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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 9,853,510円  （対象事業実績費：4,000,000円） 

重要評価 

指標（ＫＰＩ） 

項  目 目標値（H28） 実績値（H28） 目標値（H30） 

エコツーリズム事業者数 累計 4社 3社 累計 10社 

エコツーリズム参加観光客数 年間 500人 404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 0件 １件 累計 5件 

計  画 

【新たな木の産業創出】 

 ・地元木材製品のブランド化事業・近江商人三方よしの販路開拓事業：民間事業者（地元事業者及び

都市部事業者：㈱WISE WISE、一般社団法人場所文化フォーラム等）と連携し、東京等都市部で地元

産木製品等の展示や、木地師や近江商人の文化を発信する展示会の開催、雑誌等を活用した情報発

信等により、本市のポテンシャルの発信と民間事業者のネットワークの構築、商品開発や販路開拓を

図る。 

 事業委託（展示会開催、雑誌掲載、ブランド化支援等のコンサルタント） 

実  績 

 
【森おこしプロジェクト事業】 業務委託  8,000,000円（率 1/2 4,000,000円） 

・東近江市産木材を活用した器や小物の商品開発し、都心の飲食店にて、その器を利用した PR イベ

ントを開催（２回）しました。 

 

 

 

 

 

 

 

・「Discover Japan」にて東近江市の森と水ブランドの特集を掲載 

  鈴鹿山脈から琵琶湖までつながる 

  東近江市の強みをブランディング 

  に活かした特集を、「Discover Japan」 

に掲載しました。 

 

 

・東近江市産の広葉樹を活用した家具デザインとサンプル試作 

市内で伐採されたコナラ材を使ったテーブルを、国産材家具 

メーカーWISE WISEでデザインし、市内で試作しました。 

広葉樹材の乾燥について、和歌山林業試験場で研修を受け、市内 

での木材乾燥について検討しました。 

 

今後の方針 

自然資本をベースにした東近江市のトータルブランディングに挑戦し、東近江市の強みを内外で共

有します。 

また、そのブランドを具体化する市内産木材の家具のサプライチェーンを創出します。 

都市部において、東近江市ブランドを専門家とともに啓発することにより、商品の販売と学習ツアー

等を通じて交流人口の増加を目指します。 

※KPIの目標値は、交付申請時の数値です。 
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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 9,853,510円  （対象事業実績費：5,853,510円） 

重要評価 

指標（ＫＰＩ） 

項  目 目標値（H28） 実績値（H28） 目標値（H30） 

エコツーリズム事業者数 累計 4社 3社 累計 10社 

エコツーリズム参加観光客数 年間 500人 404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 0件 １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：全国に展開する木地師のネットワークを生かすための調査、構想

策定、連絡システムの構築 

①木地師に関わる文献や資料の整理 

②全国の木地師の多様なネットワークに関する調査 

・全国の木地師名簿の作成（現代の木地師及び末裔に対するアンケート）、木地産地のヒアリング

調査 

③木地師文化を活用したまちづくりの検討 

・今後のまちづくりの活用検討と認知度向上、木地師文化等の情報発信（パンフレット等の作成） 

 

実  績 

 
委託料    10,994,400円      東近江市平成の氏子駈・氏子狩復活業務委託 

印刷製本費   550,800円   普通旅費  161,820円   合計 11,707,020円（ 率 1/2 5,853,510円） 

 

①木地師に関わる文献や資料の整理 

・都道府県立図書館等の文献、書籍、映像等の資料 

のリスト化を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②全国の木地師の多様なネットワークに関する調査 

(1) インターネット、産地ヒアリング等を通じて木地師名簿の作成を行いました。 

(2) 木地師と関連があり、本市の永源寺地区（蛭谷町、君ケ畑町）と縁が深いと言われる姓（小椋・

大蔵姓他）を対象にアンケートを実施しました。 

・対象者     ６，３５５件 

・回収返信   １，６５５件 （回収率：２６．９％） 
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・アンケート結果概要 

①「木地師（きじし）」に対する認知度 

回答者の８割以上が「木地師（きじし）」をご存知であった。木地師に関係があると考えられ

る姓の方々は、現在でも木地師という存在の認知度は高いと考えられる。 

②滋賀県東近江市の認知度 

回答者の６割が東近江市をご存知で、うち２割弱が東近江市を訪れたことがあり、４割の

方々は訪れたことがない方であった。残りの４割弱の方々は東近江市のことをご存知なかっ

た。 

③「木地師」との関わりや本市永源寺地区との縁に対する認知度 

回答者の２割がご自身と木地師や永源寺地区との関わりをご存知で、３割弱の方々が詳

しくは知らないが聞いたことがあるとの回答であった。残りの５割の方々については、ご自身

と木地師や永源寺地区との関わりについて、ご存知ではなかった。 

回答者の姓ごとにみていくと、「小椋（小掠）・大蔵（大藏）」の方々のうち、３割の方々がご

自身と木地師や永源寺地区との関わりをご存知、３割強の方々が詳しくは知らないが聞いた

ことがあるとの回答であった。一方、「小椋（小掠）・大蔵（大藏）」以外の方々では、８割以上

の方々がご自身と木地師や永源寺地区との関わりについて、ご存知ではなかった。 

④今後のつながりについて 

回答者の６割以上の方々が東近江市からのお知らせ等を希望されている。 

⑤まとめ 

この結果から、「小椋（小掠）・大蔵（大藏）」の方々の多くは、ご自身と木地師や永源寺地

区との関係を何かしらご存知であり、強いつながりがあることが明らかになった。多くの方々

が木地師や自分のルーツについて関心があることの表れだと言える。 

 (3) 現在も木地師が活躍している地域の現状や本市との歴史的つながり等について、全国１６箇

所の木地産地のヒアリング調査を実施しました。 

   ＜調査箇所＞ 

・福島県（福島市土湯温泉町、南会津町）、新潟県糸魚川市、富山県砺波市荘川、 

石川県加賀市山中温泉、神奈川県小田原市、長野県南木曽町、 

愛知県豊田市足助町、滋賀県高島市朽木、和歌山県海南市、香川県さぬき市、 

岡山県（真庭市郷原、津山市、美作市）、鳥取県若桜町、大分県山国町 

・ヒアリング調査結果概要 

現在も木地師が活躍している地域の現状や東近江市との歴史的つながり、今後のネットワ

ーク化の可能性等について把握することを目的にヒアリング調査を行いました。 

①今の木地師がいなくなれば資料が散逸したり、無くなったりするおそれがあります。 

②各地で地域の歴史文化として認知されています。 

③東近江市（小椋谷）の認知度は高く、説明文や写真を掲載している施設も多く存在します。 

④産業として厳しい（後継者を持てない）状況にあり、本市への期待が非常に大きい。（情報の

発信、産地間のネットワークづくりに対する期待度が高い。宮城県ではこけしの日本遺産登録

を目指す動きもあり連携への期待感がある。） 

④女性作家の増加や英国など海外からのニーズも増えています。 
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③木地師文化を活用したまちづくりの検討 

(1) まちづくりの方向性 

①市民の認知度向上 

 木地師の歴史・文化の理解度を高め、全国の木地師や木地師に縁のある方を迎え入れる機運

の醸成を図る。 

②全国の産地や関係者との連携 

    ヒアリングを行った地域やアンケートに回答いただいた方とのつながりを継続し、全国各地の情

報を収集・発信する情報ネットワークの構築を図る。また、引き続きヒアリング調査を行う。 

③木地師文化の拠点づくり 

 全国各地の木地師の歴史・文化に関する資料等を収集し、それらを公開し体験できる施設整備

を検討する。 

④地域のまちづくりとの連携 

 木地師の歴史・文化を生かし奥永源寺や市全体での多様なまちづくりと連携し、魅力の裾野を

広げる取組を展開する。 

 (2) 情報発信 

①パンフレット作成 

 様々な方に木地師を身近なものとして 

知ってもらえるよう、木の文化や木の温も 

りを伝え、その魅力を発信する。  

②ＳＮＳによる情報発信 

 「木地師のふるさと東近江市」のフェイス 

ブックを通じて、木地師のふるさとの様 

子やイベント情報を提供し、木地師文化 

の魅力を発信する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方針 

今回の事業を通して得られたネットワークや本市に対する期待に対して、木地師の根元地として、

関係する産地の自治体と連携・協力体制を構築する中で、日本遺産の登録を目指した取組を実施しま

す。 

 

 

※KPIの目標値は、交付申請時の数値です。  
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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  （推進交付金） 

所 管 課  歴史文化振興課 

交付金額 500,000円  （対象事業実績費：500,000円） 

重要評価 

指標（ＫＰＩ） 

項  目 目標値（H30） 実績値（H28） 

観光宿泊者数（延べ） 20％アップ 75,300→109,000 

観光入込客数（延べ） 6％アップ 
1,905,800→

2,133,900 

観光消費額※目標は％ですが実数を挙げてください 7％アップ 不明 

計  画 

「ビワイチ」誘客促進に向けた魅力の向上と発信  

【観光素材魅力向上（日本遺産資源調査事業）】 

・日本遺産「琵琶湖とその水辺景観」を構成する五個荘金堂重要伝統的建造物群保存地区

及び伊庭の水辺景観にさらに磨きをかけ集客を図るため、資源調査や誘客検討を行う。 

実  績 

 
地域資産掘り起し調査・報告書作成事業委託 1,000,000円（率 1/2 500,000円） 

日本遺産「琵琶湖とその水辺景観－祈りと暮らしの水遺産－」の構成文化財「伊庭の水辺

景観」と「五個荘金堂伝統的建造物群保存地区」を中心として、その周辺地域も含めた地域

に所在する寺社仏閣等の指定未指定問わず文化財から、観光資源となりうる地域資産を掘

り起し検証し、報告書としてまとめた。 

観光スポットとして、既知のスポット以外に、歴史的・文化財的スポットで、今後観光利用

の観点で活用できる可能性のあるスポットを掘り起し、取り上げている。 

範囲は、日本遺産の2か所の構成文化財を中心として、広範囲で、観光視点で活用できる

寺社等の情報も収録している。 

 

発行部数 1000部 

 

 

 

 

 

 

今後の方針 

歴史文化振興課の探訪事業のみならず、観光物産課や市観光協会主催のツアー事業等

でも活用を予定している。10月から開催される、滋賀県日本遺産ぐるっと博の参加事業等で

活用を予定している。 

昨年度までも、東近江市観光協会企画の「市内神社めぐり」や「聖徳太子」「織田信長」「白

洲正子」などをテーマとして、文化財専門ガイドのやや専門的な解説を付けたツアーが人気

を博しており、シリーズ化されている。今回の調査成果は、今後こうしたツアー造成などへの

活用が期待される。 

文化財担当部局としては、上記のとおり、観光への活用に供するとともに、地域の文化資

源を顕在化することで、地域で再確認していただき、活用に資することが出来るよう、改めて

意識してもらい、保護への取り組みを促進する。 

※KPIの目標値は、交付申請時の数値です。 

 


