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平成 29年度第 3回滋賀県協働プラットフォーム 議事要旨 

 

 

１ 日時 

平成 29年 6月 27日（火） 14時 00分から 16時 30分まで 

２ 場所 

滋賀県大津合同庁舎 6－F会議室（大津市松本一丁目 2番 1号） 

３ テーマ名 

県内における地場産業の認知度向上について 

４ 参加団体 

(1) NPO・関連団体等関係者 

滋賀県中小企業団体中央会 

(株)滋賀銀行 

湖東繊維工業協同組合 

東京海上日動火災保険(株) 

(2) テーマの提案者 

滋賀県 商工労働観光部 モノづくり振興課 

(3) 県関係部局 

滋賀県 商工観光労働部 中小企業支援課 

滋賀県工場技術総合センター 

滋賀県東北部工業技術振興センター 

(4) 事務局 

滋賀県 県民生活部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室 

 

５ 協議内容 

(1) テーマ提案者（モノづくり振興課）からのテーマ提出の理由・趣旨を説明 

○滋賀県には、地場産業について 9 産地ある。浜縮緬が長浜にあり、高島に綿織物、扇骨が

ある。彦根にファンデーション（女性の下着類）、バルブ、仏壇があり、麻織物が能登川、

東近江一帯にある。製薬という形で、甲賀、日野の地域に製薬会社が集まっている。あと、

南に信楽焼がある。産地には 9産地 11組合あり、湖東麻織物の近江上布と彦根の仏壇と信

楽の陶器が伝統的工芸品として国の指定を受けており、それぞれが頑張っていただいてい

る。 

平成に入ってからの生産額の推移について、一番右肩あがりになっているのが、甲賀、

日野の製薬である。平成 19 年、20 年あたりから生産額が増えているが、これはジェネリ

ックの関係で、かなり増えたということ。しかし、実際には組合の中の数社が関わってい

るだけで、残りの業者は大変厳しい状況である。 

バルブについても、インフラである水道のバルブ等がだいたい 50年周期で交換と聞いて
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いる。今ちょうど、その交換時期にきている。それで平成 23年頃から（生産額が）少しあ

がっている。湖東の麻と高島の綿織物は、麻は今人気があるので、順調に右肩上がりにな

っている。高島の綿織物も商標登録をされて、高島ちぢみで売上を上げている。 

浜縮緬、彦根仏壇、信楽陶器、彦根ファンデーションは厳しい状況が続いている。 

こういう状況を踏まえ、一昨年度、平成 28年 3月に議員提案で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が施行された。 

これは地場産業だけではなく「地場産品」という言葉が入っているように、伝統的工芸

品や農林畜水産物というものも対象に入っている条例である。その条例の枠組みの中で、

庁内検討会議を関係課で作り、実態調査を行い、外部有識者に委員になってもらい施策推

進協議会を行っている。 

平成 29年 3月には、その基本的な指針を作成しており、その指針の内容を県としても頑

張ってやっていかないといけない。 

一番注目して頂きたいのは、まず地場産業を県民に知ってもらおうという点である。 

意外と県民が知らないというのが非常に大きい問題と考えている。まず県民に知っても

らって、県民が宣伝マンになってもらえるような状況を作っていかないと、地場産業は活

性化しないのではないかという意見がある。 

平成 27年、ビバシティ彦根とイオンモールで物産展を開き、そのときにアンケートをと

ったところ、認知度割合について、信楽焼は 71.9％といい数字であったが、大半が 2割以

下というゆゆしき状況であった。ここをなんとかしないといけないという思いがあり、皆

様のお知恵とご協力をお願いして、地場産を盛り上げ、滋賀県の景気も盛り上げていきた

いと思っている。 

 

(2) 対話・協議の内容 

○協働プラットフォームの前半は、現状と課題、いま、分析があったように、どのように認

知度を上げていくのか。言い換えると、まず県民に知ってもらって、使ってもらう。情報

発信してもらう。このためにどうしたらいいのかということが大きなテーマであると思う。

そこで、どういうことがネックになっているのか、障害になっているのかという点につい

て、皆さんの意見をいただきたい。特に民の立場の方から意見をおききしたい。 

○ちょうど今日も TEIBAN 展（滋賀のモノづくり展）をやっていた。東京からのお客様で、

京都に仕事があってたまたまこの情報を見つけたので来たというお客様と出会えた。 

その方は 25年くらいデザイナーをしていながら、滋賀県に繊維の産地があるのを知らな

かった。これはショックであった。こちらは一生懸命伝えているつもりでも、何にも届い

ていないというのを目の当たりにした。展示会などを何十年と繰り返し、東京で開催した

り、最初は B to B（Business to Business）だったところを B to C（Business to Consumer）

となるように、一般のギャラリーで開催したり、そういうことを繰り返している。なのに、

今のビバシティとイオンモールのアンケートでの結果で、湖東の麻織物が 8％というのは

ちょっとショックである。 

できるだけ地域の中で、みなさんの目に触れるように、地域のイベントに出したり、東
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近江市の職員に夏に着用してもらうように斡旋したりしていた。県庁の職員にも、夏には

着てもらいたいと思っている。ネックは価格が高いことだと言われている。麻は人気なの

で、今はユニクロも麻を非常に出しておられて買いやすい。そして、そこそこ良いので、

それと比較すると、どうしても地場のものの価格がネックになっていると思う。着用して

もらうと良さをわかってもらえる。いかに出会ってもらうかということで、まずは着るも

のよりもハンカチということで身近に使えるものを最近は商品として出すようになってい

る。継続しながら努力を続け、自分たちのなかでは発信をしているのだけれど、届いてい

ないところがショックだった。 

○地場産業について、9 産地それぞれ組合がある。特にバルブと製薬は、先ほど業績が上が

っているとのことであった。組合の総会に行くと、両方とも元気もあり、これからも積極

的に取り組んで行こうという状況であった。しかし、一般の方に商品を売っているわけで

はない。薬も小売りではなくて、ドラッグストアに売っている。製造卸という業態になる。

したがって、他の地場産業の製品と分けて考えて行かなければいけない。地場産業と言わ

れている 9 つの産地をすべて一緒のとらえ方をすると、先ほどのアンケート結果のように

なってしまう。 

いろんな産地が全国にある。その地域で話すと、地場産業という定義は特にない。滋賀

県の場合は、この 9 つの産地を形成しているところを地場産業と呼んでいる。別のところ

であれば、食品加工業が地場産業である。したがって、「地場産業」の定義というのは全く

ない。9つを一つとしてとらえるのではなく細分化して、「この商品はどこを対象に PRす

る。」という点はセグメントして対応していくのが必要だと感じている。 

もう一つは、個々の組合がされることを後方支援できたらと考えている。滋賀県中小企

業団体中央会は、Aの産地と Bの産地と Cの産地が一緒に連携して取り組むというところ

を積極的に応援していく。そうすることで、今までではなかったお客様にみてもらえると

か、新たなネットワークが生まれていくという状況を創出していくことが重要だと考えて

いる。 

○伝統的な地場産業だけでなく地域ブランドというか、そういう大きな概念をもって、一丸

となってインパクトを与えるというのも大事だと思う。後半にまた話し合って行きたいと

思う。 

○私は 3 年ほど前に滋賀に初めて来た。おおよそ、今日出ている 9 つの地場産地があるとい

うことは知るようになった。ただ、一消費者として申し上げると、浜縮緬とか麻織物が、

どこに行けば手に入るのか、私は今答えられない。私が街を歩いていても、ここに売って

いるということがわからない。だから、情報があってもアクセスできない。麻織物をきっ

と触ったらいいものなのだろうと思うし、きっと欲しくなるのだと思う。しかし、触れる

機会がないというのが一つある。さらに、信楽焼はこの中では圧倒的に認知度が高くて、

いうなれば、県民なら誰でも知っている。全国区である。ただ信楽焼が滋賀県にあるのを

知らない人は結構いる。滋賀県に何があるのと言われたときに、「琵琶湖以外に何があるの。」

という話で、いくつかあげる中に信楽焼と必ず挙げるのだけれど、必ず（相手の反応は）

「えっ」てなる。「滋賀県だったのか。」となる。そこが、つながっていないというのが、
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県外からいえばある。まして、他のものになるともっと距離感がある。そういうところか

ら詰めて、4 つ 5 つ段階を踏んでいかないと全国的に発信して、全国的な認知度を得てい

くというところには至らないと思う。 

○県として発信していくのが非常に大事だと思う。 

○地域性もあるかもしれないが、流通について問屋が表に立って、製造というのは今まで表

に出てこなかった。今、開催している TEIBAN展は、製造者が使い手と話ができる場をも

っている。今までだったら B to Bみたいに、問屋が「これを作れ。」と言ったらそればっ

かり作っていたら、製造業というのは成り立っていた。 

でも、今の時代、今までお客さんと接点がなかった物作りの職人たちはいったい何をど

うしたらいいのかという状況にある。一度、使い手と作り手が、TEIBAN展のような、そ

ういう場所で出会って、いろいろ反応を聞きながら、「こんなものを信楽で作れるのですか、

たぬきばかりじゃないのですね。」等、新たな発見がある。回答として正しいのかわからな

いけれど、地域の中のそういうことも問題になっているのではないかと思う。伝えたいこ

とが上手に伝わっていない。作り手が伝えると伝わるけれど、問屋とかが、使い手に商品

を買って持っていくだけではなかなか伝わらない。滋賀県にこれだけたくさん色々なもの

があって、いいものがあるんですけど、どこにいったら買えるのとか、いったいそれは何

なのか、具体的に知られていないのは事実だと思う。 

○私は産学官の連携を専門にしているが、そういうマッチングというか、一堂に会する機会

はなかなかありそうでない。そういう場の創出というのは大事だと思う。それから情報の

一元化や共有が足りないと思う。 

○長浜縮緬は生産量がすごく下がっている。でも売れるのは、信楽、彦根、浜縮緬というの

は市町とか観光とか一緒に PR しているからだと思う。市や地域の観光資源を活用して、

みんなに知ってもらっている要素が大きいと思う。それと彦根の縫製、麻もですが、作る

ことのプロであり、素材を作るプロではあるが、シャツとかショールとか帽子を作るプロ

ではなく、県民に反物、布素材だけ売って「分かってよ」といっても伝わらない。でも、

自分たちの本業は素材を作ること。そのあたりが難しい。 

○それぞれの組合でいろいろな PR のための取り組みをされており、その労力はすごいもの

だ。しかし、点でしかない。一つにしてインパクトを出せるような仕組みを考えて行く必

要がある。ある意味、そういうことが観光政策などにのると、邪道だという職人気質の方

もいるかもしれないけれど、邪道じゃなくて、一つのツールとして捉えてほしい。 

○ものづくり振興課として、10 年以上にわたって組合への支援をさせていただいているが、

アンケートの結果では、認知度は 2 割を下回っている。組合としては、伝統を守っていき

たいという思いと、もともとできたものを売り続けたいという思いがあるのは確かである

が、現状を考えると、新しいアイデアや技術を生かして、何かを始めることも大切と思う。

しかし、なかなか難しい。伝統を大切にしたいという思いと、新しいことに挑戦していき

たいという思いと、組合の中でも一つになっていないと思う。一つの産地を取り上げても

違いがある。 

○それぞれの立場の人が平等に参加して、もう一つ上の大きな枠組みとして発信していける
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ような仕組みというのを構築するというのはどうだろうか。それぞれの組合とかそういう

単位で取り組んでいるとそれ以上の取組はなかなか難しい。みんなが集まって相乗効果を

発揮するような枠組みがあったらと思う。 

○彦根仏壇の認知度が 40％ということに少しびっくりした。彦根仏壇は結構有名。小学校と

かでも彦根仏壇を習った。PRの仕方というのは詳しくないが、地場産業として知ってほし

いのか彦根仏壇として知ってほしいのかという違いがある。生産地の人は、彦根仏壇とし

て知って欲しいと思っている。それを知ってもらうためにどう繋げるかという点で、いろ

んなツールを使わないといけない。彦根だと観光が有名であり、観光をきっかけとして知

ってもらえたらいいと思う。先ほど話しがあったように、信楽焼が滋賀県にあることを知

らないという話は、去年我々が伝統的工芸品という枠組みの中で、東京で行っている展示

会のお客さんが正に同じことを言った。滋賀県というのを全く知らないので、それに付随

してくる信楽焼も彦根仏壇も知らない。そのあたりの PR の仕方が私たち行政は下手だと

感じた。 

○高山もそうですよね。高山は知っているけど、「あれは岐阜県にあるのか。」とよくいわれ

る。 

○各組合は、頑張って PR しようとしている。どうやって PR すればいいかとか、どこに向

けて PR すればよいかとか、また、大きいところの成功例などがわかれば良い。規模が小

さいところは、成功例やノウハウがわからない。県が過去の例を例示するとよいのではな

いか。 

○マーケティングという観点からすると、プロダクトアウトとマーケットインという観点が

ある。地場産業はどちらかというと、プロダクトアウト。出したら出したっきりというイ

メージが私にはする。先ほどいろいろなアイデア、新しい技術を生かしたアイデアという

こともあるけれど、皆さんが求めているものをある程度マッチングさせて、その中で新し

い技術で地場産業も技術を生かして新しい製品を作り出して PR していくのが必要だ。そ

れをどういった仕組みにするのかというのは今後の課題だと思う。 

○重要なのは一つにはマッチング、マーケティング、情報の一元化、一緒にやっていくイン

パクト、こういったことの新しいスキームが必要になってくるのではないかと思う。従来

型の支援策だけでは限界があると思う。 

 

【10分休憩】 

 

○プラットフォーム、大きなフォーラム、場もしくは連合体のようなものを一つ設けるのが

大事だと考えている。参考までに、（本日は来られていないが）、イオンの方から、「販売を

通じて、お客様の声を聞く機会と物販をつなぐ機会（を設定すること）などが考えられる。」

とのお申し出を頂いている。そういう、いろんな立場の方、生産者、バイヤーの方々、流

通の方々、そういった人たちが一堂に会するなどして、情報を共有し、団体ごと分野ごと

の垣根を取っ払って公共的な利益のもと「オール滋賀」で、生み出すというような仕組み

を作り出すのがよいのではないか。 
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「淡海公民連携研究フォーラム」は産官学のプラットフォームであるが、滋賀大等と滋

賀銀行が事務局を務め、滋賀県下の全 20自治体が加盟している。他県でもこのようなプラ

ットフォームはできつつあるが、県下全部というのは全国で滋賀県が最初である。ここに

業者がいっぱい来られる。それぞれ分野が違う。建設を担う方、窓口を担う方、スポーツ

施設を扱う方、社会教育を扱う方、とにかくいろんな方が来られる。そして、内閣府とか

総務省とか各省庁の担当者ですとか、あるいはコンサルですとか、一流の講師陣を呼んで、

勉強してまたそれぞれのマッチングを行って、次につなげていくということをしている。

分野が違うからこそ、こうした地場産を中心とした地域の産品、ブランドというものをい

かに生み出していくか、マッチングしていくかという点をうまくやっていく仕組みを今日

考えていけたらと思う。正解はないので、いろいろなご意見を頂きたい。 

○イオンであるとか、食べるものでいうとセブン・イレブンが、地域のものを使ったパンで

あるとか、そういうことになると、すぐに、住民、県民にわかりやすいので、そういう大

きな力を利用することは大事だと思う。ただ、価格のばらつきがあるので、どうしても参

画にできる、できないとかという話はでてくる。とくに価格の部分で引っかかる産地なの

で、そこをどういう風にすればいいのかと思う。それと、沖縄に「かりゆしウェア」があ

るように、夏になったら近江の麻が着たいと思えるような、それ位のレベルにまで持って

行きたい。まずはそういう意識を行政の方にも持って頂きたい。こういう条例（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）ができたので、来年の夏に向けて何か

仕掛けができるとよいと考えている。7月 1日に静岡の浜松で、ここは浴衣の産地であり、

銀行の窓口がみんな浴衣でおもてなしとかそういうサービスがある。滋賀県でも皆さんの

目に触れるところに、その日だけでも（商品を）お貸しするので、窓口は着用してもらえ

たらと思う。銀行にはいろんな支店があり、そこの象徴的な色で麻の商品を作らせてもら

うとか始めたことはあるが、最後までやりきっていない。これを機会にもう一度そういう

ことも考えたい。 

○最終的には県民のところまで届けないと、「地域のもの」という誇りにならないと思う。 

○大きなフォーラムとかプラットフォームを作り、順番にそういうことをしていけばよい。

今度は扇子を使う日とか、平等にしていけば文句はでない。ある特定の業種とか特定のも

のだけ取り上げると文句がでてくる。全体性というか公共性というものが大事である。 

○さまざまな事業が、滋賀県中小企業団体中央会でもなされており、当然イオンモールでの

地場産フェアの話もしておりまして、中身はアンケート結果のようになっている。東京で

も海外でも取り組んでいる。当然それぞれの産地の組合の理事長に集まっていただきお話

をする。次世代を担う青年部の皆さんや女性の代表者に集まっていただいてお話をする。

様々な機会を設けて取り組んでいるが、なかなか答えがでてこない。海外に対し、滋賀県

のいいものを発信していく事業は、今度、彦根にジェトロ（日本貿易振興機構）ができる。

県からも応援を頂いている。東京（日本橋）に滋賀の情報発信拠点「ここ滋賀」が 10月末

にオープンする。今回、私どもが取り組んでいるのは、先ほどの条例、指針に基づき、も

のづくり振興課から補助金を頂き、この「滋賀の名品」というショッピングサイト

（http://shiganomeihin.jp/）を設置した。滋賀県のいいものを発掘してきて、それを磨き

http://shiganomeihin.jp/
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上げて、県民の皆様に知っていただくところまで取り組むことが目的。そして、ラッピン

グカーを使って広報しながら、真心こめて届けるというそこまでの取り組みをしている。

構想当初は、「こんなの絶対だめだろう。」という話があった。しかし、「ダメでも一回やっ

てみよう、やってから判断しよう。」と執行部の意見が固まり、中央会の組織をあげて取り

組むと決まった。実際にやってみると非常に大変。滋賀県の良いものなので、同じ買うな

ら滋賀県のものを、そして、滋賀県の産品を利用、活用してください、ということをやっ

ている。これはリスクを負って事業をしている。 

ただ、「このラッピングカーを見ましたよ。」とか、「こういういいものがあるのですね。」

とか、その手応えがすごくストレートに伝わってくる。アナログ的だが、口コミのレベル

とかで、徐々に広げていくにはこれしかないのではないかと思う。 

このショッピングサイトを立ち上げた去年の 2月、BBCでも CMを打った。新聞にも折

り込みチラシを入れた。また、「ショッピングサイトが使いにくい。」との意見があり、Fax

等で申し込めるようなチラシを作った。中央会に注文が入ってくる。「これが売れた」とい

うのが数字でわかる。滋賀県のものを滋賀県の人に知ってもらうという超アナログ的な手

法としては、ストレートに反応が返ってくるという点ではわかりやすい。 

○これ滋賀県内だけの取組なのか。 

○今のところ滋賀県の中で、この車でお届けできるのは滋賀県南部、その他の地域はクロネ

コヤマトや佐川急便で送っている。昨日だけで 5 件注文があり、うち 2 件は東京と岡山の

方であった。 

○アマゾンに乗っかるとかそういうのができたら、全国規模になるのではないか。 

○楽天やアマゾンの中に出店することは検討したが、「自分たちでやるんだ。」ということで、

こういうシステムで進めている。 

○今年の 2 月、滋賀県と一緒に東京本店で滋賀県物産展を開催させてもらった。そういうの

も、これと一緒に何かさせていただいたらうれしい。 

○今までの地場産フェアよりもちょっと上というか、今までとちょっと違うものを考えてい

かないといけない。滋賀大学社会連携研究センターで「MOTフォーラム」というのをやっ

てきた。だけど、それは技術者のフォーラムである。ああいうものをもう少し拡大してな

にかできないか模索したい。 

○「MOTフォーラム」というのはどういうことをしているのか。 

○主に技術者の集まりの、彦根仏壇の方もおられましたが、そういった祭典である。 

○技術者、製造の現場の者が営業とかほかの情報を得るのはなかなか難しいことである。も

のを作っている人は、その製造の場にいることが多い。外に出る場がない。今やっている

ように、異業種の交流であるとか、同業者のなかでの取り組みは発展性、活性化にいたら

ない。「互いに隠し合う。」ではないが、昔でいうと、同業者だけど互いに何をしているか

知らない。切磋琢磨がなく発展性がない。今、横並びで異業種といろいろ取り組むことに

よって、いろんなことを取り入れ、刺激がある。そういう取り組みのなかで、逆に「お前

のところなぜこれをしているのだ。」ということで、各社の特徴がでてくる。その特徴を上

手に引っ張り出すと、信楽でも植木鉢ならこことか、特徴が出てくると思う。異業種との
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交流、製造業だけでなく商業関係でも、今はものすごく刺激をもらっていると思う。そう

いう広く交流する場をどういう風に与えていけるのかという問題がある。 

○「淡海公民連携研究フォーラム」ではみんな呼ぶ。当然ライバル同士が同席することがあ

るが、その場ではお互いのライバル関係は置いておき、お互いのネックになっている部分

であるとか、そういうものを互いに勉強し合う。クリアにしていこうとしている。それと、

フォーラムでは、全自治体が参加している。市町どうしの競争の面もあるかもしれないが、

オール滋賀でバーンと県外に出していくことも必要だと思う。だから、地方自治体同士の

つながりも大事な一つの要素になってくるのではないかと思う。 

○湖東繊維の麻織物、信楽の焼き物を、みんながたくさん作っている。これと同じように、

滋賀の食、滋賀の繊維、生活用具をまとめたカタログができてくると、組合を意識しつつ

も、生活に近いもので、食に関してパラパラとみたら、ここにあるよとか、そういうもの

がひとまとめにできていくといい。昔はカタログと言えば製品写真のせて、興味あったら

ご連絡くださいみたいなものだったが、今はその人に好きになってもらわないと買っても

らえない。カタログは魅力を伝えるためのツールに変わってきた。「買って下さい。」では

なく、「ファンになって下さい。好きになって下さい。」というやりかたをしていかないと

理解してもらえない。しかし、生産者側はつくるのが好き。油断するとそっちにのめり込

んでしまって、あとからプレゼンが始まる。どうプレゼンしたいかを含めて企画していく

意識が必要と思う。 

○役割だと思う。職人は作りたい。コーディネートやディレクションをして売って行く必要

があるが、それを全部生産者に求めるのは難しい。生産者がすべてを補っていくような形

にいつの間にかなっている。以前は問屋がいて、分業で成り立っていた流通が、直販とか

いうことになって、（生産者が）すべてをしなければならないようになっている。私のとこ

ろなんかであれば本当は生地だけ作っていたい。でも洋服を作ったり、見せ方を勉強した

り、ショップまで作るという状況である。そこが逆に限界がきたので、昔の問屋の役割が

できる人が欲しい。 

○川上から川下まで一連の流れのプロデュース、全体のプラットフォーム、公的な中立公平

な全体の利益につながることを後押しできるような仕組みを作ったらどうかと思う。 

○セグメントにわけて PRしていくというのは、ひとつ大きなテーマだと思う。PR、魅力発

信という意味では、滋賀銀行でも力をいれている。取組としてクラウドファンディングが

ある。クラウドファンディングには、投資型とか給付型とか購入型とか類型がある。今、

「購入型」が徐々に認知されているなか、滋賀銀行では「Makuake」というサイバーエー

ジェントグループが運営しているサイトとビジネスマッチングを結んだ。そういったとこ

ろでは、テストマーケティングのような形での提案がある。「世に出していいのか、お客様

の反応はどうなのか。」と迷うときに、いったん出してみて、反響をみる。皆さんに興味を

もっていただいたら、量産ということにもつながる。 

「Makuake」等に載るとアメーバとかブログなどからも情報発信があるので、メディア

にも取り上げられやすい。滋賀県の技術を、今まででは B to Bでしかない状態を、何かし

ら B to Cに変換できるような製品で生かせないかということも考えて行くと面白い。 
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○みんなで、連携といった部分だと、昨年度に県内の指定伝統的工芸品 41品目あり、その数

の事業所がある。そこに声をかけて、ビバシティで一堂に会して展示会を開催した。来場

者にアンケートをすると、「伝統的工芸品があるのは知っていたが、実際にどういうものか

知らなかった。」とか「もっと知りたくなった」という回答がえられたのは有意義だった。 

○バイヤーには呼びかけたのか。 

○バイヤーには呼びかけなかった。あくまで展示会として開催した。 

○生産者で作りたいという思いは強いと思う。販売のときに生産者の声は大切だと思ってい

る。たとえばバイヤーとの商談会のときに、生産者の代理の方が商談会に行き、商品の説

明をするのと、生産者本人が説明するのでは説得力に大きな違いがある。やはり生産者の

苦労や、どういうところに手間をかけているかという話を聞くと、私たち消費者は買いた

くなると思う。確かに分業という形でいいと思う。そのなかでもお互いに協力し合って、

この部分は自分たちがする、この部分は手伝うという、そういう連携があるといいと思う。 

○確かにこれまで行ってきた支援は、組合が自主的に行う事業を支援するケースが多かった。

生産者が自ら情報を仕入れていたのが、マーケティングとかブランディングなどに詳しい

人が参加することによって、少しでも新しい情報が手に入り易くなり、消費者のニーズを

学ぶ機会になると思う。しかし、いろんな考えがある組合や生産者の方をまとめるのは、

すぐには難しいと思う。 

○コーディネーターは人一人ではなく、コーディネート機能であり、分野とか対象の物ごと

に、いろんなバイヤー、コーディネーターあるいは次のマーケットに結びつけることがで

きる人など、その時々に適した人を採用すればいい。「淡海公民連携研究フォーラム」でも

毎回テーマが違い、呼ぶ講師やコンサルも違う。それぞれの分野において、それぞれ適し

た人がいる。全部の業界に適した人なんて絶対いない。一人だとか一つの団体だけで推進

していくのは大変だから、県、大学、金融機関、業界団体、市町村も含めたような集合体、

こういうコーディネート機能を担えるような母体を一つ作って行くのが良いと思う。 

○去年から 1 年間、地場産業の支援に取り組んでいる。個々には皆さんかなり頑張っておら

れるが、なかなか結果につながっていない。そこを打開するためには、やはりマッチング

は大事だと思う。新しいものを開発するというのは実際のところ難しい。今あるものでも、

組み合わせを変える等すれば、マッチングという発想でとらえれば、新商品になるのでは

ないかと思う。たとえば、麻の布巾について以前聞いたことがあるが、アメリカのバーで

は、ガラスをふくのに必ず麻の布巾を使う。こういう話であれば、ガラスのコップのセッ

トに麻の布巾を一緒に入れてもらう。そして、そこに滋賀のブランドを載せてもらうとい

う取り組みもあると思う。マッチングを上手に行う役割や人材は非常に大事だと思う。 

○一人のスーパーマン的な人なんて絶対いないから、集合体、全体として取り組むべきで、

その時々に適した人を外部から呼べばよい。過去の成功事例や成功体験談をみんなで勉強

し、滋賀での取り組みを検討する。こういうことを推進する場というものを、今回のこの

会議のもっと大きいような場、プラットフォームのようなものを作って行くことが、具体

的な方策として良いと思う。そうすると、やはり情報が集約され、個々に取り組んでいた

ことを集約すれば、経費も削減されると思う。予算の集約にもつながる。 
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○滋賀クリエーターズ協会の方たちがコーディネーター機能を果たしてくれることを期待し

たい。今まで、デザイナーは外部から連れてくるということが多かったが、県内で現場を

知っていて現場に近い人にコーディネートしてほしい。作り手と使い手を結ぶことはみん

な意識していて、あの人が作ったものだから欲しいというように、人がフォーカスされて

いる。作り手と使い手を結ぶことを県内の人材でできるのが一番いい。適した人材はいる

と思う。 

○滋賀クリエーターズ協会は若い世代、若い世代を育てるという意識を持ちながら一緒に取

り組みましょうというように推進したい。若い世代を育てる、次の世代を意識した集約と

いうことが必要だ。 

○今の 20代 30代の人たちが、ものづくり、日本の伝統的なものに、また着目しているよう

に思う。大量生産に嫌気がさして、「大量廃棄をしてはいけない。」という風潮になってき

た。これからがチャンスだと思う。そのときに最後に残るのが手仕事や、伝統的なもので

ある。それを若者がどう扱ってくれるのか、私たちがしてきたことを早く違う形で次の世

代に引き継ぎたい。 

○目先の利益に走りがちだが、次の世代を育てていくという観点を絶対捨ててはいけない。

それも、個々の業界で取り組んでおられると思うが、もう少し幅広い枠組みを設けて、お

互いの仕事を勉強しあい刺激を与え合って、マッチングできたら最高である。それぞれの

市町の施策や県の施策と結びつけていけるような場というものを作るべきだと思う。 

○地場産業をクラスタとしてとらえて、風土とか気候とか歴史とか文化は長年醸成されてき

たもので、その産地には様々な試験場であったりセンターといった側面支援してくれる組

織がある。特にバルブで言うと、全国でみても彦根を中心とした地域にしか産地がない。

そうするとジェトロが彦根にできるといったときに、対日投融資を今後していくなかで、

バルブというクラスタをどのように活用していくかということは、彦根市として取り組ん

で行かれると思う。個々の産地の行政はこのように、信楽は信楽で、湖東の麻織物は湖東

で取り組んでいると思う。産業が集積している地域へ来ていただくことも、非常に魅力的

なのだと分かっていただくのも一つの手段だ。今あるものを、売って行くだけではなくて、

産業が集積していることを売りにしていくのも一つの手段だと思う。今、自助努力と相互

扶助が協同組合には求められている。当然、相互扶助だが、それぞれの企業が努力してい

ただくというのがもちろん前提としてある。我々は魔法使いではないので、組合が成し遂

げたいことを、魔法のようにかなえることができるわけではない。われわれはガイドのよ

うなもので、一緒になって登っていくということしかできない。われわれは自助努力が大

切だということをもふまえて後方支援していく。 

産地はみんな同業種であり、これまではスケールメリットを追求していたが、同業種の

中でも同じもの同じことではなくて、違うことをしていくことで、メリットを生み出して

いかなければいけないという考え方に変わってきている。我々中央会は、それをいかに組

合の皆様に伝えていけるかというのが大きな課題になっている。 

地場産業の組合というのは、伝統とか格式があるので、執行部は、ある程度の年代の方

が長年継続されていることが多い。その方たちは、すでにことを成し遂げられており、現
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状のままでも別段困ることがない。しかし、現在 30 代 40 代の人が、10 年後 20 年後 30

年後飯を食べて行けるようにするのが課題。ある業界組合では、執行部が、青年部に対し

て予算をつけて、30 代 40 代の人に、「自分が 10 年後 20 年後この業界で飯を食って行き

たいのならどうするべきなのか考えなさい。」と言って、実際若手が取り組んでおられる。

そこは、行政から仕事をもらっている組合であるが、行政からずっと仕事がもらい続ける

のか、自分たちが行政にとって魅力ある組織なのか、地域の住民にとって魅力ある組織な

のかということを問われているのだと、執行部が青年部にいっている。各業界の産地の組

合の若い人たちがそういう発想をもって、取り組んで行くことは重要である。 

女性の観点もそうで、地場産でも女性の理事や副理事がおられるところは珍しい。今ま

でになかった女性の観点なども取り入れていくのは、非常に重要だと思う。そういうこと

は、中央会も取り組んで行かなければいけないと思っている。次世代を担う若手を本当の

やる気にさせる、モチベーションをあげるというのが大事だと思う。 

○「淡海公民連携研究フォーラム」では、最先端のいろいろなところの話をして刺激を与え

ている。本当に 20 年後 30 年後に飯を食っていけるのか。例えば、建設業の方は、「公共

事業を増やして欲しい。」とか、旧態依然とした発想であることが多い。それではだめだか

ら、公民連携していかに公共政策に絡んでいくのかを考えなければいけないと、フォーラ

ムを通じて働きかけている。組合の執行部が理解してもらわないと、業界全体が沈むと思

う。やはり刺激を与える場が必要だと思う。自治体の果たす役割は非常に大きい。もちろ

ん民の自助努力は大事だが、そこに公共政策が後方支援して、推進していくというのが大

事だと思う。 

 

（終了） 

 


