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　平成29年工業統計調査（平成28年実績）結果速報（従業者４人以上）によれば､本
県の工業は、事業所数2,620事業所、従業者数151,781人、製造品出荷額等７兆2001億
円、付加価値額２兆4774億円となり、製造品出荷額等は全国第15位、付加価値額は
全国第14位となっている。
　昭和30年から平成28年までの伸びをみると、本県工業は事業所で約1.9倍、従業者
で約3.2倍、製造品出荷額等で約138倍となっており、全国のそれぞれの伸びである
1.0倍、1.5倍、45.7倍をすべて上回っている。
　特に、製造品出荷額等は、第１次オイルショック（昭和48年）時やプラザ合意
（昭和60年）以後の為替レートの急激な変動等により一時的な低迷をみたが、昭和
30年代から今日に至るまで、旺盛な工場立地等に支えられ、大幅な伸びを続けてき
た。近年では、バブル崩壊後の景気停滞期以降、数年ごとに減少傾向と増加傾向の
波を繰り返している。
　平成28年は、事業所数が前年比15.9％減、従業者数が前年比5.5％減、製造品出荷
額等が前年比2.5％減、付加価値額が前年比2.8％増となっている。（図３－１－１,２,３） 

（1）事業所数・従業者数・製造品出荷額等
１．概要

第３章　滋賀県の工業

◆事業所数の推移 (従業者4人以上の事業所) (図３－１－１)

資料：県統計課「平成29年工業統計調査（平成28年実績）結果速報」
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◆従業者数の推移（従業者４人以上の事業所）（図３－１－２）

◆製造品出荷額等の推移（従業者４人以上の事業所）（図３－１－３）

資料：県統計課「平成29年工業統計調査（平成28年実績）結果速報」

資料：県統計課「平成29年工業統計調査（平成28年実績）結果速報」
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　事業所・企業統計調査から平成28年の事業所数を産業大分類別にみると、製造業
は5,604事業所で県内総数の10.1％を占めており、「卸売・小売業」 、「宿泊業・飲食
サービス業」 、「建設業」に次いで高い割合となっている。　　　 （図３－１－４）

（2）本県産業に占める割合
　　①事務所数

◆製造業が県内事業所に占める割合（図３－１－４）

資料：経済産業省「平成28年経済センサス-活動調査」
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　従業者数を産業大分類別にみると、製造業は163,562人で県内総数の27.1％を占めて
おり、最も高い割合となっている。　　　　　　　　　　　　　　　（図３－１－５）

　　②従業者数

◆製造業が県内事業所に占める割合（図３－１－５）

資料：総務省「平成28年経済センサス-活動調査」
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　県民経済計算年報によると平成27年度の県内総生産は、６兆1,636億円で対前年度
比4.8％増となった。製造業は２兆5,324億円（全体の41.1％）で対前年度比0.5%増と
なった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図３－１－６） 

　　③県内総生産

　従業者１人あたりでみると、製造品出荷額等は4,744万円、付加価値額は1,632万円
である。
　各指標に占める全国シェアは、事業所数で1.4％、従業者数で2.0％、製造品出荷額
等で2.4％、付加価値額で2.6％となっており、前年同様に製造品出荷額等と付加価値
額でのシェアが相対的に高くなっており、本県工業の高い付加価値生産性を示して
いる。

（3）従業者１人あたり各指標動向 

◆製造業が県内総生産（名目）に占める割合（図３－１－６）

資料：県統計課「平成27年度滋賀県民経済計算年報」

従業者1人当
たりの製造
品出荷額等
は4,744万円
付加価値額
は1,632万円
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　平成29年工業統計調査（平成28年実績）結果速報（従業者４人以上）を従業者規模
別にみると、事業所数では、全2,620事業所のうち従業者30人未満の小規模事業所が
1,739事業所（構成比66.3％）で大半を占めている。300人以上の大規模事業所では83
事業所（同3.2％）となっており、大規模事業所の構成比が全国（1.8％）に比べ高く
なっている｡
　製造品出荷額等および付加価値額では、従業者30人以上の事業所がそれぞれ94％､    
93％と大半を占めている。
　全国の構成比と比較すると、従業者30人以上の事業所の事業所数と従業者数の構成
比は全国より高いが、製造品出荷額等および付加価値額の構成比は同程度である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（図３－１－７,８,９,10）

（4）従業者規模別動向 

◆従業者規模別事業所数の割合（図３－１－７）

資料：経済産業省「平成29年工業統計速報」　　　　　　　　　　　

           県統計課「平成29年工業統計調査（平成28年実績）結果速報」

注  工業統計調査の結果の概要および統計表における比率（パーセント）の表記は、各数値を小数点以下第２位で四捨

　　五入しており、比率の合計が100.0%にならない場合があります。
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◆従業者規模別従業者数の割合（図３－１－８）

◆従業者規模別製造品出荷額等の割合 （図３－１－９）

資料：経済産業省「平成29年工業統計速報」　　　　　　　　　　　

           県統計課「平成29年工業統計調査（平成28年実績）結果速報」

資料：経済産業省「平成29年工業統計速報」　　　　　　　　　　　

           県統計課「平成29年工業統計調査（平成28年実績）結果速報」
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◆従業者規模別付加価値額の割合（図３－１－10）

資料：経済産業省「平成29年工業統計速報」　　　　　　　　　　　

            県統計課「平成29年工業統計調査（平成28年実績）結果速報」
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　平成29年工業統計調査（平成28年実績）結果速報（従業者４人以上）の製造品出
荷額等を業種別にみると、化学工業9,953億円（構成比13.8％）で最も多く、次いで
輸送機械が8,970億円（同比12.5％）、電気機械が7,729億円（構成比10.7％）、はん用
機械6,490億円（同比9.0％）となり、この４業種で全体の約46％を占めている。　

（図３－２－１）

（1）概　要
２．業種別動向

◆製造品出荷額等の業種別比較（1000億円以上の業種）（図３－２－１）

資料：県統計課「平成29年工業統計調査（平成28年実績）結果速報」
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　また、平成29年工業統計調査（平成28年実績）結果速報（従業者４人以上）の製造
品出荷額等を［加工組立型］､［地方資源型］､［雑貨型］､［基礎素材型］の４業種分類
の構成でみると、加工組立型業種が52.4％と過半数を占め、次いで基礎素材型17.4％、
地方資源型15.6％、雑貨型14.5％ となっている。本県は地理的に内陸であることから、
鉄鋼業や非鉄金属、石油・石炭などの装置型産業の立地が少なく、昭和30年代の高度
経済成長期を通じて、輸送機械や電気機械を中心とした内陸型の加工組立型業種が多
く立地し、これが繊維産業に代わる本県工業の中心的産業となり、現在の本県の工業
構造を築くに至っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図３－２－２）

◆業種別製造品出荷額等の推移（図３－２－２）

資料：県統計課「平成29年工業統計調査（平成28年実績）結果速報」

※平成14、20年調査に産業分類改訂。



６６

［金属製品、はん用機械、生産用機械、業務用機械、電子部品・デバイス、電気機
械、輸送機械］
　昭和40年以降、本県工業の発展を牽引してきた加工組立型業種の中でも、輸送機
械、電気機械、およびはん用機械については、平成28年の本県工業全体に占める割
合（製造品出荷額ベース）が、３業種で32.2％を占めており、特に自動車部品やエ
アコン等民生用機器の製造が多い。 

（2）加工組立型業種 

［食料品、飲料・たばこ、繊維工業、木材･木製品、パルプ･紙、窯業･土石］
　昭和30～40年代に本県工業の主要業種であった繊維工業を中心とする地方資源型
業種は、繊維産業の衰退とともにその構成比を低下させ、昭和30年には76.4％で
あったが、平成28年には15.6％にとどまっている。
　さらに、繊維工業の特化係数（滋賀県の同業種の構成比／全国の同業種の構成
比）も2.33となっており、全国水準を少し上まわっている程度である。
　また、窯業・土石業についても、平成28年には全体の4.5％を占めており、構成比
は低下傾向にあるが、特化係数は1.88となっていて、上昇傾向にある。

（3）地方資源型業種

［家具･装備品、印刷、プラスチック、ゴム製品、皮革、その他の製造業］
　プラスチックは、構成比で8.64％と全体で５番目に高い業種となっている。ま
た、同業種の特化係数は2.20と本県工業の中で特化した業種のひとつとなってい
る。これは、本県に同業種の大規模工場が多く立地していることによるものと考え
られる。 

（4）雑貨型業種

［化学工業、石油・石炭、鉄鋼業、非鉄金属］
　化学工業は構成比13.8％で平成28年は最も高い業種となった。

（5）基礎素材型業種
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　本県工業の地域別の状況をみると、平成29年工業統計調査（平成28年実績）結果
速報（従業者４人以上）の事業所数、従業者数、製造品出荷額等において、いずれ
も湖南地域の構成比が最も高くなっている。これは、当地域での高い企業集積に加
え、大規模な事業所が多く立地していることによるものであると考えられる。 

（1）概要

　昭和40年以降の地域別製造品出荷額等の構成比は、大津・南部地域が一貫して高
く､平成28年度は25.4％を占めている。工業団地の開発などにより、多くの工場立地
が進んだ甲賀、東近江地域は昭和40年から平成28年にかけて甲賀地域は構成比約2.3
倍、東近江地域は約3.3倍に伸ばしている。　　　　　　　　　　　（図３－３－１）

（2）地域別製造品出荷額等の推移

３．地域別動向

◆地域別製造品出荷額等の構成比の推移（図３－３－１）

資料：県統計課「平成29年工業統計調査（平成28年実績）結果速報」
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　事業所数では、大津・南部地域が743事業所（構成比28.4％）で最も多く、以下、
甲賀524事業所（同20.0％）、東近江492事業所（同18.8％）の順となっている。
　従業者規模別の構成比では、企業集積の進んだ大津・南部地域で大規模事業所
（従業者300人以上）の構成比が4.1％と他の地域と比較すると高く、一方高島地域
では小規模事業所の内、従業者4～9人の構成比が57.4％と高くなっている。また、
甲賀地域では、中規模事業所（従業者30～299人）の構成比が31.9％と他地域と比較
すると高くなっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図３－３－２）

（3）地域別・規模別事業所数 

◆地域別・規模別事業所数の構成比（図３－３－２）

資料：県統計課「滋賀県平成28年経済センサス―活動調査結果＜製造業に関する集計＞」
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　本県の工場立地は、近畿、中京、北陸の３経済圏への近接性と、高速道路に代表
される広域輸送の利便性といった地理的特性に支えられ進展してきた。
　昭和30年代からの工場立地の推移をみると、昭和30年代後半に第１のピークを示
し、その後40年代当初に落ち込み、再び40年代半ばに第２のピークを迎えている。
　第１のピークは名神高速道路や東海道新幹線が開通した時期であり、第２のピー
クは高度経済成長の最盛期で広域交通網が全国的に整備されはじめ、本県において
も、道路、工業団地、工業用水等の産業基盤整備が進展した時期である。オイル
ショック以降は、経済の低成長を反映し、高度成長期に比べ低い水準で推移し､バブ
ル崩壊後はさらに低調となっていた。
　平成15年以降、長期の不況や円高等による国内生産の再編、海外生産の拡大等に
伴う停滞傾向を脱し、景気の回復を受けて企業の設備投資が活発となり、また、新
名神高速道路の開通で県内の利便性が高まったことなどから、平成20年まで高い水
準で推移した。しかし、同年後半の急速な景気の減退の影響を受け、立地件数は平
成21年にほぼ半減した。
　平成29年における立地動向をみると、工業団地への立地件数の減少などにより15
件となり、２年連続の減少。また、工場敷地面積は、３年連続で減少となった。
　地域別の立地傾向を見ると、立地件数は「湖北地域」が４件（構成比26.7％）と
トップであり、立地面積は「東近江地域」が94,709㎡（構成比60.8％）で最大であっ
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図３－４－１）

（1）工場立地の推移
４．工場立地動向

◆工場立地動向（件数・面積）（図３－４－１）

資料：経済産業省「工場立地動向調査」
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　平成29年工場立地動向調査によれば、工場（研究所を含む。）を建設する目的を
もって平成29年中に1,000㎡以上の用地を取得（借地を含む｡）した件数は、15件
（新設10件、増設５件）、立地面積は155,667㎡（新設106,862㎡、増設48,805㎡）で
あった。
　前年との比較では、件数は２件の減（11.8％減）、面積は53,397㎡の減（25.5％
減）となった。
　立地企業の本社所在地は、県内が９件（構成比60.0％）、東京都が３件（構成比
20.0％）、大阪府が1件(構成比6.7％）、京都府が1件（構成比6.7％）、その他が１件
（構成比6.7％）であった。
　また、借地による立地は０件だった。

（2）工場立地件数と立地面積

　業種別の立地動向をみると、件数では、「食料品製造業」、「パルプ・紙・紙加工
品製造業」、「鉄鋼業」、「金属製品製造業」、「電気機械器具製造業」、「輸送用機
械器具製造業」がそれぞれ２件で最も多い。
　立地面積においては、「電気機械器具製造業」が85,232㎡と最も多く、次いで
「輸送用機械器具製造業」の31,090㎡、「金属製品製造業」の24,252㎡となってい
る。
　これらを「地方資源型」「雑貨型」「基礎素材型」「加工組立型」「その他」の
業種分類でみると、件数は、「加工組立型」が８件（構成比53.3%）で最も多く、面
積でも、「加工組立型」が144,725㎡（構成比93.0%）で最も高いウェイトを占め
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図３－４－２,３）

（3）業種別工場立地件数と面積

◆業種別立地動向（件数の割合）（図３－４－２）

資料：経済産業省｢工場立地動向調査｣
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　工場立地の受け皿となる工業団地は、平成29年12月末現在、造成済のものが68団地
あり、その99％の用地が既に分譲済みまたは借地契約済みである。

（4）工業団地

◆業種別立地動向（面積の割合）（図３－４－３）

資料：経済産業省「工場立地動向調査」
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　我が国の経済成長の中で、工業用水は「産業の血液」として産業活動の発展に重
要な役割を果たしてきたが、工業の分野でボイラー用水、原料用水、製品処理用
水、洗浄用水、温調用水等に使用される水を工業用水と総称している。
　また、製造工程等で使用される用水の総量（使用水量）は、新たに河川等から取
水される水量（補給水量）と繰り返し使用される水量（回収水量）の合計からなる。
　平成25年における本県の工業用水総使用水量は1,094,768㎥/日（対前年比7.2％増）､
うち補給水量は404,824㎥/日（同2.3％減）、回収率は、全業種平均で67.5％（対前年
8.0％増）となっている。
　また、平成26年における本県の工業用水総使用水量は1,067,967㎥/日（対前年比
2.4％減）､うち補給水量は411,694㎥/日（同1.7％増）、回収率は、全業種平均で61.5％
（対前年6.0％減）となっている。
　なお、本県の工業用水道事業には、南部工業用水道（６市１町：給水企業数45
社）と彦根工業用水道（１市１町：同14社）があり、これらの契約水量は合わせて
87,050㎥/日（平成27年12月現在）となっている。

（1）概要

　使用水量を水源別にみると、平成25年においては、回収水が最も多く、689,944 ㎥
/日（構成比67.5％）、次いで井戸水192,003㎥/日（同18.8％）、工業用水道66,822㎥/
日（同6.5％）となっている。
　同じく、平成26年においては、回収水が最も多く、656,273㎥/日（構成比61.5％）、
次いで井戸水 182,143㎥/日（同17.1％）、工業用水道 83,617㎥/日（同7.8％）となって
いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図３－５－１）

（2）水源別用水量

５．工業用水

◆水源別工業用水量（平成26年）（図３－５－１）

資料：県統計課「工業統計調査」



７３

　用途別にみると、平成26年度においては、冷却・温調用が694,619㎥/日（構成比
65.0％）と最も多く､次いで製品処理・洗浄用176,529㎥/日（同16.5％）となってい
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （図３－５－２）

（3）用途別用水量

◆用途別工業用水量（平成26年）（図３－５－２）

資料：県統計課「工業統計調査」



７４

　使用水量を業種別にみると、上位３業種（使用水量：①輸送機械、②プラスチッ
ク製品、③窯業・土石）で全体の約66％を超え、補給水量での上位３業種（①プラ
スチック製品、②繊維工業、③化学工業）でも全体の約61％を占めており、業種的
な偏りが強く見られる。
　また、回収利用が困難な洗浄、製品処理等での利用が多い業種がある一方、製造
品出荷額等で過半数を占める加工組立型業種（輸送機械等）では、回収利用が比較
的容易な冷却や温度調節での利用が多く、回収率が95％を超える業種もあることか
ら、使用水量全体に占める補給水量の割合は約39%と低くなっている。

（図３－５－３）

（4）業種別使用水量・補給水量

◆業種別使用・補給水量（平成26年）（図３－５－３）

資料：県統計課「工業統計調査」



７５

　平成29年の全国の特許出願件数（日本人によるもの）は260,290件で、対前年比は
100%と横ばいである。うち、滋賀県の出願件数は1,128件で全国第18位、対前年比で
は109%である。
  特許以外の知的財産権は実用新案が24件、意匠が123件、商標が614件であり、知財
を生み出し、保護・活用しようとする中小企業の動きがみられる。
　近畿の他府県の状況をみてみると、大阪府が産業財産権全体で83,694件と圧倒的
に多く、次いで、京都府、兵庫県の順となっている。

　中小企業等の技術開発を促進し、製品の高付加価値化、新分野への進出、新産業
の創造等につなげるため、平成18年度から県独自の取組として「プロジェクトチャ
レンジ支援事業」を実施している。県内中小企業が行う技術開発とその成果の事業
化およびビジネスプランに係る計画（チャレンジ計画）の認定を行う「滋賀の新し
い産業づくりチャレンジ計画認定事業」、認定されたチャレンジ計画に基づき中小企
業者が行う新製品、新技術の開発に必要となる原材料費、機械装置等の経費の一部
を助成する「滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金」、新製品・新技術開発
の成果を県ホームページにて紹介する「プロジェクトチャレンジ技術開発成果」の
作成などの研究開発段階からその成果の事業化まで各段階に応じた支援を行ってい
る。平成18年から平成29年度までにのべ103社が新製品、新技術にチャレンジしてい
る。

　滋賀の強みを活かしながら、これからの時代を切り拓く「新しい価値」を創造
し、本県経済の“成長エンジン”となる新産業の創出・振興を図るためには、地域
の大学・企業・金融機関・公設試験研究機関などの様々なセクター間の相互作用に
より持続可能なイノベーションを創出するイノベーション・エコシステムの構築を
図るとともに、滋賀ならではの研究開発を推進し、その成果の移転・応用を進めて
いくことが重要である。
　こうした産学官連携を推進する三要素として、①知的基盤の充実、②システム作
り、③コーディネート機能の充実が求められる。
　①知的基盤の充実では、県内に10大学、２短期大学が設置されており、ほとんど
　の大学に産学官連携の窓口が設置され、民間企業や公設試験研究機関と共同して、
　協議会・研究会の開催、共同研究、人材育成、情報提供、技術指導・相談などに
　取り組んでいる。
　②システム作りとしてのソフト面では、「しが新産業創造ネットワーク」、「しが
　水環境ビジネス推進フォーラム」、「しが医工連携ものづくりネットワーク」、「滋
　賀バイオ産業推進機構」、「滋賀県IoT推進ラボ」など、産学官連携のためのネッ
　トワークを構築しているほか、産学官技術交流研究会として、「滋賀材料技術フォー
　ラム」、「滋賀県品質工学研究会」、「デザインフォーラムSHIGA」など６つの研
　究会を組織し活動を行っている。
　　また、ハード面では、県立大学をはじめとする大学や公設試験研究機関等に計
　77室のレンタルラボ（賃貸型研究室）や滋賀県立テクノファクトリーに12区画の
　賃貸型工場が設置され、ベンチャー企業などが大学等の支援のもと新規創業や新
　分野への進出を目指した技術開発に取り組んでいる。
　③コーディネート機能の充実では、大学や行政・支援機関等に様々な分野の産学
　官連携コーディネーターを設置し、企業ニーズと大学シーズのマッチング・コー
　ディネートを精力的に展開しているほか、新産業の芽となる産学官研究会の形成
　や産学官研究開発プロジェクトの構築を目指す取組を進めている。

（1）特許等の出願状況

（2）新製品・新技術の開発支援

（3）産学官連携

６．技術開発



７６

産学官連携の知的基盤－県内大学の状況



７７

　本県には工業技術総合センターと東北部工業技術センターの２つの工業系公設試験
研究機関があり、技術の高度化や地場産業の活性化、エネルギー関連や医療・健康・
介護関連の新産業の創造などによる県内産業の振興を図るため、県内企業に対する技
術相談や設備利用、依頼試験、研究開発、情報提供等の業務を幅広く行っている。
　特に、研究開発にあたっては、県内企業の新製品開発、技術開発を強力に支援する
ため、外部資金の獲得をめざし、研究の企画段階から産官もしくは産学官による連携
を推し進めている。平成29年度は、両センターあわせて64テーマの共同研究を実施し
ている。
　また、センターの保有機器を企業に開放する設備利用については、両センターで年
間13,000件程度の利用があり、企業の新製品開発や品質管理などに役立てられてい
る。
　さらに、両センターでは最新の技術動向を紹介するためのセミナーや、センター保
有機器の活用方法を解説する技術普及講習会を開催し、技術人材の育成にも取り組ん
でいる。
　なお、平成24年度から平成29年度まで、両工業技術センターが企業から受けた依頼
試験、設備利用、技術相談の件数は以下の表のとおりである。

（4）公設試験研究機関

平成24～29年度の公設試験研究機関の利用件数



７８

　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、滋賀県では右表の９つの産地が形成されている。
　生産額の推移が順調に伸びを示す甲賀・日野製薬産地では、好調である後発医薬
品製造企業に比べ、一般医薬品製造企業は厳しい価格競争を強いられているが、
OEM※生産により業績を上げている企業もみられる。また、生産額が一時期よりは
落ちるものの、近年増加傾向にある湖東麻織物産地では、一般消費者へのブランド
周知や、海外の展示会に出展することで明るい兆しが見えてきた。
　全体としては、人口減少やライフスタイルの変化に伴う需要の縮小、海外製品と
の価格競争等、厳しい市場環境、経営環境にある。しかし、平成28年３月に制定さ
れた「近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する条例」を受け、需要拡
大に向けた情報発信やＰＲ、新市場への展開など、精力的に活動を行っている。　
　※OEM……委託を受けた相手先ブランドで販売される製品を製造すること

（1）概　要
７．地場産業

◆県内の主な地場産業



７９



８０

　絹織物業は、大きな消費先である和装需要の縮小、シルク素材の需要減少から生
産量は低迷している。ここ数年でも減少に歯止めがかからず、依然、厳しい状況で
ある。
　近年では、新しい新素材の研究・開発に取り組むなどしている。（図３－７－１）

（2）産地別動向 
　　①長浜縮緬

◆長浜縮緬産地　品種別生産量の推移（図３－７－１）

資料：浜縮緬工業協同組合



８１

　平成29年度は、前年度の生産額と比較すると、水道用弁、産業用弁、船用弁および  
鋳物素材の全てでわずかながら増加しており、全体では約1.8%の増加となった。　

（図３－７－２）

　　②彦根バルブ

◆彦根バルブ産地　品種別生産額の推移（図３－７－２）

資料：滋賀バルブ協同組合



８２

　大型金仏壇の需要が依然低迷し、厳しい状況が継続しており、生産額は、前年比
で約18%の減少となった。平成30年度は曵山ミニチュア製作や甲冑製作により彦根
の伝統を守る技術職人の周知を図っているところである。

（図３－７－３）  

　　③彦根仏壇

◆彦根仏壇産地　生産額の推移（図３－７－３）

資料：彦根仏壇事業協同組合



８３

　加工賃はやや上昇傾向にあるが受注量は横ばい傾向にある。為替変動の影響で原材
料の仕入れ価格が不安定で、よって利益率も不安定である。従業員の高齢化が進んで
おり、若手従業員の確保が困難となっている。　　　　　　　　　　（図３－７－４）

　　④彦根ファンデーション

◆彦根ファンデーション産地　生産額の推移（図３－７－４）

資料：ひこね繊維協同組合



８４

　平成28年の生産額は、国内回帰の風潮もあり、産地ショップやイベント等で一般
消費者への「近江の麻」「近江ちぢみ」の周知を図ったことで、前年から微増と
なった。また、海外への展示会にも出展し、ブランドの海外展聞への一歩を踏み出
し、今後に期待が持てる状況となってきている。　　　　　　　　（図３－７－５）

　　⑤湖東麻織物

◆湖東麻織物産地　生産額の推移（図３－７－５）

資料：湖東繊維工業協同組合



８５

　医療用の後発医薬品は国の使用促進施策もあって順調に推移しているが、従来から
の個店薬局･薬店での販売が低迷しており、その販路をドラッグストアに求めている
が、厳しい価格競争を強いられている。また配置用医薬品については、配置販売業者
の高齢化と後継者不足等により、市場規模が低迷している。一般用医薬品製造の一部
の企業は、相手先ブランドの医薬品を製造するOEM生産で業績を上げており、また
海外に目を向け新たな販路拡大を模索する企業も出てきている。　　（図３－７－６） 

　　⑥甲賀・日野製薬

◆甲賀・日野製薬産地　生産額の推移（図３－７－６）

資料：滋賀県製薬工業協同組合



８６

　平成29年の生産額は、前年比99％となり底打ちから脱することの出来ない景況が
続いている。消費者の感性に訴えかける事のできる新しい価値を持った製品の開発
が望まれる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図３－７－７）

　　⑦信楽陶器

◆信楽陶器産地　品種別生産額の推移（図３－７－７）

資料：信楽窯業技術試験場・信楽陶器工業協同組合



８７

　生産額の推移は、長期にわたる減少傾向から、横ばい傾向で推移している。平成29
年度の生産額は、資材織物が伸びており、全体でも前年比の114％と伸びてはいる
が、依然、単価の下落などにより厳しい状況である。新たな取り組みを通して新規需
要の開拓を模索している企業も出てきている。　　　　　　　　　　（図３－７－８）

　　⑧高島綿織物

　昨今、中国製品の普及により厳しい状況が続いており、需要の低迷が続いている。
　「近江扇子」「高島扇子」の新たな販路の開拓と竹林整備事業により育成した地元
産の竹を材料とすることで、ブランド化への取組を行っている。

（図３－７－９）

　　⑨高島扇骨

◆高島綿織物産地　品種別生産額の推移（図３－７－８）

◆高島扇骨産地　生産額（図３－７－９）

資料：高島織物工業協同組合

資料：滋賀県扇子工業協同組合



８８

　滋賀県には、長い歴史を有し、それぞれの地域の生活文化の結晶ともいえる伝統的な
工芸品が数多く存在しており、実用性と美しさを兼ね備えた生活用品として、人々の生
活に潤いと豊かさを実現するため、大きな役割を果たしてきた。これらの工芸品は、伝
統性と手工業性を継承しつつ製造されており、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、地域文化を担う役割を果たしてきた。
　県では、伝統的工芸品の振興を図るため、本県の多種多様な工芸品のうち、38品目
（平成27年３月第10次指定時点）を指定している。
　また、経済産業大臣指定伝統的工芸品は、彦根仏壇、信楽焼、近江上布の３品目である。

８．伝統的工芸品

◆滋賀の伝統的工芸品一覧表（経済産業大臣指定伝統的工芸品を含む）



８９

資料：県中小企業支援課



９０
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