
「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」第４条に基づく地域産業資源の指定

について」より抜粋 

滋賀県 
平成２８年６月 

１．地域産業資源の内容 
本県において、中小企業による事業を促進する意義があると考えられる地域産業資源

は以下のとおりである。 
なお、地域産業資源の内容を定めるに当たっては、下記の考え方を基本とし、市町、

商工会、商工会議所、農業協同組合、観光協会およびこれらの県域組織、中小企業団体

中央会等の推薦を踏まえて地域産業資源の指定を行った。 

 
 
（１） 農林水産物  
                          〔５７件（既指定済み４９件）〕 

名称 地域産業資源に係る地域 
愛彩菜 草津市 

あいとう梨 東近江市 

愛東ぶどう 東近江市 

あいとうメロン 東近江市 

あおばな（青花） 草津市 

赤丸かぶ 米原市 

朝宮茶 甲賀市 

安土信長葱 近江八幡市 

アドベリー（ボイズンベリ

ー） 

高島市 

伊吹大根 米原市 

永源寺の桑 東近江市 

近江牛 県下全域 

近江しゃも 県下全域 

近江の茶 県下全域 

近江の伝統野菜  県下全域 

地域産業資源の内容を定めるための基本的な考え方 
（「地域産業資源活用事業の促進に関する基本方針」より） 
 

・ 「農林水産物」「鉱工業品及び当該鉱工業品の生産に係る技術」「文化財、自然の風景地、温泉その
他の地域の観光資源」の三類型のいずれかに該当すること。（※農林水産物の加工品は「鉱工業品」
に区分する。） 

・ 地域の中小企業が現に又は潜在的に活用可能であり、その活用を促進することで当該地域産業資源
を共有する他の中小企業者の事業活動や当該事業と密接に関連する事業活動を促進する可能性が
高いものであること。 

・ 他地域の同種の地域産業資源と比べて生産量、品質、機能、歴史的・文化的背景等の面で顕著な特
徴を有しており、それによって消費者等に相当程度認識されているものであること。 
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近江八幡市水郷ブランド

農産物 

(かぶら、北之庄菜、大

根、蓮根、人参、玉ねぎ、

さつまいも、じゃがいも、

里芋、山芋、ごぼう、青菜

類（春菊、水菜、壬生菜、

小松菜、ほうれん草、レタ

スその他青菜類）、花菜、

ねぎ、キャベツ、白菜、ブ

ロッコリー、なす、かぼち

ゃ、きゅうり、青唐、うり、

枝豆、実えんどう、さやえ

んどう、さやいんげん、ト

マト、ピーマン、にんにく、

アスパラガス、スイートコ

ーン、いちご、柿、栗、ス

イカ、ぶどう、メロン、桃、

さくらんぼ、梅、梨、いちじ

く、マンゴー、ゆず) 

近江八幡市 

近江米 県下全域 

環境こだわり農産物 

（小豆、水稲、そば、大

豆、はとむぎ、麦、赤か

ぶ、アスパラガス、いち

ご、いんげん、うど、うり、

えだまめ、大かぶ、かぼ

ちゃ、かんぴょう、キャベ

ツ、きゅうり、こかぶ、こま

つな、ごぼう、さつまいも、

さといも、さんとうさい、し

そ、しゅんぎく、しろな、じ

ゃがいも、すいか、スイー

トコーン、たまねぎ、たら

の芽、だいこん、チンゲン

サイ、とうがらし類、トマ

ト、なす、なばな、にんじ

ん、にんにく、ねぎ、ハー

ブ、はくさい、葉だいこん、

ひのな、ピーマン、ふき、

ブロッコリー、ほうれんそ

県下全域 
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う、まくわうり、実えんど

う、みずな、みつば、ミニト

マト、みぶな、みょうが、メ

ロン、ヤーコン、やまのい

も、よもぎ、ルッコラ、レタ

ス、わさびな、いちじく、う

め、かき、くり、さくらん

ぼ、なし、パッションフル

ーツ、ぶどう、ベリー類、も

も、ゆず、あおばな、桑、

茶、なたね、きく、ストッ

ク、ばら、ゆり、いね科牧

草、混播牧草、飼料用稲、

ソルガム、トウモロコシ） 

北之庄菜 近江八幡市 

北山茶 日野町 

草津メロン 草津市 

原木椎茸 高島市 

小泉紅かぶら 彦根市 

古代米 近江八幡市 

金勝産森林認証材 栗東市 

滋賀羽二重糯 甲賀市 

篠原糯  野洲市 

下田なす 湖南市 

セタシジミ 大津市、草津市、守山市、野洲市、近江八幡市、東近江

市、彦根市、米原市、長浜市、高島市 

そば 高島市 

山菜（山ウド、タラの芽） 高島市 

蓼 野洲市 

土山茶 甲賀市 

菜の花 守山市 

ニジマス 米原市 

秦荘やまいも 愛荘町 

彦根梨 彦根市 

彦根りんご 彦根市 

日野菜 日野町 

琵琶湖からすま蓮根 草津市 

びわ湖材 県下全域 

琵琶湖産鮎 県下全域 
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琵琶湖産魚介類 

（ビワマス、アマゴ、サツ

キマス、ヤマメ、サクラマ

ス、イワナ、アユ、ワカサ

ギ、タモロコ、ホンモロコ、

スゴモロコ、デメモロコ、ビ

ワヒガイ、ニゴイ、ツチフ

キ、カマツカ、ゼゼラ、モ

ツゴ、ウグイ、アブラハ

ヤ、タカハヤ、ヌマムツ、

カワムツ、オイカワ、ハ

ス、ワタカ、ギンブナ、ニ

ゴロブナ、ゲンゴロウブ

ナ、コイ、カネヒラ、ドジョ

ウ類、ナマズ、イワトコナ

マズ、ビワコオオナマズ、

ギギ、ウナギ、ヨシノボリ

類、シジミ、タニシ類、イシ

ガイ類、エビ類、スッポン） 

県下全域 

琵琶湖のヨシ 大津市、草津市、守山市、野洲市、近江八幡市、東近江

市、彦根市、米原市、長浜市、高島市 

琵琶湖八珍 県下全域 

びわサーモン（養殖ビワ

マス） 

県下全域 

ビワパール 大津市、草津市、守山市、野洲市、近江八幡市、長浜市、

高島市 

政所茶 東近江市 

万葉の植物「ムラサキ」 東近江市 

南浜ぶどう 長浜市 

むべ 近江八幡市 

もち麦 近江八幡市 

もりやまのばら 守山市 

守山メロン 守山市 

ヤーコン 高島市 

余呉湖のわかさぎ 長浜市 

余呉のエゴマ 長浜市 

〔50 音順〕 
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（２） 鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術  
                          〔４６件（既指定済み４６件）〕 

名称 地域産業資源に係る地域 
尼子そば 甲良町 

伊吹もぐさ 長浜市 

医療・健康機器 県下全域 

永源寺のこんにゃく 東近江市 

近江雁皮紙 大津市 

近江下田焼 湖南市 

近江商人の食文化（泥亀

汁・丁子麩のからし合え・ご

ま豆腐・うめご飯等） 

東近江市 

近江真綿 米原市 

大津絵 大津市 

餝金具 長浜市 

鴨鍋 長浜市 

木彫工芸品（上丹生の木彫

り） 

米原市 

金属製品 草津市、栗東市 

甲賀の酒 甲賀市 

甲賀・日野の薬 甲賀市、日野町 

湖魚の食文化（湖魚のなれ

ずし、湖魚の佃煮、アメノイ

オご飯） 

県下全域 

湖東麻織物（近江上布） 東近江市、彦根市、愛荘町、豊郷町 

滋賀の地酒 県下全域 

信楽焼 甲賀市 

高島扇骨 高島市 

高島綿織物（高島クレー

プ、高島楊柳、高島帆布、

高島ちぢみ） 

高島市 

竹細工 近江八幡市 

丁字麩 近江八幡市 

丁稚羊羹 近江八幡市 

電子機器 守山市、甲賀市 

八幡赤こんにゃく 近江八幡市 

八幡瓦（鬼瓦） 近江八幡市 

八幡靴 近江八幡市 

浜ちりめん 長浜市 

浜仏壇 長浜市 
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はん用機械器具 彦根市 

彦根バルブ 東近江市、日野町、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀

町、米原市 

彦根仏壇 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市 

彦根ファンデーション（下

着・補正着） 

彦根市 

ビロード 長浜市 

プラスチック製品 大津市、草津市 

ふくさ 守山市 

鮒ずし 大津市、草津市、守山市、野洲市、近江八幡市、東近江市、

彦根市、米原市、長浜市、高島市 

炭素・黒鉛製品 大津市 

布帛・ニット縫製品 守山市 

梵鐘 東近江市 

水口かんぴょう 甲賀市 

木珠（木製数珠）  近江八幡市 

焼鯖そうめん 長浜市 

湯葉（ゆば） 県下全域 

和楽器糸（三味線糸、琴

糸） 

長浜市 

〔50 音順〕 
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（３） 文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源 
                        〔１８２件（既指定済み１７４件）〕 

名称 地域産業資源に係る地域 
あいとうマーガレットステー

ション 

東近江市 

アグリパーク竜王 竜王町 

阿自岐神社庭園 豊郷町 

安土城跡 近江八幡市 

姉川上流山村地域 米原市 

姉川古戦場 長浜市 

粟津貝塚 大津市 

伊崎寺の竿飛び 近江八幡市 

石積みの門前町坂本 大津市 

石場津の常夜燈 大津市 

石山貝塚 大津市 

石山寺 大津市 

伊庭の水郷 東近江市 

伊吹の里 米原市 

伊吹山 米原市 

今津町のザゼンソウ群落 高島市 

岩間寺 大津市 

ヴォーリス建築物 近江八幡市 

浮御堂 大津市 

埋木舎 彦根市 

永源寺桜 東近江市 

生杉のブナ原生林 高島市 

近江国庁跡 大津市 

近江商人商家の町並み 近江八幡市 

近江商人屋敷（金堂の町並

みと川並地区） 

東近江市 

近江神宮 大津市 

近江八幡の水郷 近江八幡市 

近江母の郷 米原市 

近江妙蓮（ハス）の群生地 守山市 

大沙川隧道 湖南市 

大笹原神社 野洲市 

大瀧神社 多賀町 

大津祭 大津市 

大溝城下町 高島市 

大溝の水辺景観 高島市 
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沖島 近江八幡市 

奥永源寺渓流の里 東近江市 

雄琴温泉 大津市 

小谷城跡 長浜市 

お浜御殿 庭園 彦根市 

尾上温泉 長浜市 

オランダ堰堤 大津市 

園城寺（三井寺） 大津市 

鎌掛谷ホンシャクナゲ群落 日野町 

海津大崎の桜並木 高島市 

柏原宿 米原市 

葛川明王院 大津市 

金貝遺跡の神社遺構 東近江市 

唐崎の松 大津市 

烏丸半島のハスの群生 草津市 

河内の風穴 多賀町 

観音寺城跡 近江八幡市 

木地師発祥の地 東近江市 

木之本宿 長浜市 

旧秀隣寺庭園 高島市 

旧南郷洗堰 大津市 

京極氏遺跡群 米原市 

草津宿 草津市 

菌神社 栗東市 

朽木池の沢庭園 高島市 

国指定史跡 草津宿本陣 草津市 

グリーンパーク山東 米原市 

黒壁ガラス館 長浜市 

玄宮楽々園 彦根市 

甲賀忍者発祥の地 甲賀市 

荒神山古墳 彦根市 

光徳寺 大津市 

湖西の松林 高島市 

湖東三山（西明寺、金剛輪

寺、百済寺） 

甲良町、愛荘町、東近江市 

湖東焼の窯元 彦根市 

湖南三山（常楽寺・長寿寺・

善水寺） 

湖南市 

湖北地域の十一面観音 長浜市 
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湖北水鳥公園 長浜市 

古保利古墳群 長浜市 

金勝寺 栗東市 

こんぜの里りっとう 栗東市 

斎王群行 甲賀市 

西教寺 大津市 

醒井宿 米原市 

佐和山城跡 彦根市 

塩津港遺跡 長浜市 

塩野温泉・宮乃温泉 甲賀市 

滋賀県醒井養鱒場 米原市 

信楽焼の窯元 甲賀市 

慈眼寺 守山市 

賤ヶ岳（賤ヶ岳古戦場） 長浜市 

清水山城館跡 高島市 

十二坊温泉ゆらら 湖南市 

祥瑞寺 大津市 

白鬚神社 高島市 

瑞石山 永源寺 東近江市 

膳所城跡 大津市 

せせらぎの里こうら 甲良町 

瀬田唐橋 大津市 

瀬田川 大津市 

瀬田丘陵生産遺跡群 大津市 

大通寺 長浜市 

大門池 多賀町 

高島市海津・西浜・知内の

水辺景観 

高島市 

高島市針江・霜降の水辺景

観 

高島市 

高島の古式水道（日吉山山

水水道・市場） 

高島市 

多賀大社 多賀町 

高宮宿・鳥居本宿（中山道

宿場町） 

彦根市 

田川カルバート 長浜市 

建部大社 大津市 

建部大社船幸祭 大津市 

太郎坊宮（太郎坊阿賀神 東近江市 
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社） 

竹生島 長浜市 

中央分水嶺・高島トレイル 高島市 

長命寺 近江八幡市 

都久夫須麻神社 長浜市 

葛籠尾崎湖底遺跡 長浜市 

手織りの里 金剛苑 愛荘町 

東海道 石部宿 湖南市 

東海道 土山宿 甲賀市 

東海道 水口宿 甲賀市 

陶芸の森 甲賀市 

藤樹書院跡 高島市 

堂ノ上遺跡 大津市 

冨田人形 長浜市 

中山道 武佐宿 近江八幡市 

中山道 守山宿 守山市 

長岡ゲンジボタルの生息

地 

米原市 

長浜曳山まつり 長浜市 

七曲がり仏壇街 彦根市 

苗村神社 竜王町 

西の湖 近江八幡市 

西野水道 長浜市 

布引焼の窯元 東近江市  

梅花藻の群生地 米原市  

白砂青松の近江舞子浜 大津市 

白砂青松の真野浜 大津市 

畑の棚田 高島市 

八幡堀 近江八幡市 

花しょうぶ通り 彦根市 

春の古例大祭（多賀まつ

り） 

多賀町 

比叡山延暦寺 大津市 

東近江大凧 東近江市 

彦根城 彦根市 

彦根城表御殿（彦根城博物

館） 

彦根市 

日野曳山祭 日野町 
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兵主神社庭園 野洲市 

日吉大社 大津市 

日吉大社山王祭 大津市 

比良暮雪 大津市 

琵琶湖 県下全域 

琵琶湖疏水 大津市 

琵琶湖の伝統漁法 大津市、草津市、守山市、野洲市、近江八幡市、東近江市、

彦根市、米原市、長浜市、高島市 

琵琶湖のヨシの群生地 大津市、草津市、守山市、野洲市、近江八幡市、東近江市、

彦根市、米原市、長浜市、高島市 

びわこ文化公園 大津市 

びわ湖遊覧船 大津市 

敏満寺跡 多賀町 

文芸の郷 近江八幡市 

豊公園 長浜市 

宝厳寺 長浜市 

本福寺 大津市 

米原宿 米原市 

松尾寺史跡 米原市 

丸子船 大津市、草津市、守山市、野洲市、近江八幡市、彦根市、米

原市、長浜市、高島市 

万灯祭 多賀町 

御上神社 野洲市 

三島池 米原市 

水口岡山城 甲賀市 

水口曳山祭 甲賀市 

メタセコイア並木 高島市 

守山ゲンジボタルの生息

地 

守山市 

守山宿 町家 うの家 守山市 

矢川神社 甲賀市 

八ツ淵の滝 高島市 

矢取地蔵 愛荘町 

山本山・山本山城跡 長浜市 

夢京橋キャッスルロード 彦根市 

余呉湖 長浜市 

横田の渡の常夜灯 湖南市、甲賀市 

横山岳 長浜市 

鎧堰堤 大津市 
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四番町スクエア 彦根市 

櫟野寺 甲賀市 

龍王寺 竜王町 

霊仙山 米原市 

霊仙三蔵記念堂 米原市 

若宮神社 高島市 

〔50 音順〕 
 


