
【様式１】

事業名 担当課

もっと食べよう「近江
米」！県民運動推進事業

食のブランド推進課

近江牛魅力発信事業
 畜産課

10

〇県内での近江米の消費拡大を推進
　・県民への啓発活動イベント等14回開催
　・県内4大学の学祭で近江米PR
　・大学生を対象とした近江米レシピコン
    テストの開催
　・直売所・飲食店等との連携
　・「近江米もっと食べます宣言」
　　宣言累計30,963人(H29年度:11,402人)
　　              （H30.3.末現在）

○全国的に米の消費量は年々減少して
　おり、特に家庭や若年層の消費の減
　少が顕著であることから、県内での
　消費拡大ＰＲイベントの開催や大学
　との連携により、より熱心な近江米
　のファン確保を促進する。

25

○東京（日本橋周辺）においてラッピング
  バスを運行（H29.10.13～H30.3.31）
○「ここ滋賀」において近江牛フェアを実
  施（H30.2.16～22、食のブランド推進課
  と連携）
○訪日外国人向けプレミアムツアーを５ツ
  アー造成
○海外の旅行事業者（香港2社、シンガポ
  ール1社）を招聘し、ファムトリップを
  実施

○和牛ブランドの産地間競争が激化す
　る中で、近江牛のさらなるブランド
　価値の向上が必要である。引き続
　き、国内外への近江牛の魅力発信に
　努める。

【主な取組】

通番 取組実績 課題と今後の取組

【施策の内容（１）】

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
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
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

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

●産地や産品の情報提供として、滋賀の食材の魅力や特徴、購入場所等の情報をHPで発信したり、近江米
振興協会が行うテレビCM放映への支援を行った。消費拡大のためにはそれぞれの地場産品のファンを増やし
ていくことが重要であり、今後も引き続き様々なツールを活用したPRを実施していく。

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

●新商品の開発に対する支援として、工業技術総合センターや東北部工業技術センターで相談や助言、技術
面での支援や企業との共同研究に取り組んだ。産地ごとに支援のあり方も異なることから、引き続き産地と協同
し課題に取り組んでいく。

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

【総括】

●近江の地場産品の需要を拡大するために、まずは認知度向上に向け様々なPR活動に取り組んだ。県内商
業施設での「滋賀の匠展」、近江米の消費を拡大するための県民向け啓発活動イベント、大学生を対象とした
レシピコンテスト等、県内での消費拡大に向けた取り組みを実施した。これら取組は一定継続して行うことで効
果が高まるものであるため、メデイアやホームページ等を用いた発信も含め、手段を工夫し、今後も取り組みを
進めていく。

●東京・日本橋に平成29年10月29日にオープンした「ここ滋賀」をはじめとする首都圏での滋賀の地場産品等
を紹介するプロモーション映像の放映、企画催事や商品の展示・販売の支援などに取り組んだ。新たな需要開
拓に向けた一大消費地である首都圏での取り組みは高い効果が期待でき、引き続き「ここ滋賀」等と連携し販
路開拓に向けた取り組みを進めていく。

●地場産業事業者の海外展開の取り組みに対し助成を行った。また、近江牛については、和牛ブランドの産
地間競争が激化している中、さらなるブランド価値の向上が必要であり、訪日外国人向けのツアーや海外の旅
行業者を招聘してのファムトリップを実施した。今後は平成29年7月に開設された彦根市のジェトロ滋賀貿易情
報センターとも連携を図りながら、海外展開への支援を継続していく。

関連事業の取組状況と課題、今後の取組 



滋賀の地域産業振興総合
支援事業

 モノづくり振興課

地域産業支援事業
東北部工業技術セン
ター

琵琶湖の魚消費拡大ＰＲ
事業

　
 水産課

49

○県内を中心とした飲食、宿泊、加工販売
　といった琵琶湖八珍を扱う事業者164店
　舗の参画による“琵琶湖八珍フェア”を
　開催(H30.1～2）。
○琵琶湖八珍のサイトにおいて、琵琶湖八
　珍の旬や取り扱う事業者等に関する情報
　を発信。
○学校給食への湖魚食材の提供（約11万5
　千食分）と湖魚を学ぶ講座を実施。

○琵琶湖の魚介類は「琵琶湖八珍」のほ
  かにもセタシジミなどのおいしい食材
  があり、「びわ湖のめぐみ」として湖
  魚をより多くの人に食べてもらうこと
  が必要。
　 「琵琶湖八珍」をはじめとする湖魚
  食材の学校給食への提供や、琵琶湖と
  ともに湖魚を楽しむことのできる「び
  わ湖のめぐみ」おもてなし食堂の展開
　、びわ湖のめぐみの魅力の情報発信を
　継続して実施。

27

○地場産業組合海外展開戦略等支援補助金
　  国内外の販路開拓や後継者育成に対し
  助成。9組合18事業を遂行
○地域特産品組合販路開拓等支援補助金
    地域特産品組合の販路開拓および組合
  間連携に助成。6組合7事業を遂行
○地場産業組合等指導支援補助金
　  滋賀県中小企業団体中央会が地場産業
  の振興を目的にして行う新事業創出のた
  めの啓発活動や指導事業等に対して助成
  した。
　・ブランド発信推進会議の開催
　・地域団体商標取得検討会議の開催等

○これらの取組は、すぐに効果がでるも
  のではなく、継続していくことが重要
  となる。
○地場産業組合、地域特産品組合の規模
  や状況が様々であることや各組合内の
  企業においても温度差があることか
  ら、今後は対象に合わせた支援を行っ
  ていく必要がある。

37

○繊維新素材の試作として、着心地性と意
　匠性を付与したアパレル用の高島帆布を
　開発した。また、和紙糸を用いた高付加
　価値素材の開発を行った。繊維新素材の
　試作とし、約５年間の共同研究で開発さ
　れた素材は､国内外の展示会に出展､さら
　に製品化され売り上げを伸ばしている｡
○彦根バルブの支援として、共同研究によ
　りビワライトの耐食性を継続的に評価し
　、従来の銅合金と同等で良好であること
　を解明した。
○彦根仏壇のホームページ、カタログやコ
　ンセプトブックの作成についてデザイン
　支援を実施した。
○高島扇骨の技術を活用し、扇面にはヨシ
　入り紙（株式会社コクヨ工業滋賀）にび
　わ湖のさざ波をデザインしたオリジナル
　扇子を作成した。さらに県内観光施設に
　て近江扇子の貸し出しなどのプレゼンテ
　ーションを実施した。
○月１回程度、湖東麻織物の組合オリジナ
　ル製品開発、販売、ディスプレイのため
　の指導を行い、東京や県内での新製品の
　成果発表を支援した。
○浜ちりめん産地の展示会への出展の内容
　から展示方法まで支援し、多くの商談が
　まとまった。

○開発した織物について、企業が独自
　の展開を推し進めている。
○耐食性評価は長期間の評価が必要な
　ため引続き取り組む。またビワライ
　ト普及のためにはビワライトに適し
　たモノづくり技術（鋳造技術）が必
　要なので、産地と協同してこれらの
　課題に取り組む。
○仏壇アプリの配布と計画的な機能向
　上を行い、ブランド力の向上を図
　る。
○扇骨産地からの扇子産地への移行に
　ついて検討が必要。また後継者につ
　いても深刻な問題である
○開発した新製品（ワンピース、メン
　ズシャツ）は平成30年度4月より産
　地直営ショップ、百貨店催事の他、
　県内ビジネスシーン向けに販売され
　る。
○浜ちりめんの販路拡大のため和装以
　外の新分野の開拓をさらに進めてい
　く必要がある。

拡 



事業名 担当課

中小企業経営革新支援事
業

 中小企業支援課

中小企業振興資金貸付金  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
イ　近江の地場産業事業者等に対する、国等の公的資金や金融機関と協調した長期・低利の融資の活用促進

【施策の内容（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

54

課題と今後の取組

○中小企業者の経営安定等を図るため、制
　度融資を実施した。（平成30年1月末現
　在、新規貸付1,408件）

○利用者ニーズの把握に努め、利用者
　の資金ニーズに沿った制度改善を行
　う。

●中小企業の経営基盤の強化に向け、小規模事業者に対し団体が行う経営改善普及事業費の助成や、経営
革新計画承認後の中小企業診断士によるフォローアップ、試作品製作や販路開拓に対しての補助金による支
援をおこなった。今後も引き続き経営基盤の強化に向け、中小企業診断士のフォローアップ等の支援を実施し
ていく。

●中小企業者の経営安定等を図るため制度融資を実施した。今後も利用者のニーズに沿った制度改善を検
討しながら、資金供給の円滑化を図っていく。

51

○制度周知パンフレットを作成した。
○新たに経営革新にチャレンジする中小企
  業や支援機関もあり、制度の普及につな
  げることができた。
○経営革新計画承認後も中小企業診断士に
  よる事業計画のフォローアップをしたり
  、試作品作成や販路開拓による市場化を
  補助金で支援したりすることができた。

○引き続き、制度周知パンフレットを作
　成し、配布する。
○経営革新計画承認後１年以上～２年未
　満の事業者には、中小企業診断士によ
　るフォローアップを実施する。

【総括】

【主な取組】

通番 取組実績

関連事業の取組状況と課題、今後の取組 



事業名 担当課

窯業技術研究開発事業  工業技術総合センター

農林水産業新ビジネス創
造支援事業

農業経営課

●公設試験研究機関において、地場産業の新商品開発等の調査研究として、信楽焼産地では坪庭用資材と
海外原料を用いた新陶土の開発をおこなったり、高島綿織物産地では繊維新素材の試作と製品化、扇骨産地
でのオリジナル扇子の作成、近江茶においては新香味茶の製造技術の開発など調査研究に取り組んだ。今後
も引き続き新商品開発等に向けた調査研究に取り組むとともに、開発したそれぞれの商品の市場開拓に取り組
んでいく。

【主な取組】

通番 取組実績 課題と今後の取組

●新ビジネスの創造に向け、関係者による研究会を母体とした新ビジネスの創造を検討するセミナーを開催し
たり、クリエテイティブ企業と製造業者とのマッチング会を開催し、異業種交流で生まれた案件への事業化支援
を実施した。今後は、新たなビジネスモデルのさらなる構築とビジネスモデルの実用化を支援していく。

71

新ビジネスの創造を検討するセミナー等
を開催するとともに、研究会を母体とし
た調査研究により、土産開発やインバウ
ンドによる体験ビジネス等のビジネスモ
デルの構築支援を行い、併せて、ビジネ
スの実用化支援等を行った。

地域の活性化のためには新たなビジネス
モデルのさらなる構築が必要であり、引
き続き研究会の取組をさらに活性化さ
せ、ビジネスの実用化を支援する。

○「信楽焼の特性を生かした坪庭用資材の
  開発」が完了し複数の坪庭セットが完成
  した。
○「海外産粘土鉱物を用いた新陶土の開
　発」において信楽産花崗岩を主原料とし
  米国ワイオミング州産粘土を可塑材とす
  る新陶土を開発した。

○引き続き、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が必
　要であるため、以下に取り組む。
・信楽焼坪庭製品の市場開拓に向けた研
　究開発
・窯業系汚泥を用いたブロックの開発

57

【総括】

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
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

【施策の内容（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

関連事業の取組状況と課題、今後の取組 



事業名 担当課

しがの漁業担い手確保事
業

 水産課

地域連携型モノづくり人
材育成事業

工業技術総合センター

世界にひとつの宝物づくり事
業

 モノづくり振興課85

○来園制作
　対象：幼稚園～大学、障がい者、団体
　内容：鑑賞、見学、陶芸体験
　参加人数：2,754人
○出張授業
　対象：特別支援学校、特別支援学級
　内容：陶芸体験授業
　参加人数：1,001人

○引き続き、子どもたちに質の高いプ
  ログラムを提供できるよう、陶芸作
  家やボランティア等との協働により
  事業に取り組んでいく。

通番 取組実績

78

○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
　実施し、修了生全員が信楽の窯元に就職
　した。

○引き続き、窯業技術者養成のための専
  門研修を実施する。

課題と今後の取組

75

○34名から琵琶湖漁業への就業に関する相
　談を受け付け、6名の短期研修と1名の中
　期研修を実施した。
○昨年度短期研修を実施した研修生のうち
  、2名について国の助成制度を活用した
　長期研修の実施を実現できた。

○現在の漁業者は高齢化や漁獲の低迷に
　より、今後、著しい減少が見込まれ、
　漁業生産の維持にとって新規就業者の
　確保は喫緊の課題。漁家子弟のみなら
　ず、広く新規就業者を募集するため、
　H29から本格的に体験研修や実地研修
　に取り組んでいるが、指導者となる漁
　業者が不足している。
　　漁業就業の業務に一括して取り組む
　「しがの漁業技術研修センター」を運
　営し、研修と着業に向けた相談体制を
　継続する。また、指導者の確保のため
　各漁協へ説明し理解促進に努める。

ア　担い手となる人材確保のための情報提供
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

【施策の内容（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

ウ　未来の後継者確保に向けた小中学生や高校生の地場産業等にふれる機会の提供

【総括】

【主な取組】

●担い手となる人材獲得に向け、農林水産業では、就業体験や青年農業者との交流、女性を対象としたアグリ
カフェや研修、就業体験談の講演、漁業就業者確保のための就業相談、短期・中期・長期研修を実施した。ど
の業界においても人材確保は、喫緊の課題であり、事業継承のために今後も継続して取り組む必要がある。

●後継者育成、技術継承を目的に信楽窯業技術試験場においては窯業技術者養成研修を実施。農業では、
就農者の確保育成に向けて、相談から定着にいたるまでの一貫した支援体制を整備し支援を実施した。技術
の継承は一朝一夕にいくものではないため、これら取り組みを引き続き実施していく。

●将来の担い手である子どもたちに対し、モノづくりの喜び、感動を体感できるプログラムを提供した。今後も教
育委員会と連携し、子どもたちに地場産業等について学習する機会を提供していく。

関連事業の取組状況と課題、今後の取組 



事業名 担当課

近江の地酒普及促進事業
　
　観光交流局

たんぼのこ体験事業  食のブランド推進課95
○小学校が行う農業体験学習への支援
  ・県内199小学校/222校で事業を実施し
    た。

○県内全ての小学校で農業体験が実践さ
 れるよう、市町やＪＡ等と連携して、
 引き続き「たんぼのこ体験事業」の活
 用を働きかける。

【総括】

【主な取組】

通番 取組実績

●近江の地場産業等への関心を高めていただくため、地酒では、一般消費者向けの地酒講演会・講座を開催
したり、近江の野菜を使用した漬物のイベントや漬物教室を開催した。平成30年度は大型観光キャンペーン開
催時期に合わせて事業を行うことで、県内はもちろんのこと県外から来県された方々にも情報を発信していく。

●小学生への取組として、県内199校で農業体験を実施したり、湖魚食材を学校給食へ提供したり、湖魚を学
ぶ講座の実施や滋賀の農畜水産業の理解促進のための教材作成などに取り組んだ。今後もこれら取り組みを
継続し、県内すべての小学校が農業体験を実施できるように市町やJA等と連携していく。
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○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)。
　　3月21日に県内の宿泊施設・酒販店な
　どの酒類流通業者向けの特別セミナー、
　商談会を開催予定。
○(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)を行い、10月１日
　から5,000部限定で県内JTB各店、平和堂
　、主要書店、酒蔵、Amazonで販売してい
　る他、県や地酒のイベントで出張販売を
　行い、2月21日現在で3,905部販売。
○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)
　　H29年７月と10月の２回開催。地酒促
　進月間にあたる10月には、一般消費者向
　けの地酒講演会・講座を開催し、17名が
　参加。温度変化に伴う味の違いを体験し
　てもらうなど、非常に好評だった。

○滋賀県酒造組合主催で３月21日に春の
　新酒きき酒会（第２回近江の新酒きき
　酒会）が開催された。約1,700人が出
　席。
○近江の地酒版パ酒ポートは最終4,205
　部販売し、近江の地酒の魅力発信につ
　なげられた。H30年度は観光キャンペ
　ーン開催時期に合わせて、７月発売予
　定。県内はもちろん、県外から来県さ
　れる方々にも近江の地酒について情報
　発信していく。

課題と今後の取組

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
イ　小中学生や高校生が地場産業等にふれ、理解を深める機会の提供

【施策の内容（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

関連事業の取組状況と課題、今後の取組 



　　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

事業名 担当課

伝統の技と美「滋賀の匠
展」開催事業

 中小企業支援課

滋賀の地域産業振興総合
支援事業

 モノづくり振興課

【施策の内容（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　実態について概ね５年を目安として調査を実施

【総括】

【主な取組】

通番 取組実績 課題と今後の取組

●伝統的工芸品においては、県内の商業施設で開催した「滋賀の匠展」の来場者に対して、伝統的工芸品へ
の印象等のアンケートを実施。「買ってみたい商品」の問いには「長い伝統と優れた技術を強く感じる重厚な商
品」「今のライフスタイルに調和した商品」の回答がそれぞれ20％、25％であった。今後も継続することで傾向を
分析し、取り組みに活かしていく。

●地場産業においては、滋賀県中小企業団体中央会が実施した「滋賀の名品フェア」への来場者に対して認
知度の調査を実施した。結果は、信楽焼が92%、彦根仏壇が４３％、浜ちりめんが３０％で、その他の地場産業
の認知度は、３０％未満であった。今後も機会あるごとに調査を実施し、結果を取り組みに活かしていく。
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○開催期間：11月10日(金)～11月12日(日)
○開催場所：
　モリーブ(アルプラザ守山)セントラル
　コート
○入場者数：約２８００人
○出展者の内訳(１２者)：
　近江上布、近江真綿、和ろうそく 等
○技の実演：
　近江上布、信楽焼、高島扇骨、彦根仏壇
  、和ろうそく
○体験：近江上布、近江真綿
○アンケートを実施：
　　９３％が｢良かった｣､｢大変よかった｣
　と回答。「どのような商品ならば買って
　みたいですか」の問いには､「長い伝統
　と優れた技術を強く感じる重厚な商品」
　「現代的なデザインを取り入れるなど、
　今のライフスタイルに調和した商品。」
　「文房具、アクセサリーなど日常的に使
　用する物にその技術を応用した商品」
　「価格が安く、手軽に買える商品」が
　それぞれ、20％、25％、27％、25％と97
　％となった。

○引き続き、県内の商業施設にて展示
  会を開催することで県民に向けて伝
  統的工芸品の魅力を発信していく。
○より魅力的な展示会にするため、29
  年度出展しておられない方へのアプ
  ローチをしていく。
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○地場産業組合海外展開戦略等支援補助金
　  国内外の販路開拓や後継者育成に対し
　助成。9組合18事業を遂行。
○地域特産品組合販路開拓等支援補助金
    地域特産品組合の販路開拓および組合
　間連携に助成。6組合7事業を遂行。
　　イオンモールでの「滋賀の名品フェア
　2017」を開催し、地場産業の知名度に関
　する調査をした。信楽焼92％、彦根仏壇
　43％､浜縮緬30％、高島織物28.3％とな
　った。
○地場産業組合等指導支援補助金
　  滋賀県中小企業団体中央会が地場産業
　の振興を目的にして行う新事業創出のた
　めの啓発活動や指導事業等に対して助成
　した。
　・ブランド発信推進会議の開催
　・地域団体商標取得検討会議の開催 等

○これらの取組は、すぐに効果がでる
  ものではなく、継続していくことが
  重要となる。
○地場産業組合、地域特産品組合の規
  模や状況が様々であることや各組合
  内の企業においても温度差があるこ
  とから、今後は対象に合わせた支援
  を行っていく必要がある。

関連事業の取組状況と課題、今後の取組 

拡 


