
資料２

事業名 事業概要
平成30年度の
具体的取組内容

予算額
（千円）

担当課

滋賀の感性を伝える
「ココクール」事業

滋賀らしい魅力をもつ商品やサービスの発展と販
路開拓を促進するとともに、滋賀のブランド価値
の向上を図るため、「ココクール　マザーレイ
ク・セレクション」の選定と、その広報を行う。

応募の中から１０件程度の商品・サービスを「ココクール
マザーレイク・セレクション」として選定する。また、チ
ラシやパンフレットの作成、専用ホームページ・公式
Facebookによる発信、および雑誌への掲載等により「ココ
クール」事業の広報を行う。

3,231 商工政策課

伝統の技と美「滋賀の
匠展」開催事業

県および国指定の伝統的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、展示、実
演や体験等を内容とした展示会を開催する。

○県内の大型商業施設にて、県知事指定および経済産業大
  臣指定の伝統的工芸品の展示をメインとして、実演や体
　験等を内容とした展示会の開催

1,973 中小企業支援課

伝統的工芸品月間等参
加事業

伝統的工芸品産業の振興を図るため、(一財)伝統
的工芸品産業振興協会が実施する伝統的工芸品月
間事業と全国伝統的工芸品展に参加する。

○（一財）伝統的工芸品産業振興協会が実施する伝統的工
　芸品月間事業と全国伝統的工芸品展に参加

3,043 中小企業支援課

滋賀の地域産業振興総
合支援事業

地場産業組合等が実施するブランド力の向上、後
継者育成、海外展開や販路拡大等の戦略的、持続
的な取り組みに支援する。

○地場産業組合の海外の販路開拓や後継者育成の支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（補助金）
○地域特産品組合の販路拡大、商品開発の支援と、組合間
　連携による取組支援（補助金）

24,899 モノづくり振興課

近江の地酒普及促進事
業

近江の地酒の魅力を県内外に発信し、県内にあっ
ては県産日本酒への愛着と誇りを醸成するととも
に、県内外での消費拡大を図る。

○滋賀県酒造組合の春の新酒きき酒会の開催の支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(補助金)
○(公社)びわこビジターズビューローの酒蔵めぐり促進事
　業(近江の地酒版パ酒ポート事業)実施の支援(補助金)
○近江の地酒もてなし普及促進協議会運営
　　　　　　　　(委員謝金、委員旅費)
○県内外の観光イベント・プロモーションにおいて近江の
　地酒をＰＲする機会が増えたことに伴い、近江の地酒
　ＰＲ資材（２次利用可能な写真素材、ポスター、店頭啓
　発資材、パンフレット等）を事業者に委託し、作成する
　（民間事業者への業務委託）。

4,222 観光交流局

強めるブランド力！
「滋賀の食材」発信事
業

地域が一体となった農産物について、専門家を派
遣するなどＧＩ等知的財産の取得を支援する。

○産地への専門家派遣、産地間の意見交換会、取組を伝え
　る産地ツアーの実施

4,324
食のブランド推進
課

平成30年度　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について

（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（15事業）

項目
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事業名 事業概要
平成30年度の
具体的取組内容

予算額
（千円）

担当課項目

滋賀の健康を支える
『食』創造事業

大学等との連携により、「健康」をキーワードに
した滋賀ならではの「食」を創造し、県産食材の
消費拡大を図るとともに、新たなブランドの育成
を図り、滋賀の健康を支える「食」を県内外に発
信する。

〇「健康」×「食」の洗い出し・メニュー開発
〇滋賀の健康を支える『食』の魅力発信
　　・フォーラムの開催
　　・メニューコンテストの実施
〇ここ滋賀での滋賀の健康食フェアの開催
〇民間企業と連携した「健康」×「食」の魅力発信と商品
  開発

5,536
食のブランド推進
課

「おいしが　うれし
が」キャンペーン推進
事業

地産地消の推進を図るため、「おいしが　うれし
が」キャンペーン推進店への登録の呼びかけ、情
報発信等を行う。併せて、生産者と推進店の連携
をより強化するための交流会を開催する。

〇「おいしが うれしが」キャンペーン推進店の登録の
　推進
〇推進店に対するＰＲ資材および情報提供の推進
〇マッチング交流会の開催
〇消費者への県産食材の魅力発信の強化

3,189
食のブランド推進
課

もっと食べよう「近江
米」！県民運動推進事
業

関係機関・団体等と幅広く連携し、近江米の消費
拡大に向けた県民運動の展開および外食等での近
江米利用促進等に取り組むことにより、消費減退
を食い止めるとともに、近江米の根強いファンを
確保する。

〇県内での近江米の消費拡大を推進
　　　・県民への啓発活動
　　　・県内大学・事業者等との連携
　　　・直売所・飲食店等との連携
　　　・県民の取組実践を促進

4,700
食のブランド推進
課

「日本一の環境こだわ
り農業」発信事業

滋賀県の環境こだわり農業の取組面積が日本一
で、生産者が琵琶湖のために努力していることを
県内外に発信し、環境こだわり農産物のブランド
力向上・消費拡大を図る。

○環境こだわり米コシヒカリ販路拡大プロジェクト
○日本一！環境こだわり米キャンペーン

5,700
食のブランド推進
課

近江牛魅力発信事業
国際的な視点に立ち近江牛のブランド価値の向上
を図るため、東京における近江牛の魅力発信と訪
日外国人向けインバウンド観光を実施する。

○地理的表示（GI）登録を受けたＰＲ資材の作成と「ここ
　滋賀」等における情報発信
○訪日外国人向け旅行予約サイトへの近江牛特集を掲載し
　て魅力発信

5,057 畜産課

びわ湖のめぐみ消費拡
大ＰＲ事業

びわ湖で育まれた魚介類をより身近に魅力的に感
じることのできる機会を創出することで、びわ湖
産魚介類の消費拡大を図る。

○学校給食への旬の湖魚食材の提供とそれを学ぶ講座
○琵琶湖漁業と湖魚料理を学べる体験学習会の開催
○県内各所でびわ湖とともに琵琶湖八珍をはじめとする
　「びわ湖のめぐみ」を楽しむことのできるおもてなし
　食堂を展開。
○びわ湖のめぐみに関する情報発信。

19,346 水産課

水産物流通促進対策事
業

滋賀県水産加工業協同組合が実施する湖魚の普及
宣伝活動に対して支援する。

○滋賀県水産物加工品評会の開催
○滋賀の水産加工品PR冊子の作成

500 水産課

新 
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事業名 事業概要
平成30年度の
具体的取組内容

予算額
（千円）

担当課項目

しがの水産物流通拡大
対策事業

「びわサーモン」の特徴を広く周知するととも
に、イメージの向上と定着を図るため、PR活動や
新たなメニュー開発などを実施。

○地元料理店、料理人等との連携による新たなびわサーモ
　ンメニューの開発および提供
○大消費地等におけるびわサーモンのPR
○消費者に向けたびわサーモンの情報発信

200 水産課

滋賀のくすり振興対策
事業

「滋賀のくすり」のイメージアップを図り、販路
を拡大するための啓発活動に対して支援する。

滋賀県薬業協会が行う滋賀のくすり販売促進活動事業の支
援（補助金）

500 薬務感染症対策課

滋賀・びわ湖ブランド
推進事業

滋賀の魅力を実際に見て、触れて、食べることが
できる体験型の発信を行うとともに、滋賀への誘
引の役割を担う情報発信拠点「ここ滋賀」を運営
する。また、首都圏での滋賀ファンの裾野拡大と
営業活動の強化を行う。

○首都圏情報発信拠点整備事業
○滋賀の魅力体感創造事業
○首都圏ネットワーク活用事業
○滋賀・びわ湖ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸの運営

213,589 広報課

体感型「ココクール」
魅力発信事業

情報発信拠点と連携した「ココクール」の体験型
イベントを開催する。また、「ココクール」のセ
レクションのデジタルストーリーブックを含んだ
Ｗｅｂサイトを構築し、リアルとネットでの情報
発信を複合的に実施することで、滋賀のファン開
拓および滋賀への誘客につなげる。

「ここ滋賀」と連携した「ココクール」の体験型イベント
を開催する。さらに、ウェブサイトに掲載する動画を作成
し、上記イベントでも活用し、リアルとネットでの情報発
信を複合的に実施することで、滋賀のファン開拓および滋
賀への誘客につなげる。

5,730 商工政策課

伝統的工芸品月間等参
加事業（再掲）

伝統的工芸品産業の振興を図るため、(一財)伝統
的工芸品産業振興協会が実施する伝統的工芸品月
間事業と全国伝統的工芸品展に参加する。

○（一財）伝統的工芸品産業振興協会が実施する伝統的工
  芸品月間事業と全国伝統的工芸品展に参加

（再掲） 中小企業支援課

来て、見て、ふれ「メ
イド・イン滋賀」魅力
発信・体感事業

情報発信拠点「ここ滋賀」等において、本県の地
場産業や伝統的工芸品の魅力を消費者等に発信
し、体感いただくことで、県産品の消費拡大や本
県への来訪者の拡大を図る。

○伝統的工芸品のプロモーション映像の制作
○首都圏における地場産業の展示・実演・体験イベントの
  開催。

5,970
中小企業支援課・
モノづくり振興課

首都圏「滋賀の食材」
プロモーション・流通
促進事業

首都圏情報発信拠点を最大限活用しながら「滋賀
の食材」の首都圏における認知度向上、販路拡大
等に取り組む。

○首都圏情報発信拠点を中心としたプロモーション
○東京・大阪での展示商談会での滋賀県ブースの展開
○生産者団体等が行う首都圏での県事業を活用したPR活
　動、販路開拓活動への支援（補助金）

19,232
食のブランド推進
課

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（10事業）
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事業名 事業概要
平成30年度の
具体的取組内容

予算額
（千円）

担当課項目

滋賀の健康を支える
『食』創造事業
（再掲）

大学等との連携により、「健康」をキーワードに
した滋賀ならではの「食」を創造し、県産食材の
消費拡大を図るとともに、新たなブランドの育成
を図り、滋賀の健康を支える「食」を県内外に発
信する。

〇「健康」×「食」の洗い出し・メニュー開発
〇滋賀の健康を支える『食』の魅力発信
　　・フォーラムの開催
　　・メニューコンテストの実施
〇ここ滋賀での滋賀の健康食フェアの開催
〇民間企業と連携した「健康」×「食」の魅力発信と商品
  開発

（再掲）
食のブランド推進
課

「日本一の環境こだわ
り農業」発信事業
（再掲）

滋賀県の環境こだわり農業の取組が日本一の取組
で、生産者が琵琶湖のために努力していることを
全国に発信する。

○環境こだわり農業の情報を農産物と一緒に届けることが
  できる啓発資材の作成、配布
○「日本一!!環境こだわり米」キャンペーン

（再掲）
食のブランド推進
課

「近江の茶」オーガ
ニックブランド産地育
成事業

海外への市場開拓を進めるとともに、消費者の安
全・安心志向に応え、ブランド力を持った「近江
の茶」産地の育成を図るため、オーガニック栽培
による茶生産の取組を支援する。

○有機栽培技術の確立（茶業指導所)
○有機栽培の実証と有機栽培茶の品質評価、消費者調査を
  行うコンソーシアムを形成（補助金）
○有機栽培茶の生産拡大に向けた研修会等の実施
                                  （補助金）

3,850 農業経営課

みんなが育てる「みず
かがみ」ブランド支援
事業

「みずかがみ」を守り、育てる生産者自らの組織
的な活動を支援するとともに、マスメディアを利
用したＰＲに対して支援を行う。

○品質や食味に優れた「みずかがみ」の産地づくりを目指
　し、生産者組織が行う技術研鑽や生産拡大に向けた取組
　を支援（補助金）
○農業協同組合等が行う「みずかがみ」の産地ブランドづ
　くりやプレミアム「みずかがみ」の集荷に係る経費を支
　援（補助金）
○「みずかがみ」のブランド確立および販売促進を図るた
　め、近江米振興協会が行うテレビＣＭ放映の補助
○近江米振興協会が行うＰＲに係る経費を支援（補助金）

15,016
食のブランド推進
課・農業経営課

近江牛魅力発信事業
（再掲）

国際的な視点に立ち近江牛のブランド価値の向上
を図るため、東京における近江牛の魅力発信と訪
日外国人向けインバウンド観光を実施する。

○地理的表示（GI）登録を受けたＰＲ資材の作成と「ここ
　滋賀」等における情報発信
○訪日外国人向け旅行予約サイトへの近江牛特集を掲載し
　て魅力発信

（再掲） 畜産課

海外展開総合支援事業

ジェトロ滋賀貿易情報センターと連携し、貿易や
海外投資等に関する相談に対応するとともに、Ａ
ＳＥＡＮ地域を重点的に中小企業の海外事業展開
を支援する。

○海外視察団受入事業
　海外からの視察団を受入れることにより、県内企業への
  情報提供、情報発信を推進する。
○ベトナム等経済交流推進事業
　ホーチミン市等で開催される展示会等への参加および政
  府関係者、キーパーソンの本県への招聘を通じて、県内
  企業との経済交流を図る。
○海外展開連携事業
　ジェトロ滋賀貿易情報センターに係る負担金を支出す
  る。

16,930 商工政策課

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（6事業）

新 

新 
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事業名 事業概要
平成30年度の
具体的取組内容

予算額
（千円）

担当課項目

滋賀県海外展開トップ
ランナー企業支援事業

ジェトロ滋賀貿易情報センターと連携して、県内
中小企業のモデルとなりうる成功事例を創出し、
本県経済を牽引しうる企業の支援を行うため、海
外販路開拓に必要な経費の一部を助成する。

　県内中小企業のモデルとなりうる成功事例を創出するた
め、中小企業が①海外見本市出展、②海外市場調査、③販
売促進活動を行う際に、その経費の一部を補助する。

4,000 商工政策課

滋賀の地域産業振興総
合支援事業（再掲）

地場産業組合等が実施するブランド力の向上、後
継者育成、海外展開や販路拡大等の戦略的、持続
的な取り組みに支援する。

○地場産業組合の海外の販路開拓や後継者育成の支援
                                      （補助金）
○地域特産品組合の販路拡大、商品開発の支援と、組合間
  連携による取組支援（補助金）

（再掲） モノづくり振興課

海外展開技術支援事業

高品質で競争力のある県内製品を世界に発信し、
新たな販路を開拓するとともに、ブランド力の向
上を図るため、国際規格への技術支援および信楽
焼製品の海外展開支援を行う。

○<国際規格>　各国の規格動向等の技術セミナーの開催、
　専門相談員による個別相談、外国規格の整備
○<信楽製品の海外展開>製品開発の支援を行い、国内で展
　示会を開催する。

2,004
工業技術総合セン
ター

ＦＯＯＤ BRAND ＯＨ！
ＭＩ海外プロモーショ
ン事業

輸出戦略にそって、有望市場での認知度向上、販
路拡大に取り組む。

○東南アジア、ミシガン州における商談会・イベント・フ
　リーペーパー等での滋賀県食材のPR活動
○県内生産者等が行う海外での販路開拓活動への支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（補助金）

10,269
食のブランド推進
課

みんなが育てる「みず
かがみ」ブランド支援
事業（再掲）

「みずかがみ」を守り、育てる生産者自らの組織
的な活動を支援するとともに、マスメディアを利
用したＰＲに対して支援を行う。

○品質や食味に優れた「みずかがみ」の産地づくりを目指
　し、生産者組織が行う技術研鑽や生産拡大に向けた取組
　を支援（補助金）
○農業協同組合等が行う「みずかがみ」の産地ブランドづ
　くりやプレミアム「みずかがみ」の集荷に係る経費を支
　援（補助金）
○「みずかがみ」のブランド確立および販売促進を図るた
　め、近江米振興協会が行うテレビＣＭ放映の補助
○近江米振興協会が行うＰＲに係る経費を支援（補助金）

（再掲）
食のブランド推進
課・農業経営課

びわ湖材産地証明事業
びわ湖材産地証明制度の運営および品質認定の取
得を支援するとともに、新たな木材利用を普及啓
発する。

○ＣＬＴ等の普及促進を図るとともに、びわ湖材
　の利用拡大をするための研修会を開催。
○びわ湖材産地証明制度の運営および日本農林規
　格（ＪＡＳ）認定の取得を支援。

4,185 森林政策課

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、商品開発等の取組支援（12事業）

新 
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事業名 事業概要
平成30年度の
具体的取組内容

予算額
（千円）

担当課項目

伝統的工芸品新商品開
発等支援事業

伝統的工芸品の振興のため、必要なノウハウ等を
有する者を伝統的工芸品製造業者に派遣して、市
場のニーズに応じた商品開発等の促進を図る。

伝統的工芸品の振興のために必要なノウハウ等を有する者
を製造業者へ派遣し、製造業者とともに新商品の開発、販
路の開拓、製造業者の資質向上のための取り組みを行うこ
とで製造業者を総合的にプロデュースする。

3,273 中小企業支援課

プロジェクトチャレン
ジ支援事業

中小企業が新プロジェクトを立案しチャレンジで
きる環境を整備することで新製品や新技術開発を
活発化し、開発されたものを事業化へつなげるこ
とによって、県内経済の向上につなげる。

○プロジェクトチャレンジ支援事業費補助金
　　新商品や新技術開発にかかる必要な調査、研究経費の
　一部を助成する。
○フォローアップ支援事業
　　チャレンジ計画の企画、実施、成果の事業化について
　各段階に応じた支援をおこなう。

44,058 モノづくり振興課

個性ある「近江の地
酒」開発・発信事業

工業技術総合センターの支援の下で県内醸造所共
通の課題解決と各醸造所自らが、日本酒醸造試験
室を用いた試験・開発を行う。これに必要となる
施設と運営体制の整備を行う。

　平成29年度に導入した日本酒醸造試験室を活用して、新
製品開発や品質の向上を目指した試験醸造を行う。平成30
年度は、酒質の重要な因子である香りを評価する体制を確
立する。

9,090
工業技術総合セン
ター

窯業技術研究開発事業
県内の陶磁器および窯業関連団体の技術支援およ
び産業振興を目的に、新製品および新素材の研究
開発を行う。

○信楽焼坪庭製品の市場開拓に向けた開発研究
○海外産粘土鉱物を用いた新陶土の開発

4,154
工業技術総合セン
ター

地域産業育成指導事業
窯業関連事業者への技術情報の提供および窯業関
連製品や素材の試験および研究を行う。

技術情報誌「陶」発行、技術講習会開催、「TEIBAN商品開
発研究会」「信楽焼屋上緑化研究会」支援、機器開放、技
術指導、生産物提供、製品・素材の研究開発

5,058
工業技術総合セン
ター

モノづくり技術高度化
事業

繊維産業やバルブ産業などのモノづくり技術の高
度化を目指した技術開発と高性能・高機能な新規
材料を創製し、県内企業の技術競争力の強化およ
び新分野への進出を図る。

○「低キャビテーション高性能流体制御バタフライ弁の実
　用化研究」
○「ブランドの構築を目指した繊維地場産品の開発と発
　信」
○「流体解析を用いたバルブ性能評価手法の高精度化に関
　する研究」

3,335
東北部工業技術ｾﾝ
ﾀｰ

技術移転・共同研究事
業

地場産業事業者等の技術力の高度化や新製品開発
を支援するために、産学官連携による共同研究を
軸として技術移転を推進する。

「高島クレープの快適性評価に関する研究」
「硬質粒子分散型摺動部材の開発に関する研究」
「建築廃材を用いた建築資材へのリサイクル」
「銅合金鋳造時に発生する廃棄物の減量を目指したリサイ
　クル促進に関する研究」

6,281
東北部工業技術ｾﾝ
ﾀｰ

地域産業支援事業
本県の地場産業である繊維産業、バルブ産業を対
象に、製品開発や技術開発を支援する。

○繊維素材・製品の試作開発
○鉛フリー銅合金「ビワライト」の普及支援
○彦根新スタイル仏壇「柒十（ナナプラス）」ブランド化
　支援、新・高島扇子の開発

1,528
東北部工業技術ｾﾝ
ﾀｰ

新 

新 
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事業名 事業概要
平成30年度の
具体的取組内容

予算額
（千円）

担当課項目

「オーガニック・環境
こだわり農業」推進事
業

平成31年産から「（仮称）オーガニック・近江
米」の作付拡大をはかるため、普及啓発・販路開
拓、ブランド化に向けた取組を行う。

○生産者への普及啓発（実演会、研修会等）
○販路開拓（商談会出展、テスト販売等）
○ブランド化（米袋デザイン作成等）

7,500
食のブランド推進
課

「近江の茶」オーガ
ニックブランド産地育
成事業（再掲）

海外への市場開拓を進めるとともに、消費者の安
全・安心志向に応え、ブランド力を持った「近江
の茶」産地の育成を図るため、オーガニック栽培
による茶生産の取組を支援する。

○有機栽培技術の確立（茶業指導所)
○有機栽培の実証と有機栽培茶の品質評価、消費者調査を
　行うコンソーシアムを形成（補助金）
○有機栽培茶の生産拡大に向けた研修会等の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　（補助金）

（再掲） 農業経営課

水産物流通促進対策事
業（再掲）

滋賀県水産加工業協同組合が実施する湖魚の普及
宣伝活動に対して支援する。

○滋賀県水産物加工品評会の開催
○滋賀の水産加工品PR冊子の作成

（再掲） 水産課

びわ湖材産地証明事業
（再掲）

びわ湖材産地証明制度の運営および品質認定の取
得を支援するとともに、新たな木材利用を普及啓
発する。

○ＣＬＴ等の普及促進を図るとともに、びわ湖材の利
  用拡大をするための研修会を開催。
○びわ湖材産地証明制度の運営および日本農林規格
  （ＪＡＳ）認定の取得を支援。

（再掲） 森林政策課

滋賀の感性を伝える
「ココクール」事業
（再掲）

滋賀らしい魅力をもつ商品やサービスの発展と販
路開拓を促進するとともに、滋賀のブランド価値
の向上を図るため、「ココクール　マザーレイ
ク・セレクション」の選定と、その広報を行う。

　応募の中から１０件程度の商品・サービスを「ココクー
ル　マザーレイク・セレクション」として選定する。ま
た、チラシやパンフレットの作成、専用ホームページ・公
式Facebookによる発信、および雑誌への掲載等により「コ
コクール」事業の広報を行う。

（再掲） 商工政策課

体感型「ココクール」
魅力発信事業（再掲）

情報発信拠点と連携した「ココクール」の体験型
イベントを開催する。また、「ココクール」のセ
レクションのデジタルストーリーブックを含んだ
Ｗｅｂサイトを構築し、リアルとネットでの情報
発信を複合的に実施することで、滋賀のファン開
拓および滋賀への誘客につなげる。

「ここ滋賀」と連携した「ココクール」の体験型イベント
を開催する。さらに、ウェブサイトに掲載する動画を作成
し、上記イベントでも活用し、リアルとネットでの情報発
信を複合的に実施することで、滋賀のファン開拓および滋
賀への誘客につなげる。

（再掲） 商工政策課

来て、見て、ふれ「メ
イド・イン滋賀」魅力
発信・体感事業
（再掲）

県が新たに整備する首都圏情報発信拠点等におい
て、本県の地場産業や伝統的工芸品の魅力を消費
者等に発信し、体感いただくことで、県産品の消
費拡大や本県への来訪者の拡大を図る。

○伝統的工芸品のプロモーション映像の制作
○首都圏における地場産業の展示・実演・体験イベントの
　開催。

（再掲）
中小企業支援課・
モノづくり振興課

伝統の技と美「滋賀の
匠展」開催事業
（再掲）

県および国指定の伝統的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、展示をメ
インとして、実演や体験等を内容とした展示会を
開催する。

○県内の大型商業施設にて、県知事指定および経済産業大
　臣指定の伝統的工芸品の展示をメインとして、実演や体
　験等を内容とした展示会の開催

（再掲） 中小企業支援課

伝統的工芸品産業振興
事業

伝統的工芸品産業の振興を図るため、指定産地の
調査や伝統的工芸品紹介冊子を制作する。

○伝統的工芸品に関するパンフレットの増刷 250 中小企業支援課

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（10事業）

新 

新 
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事業名 事業概要
平成30年度の
具体的取組内容

予算額
（千円）

担当課項目

滋賀県伝統的工芸品指
定事業

滋賀県伝統的工芸品の指定等（新規指定・変更・
指定解除等）を行う。

○平成30年度が第11次指定の年であるので、指定要綱に基
づき指定懇話会を開催し、指定等(新規指定・変更・指定
解除等）を行う。

479 中小企業支援課

美味しい『食』の情報
発信総合事業

滋賀の「食材」の魅力や特徴、購入できる場所等
の情報をＨＰでタイムリーに発信する。

〇ポータルサイト「滋賀のおいしいコレクション」運営管
　理
〇SNSや料理掲載サイトとの連携

4,400
食のブランド推進
課

びわ湖のめぐみ消費拡
大ＰＲ事業（再掲）

びわ湖で育まれた魚介類をより身近に魅力的に感
じることのできる機会を創出することで、びわ湖
産魚介類の消費拡大を図る。

○学校給食への旬の湖魚食材の提供とそれを学ぶ講座
○琵琶湖漁業と湖魚料理を学べる体験学習会の開催
○県内各所でびわ湖とともに琵琶湖八珍をはじめとする
　「びわ湖のめぐみ」を楽しむことのできるおもてなし
　食堂を展開。
○びわ湖のめぐみに関する情報発信。

（再掲） 水産課

水産物流通促進対策事
業（再掲）

滋賀県水産加工業協同組合が実施する湖魚の普及
宣伝活動に対して支援する。

○滋賀県水産物加工品評会の開催
○滋賀の水産加工品PR冊子の作成

（再掲） 水産課

中小企業経営革新支援
事業

中小企業の新事業を促進するため、「中小企業等
経営強化法」に基づく経営革新計画の承認および
外部専門家による指導・助言を行うとともに、商
品化、販路開拓等に要する経費の一部を助成す
る。

○「中小企業等経営強化法」に基づく中小企業支援制度の
　うち、中小企業の経営革新への支援

14,969 中小企業支援課

小規模事業者新事業ス
タートアップ支援補助
金

県内中小企業のうち９割を占める小規模事業者が
策定する新たな取組に関する計画に従って実施す
る事業のうち、事業化・市場化段階にある事業に
ついて経費の一部を助成する。

○小規模事業者が策定する新たな取組（新商品市場化・販
　路開拓事業）に関する計画に従って実施する事業のう
　ち、事業化・市場化段階にある事業について経費の一部
　を助成。

3,000 中小企業支援課

小規模事業経営支援事
業費補助金

商工会、商工会議所および商工会連合会が小規模
事業者のために行う経営改善普及事業等に要する
経費に対し助成する。

○商工会、商工会議所および滋賀県商工会連合会が行う経
　営改善普及事業に要する経費への補助

1,490,005 中小企業支援課

中小企業連携組織対策
事業費補助金

滋賀県中小企業団体中央会が中小企業の組織化、
育成および指導のために行う事業に要する経費に
対し助成する。

○滋賀県中小企業団体中央会が行う中小企業連携組織推進
　指導事業に要する経費の補助

103,462 中小企業支援課

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（4事業）

（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

新 

新 

8 



事業名 事業概要
平成30年度の
具体的取組内容

予算額
（千円）

担当課項目

中小企業振興資金貸付
金

中小企業者の経営安定等を図るため、制度融資を
実施する。

○中小企業者等の経営の安定と体質改善に必要な資金の貸
　付け

8,896,000 中小企業支援課

水産振興資金融資基金
預託金

漁業経営の近代化、経営の安定および合理化等に
必要な資金の融資を行う。

随時、申請に応じて融資を行う。 58,894 水産課

プロジェクトチャレン
ジ支援事業（再掲）

中小企業が新プロジェクトを立案しチャレンジで
きる環境を整備することで新製品や新技術開発を
活発化し、開発されたものを事業化へつなげるこ
とによって、県内経済の向上につなげる。

○プロジェクトチャレンジ支援事業費補助金
　新商品や新技術開発にかかる必要な調査、研究経費の一
部を助成する。
○フォローアップ支援事業
　チャレンジ計画の企画、実施、成果の事業化について各
段階に応じた支援をおこなう。

（再掲） モノづくり振興課

窯業技術研究開発事業
（再掲）

県内の陶磁器および窯業関連団体の技術支援およ
び産業振興を目的に、新製品および新素材の研究
開発を行う。

○信楽焼坪庭製品の市場開拓に向けた開発研究
○海外産粘土鉱物を用いた新陶土の開発

（再掲）
工業技術総合セン
ター

地域産業育成指導事業
（再掲）

窯業関連事業者への技術情報の提供および窯業関
連製品や素材の試験および研究を行う。

技術情報誌「陶」発行、技術講習会開催、「TEIBAN商品開
発研究会」「信楽焼屋上緑化研究会」支援、機器開放、技
術指導、生産物提供、製品・素材の研究開発

（再掲）
工業技術総合セン
ター

モノづくり技術高度化
事業（再掲）

繊維産業やバルブ産業などのモノづくり技術の高
度化を目指した技術開発と高性能・高機能な新規
材料を創製し、県内企業の技術競争力の強化およ
び新分野への進出を図る。

「低キャビテーション高性能流体制御バタフライ弁の実用
　化研究」
「ブランドの構築を目指した繊維地場産品の開発と発信」
「流体解析を用いたバルブ性能評価手法の高精度化に関す
　る研究」

（再掲）
東北部工業技術ｾﾝ
ﾀｰ

技術移転・共同研究事
業（再掲）

地場産業事業者等の技術力の高度化や新製品開発
を支援するために、産学官連携による共同研究を
軸として技術移転を推進する。

「高島クレープの快適性評価に関する研究」
「硬質粒子分散型摺動部材の開発に関する研究」
「建築廃材を用いた建築資材へのリサイクル」
「銅合金鋳造時に発生する廃棄物の減量を目指したリサイ
　クル促進に関する研究」

（再掲）
東北部工業技術ｾﾝ
ﾀｰ

地域産業支援事業（再
掲）

本県の地場産業である繊維産業、バルブ産業を対
象に、製品開発や技術開発を支援する。

○繊維素材・製品の試作開発
○鉛フリー銅合金「ビワライト」の普及支援
○彦根新スタイル仏壇「柒十（ナナプラス）」ブランド化
　支援、新・高島扇子の開発

（再掲）
東北部工業技術ｾﾝ
ﾀｰ

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（11事業）

（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

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（2事業）
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事業名 事業概要
平成30年度の
具体的取組内容

予算額
（千円）

担当課項目

「近江の茶」オーガ
ニックブランド産地育
成事業(再掲)

海外への市場開拓を進めるとともに、消費者の安
全・安心志向に応え、ブランド力を持った「近江
の茶」産地の育成を図るため、オーガニック栽培
による茶生産の取組を支援する。

○有機栽培技術の確立（茶業指導所)
○有機栽培の実証と有機栽培茶の品質評価、消費者調査を
　行うコンソーシアムを形成（補助金）
○有機栽培茶の生産拡大に向けた研修会等の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　（補助金）

（再掲） 農業経営課

みんなが育てる「みず
かがみ」ブランド支援
事業（再掲）

「みずかがみ」を守り、育てる生産者自らの組織
的な活動を支援するとともに、マスメディアを利
用したＰＲに対して支援を行う。

○品質や食味に優れた「みずかがみ」の産地づくりを目指
　し、生産者組織が行う技術研鑽や生産拡大に向けた取組
　を支援（補助金）
○農業協同組合等が行う「みずかがみ」の産地ブランドづ
　くりやプレミアム「みずかがみ」の集荷に係る経費を支
　援（補助金）
○「みずかがみ」のブランド確立および販売促進を図るた
　め、近江米振興協会が行うテレビＣＭ放映の補助
○近江米振興協会が行うＰＲに係る経費を支援（補助金）

（再掲）
食のブランド推進
課・農業経営課

近江牛の生産性の効率
化に関する研究

発育状況や飼養管理方法の異なる肥育素牛に合致
した飼養管理方法を確立する。

○日齢体重の異なる子牛に応じた飼料の給与方法の検討 9,490 畜産課

高品質近江牛づくり推
進事業

畜産技術振興センターで生産した高品質の雌子牛
を農家へ譲渡するため、育成牧場での優良繁殖雌
牛の整備と効率的な改良を図る。

○育成牧場での優良繁殖雌牛の整備を図るとともに、生産
　した雌子牛を農家に譲渡

42,147 畜産課

家畜の改良増殖と優良
種畜の譲渡事業

近江しゃもの種卵を生産者へ供給する。
○地場産品に位置づけられている「近江しゃも」の種卵
　約4万個の供給

6,224 畜産課

滋賀のクリエイティブ
産業振興事業

クリエイティブ産業の振興と、これとの連携によ
る幅広い産業の高付加価値化を図るため、クリエ
イターの発掘・展開やネットワーク化の推進のた
めの助成等を実施する。

○一般社団法人滋賀クリエイターズ協会によるクリエイ
　ティブ事業の実施
　　クリエイター・クリエイティブ企業をさらに発掘し集
　積を促進するとともに横展開し、クリエイティブの力が
　広く活用されるようにするため、一般社団法人滋賀クリ
　エイターズ協会による取組に対し支援する。

○クリエイティブ連携推進補助
　　県内クリエイティブ産業と異分野・他産業の連携を着
　実に進めるため、連携への支援を行う。

4,608 商工政策課

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の促進（4事業）

新 

改 
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事業名 事業概要
平成30年度の
具体的取組内容

予算額
（千円）

担当課項目

6次産業化ネットワーク
活動推進事業

６次産業化の推進体制を整備するとともに、市町
や農林事業者が行う６次産業化のネットワークに
よる新商品開発や販路開拓などの取組、市町が行
う戦略策定の取組を支援する。

○6次産業化プランナーの派遣、インターンシップ研修等
　に係る企画・事業推進、6次産業化計画認定者等のフォ
　ローアップ（委託料）
○市町または多様な事業者とネットワークを構築する農林
　漁業者等が行う、推進会議、新商品開発・販路開拓など
　を支援（補助金）

16,100 農業経営課

農林水産業新ビジネス
創造支援事業

農林水産業を基盤とした新ビジネスを生み出すこ
とを目的に、農林水産業者や商工・観光等事業
者、大学等が参画する農林水産業新ビジネス創造
研究会を母体としたイノベーションを起こす取組
を発掘・支援する。

○新ビジネスの創造を検討するきっかけを提供するため、
　セミナーの開催、研究会会員による新ビジネスの調査研
　究活動を支援。農林水産業者の連携や取組のレベルアッ
　プを支援（委託料）
○新ビジネスを実用化するためのソフトやミニハード事業
　の取組を支援（補助金）

16,000 農業経営課

しがの里をめぐるもの
がたり応援事業

生産者が観光事業者等と連携して、植付・収穫・
漁業・調理および農村の生活文化を体験するメ
ニュー開発への支援。

○地域資源を活用した体験メニュー開発への支援（補助
金）

650 農村振興課

地域連携型モノづくり
人材育成事業

本県の窯業業界の振興を図るため、窯業技術者養
成のための専門研修を実施する。

研修生8人を受け入れ１年間の研修期間に、窯業に関する
理論から、実習まで充実した内容での研修による技術者の
養成を実施。

472
工業技術総合セン
ター

しがの農林水産業就業
促進事業費

若い世代に就農・就業について情報を得る機会を
提供し、農林水産業への関心を高め、新たな人材
を確保する。

○滋賀県農林漁業担い手育成基金が実施する就業フェア等
を
　支援（補助金）

1,800 農業経営課

女性の力を活かしたア
グリビジネス創出事業

アグリビジネスに取り組む女性を対象に、アグリ
カフェやアグリビジネス体験、女性経営力向上研
修などを実施し、農業分野における女性の活躍を
支援する。

○女性農業者のネットワーク構築、女性ならではの視点で
の
　経営参画やアグリビジネス創出を民間との共同で実施
　（委託料）

6,000 農業経営課

しがの漁業担い手確保
事業

漁業就業者確保を目指し、就業希望者に対する相
談業務、短期体験研修および中期実地研修等を実
施する。

○琵琶湖漁業を知る5日間程度の短期体験研修の実施
○漁業現場で活動するために必要な漁労技術を学ぶ6か月
　程度の中期実地研修を実施

7,500 水産課

製薬技術の向上支援事
業

製薬等技術者の資質向上を図るための研修等を行
う。

製薬等技術者の資質向上を図るため、薬業ビギナーセミ
ナー、薬業ｅセミナーおよび薬業スキルアップセミナーを
実施。

1,367 薬務感染症対策課

ア　担い手となる人材の確保のための情報提供（5事業）

（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
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事業名 事業概要
平成30年度の
具体的取組内容

予算額
（千円）

担当課項目

滋賀の地域産業振興総
合支援事業（再掲）

地場産業組合等が実施するブランド力の向上、後
継者育成、海外展開や販路拡大等の戦略的、持続
的な取り組みに支援する。

○地場産業組合の海外の販路開拓や後継者育成の支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（補助金）
○地域特産品組合の販路拡大、商品開発の支援と、組合間
　連携による取組支援（補助金）

（再掲） モノづくり振興課

地域連携型モノづくり
人材育成事業（再掲）

本県の窯業業界の振興を図るため、窯業技術者養
成のための専門研修を実施する。

研修生8人を受け入れ１年間の研修期間に、窯業に関する
理論から、実習まで充実した内容での研修による技術者の
養成を実施。

(再掲）
工業技術総合セン
ター

青年農業者等育成確保
推進事業費

就農に向けて、相談から定着にいたるまでの一貫
した支援体制を整え、次代の優れた本県産業の担
い手の育成確保を図る。

○青年農業者等育成センターの就農相談活動や就農準備講
　座の開催、青年農業者の交流等を支援（補助金）

9,511 農業経営課

大家畜技術指導事業 近江牛生産農家に対して技術指導を行う。
○定期的な巡回により、繁殖や栄養などの飼養管理の指導
　を実施

774 畜産課

家畜衛生対策事業
家畜衛生の推進に向け、管理体制の整備や衛生指
導を行う。

○畜産農家の巡回などにより、家畜疾病の検査等を実施す
　るとともに、家畜衛生に係る飼養管理等を指導し、生産
　性を向上

4,064 畜産課

しがの漁業担い手確保
事業（再掲）

漁業就業者確保を目指し、就業希望者に対する相
談業務、短期体験研修および中期実地研修等を実
施する。

○琵琶湖漁業を知る5日間程度の短期体験研修の実施
○漁業現場で活動するために必要な漁労技術を学ぶ6か月
　程度の中期実地研修を実施

（再掲） 水産課

水産業の担い手育成委
託

湖魚のPR催事の開催を通じて、水産業の担い手自
身が水産業や湖魚の魅力の宣伝に必要なスキルの
向上を図る。

○琵琶湖の漁業と湖魚の魅力を伝える催事を実施
○催事の実施を通して、水産業の担い手自身が滋賀の水産
　業を普及宣伝するために必要なスキルの向上を図る。

380 水産課

滋賀のくすり振興対策
事業

経営者とその後継者を対象に市場展望と薬業界の
今後の進むべき方向についてのセミナー事業に対
して支援する。

滋賀県薬業協会が行うセミナー事業の支援（補助金） 70 薬務感染症対策課

世界にひとつの宝物づ
くり事業

陶芸作家やボランティア等との協働により、子ど
もや障が者が「土」とふれあい、モノづくりの喜
び・感動や本物の芸術を体感できるプログラムを
提供することにより、陶芸に理解のある次世代の
人材育成を図る。

○子どもや障がい者等を対象にした制作体験や展覧会鑑賞
　などによる教育プログラム（つちっこプログラム）の提
　供。

6,700 モノづくり振興課

ウ　未来の後継者確保に向けた小中学生等の地場産業等にふれる機会の提供（1事業）

イ　後継者育成や技術継承のための取組の実施および支援（8事業）
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事業名 事業概要
平成30年度の
具体的取組内容

予算額
（千円）

担当課項目

地域ブランド戦略
フォーラム事業

地場産業および地場産品等の認知度向上を図るた
め、産学官金ならびに生産から販売までの関係
者、県下の全自治体を対象としたプラットフォー
ムを形成することにより、効果的・効率的な地域
ブランドの発信やバイヤーとのマッチング等を図
る。

○フォーラムを2回以上開催する。
○交流会を開催する

770 モノづくり振興課

近江の地酒普及促進事
業（再掲）

近江の地酒の魅力を県内外に発信し、県内にあっ
ては県産日本酒への愛着と誇りを醸成するととも
に、県内外での消費拡大を図る。

○滋賀県酒造組合の宿泊施設・飲食店対象の「近江の地酒
　講座」及び蔵元と宿泊施設・飲食店をつなぐ商談会の開
　催や、春の新酒きき酒会の開催の支援(補助金)
○(公社)びわこビジターズビューローの酒蔵めぐり促進事
　業(近江の地酒版観光パスポート事業)実施の支援
　(補助金)
○近江の地酒もてなし普及促進協議会運営(委員謝金、委
　員旅費)

（再掲） 観光交流局

しがの地産地消・食育
推進事業

市町や民間団体等が各地域で行う食育体験等の取
組を支援するとともに、県域で事例報告や情報交
換等を行うことにより、地産地消を核とした食育
を推進する。

〇地産地消等を推進する会議、情報交換会の開催
〇市町や民間団体等が行う食育体験等の促進支援 3,308

食のブランド推進
課

「おいしが　うれし
が」キャンペーン推進
事業（再掲）

地産地消の推進を図るため、「おいしが　うれし
が」キャンペーン推進店への登録の呼びかけ、情
報発信等を行う。併せて、生産者と推進店の連携
をより強化するための交流会を開催する。

〇「おいしが うれしが」キャンペーン推進店の登録の
　推進
〇推進店に対するＰＲ資材および情報提供の推進
〇マッチング交流会の開催
〇消費者への県産食材の魅力発信の強化

（再掲）
食のブランド推進
課

もっと食べよう「近江
米」！県民運動推進事
業（再掲）

関係機関・団体等と幅広く連携し、近江米の消費
拡大に向けた県民運動の展開および外食等での近
江米利用促進等に取り組むことにより、消費減退
を食い止めるとともに、近江米の根強いファンを
確保する。

〇県内での近江米の消費拡大を推進
　　　・県民への啓発活動
　　　・県内大学・事業者等との連携
　　　・直売所・飲食店等との連携
　　　・県民の取組実践を促進

（再掲）
食のブランド推進
課

近江牛魅力発信事業
（再掲）

国際的な視点に立ち近江牛のブランド価値の向上
を図るため、東京における近江牛の魅力発信と訪
日外国人向けインバウンド観光を実施する。

○地理的表示（GI）登録を受けたＰＲ資材の作成と「ここ
　滋賀」等における情報発信
○訪日外国人向け旅行予約サイトへの近江牛特集を掲載し
　て魅力発信

（再掲） 畜産課

文化施設管理運営費

　県民が文化芸術活動を行う拠点となる県立文化
施設（文化産業交流会館）について、事業の実施
および施設の管理運営等の業務を指定管理者が行
うための管理料等を支出する。

○指定管理施設である文化産業交流会館において、滋賀県
　北部の伝統産業を活かすという観点を踏まえ、継続的に
　邦楽・邦舞の振興に取り組んでおり、引き続き、独自に
　企画する事業において、滋賀の和楽器絃をはじめとする
　伝統産業との連携を図っていく。

333,621 文化振興課

ア　地場産業等への関心を高め、理解を促進するＰＲイベント等の実施（7事業）

（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

新 
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事業名 事業概要
平成30年度の
具体的取組内容

予算額
（千円）

担当課項目

世界にひとつの宝物づ
くり事業（再掲）

陶芸作家やボランティア等との協働により、子ど
もや障が者が「土」とふれあい、モノづくりの喜
び・感動や本物の芸術を体感できるプログラムを
提供することにより、陶芸に理解のある次世代の
人材育成を図る。

○子どもや障がい者等を対象にした制作体験や展覧会鑑賞
　などによる教育プログラム（つちっこプログラム）の提
　供。

（再掲） モノづくり振興課

農畜水産業を通じた子
どもたちへの食育推進
事業

学校給食に供給する野菜生産の現場での食育や、
小学生向け教材の活用等により、次代を担う子供
たちの豊かな人間性や地域に対する愛着心を育
み、滋賀の農畜水産業に対する理解を促進する。

〇給食野菜を通じた食育を推進する団体の支援
〇小学校向け農畜水産業の理解促進のための資料作成
　　　・環境こだわり農業を学ぶ資料
　　　・びわ湖漁業・食文化に関する資料

1,135
食のブランド推進
課

たんぼのこ体験事業

小学生自らが農産物を「育て」、「収穫し」、そ
して調理して「食べる」という一貫した体験学習
を通して、農業への関心を高めるとともに、生命
や食べ物の大切さを学ぶ「農からの食育」を推進
する。

〇小学校が行う農業体験学習への支援
自治振興
交付金

食のブランド推進
課

びわ湖のめぐみ消費拡
大ＰＲ事業（再掲）

びわ湖で育まれた魚介類をより身近に魅力的に感
じることのできる機会を創出することで、びわ湖
産魚介類の消費拡大を図る。

○学校給食への旬の湖魚食材の提供とそれを学ぶ講座
○琵琶湖漁業と湖魚料理を学べる体験学習会の開催
○県内各所でびわ湖とともに琵琶湖八珍をはじめとする
　「びわ湖のめぐみ」を楽しむことのできるおもてなし食
　堂を展開。
○びわ湖のめぐみに関する情報発信。

（再掲） 水産課

中学校チャレンジ
ウィーク

中学校において５日以上の職場体験を実施し、働
く大人の生きざまに触れたり、自分の生き方を考
えたりする機会とし、自分の進路を選択できる力
や将来社会人として自立できる力を育てる。

〇滋賀県内すべての公立学校で実施。
801 幼小中教育課

文化施設管理運営費
（再掲）

　県民が文化芸術活動を行う拠点となる県立文化
施設（文化産業交流会館）について、事業の実施
および施設の管理運営等の業務を指定管理者が行
うための管理料等を支出する。

○指定管理施設である文化産業交流会館において実施して
　いる小中学生向け事業「アートの時間」において、和楽
　器の演奏の中で、和楽器絃の生産についても触れるな
ど、
　引き続き伝統作業との連携を図っていく。

（再掲） 文化振興課

イ　小中学生等が地場産業等にふれ、理解を深める機会の提供（6事業）

（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
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