行われてき
た農地の保全管理や道・水路の管理、祭りや伝統文化などを継続して実施していくこ
とが困難になってきている。そうしたいわゆる「限界集落」において、集落の機能を
統合することを検討したり、地域活性化に向けての取り組みを行うなど、新しいコミ
ュニティ再生に向けての活動方策等を検討する。
◇事業内容
アンケート調査・ワークショップ・推進計画策定 など
※「限界集落」とは 人口の50%が65歳以上の高齢者になり、冠婚葬祭など社会的共同生活の維持が
困難になった集落のことを指す (現:長野大学大野晃教授）

◇高島市朽木針畑地域の状況

←

冬の朽木針畑

地域全体で行うワークショップ

■棚田保全ネットワーク推進事業

企業のCSR との連携を導入

棚田保全に対する取組をより持続的な保全活動として推進するためには、住民組織の
ネットワークを構築し、棚田ボランティアや棚田オーナー等の募集・登録・調整など具
体的な取組を棚田地域全域にわたって推進する必要がある。
推進にあたっては、これまでの取り組みに加え、近年高まりを見せる企業の社会貢献
活動（ＣＳＲ）をはじめとする県民支援の一層の拡大を図るため、
「棚田トラスト制度」
の運用により、民間資金との連携・活用を図る。また、地域自らの自律的・継続的保全
活動への着実な移行に向けた体制整備支援を強化する。
◇２０年度のポイント
●棚田ネットの企画・運営アイディアを広く取り入れるため、ＮＰＯ等から受
託者を公募
●「棚田トラスト制度」を導入
企業の社会貢献活動（ＣＳＲ）との連携、県民支援の拡大を図るため 、「棚田
トラスト制度」を導入する 。［資材費等、地域活動組織への物的支援は民間資
金を活用］
●各地域での自律的・継続的な活動への移行を図るため体制整備を支援
◇事業内容
(1)普及啓発活動の実施 （ホームページの活用、シンポジウムの開催）
(2)棚田保全活動参加者の募集･登録･調整
(3)棚田トラストの運営
(4)自律的・継続的な活動への移行を図るための体制整備支援

棚田オーナーによるはさかけ

高島市畑地区の稲刈り

棚田ボランティアによる草刈り

資-農水3
環境こだわり農業課

内線3890

農村振興課

内線3963

世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策
【予算額 478,470 千円】





琵琶湖にも配慮した地域ぐるみの共同活動を支援することで
① 農地や農業用水等の資源を保全するとともに自然環境を守ります！
② 人とひととの絆を深め「元気な農村」の実現を目指します！
農薬や化学肥料を半分にした環境こだわり農業を推進することで、
① より安全で安心な農産物を消費者の皆さんに提供します！
② 琵琶湖をはじめとする環境への負荷を低減します！
魚も戻って
きたなぁ。

農村をまるごと
保全する共同活動
若者も高齢者も集
落のことを考える
ようになり、みん
なが生き生きとし
てきたなぁ。

みんなで手入れして
農村の美しい環境を
残していこう。

水も輝いて
いるねぇ。

環境こだわり農業

うちの大根は、農
薬も化学肥料も通
常の半分しか使っ
てないよ。

琵琶湖の環境を
みんなで守ります

環境こだわり農産
物なら、より安全で
安心だねぇ。

