
滋賀県における平成２８年度関連施策について 

 

① 新滋賀の地域産業振興総合支援事業 

  （担当課：モノづくり振興課、予算額：26,039 千円） 

   ・地域産業総合推進事業   

     推進組織の設置、実態調査等の実施および基本指針の策定 

・地域特産品ブランド発信事業   

地域特産品の統一のシンボルマーク等の策定、ブランドの価値や魅力を

発信するネットワークの構築支援 

・地場産業組合海外展開戦略等支援事業  

地場産業組合による新たな販路開拓を目指す海外展開や今後の持続的発

展に向けた後継者確保・育成などの取組の支援 

・地域特産品組合販路開拓等支援事業  

食品等の地域特産品組合による販路開拓や商品開発などの取組の支援、

および地場産業組合等との協働で実施する異業種連携の取組の支援 

② 新伝統の技と美「滋賀の匠展」開催事業   

（担当課：中小企業振興課、予算額:1,977 千円） 

   国・県指定の伝統的工芸品を中心に、伝統的な工芸品の価値を広く県民

に伝えるとともに販売を促進するため、実演や体験も取り入れた展示会を

開催。 

③ 強める！ブランド力「滋賀の食材」発信事業 

  （担当課：食のブランド推進課、予算額：19,550 千円） 

県産農畜水産物について、地理的表示等の知的財産の取得を推進すると

ともに、県外展開を積極的に図る品目について、首都圏、京阪神での認知

度向上を図る。 

④「滋賀の食材」海外展開スタート支援事業 

  （担当課：食のブランド推進課、予算額：16,656 千円） 

県産農畜水産物の輸出促進に向けて、県内の団体・事業者間の連携を深

めながら、意欲ある生産者・事業者のすそ野を広げるセミナー等の開催や、

県としてまとまって海外でＰＲ等を行うことにより、海外における滋賀県

産食材のブランド力向上を図る。 
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⑤ 「おいしが うれしが」ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推進事業の実施 

（担当課：食のブランド推進課、予算額：3,620 千円） 

県内食品販売事業者等との協働により、地産地消の取組を進めるため、

推進店等の登録を進めるとともに、推進店をめぐるラリー企画の実施や食

材交流会を開催。 

⑥ 近江牛魅力発信事業の実施         

 （担当課：畜産課、予算額：28,719 千円） 

        東京において「近江牛フェア」を開催するとともに、県内において近江

牛を核としたプレミアムツアーづくりや訪日外国人向けＰＲによるインバ

ウンド観光事業を実施。 

⑦ 琵琶湖八珍ブランド化事業         

（担当課：水産課、予算額：3,966 千円） 

「琵琶湖八珍」を利用・提供している店舖を「琵琶湖八珍マイスター」

として登録し、特設サイトで店舗情報を掲載。事業者に登録を促し、水産

物の消費流通を促進する。 

 

⑧ びわ湖材産地証明事業         

（担当課：森林政策課、予算額：3,985 千円） 

地産地消の観点から、間伐材等を主として県内産木材であることを証明

する制度を広く普及させることにより、地元で生産された木材であること

を消費者に明示して、地域における森林資源の循環利用を促進させる。ま

た、利用拡大を目指した産地形成を行うことで、びわ湖材の販路拡大を図

る。 

 



① 滋賀の地域産業振興総合支援事業

予算額：２６，０３９千円 （新規）

■現状と課題

➢本県では、関係組合等において地場産業や地場産品の振興に向けた取組が行われているが、
国内需要の低迷等により厳しい状況下におかれている。

➢このような中、本年３月に、地場産品の需要拡大や地場産業事業者等の経営基盤の強化などを
基本理念とする「近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する条例」が施行された。

➢この条例の運用に当たり、県および地域産業関係者の協働により今後の取組方針を定め、地場
産業および地場産品の振興を図る施策を総合的かつ戦略的に推進する必要がある。

■今後の事業展開

①地域産業関係者等で構成する推進組織を設置し、業界の実態等を踏まえた今後の取組を展望
する方針を策定する。

②食品、繊維製品、鉱工業品など地域特産品の統一ブランドの構築、およびその価値や魅力を発
信するネットワークの形成を支援する。

③地場産業組合に対しては、各組合の共通する課題となる新たな販路開拓や今後の持続的発展
に向けた戦略的な取組を支援する。

④地域産業全体の振興を図るため、食品等の地域特産品組合の取組を支援するとともに、異業種
の組合間の連携による取組を支援する。

■事業内容

①地域産業総合推進事業 （3,039千円）
➢有識者や地域産業関係者等で構成する協議会を設置し、実態調査等の結果を踏まえた推進
方針を策定する。

②地域特産品ブランド発
信事業 （7,000千円）
➢地域特産品の統一のシ
ンボルマーク等の策定や、
ブランドの価値や魅力を
発信するネットワークの構
築を支援する。

③地場産業組合海外展開戦略
等支援事業 （11,400千円）
➢新たな販路開拓を目指す海
外展開や今後の持続的発展に
向けた後継者確保・育成など
の取組を支援する。

④地域特産品組合販路開拓
等支援事業 （4,600千円）
➢販路開拓や商品開発など
の取組を支援するとともに、
地場産業組合等との協働で
実施する異業種連携の取組
を支援する。

●プロジェクト会議の設置、
運営

●統一ネーミング、シンボ
ルマーク、パッケージデザ
イン等の制作

●モデル事業の実施 （広
報宣伝および販売促進）

地場産業
＋地域特産品（食品等）

●販路開拓事業
●商品開発事業

（例） 食品×食品
食品×陶器

地域特産品（食品等）

異業種間連携

●海外展開事業
●後継者育成事業

地場産業（９産地）

長浜縮緬、彦根バルブ、
彦根仏壇、彦根ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ、
湖東麻織物、甲賀・日野製薬、
信楽陶器、
高島綿織物、
高島扇骨



・生活様式、経済環境、雇用環境の変化などにより後継者不足、生産数の減少など、厳しい状況。

・携わる者の多くが小規模事業者であり、自らの製品のアピールや販売促進の手段を有していない。

・事業者の中には、普段、消費者と接する機会が少ない者も存在。

伝統的工芸品を取り巻く現状

事業内容

一方で

・ゆとりと豊かさをもたらす質の高い製品を求めるニーズの高まり

・地域独自の文化を見直そうという動きなどの明るい兆し

・国のクールジャパン政策の展開による海外での関心の高まり

国、県指定の伝統的工芸品を中心に県内で製造される伝統的な技術・技法を用いた工芸品の展示をメイ

ンとして、実演・体験を内容とした「伝統の技と美「滋賀の匠展」」を開催。

場所：「ビバシティ彦根」 センタープラザおよびセンターモール

開催期間：10月21日(金)～24日(月)

事業効果

・手仕事の高い技術、実用性、美しさを広く県民に伝えるとともに販売促進につながる。

・事業者にとって消費者のニーズ等を直接知る貴重な機会であり、今後の工芸品の高付加価値化やマーケ

ティングにつながる。

② 伝統の技と美「滋賀の匠展」開催事業



◆ブランド力強化のための県外発信 14,226千円

◆生産者のためのブランド
化・販路開拓セミナー
（763千円）

★農畜水産物の生産者が産
品のブランド化や販路開拓
への知識を広く習得する。

◆地域ブランド力向上支援事業 4,561千円

・地理的表示（ＧＩ）、地域団体商標などの取得を目指して、地域が一体となってブランド化
を図る生産者団体、協議会等を対象に、下記に関する専門家を派遣し総合的に支援する。

《支援内容》
★商品コンセプト作り
★対象品目のマーケティングリサーチ
★地域と産品の結びつきの整理・定義化
★生産・品質管理基準等の策定

③強める！ブランド力「滋賀の食材」発信事業 【予算額】19,550千円

【目的】地域が一体となってブランド化をすすめる品目について、地理的表示などの知的財産の取得を推進するとともに、
生産者団体と連携し首都圏、京阪神での認知度向上を図り、滋賀の地域ブランド力を強化する。

取組意識を強める！【拡充】 知的財産を活用して強める！【拡充】

県外発信で強める！

今一度、地域資源を見直し、関係者が一体となってブランド化を推進！

まだまだ知られていない！
農畜水産物のブランド化
マーケティング・販路開拓

(1)大都市の発信力を活かした食材の認知度向上

★首都圏、京阪神の飲食店等と連携し、

滋賀の食材レストランフェアを開催
★首都圏レストランフェアに合わせて、

生産者と連携したマルシェを開催
バイヤーに効果的に「滋賀県産」を訴求！

(2)県外食品事業者への訴求

★東京・大阪における展示商談会
（アグリフードEXPO、シーフードショー）
での滋賀県ブースの設置

効果的にバイヤーを誘導！

(4)県外店舗からの情報発信

★滋賀県産食材、加工品の取扱店舗で、
「滋賀の食材」パンフレット、
のぼり、ポスターの設置・掲出

県外消費者に「滋賀県産」の取扱を見える化！

(3)首都圏マーケティング・販路開拓支援事業【拡充】

★生産者団体等が首都圏での新たな流通確率のために
行うテストマーケティングや販路開拓活動を支援

【補助対象者】農業・漁業団体、団体等で構成する任意組織
※経費の1/2以下（最大250千円まで）×15組織・団体



ＳＴＥＰ①新たにチャレンジする
事業者の裾野拡大
・海外展開に通用する商品の開発
に関するセミナー＆評価会の開催
（3回開催）

ＳＴＥＰ②他部局・機関と
連携した海外PR
・海外展示商談会への出展（THAIFEX）

・トッププロモーションの実施
（食と観光：東南アジアを予定）

④「滋賀の食材」海外展開スタート支援事業
目的
滋賀県産農畜水産物の輸出戦略を27年度末に策定、28年度からそれに沿った海外展開を進めていくため、
県内の団体・事業者間の連携を深めながら、滋賀県としてまとまって海外でPR等を行うことにより、意欲
ある生産者・事業者のすそ野を広げ、県内農業の振興につなげるとともに、海外における滋賀県産食材のブ
ランド力向上を図る。

農畜水産業の振興へ

ＳＴＥＰ③海外へ自ら展開する
事業者への支援
・海外展開支援補助金
（商談会参加だけでなく、博覧会等
でプロモーションなどに取り組む際も
幅広く支援する補助金）

※上限30万円×20件

・ブランド力の向上 ・事業者の意識向上 ・将来の販路拡大

観光

食

産業

（700千円） （6,000千円）（9,956千円）

農水省：２０２０年農畜水産物
輸出額１兆円目標

【予算額】16,656千円



⑤「おいしがうれしが」キャンペーン連携強化事業 【事業費：3,000千円】

現状および課題

●キャンペーン登録事業者数（H27.6月末） 推進店 1,318店舗／サポーター 264事業者
●キャンペーン認知度 53.0%（H26：県政世論調査）／60.2%（H25：県政モニター調査）
●推進店の半数で県産食材の取扱量が増えていない （H25：登録事業者アンケート結果より）。また、生産者が「おいし
がうれしが」キャンペーンの仕組みを販路開拓に活用できていない面がある。

●推進店の取組意欲を高めるとともに、県民の推進店への訪問機会を拡大することなどを目指し、H26年度から県民が
推進店を巡るラリー企画を実施し、そのなかで消費者ニーズの収集を行っている。

消費者に向けて：推進店への意識的な訪問機会を増やし、県産食材とその商品（料理等を含む）の購入機会を増やす

推進店に向けて：県産食材等に対する消費者の評価やニーズの収集
地産地消に対する消費者ニーズをふまえた県産食材の取扱量の拡大

生産者に向けて：新たな流通・販売先の開拓による県産食材の生産拡大

事業の目的

推進店等

事業内容

生産者
（団体・サポーター）

【ラリー企画の実施（委託）】
・推進店の地産地消の取組を発信して
消費者が店舗を巡るラリー企画を実施
・ラリー企画のなかで、推進店の地産地消
の取組に対する消費者の声を収集し、
参加店舗にフィードバック

県産食材の
取扱量拡大

ニーズに合った
生産の拡大

安全・安心で新鮮な
県産食材の購入機会拡大

【交流会の開催（委託）】
・推進店側のニーズを把握し、ニーズの高い品目を中心に
開催（伝統野菜、地域特産の食材など）
・販路開拓を希望する生産者（団体）を集め、こだわった
取組や魅力を推進店に直接アピール

⇒ 生産者からのアプローチの場

消費者

消費者ニーズ
の収集

訪問機会
の拡大

県産食材の
提供増加

食材の生産
情報・魅力

「おいしが うれしが」キャンペーンを
生産者と推進店がしっかりと結びついた主体的な取組へ

積極的な
情報交換

② 生産者と推進店の連携強化① 消費者と推進店のつながり強化

実需者
ニーズ

生産と消費のつながり
↓

地産地消の
一層の活性化！

連携強化



●産地間競争による国内ブランド価値の相対的な低下
●グローバル化が進む中、国外での知名度不足
●地域活性化のために近江牛を活用しきれていない

⑥近江牛魅力発信事業 平成27年度補正予算額 28,719千円⑥近江牛魅力発信事業 平成27年度補正予算額 28,719千円

近江牛にとっての課題
●生産基盤の拡大による流通量の増
●インバウンド観光客の急増（新たな顧客）

近江牛にとってのチャンス

＋ １ 東京からの発信力強化
２ インバウンド対策の推進

対策

事業概要

１ 東京からの魅力発信事業 ２ しがのプレミアムツアーづくり事業

目的：発信力のある東京でのＰＲによる、国内でのブランド力向上
目的：近江牛を核としたインバウンド観光事業の実施と 訪日外国人向け近江牛ＰＲ

による、新たな顧客獲得・国外でのブランド力向上

①魅力発信ＰＲ媒体の作成
●近江牛の魅力をメディアを通じて広く伝えるための
コンテンツの作成・発信

②「近江牛フェア」の開催
●東京において、味や香りの良さなど近江牛本来の
価値を広くＰＲする「近江牛フェア」を開催。

①しがの“プレミアムツアー”の推進
●近江牛を核とした“しがのプレミアムツアー”の推進
・ツアー立ち上げに係る経費の補助
・海外情報誌、フリーペーパー、口コミ等によるＰＲ

●産学官金の協議会によるインバウンド対策の推進

②近江牛の訪日外国人向けＰＲ
●海外情報誌等への掲載、多言語ポスターの作成・掲示
により訪日外国人向けに近江牛をＰＲ

③インバウンド推進基盤の整備
●近江牛提供店舗における訪日外国人受入態勢整備
に対する補助（ＨＰ・メニューの多言語化、Wi-Fi整備）

近江牛のブランド価値の向上

●国内・国外ブランド価値の好循環

新たな顧客獲得による消費拡大

●近江牛の生産拡大と消費拡大の好循環

近江牛を核とした地域活性化

●畜産業に止まらない域内経済の好循環

事業効果＝“３つの好循環”

近江牛とは



⑦『琵琶湖八珍』ブランド化事業

H27 H28

『琵琶湖八珍』

H25.12.25 発表

（安土城考古博物館）

ニゴロブナビワマス

ハス ホンモロコ

イサザ

ゴリ（ヨシノボリ）

スジエビ

消費者への利用訴求

9月末現在完了
・ ロゴマークデザイン作成
10月以降完了予定
・ 湖魚販売店、飲食店等の参加店舗（マイスター登録）募集
用サイト設営

・ ＰＲ資材（ポスター、パンフ、ポップ、のぼり）等の参加店舗
への設置

・ 『琵琶湖八珍』にちなむ新商品開発の誘導

・ WEB、ＳＮＳで参加型の情報運用
・ ミニコミ誌、近隣県での広告掲示等の広告媒体
の活用

・ ＰＲ資材の製作、県内観光地での配布
・ 『おいしがうれしが』との連携 等

コアユ

事業者の参画促進（50店目標）

・ WEB、ＳＮＳで参加型の情報運用
・ ＰＲ資材の製作、配布
・ 『琵琶湖八珍』プレスツアー実施
・ 『おいしがうれしが』との連携

消費者への利用訴求

事業者の参画促進（累計100店目標）

・ 湖魚販売店、飲食店等の参加店舗募集の継続
・ ＰＲ資材（ポスター、パンフ、ポップ、のぼり）等の
参加店舗への設置

・ 『琵琶湖八珍』にちなむ新商品開発の誘導

拡

充

平成28年度は消費者への周知による利用訴求を拡充し、「事業者による活用」と「消費者
による利用」の相互作用によるブランドの深化を図る取り組みを実施。
本県を訪れる観光客にとって魅力的な観光資源「琵琶湖八珍」の価値実現を図り、本県
中小企業および水産業の活性化に寄与させる。

H28年度 中小企業活性化推進基金3,966千円




