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１．長浜市内企業訪問調査のまとめ（平成 23 年 6月～9月実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内企業訪問調査のまとめ 

ｏ平成 23 年 6 月～9 月にかけて、市内で操業する概ね 20 人以上の従業員を有する製

造業企業を対象として、モノづくり企業の現状とニーズの把握、今後の産業施策に係

る関係者の知見を得るためにヒアリング調査を行いました（有効回答数 129 事業所）。 

●資本金 5,000 万円以下、売上 1 億円以下の事業所、従業員総数 50 人以下がそれぞれ過半数

です。高度経済成長期に創業した事業所が多く、また金属製品、繊維工業製品、食料品、プラ

スチック製品を製造する業種が多いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●従業員が市内に居住している事業所が約 4 割を占め、過去 5 年間の採用人数も市内の割合が大

きいです。本市に立地するメリットとして「長浜市で創業したから」「創業者が長浜出身」「交

通の利便性が良い」「従業員の通勤が便利」「取引先企業との至近性」が挙げられることから、

地域に密着した経営をしている事業所が多いです。 

●過去 5 年間に「6～10 人」「11～20 人」採用している事業所が約 15%程度あり、一定数の

人財を確保しているものの、5 年前と比較して正社員やパート・アルバイトの人数は横ばいで

あることから、人財の流出が多いと考えられます。一方で、経営上の課題点として「人財の確

保が困難」を挙げる事業所が約 2 割あり、必要な産業振興施策として「人財の連携・協働の苗

床づくり」を挙げる事業所は約 7 割を超えるなど、人財確保・育成は急務の課題と言えます。

特に「郷土愛豊かなモノづくり人財」「経営者・後継者」「グローバル競争に対応できる高度人

財」が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本金

10.1

0.8

0.8

0.8

0.8

11.6

10.9

64.3

0 40 80

～5,000万円

5,001万円～1億円

1億0,001万～1億5,000万

円

1億5,001万円～2億円

2億0,001万円～2億5,000

万円

2億5,001万円～3億円

3億0,001万円～

不明・無回答

（％） 年間売上高

51.2
11.6

3.9
1.6
1.6

1.6
0.8

3.1
0.8

12.4
11.6

0.0

0 40 80

～1億円

1億1,001円～2億円

2億1,001円～3億円

3億1,001円～4億円

4億1,001円～5億円

5億1,001円～6億円

6億1,001円～7億円

7億1,001円～8億円

8億1,001円～9億円

9億1,001円～10億円

10億0,001万円～

不明・無回答

（％） 従業員数（総数）

58.1

14.7

9.3

3.1

3.1

0.0

7.8

3.9

0 40 80

1～50人

51～100人

101～150人

151～200人

201～250人

251～300人

301人～

不明・無回答

（％）

長浜に立地するメリット①

3.9

8.5

3.9

11.6

8.5

17.8

0.0

0.0

27.1

33.3

0 10 20 30 40

交通の利便性が良い

集客が期待できる

取引先企業との至近性

関連会社との至近性

同業種の企業が集積

地代・家賃が安い

大学が近隣に立地

学生が多い

人材を確保しやすい

従業員の通勤が便利

（％） 長浜に立地するメリット②

18.6

2.3

7.8

6.2

6.2

11.6

4.7

33.3

0.8

0 10 20 30 40

長浜市で創業したから 

創業者が長浜市出身

都市基盤が充実

行政支援が充実

操業環境が快適

地域イ メージが魅力的 

その他

特になし

不明・無回答

（％）
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●経営上の課題点として「売上高・受注量の減少」「取引条件・価格競争の激化」を挙げる事業所

が 4 割以上を占めています。自社製品を生産していない事業所は約 3 割、受注先が「1 社また

は数社からの受注が大部分を占める」事業所が約 6 割を占めることから、従来のピラミッド型

の受注関係にある下請け業者が昨今の経済不況に対応しきれていない実態が浮かび上がりま

す。必要な産業振興施策として「中小企業の経営工場の支援」や「中小企業の経営革新の支援」

を挙げる事業所も非常に多いです。 

●事業所の敷地面積は 5,000 ㎡以下が約 4 割、自社で土地・建物を所有する事業所は約 6 割で

す。長浜に立地するメリットとして「地代・家賃の安さ」を挙げる事業所が約 1 割ある一方、

経営上の課題として「施設の老朽化」を挙げる事業所が約 2 割あることから、今後の展開にお

いて工場の拡張が課題となる可能性が高いと考えられます。電力制限の影響や土地利用の見直

しを求める意見もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●新製品・新技術の研究開発に着手済みの事業所が約 4 割を占めており、その多くは「自社の保

有技術を活用した製品開発」です。新製品・新技術の研究開発に関心がある事業所も 3 割超を

占め、今後の事業展開として「既存事業に加えて、新たな事業分野に進出する」事業所が 3 割

超を占めますが、一方で「現状を維持する」事業所も 2 割超あることから、強みのある技術や

製品を持たないために事業展開できない事業所が存在すると考えられます。市町合併のメリッ

トを活用した広域的な産学官金連携による「こだわり商品の開発」が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営上の課題点①

3.1

16.3

17.8

7.0

12.4

37.2

7.0

42.6

4.7 48.1

0 10 20 30 40 50

売上高・受注量の減少

集客・来客数の減少

取引条件、価格競争の激化

大手や他社の市場参入

マーケティング・顧客ニーズの把握が困

難

新事業展開への取り組み不足

資材価格の高騰、仕入額の増加

諸経費の増加

資金不足、資金繰りの悪化

施設・設備の老朽化

（％） 経営上の課題点②

3.9

2.3

0.0

0.0

2.3

21.7

7.8

4.7

4.7

0 10 20 30 40 50

物流システム効率化の遅れ

情報システム整備の遅れ

立地、拡張条件の悪化

人材の確保が困難

後継者がいない

経営ノウハウの不足

その他

特に困っている問題はない

不明・無回答

（％）

今後の事業展開

24.0

18.6

13.2

35.7

0.8

0.8

8.5

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50

現状を維持する

従来の市場における新

製品の開発に注力する
従来の市場における新

技術の開発に注力する

既存事業に加えて、新た

な事業分野に進出する
既存事業の一部を縮小

し、特定の事業分野に絞
既存事業を縮小・廃止し、

転業する

既存事業の廃業を視野

にいれる

その他

不明・無回答

（％）新製品・新技術の研究開発

4.7

34.1

4.7

1.6

9.3

45.7

0 10 20 30 40 50

現在、行っている

今後、実施の予定

がある

行っていないが、

関心はある
現在は行っていな

いが、過去に実績

がある
行っておらず、関

心もない

不明・無回答

（％） 研究開発の方法

0.8

11.6

0.8

4.7

7.0

7.8

3.1

0.8

37.2

0 10 20 30 40 50

自社の保有技術を

活用した製品開発

自社の保有技術と

関係ない製品の開発
大学等の研究機関

との共同開発

大学等の研究成果

を活用した開発

公的機関と共同で開発

異業種企業と共同で開発

同業種企業と共同で開発

その他

不明・無回答

（％）
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２．ＳＷＯＴ分析を応用した市内産業の現状評価（第１期ビジョン策定時） 

 

※SWOT分析とは 
目標を達成するために意思決定が

必要な組織や個人のプロジェクト等
において、 

・強み（Strength） 
・弱み（Weaknesses） 
・機会（Opportunities） 
・脅威（Threats） 

 を評価するのに用いられるツール
の 1つです。 
 
 本市が足腰の強い経済基盤を確立
し、持続的な発展を達成するため、
SWOT 分析を応用して市内産業の現
状を評価することで、評価結果を四半
世紀後の目指す都市・産業の姿の策定
に活用します。 

外的要因 

    今後の機会今後の機会今後の機会今後の機会     

ｏ地方創生の深化を目指し

た「ローカルアベノミク

ス*」の推進 

ｏ「課題先進国日本」とし

ての貢献 

ｏ年々大幅に増加する世界

人口の成長力の取り込み 

ｏ国・県と足並み揃う市基

本構想の推進 

    今後の脅威今後の脅威今後の脅威今後の脅威        

ｏグローバル時代の不安

定・多極化するアジアへ

の対応 

ｏ未曾有の人口減少社会と

超高齢社会 

ｏ構造転換が遅れたことに

よる失われた 20 年の危

機 

ｏ地震、津波、原子力災害

の複合災害による影響 

内
的
要
因 

    長浜市の強み長浜市の強み長浜市の強み長浜市の強み        

ｏ独特の生活文化による都

市的な魅力の向上 

ｏ豊かな自然と風土を愛

し、責任を持ち、実績も

ある経営者マインド 

ｏ伝統を重んじながらも新

たな産業を取り入れる進

取の気性 

ｏ昭和 59 年以降の 9 工業

団地整備等による大手企

業の集積 

積極的攻勢をかけるべきこと積極的攻勢をかけるべきこと積極的攻勢をかけるべきこと積極的攻勢をかけるべきこと    

（地域の強みを活かして（地域の強みを活かして（地域の強みを活かして（地域の強みを活かして

勝機を掴む機会づくり）勝機を掴む機会づくり）勝機を掴む機会づくり）勝機を掴む機会づくり） 

①生活文化と組み合わせ①生活文化と組み合わせ①生活文化と組み合わせ①生活文化と組み合わせ

た商品開発と魅力発信た商品開発と魅力発信た商品開発と魅力発信た商品開発と魅力発信

に向け、恵まれた地域資に向け、恵まれた地域資に向け、恵まれた地域資に向け、恵まれた地域資

源やモノづくり技術を源やモノづくり技術を源やモノづくり技術を源やモノづくり技術を

「みがく」こと「みがく」こと「みがく」こと「みがく」こと    

②長浜バイオ大学や研究②長浜バイオ大学や研究②長浜バイオ大学や研究②長浜バイオ大学や研究

機関との連携強化によ機関との連携強化によ機関との連携強化によ機関との連携強化によ

り、農林水産や医療・健り、農林水産や医療・健り、農林水産や医療・健り、農林水産や医療・健

康及び環境分野におけ康及び環境分野におけ康及び環境分野におけ康及び環境分野におけ

るバイオ産業を「そだてるバイオ産業を「そだてるバイオ産業を「そだてるバイオ産業を「そだて

る」ことる」ことる」ことる」こと 

差別化戦略に活かすべきこと差別化戦略に活かすべきこと差別化戦略に活かすべきこと差別化戦略に活かすべきこと    

（他所はピンチでも強み（他所はピンチでも強み（他所はピンチでも強み（他所はピンチでも強み

を活かして勝ち残り）を活かして勝ち残り）を活かして勝ち残り）を活かして勝ち残り） 

③小さくてもキラリと光③小さくてもキラリと光③小さくてもキラリと光③小さくてもキラリと光

る技術や製品を持つる技術や製品を持つる技術や製品を持つる技術や製品を持つ長長長長

浜企業浜企業浜企業浜企業が持続的に発展が持続的に発展が持続的に発展が持続的に発展

できるよう、成熟した国できるよう、成熟した国できるよう、成熟した国できるよう、成熟した国

内マーケットと成長力内マーケットと成長力内マーケットと成長力内マーケットと成長力

のある海外マーケットのある海外マーケットのある海外マーケットのある海外マーケット

を「ひらく」ことを「ひらく」ことを「ひらく」ことを「ひらく」こと    

    長浜市の弱み長浜市の弱み長浜市の弱み長浜市の弱み        

ｏ元気な滋賀県にあってポ

テンシャルが生かされて

いない 

ｏ市町合併により市域が拡

大し、都市機能が分散 

ｏ急激な世界経済の変化と

国際競争に打ち勝つ力の

不足 

ｏ都市計画の緩和は困難、

新規工業団地造成の用地

確保が難しい 

ｏ経済団体が分散し担い手

も重複、トータル的な産

業支援ができない 

段階的施策に繋ぐべきこと段階的施策に繋ぐべきこと段階的施策に繋ぐべきこと段階的施策に繋ぐべきこと    

（地域の弱みに起因する（地域の弱みに起因する（地域の弱みに起因する（地域の弱みに起因する

損失を回避する手立て）損失を回避する手立て）損失を回避する手立て）損失を回避する手立て） 

④広大な市域の土地利用④広大な市域の土地利用④広大な市域の土地利用④広大な市域の土地利用

に係る再検討、経済団体に係る再検討、経済団体に係る再検討、経済団体に係る再検討、経済団体

の役割見直しと機能強の役割見直しと機能強の役割見直しと機能強の役割見直しと機能強

化、新規の工業団地整備化、新規の工業団地整備化、新規の工業団地整備化、新規の工業団地整備

や遊休施設の活用を通や遊休施設の活用を通や遊休施設の活用を通や遊休施設の活用を通

じてじてじてじて企業企業企業企業の操業環境をの操業環境をの操業環境をの操業環境を

「ととのえる」こと「ととのえる」こと「ととのえる」こと「ととのえる」こと    

専守防衛すべきこと専守防衛すべきこと専守防衛すべきこと専守防衛すべきこと    

（最悪の事態を回避する（最悪の事態を回避する（最悪の事態を回避する（最悪の事態を回避する

危機管理の手立て）危機管理の手立て）危機管理の手立て）危機管理の手立て） 

⑤人口減少及び超高齢社⑤人口減少及び超高齢社⑤人口減少及び超高齢社⑤人口減少及び超高齢社

会の逆風の中、市内産業会の逆風の中、市内産業会の逆風の中、市内産業会の逆風の中、市内産業

を担う経営者マインドを担う経営者マインドを担う経営者マインドを担う経営者マインド

を持った人財の確保・育を持った人財の確保・育を持った人財の確保・育を持った人財の確保・育

成を図るため、広域化し成を図るため、広域化し成を図るため、広域化し成を図るため、広域化し

た市内全域で活躍するた市内全域で活躍するた市内全域で活躍するた市内全域で活躍する

人財や経済団体をネッ人財や経済団体をネッ人財や経済団体をネッ人財や経済団体をネッ

トワークで「つなぐ」こトワークで「つなぐ」こトワークで「つなぐ」こトワークで「つなぐ」こ

とととと    
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３．用語解説 

 

あ行 

ＩｏＴ（アイオー

ティー） 

〔Internet of Things〕あらゆるものがインターネットを通じてつながること。コン

ピュータなどの情報・通信機器だけでなく、世の中に存在する様々な物体（モノ）に

通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信することにより、自動認

識や自動制御、遠隔計測などを行うこと。 

ＩＣＴ（アイシー

ティー） 

〔Information and Communication Technology〕「情報通信技術」の略であり、

IT(Information Technology)とほぼ同義の意味を持つが、コンピューター関連の技術

を IT、コンピューター技術の活用に着目する場合を ICT と、区別して用いる場合もあ

る。国際的に ICT が定着していることなどから、日本でも近年 ICT が IT に代わる言葉

として広まりつつある。 

アグリバイオ 〔agribio〕農業分野においてバイオテクノロジーを活用することで、農産物の生産性

向上等により生まれる新たな産業。 

イスラム国 2014年 6月 29日、ISIS（イラク・シリア・イスラム国）の最高指導者アブ・バクル・

バグダディが樹立を宣言した国。バグダディは新しいカリフを自称し、世界中のスン

ニ派イスラム教徒に忠誠を求めている。しかし、国際社会は独立国家として認めず、

近隣イスラム諸国も地域の安全を揺るがす脅威と危険視している。 

医農工連携 疾病予防と健康増進の維持という観点から農林水産物に新しい価値を見出し、医学と

農業、工業を中心とした様々な連携によって豊かで持続可能な地域産業経済社会を実

現する取り組み。 

インバウンド消費 非国内居住者による国内消費。インバウンドには「海外から入ってくる」という意味

があり、日本から見た場合のインバウンド消費は訪日外国人消費を指す。 

失われた 20年 バブル景気後の約 20年以上にわたる経済が低迷した期間。かつて 1990年代から 2000

年代初頭までの経済を「失われた 10 年」（平成不況）と呼んでいたが、2008 年の世

界金融危機（リーマン・ショック）が発生した事がきっかけで、1990年代、2000年

代以降の経済を合わせて「失われた 20年」と変更して呼ぶようになった。 

英国のＥＵ離脱問

題 

英国は、2018年 6月 23日の国民投票の結果により欧州連合（ＥＵ）からの離脱を決

定。世界経済や金融市場、国際情勢にどのように影響するか先行きの不透明感が増し

ている。ブレグジット（Brexit：Britainと exitを合わせた混成語）といわれる。 

ＡＩ（エーアイ） 〔Artificial Intelligence〕人工知能。人間と同様の知能をコンピュータ上などで人工

的に実現させようという試み、或いはそのための一連の基礎技術。市場変化の予測ま

で織り込まれた自動株取引、コールセンターの自動対応、ロボットタクシーや受付窓

口ロボット、製造や物流の高度な自動化など、これまで人間が対応せざるを得なかっ

た様々な場において人工知能の活用が進み始めている。センサーを備え、全てネット

に繋げられた生産ラインと、そこからクラウドに集められたデータを解析する人工知

能により、高効率で柔軟な生産を実現する生産システムなど IoT との融合も進められ

ている。 

越境ＥＣ（えっき

ょうイーシー） 

〔越境 Electronic Commerce〕インターネット通販サイトを通じた国際的な電子商取

引。経済産業省によると日本における 2013 年度の越境ＥＣの市場規模は 1.7 兆円で、

14 年推計では、米国の日本からの購入額が 4868 億円（対前年比 12.6％増）、中国の日

本からの購入額が 6064 億円（同 55.4％増）となっている。 

オープンイノベー

ション 

〔open innovation〕外部の開発力を活用したり、知的財産権を他社に使用させたりす

ることで革新的なビジネスモデルなどを生み出し利益を得る考え方。ハーバード・ビ

ジネス・スクールのヘンリー・チェスブロウ助教授が提唱。 

オールドバイオ バイオテクノロジーの分類のうち、古くから経験的に応用してきた天然の生物の働き

を活かして食物や薬などを生産する醸造発酵技術。一方、「ニューバイオ」とは遺伝子

組み換え技術に代表される先端技術である。 

か行 

課題先進国・日本 現在の日本の姿は未来の地球の姿であり、日本がかかえる現在の課題は世界がかかえ

る未来の課題であること。小宮山宏三菱総合研究所総長（第 28 代東京大学総長）が

提唱。輸入依存のエネルギー資源、廃棄物の増加、環境汚染、少子化、高齢化、ヒー

トアイランドなど、日本は多くの課題を抱えているが、資源が乏しく人口密度の高い

高度に産業化された先進国に今後訪れる状況であることから、世界における日本を位
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置づけた。 

環境浄化 「微生物を活用した環境浄化（バイオレメディエーション、bioremediation）」のこと

であり、微生物等の働きを利用して汚染物質を分解等することによって土壌地下水等

の環境汚染の浄化を図る技術のこと。環境汚染浄化の技術的手法としては、物理的手

法、化学的手法及び微生物機能の活用等生物学的手法が存在するが、微生物を利用す

るバイオレメディエーションは多様な汚染物質への適用可能性を有し、投入エネルギ

ーが理論的には少なく、一般的に浄化費用も低く済む可能性があり、将来の主要技術

の一つと考えられている。 

機能性食品 人間の健康、身体能力、心理状態に好ましい影響を与える働きなどの生体調節機能を

十分に発現できるよう設計・加工された食品。厚生労働省は平成 13 年 4 月、健康食

品のうち一定の条件を満たすものを「保健機能食品」と称して販売を認める制度を作

り、これが一般に機能性食品と言われる。 

競争的資金 資金配分主体が、広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から、専門家を含

む複数の者による、科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課

題を採択し、研究者等に配分する研究開発資金。 

クールジャパン 日本の文化面でのソフト領域が国際的に評価されている現象、またはそれらのコンテ

ンツそのものを指す用語。1990年代に、イギリスのトニー・ブレア政権が推し進めた

クール・ブリタニアが語源とされ、日本の「ゲーム」「アニメ」「漫画」などのコンテ

ンツ産業や文化が世界的に高く評価されている現象を指す場合が多い。 

蔵付酵母 古くからその酒造・酒造場に住み着いている酵母のこと。野生酵母が桶やタンクの中

で繁殖すると、出来上がる酒は本来の酒質ではなくなってしまう。そのため野生酵母

が入りこまない管理が求められる。 

グローバル化 グローバリゼーション（globalization）。globeとは球体としての地球の意味。社会的

あるいは経済的な連関が、旧来の国家や地域などの境界を越えて、地球規模に拡大し

て様々な変化を引き起こす現象。 

グローバル競争 国際市場における国家間・企業間の競争。経済のグローバル化により、国家間の参入

障壁が低くなり、世界が大きな一つの市場と化した側面があるため、事業機会が増え

る一方で、外国企業と競合する場面も増加した。競争を勝ち抜くためには、技術革新、

安価で良質な労働力の確保、ブランド力の強化、国家政策による後押しなどが求めら

れる。 

グローバル人財 世界的な競争と共生が進む現代社会において、日本人としてのアイデンティティを持

ちながら、広い視野に立って培われる教養と専門性、異なる言語、文化、価値を乗り

越えて関係を構築するためのコミュニケーション能力と協調性、新しい価値を創造す

る能力、次世代までも視野に入れた社会貢献の意識などを持った人間。 

経営発達支援計画 人口減少、高齢化、海外との競争激化、地域経済の低迷といった構造変化に直面し、

売上の減少や経営層の高齢化等の課題を抱える小規模事業者にとって、持続的に事業

を発展させていくため、国内外の需要の動向や自らの強みを分析し、新たな需要を獲

得するために事業を再構築していくことが必要である。このような小規模事業者の技

術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営発達に資する計画を

いう。平成 26 年 6 月に成立した「商工会および商工会議所による小規模事業者の支

援に関する法律の一部を改正する法律」による。 

抗体医薬品 がん細胞や細菌などの異物(抗原)と結びつき、体内の免疫機能を使って異物を破壊す

る。抗体医薬品は、ヒトや動物から取り出した抗体の遺伝子を組み換えるなどして改

良し、注射などで体内に入れて病気を治療するもの。 

高度人財 専門的な技術や知識を持つ外国人労働者の総称として日本政府が使用している用語で

学技術や医療など専門的な知識や技術をもつ外国人労働者の総称。経歴や実務経験な

どをポイント制で評価し、一定以上の得点を得た外国人を「高度人財」として認定し

ようというもの。 

高度モノづくり産

業 

繊維産業・合成樹脂や産業機械、情報通信機器などのモノづくり分野において、高い

技術力を有する企業や研究開発拠点の集積。既存企業の事業高度化と新技術や新製品

を生み出す研究所や、研究開発機能を併設した事業所、いわゆる「マザーファクトリ

ー」の新規立地の促進によって生まれる。 

コホート 〔cohort〕共通した因子を持ち、観察対象となる集団のこと。人口学においては同年

（または同期間）に出生した集団を意味する。 

コミュニティビジ 〔community business〕地域社会のニーズを掘り起こし、生活に関わるきめ細かいサ
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ネス ービスを提供する等、地域コミュニティの問題の解決や生活の質の向上をめざす住民

主体の事業活動のこと。 

コワーキング 〔Co Working〕独立して働くフリーランスや起業家、あるいは企業に所属していても

固定化されたオフィスに縛られない“ノマド（働く場所を自由に選択する）ワーキン

グ”が可能なビジネスパーソンなどが 1カ所に集まり、事務所設備や会議スペースな

どを共有しながらそれぞれの仕事を行う新しいワークスタイルのこと。 

さ行 

産学官金連携 企業（産）が、技術シーズや高度な専門知識を持つ大学等（学）や公設試験研究機関

等（官）、金融機関（金）と連携して、新製品開発や新規事業の創出を図ること。 

産業観光 歴史的・文化的に価値ある工場や機械などの産業文化財や産業製品を通じて、ものづ

くりの心にふれることを目的とした観光をいう。日本では東海旅客鉄道初代会長の須

田寛が初めて提唱された。 

産業クラスター 地域の大学や企業を中核として、産業支援機関や中小企業、ベンチャー企業等が有機

的にネットワークされ、地域全体の最適な生産・開発が行われる産業構造の姿。クラ

スターとは房の意。 

CRO（シーアール

オー） 

〔Contract Research Organization〕医薬品開発業務受託機関。製薬会社や食品会社、

バイオ企業等の研究を外部機関として手助ける、一種のサービス業の形態。認可申請

する際に必要な第三者機関としての役割や、企業が試験を依頼した医療機関等の監視

（モニタリング）を担うこともある。 

シーズ 〔seeds〕企業が消費者に新しく提供する新技術・材料・サービス。 

次世代エネルギー 新エネルギーのこと。新エネルギーとは、新エネルギー法において「新エネルギー利

用等」として定義され、同法に基づき政令で指定されるもののこと。現在、政令によ

り指定されている新エネルギーは、バイオマス、太陽熱利用、雪氷熱利用、地熱発電、

風力発電、太陽光発電などであり、すべて再生可能エネルギーである。 

循環型環境ビジネ

ス 

2000年以降、循環型社会形成推進基本法の制定を始め、各種リサイクル法が導入、循

環型社会構築へ向けた制度整備が行われ、これと並行して社会の環境意識も高まり、

企業等の環境対策を後押しする市場環境が整ってきたことから、資源の有効利用に資

する技術や製品、サービスを提供するビジネスが拡大している。 

省エネルギー 同じ社会的・経済的効果をより少ないエネルギーで得られる様にすること。 

新エネルギー 石油代替エネルギーの製造・発生・利用のうち、経済性の面における制約から普及が

十分でないものであって、その促進を図ることが石油代替エネルギーの導入を図るた

め特に必要なものとして政令で定めるもの。 

スマートインター

チェンジ 

高速道路の本線上またはサービスエリア、パーキングエリア、バスストップに設置さ

れている ETC専用のインターチェンジ。 

生産年齢人口 年齢別人口のうち労働力の中核をなす 15 歳以上 65 歳未満の人口層。これに対し 15

歳未満を年少人口、65歳以上を老年人口という。日本の生産年齢人口は 1990年代を

ピークに減少している。なお、生産年齢人口は働く意思のある労働力人口と、働く意

思のない非労働力人口に分けられる。 

製造品出荷額等 １年間の「製造品出荷額」、「加工賃収入額」、「修理料収入額」、「製造工程から出たく

ず及び廃物」の出荷額と「その他の収入額」の合計で、消費税等の内国消費税を含ん

だ額のこと。 

生物多様性 〔biodiversity〕約 3千万種ともいわれる地球上の生物は、互いに結び付いてバランス

を保っている。そうした種の多用さや、それらが食べ物や薬といった人々の暮らしに

もたらす恵みを、「生物多様性」という。世界的な人口増加や開発などで、ここ数百年

で生物の絶滅速度は 1千倍に加速したとされる。 

専門家バンク エキスパートバンク（expert-bank）。様々な問題に直面する小規模事業者等へ各分野

の専門家（エキスパート）を派遣し、専門的・実践的指導アドバイスを実施し、経営・

技術の強化を図る支援事業。 

創業支援工場 VIF（Venture Business Incubation Factory）。スタートアップ期にある、独創的で将

来性のある技術やアイデアを有するベンチャー企業を支援するために整備された、良

質で低家賃の工場。 

た行 

第二創業 既に事業を営んでいる事業所が、業態転換や新規事業に進出すること。 

地域内経済循環 地域内でモノや資金等が循環する地域経済のこと。地域資源を積極的に活用するなど

地域内調達率が高く、投資が地域内で繰り返し行われることにより雇用・所得が持続
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して生み出される経済を指す。 

地域ブランド 地域が持つ、商品・サービスを識別するしるし。人々がその地域名を聞いた時に、付

加価値として魅力的に思い浮かべるイメージのこと。 

地球温暖化 地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に見て上昇する現象。近年観測され将来的

にも続くと予想される、「20世紀後半からの温暖化」について指すことが多い。 

地球規模課題 一国や一地域だけで解決することが困難であり、国際社会が共同で取り組むことが求

められている課題（環境・エネルギー問題・自然災害（防災）・感染症・食糧問題など）。 

地産外消 地域で生産した物産をその土地で消費する地産地消に対し、地域を飛び越え、首都圏

や近畿圏等の大消費地、ひいては海外で物産が消費されることを指す。地産外商とも

いう。 

地産地消 地域で生産された様々な生産物や資源（主に農産物や水産物）をその地域で消費する

こと。 

地方創生 東京一極集中を解消し、地方の人口減少に歯止めをかけるとともに、国全体の活力を

上げようとする第 2次安倍晋三内閣の政策。平成 26年 1月に成立した「まち・ひと・

しごと創生法」に基づき、急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、将来にわたって

活力ある日本を維持するための長期ビジョン及び総合戦略が示された。 

地方分権一括法 地方分権改革の柱として、1997年に法案として可決成立し、2000年から施行されて

いる。主な目的は、住民にとって身近な行政は、できる限り地方が行うこととし、国

が地方公共団体の自主性と自立性を十分に確保することとされる。機関委任事務の廃

止に伴い、最終的に自治体の処理する事務は自治事務と法定受託事務の 2つに整理さ

れた。 

ＤＩ（ディーアイ） 〔Diffusion Index〕指数を構成する指標のうち上昇・拡張・改善・積極化などの動き

を示す指標の割合を示す指数。変化の方向性を表す。 

ＤＭＥ（ディーエ

ムイー） 

〔Di-Methyl Ether、ジメチルエーテル〕炭素同士の結合を持たないため燃焼時にス

スが発生しない、硫黄分を含まないため SOX の発生がない、水素リッチで熱量当た

りの CO2、NOX の発生も少ない、従って環境負荷の極めて小さい「次世代クリーン

エネルギー媒体」。天然ガス、石炭などの化石資源だけでなく、バイオマス、太陽光発

電電力により生成した水素などまで、幅広い原料から製造可能。LP ガス、天然ガス

と同様に、家庭用燃料、発電用燃料、更にはディーゼルエンジン用燃料や、燃料電池

用の燃料等、幅広い用途に利用可能な新エネルギーとして期待されている。 

な行 

ニーズ 〔needs〕要求、欲求、需要のこと。社会や消費者、企業等が求めるものを指す。 

ニッチトップ 〔niche top〕規模の小さい隙間市場において、圧倒的なシェアを誇る企業のこと。 

200年企業 不況で倒産が相次ぐ一方で、日本には創業 200年を超える企業が 3000社以上もある

と言われている。戦争や災害を乗り越えてきた長寿企業から、事業永続の知恵や成長

の秘密があると考えられる。 

日本食ブーム 日本食レストランが世界各地で急増し、日本食が健康的で理想的な食生活スタイルと

して注目を集めている状態のこと。1977年に米国連邦政府が発表した食生活改善指導

（マクガバンレポート）が歴史上のきっかけ。これは財政赤字縮小のために医療費削

減が叫ばれ、連邦政府は脂肪分やコレステロールの摂取を減らし、蛋白質や炭水化物

を多くとるよう勧める内容だった。その指導内容はまさに日本の伝統的食生活そのも

のだったことから日本型食生活が広く注目されるようになった。 

農商工連携 平成 20 年度中小企業庁が発表した中小企業者と農林漁業者が共同で実施する事業に

対し支援するプログラム。中小企業者と農林漁業者が共同で実施する事業であること、

中小企業の経営の向上かつ農林漁業の経営の改善が実現すること等が要件。 

は行 

バイオインフォマ

ティクス 

〔bioinformatics〕応用数学、統計学、応用物理学、コンピューターサイエンス、計

算機科学などの技術応用によって生物医学の問題を解こうとする学問。 

バイオ産業 生物学での研究を基盤として実業に結びつけ行われる産業。具体的には、発酵、組織

培養、細胞融合、遺伝子組換え等の技術を応用した産業が含まれる。醗酵産業は伝統

的なものもあるが、特に 20 世紀後半以降の上記分野の発展にともなう成果を応用し

た産業がこう呼ばれる傾向が強い。 

バイオテクノロジ

ー 

生物を工学的見地から研究し、応用する技術。近年は特に遺伝子組み換え・細胞融合

などの技術を利用して品種改良を行い、医薬品・食料などの生産や環境の浄化などに

応用する技術を指す。 
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バイオマス 再生可能な、生物由来の有機性エネルギーや資源（化石燃料は除く）。基本的には草食

動物の排泄物を含め 1年から数十年で再生産できる植物体を起源とするものを指す。

エネルギーになるバイオマスの種類としては、木材、海草、生ゴミ、紙、動物の死骸・

糞尿、プランクトンなどの有機物がある。 

ハンズオン支援 ハンズオンとは企業の経営に深く関与することを表す経営コンサル用語。専門家等が

事業計画の策定から事業化達成まで、事業者と伴走しながら事業の進捗状況に応じて

発生する様々な課題について、一貫した総合的な支援を行うこと。 

フィージビリティ

スタディ 

〔feasibility study〕事業化可能性調査。事業やプロジェクトの実施前に、それが実現

可能かどうかを調べること。「事業化調査」「実行可能性調査」「予備調査」等とも呼ば

れる。 

ま行 

マザーファクトリ

ー 

〔mother factory〕いくつかの工場の中で中心的役割を果たす工場のこと。 

ミレニアル世代 〔Millennial Generation〕幼少期からデジタル化された生活に慣れ親しみ（デジタル

ネイティブ）、日常的にインターネットを使いこなしているため、それまでの世代とは

価値観やライフスタイルなどに隔たりがあるとされる。スマートフォンによる情報収

集、ＳＮＳによる交流を大切にする特徴がある。 

ら行 

ローカルアベノミ

クス 

第 2次安倍晋三内閣がデフレ脱却に向けて掲げた経済政策「アベノミクス」の 3本の

矢のひとつ「民間投資を喚起する成長戦略」の第 2弾のこと。 

6次産業化 農業や水産業などの第一次産業が経営の多角化により、食品加工・流通販売にも業務

展開すること（第六次産業） 
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４．策定経過等 

 

（１）懇話会名簿 

【第２期】【第２期】【第２期】【第２期】    

草野 勉   えきまち長浜株式会社 代表取締役社長（懇話会会長） 

金井 萬造  立命館大学 経済学部客員教授（学識経験者、懇話会副会長） 

藤田 義嗣  日本ソフト開発株式会社 代表取締役会長兼社長 

林  章浩  長浜みらい産業プラザ 会長（株式会社旭ハウジング 代表取締役社長） 

金森 弘和  株式会社冨久や 代表取締役 

西村 豊和  長浜北商工会会長（有限会社つるや 社長） 

押谷 小助  東浅井・びわ広域連携商工会会長（株式会社山正 社長） 

沢田 昌宏  長浜商店街連盟 会長（株式会社沢田商店 代表取締役） 

谷本 強   湖北地域雇用対策連絡協議会 会長 

垣平 裕司  関西電力株式会社 滋賀支社長代理 

加藤 幸寛  日本電気硝子株式会社 滋賀高月事業場 事務部長 

佐々木哲也  長浜キヤノン株式会社 取締役経営管理部長 

田中 正孝  田中ホールディングス株式会社 代表取締役会長 

山﨑 俊男  長浜信用金庫 常務理事 

三輪 正直  長浜バイオ大学 学長 

阿部 弘幸  滋賀県東北部工業技術センター 所長 

桐山 輝雄  長浜ビジネスサポート協議会 専務理事 

北川 雅英  長浜市 産業観光部長 

事務局：産業観光部 商工振興課 

（２）ワーキングチーム名簿 

【第２期】【第２期】【第２期】【第２期】    

金井 萬造  立命館大学 経済学部客員教授（学識経験者、懇話会兼務、チームリーダー） 

佐分利功一  東上坂工業団地運営協議会（湖北精工株式会社 総務部課長代理） 

鹿城 律人  長浜みらい産業プラザ 副会長（カシロ産業株式会社 代表取締役社長） 

吉田 道明  吉田農園 代表（湖北地域若手農業生産者） 

冨田 綾子  冨田酒造有限会社 取締役 

北川 直之  長浜信用金庫 本店営業部 部長 

堀  伸明  長浜バイオ大学 研究推進機構事務室 マネージャー 

伊藤 和真  長浜青年会議所 理事長（株式会社材光工務店 代表取締役社長） 

藤田 勝一  長浜ビジネスサポート協議会（東浅井商工会 経営支援課長） 

高崎 光   長浜商工会議所 女性会 顧問（滋賀ファミリー有限会社） 

北川 雅英  長浜市 産業観光部長 

事務局：産業観光部 商工振興課 
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（３）懇話会及びワーキングチーム開催経緯 

日 程 内 容 

平成 28年 

4月 28日(木) 

懇話会座長、ワーキング長、事務局による運営会議 

・産業振興ビジョン改定の趣旨および懇話会、ワーキング構成メンバーに

ついて説明 

・改定の方法、懇話会およびワーキング会議の進め方についてディスカッ

ション 

平成 28年 

5月 25日(水) 

第 1回ワーキング会議 

・産業振興ビジョン改定の趣旨説明 

・各施策についてのディスカッション 

平成 28年 

6月 21日(火) 

第 2回ワーキング会議 

・前回ワーキング会議の討議内容確認 

・各施策および重点プロジェクトについてのディスカッション 

平成 28年 

7月 25日(月) 

第 1回懇話会 

・産業振興ビジョン改定の趣旨説明 

・2回のワーキング会議の討議内容確認 

・各施策および重点プロジェクトについてのディスカッション 

平成 28年 

9月 28日(水) 

第 2回懇話会 

・現産業振興ビジョンの進捗状況 

平成 29年 

1月 30日(月) 

第 3回懇話会 

・産業振興ビジョン【第 2期】(最終案)についてのディスカッション 

    


