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平成３１年産	 近江米生産基本方針	
	

平成３０年(2018 年)１２月	
																																																															 	 	 近江米振興協会	

																																																															

１	 情勢	

【平成 30年産米の作付動向】	

・新たな米政策の初年度となる平成30年産の全国の主食用米の作付面積は、都道府県ごとの増減があるもの

の、前年産（137.0 万 ha）と概ね同水準の138.6 万 haとなった。	

・本県では、平成29年 12月に滋賀県農業再生協議会において設定された生産目標30,315ha に対して、主食

用米の作付面積は30,100ha となった。	

【作柄・品質の概況】	

・平成 30 年産の近江米は、7 月上旬の大雨、その後の一転しての猛暑、さらに出穂期から登熟期にかけての

度重なる台風の接近や9月の長雨・日照不足など、厳しい生産環境下での栽培となった。	

・その結果、特に、中生・晩生品種の作柄は不良傾向となり、農林水産省が公表した作況指数（12月 10日現

在）は、本県では「99」の「平年並み」(全国「98」）となっているが、不作を実感している生産者は多い。	

・早生品種においても、品種、作期および栽培方法によっては、一部で平年よりも収量が低下しており、実際

には、気候変動に加え、様々な要因が近江米の作柄に影響を及ぼしたものと考えられる（参考資料１および

2参照）。	

・一方、「みずかがみ」は、本年のような「酷暑」ともいわれる暑さにも耐え、農産物検査速報値（10 月 31

日現在農林水産省公表値）における 1 等米比率は 89.9％と高く、「コシヒカリ」（69.3％）、「キヌヒカ

リ」（53.4％）と比較して暑さに対する強さが明確となった（水稲うるち玄米の一等米比率は全国平均82.2%、

滋賀県平均 70.4%）。	

【需要および価格の動向】	

・平成 30年産米の全国の生産量は、見通されていた735 万トンと概ね同水準の733 万トンと見込まれている。	

・その結果、需給の均衡が見込まれ、米の相対取引価格は4年連続で上昇しており、近江米の主要銘柄につい

ても、9月時点の同価格は前年より2.4～3.0％上昇している。	

・米価が高くなると、消費者が米を買い控え、その結果として、消費量が減少して米価が下落することが懸念

される。	

【平成 31年産米の需要見通し】	

・国の基本指針では、国内の人口が減少局面に入ったことを踏まえ、平成31年産米の需要見通しを前年産（735

万トン）に比べ9万トン少ない726 万トンと設定された。	

・併せて、在庫数量を考慮したうえで、平成31年産の生産量は718 万トンから 726 万トンと各産地の自主的

な作付判断がより促されるよう8万トンの幅を持って設定されたところ。	

【今後の情勢】	

・国による平成31年産の需要量見通し（726 万トン）は、平成30年産の収穫量 733 万トンを下回る水準であ

り、生産抑制の必要性を明確にしている状況にある。	

・全国の主要産地では品質や食味に優れる独自品種のデビューが相次いでおり、今後、産地間競	
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争が一層激化することが予想される。	

・こうした背景から、県内外における近江米の安定的な需要を確保するとともに、需要に応じた生産に取り組

む体制づくりを進め、近江米のブランド力の向上とともに、生産者の所得向上を図ることが喫緊の課題とな

っている。	

	

２	 基本的な考え方	

・平成 30 年産からスタートした「新たな米政策」が 2年目を迎え、マーケットインを強く意識した米づくり

を一層進めることとし、平成 30 年 3 月に策定した「近江米生産・流通ビジョン」（参考資料 3参照）に基

づき、品種別や用途別の需要に応じた生産への誘導を図る。	

・家庭用として流通している「みずかがみ」をはじめ、主力品種である｢コシヒカリ｣等の良食味品種について、

食味の高位安定化を進める。	

・中でも食味ランキング（日本穀物検定協会）において、3年連続で「特Ａ」を取得した「みずかがみ」につ

いては、ブランド力が向上するとともに消費者への知名度も上がり、販売先からの要望数量に生産が追い付

いていない状況であり、今後も確実な需要が見込める品種としてさらなる作付拡大を進める。	

・「みずかがみ」は全量を環境こだわり米として生産拡大し、「コシヒカリ」は環境こだわり米の比率を高め、

家庭用の近江米について、概ね全量が環境こだわり米となることを目指し推進するとともに、オーガニック

農業を象徴的な取組として推進し、環境こだわり米、さらには近江米全体のブランドイメージの向上を図る。	

・栽培技術においては、恒常化している気候変動、特に夏期の異常高温に適応するため、土づくりをはじめ基

本的な技術対策を進めた上で、生育状況に応じた施肥や水管理などの栽培技術情報の提供により技術対策の

実践を徹底し、収量と外観品質の安定化を進める。	

・農地の集積・集約化や農業機械の効率利用とともに、土壌診断等に基づく適正施肥等による生産コストの低

減を推進する。	

・これらの対策を総合的に実施することにより、「高品質で環境にやさしく、安全安心・おいしい」近江米の

生産を推進するものとする。	

	

３	 主要品種の作付方向	

・今後の生産と流通の方向性を示す「近江米生産・流通ビジョン」に基づき、マーケットインを	

強く意識した契約栽培による米づくりを推進する。	

・具体的な推進にあたっては、家庭用、業務用等の用途別需要情報を関係機関が共有するととも	

に、生産者に確実に伝達したうえで作付けを提案し、集荷業者と生産者の間の播種前契約を積	

極的に進めるなど、需要に見合った生産と集荷を確保できるよう全ての関係者が連携して取り	

組む。	

・中でも家庭用として流通する「みずかがみ｣については、消費者等の評価の高まりにより確実な需要が見込

めることから、近江米を牽引する品種として、一定の収量を確保しつつ、品質および食味の均質かつ高位安

定化が図れるよう食味分析等の徹底した品質管理のもとで作付けの拡大を推進する。	

・主力品種の「コシヒカリ」については、作付面積を維持し、環境こだわり栽培の比率を高めるとともに仕分
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けの徹底を図る。	

・「キヌヒカリ」、「日本晴」等その多くが業務用に流通している品種については、需要量の増大に合わせた

作付けと供給量の確保に努めるとともに、収益を高めるために、面積当たりの収量の確保を進める。	

・また、気候変動によるリスクの分散を図るため、「みずかがみ」、「コシヒカリ」、「キヌヒカリ」の早生

品種と「秋の詩」、「日本晴」などの中生品種を組み合わせ、作期分散に配慮した作付けを推進する。	

	

４	 技術対策	

（１）収量の安定化・品質の向上対策	（全品種共通）	

・近年は、「高温」と「低温」、「多照」と「寡照」、「多雨」と「寡雨」が局在化したり、大型の台風が接

近するなど、特異的な気象条件が多く発生している。	

・今後も、こうした気候変動の影響による収量と品質低下を防ぐため、各産地において下記の技	

術対策の実践状況を調査・点検し、取組の不十分な技術については、生産者および関係者が一	

丸となって重点的に実践し、安定した収量の確保と１等米比率80%以上を目指す。	

	 	 ＜主な点検技術＞	

☞	有機物や土づくり肥料の施用による土づくりを進めるとともに、深耕により根張りを促	

進するなど、栄養凋落の防止を図る。	

☞	産地や品種ごとに収量目標を設定し、過度の窒素施肥や有機物施用を控える。	

☞	3～4本／株の細植を基本とし、350～400 本／ｍ2の穂数が確保できるよう、品種特性や土壌条件等に合

った適切な栽植密度を選択する。	

☞	健全な育苗を進め、品種ごとに適期に移植する。	

☞	還元障害が発生したほ場では、一旦ほ場を干してから水を入れ直し、分げつなどの生育を	

回復させる。なお、前年の作物残さや雑草が多いまま代かきをすると、還元障害が発生し	

やすくなるので、稲わらをすき込む場合は秋に行う。	

☞	適期・適切に中干しを行う。	

☞	出穂前後各 3週間の常時湛水を行う。	

☞	穂肥は、ほ場の地力、稲の生育（草丈、茎数、葉色）に応じて調整し、穂揃期の葉色が葉色板 4.0 以下

を目標とする。	

☞	斑点米カメムシによる被害を防ぐために、出穂3週間前と出穂期の2回、畦畔の草刈りを	

行い、併せて適切に薬剤防除を行う。	

☞	収量や品質に大きく影響する登熟期の水管理については、収穫作業に支障がない限り落水を遅らせ、間

断かんがいによる水分供給を徹底する。	

	

（２）「みずかがみ」の収量・食味の高位安定化対策	

・引き続き、「特Ａ」産地に相応しい良食味米生産に努め、消費者等の支持を確実なものとすることが重要で

ある。	

・このため、（１）の技術対策を基本に、次の技術を確認・徹底する。	

	 【初期生育の確保】	
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☞	地帯別の栽植密度を今一度確認し（湖辺：60株、湖辺砂質・平坦：60～70株、中山間：	

70 株）、過度な疎植を避け、適切な栽植密度で移植する。	

☞	地帯別の基肥施肥量を参考に、施肥を適切に行う。	

☞	大豆跡の施肥量は、基本は基準の半量が上限であるが、地力が低い場合や、大豆の収量が思わしくなか

った場合は、施肥量を増量するなど調節する。一例として、大豆の収量が 180kg/10a 以下の場合は、基

準量の7割程度を施用する。	

☞	基肥一発肥料の使用にあたっては、初期生育の促進と後期の栄養凋落の軽減が期待できる資材を活用す

る。	

☞	基肥一発肥料には、化成肥料と比べて比重の軽い有機質肥料が含まれており、田植機の施肥ダイヤルを

目標施肥量にセットしていても、必要量を施用できていない場合が生じる。田植前に、施肥量を調節す

るダイヤルの調整を行い、落下量を確認し、確実に施肥する。肥料が規定量よりも余った場合は、余っ

た分を表層散布する。	

【食味向上】	

☞	穂肥施用時期は出穂 25 日前(幼穂長１mm)とし、県稲作技術指導指針に基づく地帯別の施肥基準を超え

て施用しない。	

☞	併せて、生産者自らが「みずかがみ」ブランドを守り、育てる組織的な取組を強化し、品質・食味の高

位安定化を図る観点から、食味や品質に課題がみられる地域においては、生産者組織等において改善に

向けた取組を引き続き進める。	

・なお、(１)、(２)の具体的内容は「収量、外観品質および食味向上のための重点技術対策」（別	

記）のとおりとする。	

	

５	 「安全・安心」な米づくり	

・環境こだわり米の生産拡大を図ることとし、区分荷受け・区分管理により、「環境こだわり米」としてのロ

ットを確保するなど、安定した流通に取り組む。	

・特に、環境こだわり栽培された「コシヒカリ」については新たなパッケージにより「環境こだわり米コシヒ

カリ」として流通・販売できるよう取組を推進する。	

・また、「みずかがみ」については、これまでどおり全て「環境こだわり栽培」で取り組むこととし、「環境

こだわり米コシヒカリ」と「みずかがみ」を安全、安心な近江米の代表的取組として継続する。	

・さらに、本県の環境こだわり農業が全国一の取組であること、生産者が国民的資産である琵琶湖の環境保全

のために努力していることを「おいしさ」とともに県内外に発信するとともに、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を推進する。	

・食品としての安全性の確保に加え、環境保全、労働安全等を目的とした滋賀県版ＧＡＰをベースにその高度

化に向けての実践を推進する。	

・カドミウムの吸収を抑制するため、土づくり肥料の施用および出穂前後各3週間の常時湛水を徹底する。	

	

６	 コスト低減を図るための技術等対策			
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・集落営農による水稲経営の一元化、担い手への農地の集積・集約化、作期分散に配慮した品種	

の作付けを進め、施設・機械の効率利用を図り、機械器具費等のコスト低減を推進する。	

・近年、省力化やコスト削減につながるとして期待の大きい、水田の水管理遠隔操作技術、自動	

走行トラクタ、自動走行田植機およびドローンを用いたリモートセンシング等のＩＣＴ等の先端技術を活用

したスマート農業を推進する。	

・直播栽培など低コスト・省力技術の普及拡大を図る。	

・土壌診断や生育診断等に基づく土づくりや効率的な施肥を進め、資材コストの低減を推進する。	

	 	 	

７	 普及・推進体制	

・これらの対策等の着実な実践を図るため、次の取組により、関係者の情報共有、農業者への周知を図る。	

☞	需要に応じた米づくりを進めるため、品種別、用途別の生産状況や流通・販売動向について、あらゆる

機会を通して生産者に対し確実に伝達する。	

☞	安定した作柄や品質の高位安定化を図るため、生育情報の発信、啓発資材の配布、農談会の開催等を通

してタイムリーな情報伝達を徹底する他、現地研修会の開催や部会組織等での研鑽活動を通して技術の

実践に結び付ける。	

☞	気候変動に適応する栽培を進めるため、新たな生育診断方法の開発、緊急的な措置としての追肥の施用

等の必要性を判断し、迅速に生産者へ情報伝達するシステムの構築を目指す。	
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別記 
 
収量、外観品質および食味向上のための重点技術対策 

 
①土づくり・施肥 

 	 □ 土づくり肥料の投入（土壌診断の実施） 
 	 □ 深耕（１５ｃｍ以上を目標） 
 
②植え付け	 ★「みずかがみ」は極端な疎植をしない。 
□ 適期植え 
□ 細植え 
□ 適正栽植 
密度 

 
栽植密度(/坪) ５０株 ６０株 ７０株 

必要苗箱数(/反) 14～15 16～17 18～20 

※	 播種量150g/箱、植え付け本数３～４本/株 

	 ③施肥 
	  □ 地帯別の適正かつ確実な基肥､追肥施用 

・高温時における登熟期の栄養不足を回避するため、適期に必要量をきっちり施用する。 
・「コシヒカリ」「秋の詩」は倒伏を回避しつつ登熟後半まで栄養状態を維持するため、分施体系ま 
たは緩効性肥料の利用とする(幼穂形成期までの生育量が過剰の場合は、後期重点施用とする)。 

 
□ 生育に応じた穂肥施用（幼穂を確認し葉色､株張りに応じて穂肥を施用する） 
□ 大豆跡の適正施肥 

	  	 ・★「みずかがみ」の場合、基本は基準の半量が上限であるが、地力が低い場合や、大豆の収量が	
思わしくなかった場合は、施肥量を増量するなど調節する。一例として、大豆の収量が180kg/1

0a	

以下の場合は、基準量の7割程度を施用する。	
	
	 		□ 基肥一発肥料の必要量投入	
	 	 ・田植前に、施肥量を調節するダイヤルの調整を行い、落下量を確認し、確実に施肥する

。	
肥料が規定量よりも余った場合は、余った分を表層散布する。	

	

④水管理・防除・収穫 
□ 早めの溝切りと中干し 
・茎数が目標穂数の８割になったら速やかに中干しを行う。	

・中干しの実施により太く強い茎を作るとともに、収穫前まで入水できる田面の硬さを確保する。 
□ 出穂前後各３週間は常時湛水（水を切らさない） 
□ 収穫５日前まで間断かんがい（胴割粒の防止、粒大の確保） 
□ 発生予察に基づく防除（いもち病、紋枯病の本田防除）  
□ けい畔２回連続草刈り（斑点米カメムシ防除	 出穂３週間前と出穂期の２回連続） 
□ 品種別に適期に防除（斑点米カメムシ防除）	
	 ・★｢みずかがみ｣や中生品種で被害が多いところは注意 
□ 適期収穫（籾黄化率：８５％が目安、刈り遅れない） 
□ 適正な乾燥（高水分籾を急激に乾燥しない） 

品種 
適期植え 

細植え 

適正栽植密度 （坪あたり株数） 
5月
上旬 

5月
中旬 

5月
下旬 

湖辺粘質 
湖辺砂質

平坦 
中山間 

みずかがみ	 ○	 ○	 ×	
3～4	
本/株	

60	 60～70	 70	
コシヒカリ	

キヌヒカリ	
×	 ○	 ○	 	
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平成 30 年産水稲の生育概況と平成 31 年産に向けた技術対策

～はじめに～	

農林水産省が公表する滋賀県の平成30年 12月 10

日現在における平成 30年産水稲の作況指数は「99」

となりました。しかし、水稲の生育や収量・品質

の良否は、夏期の異常高温や台風などの気象によ

る影響を強く受けたことから、品種、作期、ほ場

毎に大きく異なりました。そのため、同じ早生品

種であっても、農業技術振興センターにおける水

稲作況調査では著しい減収や品質低下は認めら

れなかった一方で、県内では減収・低品質化の事

例が多く見られるという状況が生じています。そ

こで、本稿では水稲作況調査結果の分析と併せて、

県内における収量・品質の低下事例について紹介

し、平成 31 年産に向けた技術対策について示し

ます。	

	

	

１）気象概況	

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本年は以下の３つの特徴的な気象条件が水稲に

影響を与えたと考えられます。①６月下旬から９

月初旬にかけての異常高温、②台風 12 号、20 号、

21 号の接近、③９月上旬以降の低温多雨寡照。	

	

２）水稲作況調査結果から見た生育概況	

水稲作況調査は以下の方法で実施しました。	

	

	

	

	

	

≪生育≫	

■早生品種では幼穂形成期以降の高温により生

育の進みが早くなり、幼穂形成期から出穂期まで

の期間が短くなりました。 
■「みずかがみ」および「コシヒカリ」は台風 20 号の

影響を受け、平年よりも倒伏程度が大きくなりました。

「秋の詩」では９月上旬以降の最高気温が低く、日照時

間が少なく経過したため、成熟期は平年より３日遅くな

りました。 
≪収量・品質≫	

■「みずかがみ」について、穂数は少なかったも

のの（平年比 91％）、７月中旬以降が高温多照に

経過したことと、葉色がやや濃く推移したことか

ら、一穂籾数がかなり多くなったため（同比

115％）、㎡あたり籾数は多くなりました（同比

105％）。登熟歩合は平年並（同比 99％）で、千粒

重はやや小さくなりました（同比 97％）。精玄米

重は平年並となりました（同比 102％）。	

■「コシヒカリ」について、穂数は平年並（平年

比 98％）で、一穂籾数は「みずかがみ」と同様に

かなり多くなり（同比 115％）、㎡あたり籾数はか

なり多くなりました（同比 113％）。台風の影響に

より倒伏程度が大きくなったため、登熟歩合は低

く（同比 92％）、千粒重はやや小さくなりました

が（同比 97％）、精玄米重は平年より多くなりま

した（同比 105％）。	

平成 30 年産水稲の生育概況	

図１	 平成 30 年稲作期間半旬別気象図（彦根気象台）	

注）平年は平成 20～29年（10年間）の平均値	

＜水稲作況調査耕種概要＞	

移植日	 ：５月 10日（稚苗、手植え）	

栽植密度：「みずかがみ」・「コシヒカリ」18.5 株/㎡	

	 	 	 	 ：「秋の詩」22.2 株/㎡	

施肥	 	 ：「みずかがみ」基肥３－穂肥４（kgN/10a）	

	 	 	 	 ：「コシヒカリ」・「秋の詩」	

	 	 	 	 	 基肥３－追肥２－穂肥２－穂肥２（kgN/10a）	

平年値	 ：平成 25～29 年（５年間）の平均値	

参考資料２	



 
■「秋の詩」について、穂数は少なかったものの

（平年比 94％）、一穂籾数はかなり多くなったた

め（同比 118％）、㎡あたり籾数はかなり多くなり

ました（同比 111％）。台風による不稔籾や登熟期

間後半が低温多雨寡照に経過したことから、登熟

歩合はかなり低くなり（同比 90％）、千粒重はや	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

や小さくなりました（同比 96％）。精玄米重は平

年よりやや少なくなりました（同比 96％）。	

■「コシヒカリ」および「秋の詩」は、籾数過多

と登熟期間の高温により、乳白粒の発生が多くな

りました。また、３品種とも青未熟粒が増加し、

外観品質は平年と比べてやや不良となりました。	

	

３）県内の収量・品質の低下事例とその要因  
水稲作況調査以外の品種や作期等では、以下のよ

うな収量・品質の低下事例が見られました。	

■（例１）作付の遅い早生品種や中生・晩生品種	

台風による倒伏や、９月が低温多雨寡照に推移し

たことによる不稔籾や登熟不良、穂発芽の発生に

より、収量・品質ともに低下が見られました。	

■（例２）生育初期で分げつ過多になったほ場	

５月中旬以降の高温により過繁茂となる傾向が

見られました。そのため、有効茎歩合が低下する

とともに細茎化し、夏期の異常高温に耐えきれず、

籾数の減少による収量低下や白未熟粒等の増加

による品質低下が見られました。	

■平成 30 年産は複数の極端な気象条件が複雑に

絡み合い、水稲に影響を及ぼしたと見られます。

上記のことを参考に作柄を振り返り、平成 31 年

産に向けた技術対策の実施に努めましょう。 
 
 
 
１）土づくり	

稲の生育や籾の登熟を良好にするためには、収穫

期まで活力ある根の維持が必要です。しっかりと

土づくりを行いましょう。 
２）過繁茂防止と必要茎数の確保	

「コシヒカリ」では、外観品質の向上のために、

籾数を 25,000～30,000 粒／㎡にすることが大切

です。適正な移植・施肥・中干しを行い、生育前

半の過繁茂を防止し、健全な茎づくりに努めまし

ょう。 
一方で、「みずかがみ」は初期の茎数増加が緩慢

なため、基肥は基準量の施用が重要です。また、

極端な疎植は避け、茎数確保にも努めましょう。 

３）茎葉の活力維持	

良好な籾の登熟には、葉の光合成を活発にし、収

穫直前まで籾へ炭水化物を送り続けること大切

です。茎葉の活力維持のために、生育に応じた適

正な穂肥を施用しましょう。 
また、出穂前後は稲が最も水を必要とする時期で

す。出穂前後各３週間は湛水管理を励行しましょ

う。平成 30 年のように中干し後に高温で降雨が
少ない場合は、特に水不足には注意が必要です。 
４）品質低下防止	

登熟期の早期落水は、品質を低下させるため、収

穫直前まで間断かんがいを実施します。また、収

穫適期を過ぎると胴割れや穂発芽などが発生し、

品質が低下するため、適期収穫に努めましょう。 
（農業技術振興センター	 栽培研究部） 

平成 31 年産に向けた技術対策	

図２	 水稲作況調査	 収量および収量構成要素	
注）精玄米重および千粒重は粒厚 1.8 ㎜以上の玄米重。	



　・収量性、高温登熟性、食味、耐病性に優れる品種の育成 
　・極めて食味に優れるブランド品種を育成（中長期）　

【新品種】 
　＜平成24年＞ 
　　　高温に強く、良食味品種「みずかがみ」 
　　　を育成

　　　　　近江米生産・流通ビジョンの概要

○米政策改革をふまえ、近江米の評価の向上と需要の確保を目指し、平成３０年産以降（概ね３年間）にお 
　 ける近江米の生産・流通の方向性を示す指針として、近江米振興協会で策定した 
○関係機関・団体が、このビジョンを基に「需要に応じた生産」を農家に啓発・推進するとともに、ＪＡ等による 
　 農業者への「作付提案」につなげ、売れる米づくりによる農家所得の維持・向上を図る

○全国の主食用米需要量に占める近江米のシェアの向上（H28年産:2.10%→H32年産:2.14%）	
○主食用米の契約栽培率の向上（H28年産:71%→H32年産:80%）	

１	策定の趣旨

２	目標設定

３	目標達成に向けた取組　

生
産	
者

需要調査 需要調査

需要把握需要把握

事前契約事前契約 事前契約

出荷 契約に基づく供給 契約に基づく供給

集
荷
業
者

卸
売
業
者

実
需
者

消
費
者

情報提供 
作付提案

消費・販売 
動向

販売

①マーケットインを強く意識した米づくり 
　

　【近江米（うるち米）の事前契約率】　【全国に占める近江米の需要量シェア】

　○品種別・用途別の需要を積み上げ、その数量に基づく生産、販売を進める	
　○播種前契約、複数年契約などの契約栽培を進め、安定した取引を加速　　　　　　　

平成30年3月 
近江米振興協会

参考資料３



　　 

　　 

　　 

　　 

　 

　　 

　　 

　 

「コシヒカリ」

「キヌヒカリ」

「秋の詩」

「日本晴」

「みずかがみ」

　県内および京阪神　

　県内および京阪神 
　首都圏、中京圏にも拡大

　県内および京阪神

　県内および京阪神

県内および京阪神 
輸出用として検討

近江米の生産・流通実態 
（H27年産） 

（供給先、用途、評価等は 
全農しが取扱分について聞取り）

「コシヒカリ」　　　作付比率　37.6％ 
　【供給先】　県内（30%）、京阪神（67%） 
　【用途等】   家庭用（94%） 
　【評価等】　食味と価格のバランス良い

「キヌヒカリ」　　作付比率　22.9％ 
　【供給先】　県内（27%）、京阪神（73%） 
　【用途等】　業務用（66%）、家庭用（34%） 
　【評価等】　ロットがあり扱いやすい、値頃感

「秋の詩」　　　　作付比率　7.4％ 
　【供給先】　県内（26%）、京阪神（74%） 
　【用途等】  主に業務用 
　【評価等】　価格と食味のバランス良い

「日本晴」　　　　作付比率　10.5％ 
　【供給先】　県内（27%）、京阪神（73%） 
　【用途等】　業務用（83%）、家庭用（17%） 
　【評価等】　寿司用に優れ、炊飯加工しやすい

「みずかがみ」　 作付比率　6.0％ 
　【供給先】　県内（46%）､京阪神（48%）､ 
　　　　　　　　首都圏（0.5%） 
　【用途等】  家庭用（99%） 
　【評価等】　食味評価、知名度高まっている

平成３０年産以降の方向性（用途と栽培方法）

　高←価格→低　 高　←　価格　→　　低

今後の生産 
（作付面積） 
の方向性

家庭用

　　　　　　　　　　　　　　（凡例）
グラデーションの濃い部分が 
主な出荷領域を示す

主にねらいとする栽培方法を示す

②品種別・用途別の販売ターゲットと作付の方向

全体 

業務用

家庭用
全体 

業務用

家庭用全体 

業務用

家庭用全体 

業務用

家庭用全体 

業務用

③流通の方向

④ＰＲ戦略等

　量販店、生協等　

量販店、生協等

外食、量販店（惣菜等）

外食等

外食、量販店（惣菜等） 
寿司用等として輸出を検討

エリア 実需先

輸出用

環境 
こだわり 

栽培

環境 
こだわり 

栽培

　　　環境 
　　　こだわり 
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⑤新品種の育成方向

＜県内＞ 
・新たな需要を開拓するため、若い世代へのSNS等による情報発信 
＜京阪神＞ 
・消費者向けに、「安全、安心とおいしさ」と健康、琵琶湖を守る取組を 
　テレビＣＭやトッププロモーションによりＰＲ、情報発信 
＜首都圏＞ 
・首都圏の強い発信力を生かして、「ここ滋賀」等から全国に向けて 
  近江米の魅力発信 
　（環境こだわり農業、特にオーガニックの取組や魚のゆりかご水田米） 
・小売店等向けに、オーガニック米などのマッチングの機会を創設 
＜海外＞ 
・ＪＥＴＲＯ滋賀と連携し、海外需要を探りながら、寿司米やパックライス 
  等のプロモーションを実施 

・良食味を基本に、収量性、高温登 
  熟性、耐倒伏性、いもち病抵抗性 
   など、農薬の削減や安全・安心 
　につながる品種の育成を目指す 
・良質で醸造適性に優れた酒米の 
  品種を選定 
・中長期的には、食味ランキングに 
　おいて、安定して「特Ａ」を取得で 
　きる極良食味のブランド品種を育 
　成

(※このビジョンは、集荷業者が取扱う主食用米を対象とする)




