


は じ め に 

  

平成27年12月に2015農林業センサスの結果が公表されました。 

この数字を少し加工しますと、農業就業人口に占める65歳以上の割合が県平均では71.3

％、一方甲賀地域では74.5％、経営耕地面積１ha未満の農家割合が県平均では14.3％、甲

賀地域では18.8％、全作物の作付面積に占める麦大豆の比率が県平均では29％、甲賀地域

では22％、耕作放棄地率が県平均では5.1％、甲賀地域では15.8％との数字が見えてきます。 

 

漠然と認識していることですが、甲賀地域は県の平均的な状況に比べ、農業者の高齢化

が進み、麦大豆が作りにくく、小さな規模で水稲を作付しているものの、耕作放棄地が広

がっていることが、数字で確認できます。 

 

こうした状況の中、私たちは5年間の活動方針を示した「普及指導基本計画」を平成27

年度に策定し、本年度はその2年目に当たります。 

基本計画では、集落営農組織の維持・発展、新規就農者の経営安定等の『人づくり』、

「みずかがみ」をはじめとする良質米の生産、野菜や果樹・花の増産、特産である茶業振

興等の『産地づくり』、獣害対策や6次産業化等の『地域づくり』の3つを切り口に取組を

進めることとしています。 

概略を申し上げますと、集落営農により水稲の生産効率を高めながら良質米生産の定着

を目指し、畑作物の栽培に適した地域では園芸品目を作付けて地産地消のサイクルを進め、

併せて耕畜連携や獣害対策にも取り組むことで放棄地の拡大を防ぐことを目指した活動方

針です。 

具体的には、この基本計画に基づいて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普及活動を展開しています。 

 

この実績集は、平成29年度の年度別計画に基づいて取り組んだ活動について、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技術の定着につながったもの、一定の成果が見られたが継続した

取組で一層の発展が見込めるもの、十分な成果には至らなかったものの今後の足掛かりが

得られたものなど、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、当課の活動に対し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、地域農業の発展に向け、今後とも一層のご支援を賜りますようお願

いいたします。 

 

                                                                    平成30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 29 年度普及活動の概要

平成 28 年 3 月に、｢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、新たに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、新計画の二年目として普及活動に取り組みました。個別課題は 16 課題で、う

ち 6 課題を新規課題としました。個々の課題やプロジェクト活動の計画的な推進と目標達
成を意識し、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課内プロジェクト活動で取り組みました。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
画の掘りおこしについては集落営農法人に米販売などについて提案を行ないました。 
地域の先進農業者へ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 認証を活用した販売促進の課題に取り組みました。認証取得のため、茶工場や
倉庫等の整理・整備と各種帳簿・記録の整理を支援しました。 

(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、課内プロジェクト活動により取り組みました。 
集落営農組織には、地域農業のあり方や経営、人材の育成・確保に向けたリーダー研修

会や相談会を開催しました。  
特定農業団体には法人化に向け個別相談を行い、新たに ５ 組織が法人化し、管内の集

落営農法人は 39 法人となりました。 
また、県地域農業戦略指針を踏まえた中山間地域の担い手モデル集落育成にむけて、対

象の集落営農法人に対し水稲など基幹作物の栽培支援と集落内の「話合い」を促進し、組
織運営、経営計画作成にむけた「場づくり」、集落営農活動の「情報共有」、「新たな若
手・女性の参画」について支援しました。 

(3) 新規就農者の確保・育成
新規就農相談は 10 人・延べ 42 回行い、内 2 名は農大就農科を目指され、2 名は次年度

就農を目指しておられます（H30.1 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、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 年目および 3 年
目の 2 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）特色ある近江米の産地づくり
水稲では、栽培管理、水管理、防除等について、気象変動に応じた指導や情報提供に努

めました。管内の１等米比率は、日照不足の影響などにより「コシヒカリ」で 66%と低下
しましたが、「みずかがみ」で 84%と昨年と同程度を確保しています。 
環境こだわり農産物の取組は、水稲では着実に定着し、「みずかがみ」の推進、JA こう
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か特別栽培米生産部会への技術支援、環境保全型農業直接支払交付金の活用による推進等
により、管内水稲作付面積の約 70%を維持し（H28：73%）、県の基本計画に基づく成果
指標（水稲作付面積の 50%以上）を大きく上回っています。 
特に、JA と連携した特別栽培米の生産（H29：886.7ha）については、「コシヒカリ」

と「みずかがみ」で調査ほ設置や現地研修会の開催などの技術支援を行いました。良食味
米の基準と設定されているタンパク質含有率 6.4%以下等を満たした出荷サンプル数の割
合は、前年度に比べさらに向上しました。

(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、天敵農薬の展示ほを設置運営し、農家の関心
と意欲を醸成することができました。

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 29 年度はナシでは 3 戸（442
㎡）、ブドウでは 9 戸（2,639 ㎡）が新たな栽培を開始されました。また、今後の生産振
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を設立しました。 

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、
実証ほを設置し、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
安全・安心な近江の茶を求める消費者のニーズは高く、また生産者の輸出への関心も高

いため、環境こだわり認証基準での茶生産の取組拡大を図る活動を行いました。 
環境こだわり農産物認証面積の拡大に向け、施肥効率の向上を目指す「緩効性肥料の樹

冠下施肥および深耕」の研修会を実施するとともに、認証制度の概要を説明しました。

(4)耕畜連携による資源循環型農業の定着
耕畜連携の支援として、稲 WCS の生産供給の需給調整と収量、品質の安定化に取り組み

ました。 
平成 28 年度の稲 WCS の作付面積は 37ha で、畜産農家の需要量を大幅に超える規模にな

ったことから、飼料用米への転換等による需給調整に取り組みました。また、生産者間に
単収、品質の格差が見られていたため、耕種農家（8 農家・組織）への現地巡回指導、収
穫検討会、品質調査を実施し、収量・品質の安定化を図りました。 
活動の結果、需給調整では作付面積 11ha を削減（飼料用米への転換は 8ha）し、供需給

バランスを 5％以内に調整することができました。また、低収量の生産者の単収向上の取
り組みについては昨年度低収量であった生産者の反収を 10ａあたり平均 2.8個から 5.9個
まで向上できました。 

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課内プロジェクト活動で取り組みました。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

・
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画の掘りおこしについては集落営農法人に米販売などについて提案を行ないました。 
 
（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、50 集落，24ha，1,993 万円(H28)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、新たに 1 集落で集落獣害環境点検に取り組まれ、集落ぐるみ対策の実施集落

数が 60 集落になりました。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特産物育成に対す
る取り組みの支援を行いました。 
地域での研修会等の開催状況は、集落獣害環境点検を 3 集落で実施し、被害集落での地

域別研修会を 2 回、被害集落（26 集落）のリーダーに対して指導者研修会を 1 回開催しま
した。 
 
（3）農業者による農業排水対策の取組推進 

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みが
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。 
このため当課情報紙での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 25 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。 
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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】 

K 営農法人 米の小分け商品販売の具体化に向け、

地元ゴルフ場での販売を提案し、商品形態を検討す

るため、ゴルフ場支配人への聞き取りの支援を行い

ました。ゴルフ場での地場農産品の販売については

好感触を得て、土産物やコンペ商品への採用を目指

した商品形態が出来上がり、取引について検討を進

められています。 

S クラブ 茶商品の販路拡大が重要な課題となって

いることから、東京で新たに開店する滋賀県のショップである「ここ滋賀」での販売を提

案しました。商談会でバイヤーへの PR を支援した結果、取引が成立して東京での販売が開

始されました。また、地元市の「ふるさと納税」返礼品へのエントリーを支援し、返礼品

としてリストアップされています。 

 今後とも、それぞれの経営体に応じた支援活動を展開し、6 次産業化の取り組みが前進

するよう支援活動を展開します。 

米小分け商品の形態（K 営農法人）

「ここ滋賀」で販売が開始された

S クラブのせん茶 

商品特長を説明して販売 

（「寿長生」にて S クラブ農家） 
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１ 担い手（農業者）育成に関する支援 ～人づくり～ 

茶の国際水準 GAP 取得の支援  

対象者 Ｔ-GAP グループ 

【普及活動のねらい】 

近年、茶では海外輸出の増加、流通業者の需要の高まりなどから、日本における国際水

準 GAP である ASIAGAP/JGAP の取得が進んでいます。GAP とは農業者自らが農産物の生産工

程をチェックし、良くない部分を改善してリスクを低くする取組のことで、管内の茶農家

で 2 経営体が個別認証を、1組織が団体認証を取得しています。 

このようななかで、本年度は甲賀市信楽町の（有）Ｔを中心とした 10 経営体の茶農家グ

ループが ASIAGAP の団体認証取得に取り組まれました。そこで、地域農業者のモデルとし

て、グループによる認証の取得と GAP 手法導入による（有）Ｔの経営体質強化を目指して

支援を行いました。 

 

【普及活動の内容】 

○各種帳票の記帳支援 
ASIAGAP Ver.1 の「農場用管理点と適合基準」に基づく手順の構築・運営に向けて研修

会や巡回指導をおこない、ほ場台帳や栽培管理記録簿、製造記録簿、農薬使用簿、肥料

使用簿等の帳簿作成などの支援を行いました。 
○茶工場・倉庫等の施設リスク改善支援 

各経営体の倉庫を巡回し、機械・資材の整理状況、農薬の保管状況、農薬による汚染リ

スクなどを確認し、茶工場では生葉・荒茶への異物混入リスクや、作業環境などを確認

して、それぞれリスク改善を指導しました。 
 
【普及活動の成果】 

定期的に研修会を開催し、GAP 手法を理解するとともに、

皆で記帳内容の確認や、記入しやすい様式に帳票を改良

しながら、記録作成を進められました。 

施設リスクの改善では、各経営体の倉庫を巡回し、其々

の構造に適した農薬や燃料、肥料、機械等の配置および

保管方法をアドバイスすることにより、各施設に適した

対策を講じられました。 

 これらの作業を積み重ね、1 月中旬に内部監査を、2 月

10～12 日に認証団体による本審査を受験され、ASIAGAP 

Ver.1 の認証を取得されました。 

 今後も（有）Ｔを中心に、整理された記帳結果を利用

して、経費削減や販売促進による経営体質強化を図られ、

経営改善のモデルとなるよう支援する予定です。 

GAP 内部審査 

整理された倉庫
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１ 担い手（農業者）育成に関する支援 ～人づくり～ 

ワークショップでの「話合い」 

中山間地域での新設集落営農法人の組織運営支援 

対象者 農事組合法人 岩室営農組合 

【普及活動のねらい】 

農業従事者の高齢化が進み、地域営農の継続性が不安視される中、甲賀市甲賀町の中山

間地に位置する岩室集落では、農地の受け手として水稲栽培の協業化を目指すこととし、

平成 27 年 2 月に農事組合法人岩室営農組合を設立されました。 

岩室集落にはこれまで営農組織がなく、共同での営農活動に初めて取り組みました。 

そこで当課では、設立当初から栽培技術面と経営管理面について、円滑な組織運営が行

われるよう支援してきました。 

 
【普及活動の内容】 

○基幹品目および園芸品目の定着 

基幹品目である水稲では、集落内を主とした直売と契約栽培を通じて安定販売を開始

されました。また法人内で労働余力のある女性や高齢者の参画を促し、露地栽培では「小

菊」「リンドウ」および「さといも」、水稲育苗ハウスの有効利用として「寒小菊」など

の園芸品目の導入を推進しました。 

○営農組合の運営に向けた「話合い」活動 

  定期的に開催される法人役員会に立会し、直面する受託水田の管理方法と中・長期的

な運営方針について助言しました。特に将来の運営方針については役員の間でも不安が

大きかったことから、その解決に向け、若手や女性を含めた意見集約のため「話合い」

を行うこととしました。 

  「話合い」は、ワークショップを 2 回開催し、県サポートセンターの山本アドバイザ

ー（広島経済大学教授）の指導のもと当課職員もファシリテータとして参画しました。1

回目は、付箋を活用したブレーンストーミングにより幅広い意見を引き出し、2 回目は

優先順位をつけて重要課題を抽出しました。 
 
【普及活動の成果】 

「話合い」の結果、法人経営の次世代継承

が最重要課題であるとの認識が共有され、そ

の対応策として、「情報（法人の活動状況等）

の共有」「若手や女性の役員会への参加」「農

作業の講習」を実践することになりました。 

その他、基幹作物について、急遽営農を中

断された約 4ha の水稲栽培の作業を受託する

など、集落農地を守る取組が実践されました。  

また「小菊」などの栽培への女性参画、開

催当初に支援した収穫祭の開催など、集落の

活性化に向けた活動も継続されています。 

当課では、引き続き「話合い」に基づいて実践される取組について支援していきます。 
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１ 担い手(農業者)育成に関する支援 ～人づくり～ 

集落営農組織の維持・発展を目指した活動 

対象者 集落営農法人､特定農業団体､任意組織､担い手不在集落 

【普及活動のねらい】 

 当管内の農業集落は148集落あり、平成29年3月末現在で法人化された組織は34法人、

特定農業団体は 11 団体ありますが、残りの集落は明確な営農の方針がありません。 

今それぞれの集落では、このまま農業経営が続けられるのか、集落の農地が守れるのか、

集落のコミュニティは維持できるのか、法人化された集落の農家を含め、誰もが心配され

ているところです。 

当課では、集落の話合いを通じて、取り組むべき課題の共通認識や、集落活性化につな

がる取組を支援してきました。 
  

【普及活動の内容】 

集落営農組織の状況を、

法人組織、特定農業団体、

任意組織活動あり(前向

き集落)、任意組織活動な

し(組織不在) に分類・階

層化し、階層ごとにテー

マを設け研修会を開催しました。 
研修会を通じて、地域農業戦略指針に基づく、組織の活性化につながる話合いの実施や、

組織の持続・発展につながる取組を促しました。 
 取組を希望する集落に対しては、当課の職員も集落に入り支援することで、新たな話合

や、取組実践の拡大を図りました。 
 
【普及活動の成果】 

 活動を通じて、新たに 11 集落で話合いが行われ、話

合いに基づく実践活動が 5 集落で実施されました。 

その結果、平成 27 年度から取り組んできた累積数は、

話合い取組集落数 33、実践集落数 6 となりました。 

 農産普及課では、引き続き集落営農組織の活性化を図

る取り組みを進めていきます。 
 
 

次世代継承手法を学ぶ研修会

地域診断法の演習 

研修会のテーマ 講師等 対  象
集落営農組織の定義と成
功事例紹介

農山村地域経済研究
所　楠本　雅弘氏

法人　特団　前向き集落

経営複合化・多角化の事
例調査

万葉の郷ぬかづか、
七里営農組合

法人

集落の現状把握と課題整
理

農業農村振興事務所
職員

組織不在集落を含む全体

集落活性化に向けた地域
診断の活用

滋賀大学　鵜飼　弘
准教授

法人　特団　前向き集落

平成29年度研修会のテーマ等

話合い・実践テーマ 話合い集落数 実践活動集落数

人・農地プラン策定 3
法人化・組織化 3 4
獣害対策 3 1
園芸品目の取組 1
六次産業化 1

合計数 11 5

本年度の取組集落

− 7 −



１ 担い手（農業者）育成に関する支援 ～人づくり～ 

新規就農相談と就農者の経営安定支援 

対象者 新規就農者（就農 5年未満）と新規就農希望者 

【普及活動のねらい】 

甲賀地域では毎年 10 名を超える就農相談があり、ここ数年、毎年 3 名程度が新規就農さ

れています。面談で本人の希望や計画等を把握し、その内容や就農準備の段階に応じて関

係機関で相談体制を整え、スムーズな就農に結び付くよう支援しました。また、新規就農

者に対しては、青年等就農計画の目標が達成できるよう関係機関と連携し、技術や経営支

援を行いました。 
 

【普及活動の内容】 

１．就農相談活動 
 各機関に相談のあった就農相談情報を共有し、それぞれの相談者に応じて体制を整え対

応してきました。就農相談は、相談者の希望や条件が異なるため画一的な対応は不可能で

す。それぞれの状況に応じて課題を整理し、その解決

のため新規就農担当、地域窓口、専門担当が連携し、

今年度は 10 名に対し延べ 42 回の対応を行いました。 
 
２．新規就農者に対する経営管理研修の開催 
 経営開始後 5 年未満の新規就農者を対象に、簿記記

帳技術の習得と経営管理能力向上のため、集合研修と

個別支援を行いました。 
 
３．新規就農者に対する個別経営安定支援     
＜湖南市三雲Ａ氏＞平成 27 年度就農 

 少量土壌培地耕栽培による施設イチゴ栽培に取り組み始めて 2 年経過し、就農計画に掲

げる売上げ目標を達成してきましたが、需要の高い 12 月と 1 月の収量改善と、出荷量の平

準化が課題でした。 

 そこで初期収量が期待できる品種の「章姫」を主体に取り組み、併せて収穫量の平準化

を目的に、育苗方法をポット育苗と、本ぽ育苗に分けることとし、この技術習得を支援し

ました。 

＜甲賀市水口町山Ｂ氏＞平成 29 年度就農 

 農業大学校就農科修了後、施設果菜類（半促成トマト、抑制キュウリ）＋露地野菜（ス

イートコーン）で経営を開始されました。生産物は市場を中心に出荷しますが、直売比率

を徐々に高めて経営の安定を図ることが必要です。 

今年度前半は、少量土壌培地耕システム設置の支援、集客力強化のためのスイートコー

ン生産と販売方法の助言を行いました。後半は基幹品目の一つである抑制キュウリの生産

安定に向けた技術支援を行いました。 
 
【普及活動の成果】 

１．就農相談活動 
 10 名の相談者の内、2 名は次年度就農に向けた準備をすすめられ、2 名は農業大学校就

経営研修会 
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農科への修学を目指されています。就農に当たっては、農地確保の課題、就農地域との調

整、就農計画の策定支援など様々な課題がありましたが、市、ＪＡ、農地中間管理機構、

日本政策金融公庫と連携し、就農に向けた環境を整えることができました。 
 
２．経営管理研修 

 複式簿記記帳の経営改善への活用、簿記記帳のための伝票整理、家計との分離、部門別

管理の重要性について理解されました。パソコン簿記については、他団体の研修会への参

加誘導に併せて個別相談会を実施することにより、正確な記帳を支援しています。 
 
３．新規就農者個別支援 

＜湖南市三雲Ａ氏＞ 

 本ぽ育苗による「章姫」栽培が成功し、当初目論んでいた 12 月から 1 月の増収が実現で

き、本ぽ育苗とポット育苗を組み合わせることで、途切れることなく収穫・販売ができる

ようになりました。 

 今作は、収穫時期をずらすために 3 品種を組み合わせていましたが、今年の成績に自信

を持たれ、次作では直売で人気が高く早期収穫が可能な「章姫」に集中することで、さら

に 12 月～1 月の収量を増加させたいと話されています。 

 
 
＜甲賀市水口町山Ｂ氏＞ 

 水口町施設園芸部会への加入を誘導したことで、部会員の方々と関係機関が連携して技

術経営支援をする体制を整えることができました。 

補完品目として導入したスイートコーンは、播種期の分散が不十分であったため生産物

を完売できませんでしたが、庭先で直売したことにより消費者に農園開設のＰＲができま

した。次年度も継続した栽培を予定されています。 

 今年度の基幹品目であるキュウリは、スケジュー

ルどおりにシステムを設置したことから、予定の時

期に定植が完了しました。当課で提示した培養液管

理マニュアルに従い、生育に合わせた管理が行われ、

栽培期間中にいくつかの課題は発生したものの、き

め細かく対応した結果、目標を上回る販売額を達成

されました。 

 H30 年 1 月から始まる半促成トマトの技術習得に

向け継続して支援していきます。 養液システムの操作説明 

イチゴ本ぽ育苗の生育状況 初期収量の推移 
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「たちすずか」の生育調査

早期落水で収穫作業をスピードアップ 良質な稲 WCS に集まる乳牛 

２ 産地の育成・強化に関する支援 ～産地づくり～ 

耕畜連携を維持するための稲 WCS の需給調整支援 

対象者 甲賀市飼料用稲 生産農家、畜産農家、コントラクター組織 

【普及活動のねらい・対象】 

当課では、平成 21 年度に稲 WCS 等の収穫作業を請け負うコントラクター組織「うしのご

ちそう生産組合」の設立を支援し、平成 28 年度の稲 WCS の作付面積は、９農家（組織）で

約 37ha、収穫ロール数は約 2,500 個まで拡大しました。 

しかし、稲 WCS は乳牛の栄養管理面から給与量に制限があり、管内での生産量が需要量

を超えるようになりました。また、作付面積の拡大に伴い収穫作業の遅れや排水不良田で

の無理な収穫作業など、収量および品質の低下が問題となっていました。そこで当課では

需給調整のための飼料用米への転換と収量品質の改善に向けた技術指導を実施しました。 

【普及活動の内容】 

生産農家、畜産農家、コントラクター組織と指導機関

で構成する耕畜連携会議において上記問題の改善策とし

て①飼料用米への転換、②排水不良田の乾田化、③稲 WCS

専用品種「たちすずか」の収穫期分散試験（糊熟期収穫

と黄熟期収穫の品質比較）を提案し、栽培から収穫作業

まで現地指導を実施しました。 

【普及活動の成果】 

飼料用米への転換についてはＳ組織で倒伏に強く収量性の高い「ゆめおうみ」の作付け

を提案し、８ha の作付けが行われました。結果、堆肥の連用が行われていた稲 WCS 跡のほ

場において倒伏を回避し、地域単収を越える 530 ㎏/10a の収量が確保できました。 

稲 WCS の生産については収穫時期（９月～10 月）に台風と長雨に見舞われ最悪のシーズ

ンとなりました。しかし、徹底した早期落水指導により昨年度平均 2.8 ロール/10ａと低収

量であったＫ組織において 5.9 ロールまで向上することができました。これらの取り組み

により、畜産農家の需要量 1,460 ロールに対し供給量 1,508 ロールと需給バランス目標の

±５％以内を達成することができました。また、「たちすずか」の収穫期分散試験では糊

熟期収穫でも栄養価、発酵品質で黄熟期収穫と遜色のない良質な稲 WCS が生産でき、給与

調査でも良好な結果が得られました。

当課では今後も新規需要米の生産供給の技術指導を行い、耕畜連携の取り組みが存続で

きるよう支援する予定です。
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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、１2 経営体が 14,610 ㎡の少量土壌培地耕によるイチゴ栽培に取り組み、

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、産地全体として減収して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、栽培管理に遅れ

はないか等を確認し、栽培管理が適期に確実

に実践されるよう指導しました。 

○天敵農薬展示ほの設置・運営 

 ハダニに対する新しい防除方法である天敵農薬の展示ほを設置し、天敵農薬の効果が十

分に確保されるよう、展示ほ設置農家・農薬メーカーと連携した運営を行いました。 
 

【普及活動の成果】 

育苗管理が改善されランナーが早期に確保できた結果、９割の農家で適期定植が実践さ

れ、目標の年内生育量草丈 28 ㎝が達成できた農家数が６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・萎黄病については、育

苗・本ぽともに発生農家数が減少しました。本ぽ

の収量は現在調査中です。 

天敵農薬については、展示ほで慣行と同等の防

除効果が確認できました。さらに、その展示ほを

活用した研修会を開催することで、各生産者は天

敵農薬の効果を実感し、理解が深まりました。 

 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。 

研修会で難防除病害対策に聞き入る生産者 

天敵農薬に興味を示す生産者 
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２ 産地の育成・強化に関する支援 ～産地づくり～ 

新たな果樹品目の産地化を目指した 

ナシ・ブドウ新規栽培者の確保と育成

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】 

甲賀地域の直売所では地元産果樹が少なく、消費者からは販売を望む声が寄せられてい

ます。昨年度には農協が運営する新たな直売所が開設し、更なる果樹の生産拡大が求めら

れています。また、6 次産業化に伴い直売部門の強化を目指す農業法人では新たな販売品

目として果樹の充実に取り組んでいます。当課では、農業センターにおいて関係機関連携

のもとナシとブドウの新規栽培者の発掘と育成をねらいに、昨年度より 3 か年計画で活動

を行っています。 

【普及活動の内容】 

果樹栽培開始の阻害要因となる「出荷に

至るまで年月を要する」「技術的に難易度が

高く重労働」「果樹棚の初期投資が高い」の

3 点を払拭するために、省労力早期成園化 
技術であるナシ低樹高栽培とブドウ根域制限改良仕立てを導入することにしました。

新規栽培者の発掘では、合計 3 回の研修会を開催し座学での技術紹介とともに管内モデ

ル農家での視察研修、農業技術振興センターでのモデル園の見学と品種情報の収集などを

行いました。また、研修会への参加を促すために当課広報誌に技術紹介とモデル農家の事

例紹介を行う特集記事を掲載しました。

研修会を通じて栽培意欲を示された農業者の情報は関係機関で共有し、栽培予定ほ場の

確認や植付け準備、苗木等の必要資材の調達、

補助事業の活用など個別支援を行いました。ま

た、次年度以降、円滑に栽培管理が実施できる

ように、農協を事務局とした「甲賀地域果樹推

進協議会ナシ部会」および「同ブドウ部会」を立

ち上げ、生育期間中とせん定時期に集合研修を

実施し栽培暦も定めました。

【普及活動の成果】 

 これまでの活動を通じて、ナシでは8戸で2,177㎡、

ブドウでは13戸で4,464㎡が省労力早期成園化技術に

より新たに栽培を始められました。また今年度で、ほ

ぼ成園となった植栽 4 年目のモデル農家のブドウが、

農協直売所で「地元産果樹」のポップを掲出して本格

販売が始まりました。次年度以降は、更なる新規栽培

者の発掘と部会を通じた技術指導を行い、新たな産地

化に向けた支援を継続します。 

座学での技術紹介 

ブドウ部会せん定研修会 

「地元産果樹」の 

ポップを掲出して販売 
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