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第５ 施策の方向と成果目標 

重点施策１：環境こだわり農業の一層の拡大 

（１）環境こだわり農産物の生産拡大 

・次に掲げる取組を推進するなど、農業者が取り組みやすく、収益の見込める生

産技術等の開発・普及を推進するとともに、きめ細かな栽培指導に努め、環境

こだわり農産物の生産拡大を図ります。 

◇夏期の高温にも強く病害抵抗性を有した品種の育成などの新たな技術開発や

代替技術の導入、化学合成農薬の効果的な使用の促進により、化学合成農薬

の一層の削減を推進します。 

◇家畜ふん堆肥※等の有機質資源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により化学肥料の一層の削減を推進します。 

◇ICT の導入によるきめ細やかな用水管理や肥培管理による節水や化学肥料の

一層の削減を推進します。 

◇集落ぐるみによる農業排水対策※に関する啓発活動を推進するとともに、浅水

代かき※等の営農技術の実践を促進し、農業濁水の流出防止につなげます。 

・直接支払交付金を活用するなどして、組織や集落ぐるみによる環境こだわり農

産物のまとまった栽培を促進します。 

 
（２）県内外への発信 

①消費者の理解促進・認知度向上 

・環境こだわり農業の意義や環境保全に資する効果、農業者の努力などを発信

することにより、消費者の認知度向上、理解促進を促し、環境こだわり農産

物の利用拡大につなげます。 

・各種のメディアやインターネットを活用した環境こだわり農産物の生産・販

売情報の発信を行うとともに、消費者に環境こだわり農産物がより認知され

るようＰＲに努めます（写真２）。 

・琵琶湖の水を利用している流域（県内・京阪神等）の消費者を中心に、環境

こだわり農業が琵琶湖の水質保全につながる日本一の取組であることについ

て積極的に発信し、理解促進、消費拡大につなげます。 

・こだわり滋賀ネットワーク※などの消費者が中心となって活動する団体等と協

働し、消費者と生産者や流通販売業者とのつながりを深め、環境こだわり農

業への理解を促進します。 

 
     
 
 
 
 

写真２ 環境こだわり米・みずかがみの TVCM と店頭 PR 
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②生産者の取組 

・生産者および生産者団体等が生産した環境こだわり農産物について、積極的

に環境こだわり農産物認証マーク（図９）を表示し、出荷・販売するよう推

進します。 

   

③県内外事業者の取組 

・飲食店や事業所食堂等において、環境こだわり農産物が積極的に利用される

よう推進します。 

・「おいしが うれしが」キャンペーン※登録

事業者に対して、環境こだわり農産物の販

売や取扱いを働きかけます。 
・琵琶湖の水を利用している流域の県外事業

者を中心に、「食べることで、琵琶湖を守る」

（写真３）を合言葉に、環境こだわり農産

物の取扱が琵琶湖の水質保全につながる取

組であることについて積極的に発信し、理

解促進、利用拡大につなげます。  

           写真３ 環境こだわり農産物の PR 

 

④食育の推進 

・子どもたちが環境こだわり農業やその琵琶湖等の

環境保全に果たす役割について学ぶ機会を設け

るなど、環境こだわり農産物を用いた食育※を推

進します（写真４）。 

 

 

 

 

写真４ 小学生向けDVDと副教材 

○成果目標 

項目 現状(2017) 目標(2022) 
環境こだわり米※の作付面積割合 45% 50%以上 
 

継続把握指標（目標値は持たないが継続して把握する必要がある指標） 

項目 現状(2017) 
環境こだわり農産物の認知度 45.7% 

（県政世論調査） 
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重点施策２：環境こだわり農産物の有利販売・流通拡大に向けた新たな取組 

 

（１）水稲  

・平成 30 年３月に近江米振興協会で策定された「近江米・生産流通ビジョン」に

基づき、主に家庭用として流通する「みずかがみ」と「コシヒカリ」は環境こ

だわり米として作付けするよう推進します（図 10）。 
・全量環境こだわり栽培を条件とした「みずかがみ」の需要に応じた生産の拡大

を推進します。 
・環境こだわり米「コシヒカリ」について、卸売事業者や大口の販売店等との安

定取引に対応できるよう、農業団体の協力のもと他の米と区別した管理を徹底

し、まとまった量での流通を促進します。 
・全量環境こだわり栽培である「みずかがみ」に加えて、環境こだわり「コシヒ

カリ」を新たな商品としてパッケージを作成するなどし、販売対策を実施しま

す（図 10）。 
・オーガニック米※を環境こだわり米の象徴として全国へ情報発信するとともに、

流通対策を一体的に進めることで、「環境こだわり米」全体、さらには「近江米」

全体のブランドイメージの向上・消費拡大を図ります（図 11）。 
 
 

   図 10 近江米の品種別・用途別の作付方向（近江米生産流通ビジョンより作成）
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図 11 オーガニック米の導入によるブランドイメージの向上 

 

（２）野菜等園芸作物 

・野菜等園芸作物については、環境こだわり農産物として生産・流通の拡大を進

める重点推進品目を定め、全県で一体的な PRを行うなどにより、市場や量販店

への流通拡大を図るとともに優位販売につなげます。 

・農産物直売所や量販店等において、環境こだわり農産物専用コーナーの設置を

促進します（写真５）。 

・また、生産が少量の品目も積極的に出荷を促進し、環境こだわり農産物の品揃

えの強化を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 野菜など園芸品目の専用コーナーでの販売 
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（３）加工食品での環境こだわり農産物（大豆等）の利用促進 

・環境こだわり農産物の加工食品での利用、販売を促進

します（写真６）。 

・環境こだわり大豆等の集荷・流通過程での仕分けをす

すめ、加工原料としての流通拡大を図ります。 

・環境こだわり農産物を利用した６次産業化※や農商工 

連携※を推進します。 

写真６ 環境こだわり農産物を 

使用した加工品の表示 

 
 

○成果目標 

 

 

 

 

 

 

 

※1 需要に応じてさらに拡大 

※2 全作付面積 11,656ha の内数  
  

継続把握指標（目標値は持たないが継続して把握する必要がある指標） 

 

 

 

 

 

※集荷事業者における、環境こだわり米コシヒカリとして集荷した量に対する環 

境こだわり米として出荷した量の割合（食のブランド推進課調査） 

 

 
 

  

項目 現状(2017) 目標(2022) 

環境こだわり米作付面積 
みずかがみ

コシヒカリ 
2,575ha 
5,148ha※2 

3,000ha 以上※1 
6,000ha 

野菜で環境こだわり農産物の生産拡大

を図る重点推進品目数 
－ 

３品目以上 

項目 現状(2017) 
環境こだわり米「コシヒカリ」の 

集荷量に対する出荷割合※ 
37.8% 
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重点施策３ 環境こだわり農業の象徴的な取組としてオーガニック農業等を推進 

（１）オーガニック農業の推進 

①基本的な考え方 

・オーガニック農業を琵琶湖を抱える滋賀ならではの象徴的な取組として推進

し、環境こだわり農業全体のブランドイメージ向上を図ります。 

・農業者がオーガニック栽培のほ場を選定される際には、麦大豆のブロックロ

ーテーションや周辺ほ場との関係に支障が生じないよう地域内での合意形成

が図られるよう推進します。 

・県外流通を想定した場合、有機 JAS の表示が有効なことから、県内で審査員

を育成するなど、有機 JAS 認証の取得を推進します。 

 
②栽培技術の開発・普及 
・国など他の試験研究機関等から情報収集を行い、必要とする農業者等へ提供

するよう努めます。 

・オーガニック農業の相談窓口を設置して新たに有機農業に取り組もうとする

農業者に対して、技術的な支援や経営への助言等を行います。 

・当面は、試験研究機関による技術開発が進み、技術普及の目途が立った水稲

と茶について推進を図ります。 

・農業者が取り組みやすく、収益が見込める生産技術等の開発・普及を図ると

ともに、きめ細かな栽培指導に努め、生産拡大と安定した収量・品質の確保

を図ります。 

・滋賀県立農業大学校において、オーガニック農業について学習する機会を作

ります。 

 
③水稲の推進 

・「栽培の手引き」の作成や研修会等の開催を通じて、低コスト安定生産技術（目

標収量 7俵/10a）の確立、普及を図ります。 

・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経

営モデルとし、経営の一翼を担う高付加価値アイテムとして推進します。 

・従来から個人単位で取り組まれているネット販売や県内直売所における直販

等を推進します。 

・関係団体と連携し、まとまった需要が見込める首都圏を中心とした市場開拓

を進め、大きいロットでの販売を目指します。 

・販路開拓を行った上で、マーケットインに基づく生産を基本に推進します。 

・県域の統一ブランド「（仮称）オーガニック・近江米」として、美しい琵琶湖

や滋賀県の風土をイメージさせるような統一デザインの米袋を作成するなど

し、琵琶湖の保全にも貢献する滋賀県ならではの取組であることを PR すると

ともに、生産から販売までの企画・調整、ブランドコントロールを行い、県



15 
 

域での産地化を進めます。 

・JETRO 滋賀貿易情報センターと連携しつつ海外動向の情報収集に努め、輸出の

可能性について検討します。 

・これらの取組を通じて、将来的にはオーガニック農業（水稲）の取組が日本

一となることを目指します。 

 
④茶の推進 

・国内におけるリーフ茶需要の減少への対応として、オーガニック茶の生産を

拡大し、海外への市場開拓を進めるとともに、「近江の茶」のブランド力向上

を図ります。 

・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を確立するとともに、研修

会等によりオーガニック栽培技術を普及します。 

・各産地においてオーガニック茶生産農業者、茶商等によるコンソーシアムが

形成され、マーケットインによる生産拡大が進むよう推進します。 

 

（２）琵琶湖と共生する「魚のゆりかご水田」の推進 

・世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策による魚道設置等の支援により「魚

のゆりかご水田」への新たな取組を促進するとともに、既存の組織における

取組面積の拡大をすすめ、水田における生物多様性保全を進めます。 

・「魚のゆりかご水田」で生産される米の「魚のゆりかご水田米」※としての認

証を進めます(写真７)。 

・ＰＲ資材の作成や実際の現地における取組にふれていただく現地イベント等

を通じて、消費者への共感と信頼を醸成し「魚のゆりかご水田米」の直接販

売を促進します。 

・集荷事業者と連携し、ロットを揃えて、首都圏等での新たな販路開拓に取り

組みます。      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真７ 魚のゆりかご水田米ポスター        
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（３）殺虫殺菌剤を使用しない栽培（除草剤のみ使用）の推進 

・現状では、生協等との契約栽培により 125ha で取り組まれています。 

・担い手への面的集積が進む地域等において、耕種的防除やいもち病抵抗性品

種の導入等により、まとまった面積で殺虫殺菌剤を使用しない水稲栽培に取

り組まれるよう推進します。 

・オーガニック米や環境こだわり米の販路拡大を進める中で殺虫殺菌剤を使用

しない米の需要を把握し生産につなげられるよう推進します。 

・集荷事業者と連携し、生協等との契約栽培をすすめ、マーケットインによる

生産を推進します。 

 
○成果目標 

項目 現状(2017) 目標(2022) 

オーガニック農業（水稲）取組面積 247ha 420ha 

オーガニック農業（茶）取組面積 7ha 12ha 

魚のゆりかご水田取組面積 131ha 250ha 

 

継続把握指標（目標値は持たないが継続して把握する必要がある指標） 

項目 現状(2017) 
有機 JAS ほ場面積 186ha 

（農林水産省公表値）           
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◆ 関連施策と連携した取組の推進  

 
○琵琶湖の保全および再生に関する法律 

・平成 27 年９月に公布・施行された「琵琶湖の保全および再生に関する法律（以下、「琵

琶湖保全再生法」という。）」では、日本最大の湖である琵琶湖は後代に継承すべき「国

民的資産」と位置づけられました。 
・この国民的資産である琵琶湖を、恵み豊かな湖として保全再生していくため、琵琶湖保

全再生法第１７条では、国および地方公共団体は、多様な生物を育む水田の整備等によ

る環境に配慮した農業の普及に努めるものとされています。 
・琵琶湖保全再生法に基づき、環境に配慮した農業「環境こだわり農業」を推進すること

により、琵琶湖の保全及び再生に寄与するとともに、その価値を幅広く県内外に発信し

ます。 
 
○持続可能な開発目標（SDGs） 

・平成 29 年(2017 年)1 月、滋賀県は全国に先駆け、持続可能な開発目標（SDGs）を県政

に取り込むことを宣言しました。 
・持続可能な開発目標（SDGs）とは、平成 27 年（2015 年）9 月の「国連持続可能な開

発サミット」で採択された、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に掲げられた

もので、先進国を含めた国際社会が 2030 年までに取り組むべき 17 の目標です。 
・環境こだわり農業は、SDGs の 17 の目標のうち、「②飢餓をゼロに｣、「⑫つくる責任つ

かう責任」、「⑭海のゆたかさを守ろう」、「⑮陸の豊かさも守ろう」に主に関係していま

す。 
・SDGｓに関わる様々な主体に環境こだわり農業の趣旨を理解いただき、それぞれの立場

から応援いただけるよう、オーガニック農業をはじめとする環境こだわり農業が SDGs
の達成に向けた取組であることを県内外に広く発信します。 

 
○世界農業遺産 

・滋賀独自の農林水産業と文化、景観、生物多様性を全国に発信しながら、琵琶湖と共生

してきた滋賀の農林水産業について、平成 31年度の「世界農業遺産」認定を目指した取

組を展開しています。 

・この中で魚のゆりかご水田など環境こだわり農業の取組は、重要な取組として位置づけ

ています。 

・認定に向けたプロセスを通じて、県産農畜水産物の安全・安心の PRやブランド力の向上、

環境こだわり農業のさらなる推進や観光資源としての活用を目指します。 
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第６ 計画の推進 

 
１ 各主体の取組と連携 

 この計画を着実に推進していくためには、農業者や農業団体、農産物販売業者、

消費者が、それぞれの立場で以下の事項に主体的に、お互いに連携して取り組むこ

とが求められます。 

  また、県は、この計画を実現するために、市町や国、関係団体と相互に連携・協

力を図りながら取組を進めます。 

 
（１）農業者等 

   環境こだわり農業の実践と環境こだわり農産物の生産拡大を進めます。 

○化学合成農薬および化学肥料の削減や農業濁水の流出防止など、環境こだわり

農業を積極的に実践します。 

○消費者に安全・安心な農産物を提供するとともに、琵琶湖や周辺環境を守りな

がら農業を行うという滋賀県農業者の誇りを持って、環境こだわり農産物の生

産に取り組みます。また、認証マークを表示して、出荷を行います。 

○経営の一部として、可能な範囲でオーガニック農業に取り組みます（米・茶） 

○積極的に農業生産工程管理（ＧＡＰ）※に取り組むとともに、栽培履歴等の生産

情報を整備します。 

○国土保全、水源かん養、景観形成等の農業の有する多面的機能※が発揮されるよ

う、農地や農業用水等、資源の適正管理に努めます。 

 

（２）農業団体  

農業者が環境こだわり農業にまとまって取り組めるよう、組織化や指導・支援

を行います。 

○環境こだわり農産物を生産する部会や組織の育成や生産指導、産地化、販路の

確保を行います。 

○環境こだわり農産物の流通を促進するため、販売店等のニーズを把握するとと

もに、集荷や保管等において環境こだわり農産物以外の農産物と区別した管理

を徹底します。 

○オーガニック米の販路開拓、作付提案を行います。 

○農産物の安全性の確保に関する指導や生産情報の発信を行います。 

○農業者に用排水の適正管理を指導するとともに、節水や反復利用など環境に配

慮した農業水利施設※の整備とその適正な維持・管理を行います。 

 

（３）農産物販売業者  

   環境こだわり農産物を積極的に取り扱うとともに、生産と消費をつなぎます。 

○ニーズに即した生産が図られるよう、消費者の声を農業者等に伝えます。 
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○環境こだわり農業への理解を深めるため、農業者等の取組を消費者に伝えるよ

う努めます。 

○環境こだわり農産物をはじめとする県産農産物を積極的に取り扱うとともに、

環境こだわり農産物が消費者に広く認知されるよう、情報の提供や、認証マー

クを表示した販売に努めます。 

 
（４）消費者等  

   環境こだわり農業への理解を深め、環境こだわり農産物等の積極的な利用に努

めます。 

○環境こだわり農産物をはじめとする県産農産物を積極的に利用します。 

○環境こだわり農産物やオーガニック農産物の利用が、琵琶湖等の環境保全に貢

献するということを理解します。 

○環境こだわり農産物やオーガニック農産物に関する情報を他の消費者に伝える

よう努めます。 

 
２ 計画の進行管理と評価 

○年度ごとに、進行管理と評価を行い、環境こだわり農業審議会の審議を経て、

その結果を公表します。 

○情勢の変化や目標の達成状況を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。 
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資料 用語解説（50 音順） 

 

数字・アルファベット 

■６次産業化 

 １次産業とこれに関連する第２次、第３次産業に係る事業の融合により雇用と所得を生

み出すことを６次産業化といいます。 

■JETRO 

 JETRO(日本貿易振興機構)は対日投資の促進、農林水産物・食品の輸出や中堅・中小企業

等の海外展開支援を行う独立行政法人日本貿易振興機構法に基づき設立された法人です。 

■SDGｓ 

持続可能な開発目標（SDGs）とは、平成 27 年（2015 年）9 月の「国連持続可能な開発

サミット」で採択された、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に掲げられたもの

で、先進国を含めた国際社会が 2030 年までに取り組むべき 17 の目標です。 

 

ア行 

■浅水代かき 

代かき時、田面の水には、多量の土の粒子や肥料分（栄養分）、稲わら等の有機物が混じ

っています。これらの流出を防ぐために、浅水状態（土面が７～８割見える程度）で代か

きを行うことを「浅水代かき」といいます。浅水代かきをすると、降雨時などに、畔（あ

ぜ）を越えて水が流出するのを防ぐとともに、田植前の落水も必要としません。 

■「おいしが うれしが」キャンペーン 

県と食品販売事業者等が協働して、地域で生産されたものを地域で消費する「地産地消」

を推進する運動です。 

県は、滋賀県産の食材（農産物・畜産物・水産物等）やその商品（料理）を提供する店

舗を「推進店」として、また、推進店と連携する生産・流通・加工事業者等を「サポータ

ー」として登録しています。 

「推進店」や「サポーター」には、自らの創意工夫と費用により、滋賀県産食材を使用

した商品（料理）の開発やＰＲに取り組んでいただいています。 

■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。 
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カ行 

■家畜ふん堆肥 

堆肥とは、原料である有機物を微生物によって分解し、作物が吸収しやすい状態にした

肥料のことをいいます。主に、牛ふん、豚ぷん、鶏ふんなどを原料にしたものを「家畜ふ

ん堆肥」といいます。種類により効果に差はありますが、堆肥の施用は土づくり効果や土

壌中の炭素貯留※効果が期待できます。 

※炭素貯留（土壌の炭素貯留機能）：堆肥などの有機物や炭などを農地に埋設することで、温室

効果ガスである二酸化炭素を土壌炭素として貯留するものです。 

■カバークロップ 

 作物を作らない期間に土壌侵食の防止等を目的に作付けされるイネ科やマメ科などの植

物で、マメ科の場合は空中の窒素を固定し、農地に還元することで、作物の栽培時に必要

な窒素肥料の施肥量を削減することができます。 

■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のことをいいます。 

■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のことをいいます。 

■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をいいます。 

 

■環境農業直接支払制度 

農業が環境に及ぼす影響を減らすため、化学合成農薬・化学肥料の使用量の削減や、そ

の他環境負荷を削減する技術を用いた営農方法に取り組む農業者等に対して、一定の要件

のもとに行われる経済的な支援制度です。滋賀県独自の支援制度で、平成 16 年度から平成

20 年度まで実施されました。 

■環境保全型農業直接支払交付金 

 農業分野において、生物多様性保全や地球温暖化防止に積極的に貢献するために、平成

23 年度から始まった国の制度で、環境保全効果の高い営農活動に対して支援するものです。 

平成 27 年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」の施行により、

同法に基づく制度となっています。 

※地球温暖化：地球の表面温度が長期的に見て上昇する現象で、20 世紀後半からは、人間活動

の拡大で、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素等の温室効果ガスの濃度増加による温暖化が大きな問題

となっています。温暖化が進むことで、気象や生態系をはじめ、経済や食料生産などへの影響が懸

念されています。 
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■こだわり滋賀ネットワーク 

 優れた自然環境や琵琶湖と共存した滋賀の農業のあり方や食について、会員が集い共に

考え行動することにより、県民の食への安心感の醸成、地産地消の推進、および滋賀県農

業の振興に寄与することを目的とした組織です。生産者、消費者、企業、団体、行政など

の会員により構成されています。 

生産者と消費者の交流会、滋賀の農や食に関する情報発信など、生産者と消費者のきず

なを深める活動を行っています。 

 

サ行 

■魚のゆりかご水田 

魚が水田まで自然に上れるような魚道をつくり、魚にやさしい農業を実践している水田のことで

す。 

■魚のゆりかご水田米 

魚の遡上・産卵が確認できた魚のゆりかご水田で生産され、県の認証を受けた米のことをい

います。 

■滋賀県環境こだわり農業推進条例 

より安全で安心な農産物を消費者に供給するとともに、環境と調和のとれた農業生産を確保し、

滋賀県農業の健全な発展と琵琶湖等の環境保全に資することを目的として、平成15 年３月に制定

した条例です。 

県、農業者等、農業団体、農産物販売業者、消費者の責務や役割、環境こだわり農産物認証

制度などについて明記しています。 

■食育 

生きるうえでの基本であって、知育、徳育および体育の基礎となるべきもので、様々な経験を通

じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践できる人間を育てること

をいいます。 

■生物多様性 
あらゆる生物種の多さ、およびそれらによって成り立っている生態系※の豊かさやバランスが保た

れている状態、ならびに生物が過去から未来へと伝える遺伝子の多様さを含めた幅広い考え方で

す。 

※生態系：湖沼、河川、森林、都市等の一定の場所にすむ全生物とその環境のことをいいます。 

■世界農業遺産 

 世界農業遺産とは社会や環境に適応しながら何世代にもわたり発達し、形作られてきた

伝統的な農林水産業と、それに関わって育まれた文化、景観、生物多様性などが一体とな

った世界的に重要な農林水産業システムとして国連食糧農業機関（FAO）が認定する仕組

みです。 
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タ行 

■多面的機能 

国土の保全や、水源のかん養（地表の水が地下水へ供給されること）、自然環境の保全、良好

な景観の形成、文化の継承など農村で農業生産活動が行われることにより生じる、食料やその他

の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能のことをいいます。 

 

ナ行 

■農業水利施設 

 農作物の栽培に必要な水を効率的に利用するためのダムやため池、頭首工、揚排水機場、用

排水路等の施設をいいます。 

■農業生産工程管理（ＧＡＰ） 

 農業生産工程管理（GAP：Good Agricultural Practice）とは、農業生産活動を行うで必

要な関係法令等の内容に則して定められる点検項目に沿って、農業生産活動の各工程の正

確な実施、記録、点検および評価を行うことによる持続的な改善活動のことです。 

■農業排水対策 

主に、稲作の田植え時期において、水田から、多量の土の粒子や窒素・リンなどの肥料成分を

含む農業排水の流出を防止する対策をいいます。 

このような農業排水が河川や琵琶湖に流れ込むと、水質や景観が悪化するとともに、漁業にも影

響を与えます。このため、浅水代かきなど、農業排水の流出を防ぐ農作業の実践拡大や、排水を

用水として再利用する取組などを県内全域で行っています。 

■農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 

 平成 27年 4月 1日に施行された法律で、農業の有する多面的機能は、国民に多くの恵沢

をもたらすものであり、その発揮の促進を図る取組に対し、国、都道府県および市町村が

集中的かつ効果的に支援することを定めるものです。 

■農商工連携 

 農業者と商工業者の方々がお互いの「技術」や「ノウハウ」を持ち寄って、新しい商品やサービス

の開発・提供、販路の拡大などに取り組むものです。 

■農地・水・環境保全向上対策 

 平成 19～23 年度の５年間、国の施策として実施された対策で、農地や農業用水、農村の自然

環境を農家だけでなく、様々な人たちの参加によって守る「地域ぐるみの活動」と、これと一体とな

って行う「先進的な環境保全型の営農活動」の取組に対して支援をするものです。 

 本県では、次世代にも農村の豊かさを伝え、地域ぐるみの活動を継続していくことを目指して「世

代をつなぐ農村まるごと保全向上対策」と名付けられました。 

 交付要件に環境こだわり農産物認証を加えるなど、制度上も、本県独自の仕組みになっていま

す。 
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ハ行 

■琵琶湖の保全及び再生に関する法律 

平成 27 年 9 月 28 日に施行された法律で、琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針や実

施すべき施策に関する計画を策定し、その実施を推進する等の措置を講ずることで、国民

的資産である琵琶湖を健全で恵み豊かな湖として保全及び再生を図ることなどを目的とし

ています。 

第１７条では、「環境に配慮した農業の普及その他琵琶湖の環境と調和のとれた産業の振

興」が位置付けられています。 

 

マ行 

■みずかがみ 

滋賀県で育成された水稲の品種名です。高温に強く、暑い夏でも品質が低下しにくく、

程よい粘りと、まろやかな甘みが特徴で、冷めてもおいしく、お弁当やおにぎりにも最適

な品種です。 

 

 


