
 
令和４年度 組織目標（部局目標） 

 

部局名 農政水産部  

NO. 項目名 

１ グリーン化･スマート化による持続的で生産性の高いみらいの農業の実現 

背景・課題（取り組むべき理由） 

【環境面】 

 琵琶湖の水質保全だけでなく、ＣＯ２の排出削減など地球環境問題への対応は不可避。 

→ 環境保全型農業のトップランナーとして、環境と調和のとれた食料システムの確立

のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律（案）を踏まえ、琵琶湖から地球

環境の保全に向けた取組を進める必要がある。 

→ 森・里・湖に育まれる漁業と農業が織りなす「琵琶湖システム」により、持続的な資

源利用を図るとともに、環境に配慮した伝統的なシステムとして後世に引き継ぐ必要

がある。 

   

【生産面】 

 経営規模の拡大が進む一方、栽培技術の継承が難しい。 

 農村部の人手不足が深刻。 

 気候変動の影響により、農作物の収量・品質が不安定。 

→ 更なる省力化と生産性の向上が必要 

・農業を誰もが楽しく、やりたくなる“夢のある産業”とし、多様な人材の農業への

参画促進が必要 

・農地・農業水利施設等の農業生産基盤の強化が不可欠 

 

【流通・消費面】 

 コロナ禍による食事スタイル等の変化、農業・農村への関心の高まり 

 農業者本位の生産・出荷による直売所での品不足・偏り。 

→ 消費者ニーズの的確な把握、滋賀県農業のファン拡大が必要 

 

以上の背景と課題を踏まえ、持続的で生産性の高いみらいの農業の実現に向け、グリー

ン化（地球環境に配慮した農業生産）と生産および流通・消費の両面でのスマート化（デジ

タル技術の活用）を重点的に進めるとともに、それらを支える農地の大区画化・汎用化や農

業水利施設の保全更新等を積極的に進める必要がある。 

目標（今年度末に目指す状態） 

【グリーン化】 

 オーガニック農業（水稲）取組面積 265㌶（R3）→ 300㌶（R4）→ 315㌶（R5） 

（R3→R4 CO２排出削減量 32トン） 

 家畜ふん堆肥の施用面積 100㌶増（CO２排出削減量 226トン） 

 魚のゆりかご水田米の認証面積 148㌶(R3)→150㌶(R4)→160㌶(R5) 

 滋賀県環境こだわり農業推進基本計画の改定 

 「琵琶湖システム」の世界農業遺産の認定取得 

【スマート化】 

 スマート農業導入経営体数 255経営体（R3）→300経営体（R4） 



 

 スマート農業が活用できる基盤整備に新規着手する集落 76集落（R3）→90集落(R4) 

 農業水利施設の保全更新によりスマート農業の活用に資する農用地面積 

26,350ha（R3）→28,350ha（R4） 

取組内容（事業内容） 

【グリーン化】 
１ オーガニック農業等環境こだわり農業の拡大 
（１）みずかがみ、コシヒカリでの特Ａ取得を進めるとともに、オーガニック栽培等を見据
えた水稲新品種の現地実証および新たな流通対策の検討を行う。 

（２）オーガニック近江米の生産拡大を図るため、安定栽培技術の普及を支援するととも
に、首都圏等における PR活動等を通じて、販路開拓を進める。 

（３）魚のゆりかご水田米について、首都圏の米販売業者等を対象とした現地体験ツアー
や統一パッケージを活用した量販店での PR活動、包括連携協定を結ぶ企業との連携な
どにより、知名度や付加価値の向上を図り、生産者の認証意欲を高める。 

（４）消費者の安全・安心・健康志向に応えるとともに、輸出拡大に向けた｢近江の茶｣
産地の育成を図るため、オーガニック茶の高品質生産と産地体制整備を支援する。 

（５）「世界農業遺産」の認定取得に向けた対応を図るとともに、認定後は、発信強化に
よる県産物の高付加価値化・地域活性化に取り組み、生産振興につなげていく。 

 

２ CO2ネットゼロの推進 
（１）「ペレット堆肥」の現地実証などにより、家畜ふん堆肥の農地利用による炭素貯留の
促進と地力向上による気候変動への適応を進める。 

（２）なたね等のエネルギー作物の推進に向けた検討を行う。 
（３）地消地産を図る｢おいしが･うれしが｣キャンペーン、食べて健康「滋賀の野菜」など
を進めるとともに、本県が開発・育成したイチゴ新品種「みおしずく」の技術実証およ

びブランド化に向けた検討を進める。 
 
３ 環境こだわり農業推進基本計画の改定 
  オーガニック農業の拡大、ネオニコチノイド系農薬をはじめとする農薬のさらなる削
減、化学肥料の削減等の施策の方向を検討し、計画に反映する。 

 
【スマート化】 
１ 生産面におけるスマート化 
（１）スマート農業技術の実装に向け、普及指導員によるデータに基づく技術指導体制の
整備、ICT等を活用した試験研究を進める。 

（２）スマート農業機械・施設等の導入に係る経費に対して支援する。 

（３）集落営農法人等において、最新の機器を使いこなせるオペレーター人材を育成する。 
（４）畜産農家あるいは畜産支援サービス事業体によるスマート機械等導入を支援すると
ともに、畜産技術振興センターにおける ICT等を活用した試験研究を進める。 

 
２ 消費・流通面におけるスマート化 
  直売所が実施するデータ分析に基づく生産・販売戦略の策定や生産者等が実施するネ
ット販売の取組に対し支援する。 

 
３ スマート化を支える基盤整備 
（１）市町やＪＡ等と連携し、スマート農業の活用に資する基盤整備事業を促進する。 
（２）「農業水利施設アセットマネジメント中長期計画」に基づき、琵琶湖の環境に配慮

した、施設の効率的・効果的な保全更新対策を実施する。 
 



 
令和４年度 組織目標（部局目標） 

 

部局名 農政水産部  

NO. 項目名 

２ ＣＯ２ネットゼロ と“健康で輝く”農山村の振興に向けて 

背景・課題（取り組むべき理由） 

 
【背景】 
・コロナ禍を経て、豊かな自然など農山村が有する価値や魅力が再評価され、特に若い世
代に移住等への関心が高い傾向にある。 

・また、人口減少や高齢化が進み、集落機能の低下が懸念される中山間地域において、「し
がのふるさと支え合いプロジェクト」により企業、大学、ＮＰO 等と集落との連携協定
を支援した結果、農地保全や６次産業化など、個性豊かで元気な協働活動が展開され、
集落に賑わいを取り戻しつつある。（県下で 19協定を締結） 

 
・農村地域には太陽光や小水力など多くの再生可能エネルギー資源が潜在しており、その
活用はＣＯ２ネットゼロの実現に貢献するものであるが、点的な形での取組にとどまって
いる。 

 
・近年、地震や豪雨等が頻発化・激甚化するなど自然災害リスクが高まっており、農業・農
村の安全・安心の確保が喫緊の課題となっている。 

 
【関係人口の増加】 
・多様な主体の参画により集落に賑わいを取り戻しつつある「しがのふるさと支え合いプ
ロジェクト」の活用は、中山間地域の農山村振興策として非常に有効。 

・このため、集落や企業、大学等に同プロジェクトの情報をきめ細かに提供し、県内各地で
更なる取組の展開を図る必要がある。 

・また、次代を担う若者と滋賀の農山村との息の長い絆を創出し、関係人口の拡大や移住
候補者の確保につなげる必要がある。 

 
【ＣＯ２ネットゼロに向けた再生可能エネルギーの活用】                                                                         
・農村地域に潜在する再生可能エネルギー資源をより有効に活用し ＣＯ２ネットゼロを実
現するためには、地域の課題を資源にするなど生活に溶け込んだ形で再生可能エネルギ
ーの地産地消を進め、面的に広げていく必要がある。 

 
【集落の安全・安心】 
・ため池の防災･減災対策や流域治水の取組等を加速化させ、農業･農村の強靭化を集中的・
計画的に図る必要がある。 

 
 
 以上の背景と課題を踏まえ、ＣＯ２ネットゼロヴィレッジをはじめ“健康で輝く”農山村
の振興に向け、農村地域の資源を最大限活用しつつ、関係人口の増加やエネルギーの地
産地消に積極的に取り組む必要がある。 

 
 
 
 
 
 



 

目標（今年度末に目指す状態） 

 
【さらなる関係人口の増加】 
・農山村地域において多様な主体と連携・協働に向けた「しがのふるさと支え合いプロジ
ェクト」の協定締結  

   累計協定締結数 23協定 （令和 3年度累計 19協定） 

・次代を担う若者と滋賀の農山村との絆の創出 
滋賀の農山村へ将来的に関わりたいと感じた参加者の割合 80％（アンケート調査） 

【エネルギーの地産地消～「課題」を「資源」に～ 】 
・土地改良施設などを活用した再生可能エネルギーの地産地消を目指す「滋賀県ＣＯ２ネッ
トゼロヴィレッジ構想」を策定する。 

 
【集落の安全・安心の確保】 
・防災重点農業用ため池に係る劣化・地震・豪雨評価の実施割合  

75％ （Ｒ３年度 55％） 
 

 

取組内容（事業内容） 

 
【さらなる関係人口の増加】 
・動画による活動紹介や交流会を通して同プロジェクトや共生社会づくりにつながる農
福連携の情報等を集落や団体等に届けるとともに、地域を牽引するリーダー等の人材
発掘・育成に向けた連続講座等により、集落と多様な主体の想いを結び付け、協働活動
の更なる拡大を図る。 
 

・時代を担う高校生、大学生等の若い世代を対象に農山村集落との交流・サポート体験、
課題解決のためのワークショップ等を実施し、地域の持続的な関係を構築する。 

 
【エネルギーの地産地消 ～「課題」を「資源」に～ 】 
・農村地域にモデル地区（琵琶湖岸部、平野部、山間部を想定）を設定し、地域での検証
等を行いながら、再生可能エネルギーの地産地消に向けた構想を策定する。 

 
【集落の安全・安心の確保】 
 ・「滋賀県ため池中長期整備計画」に基づき、市町等と連携し、ソフト対策とハード対策

を組み合わせた総合的な防災減災対策を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
  令和４年度 組織目標（部局目標） 

 

部局名  農政水産部   

  

NO. 項目名 

３ 
 
みらいへつなぐ近江牛の振興 

 

背景・課題（取り組むべき理由） 

 
・次世代につなぐ近江牛の持続的な発展を図るため、キャトル・ステーションを核とした
地域内一貫生産体制の拡充により、和牛子牛の生産頭数の増加を図ることが必要。 

・肉用牛を取り巻く情勢は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、インバウンドや外
食需要が減少する一方で、内食需要やインターネット購入が増えるなど、消費動向が大
きく変化。 

・消費者ニーズの多様化や、ブランド牛の産地間競争が激化している中、産地と品質の結
びつきを強化したブランド力を磨き上げ、その魅力を国内外に発信することで、近江牛
の消費拡大と地域の活性化に取り組むことが必要。 

・畜産が持続可能な産業として発展するためには、家畜の快適性にも配慮した生産、人の
健康につながる安全・安心な畜産物の生産、温室効果ガス排出削減等環境への配慮した
生産の取組が求められる。 

 

目標（今年度末に目指す状態） 

 
１．生産基盤の強化 
・国内外への安定供給につなぐ近江牛の飼養頭数の拡大 

   15,100頭 （R3年度 14,900頭 見込み） 
・キャトル･ステーションにおける農家からの受入れ頭数の拡大 

450頭  （R3年度 355頭） 
 
２．ブランド力の向上と魅力発信 
 ・大都市圏でのメニューフェアにおける近江牛を使用した店舗数   １２店舗 

 
３．持続可能な産業としての取組 
 ・「環境・人・牛」の健康を意識した『滋賀らしい「近江牛生産」』に向けた案の作成 
・C02ネットゼロの取組 

   家畜ふん堆肥の耕種農家への利用  C02排出削減量 226㌧（NO.1 から再掲） 
   輸送エネルギーの削減       C02排出削減量  24㌧ 

 
４．滋賀食肉センターの将来のあり方検討 
  ・「滋賀食肉センターのあり方」の取りまとめ 
 



 

取組内容（事業内容） 

 
１．生産基盤の強化 
(1)キャトル･ステーションの円滑な運営 
  和牛胚移植の推進、和牛繁殖農家および酪農家からの子牛導入拡大、哺乳ロボット等を
活用した効率的な飼育によりキャトル・ステーションの効果的な活用を進める。 
 
(2)近江牛の増頭支援 
畜産クラスター事業の活用や肥育農家の繁殖経営部門導入の推進により安定した生産
基盤の確立と規模拡大を支援する。 
 
２．ブランド力の向上と魅力発信 
(1)近江牛ブランドの磨き上げ 
・令和 3 年 12 月に策定した『「近江牛」ブランド振興基本方針』に基づき、消費者から 
選ばれる近江牛へ向け、認知度や愛着度、知覚品質の向上等の取組を推進する。 
・関係団体と連携し、近江牛の生産情報の発信や地理的表示保護制度の円滑な運用に加
え、脂肪の質や風味など、新たな価値観で選ばれる近江牛づくりへ向けた取組を進め
る。 
・海外での「近江牛」「OMI BEEF」のブランド向上と商標権利保全を進める。 
 

(2)近江牛の魅力発信 
 ・おうみ肉の日を中心としたＰＲ、学校・教育機関等への出前授業や食育教材の作成な
ど、近江牛を感じる機会創出の支援により、近江牛に対する愛着度の向上を図る。 
・京阪神での滋賀の食材フェアや、ここ滋賀との連携などにより、県外での魅力発信に取
り組む。 
・海外プロモーション事業や、近江牛輸出コンソーシアムなどを活用し、海外における魅
力発信および需要拡大を図る。 

 
３．持続可能な産業としての取組 
(1)『滋賀らしい「近江牛生産」』の推進 
家畜の快適性を意識した生産（牛の健康）、安全・安心な畜産物生産（人の健康）、 

水田率が高い特徴を生かした、堆肥と稲わら交換といった耕畜連携や、温室効果ガスの 
排出が少ない飼養管理技術の推進などによるメタンガスや一酸化二窒排出削減（社会の
健康）の、滋賀らしい『”三方よし”の「近江牛生産」』の推進を図る。 

 
(2) C02ネットゼロの取組 
・地域で発生する家畜排せつ物の適正処理と耕種農家の家畜ふん堆肥利用の推進 
・和牛子牛の県内生産拡大による肥育素牛導入にかかる輸送燃料の削減 
 

４．滋賀食肉センターの将来のあり方検討 
滋賀食肉センターの抱える課題を踏まえ、次の３点について、ゼロベースで検討を行
う。 
①効率的で自立した経営ができる運営形態 
②料金制度、施設機能、県による支援等のあり方 
③現施設の再整備時（令和 20 年以降）の望ましい姿 
 



 
令和４年度 組織目標（部局目標） 

 

部局名  農政水産部                 

  

NO. 項目名 

４ ＤＸ推進と流通革新による儲かる琵琶湖漁業の実現 

背景・課題（取り組むべき理由） 

1. 漁業者の高齢化が進行していることから、熟練した漁労技術を伝承するためのマニュア
ル化が必要。 

2. 琵琶湖の生産力を最大活用するには、的確な資源管理を実現するための漁獲情報の迅速
な収集体制の整備が必要。また、資源の適正利用のための漁場利用ルールをわかりやす
く伝えることが必要。 

3. 魚価や湖魚等の流通量を安定させ、消費者のすそ野を広げる取組の充実と新たな流通モ
デルの構築が必要。 

4. 漁家経営の向上と CO2排出量の低減のため燃油消費量の削減が必要。 

5. 漁獲量の減少や漁業者の高齢化・減少等により弱体化した漁業組織の強化が必要。 

 

目標（今年度末に目指す状態） 

 
1. ベテラン漁業者の漁労技術のマニュアル化 

 アユ小糸網漁業の漁労技術のマニュアル化 

2. 漁獲報告システムの普及と漁場利用ルールの見える化等による生産力の最大活用 
 Webアプリによる漁獲報告システムの利用率 50％ 
 漁場利用ルールを地図上で可視化した Webアプリの完成 

3. 新たな湖魚流通モデルの構築と消費拡大 
 滋賀県漁連による新たな湖魚流通モデルへのチャレンジを支援 
 琵琶湖八珍（湖魚）などの魅力発信 
 淡水真珠母貝生産の安定化に向けた技術支援 

4. 燃油削減運動の普及 
 漁船の燃油削減運動への参加率を現状 60％から 80％に高める。 

5. 漁業組織の強化への支援 
 漁業協同組合の統合に向けた滋賀県漁連の取組を支援 

 



 

取組内容（事業内容） 

 
1. ベテラン漁業者の漁労技術のマニュアル化 

 琵琶湖漁業の主要漁法の一つ、アユ小糸網漁業について、ベテラン漁業者の漁労情
報（年・時期別の操業場所や網の設置水深およびその時の漁獲量）をデジタルデー
タとして収集し、漁労技術として体系的にマニュアル化し、現場へのフィードバッ
クと普及を図る。 

 これによりアユ小糸網漁業に従事する漁業者全体の技術の向上が図られ、生産性が
向上するとともに、新規就業者にも高度な漁労技術の伝承が可能となる。 
 

2. 漁獲報告システムの普及と漁場利用ルールの見える化等による生産力の最大活用 

 令和 3年度に構築した Webアプリによる漁獲報告システム「湖（うみ）レコ」を普
及させ、漁業者から日々の漁獲量や操業場所の情報を迅速に収集する。 

 琵琶湖や河川に設定されている漁業権、漁業や遊漁に関する規制など、複雑で見え
にくい漁場利用ルールを一元的に地図上で可視化した Webアプリを作成する。 

 これにより、迅速な資源状況の把握とそれに基づく適切な管理、および漁業者や遊
漁者による漁場の適正利用が図られ、琵琶湖の生産力の最大活用が可能となる。 
 

3. 新たな湖魚流通モデルの構築と消費拡大 

 滋賀県漁連による新たな流通モデルへのチャレンジを支援し、2パターン（例えば、
仲卸を通じた ECサイト販売、市場的な集出荷）の試行により、課題や効果を評価
する。 

 琵琶湖八珍など湖魚の魅力を発信し消費拡大を図るため、学校給食での提供を充実
する。 

 淡水真珠母貝生産の安定化に向けた技術支援を行う。 
 

4. 燃油削減運動の普及 

 令和 3年度に開始した燃油削減運動をさらに普及させ、参加率 80％を目指す。 
 
5. 漁業組織の強化への支援 

 滋賀県漁連との連携により組織強化のメリットや必要な事務手続きなどについ
て、説明や助言に努める。 

 


