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<２０１９>	
安定生産で	

しっかり供給！	

タンパク含有率
6.5％以下の	
美味しさを	

追求！	

特A産地にふさわしい米づくりを目指して！	



はじめに	

　「みずかがみ」の栽培がスタートして6年が経過しま
す。この間、食味ランキングにおいて3年連続の「特
Ａ」評価を受けたことで消費者等の評価が高まり、確
実な需要を見込めるようになってきました。	

　この需要にしっかりと応え、「特Ａ」産地としての
信頼をゆるぎないものにするには、収量、品質そして
食味を高いレベルで維持する必要があります。	

　本マニュアルは、「みずかがみ」の情勢を知ってい
ただくとともに、これまでの栽培実績から見える課題
を踏まえ、収量の安定化と高品質、良食味生産のため
の技術対策としてまとめたものです。	

　「みずかがみ」には「みずかがみ」に合った栽培方
法があります。「収量が伸びない!?」、「思ったほど
食味が上がらない!?」など、栽培に不安を感じておら
れる方は少なくありません。	

　本マニュアルの技術対策の実践状況を点検していた
だき、取組が不十分な技術については重点的に実践し
てください。	

　引き続き「特Ａ」産地にふさわしい良質な「みずか
がみ」の生産に努め、みんなで「みずかがみ」を守り
育てていきましょう。これからが正念場です。	

	

近江米振興協会	
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１．「みずかがみ」の情勢	

「みずかがみ」はデビューから6年。
みなさんと共に、	

ここまで成長しました！	
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　「みずかがみ」の栽培が始まって、平成30年で　　
6年目を迎えました。この間、栽培面積は2,751haに
まで拡大しました。県内の水稲作付面積の約８％
になります。	

年々増える栽培面積！	

図　「みずかがみ」の栽培面積の推移 （ha）	

～3年連続特Ａ獲得！～	

　平成27年に、一般財団法人日本穀物検
定協会が公表する「米の食味ランキン
グ」において、最高ランクの「特Ａ」評

価を滋賀県で初めて獲得！。
　その後も、3年連続で「特Ａ」評価を得

たことで、県内外で知名度が上がり、
「みずかがみ」のブランド力は急上昇し
ています！



滋賀ならではの「環境こだわり栽培」	

　「みずかがみ」は、全てが環境こだわり
栽培米です。	
　消費者に美味しさとともに、安全と安心
をお届けする、近江米を牽引する代表的
な品種に成長中です。	

消費者と流通業者
の「美味しい！」の
声をご紹介します	

先日、「みずかがみ」の無洗米を東京で暮らす娘
夫婦に送りました。「近江米はやはり美味しさが
違う！」と、喜んでもらえました。地元の米は、
妊娠中の娘にも“こだわり”で安心です。

関西に来て5年、食べなれたお米と迷って環境こだ
わり米を購入してみたら、これが大正解！新米な
らではのつやと甘みに満足です。子どももたくさ
ん食べています！ご飯のお友と一緒だと、さらに
食が進みます！

統一された「みずかがみ」のブルーのデザインが売
場で映え、環境こだわり米の広がりに弾みをつけて
います。「環境こだわり米をもっと売りたい」とい
う要望が多いので、今後の生産量増加に期待してい
ます。

「日本一！環境こだわり米」キャンペーン」消費者等の声より（食のブランド推進課）	
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•  「みずかがみ」の優れた特性と言えば、夏の暑さ
に強く、登熟期間が高温でも白未熟粒が発生しに
くいことです。	

• 図は、滋賀県産の「みずかがみ」、「コシヒカリ」お
よび「キヌヒカリ」の1等米比率の推移を表したグ
ラフです。「みずかがみ」は安定して1等米比率が
高いことがわかります。	

夏の暑さにめっぽう強い！	

図　「みずかがみ」「コシヒカリ」「キヌヒカリ」の1等米比率の推移	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産省公表値）	

平成最後の夏は酷暑でした
が耐えました！	

（年産）	



増産しましょう！	

•  全国の平成31年産米の需要見通し（718万～726万トン）は、
平成30年産（733万トン）を下回る水準で、生産抑制の必要
性が明確となっています。	

•  このような中、「みずかがみ」の需要はますます高まってい
て、生産が追いついていません。	

•  需要に応えるためには、3,000ha以上の作付けが必要です	
•  全国の米の主産地では品質や食味に優れる独自品種のデ

ビューが相次いでいます。せっかくの席（需要）を他県にとら
れないように今のうちに増産しましょう。	

今がチャンス！	
増産！増産！	

Ｈ３０ Ｈ３１

生産量	 需要量見込み	

約1万トン	

約1万3千	
トン以上	

図　「みずかがみ」の生産量と需要見込み	

作り	
足りない！	
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キヌヒカリ みずかがみ

• 全量が環境こだわり栽培の「みずかがみ」と環境こだ
わり栽培の「キヌヒカリ」の粗収入を比べると…。　　「み
ずかがみ」の方が粗収入は大きくなります！	

メリットあります！	

【計算の前提条件】
　①「みずかがみ」全量1等、「キヌヒカリ」は1等が
　　60%、2等が40％で計算。
　②「みずかがみ」の単収は、10aあたり8.5俵、　
　「キヌヒカリ」は10a当たり9俵で計算。
　③生産費にかかる経費等は同等とする。
　④1俵あたりの単価は県内12ＪＡのH30年産概算
     払い金の平均値を使用
キヌヒカリ1等 12,208円/60kg、2等 11,575円/60kg
みずかがみ1等 12,983円/60kg

図　　「みずかがみ」と「キヌヒカリ」の１０ａあたり粗収入の比較(円)	



２．　９俵どり・タンパク6.5％以下 
　　の「みずかがみ」を目指して	

「みずかがみ」ブランドを守り、育てる
ためには、高品質で、かつ、安定した

収量を確保することが必要です！	
そのための栽培ポイントを	

整理しました。	

「コシヒカリ」、「キヌヒ
カリ」などと作り方が

違います！	
「みずかがみ」の特

徴を最大限に引き出

すための技術を実践
しましょう！	



①土づくり	

ワンポイントアドバイス	

〇　調査地：安曇川町　　〇　土壌タイプ：乾田　　〇　連用開始年：1976年	
〇　リン酸・ケイ酸の数値：1993年から1997年の平均値	
〇　収量：連用10～20年の10年間の平均値	
〇　品種：日本晴（「みずかがみ」の試験事例が無いため引用）	
〇　有機物は稲わら全量還元	

土づくり肥料の連用により、土壌養分含量を維持・向上する	
ことができます。特に乾田では、稲わらと土づくり肥料との併用	
による増収効果が高くなります。	

・良質な米、安定収量を得るには、土づくりにより根が	
　健全に働く環境をつくることが重要です。	
・土づくりの効果は継続することで本領発揮！	

図　　土づくり肥料の連用による土壌養分含量の変化と増収効果	
　　　　　　　　　　　（滋賀県稲作技術指導指針より）	
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• 低コスト栽培を進めるために、極端な疎植栽培が行わ
れている場面を目にします。	

•  「みずかがみ」の場合は、「コシヒカリ」などの他の品種
と異なり、極端な疎植は低収量のリスクがあります。	

• 地帯別の一坪当たりの栽植株数を確認しましょう。	
	

②栽植株数	

ワンポイントアドバイス	

地帯	 栽植密度(株/坪)	 (参考)　	
コシヒカリ	

湖辺	 ６０株	 ５０～６０株	

湖辺砂質	
　 平坦	

６０～７０株	 ６０～７０株	

中山間	 ７０株	 ７０株	

表１　栽植株数の目安	



美味しい「みずかがみ」を
安定した収量品質で生産するために

　「みずかがみ」の作付けには、「環境こだわり栽培」が必
須。その上で、10aあたりの収量目標である9俵を確保し、

かつ、玄米タンパクを6.5%以下に抑える施肥管理が重要

になります。	
　現在までに、農業技術振興センター環境研究部では、イ

ネが吸収している窒素量と収量、玄米タンパクとの関係に

ついて解析しました。県内各地のほ場約400点の「みずか

がみ」について調査した結果、次のことが見えてきました。	
	
①収量を9俵以上確保し、玄米タンパクを6.5%以下に抑え　	
　るためには、“成熟期にイネが吸収している窒素量は10a　	
　あたり約9kg”が最適（次項の図を参照。※「イネが吸収し	
　ている窒素量」は、施肥量とは異なります）。	
②さらに、“幼穂形成期までの生育前半に吸収している窒	
　素量はやや多めに、その後の生育後半に少なめになる“	
　ことが重要（データ未掲載）。	
　	
　以上の結果は、イネが吸収する窒素量に関するもので

す。これを参考として「みずかがみ」の10aあたりの施肥量

の目安を、基肥は窒素成分で3～5kg、穂肥は3kg程度とし

ています。ただし、土壌や地力によって異なりますので、そ

れぞれのほ場に応じて肥料を施用することが大切です。	
　様々な地力のほ場でどの様な肥培管理をすれば「みず

かがみ」が適切な窒素量を吸収するのかについては、今

後、生産者の方々とともに調査研究を進めていきます。	

コラム	
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成熟期の窒素吸収量（kgN/10a）	

約9kgN	

図　　精玄米重および玄米タンパク質含有率と	
　　成熟期の窒素吸収量の関係	
注1）精玄米重：n=404、玄米タンパク質含有率：n=380	
注2）図中の枠で囲んだ数値は回帰式から求めた精玄米重が540kg/10aと　　
なる窒素吸収量（図上段）、玄米タンパク質含有率が6.5%となる窒素吸収

量（図下段）。	

9俵	

やればできる！	
9俵・タンパク６．５％以下	



•  「みずかがみ」は、初期の生育を旺盛に保つことが　
収量を確保するポイントです。	

• そのため、窒素施肥量の基準を参考に適正に施
肥しましょう。	

• 特に基肥は基準量を確実に施用しましょう。	
• 目安は、「コシヒカリ」と比べて基肥は多め、穂肥は

少なめ。早い時期（－２５日）にまとめて１回。	

③窒素施肥量の基準	

ワンポイントアドバイス	

地帯	 施肥法	 基肥	
穂肥	

（-25日）	
合計	

湖辺	
全層	 ４ｋｇ	 ３ｋｇ	 ７ｋｇ	

側条	 ３～４ｋｇ	 ３ｋｇ	 ６～７ｋｇ	

湖辺砂質	
    平坦	

全層	 ４～５ｋｇ	 ３ｋｇ	 ７～８ｋｇ	

側条	 ４ｋｇ	 ３ｋｇ	 ７ｋｇ	

中山間	
全層	 ５ｋｇ	 ３ｋｇ	 ８ｋｇ	

側条	 ４～５ｋｇ	 ３ｋｇ	 ７～８ｋｇ	

全量基肥	 上記地帯別施肥法の計を上限とする	

大豆跡	 上記基準の半量基本とする（次頁参照）	

＊　環境こだわり農産物認証基準を守り、化学肥料の使用量は、窒素成分で	
　　4kg/10aを超えないようにする。	
＊　上表を基準とし、地力に応じて減量する。	



④大豆跡栽培の注意点	

区　分	 「みずかがみ」施肥量	

地力が高い水田 
       		減肥しても「みずかがみ」が	
					倒伏したことがある。堆肥を	
					連用しているなど	

水稲跡基準量の半量 
	

				(みずかがみ専用基肥一発肥料	
					なら30kg/10a)＊	

地力が低い水田 
    大豆跡半量施肥で「みずかがみ」	
			の収量が7俵以下、大豆収量					
			180kg/10a以下など	

水稲跡基準量の７割 
	

				(みずかがみ専用基肥一発肥料	
					なら40kg/10a)＊	

表　　大豆跡「みずかがみ」基準施肥量（Ｈ３１年産東近江地域版）	

• 大豆跡の栽培では初期生育が良好となり、十分な収
量を確保できた事例が多くなっています。	

• ただし、食味が低下し、倒伏や病害虫の発生が多くな
るなどのリスクはありますので、地力や水稲の生育に

合わせて管理しましょう。	
• 地力が低い、あるいは前作大豆の収量が180kg/10a

以下などの場合は、施肥量を大豆跡の基準量（水稲
跡の半量）よりも増やすようにしましょう。	

ワンポイントアドバイス	

＊　銘柄に応じた基準量を確認すること	



⑤一発肥料は余らせてはダメ！	

・環境こだわり栽培に使用され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います。	
・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、	
　実際の施肥量は少ない場合があります。	
・メーカー等から提供される情報を基に、施肥量を調節す	
　るダイヤルの調整を行い、確実に施肥しましょう。	
・もしも、肥料が施用予定量よりも余った場合は、余った分	
　をなるべく早く表層散布しましょう。	

①まず、田植機メーカー、使用し 	
ている肥料名を確認しましょう。	
	
②　目標施肥量に対応する「施肥	
量調節ダイヤル値等」をセット	

　　	

①平成31年産米から使用予定の一
部の基肥一発肥料は、速効性の割
合が高まった新しいタイプとなります。	
	
②すべての田植機と肥料の情報は

記載できていません。田植機メーカー
等にご相談ください。	



ヰセキ　ＮＰ８０の事例	
【肥料名】「みずかがみ専用一発肥料」	

目標施肥量（kg/10a）	 60	 50	 40	 30	

ダイヤル値	 76	 64	 51	 39	

東近江農業農村振興事務所農産普及課提供	
試験協力：株式会社ヰセキ関西中部滋賀営業部	
肥料提供：全国農業協同組合連合会滋賀県本部	



【肥料名】「みずかがみ専用一発肥料」	

東近江農業農村振興事務所農産普及課提供	
試験実施・データ提供：全国農業協同組合連合会滋賀県本部	

クボタ　ＮＷ８Ｓの事例	

①調量機能により比重を計測	

②運転席の画面に入力	
右側：みずかがみ専用一発肥料は　「４７８」を入力	
左側：目標施用量を入力すると自動調整される　	

比重（ｇ）	

４７８	



三菱ＬＥ８０Ｄ標準仕様の事例	

【肥料名】「みずかがみ専用一発肥料」	

目標施肥量（kg/10a）	 60	 50	 40	 30	

ダイヤル値	 5.0	 3.8	 2.4	 1.1	

• 標準ギヤ（白色） ６０株植の場合 　	

標準ギア
（白色）	

※５～７条の機種では	
目盛を若干絞ります。	

東近江農業農村振興事務所農産普及課提供	
協力：滋賀三菱農機販売株式会社	



ヤンマー　ＹＲ６Ｄの事例	
【肥料名】「みずかがみ専用一発肥料」	

目標施肥量（kg/10a）	 60	 50	 40	 30	

ダイヤル値	 8.0	 6.5	 5.5	 4.0	

東近江農業農村振興事務所農産普及課提供	
試験実施・データ提供：全国農業協同組合連合会滋賀県本部	



• 前年の作物残渣や雑草が多いまま代かきすると、土壌

還元障害が発生し、分げつ数の減少など初期生育が抑

制され、「みずかがみ」では減収のリスクが高まります。	

• 移植後3週間ほどして、生育が停滞していると感じられる

場合には、還元障害が疑われます。このような場合には、

一旦ほ場を干してから水を入れ直し、分げつなどの生育

を回復させましょう。	

• 稲わらは秋にすき込みを！	

• 還元障害の改善には石膏資材の施用も有効です。（最

寄りの農産普及課・ＪＡ等へご相談ください。）	

⑥還元障害対策	

還元障害により生育ムラが生じた事例(東近江農産普及課提供)	

ワンポイントアドバイス	



• 無効分げつを抑制し、適正な茎数にするために、
遅れずに中干しを実施してください。	

⑦適期中干し	

中干し開始時期の株張りの目安
(東近江農産普及課提供）	

ワンポイントアドバイス	

【中干し開始時期の目安】	
　・ 中干しは目標茎数の８割を確保できたときに始めます。	

   ・「みずかがみ」の場合、開始時期の目安は、１株当たり　　	
　　の茎数が坪７０株植で１４本、６０株植で１６本です。	
	
【環境直接支払の長期中干し】	
　・１０ａあたり１本以上の溝切りを原則とし、１４日間以上	
　　実施して下さい。	

	

	



•  「みずかがみ」は他の品種より出穂時期が早いた
め、斑点米カメムシの被害を受けやすくなります。	

•  2回連続草刈りと薬剤防除で斑点米の被害を防ぎ
ましょう。	

⑧カメムシ対策	

ワンポイントアドバイス	

・雑草の穂を出させないために、出穂3週間前と出穂期の	
　２回、畦畔の草刈りを！	
・地域ぐるみの取組が効果的！	

出穂3週間前	
(一斉草刈り週間)	

－20日	

草刈り	

１回目	

出穂期	

0	

草刈り	

出穂10日～20日後	

＋10日 	 ＋20日 	

薬剤防除	

２回目	 アカスジカスミカメが多い場合は	
＋７日～＋10日	

ホソハリカメムシ	 アカスジカスミカメ	 クモヘリカメムシ	



⑨後期水管理	

ワンポイントアドバイス	

図７　出穂前後各3週間の水管理が玄米品質に及ぼす影響（滋賀農技セ 2008年）	

品種：コシヒカリ。出穂21日後以降は、間断かん水管理を実施。白未熟粒：穀粒判別器	
による乳白、基部未熟、腹白の合計。茶米：薄茶米を含む。	

出穂前後各3週間を常時湛水することで、品質の低下を軽減	
できます。	

・出穂前3週間は、稲体の水分蒸発量が最大となる	
　穂ばらみ期から出穂期にあたります。	
・出穂後3週間は、近年、高温化する登熟期にあって、	
　胴割粒や白未熟粒の発生に影響を与えます。	
・この時期の湛水管理は、カドミウムの水稲吸収抑制に	
　も効果があります。	
・台風の接近が予想される場合は、強風により急激に	
　水分が奪われる心配があるので、できるだけ深水管理	
　しましょう。	



⑩適期収穫	

ワンポイントアドバイス	

近年、出穂後の気温が高く、予想よりも早く収穫適期（籾黄化率	
85%から90%）になることがあるので、適期の判断に注意する。	

・刈り取りが早すぎても収量品質が低下するので、	
　適期の収穫に努めましょう。	

 
（参考資料）収穫適期判定板（近江米振興協会） 

収穫適期判定板の使い方 

① ほ場全体を見て、平均的な場所に入ります。 

② 穂に判定板（上図）の色がついている部分をあてます。 

③ 黄色く熟した籾の割合を見て収穫時期を判断します。( 判定板の色は熟した籾の色の目安です。)  

※籾黄化率 50％を確認してから約７日後を収穫時期の目安とします。その目安日が近づいたら、   

もう一度、判定板で籾黄化率、枝梗の黄化程度を確認し、収穫日を調整してください。 



どれくらい取り組まれましたか？	
できたかどうかチェックしましょう！	

	
	

３．チェックしよう！	

①土づくり	
（土壌診断の実施）	
（土づくり肥料投入）	
（深耕　15cm以上）	

実施　□	 未実施　□	

②適正な栽植	
密度で植付け	

実施　□	 未実施　□	

③地帯別の適正	
かつ確実な施肥	

実施　□	 未実施　□	

  ④大豆跡の	
  適正な施肥	
　	
　・基本は基準の	
　　半量が上限。	
　・地力が低い場合、　	
　　大豆の収量が　	
　　180kg/10a以下　	
　　など低い場合は　	
　　施肥量を増量	
	

実施　□　	 未実施　□	



⑤基肥一発肥料の
必要量投入	
	
　・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。	

	

実施　□	 未実施　□	

⑥還元障害対策　　	
（必要に応じて）	

実施　□	 未実施　□	

⑦早めの溝切りと	
　中干し	
	
　・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。	

実施　□	 未実施　□	

⑧カメムシ対策	
・けい畔2回連続	
草刈りと適期防除	

実施　□	 未実施　□	

⑨後期水管理	
・出穂前後各3週間	
　は常時湛水	

実施　□	 未実施　□	

⑩適期収穫	 実施　□	 未実施　□	



「みずかがみ」の生産要件	
（今後見直しされる場合があります）	

「みずかがみ」は、平成27～29年産食味ラ

ンキングで３年連続「特A」を獲得し、“売れ

る米”として、多くの米卸売業者さんから

「もっと作って欲しい」と生産拡大を求めら

れています！             	

（平成３０年産作付面積　2,751ha）	

３，０００ha以上！	

みなさん
もっと
作ってね!!

　○環境こだわり農産物の認証を受けること	

　○全量種子更新し、自家採種は行わないこと	

　○種子を第三者に譲渡しないこと	

　○１．８５mm以上の網目で調製すること	

　○出荷にあたっては、農産物検査を受検すること	
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母親　中生、短強稈、良食味	
　　　いもち病に強い　  

父親　極早生、良食味	
　　　高温登熟性に優れる  

食　味 ｢コシヒカリ｣と同じく極良食味	

収　量 ｢コシヒカリ｣､｢キヌヒカリ｣と同程度	

玄米品質 高温登熟性に優れ、白未熟粒の発生が少なく、 
｢コシヒカリ｣､｢キヌヒカリ｣より明らかに優る	
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滋賀県育成　
水稲品種

みずかがみ	 キヌヒカリ	コシヒカリ	

白未熟粒	

日本穀物検定協会
の「特A」を３年連続

取得！	

『みずかがみ』 

の特性	

滋賀県農業技術振興センター Shiga	
Prefecture		

品種名	 みずかがみ コシヒカリ	 キヌヒカリ	

出穂期	
(月/日)	 7/24	 7/27	 7/28	

成熟期	
(月/日)	 8/26	 8/29	 8/31	

稈長	
(cm)	 84	 95	 83	

穂数	
(本/㎡)	 360	 411	 358	

収量	
(Kg/10a)	 54.8	 52.9	 51.6	

外観品
質	

(1～9)	
4.2	 5.7	 6.0	

特性概要

※	H21～23年の平均値(5/10移植、農技センター内)	
　　外観品質は数値が小さい方が良。1～5までが1等相当。　	



おわりに	

• 今回は、「みずかがみ」の現状と高品質、安定し
た収量確保のための技術対策をお知らせしまし
た。	

• 信頼される産地づくりには、「みずかがみ」をより
多く生産し、しっかりと需要に応えることが必要で
す。	

• 今後とも各地域における生産状況や問題点、ご
意見なども積極的に収集していきたいと考えてい
ます。	

• 特に、その年の気候変動に対応した栽培に関す
る情報提供についてはニーズが高いと思います。	

• その点については、速やかに生産者の皆さんへ
情報が伝わる方法を新たに構築したいと考えて
います。	

•  「みずかがみ」ブランドをみんなで守り、育てるた
めに、一緒に努力していきましょう！	

近江米振興協会	
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