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〔３〕自由意見 

問23 草津市の農業について感じていることを御自由に御記入ください。【自由記述】 

 

【自由意見】※意見は抜粋 

【耕作放棄地の増加について 8 件】 

田畑の放棄田の整備の必要性を感じる。 

田んぼの畦の草が伸び放題でほとんど草刈りされていない田や、全く耕作されず荒れ放題の田を見

かけることがあるので、市からも指導なり支援がいただけるといいかなと思います。 

引き受け手がない小規模農地の有効活用法がないため、雑草が伸び放題の田が増えていく。 

基盤整備されていない 10a未満の農地が多く、面的な拡がりがない、又、農地が虫食い状に宅地化

されている。このような状態で近隣住宅地への騒音等で農業がしにくい環境にあるのが現実であ

る。このままでは早晩耕作荒廃地となるのではないかと危倶される。 

高齢化による空ハウスが増える。ハウスを借りるにも修繕が必要で金がいる。空ハウスが増える事

によって草や虫が増え回りに被害が及ぶ。 

農業している人の高齢化が進んで、休耕地が増えてきている。荒地にならない様に、担い手とうま

くバトンタッチできる事を希望している。 

【住宅地の増加について 9 件】 

近隣に住宅が迫っており、農業の危機を感じている。 

農地へのごみのポイ捨てが目立つように思う。何か対策はないものでしょうか。 

住宅地工業地の排水対策が考えられなく大雨が降れば真っ黒な水が流れている状態です。自然を守

る農地の確保を続けること。 

市街化地域に指定され農業の収入で固定資産税都市計画税の支払いは大変苦しい、又、田んぼにご

みのポイ捨てをされて困っています。都市化されたなかの緑地として税金を免除されたりゴミ捨て

禁止看板の設置などを考えていただきたい。 

住宅開発及び事業所開発など隣地田は育成が悪く農具の操作が困難であり減産している。 

住宅街が近くにあり、農産物を直販するのにもってこいの地域だと思います。もっと色んな農家が

自分の軒先で販売をすればおもしろい。 

【担い手の育成について 7 件】 

若者の後継者不足、20 代、30 代が農業に興味を持つような取り組みが必要。 

担い手や新規就農者に対する市独自の支援対策が不足しているように思います。 

新しい担い手を確保しないと、いまのメンバーだけでは草津の農地を守っていけない。 

近年新しい家（若い方）が多くなり、その人たちの中には農業に関心を持っておられる方もあり。

その人たちにお手伝いしていただき自分で作ったお米を食べる満足感を味わっていただく、高齢の

方の知識や経験を教えていただき、協力し合って農業を継続していけたらと思います。 

町内にも空き家が増えつつある。空き家の利用をして若い人々に兼業農家をしてもらい、活躍して

くれればいいと思います。 

【法人化について 4件】 

より法人化を進め、農地の集積化を図り、経営を安定させるべき。 

企業による農業参入の推進をもっと積極的にしてはどうか。 

大規模耕作をしている方の労力が足りないように思う。 

後継者不足による法人への委託が益々加速しつつあるが、除草などなされていない状態であると思

われる。景観面、防災面など、土地を守る意識向上が必要。 
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【中小規模農家への支援について 3件】 

大規模、法人化に特化した対策でなく兼業農家の生き残る、農業振興対策が必要。 

小規模農家でも継続して耕作などを維持して行こうとする応援対策。大型農家育成（法人化）と小

規模農家の継続とバランスの取れた農政活動。 

中小規模農家への支援をお願いしたいと思います。 

【販売方法や地産地消につい 8 件】 

安定した価格の売り先さえあればいくらでも安心して生産することできます。浮き沈みの激しい

市場出荷だけに頼らなくてよい販売ルートを JAと連携してつくって欲しい。人口増加している草

津市で草津の野菜を草津の人々に食べていただくことほどの喜びややりがいはない。 

草津市は人口増加の町なので消費圏でもあると考えている。 

ブランド農産物も必要と思うが、消費はポピュラーな野菜白菜、キャベツ、大根、ナス、キュウリ、

人参、などを生産して地元で消費する。地産地消がいいと思う。 

草津市で作った農作物を市内、県内で消費出来るシステムがあるとよい。集落にまわり、店へ配達、

宅配市場みたいなのはどうでしょうか。 

草津ブランドに水菜や山田ネズミ大根を加えるべきでは。出荷量、質的にもブランドと呼ぶべきで

す。 

庭先販売での規制を緩和してほしい。 

【その他 23件】 

食糧自給率の問題もありますが自然を残すことが大切です。 

農業がかっこよくて、利益に繋がるということが実践される必要があると思います。そしてその可

能性が草津市に十分にあると考えています。自然も多く、人口もそこそこというのが良いと思って

います。IT、AI の活用も大事だと思います。 

10aあたり固定資産税が 20万も必要になる市街化農地でだれが農業を続けるか。 

魅力を感じる農業を目指していただきたい。 

農薬を使用しないため、虫の食った野菜の方が、健康のためにいいと指導し意識を高めて欲しい。 

生産者同士が切磋琢磨し意見交換できる場がない。技術議論のできる場（サークル、発表会、支援）

を設けていくべきと考える。 

今後は良質米生産重視よりも多収米生産に向けた検討の方が重要でないかと考えている。 

生産量にこだわらず美味しいお米、野菜を作る生産者が増えるといいと思います。 
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Ⅲ．ヒアリング調査の概要 

 

１．調査目的 

草津市農業振興計画の策定にあたり、市内のスーパーやホテル、旅館を経営する方から農産物の

流通や消費に関する意見を把握し、計画策定の基礎資料として利用するために実施。 

 

２．調査設計・回収結果 

調査対象と

回収結果 

種類 回答件数 

小売店 14件 

ホテル・旅館 6件 

ＪＡ 1件 

調査期間 令和 2年 12月～令和 3年 3月 

調査方法 電話による聞き取り調査 
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Ⅳ．ヒアリング調査結果 

１．結果の概要 

〔１〕小売店 

①草津産農産物の取り扱いについて 

取り扱っている店舗の主な回答 

●地場産物が好まれている 

・滋賀県の人は地元のものを好む傾向があると考え、今後も地場産物を取り扱う見込みである。 

・地場産コーナーがそれなりに人気であり、今後も取り扱う見込みである。 

・地場産物の取り扱い意向は極めて高く、どこで誰が作っているかがわかり安心を生むため、お客

様のニーズとして強い。 

・野菜は地場産コーナーで取り扱っており、草津メロンは期間限定でコーナーを作る。草津メロン

ほど人気があるものは今のところない。 

 

取り扱っていない・不明店舗の主な回答 

●本社の意向 

・地場産物を取り扱う場合、本社に申請が必要であり、手間が掛かるため行動に移しづらい。 

・本社から地場産を取り扱う許可が下りれば地場産のコーナー等を実施してみたい。 

 

●産地を優先していない 

・滋賀県産、草津市産というよりも値段と品質で決めているため、地場産物の取り扱いは不明。 

・産地を表に出すよりディスカウントを売りにしている店舗であり、本社方針もあることから、店

舗単体で実施は難しい。 

・もし滋賀県産、草津産のものが、他の産地より質や値段が良ければ、コーナーで取り扱っても良

い。 

 

②地場産物を販売する上での課題について 

●安定供給が難しい 

・商品が安定供給でないので、お客さんが付かない。生産者の付加価値を野菜ではそこまで消費

者に伝わらない。 

・地場産物の供給が不安定であり、売り場を維持することができない。種類が少なく、偏りがあ

る。 

・地場産物は応用が利かない。その商品がない時に別の産地のものを代理で置くことが地場産コ

ーナーではできない。 

●特徴がない 

・地場産とそうでないもので違いや特徴がないため、付加価値を見い出してほしい。 

・質と量、価格のトータルバランスが重要であり、他の産地でよい質・量があると難しい。 

●本社の意向が必要 

・地場産品の取り扱いは本社申請が必要であり、その手間で後回しとしている。 

・基本的に本社方針に従うため、店舗独自で動くことが難しい。 
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●その他 

・個人農家と直接やり取りは使用禁止の農薬等を扱っている可能性もあり、リスクが高く、中規

模大規模農家や、農協、業者を通してのやり取りでないと難しい。なお、後者は、ある程度の

販売数を見込めないと厳しいため、当店では難しいと考える。 

 

〔２〕ホテル 

①草津産農産物の取り扱いについて 

取り扱っている店舗の主な回答 

・現在は、コロナの状況下にあるため、温めるだけでよい加工食品を仕入れているが、以前は地場

産を仕入れていた。会社の方針として、なるべく地場産物を取り扱うこととなっており、今後も

それに従う見込みである。 

 

取り扱っていない・不明店舗の主な回答 

・食品関係は、本社の指示に従っているため、現状では取り扱う予定はない。 

・ホテル内の施設に仕入れ方法を任せており、特に地場産を優先して扱っていない。 

 

②地場産物を販売する上での課題について 

・調理済の朝食のみを提供しているため、食材の取り扱い自体が少なく、地場産利用の予定はない。

もし利用するなら、安価であることや、調理済で提供してもらえることが重要となる。 

・流通が課題であり、地場産物を取り扱う人と契約しても配送手段がない。 

・地場産物のコストが高いことが課題である。 

・そもそも取り扱う方針がない。
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資料３ 草津市附属機関運営規則（抄） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、草津市附属機関設置条例（平成２５年草津市条例第３号。以下「条例」とい

う。）別表第１に掲げる市長の附属機関（別に定めるものを除く。以下「附属機関」という。）の運営

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員） 

第２条 附属機関の委員は、別表第１の委員資格者の欄に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または

任命する。 

（任期） 

第３条 附属機関の委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

２ 別表第２に掲げる附属機関の委員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、それぞれ同表の任期

の欄に掲げるとおりとする。 

（委員長等） 

第４条 附属機関に委員長および副委員長を置く。 

２ 前項の規定は、委員長の名称に会長その他これに類する名称を、副委員長の名称に副会長その他

これに類する名称を用いることを妨げるものではない。 

３ 委員長（会長その他これに類する名称である場合を含む。以下同じ。）および副委員長（副会長そ

の他これに類する名称である場合を含む。以下同じ）は、委員の互選によりこれを定める。 

４ 委員長は、附属機関を代表し、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

６ 委員長および副委員長にともに事故があるときまたは委員長および副委員長がともに欠けたとき

は、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

７ 別表第３に掲げる附属機関の委員長および副委員長は、第３項の規定にかかわらず、それぞれ同

表の委員長および副委員長の欄に掲げる者をもって充てる。 

（附属機関の会議） 

第５条 附属機関の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長、副委員長および前条第５項により

指名された委員の全てが不在の場合は、市長が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

（定足数および議決の方法） 

第６条 附属機関の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

２ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。 

３ 前２項の規定にかかわらず、別表第４に掲げる附属機関の定足数および議決の方法は、それぞれ

同表の定足数および議決の方法の欄に掲げるとおりとする。 

（関係人の出席等） 

第７条 附属機関は、必要と認めたときは、その議事に関し専門的知識を持つ者または関係人を出席

させ、説明または意見を聴くことができる。 
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（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（分科会等） 

第９条 条例第３条第２項の規定により、別表第５に掲げる附属機関に、それぞれ分科会等の欄に掲

げる分科会、部会その他これらに類する組織（以下「分科会等」という。）を置き、担任事務の欄に掲

げる事務を所掌させる。 

（庶務） 

第１０条 別表第１に掲げる附属機関の庶務は、同表の所属の欄に掲げる所属がこれを行う。 

（その他） 

第１１条 この規則に定めるもののほか附属機関の運営に関し必要な事項は、委員長が附属機関に諮

ってこれを定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

（草津市一般職員懲戒審査委員会規則等の廃止） 

 

別表第１（第２条、第１０条関係） 

附属機関の名称 委員資格者 所属 

草津市農業振興計画

審議会 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 公募市民 

(3) 農業従事者 

(4) 農業委員 

(5) 農地利用最適化推進委員 

(6) 関係する団体から選出された者 

(7) 関係行政機関の職員 

(8) その他市長が必要と認める者 

環境経済部農林水産課 
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資料４ 草津市農業振興計画審議会 委員名簿 

【令和２年度】    

 氏名 役職 分野 

会長 松原 豊彦 
立命館大学食マネジメント学部  

教授 
学識経験者 

副会長 吉川 彰治 
レーク滋賀農業協同組合  

常務理事 草津地区担当 
関係団体から選出 

委員 金子 あき子 
龍谷大学農学部食料農業システム学科 

講師 
学識経験者 

 

 
小川 弥生 公募委員 公募市民 

 

 
中嶋 広美 公募委員 公募市民 

 

 
西岡 祐子 公募委員 公募市民 

 池田 茂幸 
草津市野菜出荷連絡協議会 

会長 
農業者 

 

 
田中 治嗣 指導農業士 農業者 

 

 
堀  裕子 草津市農業委員 農業委員 

 

 
中西 真由巳 農地利用最適化推進委員 最適化推進委員 

 井上 升二 
滋賀県立湖南農業高等学校 

校長 
関係団体から選出 

 中嶋 慶喜 
草津市観光物産協会 

副会長 
関係団体から選出 

 箕浦 啓太 
株式会社平和堂生鮮食品事業部青果課 

バイヤー 
関係団体から選出 

 笠井 剛 
滋賀県大津・南部農業農村振興事務所 

次長 
関係行政機関 

 村野 浩昭 
近畿農政局滋賀県拠点 

統括農政推進官 
関係行政機関 
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【令和３年度】 

 氏名 役職 分野 

会長 松原 豊彦 
立命館大学食マネジメント学部  

教授 
学識経験者 

副会長 吉川 彰治 
レーク滋賀農業協同組合  

常務理事 草津地区担当 
関係団体から選出 

委員 金子 あき子 
龍谷大学農学部食料農業システム学科 

講師 
学識経験者 

 

 
小川 弥生 公募委員 公募市民 

 

 
中嶋 広美 公募委員 公募市民 

 

 
西岡 祐子 公募委員 公募市民 

 浜口 美芳 
草津市野菜出荷連絡協議会 

会長 
農業者 

 

 
田中 治嗣 指導農業士 農業者 

 

 
堀  裕子 草津市農業委員 農業委員 

 

 
中西 真由巳 農地利用最適化推進委員 最適化推進委員 

 清水 順二 
滋賀県立湖南農業高等学校 

校長 
関係団体から選出 

 中嶋 慶喜 
草津市観光物産協会 

副会長 
関係団体から選出 

 箕浦 啓太 
株式会社平和堂生鮮食品事業部青果課 

バイヤー 
関係団体から選出 

 森  真里 
滋賀県大津・南部農業農村振興事務所 

次長 
関係行政機関 

 宮本 博文 
近畿農政局滋賀県拠点 

地方参事官 
関係行政機関 
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資料５ 第２次草津市農業振興計画 策定の経過 

１．第１回草津市農業振興計画審議会 

   開催日：令和２年１１月１９日（木） 

   審議内容：（１）第２次草津市農業振興計画策定のポイントについて 

          ・現行計画の成果と課題について 

          ・計画策定にかかる背景について 

        （２）第１回草津市農業振興計画審議会にかかる御意見について 

 

２．第２回草津市農業振興計画審議会 

   開催日：令和３年 ５月１９日（水） 

   審議内容：（１）第２次草津市農業振興計画骨子（案）について 

          ・市農業を取り巻く現状の課題、次期計画のポイント等について 

          ・統計データ、アンケート・ヒアリング調査の結果概要について 

 

３．第３回草津市農業振興計画審議会 

   開催日：令和３年 ８月２７日（金） 

   審議内容：（１）第２次草津市農業振興計画（概要版）について 

        （２）第２次草津市農業振興計画（素案）について 

 

４．第４回草津市農業振興計画審議会 

   開催日：令和３年１２月２７日（月） 

   審議内容：（１）第２次草津市農業振興計画（素案）の確認について 
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資料６－１ 諮問文 

草農発第３７１２号  

令和２年１１月１９日  

 

草津市農業振興計画審議会会長 様 

 

草津市長 橋川 渉    

 

 

次期「草津市農業振興計画」の策定について（諮問） 

平成２１年３月に策定（平成２８年３月改訂）した草津市農業振興計画（改訂版）が令和３年度

に目標年度を迎えるにあたり、次期「草津市農業振興計画」を策定したいので、これについて御意

見を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

諮問の趣旨 

本市では、「草津市農業振興計画（改訂版）」に基づき、令和３年度までを計画期間として、農業

振興にかかる各種施策を推進してきましたが、国や県の上位計画や、「第６次草津市総合計画」等

の関連計画との整合を図るとともに、農業をめぐる社会情勢の変化や市民・農業者ニーズなども

踏まえたうえで、令和４年度から１１年間の次期「草津市農業振興計画」を策定することとして

おり、これについて御意見を求めるものです。 
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資料６－２ 答申文 

草 農 審 発 第 １号 

令和 ４年 １月 ２０日 

 

草津市長 橋 川  渉 様 

 

草津市農業振興計画審議会 

会 長  松 原  豊 彦  

 

 

    第２次草津市農業振興計画策定について（答申） 

 令和２年１１月１９日付け草農発第３７１２号で諮問のあった事項について、当審議会において慎重な審

議を重ね、審議結果をとりまとめましたので、下記のとおり付帯意見を添えて、別添のとおり答申いたします。 

 

 

付帯意見 

農業を取り巻く環境は厳しく、草津市においても農業者の高齢化や減少が進んでいる状況である。この

ことから、行政、農業者、市民や関係機関等が緊密に連携し、「第２次草津市農業振興計画」の取組を着

実に推進し、農業振興を図られたい。 

 また、毎年度、PDCA サイクルを活用し、進行管理によって効果的に計画を推進するとともに、各取組に

係る必要な予算の確保に努められたい。 



 

  



草津市環境経済部農林水産課

〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
TEL：077-561-2347　FAX：077-561-2486

URL：https://www.city.kusatsu.shiga.jp/index.html
E-mail：norin@city.kusatsu.lg.jp




