
- 1 - 

 

平成２９年度地方創生推進交付金に係る事業実施結果報告 

事 業 名 
①多様性のある森里川湖のつながりを生かした森おこしプロジェクト 

－森の仕事創出－（推進交付金） 

所 管 課  森と水政策課 

交付金額 12,224,571円  （対象事業実績費：6,249,049円） 

重要評価 

指標（ＫＰＩ） 

項  目 目標値（H29） 実績値（H29） 目標値（H30） 

エコツーリズム事業者数 累計 7社 7社 累計 10社 

エコツーリズム参加観光客数 年間 1,100人 1,155人 年間 2,000人 

地域材を活用した木製品の商品開発数 累計 2件 累計 4件 累計 5件 

計  画 

【森里川湖のつながりの保全と創造】 

 ・森里川湖エコツーリズム推進事業：SEA TO SUMMIT開催、エコツアー拠点施設実施設計、受入等

セミナー開催 

実  績 

 
【森里川湖のつながりの保全と創造】 委託料  8,000,000円（森里川湖エコツーリズム推進事業） 

                        負担金  3,000,000円（SEA TO SUMMIT） 

                        委託料  1,498,098円（ローカルサミット in東近江） 

                        合 計 12,498,098円（率 1/2 6,249,049円） 

・ 森里川湖エコツーリズム推進事業：ガイド養成 

講座を実施し、ガイドの育成および団体設立を支 

援した。また、関係団体との情報交換会を経て、エ 

コツアー情報誌を作製したほか、地元事業者と連 

携し、啓発動画を作成し、ＣＡＴＶでの放送および 

イベントでの活用によりプロモーションの実施。そ 

の他に登山者の利用状況調査や関係者との協議 

により登山道の整備方針等を定めた。              ガイド養成講座         鈴鹿 10座パンフ 

 地元団体や民間事業者と連携し、地域資源を活かした 

環境スポーツイベント”SEA TO SUMMIT”を開催した。東 

近江市の特徴を活かし、森里川湖のつながりのなかで育 

まれる地域資源を発信した。 

 

・第１０回目となるローカルサミットを東近江市で開催した。 

全体会とテーマに分かれた分科会、学生の発表の場を設 

け、今後の東近江市の将来像を共有した。 

 

 

 

 

 

 

第 10回ローカルサミット in東近江                    びわ湖 東近江 SEA TO SUMMIT2017 

今後の方針 

さらなるエコツーリズムの推進のために、ガイド組織の育成・支援を続ける。また、・アクセス手法に

ついての調査検討や、エコツアー情報発信・商品化を通じて、エコツーリズム参加者の増加を目指

す。”SEA TO SUMMIT”を引き続き開催し、地域資源の発信に努める。 

評価結果 

全国的なイベントの誘致により、観光の入込客数等の効果は上がっていると思う。市外からも東近

江市は「イイネ」との声を聞く。今後においては、単に単発的なものにならないように、こうしたイベント

等が市全体でつながりが合うようにするような仕組みも検討いただきたい。 

※KPIの目標値は、交付申請時の数値です。 
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平成２９年度地方創生推進交付金に係る事業実施結果報告 

事 業 名 
①多様性のある森里川湖のつながりを生かした森おこしプロジェクト 

－森の仕事創出－（推進交付金） 

所 管 課  森と水政策課 

交付金額 12,224,571円  （対象事業実績費：3,994,207円） 

重要評価 

指標（ＫＰＩ） 

項  目 目標値（H29） 実績値（H29） 目標値（H30） 

エコツーリズム事業者数 累計 7社 7社 累計 10社 

エコツーリズム参加観光客数 年間 1,100人 1,155人 年間 2,000人 

地域材を活用した木製品の商品開発数 累計 2件 累計 4件 累計 5件 

計  画 

【新たな木の産業の創出】 

 ・地元産木材家具のブランド化事業：ブランド家具試作、木材乾燥・加工施設可能性調査 

 ・近江商人三方よしの販路開拓事業：東京・大阪等都市部で展示会開催、雑誌等を活用した情報発

信等 

実  績 

 
【新たな木の産業の創出】 委託料  7,988,414円（率 1/2 3,994,207円） 

・地元産木材家具のブランド化事業：地域の広葉樹材をビニールハウスで乾燥させるための実証調査

を行うとともに、その材を生かした昨年のテーブルの技術を生かしたベンチを試作した。 

 

 

 

 

 

 

 

                                               地元広葉樹の家具 

・近江商人三方よしの販路開拓事業：試作した家具を含め、地域資源を使った商品とともにWISE WISE

本社にて展示会を開催した。また、雑誌 DiscoverJapanを活用してトータルブランディングの情報発信

を行った。 

 

 

 

 

 

       展示会に合わせて講演会を開催 

 

 

 

 

 

地域商品の展示会                 DiscoverJapan特集記事 

今後の方針 
東近江市産材を活用した家具を商品化し、東近江らしい商品ラインナップの強化を図る。同時に、近

江商人三方よしの販路開拓事業により、商品を通じた東近江市のトータルブランディングに取り組む。 

評価結果 
商品開発等が進み、今後の販売を期待する。林業全体では、木材の搬出量は作業の効率化により

伸びているが、従業者の増加までは至っていない。林業に従事する人づくりも必要になってくる。 

※KPIの目標値は、交付申請時の数値です。 
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平成２９年度地方創生推進交付金に係る事業実施結果報告 

事 業 名 
①多様性のある森里川湖のつながりを生かした森おこしプロジェクト 

－森の仕事創出－（推進交付金） 

所 管 課  企画課 

交付金額 12,224,571円  （対象事業実績費：1,981,315円） 

重要評価 

指標（ＫＰＩ） 

項  目 目標値（H29） 実績値（H29） 
目標値

（H30） 

エコツーリズム事業者数 累計 7社 7社 
累計 10

社 

エコツーリズム参加観光客数 年間 1,100人 1,155人 
年間

2,000人 

地域材を活用した木製品の商品開発数 累計 2件 累計 4件 
累計 5

件 

計  画 

【森里川湖のつながりの継承と発信】 

木地師のふるさと発信事業 

「平成の氏子駈・氏子狩復活事業」を踏まえ、『木地師のふるさと』として、全国の産地などと連

携した取組を推進すること及び木地師をテーマとしたシンポジウムを開催する。 

①全国の木地師等とのネットワーク化 

②「木地師のふるさと」シンポジウムの開催 

③木地師のふるさと拠点整備構想の検討 

 

実  績 

 
【森里川湖のつながりの継承と発信】 報償金  322,000円（木地師のふるさと発信事業実行委員会） 

                        委託料 3,466,800円（木地師のふるさと発信事業） 

                        旅費等  126,030円（ﾄｯﾌﾟｾｰﾙｽ：全国の木地師等との連携） 

                        事務費   47,800円（印刷製本費、通信運搬費） 

合 計  3,962,630円（率 1/2 1,981,315円） 

 

・本事業を推進するに当たり、木地師のふるさと実行委員会を組織し、取組内容等について検討を行った。 

【木地師のふるさと発信事業実行委員会委員】 

 氏名 所属等 備考 

会長 筒井 正 学識経験者 岐阜工業専門学校講師 

 須藤 護 学識経験者 龍谷大学名誉教授 

 中島 伸男 学識経験者 元八日市市史編さん室長 

 野瀬 芳孝 君ヶ畑町自治会長 地元関係者 

 小椋 重則 蛭谷町自治会長 地元関係者 

副会長 山田 重三 永源寺地区まちづくり

協議会会長 

地元まちづくり協議会 

 中谷 逸朗 東近江市教育部長  

 平木 秀樹 東近江市企画部長  

 

① 全国の木地師等とのネットワーク化 

ア 全国の木地師及び木地産地とのネットワーク化 

【木地産地へのヒアリング調査】 

日本四大漆器とされる「会津漆器」「越前漆器」、こけし三大発祥地とされる「鳴子こけし」の産地へ行政

間ネットワーク、また、木地師とのネットワーク作りのためにヒアリング調査を行った。 
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【ヒアリング調査訪問先】 

日時 場所 対象者 目的 

平成30年 

2月27日 

福島県南会津町 奥会津博物館 行政間ネットワーク 

平成30年 

2月28日 

福島県会津若松市 会津若松市 

観光商工部商工課 

行政間ネットワーク 

会津漆器協同組合 木地師とのネットワーク 

平成30年 

3月1日 

宮城県大崎市 

鳴子温泉 

現役こけし工人 木地師とのネットワーク 

平成30年 

3月15日 

福井県鯖江市 鯖江市文化課 行政間ネットワーク 

越前漆器協同組合 木地師とのネットワーク 

◆木地産地とのネットワークを生かした事業の推進に向けて 

【東近江市の役割と考えられる具体的事業】 

・各産地や木地師をつなぐ役割を果たしていく。 

・全国各地の各産地や木地師の情報を収集して、全国各地の産地や木地師、末裔に発信していく。 

・木地師の方々も学べ、研究者にも役立つように、木地師に関する様々な資料、作品を集めた日本で唯

一無二の木地師博物館を作る。 

  

イ 全国の木地師の末裔とのネットワーク化 

【ニュースレターの発行】 

・「木地師のふるさと」を２回発行した。 

「木地師のふるさと vol.１」 

全国の木地師や縁のある人へのアンケート調査や全国の木地師や木地師に関する施設へのヒアリ

ング調査の結果を報告した。また、平成 29年 11月に開催するシンポジウムのお知らせを行った。 

「木地師のふるさと vol.２」 

平成29年11月18日に開催した「木地師のふるさとシンポジウム」とオプショナルツアーの開催報告

をした。また、日本遺産の認定を目指すこと、木地師に関する資料収集を行うことを案内した。 

【フェイスブック（FB）による情報発信】 

昨年度末に開設したフェイスブックは、毎月数本の記事を投稿し、多い時には800人の閲覧を記録し

たほか、毎回数百人単位での閲覧があり、シェアやコメントなども頂いた。「いいね」は155人、フォロワ

ーは 165人となっている。 

◆木地師の末裔とのネットワークを生かした事業の推進に向けて 

【木地師のふるさととしての東近江市の役割と考えられる具体的事業】 

・木地師のふるさととして、末裔の方々の心の拠り所としてあり続ける。 

・東近江市の情報だけでなく、全国の木地師に関する情報提供として、ニュースレターの発行を続ける。 

・木地師のふるさとをサポートしてくれるサポーター制度を作る。 
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② 「木地師のふるさと」シンポジウムの開催 

日時 平成２９年１１月１８日（土）１３時３０分から１６時００分 

場所 東近江市愛東コミュニティセンター ホール（東近江市下中野町４３１番地） 

主催 東近江市 木地師のふるさと発信事業実行委員会 

内容 基調講演 「木地師研究の足跡と展望」 講師 須藤護氏 

パネルディスカッション 「基層文化としての木地師文化」 

コーディネーター 筒井 正氏（研究者） 

パネリスト     須藤 護氏（龍谷大学名誉教授） 

小椋 一男氏（現役木地師） 

小椋市長 

      会場との意見交換 

  参加者 約１６０名（市内８７名、県内２２名、県外５１人） 

東北地方 福島県喜多方市、新潟県新潟市 

関東地方 東京都渋谷区 

中国・山陰地方 岡山県美作市、鳥取県八頭郡若桜町 

鳥取県西伯郡大山町、鳥取県東伯郡三朝 

  九州地方 熊本県熊本市 

 

【木地師のふるさとシンポジウムの様子】 

   

   

 

【パネル展示】 

期間 場所 備考 

平成29年10月20日～ 東近江市役所本庁１階ロビー  

ショッピングセンターアピア センター

コート 

 

平成29年11月10日～ 道の駅 奥永源寺渓流の里  

愛東コミュニティセンター シンポジウム会場 

平成29年12月4日～ 滋賀銀行八日市東支店  

平成30年1月15日～ 高島屋洛西店 ふるさと寄付コーナー  
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道の駅奥永源寺渓流の里 滋賀銀行八日市東支店 

  

 

【オプショナルツアー】 

小椋谷探訪ツアーの実施（東近江市観光協会） 

日時 平成２９年１１月１９日(日) 

参加者 １６名（関係者５名含む） 

＜見学先＞ 

●大本山永源寺 特別見学（山門十六羅漢像・含空院庭園・井伊直興公墓所） 

●木地師資料館・筒井神社 ●木地師工房 ●惟喬親王御陵・筒井千軒跡 

●大皇器地祖神社・高松御所 ●道の駅奥永源寺渓流の里 

 

【オプショナルツアーの様子】 

   

 

  

③木地師のふるさと拠点整備構想の検討 

【拠点整備に向けた具体的な事業の推進について】 

概ね 10年後の 2025年を目途に「木地師のふるさと発信拠点」の実現を目指して、平成 30年度（2018年

度）からサポーターづくり、資料の収集と分類整理に取り組むストーリーを検討した。 

 〇木地師の資料を収集・分類する 

 ・東近江市には全国の木地師の資料があることが重要。全国の拠点を結ぶ。 

 ・重要な資料も何もしなければ散逸してしまう。 

〇10年ぐらいかけて作り上げていく。 

 ・空いている学校や公民館など既存施設で取り組み始める。 

〇サポーターを作ることから始める。 

 ・興味を持っている人、若い人を巻き込む。 

 ・登録文化財を目標にするなど参加に価値付けができれば多く募ることができる。 
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④ 関連する取組 

 【日本遺産認定申請】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方針 

東近江市を中心に全国の木地師文化に関わる地域や技術者、研究者などの関係組織と連携

を一層強化するとともに、木地師の歴史や文化に係る資料の収集・整理に着手し、情報発信

に取り組む。 

・全国の木地師文化に関わる地域や技術者、研究者などとの交流・ネットワーク化 

・木地師文化フォーラムの開催 

・木地師文化の研究の推進 

・資料の収集及び整理を実施する。 

評価結果 

 木地師文化など地域性を出すことが市の魅力につながる。健康寿命が長いと言われる滋賀県の中で、こ

うした歴史文化を知ることが心の健康にもつながると考える。また、例えば万葉という言葉は市内の方は古

いイメージを持っているかもしれないが、外からは新鮮に感じる。新鮮さをどうアピールするかが重要であ

ると考える。 

※KPIの目標値は、交付申請時の数値です。 

2018年～ 

サポーターづくり 

 地元の体制づくり 

“市民向け養成講座”「学習＋実践＋食体験」 

（資料整理） 

 大学との連携・協力 

基本構想・計画づくり登録文化財への登録 

・資料収集、分類 

・イベントプログラム 

・構想・計画づくり 

仮
設
作
業
拠
点 

（既
存
公
共
施
設
の
活
用
） 

木地師のふるさと発信拠点の実現 
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平成２９年度地方創生推進交付金に係る事業実施結果報告 

事 業 名 
②ビワイチ推進プロジェクト 

－「ビワイチサイクリングランド」を自転車観光の聖地へ－（推進交付金） 

所 管 課  森と水政策課、観光物産課、歴史文化振興課 

交付金額 2,086,237円  （対象事業実績費：2,086,237円） 

重要評価 

指標（ＫＰＩ） 

項  目 目標値（H29） 実績値（H29） 目標値（H30） 

日帰り・宿泊客の増加 累計 39,200人 滋賀県及び 5

市との広域

連携事業の

ため、県にお

いて評価 

累計 98,000人 

日帰り客の増による経済波及効果 累計 103,200千円 
累計 258,000

千円 

宿泊客の増による経済波及効果 累計 420,800千円 累計 1,052,000千円 

宿泊客の増加による経済波及効果 累計 524,000千円 累計 1,310,000千円 

計  画 

【鈴鹿 10座整備事業】 

 ・鈴鹿 10座支援組織の設立支援 

 ・トレイル整備 

 ・ＰＲ事業 

【日本遺産観光ガイド・地域マネジメント組織起ち上げ支援事業】 

 ・観光マネジメント組織の設立支援 

実  績 

 
【鈴鹿 10座整備事業】 委託料 2,463,480円（鈴鹿 10座整備） 

               賃  金  681,264円 

               報償金   30,000円 

               委託料  754,530円（登山マップ） 

               委託料  205,201円（ピンバッジ） 

合 計  4,134,474円（率 1/2 2,067,237円） 

・鈴鹿 10座への登山者の受入体制を整えるため登山道の整備を行った。また、臨時職員を配置し、鈴

鹿 10座のＰＲや登山道・アクセス道の情報収集・情報提供を行った。 

 また、鈴鹿10座の認知度向上のため、登山マップやピンバッチを作成した。各山の紹介とコースガイ

ドを掲載した登山マップを配布し、鈴鹿 10座の登山道の情報提供をいただいた登山客にピンバッチを

プレゼントすることで、鈴鹿 10座登山の動機づけにつなげた。このことで、ビワイチと組み合わせて琵

琶湖周辺にとどまらず、琵琶湖から鈴鹿まで広がる観光資源への経済波及につながった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴鹿 10座登山マップ 

【日本遺産観光ガイド・地域マネジメント組織起ち上げ支援事業】  

負担金 38,000円（率 1/2 19,000円） 

・日本遺産ガイド組織立ち上げに係る先進地（高島市針江地区）を視察した。 

今後の方針 
「ビワイチ」や自転車観光において、より奥深く、コアな滋賀・琵琶湖を体感できるコンテンツの整備

に取り組む。また、鈴鹿 10座トレイルにおける受入体制及び環境を整備する。 

評価結果 
 観光客の増加につながっていることは評価できる点である。こうした観光コンテンツについては、つ

ながりをもたせることが重要である。 

※KPIの目標値は、交付申請時の数値です。  
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平成２９年度地方創生推進交付金に係る事業実施結果報告 

事 業 名 ③広めよう！「滋賀の産品」首都圏で磨き上げプロジェクト（推進交付金） 

所 管 課  農業水産課 

交付金額 11,235,478円  （対象事業実績費：5,807,313円） 

重要評価 

指標（ＫＰＩ） 

項  目 目標値（H29） 実績値（H29） 目標値（H31） 

本発信にかかる HP閲覧数（PV） 179,000PV 滋賀県との

広域連携事

業のため、県

において評

価 

累計 1,216,000PV 

首都圏ネットワーク店数 累計 110店 累計 130人 

地域ブランド調査における産品購入意欲度

および食品想起率の合計点数 
34.2点 累計 36.7点 

首都圏情報発信拠点売上額 83,000千円 累計 199,000千円 

計  画 

【農林水産創造・ネットワーク事業】 

・東近江市域の特産品や農産品のブランド化及び更なる販路開拓のため地域商社の設立等の取組を

行う。 

【農産品ブランド化ＰＲ事業】 

・都市部の飲食店等で市内産農産物を使った料理等のフェアを開催し、市内農産物をアピールする。 

農林漁業資源を生かし体験型物産振興等の仕組みづくり 

実  績 

 
【農林水産創造・ネットワーク事業】  委託料 11,114,626円（率 1/2 5,557,313円） 

・市内４ＪＡとの連携の下、主に地域内で東近江市産農産物の安定的な生産・流通・販売を行う地域内

中規模流通の仕組みづくりに向け、その司令塔となる地域商社の立上げ支援を実施。地域商社のメ

インプレーヤーの採用については、農産物の物流に精通し、農業への理解があり、また市の商社設

立の考え方に共感しその実現に意欲がある人物かが重要なポイントであると考え、この要件を満た

す人材を、滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点などあらゆる制度・人脈を駆使して幅広かつ慎重

に探し求め、候補者の絞り込みを行った。昨年度後半には地域内中規模流通の試行実践業務（市場

ニーズの調査や販売実践等）に取り組んでいただき、その業務実績も総合的に判断し、最終的に代

表取締役として就任していただいた。 

・先進事例として地域商社のモデルとしている㈲漂流岡山からは、これまで培ったノウハウによる販売

管理システムの導入支援及び現地での実地研修・指導を受けた。 

 

【農産品ブランド化ＰＲ事業】  補助金 500,000円（率 1/2 250,000円） 

・都市部の飲食店等で市内産農産物を使った料理等のフェア開催に伴う販売促進事業を支援する補

助金制度を創設し、事業実施者に対して補助金を交付した。 

*実施事業①：日時：H30.2.24～25 場所：にんげん雛絵巻 inあべのハルカス（大阪市阿倍野区） 

東近江市産米みずかがみ（塩おにぎり）の試食及びパンフレット配布による販路拡大。東近江市での

体験型観光キャンペーン同時開催。 
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*実施事業②：日時：H30.3.16～21 場所：花様～kayou  Nu茶屋町店（大阪市北区） 

東近江市産米みずかがみの試食及

び東近江市産新鮮野菜の即売。旬

のイチゴを活用して若い女性をター

ゲットにした販売促進。東近江市で

の体験型観光キャンペーン同時開

催。 

 

 

 

 

 

 

*実施事業③：日時：H30.3.17 市内企業（村田製作所）大運動会 場所：布引運動公園体育館（市内） 

東近江市産米（みずかがみ）及び東近江市産新鮮野菜の即売及びパン

フレット配布による販売促進活動。東近江市での体験型観光キャンペー

ン同時開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

*実施事業④：日時：H30.3.24 南伊勢ええとこフェスタ（みなみいせ商会/南伊勢町と合同販促事業） 

場所：三井アウトレットパーク竜王（竜王町） 

東近江市産米（みずかがみ）及び東近江市産新鮮野菜の即売及びパンフレット配布による販売促進

活動。東近江市での体験型観光キャンペーン同時開催。 

  

今後の方針 
4月に設立した地域商社「株式会社 東近江あぐりステーション」を中心に、東近江市域の特産品や

農産品のブランド化及び更なる販路開拓のための取組を行う。 

評価結果 

 地域商社は設立したところなので、今後の活躍に期待する。地域の会社の運動会に出向いての物

産 PRは面白い取組である。当日の販売は少ないかもしれないが、来場いただいた方に対して、イベ

ント終了後に東近江市への訪問にどのようにつなげていくかが大切である。また、物産に付加価値を

付けてブランド化する必要もあるのではないか。 

※KPIの目標値は、交付申請時の数値です。  
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平成２９年度地方創生推進交付金に係る事業実施結果報告 

事 業 名 ③広めよう！「滋賀の産品」首都圏で磨き上げプロジェクト（推進交付金） 

所 管 課  観光物産課 

交付金額 11,235,478円  （対象事業実績費：5,428,165円） 

重要評価 

指標（ＫＰＩ） 

項  目 目標値（H29） 実績値（H29） 目標値（H31） 

本発信にかかる HP閲覧数（PV） 179,000PV 滋賀県との

広域連携事

業のため、県

において評

価 

累計 1,216,000PV 

首都圏ネットワーク店数 累計 110店 累計 130人 

地域ブランド調査における産品購入意欲度

および食品想起率の合計点数 
34.2点 累計 36.7点 

首都圏情報発信拠点売上額 83,000千円 累計 199,000千円 

計  画 

【とっておき物産磨き上げ事業】 

・都市部でのブランド向上を図るための物産展（とっておき物産展）を開催する。 

・本市特産品の価値向上を図るため、ブランド認定制度の創出。 

・地域のイメージを伝え、特産品のブランド価値を高めるＰＲ動画を作成。 

・特産品などの地域資源掘り起こしのための地域主導型ワークショップの開催。 

実  績 

 
【とっておき物産磨き上げ事業】  委託料 1,287,250円（特産品ブランド化 PR事業） 

使用料  270,000円 

報償金  124,000円 

委託料  175,080円（ブランド認定制度創出事業） 

委託料 2,000,000円（ＰＲ動画作成事業） 

委託料 3,000,000円（地域資源掘り起し事業） 

委託料 4,000,000円（観光コンテンツづくり事業） 

合 計 10,856,330円（率 1/2 5,428,165円） 

・特産品ブランド化 PR事業：都市部でのブランド向上を図るための物産展（とっておき物産展）を【東京

フラフェスタ】及び【ここ滋賀】等にて開催した。 

 (1) 東京フラフェスタ in池袋 2017 

  日時：平成 29年 7月 21日（金）～23日（日） 

  場所：東京都豊島区池袋西口公園 

  内容：豊島区役所に布引焼のフクロウのレリーフを設置された縁で、池袋で開催されるフラダンス

のイベントに出店した。 

 (2) ふるさと全国県人会まつり 

  日時：平成 29年 9月 9日（土）～10日（日） 

  場所：愛知県名古屋市久屋大通公園 

  内容：中京圏随一の繁華街である名古屋市久屋大通公園で開催される「ふるさと全国県人会まつ

り」に出店して、本市の魅力をＰＲし知名度向上を図った。 

 (3) ヤンマープレミアムマルシェ 

  日時：平成 29年 10月 28日（土）～29日（日） 

  場所：大阪市北区茶屋町 ヤンマー本社 

  内容：大阪ヤンマー本社ビルでプレミアムマルシェを開催し本誌の魅力ある物産を PR・販売した。 

 (4) い～もんうまいもん＆日本酒バル 

  日時：平成 29年 11月 23日（木・祝）～24日（金） 

  場所：東京都中央区日本橋二丁目 ここ滋賀 

  内容：東京日本橋に平成29年10月29日にオープンした滋賀県の情報発信拠点「ここ滋賀」で市内

の 6酒造の銘酒の飲み比べ、ホンモロコの飴煮、鮒ずしなどの特産品の販売等を行った。 
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・ブランド認定制度創出事業：本市特産品の価値向上を図るためのブランドロゴを策定した。 

 
・ＰＲ動画作成事業：地域のイメージを伝え、特産品のブランド価値を高めるＰＲ動画を作成した。 

 (1) PR動画「おかえり東近江」制作 

  内容：地元の人たちが「大切なもの」と感じ守り継いできた資源が数多く残っていることが魅力のま

ちであり、そうした魅力を全国へ発信することを目的に、東近江市 PR動画「おかえり東近江」

を制作し市ホームページで公開した。 

 

・地域資源掘り起し事業：特産品などの地域資源掘り起しのための地域主導型ワークショップ及び講

演会を開催し、観光商品を造成した。 

 (1) ワークショップ 

  回数：3回 

  開催日：平成 29年 8月 31日（木）、9月 12日（火）、9月 27日（水） 

  参加者：延べ 80人 

 (2) 講演会 

  日時：平成 29年 10月 26日（木） 午後 7時～9時 

  場所：東近江市八日市浜野町 ショッピングプラザ アピアホール 

  参加者：38人 

 (3) 観光コンテンツの造成 

  実施日：平成 29年 10月 24日（火）～12月 13日（水）の内、11日 

  事業者：延べ 28事業者 

  目的：ワークショップで取り纏めた観光商品アイデア整理シートを元に事業者に対しヒアリングと商

品提案を行い、具体的な観光コンテンツ案を作成した。その案をさらに販売に向けてブラッシ

ュアップした。 

 (4) モニターツアー 

  開催日：平成 30年 1月 11日（金） 

  コース数：3コース 

  ・Aコース これぞ王道！フォトジェニック 

  ・Bコース パワー＆アクティブ 

  ・Cコース ヘルシー＆リラックス 

  参加者：15人 

 (5) ワークショップ合意形成会議 

  開催日：平成 30年 1月 18日（金） 

  参加者：13人 

  内容：モニターツアー実施状況共有、今後の更なる販売強化についてアイデア出し 
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・観光コンテンツづくり事業：農林漁業資源を生かし、地域の観光資源・コンテンツを掲載したパンフレ

ットを作成した。 

(1) パンフレット 

  作成数：A4フルカラー 10,000部 

  掲載エリア：東近江市太郎坊エリア 

  掲載内容：造成した観光商品、グルメ商品、周遊ルート 

 (2) デジタルパンフレット 

  配信場所：じゃらん net行政ページ 

 

 
・PR動画による情報発信を行うとともに、物産展、ブランドロゴ、地域資源掘り起し、観光コンテンツづ

くりを組み合わせて実施したことで、「滋賀の産品」のイメージアップにつながった。そのことで、閲覧数

や首都圏情報発信拠点売上額の向上につながった。 

今後の方針 

都市部での本市の知名度向上や特産品振興、ブランド向上を図るためのイベント（（仮称）まるごと

東近江市）を開催する。併せて、特産品などの地域資源掘り起こしのための地域主導型ワークショップ

や農林漁業資源を生かした体験型物産振興等を展開する。 

評価結果 

県外等でのイベントにおいて、来場いただいた方に後日東近江市を訪問してもらうような仕掛けが

必要ではないか。その際に、観光コンテンツ間の所要時間が分るような PRも必要ではないか。また、

物産については付加価値をつける必要もあるのではないか。 

※KPIの目標値は、交付申請時の数値です。 

 


