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は じ め に 

  

平成30年度は大変災害の多い年でした。 

茶の寒干害から始まり、7月･8月の異常高温、7月6～7日の西日本豪雨、9月の日照不足、

20号(8/23)、21号(9/4)、24号(9/30)と相次ぐ台風の襲来と、農業にも大きな影響がありま

した。 

台風21号ではハウスの倒壊等により全県で約32億円の被害があり、甲賀地域でもビニー

ルハウスや堆肥舎など64の施設に被害が発生しました。 

 

被災された皆様の速やかな復旧をお祈りいたしますとともに、被害調査や支援対策に係

る事務手続き等にご協力いただいた関係者の皆様に感謝申し上げます。 

 

私ども、農産普及課、とりわけ現場活動を主体とする普及指導員においても、こうした

災害に対し、天気予報等の情報をもとに事前対応の周知、被害発生状況確認、被害からの

復旧対策に奔走しました。 

この機に痛感したことは、基本技術の重要性です。 

 

私たちは『人づくり』『産地づくり』『地域づくり』を3本柱として平成28年度に策定し

た「普及指導基本計画(期間は平成28～32年度)」に基づき、各普及指導員が対象や方法、

目標を明示した年度別計画を作成し、その目標達成に向けて日々の活動を展開しています。 

 
この『人づくり』の中にある新規就農者、『産地づくり』や『地域づくり』の中にある

新規栽培者は基本技術の習得による収量・収益の安定が主目的です。また、先進農業者の
発展支援や集落営農の推進も基本技術の励行が前提にあることは言うまでもありません。 
今年は、私たち関係者がこうした根本を再認識する良い機会になったと感じています。 
 

この実績集は、平成30年度の活動について、その内容や成果を取りまとめたものです。 

当初の目標にほぼ達したもの、継続した取組で成果が期待できるもの、十分な結果では

なかったものの今後の足掛かりとなったものなど、その達成水準は一様ではありませんが、

普及指導活動の実状をお知りいただくことで、今後の地域振興の参考となれば幸いです。 

 

最後に、当課の活動にご協力いただきました農家や関係機関・団体の皆様に感謝申し上

げますとともに、これらの活動が、地域農業の基礎体力を高め、気象災害等の外的影響を

軽減し、安定的・持続的な農業農村の発展に少しでも貢献できることを期待いたします。 

 

 

                                                                    平成31年3月 

                                              甲賀農業農村振興事務所 農産普及課 

                                                        課長  山 本 孝 司 
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平成３０年度普及活動の概要 

平成 28年 3月、｢滋賀県農業・水産業基本計画｣と、「協同農業普及事業の運営に関する
指針」、「協同農業普及事業の実施についての考え方（ガイドライン）」の改正に基づき、
本県の普及事業の実施方針が策定されました。 
これらを受け、甲賀地域の現状や将来予測を踏まえた担い手の構造と生産状況の将来像

を描き「甲賀地域普及指導基本計画(平成 28～32年度)」を策定しました。 
本年度は、本計画の 3 年目として普及活動に取り組みました。重要課題については個別

計画（17計画、うち 7計画が新規）を作成し、個々の計画やプロジェクト活動の計画的な
推進と目標達成をめざし、普及活動を展開しました。 
 
１．｢担い手（農業者）育成に関する支援 ～人づくり～｣ 
 
（1）競争力のある担い手の育成  
 6 次産業化の推進を重点課題として取り組みました。事業計画の認定を受けた経営体に
対し、それぞれの課題に応じた支援活動を展開しました。新規計画の実施については、実
状を聞き取り、課題に応じた専門家である 6 次産業化プランナーと連携し、支援にあたり
ました。 
地域の先進農業者に高度で専門的な支援をする農業革新支援専門員の課題として、茶に

おける JGAP認証等を活用した販売促進の課題に取り組み、認証取得後の茶の販売促進に関
して支援を行いました。 
 
(2) 担い手を支える集落の仕組みづくり 
地域の平坦地および中山間地の担い手となる集落営農組織および担い手不在集落のリー

ダー育成に向け、課内プロジェクトにより取り組みました。 
県地域農業戦略指針を踏まえ次世代継承に課題を抱えている集落に対し、人材の育成・

確保に向けたリーダー研修会や先進地視察により、集落における話合いを誘導して地域農
業のあるべき姿を共有し、担い手の確保や育成さらには農地の保全など農村環境の維持に
向けた取組が具体化するよう支援しました。甲賀市水口町 U 集落ではワークショップが開
催され、集落のあるべき姿について合意が図られました。 
また、将来の集落農地の担い手となる、営農組織や大規模稲作経営がなかった甲賀市甲

南町 S 集落では、農地を守る仕組みづくりの検討、営農組織の設立、事業計画の策定支援
を行いました。本年度に営農組合が設立され、地域で農地を守る活動が始っています。 
 
(3) 新規就農者の確保・育成 
新規就農相談は 13 人・延べ 20 回行い、うち 1 名は農大就農科を目指され、1 名は次年

度就農を目指しておられます（H31.1月末）。 
また、就農 5 年目までの認定新規就農者等（青年等就農資金、農業次世代人材投資資金

〔旧青年就農給付金〕の活用者、農業大学校就農科修了生等）6名に対し経営研修（集合、
個別）、巡回指導、相談活動により技術経営指導を行いました。なかでも、就農 1 年目か
ら 4 年目までの 4 名を重点対象者として、技術面および経営面の濃密な指導を行い経営の
早期安定を図りました。 
 
２．｢産地の育成・強化に関する支援 ～産地づくり～｣ 
 
（1）麦・大豆・飼料作物の本作化 
 生産調整品目として取り組まれている麦大豆は、山間地等の湿田では反収が低く、収益
性が低いことから「飼料用米」生産が取り組まれています。しかし、様々な要因により反
収が低く収益が上がっていない状況にあり、平成 30年産から多収専用品種である「吟おう



み」の本格導入に向け収量確保のための技術支援を行いました。本年は出穂期以降の度重
なる台風襲来等で寡照となり、収量の確保には至りませんでしたが、適期内での移植、適
正な栽植密度・施肥などが実践されました。今後、より安定的な生産が出来るよう引き続
き支援していきます。 
 
(2) 水田を活用した多様な園芸産地の育成 
 野菜では、少量土壌培地耕イチゴ生産者を対象として、収量向上による経営安定を目指
し、適期定植に向けた適切な育苗管理および難防除病害虫の効果的な対策を支援しました。  
研修会の開催や現地巡回指導を通して、苗の早期確保による適期定植が実施された結果、

年内生育量が改善し、減収要因の 1つである炭疽病の発生を抑制することができました。  
また、難防除病害虫であるハダニについて、天敵農薬の導入希望の生産者に対し技術支

援しました。 
 

果樹では、直売所等から要望のある新たな品目（ブドウ、ナシ）の産地化を図るため、
新規栽培者の確保と育成を目指し、早期成園化軽労技術の導入、技術研修会の開催、先進
農家の果樹園視察、個別相談を実施しました。この結果、平成 30年度までの普及活動で、
ナシでは 9戸（2,680㎡）、ブドウでは 14戸（9,094㎡）が新たに栽培を開始されました。
また、生産振興を見据えて甲賀地域果樹推進協議会ナシ部会およびブドウ部会の運営を支
援しました。 

 

花きでは、本県の花き推進品目に位置付けられる「加工用中輪ギク」の生産拡大に向け、
重点的に技術支援を行うとともに、新規栽培者の掘り起こしに向け、見学会や情報提供を
行いました。この結果、新規栽培希望者を 2 名確保できました。さらに、JA・市場・実需
者と情報を共有し、密に連携することで安定的な出荷体制が確立できました。 
 
(3) 茶産地の再構築と需要に応じた茶づくり 

 実需者からの要望の強い有機栽培茶について、茶商業と茶生産者からなるコンソーシア
ムが組織されている地域もあり、輸出や新たな販路での販売が検討されています。しかし、
新たな有機栽培への取組であることから、有機 JAS に対応した病害虫防除に関する技術支
援を行いました。 
 
(4)耕畜連携による資源循環型農業の定着 
 家畜堆肥の地域内供給量を拡大するため、堆肥の品質向上のための取組や特殊肥料販売
届の作成等を支援するとともに、関係機関と連携し堆肥供給情報の耕種農家への提供を促
進しました。このような活動により畜産農家 5 戸において堆肥利用を拡大することができ
ました。 
 
３ ｢魅力ある農業・農村創出に関する支援 ～地域づくり～｣ 
 
（1）地域資源を活かした魅力ある農村の創出 
6 次産業化の推進を重点課題として取り組みました。事業計画の認定を受けた経営体に

対し、それぞれの課題に応じた支援活動を展開しました。新規計画の実施については、実
状を聞き取り、課題に応じた専門家である 6 次産業化プランナーと連携し、支援にあたり
ました。 

 
（2）集落ぐるみによる野生獣被害の軽減 
管内の獣害による農作物被害は、34集落、16ha、1,880万円(H29)です。このため、獣害

被害集落を対象に、集落単位での被害防止計画の作成や人材育成を支援し、住民主体によ
る獣害対策の取組を一層推進しました。 
本年度は、被害集落リーダーを対象に柵の保守管理に関する研修会を開催しました。ま



た、信楽町宮尻集落において獣害対策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ショウガ栽培に対する取組を支援しました。ま
た、集落獣害環境点検を 1集落で、被害集落での地域別研修会を１回、被害集落（20集落）
のリーダーに対して指導者研修会をそれぞれ１回開催しました。 
 
（3）農業排水対策に関する農業者等の取組への支援 
農業排水対策は、農業者個々が止水の徹底等を図ることで、発生源を軽減する必要があ

ります。また、｢世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策｣では、農業排水対策の取組が必
須要件であり、集落一体で農業排水対策を促進する必要があります。 
このため当課の情報紙による浅水代かきや止水等の啓発に加え、代かき・田植え時期に

啓発パトロールを延べ 17日間実施しました。特に坊谷川は農業排水対策重点指導河川とし
て農業排水調査や重点的な啓発巡回指導を行いました。 

 



１ 担い手（農業者）育成に関する支援 ～人づくり～ 

6次産業化の実践支援  

対象者 6次産業化総合計画認定経営体 

【普及活動のねらい】 

甲賀地域での 6次産業総合化事業計画認定経営体は、延べ 39経営体と県内の他地域より

多く、農業経営の多角化を模索する動きが活発化しています。 

各認定経営体では、様々な加工品等が商品化され積極的に販売されていますが、未だ着

手できていない経営体もあります。そこで、それぞれの経営体の計画達成、地域の活性化

を図るため、計画実現にむけて各種支援活動を展開しました。 

 

【普及活動の内容】 

認定経営体への聞き取りにより支援要望を把握し、意欲ある経営体の 6次産業総合化事

業計画の進捗状況等を確認した上で、計画に沿った具体的な取組案を提案することにより、

商品化の方法や商品形態の検討、販売先開拓などの支援をしました。 

 

【普及活動の成果】 

甲賀市水口町 Sファーム 

自家産そばの新商品の展開について検討をさ

れていましたが、自家加工については設備費等が

高額であるため、委託加工での商品化を検討され

ました。かりんとうやクッキー等の委託加工先を

検討されましたが、そばは食物アレルギーがある

ため、加工先の対応が難しく、見つけることが出

来ませんでした。 

そこで、近年消費者から注目を集めている「そ

ばのむき実」について情報を提供し、6次産業化

プランナー（商品化等の専門家）とともに商品化

内容等について検討をしました。 

6次産業化プランナーからは「ターゲットを決

め、食べるシーンを想定して商品化を」、「ターゲ

ットに試食を依頼し食べ方を聞く。」「販売先のバ

イヤーの意見を聞く」等の助言を頂き商品開発の

参考にしました。直売所担当者の意見では「そば

のむき実はお客さんから問合せを受けている。販

売には調理方法等の説明が必要。」等をいただき

ました。 

これらの助言を参考に商品の検討や、売場販売

ポップの作成等を支援し、販売が開始されていま

す。 

うわさのスーパーフード ソバ

しまだファームが生産した希少な国産（甲賀地域） ソバです。
農薬はどうしても必要な播種時の除草剤のみ使用し栽培しています。

テレビ番組でソビエトのバレリーナが体型維持のためソバを

積極的に食べていることが紹介され、話題となっています。

ソバは低ＧＩ食品(糖質の吸収されやすさの度合い）で、コメ

は84と高く、ソバは54と低い数値となっており、血糖値が急激

に上がることを防ぐと言われています。

また、レジスタントプロテインと呼ばれるたんぱく質が含まれ、

脂肪吸収抑制効果は一般的なたんぱく質の1.6倍あります。

簡単な食べ方

ソバと同分量の水で15分ほど炊き、小分けして冷凍しておけば色々な料理

に簡単に御使用いただけます。

ソバリゾット（一人前）
茹でたソバの実 150g

オリーブオイル 大さじ１

おろしにんにく 小さじ１（お好み）

牛乳 150cc

鶏がらスープの素 適量

塩こしょう 適量

卵（トッピング用） 1個

フライパンにオリーブオイルとにんにく、

茹でたソバの実、牛乳を入れ水分がなく

なるまで煮る（15分ほど）。スープの素、

塩コショウで味付けし、スクランブルエッ

グを上に乗せる。

直売所での販売風景 

（調理方法の説明書を設置） 

作成した販売ポップ 



１ 担い手（農業者）育成に関する支援 ～人づくり～ 

集落営農型法人の次世代継承を図るために 

対象者 甲賀地域集落営農法人連絡協議会 

【普及活動のねらい】 

平成 30年 3月末時点で、甲賀地域には集落営農法人が 39組織設立され、収益を意識し

た活動が実践され、生産活動の効率化が図られてきています。しかし、これらの集落営農

法人の多くで役員やオペレータのなり手について、不安視する声が拡がっています。 

そのため、集落営農法人で組織する甲賀地域集落営農法人連絡協議会（参画法人数 34

法人）を対象に、次世代継承を図るための手法の事例を研究するとともに、組織の次世代

をどのように確保するのかについて、地域診断の手法を用いて集落内の「あるべき姿」の

議論をモデル集落で実施しました。 

 

【普及活動の内容】 

1．全体研修会 

1）先進事例研修 

 滋賀県経営相談所派遣アドバイザーから、次世代継承の成功事例の具体例を交えて、

組織の次世代継承を進めるために何をしなければならないかについて講義を受けまし

た。 

2）先進事例調査 

 研修で事例紹介を受けた東近江市 G法人を訪問し、次世代継承にむけた取組の成功

ポイントについて意見交換をおこないました。 

3）次世代継承にかかる取組調査 

次世代継承をめぐる各集落営農法人の取組状況についてアンケート調査を行いまし

た。 

2．モデル集落における集落の「あるべき姿」の合意形成 

1）水口町 U集落 集落の働き方改革を進め、住み続けたい集落を作り上げました。 

2）甲南町 K集落 防犯、防災を通じた地域農地の管理の在り方を考えました。 

 

【普及活動の成果】 

先進事例研修や先進地視察の開催 

研修会や先進地視察の開催を通じ

て、組織の次世代継承を進めていく

ためには、若い世代や女性の力など

多様な人材が活躍できる場をつくる

必要があることが示されました。 

そのためには、法人経営の利益を

確保し、法人の収益力を地元に伝え

ること、集落の人材を世帯ごとにど

のような人が何人居住しているのか具体的に調査すること、地権者が農地の畦畔管理

を行う意識を継続させていくことが大切であることが理解されました。 

8月 4日 先進事例研修会 



  

集落営農法人の取組状況調査 

 管内の集落営農法人の取組と、将来的な人材確保や組織の継続見込みについてアン

ケートを行い、若者や女性の組織での活動の活発さを示したポイント数と、組織の経

営が生み出す付加価値額（法人の年間の活動で生み出された利益と、地代や地元に支

払った人件費、地代など地元に残ったお金）の関係をみたところ、若者や女性が活躍

している「多様な人材が関わる組織」ほど付加価値額が大きいことが分かりました。 

また組織が年間に生み出す付加価値額が大きい組織ほど、継続の見込みが高い傾向

が見られたことから、次世代継承を進めていくために若者や女性の活躍を高めること

の大切さを裏付けることができた。 

 

集落の「あるべき姿」についての合意形成 

具体的に若者や女性の活躍を集落で進めていくためにはどうしたらよいのか。集落

の若手や非農家を含めた住民が集まり、滋賀県立大学が提唱している地域診断と呼ば

れるワークショップ手法で、これからも住み続けたくなる集落の姿について話し合わ

れました。 

水口町 U 集落では、集落の働き方改革を進めて、世代を超えた行事や伝統のあるお

祭りに行事を集約し、役員の負担を軽減しつつ集落全体が楽しむことができ、住民が

そこに住み続けたくなる集落の「あるべき姿」が合意されました。 

この合意に向けて、自治活動の変革が行われる組織に対して、地域の農事組合法人

は農地の活用や、生産物の地域消費を提案し、多様な集落の住民が活躍する集落営農

活動につなげられないかを模索する計画です。 
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１ 担い手（農業者）育成に関する支援 ～人づくり～ 

茶新規就農者の茶生産の安定化による目標所得の確保 

対象者 甲賀市信楽町 S氏 

【普及活動のねらい・対象】 

S 氏は兵庫県出身で、甲賀市信楽町朝宮地域の農村風

景と伝統の朝宮茶生産に魅了され、平成 26年より宮尻地

区に定住された、いわゆる「I ターン農業者」です。こ

れまで、大規模農家の下で茶園管理作業のアルバイトを

しながら、同じような思いを持った青年を全国から募っ

て、茶農家への援農ボランティア組織である「茶助（サ

スケ）」を立ち上げるなどの活動を行ってこられました。平成 28年からは一念発起して 66a

の茶園を借受け、新規就農されました。 

就農に当たって課題となっていたのは、(1)病害虫の要防除水準の見極めなど細かな管理

技術の習得が不十分、(2)今年の春先に発生した寒干害で著しい被害を受けた茶園があるの

で、速やかに樹勢回復を図る必要があることの 2点でした。当課としては、これらの課題

解決のため、現地指導などを通じて支援しました。 

 

【普及活動の内容】 

病害虫防除については、防除適期の直前に茶園の状

況を確認し、防除の要否を判断できるよう指導しまし

た。また、寒干害からの樹勢回復については、まず 5

か所の茶園を巡回し、被害程度を把握し、被害が著し

い 3か所の茶園は一番茶摘採後すぐに深刈り更新処理

を実施するよう指導しました。残りの 2か所の茶園の

被害は比較的軽微であったため、地域の慣行的な方法

で茶園管理し、収益確保のため二番茶でてん茶を生産

し、摘採後速やかに浅刈りを実施するよう指導しまし

た。 

 

【普及活動の成果】 

指導の結果、病害虫の目立った被害はみられず、

適切な病害虫管理ができました。また、寒干害につ

いては、一番茶後に深刈りを実施した茶園では順調

に樹勢が回復し、地域の慣行茶園に比べて秋番茶の

収量が 5倍程度摘採できるなど、収益面でもメリッ

トが出ました。さらに、滋賀県荒茶品評会せん茶の

部で、1等 2席近畿農政局長賞を受賞できたことも、

「いい茶を今後も作っていこう」という意欲を大い

に高めました。当課としては、就農計画に沿った面

積拡大を含め、Ｉターン農業者による新規就農のよきモデルとなるよう支援していきます。 

著しい寒干害の茶園(4月 13日) 

秋番茶摘採時の芽の状況（10月 15日） 

左：一番茶後深刈りした茶園 

右：慣行茶園 

慣行園 深刈園 

  茶園の生育状況（8月 21日） 

左：一番茶後深刈りした茶園 

右：慣行茶園 

慣行園 深刈園 



１ 担い手（農業者）育成に関する支援 ～人づくり～ 

キュウリ＋トマト経営の早期安定による目標所得の確保  

対象者 甲賀市水口町 N氏 

【普及活動のねらい】 

 N 氏は、平成 29 年に農業大学校就農科を修了し、父の水稲経営とは別に施設果菜類を

核とした野菜部門で経営開始されました。昨年は、抑制キュウリから栽培を開始されたこ

とから、今年始められるトマトの半促成栽培は、農業大学校卒業後初めて取り組む栽培で

あり、昨年に引き続き生産の安定に向けた技術指導を行いました。 

 

【普及活動の内容】 

半促成トマトの栽培管理技術の習得指導 

生育期ならびに収穫期以降の適正な培養管理について、特に摘芯以降については排液濃

度測定による培養液濃度調整や 5月以降の裂果防止のための適切な遮光管理について指導

しました。 

抑制キュウリの栽培管理技術の改善指導 

2 作目であることから、昨年の反省点である病害

虫の早期防除について、予防的防除を中心に発生の

抑制に向け指導しました。また、昨年は 9月頃給液

量の調整不足から収穫量が低下したことを踏まえ、

排液量を確認した適正な給液管理について、合わせ

て草勢をふまえ新葉に日が当たるよう整枝剪定の適

期実践について指導しました。             

トマトによる庭先販売の実践支援 

当初より直売は計画されていたものの、今作のトマト市場価格が低く市場出荷を主にす

ると目標の利益が望めないこと、近隣が住宅地域で地元からの強い要望もあって直売に向

けた完熟栽培での販売方法へ変更し利益の確保を図りました。 

スイートコーンの収量向上と播種計画の改善による収穫期間の延長 

昨年、直売で人気があったことから、品種選定と播種間隔の延長により需要に応じた販

売量が確保できるよう適正な栽培面積について支援しました。また、中型獣による被害対

策の実施を行い、被害の軽減について指導しました。 

 

【普及活動の成果】 

半促成トマトについては、適正な培養管理と裂果防止対策が行われた結果、10a あたり

7,000㎏の目標に対し、9,788㎏が収穫出来ました。また、抑制キュウリについては、前作

の反省点を踏まえた適切な病害虫の早期防除、給液量管理、適期の整枝剪定により、10a

あたり 7,500㎏の目標に対し、10,831㎏が収穫出来ました。直売については、スイートコ

ーンほ場に獣害防護対策を講じたことから被害が軽減され、トマトと合わせて販売日には

多くのお客さんで盛況となりました。2年目の売上げ目標 622万円は達成される予定です。 

今後は、今年度の反省点を踏まえ、青年等就農計画の目標達成に向け指導を継続します。 

キュウリの抑制栽培圃場 



１ 担い手（農業者）育成に関する支援 ～人づくり～ 

施設野菜+露地野菜経営の早期経営安定による売上高確保 

対象者 甲賀市水口町 H氏 

【普及活動のねらい】 

 H 氏は、新規就農を目指し平成 29 年度に農業大学校就農科で野菜の栽培と経営につい

て学ばれました。就農科修了後平成 30年度から甲南町にある農地を借受け、施設野菜（少

量土壌培地耕による半促成トマト＋抑制キュウリ栽培＋軟弱野菜周年）と露地野菜（白葱、

秋冬キャベツ）の複合経営を開始されました。H 氏は、農業大学校で栽培品目について学

ばれたものの、今年初めての栽培であったことから目標の収量を確保し、安定した経営と

スムーズな就農へ向け支援を行いました。 

【普及活動の内容】 

無加温半促成トマトの栽培管理技術の習得指導 

適期に摘芯を行うなど各生育のステージにあわせた栽培

技術と養液濃度管理について指導しました。また、発生し

た病害虫に対し自らが判断し適正な農薬が選定できるよう

指導しました。 

無加温抑制キュウリの栽培管理技術の習得指導 

各生育のステージにあわせた栽培技術と養液濃度管理お

よび整枝剪定管理について支援しました。また、10月中旬

からの保温開始や 11 月中旬以降の日中蒸し込み管理など

基本的な作業の適期実施や発生した病害虫に対し自らが判

断し適正な農薬が選定できるよう指導しました。                 

施設軟弱野菜の栽培管理の実践              

青ネギの育苗管理技術の習得やホウレンソウの品種選定

について指導しました。 

露地野菜の栽培管理の実践 

 施設との複合栽培品目として、白葱や秋冬キャベツを選定し、それぞれの栽培について

指導しました。 

【普及活動の成果】 

無加温半促成トマトについては、適期の摘芯と各生育ステージにあった養液濃度等の栽

培管理により、10aあたり 3,000㎏の目標に対し、3,951㎏が収穫出来ました。 

また、無加温抑制キュウリについては、各生育のステージにあった基本的な作業の適期

実施や養液濃度等の栽培管理により結果、10aあたり 4,500㎏の目標に対し、9,582㎏が収

穫出来ました。施設軟弱野菜については、現在青ネギの育苗管理が行われており、今後は

苗が仕上がり次第定植を予定されています。 

冬季の収益を確保するため、栽培された白葱と秋冬野菜は、台風の影響により収量の減

少が見込まれるものの、施設栽培（果菜類）における初年目の売上げは、131 万円と目標

を達成された。 

今後は、今年度の反省点を踏まえ、安定した経営に向け指導を継続します。 

トマトの栽培圃場 



１ 担い手（農業者）育成に関する支援 ～人づくり～ 

地域特性に合った作付体系構築による経営安定  

対象者 新規就農者 T氏（甲賀市信楽町牧） 

【普及活動のねらい】 

T氏は、平成 27年に露地野菜を主体とした水稲との複合経営を開始されました。冬期（9

～4 月）はキャベツを中心に栽培されていますが、厳寒地のため凍霜害が発生し、目標収

量が達成できないことが多くありました。そこで、キャベツよりも凍霜害に強い白ネギの

導入と、凍霜害を回避できるキャベツの品種・作型検討を行うことにより、地域に合った

作付体系構築による経営安定に向け支援しました。 

【普及活動の内容】 

白ネギの栽培管理技術の習得指導 

初めての栽培である白ネギが円滑に経営に導入できるよ

う指導しました。播種、育苗、定植、中耕・除草、収穫・

調整などの白ネギ栽培のポイントとなる作業について、T

氏自身が理解し確実に実施できるよう、現地での指導や集

合研修会への参加を誘導しました。 

秋冬キャベツの凍霜害回避に向けた品種の検討 

これまで栽培されていた秋冬キャベツの品種では、凍霜

害の被害が大きく出荷できないことがあったため、同じ作型で同等以上の品質で収穫でき

る品種の導入を検討しました。種苗メーカー等への聞き取りにより有望と見込まれる 3品

種について、比較試験を実施しました。 

春どりキャベツ導入に向けた実証ほの設置 

春どり（4～6月）キャベツは、凍霜害を受けにくいと考えられ、T氏の経営において収

穫労力も確保できます。しかし、降雪は少ない一方、冷え込みが厳しいという信楽町特有

の条件下と同地域での事例がほとんどなかったため、秋播き品種 7品種・春播き品種 2品

種の実証ほを設置しました。 

【普及活動の成果】 

白ネギの栽培については、適期に作業が確実に実施で

き、雑草の繁茂や病害虫の発生もなく収穫作業に入るこ

とができました。特に今年はキャベツが安値で推移して

いるため、「白ネギを導入して、経営リスク分散ができた。」

と T氏は白ネギ導入に手ごたえを感じておられました。 

また、秋冬キャベツは現在収量調査中ですが、現在の

ところ 3品種で慣行品種と同等以上の品質が確保できて

います。春どりキャベツも、秋播き品種は順調に播種・

定植ができました。 

今後は、白ネギ栽培の収量および経営評価を確認するとともに、秋冬キャベツ・4～6月

どりキャベツの実証ほの収量調査を行う予定です。白ネギとキャベツを組み合わせた地域

特性に合った作付体系構築による経営安定に向け支援を行っていきます。 

秋冬キャベツの品種検討 

白ネギに手応え（T氏） 



２ 産地の育成・強化に関する支援 ～産地づくり～ 

飼料用米の収益向上のための栽培体系の確立 

対象者 飼料用米生産者群 

【普及活動のねらい】 

甲賀地域では「生産目標」に基づいた「主食用米」を栽培した上で、生産調整の主力と

して麦・大豆栽培を推進しています。しかしながら、中山間地域の湿田ほ場では麦・大豆

の反収が低く、収益性が劣るなどの理由から年々栽培面積が減少する一方で水田の活用と

して「飼料用米」の栽培が増加しています。 

現在、甲賀地域での「飼料用米」は、直近では約 148ha栽培されており、内訳として、

区分管理方式によるものが約 27ha、一括管理方式によるものが約 121ha取り組まれていま

す。特に、主食用米とは異なる方法で栽培できる区分管理方式での栽培であっても、地域

の標準的な収量を満たせていない状況で、収量の向上に向けた取組が求められています。 

 

【普及活動の内容】 

平成 30年産から、これまでの品種と比べ収量

性が高いと認められた多収専用品種として「吟

おうみ」が新たに導入されました。 

このようなことから JA こうかと連携し栽培

前の研修会を開催し、「吟おうみ」の栽培特性や、

移植時期の早期化、栽植密度の向上について助

言しました。 

本年は、モデル生産者を設け、生育調査ほを設置し、生育調査結果をもとに施肥や雑草

対策など収量向上に向け支援し、さらに、個々の生産者には、育苗、移植作業、施肥（穂

肥・実肥）および刈取時期に関して巡回指導および広報紙の配布をとおして支援しました。 

 

【普及活動の成果】 

各生産者では、概ね 5月末までに田植作業が

実施され、栽植密度も坪当たり 50株以上で移植

されるなど、収量の向上に向けた栽培が実践さ

れました。 

しかしながら、夏期の異常高温や度重なる台

風および登熟期の日照不足の影響などにより、

飼料用米においても減収傾向で、標準的な収量

を確保する生産者は前年を下回りました。気象

要因の他、収量の向上を阻害した要因として雑

草対策の不足やため池灌漑地域での水不足など

も影響しており、次年度へ課題が残りました。 

甲賀地域に多い中山間地域では、特に条件不利の農地においては荒廃する水田が増加す

る傾向であることから、今後ともその抑制をはかる取組としても「飼料用米」の活用と収

量の向上を推進します。 

研修会の開催 

飼料用米の収穫作業 



２ 産地の育成・強化に関する支援 ～産地づくり～ 

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 

対象者 少量土壌培地耕イチゴ生産者 

【普及活動のねらい】 

甲賀地域では、9経営体、7,800㎡の少量土壌培地耕によるイチゴ栽培があり、直売所で

の販売、観光いちご園に取り組むなどの誘客型産地を形成しています。 

しかし、産地全体として収量が伸び悩んでいることが課題となっています。その主な原

因は、（1）定植時期や温度管理等の基本技術の実践が不十分で年内生育量が確保できてい

ないこと、（2）一部の農家では炭疽病や萎黄病、ハダニ等の難防除病害虫の発生によるも

のと考えられます。 

そこで、当課では産地全体の収量向上を目指して、年内生育量の確保と難防除病害虫に

対する新しい防除方法の周知と適切な防除の実施指導に取り組みました。 

【普及活動の内容】 

研修会の開催 

 栽培のポイントとなる育苗期や定植時期等に全 3

回の集合研修を開催し、基本栽培技術の理解と実施

を促しました。 

現地巡回指導・重点農家個別指導の実施 

定期的に各生産者を巡回し、研修会での指導内容

が実施されているか、栽培管理の進捗等を確認し、 

栽培管理が適期に確実に実践されるよう指導しました。また、炭疽病や萎黄病が継続して

発生した農家は重点農家として個別指導しました。 

天敵農薬の導入支援 

 ダニに対する新しい防除方法である天敵農薬について、昨年度の展示ほの成果を周知し、

導入を決めた農家に対しては、天敵農薬の効果が十分に確保されるよう支援しました。 

【普及活動の成果】 

 育苗管理が改善され定植苗が早期に確保できたことから、全ての農家で適期の定植がで

きました。このことにより。目標の年内生育量草丈 28 ㎝が達成できた農家が 7 経営体に

増加しました。 

難防除病害虫対策については、研修会や現地巡回指導により発生初期の適切な防除が実

施され、育苗期のハダニ被害が全農家で抑制できました。炭疽病・萎黄病についても、本 

ぽでの発生が抑制できました。 

天敵農薬を導入した農家では、適切な使用によ

り効果が十分に確保され、慣行防除よりも農薬散

布回数が削減でき、ハダニ被害も減少しました。 

当課では、今後も収量向上を目指して技術指導

を行い、産地全体として収量が向上し、各農家の

経営が安定するよう支援していく予定です。 

収穫期前栽培管理の進捗確認 

難防除病害虫対策研修会 



２ 産地の育成・強化に関する支援 ～産地づくり～ 

なし と ぶどうの産地化を目指した 

新規栽培者の確保育成および栽培面積の拡大 

対象者 果樹栽培候補者および新規果樹栽培者 

【普及活動のねらい】 

甲賀地域では、農協の直売所等で消費者から果樹の販売を求める声が多く寄せられてお

り、新たな果樹の産地化が求められていました。当課では平成28年度から3か年に渡って、

関係機関と連携しながら、なしとぶどうの産地化を目指して普及活動を進めてきました。  

昨年度までの活動で、なしで 8 戸 24a、ぶどうで 11 戸 44a の新たな栽培者が確保でき、

それぞれで技術研鑽と経験交流を目的とする部会が結成されています。そこで今年度は、

部会活動の定着、新規栽培者の技術習得と更なる栽培者の発掘を目指して活動しました。 
 

【普及活動の内容】 

部会活動の定着指導 

栽培防除暦、結実管理、収穫適期判断など部

会として技術統一すべき事項について、部会員

の果樹園を会場に実技指導を中心とした研修会

を開催しました。 

なし部会では、摘らい、摘果、側枝の誘引、

カラーチャートを用いた収穫適期判断、せん定

などをテーマに年間 6回開催しました。 

ぶどう部会では、芽カキと結果枝の誘引、シ

ャインマスカットに対する肥大促進技術、ジベ

レリン処理と房づくり、カラーチャートを用い

たシャインマスカットの収穫適期判断、せん定などをテーマに年間 6回開催しました。 

 

新規栽培者に対する技術習得指導 

なしでは、大苗育苗を行う 1年目の農家に対

してはジベレリンペーストの塗布と芽カキにつ

いて、側枝養成を行う 2年目の農家に対しては

芽カキと花芽誘導のための誘引について重点的

に指導を行いました。初収穫を迎える 3年目の

農家に対しては、春先の高温により開花が早ま

ることを想定した作業の前倒しと遅霜の対策、

品種ごとの目標果実数に絞り込む摘らい・摘花・摘果、収穫適期判断、農協担当者をまじ

えた直売所での販売方法など結実管理から販売に至るまで巡回し個別に指導を行いました。 

ぶどうでは、初収穫を迎える 2年目の農家に対して、ジベレリン処理適期の見極め方、

房づくりと摘粒、袋かけの方法、カラーチャートによる収穫適期判断について個別に実技

指導を行いました。また、一部のほ場でアライグマによる獣害が発生したため電気柵によ

る被害防止対策を指導し、被害の拡大を防ぎました。 

シャインマスカットに対する 

肥大促進技術の指導 

なし収穫適期判断の指導 



  

新規栽培者の確保 

新規栽培者確保のため、早期成園化省労力栽培技術や低コスト果樹棚を紹介する研修会

を、関係機関連携のもと、農業センター主催で 3回開催しました。研修会は、部会員の果

樹園で開催し、栽培開始の呼びかけについても協力頂きました。 

また、新たに栽培を開始する農業者に対して

は、予定ほ場の排水性の確認、低コスト棚の設

計と施工指導、品種の選択と苗木の植付け指導

まで個別に指導を行いました。 

 

 

【普及活動の成果】 

 部会活動については、栽培の節目で新規栽培者同士が交流する場にもなり、技術向上は

もとより会員相互の仲間意識を醸成することができました。特に、ぶどう部会では栽培者

同士が自主的な LINEグループを構成し、その後も情報交換が活発に行われています。栽培

技術の習得では、ぶどう、なしともに収穫が開始され直売所での販売が開始されました。

次年度以降は、さらに収穫量も

増えますので販売面での体制強

化が必要です。 

3 年間で新規栽培者は、なし

では 9 戸・27a、ぶどうでは 14

戸・91aとなりました。 

産地づくりは始まったばかり

です。今後は、安定した販売を

実現するために、品質収量を保

つための出荷規格の制定と、そ

のための技術統一、市場出荷と

農協等の直売所での販売など複

数の安定した販売先が確保でき

る産地に向けた指導を引き続き

行います。 

 ぶどう低コスト棚の紹介 ぶどう低コスト棚の施工指導 

農協直売所でのぶどう・なしの販売 



２ 産地の育成・強化に関する支援 ～産地づくり～ 

現地での研修会 

加工用中輪ギクの生産拡大 

対象者 JAこうか花卉部会員 

【普及活動のねらい】 

 県では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」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。「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。作付推進の結果、平成 29年度に 2戸でスタートし

た甲賀地域での生産者は、平成 30年度には 6戸に拡大しました。 

一方、拡大に伴い、技術の理解度や習熟度合いに生産者間の差が生じ易くなり、特に矮

化処理や収穫時期等のタイミングを誤れば、商品価値が著しく低下し、共販での価格維持

が困難となってしまいます。適期での管理作業や収穫を逃さないよう JAこうか花卉部会事

務局と連携し、一貫した支援を行いました。また、さらなる生産拡大に向け、JAこうか花

卉部会員を中心に、栽培開始を働きかけました。 

 

【普及活動の内容】 

技術支援では、「座学や現地での研修会⇒ポ

イント毎の栽培情報の発信⇒現地巡回による

フォロー」という JAと連携した一連の栽培指

導により、各生産者の技術習得を支援しまし

た。 

併せて、「加工用中輪ギク」栽培の技術改善

や品質向上へつなげることを目的に、花き卸

売市場を視察して、市場担当者と出荷した切

り花の加工適性評価について意見交換を行い

ました。 

また、新規生産者を掘り起こすために、興味

をもたれた方々、集落営農組織・法人等に対し中輪ギク栽培の状況を情報提供したほか、

ほ場見学会を開催しました。 

さらに、花卉部会員等への個別訪問を実施し、活用できる補助事業や導入試算等の検討

材料を提示するなど働きかけを強めました。 

 

【普及活動の成果】 

出荷された切り花に対する評価は高く、特に「需要期の集中出荷、適度な花首の長さと

ボリューム、適切な切り前」について非常に高く評価されました。これは、消灯時期や矮

化処理、収穫時期など、それぞれのタイミングの見極めが、生産者ごとに適切に実践され

た結果であり、技術の理解度や習熟度合いに差がなかったことの裏付けです。 

一方、新規栽培者の掘り起こしでは、2戸の新規栽培者が確保でき、平成 31年度には栽

培者数が 6戸から 8戸へ拡大します。 

市場評価は高いものの、出荷要請量には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。 



２ 産地の育成・強化に関する支援 ～産地づくり～ 

天敵相の発達した様子（７月） 

（クモが多数生息） 

病害虫対策の実施による有機栽培茶の収量向上 

対象者 土山町 N氏 

【普及活動のねらい】 

 土山町では、近年需要が高まっている

有機栽培茶の生産者が増えており、その

生産者と茶商業者からなるコンソーシア

ムが輸出拡大や販売に向けた取組を進め

ています。そのコンソーシアムの参画者

の 1人である N氏は、茶の有機栽培を約

10a 取り組んでいますが、有機栽培にお

ける防除経験がほとんどありませんでし

た。そのため、防除対策が実施できておらず、主要害虫（ハマキムシ類、カイガラムシ類、

ダニ類、アザミウマ類、）による被害が非常に多く、十分な収量を得られていないことが課

題となっていました。当課は、この課題解決のため、現地指導により支援しました。 

 

【普及活動の内容】 

 有機 JASの認証基準でも使用可能な資材を用いた

防除体系を計画し提案しました。そして、問題とな

っていた主要病害虫（ハマキムシ類など）の発生調

査を時期ごとに行っていくとともに、天敵相の発達

に伴う防除の要否の判断方法ならびに病害虫防除の

適期適正指導として、防除適期の判断方法の指導

を行いました。 

 

 

【普及活動の成果】 

 指導の結果、前年度問題となっていた病害虫による

被害は少なくなり、次年度の一番茶の母枝となる秋芽

の生育期の被害が前年度よりも抑えられるという結果

になりました。有機栽培で重要となる天敵相の発達も

見られ、今後も安定的に一番茶の収量を確保していく

うえで大きな一歩として、N 氏は有機 JAS における除

技術を習得された様子でした。 

 当課は、今後も新たな取組となる有機栽培茶の生

産に向けた技術習得を支援していきます。 

N氏の有機栽培茶園 

フェロモントラップの設置による 

主要害虫の防除適期把握 



３ 魅力ある農業・農村創出に関する支援 ～地域づくり～ 

 

指導農業士会 秋津野ガルテンで“地域づくり”事例を視察 

             対象者 滋賀県指導農業士会 甲賀支部会員 

【活動のねらい】 

滋賀県指導農業士会甲賀支部は、地域農業をリードする茶、稲作、園芸を営む 20名の農

業者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、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、今年度は地域づくりの先進地事例視察を実施しました。 
 

【視察先の概要】 

 和歌山県田辺市の秋津野地

域は、みかんと梅の産地であ

りながら混住化が進む地域で

す。平成の初めごろから、自

然環境、住環境、交通の利便

性の良さから隣接する町村や

田辺市街地から人口の流入が

進み、農地の宅地化が急激に進む中で新旧住民間のトラブルが起こりだしました。果樹栽

培にとって重要な作業である、農薬散布や堆肥散布は勿論のこと受粉用ミツバチの放飼に

も苦情が寄せられ、営農の継続が危惧される事態にまでなりました。 

そこで平成 6年に、「農業が衰退すれば、地域も衰退する」という危機感のもと、農業関

係組織や自治会組織が幅広く合意形成を図り地域づくりを行う「秋津野塾」を創設し、地

域の将来ビジョンを話し合う活動を進めてこられました。この結果、平成 11年には、農家

だけでなく非農家も含めた出資で直売所を建設。平成 16年には、みかんジュースの加工事

業を開始。平成 21年は、食育教育、農家レストラン、田舎暮らし支援など地域の雇用を創

出し農業理解を深める場でもある、「農業法人（株）秋津野ガルテン」の運営を開始されま

した。「秋津野ガルテン」には、地域住民を含め約 500名が出資しており、農業を核にした

ソーシャルビジネスとして発展を続けておられます。 

 

【視察の成果】 

今回の事例の成功要因は、地域の活性化を

目指して地道な合意形成を積み重ねてきた

ことが最も大きいと思われます。 

甲賀地域も、混住化が進んだ地域があり同

様の悩みを抱える農業者も多数おられます。 

参加者からは、農業理解を促進する活動と

地域づくりを進めながら、農業を核にしたビ

ジネスを展開するリーダーの姿に感銘を受

け、今後の経営展開の参考にしたいとの感想

が出されました。 

地域のリーダーから経過と苦労話をうかがう  

木造校舎を活用した 

「秋津野ガルテン」全景 



３ 魅力ある農業・農村創出に関する支援 ～地域づくり～ 

 

簡易防護柵「楽落
らくらく

くん」による中型獣被害対策の実証展示 

  

対象者 園芸品目栽培農家 

【普及活動のねらい】 

甲賀管内では、直売所向けの野菜や「ぶどう」や「なし」などが盛んに栽培されてお

り、アライグマ等の中型獣による被害が頻繁に発生しています。このため、これまでは

電気柵による被害対策を実施してきましたが、アライグマに対しては電気線の高さを地

上から 10cmの低い位置に設置する必要があることから、漏電防止のための雑草管理が課

題となっていました。そこで、柵管理の省力化をねらいとして、新たに開発された侵入防

止柵「楽
らく

落
らく

くん」の普及を進めるため実証展示を行いました。 

 

【普及活動の内容】 

 水口町山地のスイートコーンほ場（14a）において「楽落くん」を設置しました。 

この柵は、アライグマなどが乗り越えようとする絶妙の高さ（33cm）のネットと電気

線を組み合わせた柵で、一般的な電気柵より電線の位置が高いことから除草管理の省力

化が図れます。今回の事例では、スイートコーンの収穫時期である約１か月間まったく

被害を受けず収穫することができました。 

 また、他地区で「ぶどう」ほ場に被害が発生したため急きょ設置したところ、設置直後

から被害が止まったことから他の品目でも有効であることが検証できました。 

 

【普及活動の成果】 

今回の実証展示において、これまでの電気柵に比べ設置が非常に簡単で、維持管理の省

力化が図られ、侵入防止効果も高いことが実証できました。今後は、担当農家とともに効

果確認を行いながら、広く地域に普及していきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当農家に設置方法を指導 

33cm 

5cm 

※アライグマは、33cmなら上を越えようとし、5cm空けて張ってある電線に興味を

示す。その際鼻先でつつく探査行動をとるため必ず電線に触れ撃退できる。 

33cmのネットと電気線を組合せた柵 



気象災害対応の記録 

平成30年度は、茶の寒干害から始まり、7月･8月の異常高温、7月6～7日の西日本豪雨、9

月の日照不足、20号(8/23)、21号(9/4)、24号(9/30)、25号(10/6)と相次ぐ台風の上陸や接

近がありました。また、平年より12日早い梅雨明けと、その後の異常高温と干ばつによる

大豆作などへの影響や、秋の寡日照と長雨による秋冬野菜作への影響もあり農業施設や農

産物に対して、甚大な被害や影響を及ぼしました。 

当課では、台風が滋賀県に接近、通過する恐れが生じた時点や梅雨明け後の高温干ばつ

時に想定される被害と対策について、緊急の有線放送により広報しました。また、各専門

分野ごとの活動内容は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【茶】 

 寒干害に対応するため、被害による減収状況と事後対策について指導資料（P23～24 参

照）を作成し各農家に配布しました。また、信楽町の著しい寒干害を受けた茶園において

の「一番茶後の深刈り」の実証ほを設置し、樹勢回復技術を展示しました。 

 

【野菜】 

「忍葱」では、7月の西日本豪雨や台風 20・

25号の対策（管理方法等）について各生産者へ

情報の発信をしました（7/6,8/23,10/4）。特に、

通過後に大雨警報が発令されるなどの降雨があ

ったことから、天候回復後の防除や圃場の排水

対策と病害防除の重要性について情報提供しま

した。 

特に、太葱では品目の特性から、「べと病」「軟腐病」「疫病」「白絹病」対策にかかる防

「忍葱」研修会（8月 31日） 

最低気温(℃)　（極端に低かった日のみ）
月/日 1/12 1/13 1/28 2/6 2/7 2/8 2/9 2/14

土山 -5.9 -6.3 -6.4 -5.0 -5.0 -5.5 -6.2 -5.2

信楽 -6.9 -9.5 -8.0 -7.7 -7.5 -8.7 -9.4 -7.6

月/日
土山 信楽 蒲生

171.5 184.0 174.0

土山 信楽 蒲生 土山 信楽 蒲生

台風20号 8/23～24 115.5 103.0 45.5 31.1※ 20.6 32.2☆

台風21号 9/4～5 85.0 68.0 47.0 33.2☆ 33☆ 31.7★

台風24号 9/29～30 149.0 79.5 70.0 31.2★ 19.8 28.6＊

台風25号 10/5～7 20.5 25.0 24.0 16.5 11.7 13.6

降水量は降り始めからの合計、
最大瞬間風速は、☆が観測史上第1位、★が第2位、※が第3位、＊が第4位

災害を及ぼした気象のデータ

台風名

茶の寒干害

西日本豪雨

降水量(mm)

降水量(mm) 最大瞬間風速(m/s)
接近日

7/5～7



  

除の実施について注意喚起しました。 

8月 31日には「忍葱」の栽培研修会を農協と連携し開催しました。現地ほ場で生産者と

栽培状況を見ながら台風対策等の管理について説明しました。 

「キャベツ」については、台風 21・24・25 号の対策を各生産者へ情報発信（P25 参照）

しました。定植まもなくの大雨を伴う台風であったことから、肥料の流亡対策や中耕等の

作業を指導しました。また、9・10 月は台風通過時以外も長雨等不安定な天候であったた

め「べと病」「軟腐病」等の防除を速やかに実施するよう指導しました。 

 

【花】 

 小ギクでは、台風通過前に、倒伏防止対

策として支柱の補強やフラワーネットの位

置について、また、排水対策として溝（明

渠）や尻水戸の点検・補修について指導し

ました。台風通過後には、殺菌剤の散布、

ほ場への浸水があれば排水対策の実施、さ

らに、万一倒伏した場合には直ちに小ギク

を引き起こしてネットへ入れ直すことを指

導しました。 

 

【果樹】 

「なし」では、台風通過前にハウスや棚に防風ネットをしっかり固定することや、落果

による被害を軽減するために収穫を早めることを指導しました。幸い、低樹高栽培では風

による果実の揺さぶりも少なく落果による大きな被害は発生しませんでした。また、防風

ネットについても、しっかり固定した果樹園では被害はありませんでした。台風通過後に

は、殺菌剤の散布を指導しました。 

「ぶどう」では、風で葉が損傷を受けた果樹園が多くあったことから芽の充実具合を今

後も注視する必要があります。低コスト果樹棚については、15mm目合いの防鳥ネットを張

っていたことから被害は無く、強風に耐えることができました。また、台風通過後には、

殺菌剤の散布を指導しました。 

「いちじく」では、台風通過前に簡易雨除け施設のビニールを除去するように指導しま

した。また、今年は 9月に降雨日が多く、簡易

雨除け施設を導入していない園では疫病の発生

により平年の 3 割～4 割程度の収穫量となりま

した。一方、簡易雨除け施設を導入した園では、

平年とほぼ変わらない収穫量が得られ、簡易雨

除け施設の効果が証明できました。疫病が発生

した園では、落葉と病果の園外への持ち出し処

分を徹底することや治療剤散布を指導しました。

また、次年度の栽培では菌密度が高いことを前

提に予防剤の散布を指導する予定です。 

台風通過後のなし被害状況の確認 

および防除指導（8月 25日） 

矢じり型ゴムバンドでフラワーネット

のずり下がりを防止し、倒伏を防ぐ 



 

 

指導資料 

 
平成 30年冬期における茶寒干害の 
聞き取り調査結果と事後対策について 

 

平成 30年 5月から 6月に甲賀市土山町、同信楽町の茶業協会員で直接面接できた茶農家

から寒干害の被害状況や事後対策等を聞き取り、取りまとめました。 

 

１．一番茶減産量は個人差があり、概ね前年並み～1割程度の減であったが、一部、被害の

大きい方で 5割減や 4割減との回答がありました。 

聞き取り結果を平均すると土山町では 5.2%、信楽町では 15.0%、両協会ではおおよそ

8.6％の減産となりました。 

表１．寒干害の状況 

 甲賀市土山町 甲賀市信楽町 地域平均 

平均一番茶減産 ５．２％ １５．０％ ８．６％ 

＊一番茶減産は経営全体の減産率をお聞きし、各自の栽培面積により地域平均を算出しま

した。 

 

２．被害要因について聞き取ったところ、低温や乾燥は勿論であるが、老朽茶園で樹勢が

衰えたところでの被害が大きいとの声が多く聞かれ、その他にも二番茶生育時の長期被覆、

二番茶後の深刈り実施等も要因ではないかとの声が聞かれました。 

 

被害要因 

 １）気象条件 

   甲賀市信楽町で 2/9 に最低気温が－9.4℃を記録するなど厳しい冷え込みと共に 2/11

以降は月末まで無降水で干ばつの状態が続いていました。 

図 1 2018年１～３月のアメダスの気象（信楽町牧町：左から最低気温、降水量） 

 



 

 

指導資料 

 

２）栽培条件 

   老朽茶園や根系が浅い所、風当たりの強い茶園等気象条件が厳しく樹勢の弱い茶園、

二番茶での長期被覆、二番茶後の深刈り処理、クワシロカイガラムシの発生が樹勢低

下を招いていること等が、被害の助長に繋がっていると考えられました。 

 

３．事後対策を聞き取ったころ、中切り更新 9ｈａ、深刈り更新 8ｈａで実施済みおよび実

施予定とのことでした。 

表２．事後対策実施面積 

 甲賀市土山町 甲賀市信楽町 合 計 

中切り面積 ６ｈａ ３ｈａ ９ｈａ 

深刈り面積 ４ｈａ ４ｈａ ８ｈａ 

合計 １０ｈａ ７ｈａ １７ｈａ 

＊対策面積には計画的な更新面積を含みます。改植や台切りの回答もありました。 

 

４．今後の管理について 

 １）樹勢回復をはかるため二番茶後の深刈りを出来る限り実施せず、やむなく実施する

場合は出来るだけ早い時期に古葉を 1枚残す程度までとして下さい。 

 ２）長期被覆を行う茶園はローテーション等を行い、極端な樹勢低下がおこらない管理

を実施して下さい。 

 ３）中切りした園では実施後 55 日～60 日の盆前後に中切り面から 5cm 程度上部で再せ

ん枝して下さい。ただし、干ばつが予想される場合は実施時期をやや遅らせ中切り面

から 10～15cm の浅い位置で実施しましょう。新芽の生育時期が通常と変わりますの

で、病害虫の発生に注意し適期に防除を実施して下さい。 

４）被害が大きく樹勢が弱まっている茶園では、改植により茶樹の更新を図るとともに

土壌改良を実施し、樹勢の強い茶園づくりを励行して下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

指導資料 

 

 



 

 

 

 

 

表彰事業受賞の概要 



平成 30 年秋叙勲 旭日単光章 

甲賀市土山町 藤村 春隆（ふじむら はるたか）さん 

藤村さんは半世紀以上にわたり土山町で

茶業に従事され、茶樹の被覆方法の研究を重

ね、高品質なかぶせ茶の栽培技術を確立され

ました。また、平成2年に茶業では全国でも

稀な完全協業方式の農事組合法人グリーン

ティ土山を設立し、規模拡大を進め、経営基

盤の確立に尽力されました。  

平成6年からは本県指導農業士として担

い手の育成・指導にも尽力し、本県農業の

振興に大きく貢献されました。長年にわた

るこれらの取組が高く評価され、今回名誉

ある旭日単光章を受章されました。 

 

 

第71回関西茶品評会普通煎茶の部 農林水産大臣賞 

甲賀市信楽町 山本 顕（やまもと あきら）さん 

山本さんは、信楽町朝宮地域において、33

0aの茶園を経営されている茶専作農家で、就

農以来半世紀近く、朝宮茶の生産に従事して

こられました。 

山本さんは、改植の積極的な推進、個人製

茶工場の整備など、品質向上に努めるととも

に、 3000R仕様の茶園管理機をいち早く導入

するなど、効率的な茶業の確立に努めてこら

れました。 

また、平成29年度からは、信楽町茶業協会

長に就任され、第71回関西茶品評会（三重大

会）普通煎茶の部で地域の出品茶が上位1位

～3位独占という快挙を演出されるなど、地域茶業のまとめ役として活躍されています。 

さらに、同品評会で山本さんの出品茶は、味や外観、香りに優れ、関西6府県から出品さ

れた206点中堂々の第１位を獲得され、平成30年11月10日に、三重県四日市市で開催された

第71回関西茶振興大会において、農林水産大臣賞を受賞されました。 

藤村夫妻(受賞会場にて) 

山本夫妻（受賞茶園にて） 



  

第 56 回滋賀県優秀農家表彰 

滋賀県農業協同組合中央会長賞 

甲賀市信楽町 植田 浩士（うえだ ひろし）さん 

植田さんは就農以降徐々に規模拡大し、

現在では茶園面積300aを栽培されています。

茶工場については地域に先駆けて新製茶方

式を導入され、自園自製体制で経営を展開

されています。 

茶園の9割は計画的にほ場を整備し、新た

な苗木を植える「改植」を実施されており

生産性の高い茶園づくりに心掛けておられ

ます。高い販売単価と数々の茶品評会での

受賞歴が示すように、高品質茶生産のため

の技術習得に努められ、規模拡大ではなく

高品質を追求することにより、過度の投資

をせず利益率の高い経営を確立されておら

れます。高品質茶生産の姿勢は茶商業者等

の実需者や地域で認められ、茶生産者の模範となっておられます。また、地域茶業の中心

的組織である信楽町茶業協会の協会長を務めるなど、地域の人望が厚く、在任中は夫人と

力を合わせて、地域の茶業女性グループの「茶―夢（ちゃーむ）」や女性主体の学習グルー

プ「朝宮お茶芽（おちゃめ）大学」の設立に尽力するなど、女性の活躍の場の整備をはじ

め、地域振興のため積極的に努力されていること等が高く評価され、この度の受賞となり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植田さん(受賞会場にて) 

表彰年月日 表彰名 部門 受賞名 受賞者・受賞地域 町名

平成30年5月30日
京都新聞社

第56回優秀農家表彰
茶

滋賀県農業協同組合
中央会長賞

植田　浩士 甲賀市信楽町

平成30年5月30日
京都新聞社

第56回優秀農家表彰
酪農 滋賀県畜産協会長賞 中村　総太 甲賀市水口町

平成30年10月20日
平成30年度

滋賀県花き品評会
花き
（きく）

滋賀県知事賞 伴　武治 甲賀市水口町

平成30年10月20日
平成30年度

滋賀県花き品評会
花き

（トルコギキョウ）
滋賀県議会議長賞 矢田　寿美代 甲賀市土山町

平成30年10月20日
平成30年度

滋賀県花き品評会
花き
（きく）

近畿花き振興協議会長賞 山中　温江 湖南市

平成30年10月20日
平成30年度

滋賀県花き品評会
花き
（きく）

関西生花市場協同組合
理事長賞

伴　武治 甲賀市水口町

平成30年10月20日
平成30年度

滋賀県花き品評会
花き
（きく）

滋賀県農業協同組合
中央会長賞

中栄　重雄 甲賀市甲南町

平成30年10月20日
平成30年度

滋賀県花き品評会
花き
（きく）

全国農業協同組合連合会
滋賀県本部長賞

山﨑　容子 甲賀市水口町

平成30年度　表彰者一覧

次頁へつづく



  

 

 

 
表彰年月日 表彰名 部門 受賞名 受賞者・受賞地域 町名

平成30年10月20日
平成30年度

滋賀県花き品評会
花き
（きく）

花卉園芸新聞
社長賞

(農）酒人ふぁ～む 甲賀市水口町

平成30年10月20日
平成30年度

滋賀県花き品評会
花き
（きく）

滋賀県花き園芸協会長賞 林　隆裕 甲賀市土山町

平成30年11月10日
第71回

関西茶品評会
普通煎茶 農林水産大臣賞 山本　顕 甲賀市信楽町

平成30年11月10日
第71回

関西茶品評会
普通煎茶 農林水産省生産局長賞 井田　龍平 甲賀市信楽町

平成30年11月10日
第71回

関西茶品評会
普通煎茶 農林水産省生産局長賞 北田　一夫 甲賀市信楽町

平成30年11月10日
第71回

関西茶品評会
普通煎茶

公益社団法人
日本茶業中央会長賞

立岡　啓 甲賀市土山町

平成30年11月10日
第71回

関西茶品評会
普通煎茶 日本茶業学会長賞 中村　哲三 甲賀市土山町

平成30年11月13日 旭日単光章 藤村　春隆 甲賀市土山町

平成30年11月30日
滋賀県茶業コンクール

第43回荒茶品評会
せん茶 農林水産大臣賞 黒田　真明 甲賀市信楽町

平成30年11月30日
滋賀県茶業コンクール
第43回荒茶品評会

かぶせ茶 近畿農政局長賞 小山　修 甲賀市信楽町

平成30年11月30日
滋賀県茶業コンクール
第43回荒茶品評会

茶園品評会 近畿農政局長賞 松下　良正 甲賀市土山町

平成30年11月30日
滋賀県茶業コンクール
第43回荒茶品評会

せん茶 近畿農政局長賞 島津　真大 甲賀市信楽町

平成30年11月30日
滋賀県茶業コンクール

第43回荒茶品評会
せん茶 滋賀県知事賞 洞　重則 甲賀市信楽町

平成30年11月30日
滋賀県茶業コンクール

第43回荒茶品評会
かぶせ茶 滋賀県知事賞 片木　寿 甲賀市信楽町

平成30年11月30日
滋賀県茶業コンクール
第43回荒茶品評会

茶園品評会 滋賀県知事賞 武田　達生 甲賀市信楽町

平成30年11月30日
滋賀県茶業コンクール
第43回荒茶品評会

せん茶
公益社団法人

日本茶業中央会長賞
上田　勇 甲賀市信楽町

平成30年11月30日
滋賀県茶業コンクール
第43回荒茶品評会

かぶせ茶
公益社団法人

日本茶業中央会長賞
グリーンティ土山
　奥村　則夫

甲賀市土山町

平成30年11月30日
滋賀県茶業コンクール

第43回荒茶品評会
せん茶 全国茶生産団体連合会長賞 片木　亨央 甲賀市信楽町

平成30年12月20日
平成30年度

滋賀県農林水産表彰

花き

（きく）
農林水産功労賞 加藤　暢一 甲賀市甲南町

平成31年1月27日
平成30年度

近江米「みずかがみ」食味コンクール
水稲 最優秀賞 藤井　建幸 甲賀市甲賀町

平成31年1月27日
平成30年度

近江米「みずかがみ」食味コンクール
水稲 優良賞 山本　俊雄 甲賀市土山町

平成31年2月7日
平成30年度

滋賀県果樹品評会
果樹

（いちじく）
滋賀県知事賞 林田　敏男 甲賀市甲賀町

平成31年2月7日
平成30年度

滋賀県果樹品評会

果樹

（いちじく）
滋賀県果樹組合
連合会長賞 浅野　正明 甲賀市水口町

平成30年度　表彰者一覧

平成30年度　秋叙勲
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発行日 タイトル

5月14日 シカに負けない！獣害多発地でショウガ栽培広がる

5月18日 土山産てん茶のブランド化を目指して大型てん茶工場が始動！

5月23日 甲賀地区しがの農業経営相談所が開設されました

5月25日 立命館大学の留学生が信楽の茶について学ぶ

5月29日 小学３年生が茶園と工場を見学

5月30日 獣害対策アドバイザーが農水省獣害担当職員に提案！！

6月8日 「GAPってなんや？」集落で勉強会を開催

6月8日 何も持たない営農組合の設立が集落で承認される

6月8日 甲賀管内で麦の収穫が始まりました。

6月8日 乗用型水田除草機を有機栽培ほ場で実証！！

6月12日 農業・健康・学校・保育園で連携した食育に向け、担当者会議開催

6月15日 平成３０年産　タマネギ出荷研修会開催

6月22日 今年もシカに負けない！獣害多発地でショウガ芽吹く

6月22日 高品質化試験に興味津々！水口町施設園芸部会が農業技術振興センターを視察

6月22日 健全育苗に向けてイチゴ栽培研修会を開催

6月26日 環境保全型農業直接支払交付金に係るGAP研修会

6月28日 農家レストラン始動に向けてコーディネートを実践中

6月28日 水稲「みずかがみ」の穂肥研修会を開催！

7月10日 管理がラク！アライグマから菜園を守れ！簡易防護柵「楽落くん」の実証展示を開始しました。

7月18日 忍ピーマンの出荷研修会を開催！

8月8日 農作業事故を未然に防ごう秋作業機械オペレータ研修会の開催

8月20日 集落営農組織の継続性を高めよう‐集落営農法人研修会の開催‐

8月20日 6次産業化および茶高付加価値化事例を研修指導農業士会甲賀・湖東支部合同研修を開催

8月20日 「下田ナス」「杉谷なすび」の栽培について意見交換会を開催

8月20日 高校生が職業選択肢として農業に関心を持つ

8月22日 土山町と信楽町の両茶業協会員を対象に　カイガラムシ防除と土壌診断の研修会を開催

8月28日 第71回関西茶品評会「普通煎茶の部」で本県産茶が上位独占！

8月28日 全国茶審査技術競技会(静岡大会)の県代表選手が決定

9月19日 「忍葱」の栽培研修会開催について

9月19日 水口高校生が「甲賀の茶」の課題解決策を検討

9月21日 茶栽培における寒干害対策および秋整枝の研修会を実施

9月25日 適期定植に向けてイチゴ栽培研修会を開催

10月9日 麦栽培技術研修会を開催しました

10月18日 ～柵の補修点検を行い、獣害から農作物を守ろう～甲賀地域獣害対策集落リーダー研修会を開催しました

11月7日 平成31年産　タマネギ栽培研修会開催

平成30年度　普及現地情報 （平成 30年 12月末現在） 



  

 

 

 

 

発行日 タイトル

11月21日 有機茶栽培の先進地を視察

11月28日 忍葱（しのぶねぎ）栽培研修会開催

11月28日 滋賀県茶業コンクール茶園品評会を実施

12月7日 認定農業者を対象にした農業簿記研修会を実施

12月7日 集落の働き方改革を進めて農村生活の余裕をつくろう　牛飼集落の未来を考えるワークショップの開催

12月7日 日吉大社にて茶業後継者が土山茶のＰＲ活動を実施

12月10日 滋賀県茶業青年が全国茶生産青年茶審査技術競技会（静岡大会）で活躍！

12月11日 小学校で指導農業士と農の匠による収穫体験と調理実習を開催

12月11日 滋賀県茶業青年が静岡県の機械メーカーで最新技術を視察

12月18日 高校生が青年農業者クラブ員と交流！学校連携講座を開催

12月18日 大農業祭会場で「味と香りの茶品評会」を実施

12月28日 茶の有機栽培に関する研修を実施

12月28日 小学5年生がお茶の淹れ方教室を体験



平成30年度普及活動実績集
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