
R1.7.1 第 1回政策推進懇話会 資料 6 

平成３０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）               【平成 30年度終了事業】 

所 管 課  森と水政策課 

交付金額 8,312,131円  （対象事業実績費：4,250,000円） 

重要評価 

指標（ＫＰＩ） 

項  目 
事業開始前 

（H28当初） 
実績値（H30） 目標値（H30） 

エコツーリズム事業者数 1社 12社 累計 10社 

エコツーリズム参加観光客数 年間 100人 1,339人 年間 2,000人 

地域材を活用した木製品の商品開発数 0件 累計 7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、ガイド組織育成、アクセス手法調査検

討、エコツアー情報発信・商品化 

 

実  績 

 
【森里川湖のつながりの保全と創造】 委託料  5,500,000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）    

                        合 計 8,500,000円（率 1/2 4,250,000円） 

○森里川湖エコツーリズムの推進 

（１）エコツアーの情報発信・商品化 

市内の多様な団体が、鈴鹿 10座登山やフットパス、自然観察会など東近江市ならではのエコツア

ーを企画。エコツーリズムに取り組む意向のある団体の活動をまとめて作成したチラシは、市内公共

施設や近畿東海圏のアウトドア事業者の店舗等へ配布した。その他、ＳＮＳやブログなどを活用し情

報発信を行った。また、鈴鹿 10座登山のプロモーション動画を作成し、ケーブルテレビでの放映や展

示会等で活用した。 

 

（２）ガイド組織育成                                     

エコツーリズムガイドの資質向上のため、先進地の視察や講師を招いてのフォローアップ研修を行

った。先進地視察では、現地ガイドからガイディングの準備や手法、運営体制等についての説明を受

け、技術向上を図った。また、フォローアップ研修では、山岳ガイドの有資格者や気象台関係者を講師

を招き、登山者に必要な安全対策の基礎知識や滋賀県や鈴鹿山脈の特徴的な気象に関する知識を

習得することにより参加者に対する安全啓発やイベントの催行や中断の判断能力向上につなげた。 

 

（３）アクセス手法の調査検討 

鈴鹿10座の魅力を活かしたアクセス方法の検討のため、タクシー事業者や代行運転事業者へ登山

者の輸送対してのアンケートを実施した。また、関心のあった事業者に対しヒアリングを行い、登山時

間や料金を考慮したモデルルートの作成を行った。その他には、駐車場スペースの少ない登山口の

有効活用策として電動アシスト式自転車を活用した実証調査を行い可能性を検討した。  

 

エコツアー               展示会出展         自転車によるアクセス検討 

 

○ ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴの実施 

地元団体やアウトドア事業者と連携し、環境スポーツイベント”SEA TO SUMMIT”を開催した。 
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東近江市の特徴である森里川湖のつながりを活かしたイベントとして、それぞれエリアで活躍される地

元事業者の登壇によるシンポジウムや前年度とコースやゴールを変更したアクティビティを実施するこ

とにより地域の魅力を発信した。 

 

 

 

 

 

 

  環境シンポジウム              湖の部門                    鈴鹿 10座天狗堂登山 

 

今後の方針 

 東近江市ならではのエコツーリズムを普及するためガイド団体の資質向上と育成を引き続き行う。ま

た、エコツアーのプロモーションを継続的に実施するとともに、関連観光事業者等との連携による商品

化を図るなどエコツーリズムの参加者増加を目指します。アクセスの向上については、モデルルート

の現地調査等を実施する。 ”SEA TO SUMMIT”は、さらなる魅力アップを図り、地域資源の発信に努

める。 

評価結果   

※KPIの目標値は、交付申請時の数値です。 
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平成３０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）               【平成 30年度終了事業】 

所 管 課  森と水政策課 

交付金額 8,312,131円  （対象事業実績費：1,998,000円） 

重要評価 

指標（ＫＰＩ） 

項  目 
事業開始前 

（H28当初） 
実績値（H30） 目標値（H30） 

エコツーリズム事業者数 1社 12社 累計 10社 

エコツーリズム参加観光客数 年間 100人 1,339人 年間 2,000人 

地域材を活用した木製品の商品開発数 0件 累計 7件 累計 5件 

計  画 

【新たな木の産業の創出】 

 ・東近江らしい商品ラインナップの強化・近江商人三方よしの販路開拓事業：東近江市産材を活用し

た家具の商品化 

実  績 

 
【新たな木の産業の創出】 委託料  3,996,000円（率 1/2 1,998,000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、温度湿度

管理と含水率の変化を分析するとともに、商品化に向けた体制整備を行った。また、海外に向けて地

元産木材家具をアピールする展示会を企画した。 

 

・前年度開催したローカルサミット in東近江において自然と共生する暮らしと地域経済のあり方を提唱

した“ローカルサミット宣言”を次世代に継承していくため、子どもとその保護者をターゲットに普及啓発

イベントを開催した。 

１１月２３日 市内の空間軸と時間軸を体感する見学会 

 永源寺（café つむぎ、池田牧場）→蒲生（石塔寺、ガリ版伝承館）→八日市（瓦屋寺） 

 参加者２０名が、各地で活躍する女性からその地にこだわる理由をヒアリングし意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

３月３日 市内の高校生との交流を通じて、人口減少や女性活躍の意味を考えるワークショップを

開催した。高校生１４人、市内女性１８名が参加し、高校生が栽培した野菜で調理を一緒に行った上で

意見交換した。女性らは、太郎坊宮へ移動し、自らの人生と地域課題をつなげて考えるワークショップ

において、意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

今後の方針 

東近江市の森づくりのあるべき姿や基本施策を示す森林ビジョンを作成し、地域の視点で森林・林

業を考え、生産、流通、販売までに関わる関係者が連携し、具体的な東近江市産木材の活用の仕組

みづくり等を行う。 

評価結果 
 

※KPIの目標値は、交付申請時の数値です。 
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平成３０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）               【平成 30年度終了事業】 

所 管 課  企画課 

交付金額 8,312,131円  （対象事業実績費：2,064,131円） 

重要評価 

指標（ＫＰＩ） 

項  目 
事業開始前 

（H28当初） 
実績値（H30） 

目標値

（H30） 

エコツーリズム事業者数 1社 12社 
累計 10

社 

エコツーリズム参加観光客数 年間 100人 1,339人 
年間

2,000人 

地域材を活用した木製品の商品開発数 0件 累計 7件 
累計 5

件 

計  画 

【森里川湖のつながりの継承・発信】 

・平成の氏子駈・氏子狩復活事業：木地師等ネットワークの活用、木地師シンポジウム開催、社会的ロ

ーカル投資開始、古文書・作品の収集・分類 

 

実  績 

 
【森里川湖のつながりの継承・発信】 報償金  344,000円（木地師のふるさと発信事業実行委員会） 

                        報償金   72,000円（資料分類整理） 

                        委託料 3,499,200円（木地師のふるさと発信事業） 

                        旅費等   13,120円（資料整理費用弁償） 

                        事務費  199,942円（消耗品、印刷製本費、通信運搬費） 

合 計  4,128,262円（率 1/2 2,064,131円） 

１ 木地師の歴史・文化に係る調査研究 

木地師の歴史・文化の研究を推進し、全国とのネットワーク形成を促進するため、筒井正氏（愛知学

泉大学准教授）、櫻井龍彦氏（名古屋大学名誉教授）による調査を行った。 

（１） 筒井正氏による調査 

    ア 訪問調査 

主な訪問先 所在地 

大蔵真さん（大蔵製盆所） 愛知県名古屋市 

加藤康義さん（加藤挽物木工所） 愛知県名古屋市 

豊田市足助資料館 愛知県豊田市足助町 

段戸山（もと木地師の集落跡） 愛知県北設楽郡設楽町段戸山 

稲武町郷土資料館 愛知県豊田市 

西海賢二さん（古橋懐古館館長） 愛知県豊田市 

松下剛樹さん（歴史民俗資料館） 長野県下伊那郡根羽村 

津具村木地師住居跡 愛知県北設楽郡設楽町津具 

奥三河郷土館 愛知県北設楽郡設楽町田口 

売木村：民宿「ゆりか」 長野県下伊那郡売木村 

売木村資料館  長野県下伊那郡売木村 

喬木村歴史民俗資料館村 長野県下伊那郡喬木 

小椋正幸さん（有限会社ヤマト小椋商店）  長野県木曽郡南木曾町漆畑 

イ 木地師文献調査（自治体史の調査） 

長野県、岐阜県、愛知県、鳥取県内の自治体史の他、雑誌や木地師関連の著書を著書別に

概要を整理 



- 5 - 

 

 

（有限会社 ヤマト小椋商店）  

  （菊花紋の入ったお地蔵さん） 

 

（「深山秘録」） 

 

（クリンソウ） 

 

【今後の取組提案】 

クリンソウの群生地造成にむけて 

木地師の集落があったとされる地域で多く群生していたとされることから、木地師の花と呼ばれて

いる。木地師のふるさとにふさわしい景観を形成するため、クリンソウの一大群生地を整備すること

により、過疎が進む地域に活力を生みだすとともに、来訪者を増やすことができないかと考える。 

◎喬木村の取組…喬木村の山中、木地師集落があった「くりん洞」に群生していた花の株を九十九

谷公園に移植。平成8年に喬木村の花「くりん草」に制定し、村の職員や有志で植え

始め、その後、愛好会が中心になって株や種からその数を増やし、約5万株にまで

増えた。現在、会員は34名（備考：喬木村の人口6.000人） 

例年、5月13日～5月28日の間、「くりん草まつり」開催。約2万人の観光客らが来

場している。 
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（２） 櫻井龍彦氏による調査 

ア 訪問調査 

主な訪問先 所在地 

大蔵真さん（大蔵製盆所）  愛知県名古屋市 

高橋力男さん 三重県菰野町大羽根園 

笹原勝夫さん（笹原木工所） 宮城県大崎市鳴子温泉 

高橋昭市さん 宮城県大崎市鳴子温泉 

早坂利成さん（早坂こけし店） 宮城県大崎市鳴子温泉 

日本こけし館 

館長菅原和平（こけしの菅原代表） 

副館長岡崎靖男（こけしの岡仁代表） 

宮城県大崎市鳴子温泉 

佐藤大樹さん（漆器工房ヤマイシ） 秋田県湯沢市川面町 

川連漆工芸館 秋田県湯沢市川面町 

小野寺泰さん 秋田県湯沢市川面町 

加瀬谷辰雄さん（木地師） 秋田県湯沢市川面町 

寺院香積寺 秋田県湯沢市高松 

木村達美さん（みやこ町歴史民俗博物

館） 

福岡県京都郡みやこ町 

荒巻時雄さん（木地師研究者） 福岡県京都郡みやこ町 

筒井神社 福岡県田川郡添田町 

天野泰徳さん（天野ロクロ製作所） 福岡県久留米市 

梶原豊美さん 大分県中津市山国町 

矢羽田匡裕さん（ウッドアート楽） 大分県日田市大山町 

アトリエときデザイン研究所 大分県由布市 

 

イ 訪問調査を踏まえた課題や提案 

   訪問調査を行った木地産地と言われる地域であっても、後継者が途絶えた地域もある中で、全

国的に後継者育成が急務となっている。 

【東北調査を踏まえて】 

「木地師のふるさと」に対する想いはある。小椋、大蔵といった氏姓の伝統的血脈を離れ、職祖

を核に同業者の相互交流を東近江市から働きかければ、ゆるやかであっても関係の環を形成でき

ると考える。今回訪問した地域にも関係者に、蛭谷町の惟喬親王祭や木地師文化フォーラムに招

待することも一つの方法である。 

北海道の木地師は東北のどこから来てどこに定着しどのような仕事をしたのかは明らかではな

い。氏子狩の記録は秋田までであり、それ以北の事情はわかっていない。北海道木地師の研究

は、これからの課題となる。 

【九州調査を踏まえて】 

矢羽田さんは木工による生業がきちんと成り立つ経営のあり方を模索している。商品価値を高

め雇用を生み、地域産業の振興を真剣に考えている。鯖江にも共感できる同好の若手木地師がい

ることを知り交流したいとの意向がある。潜在的には矢羽田さんのような志をもった人はいると考

えられる。東近江市が仲立ちとなって、地域振興と木地業をテーマにした若手木地師によるシンポ

ジウムを企画することは、大変意味があると考える。 

全国を精力的に駈け回って技術伝授と木工の普及に努めている時松辰雄さんがいる。弟子は全

国にいて、彼らが斬新な制作を試みている。技術やマネジメントだけではなく木工を文化として伝え

ようとしている人である。これからの日本の木地業を考える上で時松氏の仕事をどう評価し位置づ

けるか。東近江市の振興を考える上で、こうした人を招いて座談会を開くことも一案であると考え

る。 

新しい発想、アイデア、工夫、オリジナル志向、コミュニケーション力、開いた心。時代に即応した

彼らの柔軟かつ機敏な職業意識には期待できる。 
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【今後の取組提案】 

2012年12月、森林や木材に対する意識を高め、持続可能な社会を実現するため、国連は毎年3

月 21日を「国際森林デー」とすることを決議した。これにあわせて国際木文化学会（IWCS）は「世界

木材の日」（WWD）イベントを翌 2013年以降、タンザニア、中国、トルコ、ネパール、アメリカ、カンボ

ジア、オーストラリアの順で毎年開いている。2020年東京オリンピックの年、日本で開催することに

なり、すでに準備がはじまっている。 

木材、建具など木材産業団体による展示会が開催されるほか、シンポジウムやコンサート、木

育、植樹、民族・伝統技術のワークショップなど多彩なプログラムが予定されている。シンポジウム

には世界 100 ヵ国以上から 300人を超える専門家や職人が集まることになっている。 

      日本の木の文化を世界に発信するよい機会だが、東近江市としてもなんらかの関わりがもてる

と良いと考える。 

 

  （高橋力男さん） 

 

（早坂利成さん、母親のせつさんと 

足踏みろくろ）  

（川連漆器工芸館前の惟喬親王碑） 

 

 

（福岡県英彦山唐ヶ谷 筒井神社）  

 

 

２ 木地師文化フォーラム 

木地師及び森林文化の理解をより一層深めるためのフォーラムの開催に当たり、実行委員会を組織し

実施内容の企画及び評価等を行った。 

（１） 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 愛知学泉大学准教授 

 須藤 護 学識経験者 龍谷大学名誉教授 

 櫻井 龍彦 学識経験者 名古屋大学名誉教授 

 中島 伸男 学識経験者 元八日市市史編さん室長 

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 

 北村 良子 東近江市教育部長  

 木村 義也 東近江市商工観光部長  

 平木 秀樹 東近江市企画部長  

 山﨑 亨 森と水政策課参与 元県職員 
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（２） 内容等 

・日時 平成３０年７月１６日（祝・海の日）１３時から１６時 

・場所 木地師やまの子の家（東近江市蛭谷町３４２－２） 

・主催 東近江市 木地師文化フォーラム実行委員会 

・プログラム １．開会 挨拶 小椋正清（東近江市長） 

２．基調講演①「日本の山の民と中国の山の民」 櫻井龍彦（名古屋大学名誉教授） 

３．基調講演②「遺産としての木地師文化―その歴史的価値について―」 

 筒井正（愛知学泉大学准教授） 

４．木地産地における活動事例紹介～富山県砺波市～ 

末永忠宏（松村外次郎記念庄川美術館主任学芸員） 

５．意見交換 

６．閉会 挨拶 山田重三（実行委員会副会長） 

    ・展示等 足踏みろくろ実演 髙橋力男（三重県三重郡菰野町） 

東近江市在住の木地師や市所有の作品を展示 

木地師に関する全国の展示施設や博物館の資料を配布 

東近江市の多様な自然及び文化を紹介するブース設置 

※木地師の歴史文化に係るパネル展示、森と水政策関連展示（ＰＲ動画上映） 

東近江市の地域の食材を使った食事の提供（地域おこし協力隊の協力） 

 ・参加者状況  

参加者 約１８０名（市内５０名、県内２６名、県外１０４人） 

※主な参加地域 三重県、愛知県、岐阜県、 

石川県、京都府、大阪府、 

兵庫県、岡山県、鳥取県 

※主な参加のきっかけ フォーラム開催案内24.1％ 

広報ひがしおうみ9.2％ 

市内設置の開催案内13.8％ 

ＳＮＳ5.7％ 

      ※主な参加年齢 40歳代から70歳代が中心 

 

 

 

 

【フォーラムの様子】 
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【フォーラム 会場展示等の様子】 

  

  

 

 

３ 情報発信等 

（１） ニュースレター発行 

調査研究やフォーラムの開催結果などを簡潔に取りまとめ、ニュースレターとして作成した。 

今年度は10月と3月に発行し、平成28年度に行ったアンケート調査で回答のあった木地師の末

裔の方々など約1,100名に発送した。 

なお、「木地師のふるさとvol.３」の発行に併せて、これまでのニュースレターの感想や今後のフォ

ーラムの開催について、フォーラムの開催についてアンケートを行った。 

【ニュースレター概要】 

 発行時期 内容 

vol.３ 平成30年10月 「木地師文化フォーラム」を開催しました 

・基調講演「日本の山の民と中国の山の民」 

・基調講演「遺産としての木地師文化―その歴史的価値について

―」 

・木地産地における活動事例紹介～富山県砺波市～ 

・足踏みろくろの実演 

※アンケートハガキ同封 
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vol.４ 平成31年３月 「アーカイブ・プロジェクト」が進んでいます 

・「木地師のふるさと アーカイブ・プロジェクト」報告 

「木地師に関する研究」が進んでいます 

・「木地師に関する研究」進捗報告 

「木地師のふるさと発信事業」報告 

 

（２） フォーラムの開催に関するアンケートの実施 

・対象者 1,094件 

・回答数 55件  

・設問及び回答結果 ①実施場所について 

奥永源寺地域 21.8％ 

奥永源寺地域を除く東近江市内 20.0％ 

東京都内 14.5％ 

大阪府内・京都府内 9.1％ 

                  ②実施時期について 

4～6月 30.9％ 

7～9月 25.5％ 

10～12月 14.5％ 

1～3月 7.3％ 

                  ③話を聞いてみたい人について 

各地の継承者、木地師の末裔、 

木地師だけでなく各方面で活躍している人、 

研究者、小椋市長 

  

 

 

４ 資料の分類及び整理 

市が所有する資料や全国の木地産地から収集した資料について、須藤護氏（龍谷大学名誉教授）の指

導の元、「木地師のふるさとアーカイブ・プロジェクト」としてボランティアスタッフによる資料の分類整理を

開始した。約1,000点ある資料や製品のうち約360点について、計測や写真撮影を行った。 

【目的】 

東近江市には木地師にまつわる資料や製品が数多く残されているが、全国に残る木地師に関する資料

は時代とともに散逸し、継承者もなく保存や保管が難しくなっている。 

市所有の木地師関連資料を民俗文化財に登録することを目標に、これらの文化的財産を継承し次代に

伝えるため、調査、分類整理を行う。 

また、全国に広がっていった木地師の文化や技術をより身近に学んでいただく機会とする。 
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【アーカイブ・プロジェクト実施概要】 

日時 参加者数 作業内容 

平成30年10月31

日 

13：30～16：30 

７名 説明「これまでの博物館での整理について」 

講座「木地師関係資料の重要性、資料整理の目的と目標につ

いて」 

平成30年11月14

日 

13：30～16：30 

７名 博物館ID：１～30について、計測・写真撮影、備考記入 

平成30年11月28

日 

13：30～16：30 

６名 博物館ID：31～60について、計測・写真撮影、備考記入 

講座「ロクロ挽き用のカンナについて」「木地師の道具が少な

い理由」 

平成30年12月12

日 

13：30～16：30 

11名 博物館ID：61～83について、計測・写真撮影、備考記入 

講座「木製の椀に高台を必要とする理由」 

平成31年1月16日 

13：30～16：30 

10名 博物館ID：84～120について、計測・写真撮影、備考記入 

講座「椀のアラガタ作り（カタブチとナカホリ）」「芯切鋸と前挽

鋸」 

平成31年2月6日 

13：30～16：30 

９名 博物館ID：121～149について、計測・写真撮影、備考記入 

講座「芯切鋸と前挽鋸（続き）」「こけしと湯治場」 

平成31年2月13日 

13：30～16：30 

６名 博物館ID：150～160について、計測・写真撮影、備考記入 

講座「タテキとヨコキ」 

平成31年2月27日 

13：30～16：30 

10名 博物館ID：161～205について、計測・写真撮影、備考記入 

講座「今年度のまとめ」 

【アーカイブ・プロジェクトの様子】 

  
 

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・整理を進め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及びＳＮＳ等による情報発信 

・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。 

また本市には、木地師の歴史や文化の他に、多様性のある自然が育んだ歴史や文化などの貴重な地

域資源が有していることから、それらの地域資源を磨き上げ、市民の誇りや愛着を醸成するとともに、観

光施策などとも連携し本市の地域の活性化に取り組む。 

評価結果   

※KPIの目標値は、交付申請時の数値です。 
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平成３０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 

交付金額 1,576,746円  （対象事業実績費：1,576,746円） 

重要評価 

指標（ＫＰＩ） 

項  目 目標値（H30） 実績値（H30） 目標値（R2） 

日帰り・宿泊客の増加 累計 68,600人 滋賀県及び 6

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 180,600千円 
累計 258,000

千円 

宿泊客の増による経済波及効果 累計 736,400千円 累計 1,052,000千円 

宿泊客の増加による経済波及効果 累計 917,000千円 累計 1,310,000千円 

計  画 

【鈴鹿 10座整備事業】 

 ・鈴鹿 10座トレイルにおける受入体制・環境整備 

 

実  績 

 
【鈴鹿 10座整備事業】 委託料 3,153,492円（率 1/2 1,576,746円） 

○観光客及び登山者への情報発信 

 道の駅奥永源寺渓流の里に鈴鹿 10座ビジターセンターを開設し、鈴 

鹿 10座エコツーリズムガイドが観光客や登山者等に対して登山に関 

する相談受付や情報提供を実施した。 

鈴鹿 10座ビジターセンターでは、展示パネルの作成や剥製等の設置 

を行い展示の充実を図った。展示パネルには、鈴鹿山脈の地質・動植   鈴鹿 10座ビジターセンター 

物などの鈴鹿の自然環境の魅力や登山の安全対策について掲載し、 

登山者からの相談時や訪問時に活用している。 

 

○ 登山道の整備や地域資源の保全対策の実施 

鈴鹿 10座の推奨ルートとする登山道を巡視し情報収集・情報発信を行った。また、標識や誘導ロー

プの設置、倒木の処理などを実施し、道迷いや事故防止を図った。その他に、シカの食害や登山者に

よる踏み荒らし対策のため誘導ロープを設置するなど希少な植物の保全を行った。 

 

○ 登山者駐車場の整備 

観光客や登山者のアクセス向上のため地域団体等と連携し、登山口付近の駐車場の整地や標識

の設置を行った。  

  

    登山道の補修・整備         保全活動          天狗堂登山者駐車場 

今後の方針 

 奥永源寺地域では、鈴鹿 10座登山やキャンプといったアウトドアなどの認知度が徐々に高まってき

ており、登山道の整備・補修はもちろん、駐車場やトイレの確保など受入環境の整備を引き続き実施

する。また、登山情報や観光情報などを発信し誘客を図るとともに、エコツーリズムを定着させるため

の体制検討や地域の資源を保全するためのルールづくりに取り組む。 

評価結果   

※KPIの目標値は、交付申請時の数値です。  
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平成３０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 16,787,473円  （対象事業実績費：7,733,280円） 

重要評価 

指標（ＫＰＩ） 

項  目 目標値（H30） 実績値（H30） 目標値（R1） 

本発信にかかる HP閲覧数（PV） 188,000PV 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 120店 累計 130店 

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 
37.2点 累計 38.7点 

首都圏情報発信拠点売上額 96,000千円 累計 199,000千円 

計  画 

【農林水産創造・ネットワーク事業】 

・地域商社の体制を整備し、農産物の生産振興、流通体制整備、販路開拓等を行い、地域産品の販売

拡大を図る。 

【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。 

実  績 

 
【農林水産創造・ネットワーク事業】  
１  東近江市地域農産物中規模流通推進業務 

委託料：  13,966,560円 （6,983,280円  率 1/2） 

目  的： 新鮮な市内産野菜を市内のスーパーに安定供給する「地域内中規模流通システム」

を構築する。 

 

(1) 中規模流通システムを支える生産者基本台帳策定業務 

市内の生産者の作付品種や栽培方法、日常的な収量、出荷状況など、生産者の実態 
を調査し、「生産者基本台帳」を策定した。 

調査数 69農家 

(2) 新規就農者ガイドブックの策定業務 
地域の基幹産業である農業において、新規就農者を多く受け入れ、地域を活性化す 

る必要があることから、若年層を中心とする就農者の受入を推進するためのガイドブッ 
クを作成した。 

 ガイドブック 1,000枚 

(3) 地域農業の課題と今後の取組に関する提案業務 
市が実施したアンケート調査から集落における地域の農業課題とその解決に向けた

今後の取組について、地域課題を解決するための内容を提案した。 

アンケート 221 件 
(4) 農産物の出荷等における福祉団体との連携業務 

生産者が生産拡大を図るためには、出荷形態の見直しが必要であり、その具体策と
して、福祉作業所等との連携による作業分担を提案した。 

      実施作業所 就労継続支援Ａ型 1 事業所  

就労継続支援Ｂ型 1 事業所  

(5) 中規模流通システムの集荷拠点策定業務 
市内で収穫された新鮮な農産物を市民に安定供給するため、農産物の集荷拠点を定

めた。 

  集荷所 7箇所 

(6) 需要に即した生産振興計画の策定業務 
消費者ニーズの需要動向を把握して、売れる野菜づくりを生産者に提案し、一般生

鮮野菜と加工・業務用野菜の需要に即した生産振興計画を策定した。 

主要野菜 16 品目 県内大手スーパー１店舗当あたり需要に即した生産

振興計画書 
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(7) 基本出荷規格の策定業務 
安定した価格で販売するには、消費者が求める品質の高い農産物を生産することが

求められるため、一般野菜の品質基準・集荷方法（荷姿）等を定めた基本出荷規格を
策定した。 

 基本出荷規格表 

 

２ 東近江プライマリーCo.事業 

    委託料：  1,000,000円 （500,000円  率 1/2）      
目  的： 市内農産物の地域内中規模流通システムの仕組みを支援するため、高収益作物の

生産振興と拡大を図り、農業者の所得向上を目指す。 

(1) 試験栽培・実証栽培について 

育苗ハウスの有効活用（ナス・ピーマンの試験栽培） 

水稲農家に対して、育苗ハウス使用後の有効活用を促進するため、ナス、ピーマンの

試験栽培を行った。 

（土耕栽培） 

育苗ハウスを活用した、土耕栽培によるナスを栽培した。 

ナスの収量は、10aあたり6,620㎏となり、滋賀県農業経営ハンドブックの反収（10aあたり5,442㎏）

を上回る結果となった。 

（独立袋栽培ポット） 

育苗ハウスを活用した、プラスチックフィルム製ポットによるナスを栽培した。 

  ナスの収量は、10aあたり683㎏となり、土耕栽培ナスと比較して10分の1の収量となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（プランター栽培） 

  育苗後のハウスで、プランターによりピーマンを栽
培した。 

  ピーマンの収量は、10aあたり1,050㎏となり、１プ

ランターあたり2本植えで2本仕立て、基肥無施用で液

肥施用区が安定的に養分供給でき、良好な樹勢を維持

できたことで収量に繋がる結果となった。 

 

 

(2) 情報発信・ＰＲについて 

都市部で開催される商談会に出展 
地域商社の取組内容や販路及び流通の拡大を
図るため、東京ビッグサイトで開催された 
「アグリ・ビジネス・ジャパン２０１８」に出展した。
（９月２６日～２８日）   

（参加団体約１００社、 
来場者数延べ７７，０００人） 

 

 

 

独立袋栽培ナス 土耕栽培ナス 

プランター栽培ピーマン 

アグリ・ビジネス・ジャパンにおいて地域商社をＰＲ 
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【農産品ブランド化ＰＲ事業】 

１ 農産加工品販路拡大事業 

補助金： 500,000円 （250,000円  率 1/2） 

目  的： 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。 

 

① 日時：平成３０年６月１６日  場所：草津エイスクエア（滋賀県草津市） 

内容：東近江市産野菜、特産品、加工品の販売及びＰＲ。 

実績：他府県及び県内の消費者へ直接販売及びＰＲができた。また、他の事業者と連携

し、新たなネットワークの構築もできた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 日時：平成３０年１０月１３日 

場所：アーバンラフレ虹ケ丘マルシェ 

（愛知県名古屋市） 

内容：東近江市産米（みずかがみ）野菜の即売、

市内観光のＰＲ、ＥＣサイトでの農産物販

売ＰＲ。三重県南伊勢町の地域商社「みな

みいせ商会」と連携。 

    実績：事前にキャンペーン告知を行った効果で、

開店前に行列ができた。直接販売を行う

ことで、消費者に「東近江産」のＰＲができ、近江米の予約、ＥＣサイトの予約

受注につながった。 

 

③ 日時：平成３１年３月１１日～１７日  場所：遊魚（大阪市淀屋橋）、ひだまり（北 

新地）、てん（鶴見）東近江フェア３店舗同時開催 

  内容：ビジネス街の飲食店を会場として、東近江産米（みずかがみ等）、地場野菜の即

売及び飲食メニューの提供。 

    実績：飲食業者に市内産農産物の魅力を引き出してもらい、付加価値を加えた販売・ 

ＰＲができた。生産者とのマッチングを行うこともできた。 

 

④ 日時：平成３１年３月１５日  場所：大阪フェスティバルホール（大阪府大阪市） 

    内容：東近江産米（みずかがみ等）、苺の即売。旬の苺を活用して、若い女性をターゲ

ットに体験型観光へつなげるＰＲを行った。 

    実績：他府県の消費者に東近江市産の農産物を直接販売、ＰＲできた。消費者の関心が

大きく、主催者側から継続的な出展依頼があり、更なる知名度向上が期待できる。 

 

今後の方針 

  地域農産物中規模流通システムを構築するために、市内生産者へ野菜の生産拡大を図るととも

に、計画的な作付を推進し、農業者の安定収入を図る。また、育苗ハウスを活用した野菜づくりを推進

し、長期収穫が可能な周知を図る。 

評価結果   

※KPIの目標値は、交付申請時の数値です。  



- 16 - 

 

平成３０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 16,787,473円  （対象事業実績費：9,054,193円） 

重要評価 

指標（ＫＰＩ） 

項  目 目標値（H30） 実績値（H30） 目標値（R1） 

本発信にかかる HP閲覧数（PV） 188,000PV 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 120店 累計 130店 

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 
37.2点 累計 38.7点 

首都圏情報発信拠点売上額 96,000千円 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（まるごと東近江）

を開催する。 

・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。 

・農林漁業資源を生かした体験型物産振興等の展開。 

実  績 

 
【とっておき物産磨き上げ事業】  委託料 8,982,086円（まるごと東近江事業） 

委託料  126,980円（東京フラフェスタ in池袋） 

委託料 4,000,000円（地域資源発掘ワークショップ） 

委託料 4,999,320円（体験プログラムイベント） 

合 計 18,108,386円（率 1/2 9,054,193円） 

  

・特産品ブランド化ＰＲ事業：本市の知名度向上を図るため、本市の魅力を向上させるとともに、まるご

と都市部でＰＲする「まるごと東近江事業」や「東京フラフェスタ in池袋」への出展を行った。 

 

◆まるごと東近江事業 

１ ものづくり展部会 

 (1) 総来場者数 8,900人 

   （内訳）ここ滋賀来場者 8,000人 

        三方よしマルシェ来場者 900人 

 (2) 近江商人仮装行列 

    実施日：平成 30年 11月 9日 

    内容：近江商人旅姿 4人、丁稚姿 2人が東近江市役所からここ滋賀のある東京日本橋目指し、

公共交通機関を使って近江商人をＰＲを行った。 

    報道機関取材：読売新聞東京本社、京都新聞、滋賀報知新聞 

 (3) ものづくり展 

    実施日：平成 30年 11月 9日、10日、11日 

    場所：ここ滋賀１階 イベントスペース 

    内容：本市の特産品や工芸品をＰＲ 

 (4) ここ滋賀屋上展示 

    実施日：平成 30年 11月 9日、10日、11日 

    場所：ここ滋賀屋上テラス 

    内容：ももクロ春の一大事 in東近江市 関連グッズの展示 

 (5) すき焼き「東近江」 

    実施日：平成 30年 11月 9日、10日、11日 

    場所：ここ滋賀 2階レストラン 

    来場者：59人 
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    内容：本市の老舗すき焼き店「にしむら」監修により、肉牛の品評会で数多くの受賞歴を誇る田

井中牧場の近江牛ですき焼きを提供した。 

 (6) 東近江フェア 

    実施日：平成 30年 11月 10日、11日 

    場所：ここ滋賀 2階レストラン「日本橋 滋乃味」 

    内容：ここ滋賀レストランの来場者に、本市の特産品をメニューの一部として提供 

 (7) 政所茶の淹れ方講座 

    実施日：平成 30年 11月 10日 

    場所：ここ滋賀 2階レストラン「日本橋 滋乃味」 

    内容：政所茶の歴史や特徴の説明、おいしい政所茶の淹れ方指南のセミナーを開催 

 (8) 三方よしマルシェ 

    実施日：平成 30年 11月 11日 

    場所：東京日本橋タワー前公開空地 

    来場者数：900人 

    内容：東京日本橋において、本市の物産を体験し、特産品を味わえる物産展を開催 

２ ハッピーリタイアメント支援事業部 

 (1) 事業名：事業継承個別相談会 

 (2) 内容：経営的に黒字であるが後継者がいないことによる廃

業に追い込まれている事業者が多いことから、事業

継承に向けたマッチングを実施し、事業継承者の確

保を目指すとともに、全国的に珍しい取組でもあり

本市の知名度向上及び同様の課題を持っている事

業者へのPRや機運醸成に結びつけることを目的に

開催した。 

 (3) 実施日：平成 30年 11月 9日、10日 

 (4) 相談件数：49人 

 (5) メディア取り上げ：日本経済新聞、毎日新聞、朝日新聞、京都新聞、日経ビジネス、テレビ東京、

テレビ朝日、NHK、びわ湖放送他 

３ ローカルアイデンティティ部 

 (1) シティープロモーション研修 

    日時：平成 30年 9月 6日 

    研修先：兵庫県朝来市は、シビックプライドを醸成するためのシティープロモーションを実施 

 (2) 市民への啓発雑誌「そこら」発行 

    内容：高校生ライターを募集し、高校生の視点で、本市のよいところを取材し編集を行った。 

    発行部数：5,000部 

 (3) 東近江市で活動する大学生が東近江の魅力を発信する機会の創出 

    内容：大学授業のフィールドワークや本市の魅力発掘や問題解決に取り組む大学生の活動報

告を実施。外からの視点での大学生の意見を聞くことで、市民が主導的にまちづくりに関

わる必要があるとの考えを醸成できた。 

    参加大学：びわこ学院大学、龍谷大学、滋賀県立大学、成安造形大学 

 (4) 知ってる!?地元にええとこあるんやで!「知らな損やで東近江市」 

   琵琶湖で!鈴鹿の山で!青春（おもいで）をつくる東近江市の旅 を開催 

    内容：市内中学生を対象に琵琶湖から鈴鹿までのスケールの東近江市の多様な良さを 2日間

にわたり体感してもらった。 

    参加人数：30人 

 

◆東京フラフェスタ in池袋 

１ 目的 

  本市の豊かな自然と歴史文化に育まれた物産を PRすることにより、本市の認知度の向上と来訪

者の増加を目指す。 
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２ 内容 

  本市物産を販売するとともに、本市の魅力を PRした。 

３ 実施日 

  平成 30年 7月 20日、21日、22日 

 

・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ワークショップを開催し、体験プロ

グラムを造成し、期間限定の体験イベント「ちいさなたびいち」を開催した。 

 

◆東近江ちいさなたびいち 

１ スケジュール 

 (1) ワークショップの開催 平成 30年 9月 13日、10月 10日 

 (2) 写真講座 平成 30年 9月 22日 

 (3) 体験プログラム申込締切 平成 30年 10月 29日 

 (4) パンフレット作成 平成 30年 11月～12月 

 (5) ガイドブック及び公式サイト公開 平成 31年 1月 16日 

 (6) ちいさなたびいち開催期間 平成 31年 2月 9日から 3月 10日まで 

２ 体験プログラム数 16プログラム 

３ 体験プログラム内容 

 (1) 築 150年の古民家で昔の暮らし体験「みそ仕込編」 

 (2) 「歴史ロマン」あふれる中世山城散策と人気の農家レストランを巡る 

 (3) お医者さんの松本さん家でほ～っとする優しい暮らしを学ぶ 

 (4) 近江牛・ボッタルガの贅沢ランチ サルディーニャ島の暮らしを学ぶ 

 (5) 笑顔の国タイの家庭料理 食べながら学ぶ「ゆ～るく楽な生き方」 

 (6) 子育て世代のお父さん必見！子供部屋に半畳たたみをつくろう!! 

 (7) 「神の岩」に願いを込めて～自分だけのお守り作り～ 

 (8) ちぎって貼って描いてお部屋に飾れる凧作り～癒しの白いコーヒーを飲みながら～ 

 (9) 楽しく学べる！市場の目利き教室 

 (10)寒さを Footバス!!薪でわかす足湯 

 (11)政所茶のふるさとでおばあちゃんに教わるかき餅づくり 

 (12)雪の奥永源寺で楽しむ燻製体験～入門編～ 

 (13)こんにゃく作り体験とこんにゃく料理 

 (14)インディゴ染め体験 

 (15)額田王が恋した蒲生野で心の癒し、梵釈寺で「坐禅」・「写経」 

 (16)フクロウが棲む森にたたずむ窯元で陶芸体験！ 

４ Web用 ちいさなたびいち ＨＰバナー 
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５ パンフレット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方針 
 体験プログラムイベント「東近江ちいさなたびいち」のコンテンツ数や内容を充実させ、これまで行っ

てきた認知度向上の取組と合わせて、本市を訪れる観光客の増加を目指す。 

評価結果   

※KPIの目標値は、交付申請時の数値です。 

 


