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近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する 

基本的な指針(原案) 

 

１ 近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する基本的な指針の位置づけ    

 等 

 

（１）近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する基本的な指針の目的 

 

長い歴史や独特の風土、文化等の中で生まれ、近江商人により全国に広めら

れたことなどにより地域産業として定着した、近江の地場産業および近江の地場

産品は、地域の住民にとっては誇りであり、その持つ力を最大限に発揮させ、成

長産業となるようにさらに育成していくとともに、関係者が互いに連携を図りな

がら協働して、豊かな地域づくりを進め、地域の個性と特色を生かした地方創生

を実現していくことが必要である。 

   このため、滋賀県では、これまで培われた優れた技術および技能を活用して、

近江の地場産業および近江の地場産品が時代の変化に適合していくための新た

な取組の積極的な推進を図り、もって地域経済および地域社会の発展に寄与する

ことを目的として「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」

（以下、「条例」という。）を平成 28 年 3 月に施行した。 

近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する基本的な指針（以下、

「基本指針」という。）は、条例第 7 条に基づき、近江の地場産業および近江の

地場産品の現状と課題を明らかにし、県が目指すべき方向性とそれを実現するた

めに必要な施策の内容を整理することにより、近江の地場産業および近江の地場

産品の振興に関する施策の総合的な推進を図ることを目的として策定する。 

なお、施策の推進に当たっては、滋賀県産業振興ビジョンや滋賀県農業・水

産業基本計画等の部門別計画に定める方向性を踏まえることとする。  

 

 

（２）基本指針の期間 

   本基本指針は、基本的な目標に向けた平成 29 年度から平成 33 年度までの 5

年間の方針とし、今後の諸情勢の変化を踏まえて必要に応じ変更する。 

 

 

（３）対象とする近江の地場産品等の範囲 

  ア 近江の地場産業で製造される物品（条例第 2 条第 3 項第 1 号関係） 
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   イ 伝統的な技術、技能等を用いて県内で製造される工芸品（条例第 2 条第 3

項第 2 号関係）（以下、「伝統的工芸品」という。） 

 

    伝統的工芸品産業の振興に関する法律（昭和 49 年法律第 57 号）第 2 条第

1 項の規定により経済産業大臣が指定した伝統的工芸品およびこれに掲げる

伝統的工芸品に準ずるものとして知事が別に定める伝統的な工芸品。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 長浜縮緬 長浜市　他

2 彦根バルブ
彦根市、犬上
郡、愛荘町 他

産　地 地　域 産　　　品

9 高島扇骨 高島市

産 地 組 合

浜縮緬工業協同組合

滋賀バルブ協同組合

彦根仏壇事業協同組合

ひこね繊維協同組合

レンガタイル等建材類、庭園用品類、
食卓用品類、花器類、植木鉢類

綿クレープ、厚織（ゴム資材、帆布、そ
の他資材）

扇骨、扇子

信楽陶器 甲賀市

8 高島市

7

滋賀県扇子工業協同組合

高島綿織物

3 彦根仏壇
彦根市、米原
市、愛荘町 他

4

甲賀市、
日野町 他

5 湖東麻織物
東近江市、
愛荘町　他

6 甲賀・日野製薬

彦根ファンデーション 彦根市、長浜市

ちりめん、つむぎ

水道用弁、産業用弁、船用弁

仏壇、仏具

ブラジャー、ガードル、ショーツ、ボディ
スーツ、キャミソール

服地、不織布・芯地、縫製、染色整理
加工、原糸販売

医療用医薬品、一般用医薬品、配置
用家庭薬

湖東繊維工業協同組合、滋
賀県麻織物工業協同組合

滋賀県製薬工業協同組合

信楽陶器工業協同組合

高島織物工業協同組合
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○平成 28 年 12 月現在の指定品目 
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 ウ 県内で生産され、本県を代表する農産物、林産物、畜産物および水産物な

らびにこれらを原料または材料として製造し、または加工した物品であって、

知事が認めるもの（条例第 2 条第 3 項第 3 号関係）（以下、「農林畜水産物等」

という。） 

 

  （ア）中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平

成 19 年法律第 39 号）第 4 条に基づき地域産業資源として指定された農林

水産物のうち県下全域または複数市町にまたがる品目、地理的表示保護制

度（ＧＩ）登録品目およびこれらを使用し、製造・加工した物品。 

 

○平成 28 年 12 月現在の指定品目 

名称 地域産業資源に係る地域 

近江牛 県下全域 

近江しゃも 県下全域 

近江の茶 大津市、甲賀市、東近江市、日野町 

近江の伝統野菜 県下全域 

近江米 県下全域 

環境こだわり農産物 県下全域 

セタシジミ 大津市、草津市、守山市、野洲市、近江八幡市、東近

江市、彦根市、米原市、長浜市、高島市 

びわ湖材 県下全域 

琵琶湖産鮎 県下全域 

琵琶湖産アユの養殖ア

ユ 
県下全域 

琵琶湖産魚介類 県下全域 

琵琶湖のヨシ 大津市、草津市、守山市、野洲市、近江八幡市、東近

江市、彦根市、米原市、長浜市、高島市 

琵琶湖八珍 県下全域 

びわサーモン（養殖ビワ

マス） 
県下全域 

ビワパール 
大津市、草津市、守山市、野洲市、近江八幡市、長浜

市、高島市 
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２ 近江の地場産業および近江の地場産品を取り巻く現状と課題 

 

（１）近江の地場産業で生産される物品 

  ア 現状 

地場産業は、地域の歴史、風土など地域資源を反映し、地域経済の基盤となっ

ている産業であり、滋賀県では下図の９つの産地が形成されている。 

地場産業の動向は、甲賀・日野の薬産地では中堅企業を中心にジェネリック医

薬品などへの進出により生産額が順調に伸びを示し、順調・堅調といえるが、他

の産地では、バブル崩壊以降長期にわたった景気低迷の影響を受け、低価格輸入

品との競合、また生活様式の変化や消費者ニーズの多様化、さらに平成 20 年秋

のリーマンショックの影響も加わり、厳しい状況が継続し、生産額の下降傾向が

続いている。 

こうした中で、地域に培われた独自の技術やノウハウを活かし、高付加価値化

やブランド化を目指した新商品の開発や海外販路開拓を行う企業もみられる。 

高島綿織物では、平成 24 年度に「高島ちぢみ」が登録商標に認可され、新た

な市場開拓に向けた取組等を進めている。湖東麻織物や信楽陶器では、産地の保

有する技術を活かした新商品の開発や海外展開（ヨーロッパ、アジア地域）への

試み等がなされており、長浜縮緬では、純白のウェディングドレスや光る縮緬等

のように新たな技術・製品開発にチャレンジしている。彦根仏壇では、地元に密

着した七曲がり彦根仏壇展や後継者育成のための仏壇技術伝承塾の開講等を行

っている。彦根ファンデーションでは、海外の人材を紹介する等の人材確保に力

をいれており、高島扇骨では、地元産の竹を材料としたブランド化等に取組んで

いる。これらの取組は、一定の成果を上げている産地もあるが、多くはそうした

取組が緒についたばかりであり、事業の継続的推進に向けた支援とその拡充が必

要とされている。 

 

  イ 課題 

新たな需要開拓に向けた取組みのなかで、新分野への進出や販路開拓にあたっ

ては、新商品開発と「車の両輪」として捉えるべきであるが、市場調査等が不十

分なまま、生産者のみの発想で事業が進められるケースも存在している。これら

の取り組みは、市場への浸透、ブランディングといった時間を要するもので、各

産地で苦心している状況にあり、加速化に向け各産地の有する高度なものづくり

の技術を生かした市場へのアプローチが課題となっている。 

 

 

（２）伝統的工芸品 

  ア 現状 

滋賀県には、琵琶湖を中心とした自然環境や歴史に育まれ、実用性と美しさを

兼ね備えた工芸品が数多く存在しており、伝統性と手工業的な要素を継承しつつ、
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地域に根ざした資源として、地域経済の発展に寄与するとともに、人々の生活に

潤いと豊かさを実現するものとして、大きな役割を果たしてきた。 

前項の地場産業と同じく、伝統的工芸品についても厳しい経営環境に置かれて

おり、売上動向や経常利益については、ほとんどの事業者が横ばい、または減少

傾向となっている。また、熟練技術を要する伝統工芸品において従事者の高齢化

が進んでおり、確保も困難な状況である。 

今後の事業の方向性について、「伝統を守りながら、これを高めていきたい」

や「これまで守ってきた伝統を維持していきたい」という思いが強い一方で「伝

統的工芸品に限らず、新しい技術・デザインとの融合を図っていきたい」と新た

な商品開発、事業展開に対する関心を持っている事業者が半数程度存在している。 

後継者が決まっている事業者は３割程度にとどまり、約２割の事業者について

は「事業に将来性がない」等の理由により事業を継続するつもりがないとしてい

る。 

 

  イ 課題 

   経営面においては、国内需要全体の低迷やライフスタイルの変化による製品

需要の低下などにより、需要や顧客が減少しており、営業力・販売力の維持強

化、新規顧客・販路の開拓および新商品の開発等や、従事者の高齢化や後継者

の不足といった人材面の問題により技法の伝承や技術力の維持・強化等が課題

となっている。 

また、販売面においては、情報発信力やＰＲ力等の弱さからメディアやホーム

ページ等を用いた発信が課題であり、対応が必要である。 

 

 

（３）農林畜水産物等 

  ア 現状 

本県では、豊かな自然の恵みを受けて、近江米をはじめ、近江の伝統野菜、近

江の茶、近江牛、琵琶湖産魚介類、びわ湖材など、滋賀ならではの多彩な農林畜

水産物が生み出されている。また、これらの食材等を原材料として、滋賀の地酒

や漬物、鮒ずしなどの加工品も生産され、本県が誇る特産品として消費者のもと

に届けられている。 

これら産品の消費拡大に向けてブランド力向上などの取組が進められている

が、需要の縮小とともに、生産・供給面おいて、担い手の減少、高齢化や後継者

不足、生産コストの増大など、安定供給に向けた問題がある。 

こうした中、各産地では、産品のブランディング強化、新品種の導入・開発や

販売、生産コストの削減等に注力されて取り組まれており、産学連携の取組みに

も積極的である。また、地元地域との連携については、地域イベントでの販売促

進活動、学校等との連携による食育・木育活動、地元直売所などを通じた地産地

消に向けた活動を推進されている。 
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  イ 課題 

産品によっては、県外での認知度が低く、その向上を図る必要がある。また、

地産地消とともに首都圏を中心とする県外や海外市場への販路開拓・拡大を図る

必要がある。さらに産品の安定供給や技術伝承のため、担い手の確保・育成、人

材育成に取り組む必要がある。加えて、販売価格の低迷や生産コストの増大等に

対応するため経営基盤の強化が急務である。 

 

 

３ 基本的な方向 

 

（１）近江の地場産品の需要の拡大 

   輸入品との競合、生活様式の変化や消費者ニーズの多様化といった要因から、

市場が縮小傾向にある近江の地場産業等の活性化を図り、その成長を促進するた

め、地産地消の取組や国内外の新たな販路開拓を促進するとともに、ブランド化

の取組を進め、需要拡大につなげる。 

 

  ア 県民の地場産品に対する認知度向上と地産地消の推進 

地場産品の需要拡大に向けて、まずは県民が愛着を持ち、日常生活におい

て購入・使用することが重要であることから、県民向けの一層の周知と地産

地消の推進に向けた取組を進める。 

 

  イ 首都圏や海外といった新たな市場への販路拡大 

近江の特産品をもって全国を渡り歩いた近江商人のように、2020年東京オ

リンピック等を控えて情報・人・モノが集中する首都圏や、未開拓の海外市

場へ向けた新たな販路拡大の取組を進める。 

 

  ウ 近江の地場産品の有する歴史・伝統といった価値の発信 

近江の地場産品の歴史や伝統、商品や生産者のもつ物語といった他にはな 

い価値を掘り下げることによって、これまで見落とされがちであった古くて

新しい魅力を発信することで、新たなファンの獲得に向けた取組を進める。 

 

 

（２）近江の地場産業事業者等の経営基盤の強化 

   中小企業や小規模な事業者が多数を占める近江の地場産業事業者等の経営を

安定化して積極的な事業展開を図ることができる環境をつくるため、厳しい経済

環境の中でも地域の雇用を損なうことなく、攻めの経営戦略を選択することが可

能となるよう近江の地場産業事業者等の体力強化を支援する。 
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   ア 経営改善および合理化の支援 

経営革新、販路拡大、研究開発など様々な経営上の課題を解決して安定的

な事業展開を進めるための経営改善および合理化に向けた支援の取組を進め

る。 

 

イ 資金供給の円滑化 

中小、小規模事業者が多い地場産業事業者等が積極的な事業展開に向けて

必要な資金を確保できるよう金融機関と協調して資金供給の円滑化の取組を

進める。 

 

 

（３）社会経済情勢に対応した新たな取組および多様な分野における事業展開の推

進 

  急速に変化する市場のニーズに対応し、消費者目線に立ってこれまでにない

新たな価値を持った商品開発を加速するため、新商品の開発に係る調査研究や産

学官連携や異業種間連携などによる新たな事業展開を促進する。 

    

ア 消費者の嗜好や社会情勢の変化に応じた新商品・新技術の開発促進 

近江の地場産品のもつ優れた品質や長い歴史の中で培われた技術を活かし

つつ、めまぐるしく変化する消費者の嗜好や社会情勢に対応した新しい商

品・技術の開発促進やデザイン力の強化に向けた取組を進める。 

 

イ 新ビジネスの創出に向けた多様な主体の連携による取組の促進 

新たな視点からの新ビジネスの創出に向け、地域や観光産業との連携、農

商工連携など、既存の枠組みにとらわれない異分野、異業種の連携を促進す

る。 

 

 

（４）担い手となる人材の確保、育成・資質の向上および優れた技術等の継承の推 

   進 

 近江の地場産業事業者等の多くが高齢化や後継者等の人材不足に悩む中で、技

術人材の確保につなげるため、後継者の技術力向上と併せて、将来の後継者確保

に向けて、小中学生や高校生が地場産業等にふれる機会を提供する。 

     

   ア 担い手となる人材の確保 

担い手の高齢化や人材不足等により、将来的の生産活動などが危惧される 

ことから、産地等の魅力を発信することなどにより人材確保につなげる。 
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イ 後継者の育成および技術の継承の推進 

優れた技術や技能を後継者に確実に継承する必要があることから、近江の

地場産業事業者等の後継者育成や技術継承に係る取組を促進する。     

 

ウ 未来の後継者の確保に向けた取組の推進 

近江の地場産品に興味を持ち、将来的に後継者として生産等に携わること

や、消費者として積極的に地場産品を使用・消費していただくことにつなげ

るため、小中学生等が地場産品にふれる機会を提供する。 

 

 

４ 基本目標 

 

  近江の地場産業や近江の地場産品の持つ力を最大限に発揮して地場産業を活性

化し、雇用の機会を創出できる成長産業となるように更に育成していくとともに、

関係者が互いに連携を図りながら協働して、地場産業が主体となった豊かな地域づ

くりを進め、地域の個性と特色を生かした地方創生を実現していくことが必要であ

る。 

そのために、近江の地場産業および近江の地場産品が目指す将来の姿を、次のと

おりとする。 

 

  【将来の姿】 

   県民の近江の地場産業や近江の地場産品に対する誇りと愛着を基盤として

地産地消の取組がすすむとともに、首都圏等や海外への販路拡大や業種間の

連携の推進による新たな市場開拓によって認知度が向上し、それらを通じて

滋賀県全体のブランド力強化につながっている。 

 

  地場産業や地場産品の魅力を県外へ向けて発信するためには、まずは県民自ら

がそれらを日々の暮らしの中で使用・消費することによって良さを体感し、県外か

らの来訪者や県外を訪れた際に周囲に向けて発信することが必要である。 

  また、首都圏等や海外への販路開拓は一過性の取組で終わることなく地場産業

事業者等による独り立ちした取組として継続的に行われることが重要である。さら

に、県のブランド力強化につなげるためには、ただ商品を売るだけでなく「近江の

地場産品」として認知していただいた上で購入していただくことが必要である。 

  さらに、これまで培われてきた技術と伝統を継承するためには、需要の拡大等

による経営の安定化に加えて県民がその歴史や地域とのつながりといった魅力に

触れる機会を増やし、地場産業や地場産品に関わる仕事に携わりたいという気持ち

をもってもらうことが必要である。 

  こうしたことから、5 年後の基本目標を以下のとおり設定する。 
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  ○県民の地場産業や地場産品についての理解が進み、生活の中で日常的に地場

産品を使用・消費している。 

  ○全国や海外への PR が進み、一部の地場産品については継続的な取引が行わ

れるとともに、「近江の地場産品」として消費者の認知度が向上している。 

○県内外の人々が近江の地場産業や地場産品等の生産の現場に触れる機会が増

え、新たに地場産品等の生産に携わりたいと希望する人が増加している。  

 

 

 

５ 施策の内容 

 

（１）近江の地場産品の需要拡大のための、新商品の開発に対する支援、情報の提

供、新たな販路の開拓の促進等 

 

  ア 近江の地場産品のＰＲイベントや地産地消を推進するキャンペーンの実施、

近江の地場産業事業者等のＰＲ活動に対する支援 

    ・伝統的工芸品展等の近江の地場産品のＰＲイベントの開催 

    ・滋賀らしい価値観を持つ商品等の募集およびセレクションの実施 

    ・しがの農畜水産物マーケティング戦略に基づく、生産から流通・販売、

総合的なＰＲ活動の実施 

    ・農林畜水産物を中心とした地産地消を推進するキャンペーンの展開 

    ・近江の地場産業事業者等の広報宣伝活動や販売促進活動に対する支援 

 

  イ 首都圏情報発信拠点等を活用したＰＲイベントの開催等、首都圏における近

江の地場産業事業者等の販路開拓等取組支援 

    ・首都圏情報発信拠点における情報発信ツール等を活用したプロモーショ

ンの実施 

    ・首都圏情報発信拠点における近江の地場産品の展示・販売等 

    ・首都圏における展示・実演・体験イベントの開催 

    ・首都圏における近江の地場産業事業者等の展示会の開催、見本市の出展

等に対する支援 

 

  ウ 近江の地場産業事業者等の海外展開戦略に係る取組支援 

    ・滋賀県農畜水産物輸出戦略に基づく、海外に向けた情報発信と輸出拡大

の促進 

    ・地場産業事業者等の海外における製品販売に係る国際規格対応への指導

助言 

    ・近江の地場産業事業者等の JETRO 活用促進や海外市場調査、海外向け商
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品開発、海外見本市の出展等に係る支援 

 

エ 近江の地場産業事業者等に対する技術提供や共同研究、近江の地場産業事業

者等の商品開発等の取組支援 

    ・公設試験研究機関等による助言、技術提供、共同研究 

    ・工業系公設試験研究機関による試験分析機器等の開放 

    ・地場産業事業者等のオリジナル商品の生産体制整備に対する支援 

    ・市場動向や新技術についてのセミナー、勉強会の開催 

    ・地域が一体となった GI等知的財産取得の支援 

 

  オ 情報発信ツールやインターネット等を活用した産地情報や産品情報のＰＲ 

    ・情報発信ツール、ホームページ、広報誌等の活用による情報発信 

    ・関係機関・関係団体、近江の地場産業事業者等と連携したイベント情報

等の発信 

 

 

（２）近江の地場産業事業者等の経営基盤強化のための、経営改善および合理化、

資金の供給の円滑化等 

 

ア 近江の地場産業事業者等の経営改善および合理化推進のための支援 

    ・中小企業支援との連携による企業ニーズに応じた相談事業や情報提供の

実施 

    ・専門家の派遣や企業ＯＢ人材の活用等による、専門的・実践的アドバイ

スの実施 

    ・普及事業・試験研究による技術・経営革新に対する総合的な支援 

 

イ 近江の地場産業事業者等に対する、金融機関と協調した長期・低利の融資の

活用促進 

    ・中小、小規模事業者が経営安定化、体質改善を図るための必要な資金融

資 

    ・農業者の経営基盤強化等にかかる資金の相談や林業・水産業の近代化、

就業支援等にかかる資金融資 

 

 

（３）新商品開発等に係る調査研究、多様な分野における事業展開の促進 

 

ア 公設試験研究機関を中心として、高度化、多様化するニーズに対応した新商

品開発のための調査研究の推進 

・品質の高い商品の開発や、生産コストの低減等に向けた新たな生 産技術
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に関する調査研究の実施 

 

   イ 新ビジネスの創造に向けた異分野･異業種の連携による商品開発等 

・産学官連携や、農商工連携などによる産業の垣根を越えた共同研究等の実

施 

・ブランディングデザイナーとの連携や地場産品同士、その他の産品と連携

した新たな商品開発や販路の開拓に向けたコーディネートの実施および

その支援 

 

 

（４）担い手となる人材の確保、育成・資質向上に対する支援、優れた技術等の継

承の推進等 

 

  ア 担い手となる人材の確保のための情報提供 

    ・就農・就業フェアの開催 

    ・新規参入希望者の獲得のためのセミナー等の開催 

 

イ 近江の地場産業事業者等が実施する後継者育成や技術継承のための取組 

および支援  

・公設試験研究機関における技術者養成研修の実 施 

・地場産業事業者等による担い手養成講座や技術講習会等の実施支援 

・後継者養成にかかる移住のための支援 

    

ウ 未来の後継者確保に向けた小中学生等の近江の地場産業にふれる機会の提 

供 

    ・小学生等を対象とした体験学習プログラムの実施 

    ・小学生等を対象とした仕事体験イベントにおける体験教室の場の提供 

    ・近江の地場産業事業者等が実施する体験学習事業に対する支援 

    ・近江の地場産業事業者等による高校生や大学生のインターンシップ受入

れ促進 

 

 

（５）近江の地場産業および近江の地場産品に対する関心および理解を深めるため

の、普及啓発、多様な学習機会の提供等 

 

  ア 近江の地場産品への関心を高め、理解を促進するＰＲイベント等の実施 

    ・伝統的工芸品展等の近江の地場産品のＰＲイベントの開催（再掲） 

    ・滋賀らしい価値観を持つ商品等の募集およびセレクションの実施（再掲） 

    ・農林畜水産物を中心とした地産地消を推進するキャンペーンの展開（再
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掲） 

    ・県産農畜水産物および加工品を活用した食育や体験活動の促進 

    

イ 小中学生等が地場産品にふれ、理解を深める機会の提供 

    ・小学生等を対象とした体験学習プログラムの実施（再掲） 

    ・小学生等を対象とした仕事体験イベントにおける体験教室の場の提供 

    ・近江の地場産業事業者等が実施する体験学習事業に対する支援 

    ・近江の地場産業事業者等による高校生や大学生のインターンシップ受入

れ促進 

 

 

（６）近江の地場産業および近江の地場産品に関する実態についての定期的な調査

および分析 

    

ア 近江の地場産業および近江の地場産品の実態について概ね５年を目安として

調査を実施 

 

 

６ 推進体制 

 

（１）庁内推進体制 

   庁内の関係課で構成する「近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関

する施策の推進にかかる庁内検討会議」を設置、運営。 

 

   ア 所掌事務 

・近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関すること 

・基本指針の検討に関すること 

・その他条例の施行にあたり必要な事項 

 

 

（２）関係者による協議会 

   地場産業・地場産品関係団体の代表者、学識経験者、行政からなる「近江の

地場産業および近江の地場産品の振興に関する施策推進協議会」を設置、運営。 

 

   ア 所掌事務 

・近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する施策の推進に関する

事項 

・近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する調査および研究に関

する事項 
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・その他近江の地場産業および近江の地場産品の振興のために必要な事項 


