
近江牛だけではありません！

竜王町の魅力をまるごと発信！

竜王町まるごとスキヤキプロジェクトの取り組み
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⑤イベントの開催 10/15
まるごと竜王産スキヤキプロジェクト
with近江牛の大鍋事業

牛鍋3000食試食、Beefグルメ、道の駅
だよ全員集合！近江うまいもん食堂
etc

④田園資料館充実
田園資料館改修工事設計委託
平成30年度改修工事予定

⑥ブランドプロモーション
首都圏プロモーション、滋賀県情報
発信拠点「ここ滋賀」（日本橋）PR
、広告展開、パブリシティ、ラッピ
ングetc

推進組織
①アクションプランの策定、

全体戦略立案、推進組織育成、道
の駅拡充全体プランニング

MOP連携
道の駅等町内集客施設間の移動手
段検討

③農業（就農）支援
インターンシップ受入れ支援、新
規就業者相談・交流会、技術指導
窓口、産業間連携etc

②魅力ある農業の創生事業
オーダーメイド型（農家からの手上げ
方式による成果実証型）事業
①新規作物導入支援
②稲わら収集推進支援
③青年就農者支援
④特産品の産地育成
⑤食の安全安心推進

まるごと「スキヤキ」プロジェクト

事務費

まるごと「スキヤキ」プロジェクト 概要図（平成29年度）
～竜王近江牛等特産品発信事業～
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① アクションプラン（地方創生推進交付金に基づく行動計画）

H28年度 地方創生加速化交付金 ２８，５００，０００ 円

H29～31年度 地方創生推進交付金 ３５，０００，０００ 円

Step 1 竜王町が「スキヤキ」のまちとして認知される

Step ２ 「スキヤキ」関連産業（農商工観光）が活性化

Step ３ 仕事が創出され、定住人口が増加

・首都圏、近畿圏におけるPR

・町民への浸透
・各産業の連携の構築

・来訪者の増加
・農業生産額の増加
・商品販売額の増加

・６次産業の創出
・町内雇用の増加
・定住人口の増加
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② 魅力ある農業創生事業（H２９年度）
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農事組合法人 庄米工房 水田（竜王町大字庄地先）にて
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農産物のブランド化推進

竜王白太ねぎ

さつまいも
→ブランド化に向けて検討中
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H27.11 白ねぎ栽培希望者説明会
H28.2 白ねぎブランド研究会立ち上げ

栽培研修会
H28.3～8 播種・定植方法・機械植え研修
H28.9 出荷規格等の検討
H28.10 先進地研修
H28.11～H29.3 H29.7～9 両道の駅で販売
※販売実績 11～3月 白ねぎ 5,396点

竜王白太ねぎ（ブランド品） 947点
7～9月（夏季用白ねぎ）

ゆめわらべ 500点
すずわらべ 191点

H29年度の白ねぎ栽培園は73アール（14名）



・道の駅に技術指導窓口を設置

・圃場にて栽培技術指導を実施

・新規就農者の相談・育成・支援
H28年度 2人 H29年度 2人 新規就農

③ 農業（就農）支援

・農産物の販路拡大と6次産業化
の推進支援
アウトレットのマルシェや各種イベントで農産物を販売
梨酒の試作・黒豆きな粉の加工
学校給食の入札に参加
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オリベイラさん（いちご）

アグリ竜王合同会社
代表社員 西村 之宏さん（いちご）

H29年度新規就農者



④ 田園資料館（道の駅アグリパーク竜王内）充実

地域のミニアメニティセ
ンターのような場所に

（情報発信、交流の場）
例えば・・・

・展示スペース

・カフェスペース

・インターネットスペース

・図書スペース

・テイクアウト売場 など

平成29年度 田園資料館改修工事設計委託

平成30年度 改修工事予定
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⑤10/15『まるごと
竜王産スキヤキ
プロジェクト

with近江牛の大鍋
事業』
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■イベント内容＆タイムスケジュール
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「まるごと竜王産スキヤキプロジェクトwith近江牛の大鍋事業」

＜イベン１＞
牛鍋3000食
無料配布

＜イベント４＞
W-D4

「ミニライブ」

＜イベント３＞
まるごと竜王ウル
トラ○×クイズ大

会

＜イベント２＞
まるごと竜王産

レシピ

＜イベント５＞
竜王町特産品が
当たる!大抽選会

＜イベント６＞子どもお
楽しみコーナー(紙芝
居・フワフワドーム・ミニ
電車・高所作業車)

《ステージ・タイムスケジュール》

◆10時00分～10時15分：開会式

◆11時00分～ ：「牛鍋3000食無料配布」開始

◆10時20分～10時50分： 「竜王町特産品を発信!!“まるごと竜王産レシピ”優秀者発表＆表彰式」

◆11時20分～11時45分：お餅つき大会①

◆11時45分～13時15分：「まるごと竜王ウルトラ○×クイズ大会」

◆13時15分～13時40分：お餅つき大会②

◆14時10分～１５時１５分：「W-D4ミニライブ」（公開リハーサル込み）

◆15時20分～１５時２５分：「SUKIYAKI(上を向いて歩こう)」大合唱

◆15時25分～１５時５５分：「竜王町特産品が当たる!大抽選会」

◆１５時５５分～：閉会式

◆10時50分～11時20分
紙芝居①

◆13時40分～14時10分
紙芝居②
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■イベント１ 『「牛鍋3000食」無料配布』 11：00～

滋賀県食肉事業協同組合、公益社団法人 日本食肉協議会のご協力のもと、
「牛鍋３，０００食」を来場者に無料配布。

《写真は、イメージです》

◆「牛鍋無料配布」の流れ

②アンケートに答えてもらう。 ③牛鍋をもらう

写真：昨年のすき焼き

（まるごと竜王産近江牛

スキヤキプロジェクトin

産業フェア）

《写真：まるごと竜王産近江牛

スキヤキプロジェクトIN産業

フェア》

ア
ン
ケ
ー
ト

①入場時に渡したリストバンドを
手首に巻いて列に並んでもらう。

（※写真は、イメージです）
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■イベント２ 『まるごと竜王産レシピ』 10：20～10：50

１：竜王町の特産品を使った料理＆すき焼きを募集
《応募方法》 レシピ、イメージイラスト、絵、写真などでも可

２：応募レシピの中からスキヤキプロジェクト推進協議会で厳選
３：厳選レシピを試作
４：会場でお披露目・表彰式←10／15
５：来場者に、レシピ（パンフレット）を配布。スキヤキプロジェクトのホームページでレシピ
を公開。

《パンフレット（三ツ折）》イメージ

まるごと
竜王産
レシピ集

表紙 表紙裏 中ページ① 中ページ② 裏① 裏②

料理写真には、QRコードを組み込みipad・携帯でレシピが見られるようにします。
（※写真は、イメージです。）

・竜王町の特産品（近江牛・野菜など）を使った料理
・我が家の「すき焼き」

なすの
牛肉巻

牛肉とあわ
び茸の中華
炒め

牛肉と白ね
ぎの南蛮漬

牛肉と大根
のスープ

あわび茸の
香味揚げ



■イベント３ まるごと竜王ウルトラ○×クイズ大会』11：45～13：15
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来場者参加型の豪華な賞品がもらえる「まるごと竜王ウルトラ○×クイズ大会」。
たくさんの来場者に「竜王町」について知っていただくことが目的。
《クイズ方法》
・ステージ前で参加者を募ります。
・参加者にステージ前客席に集まっていただき、全員で開催。
・出題して、「○」もしくは「×」に分かれてもらい解答。
シンキングタイムを設けて、時間以内に分かれてもらい、時間がきたら
ロープを上げて移動できないようにします。

・出題＆正解は、大型スクリーンに表示。
・司会者から、簡単な解説をします。（※解説内容を大型スクリーンに表示。）
・徐々に難易度を上げていき、上位10名まで絞り込んで、優勝者には『豪華な賞品』をプレゼント。

■イベント４ 『ミニライブ』 14：10～15：15

県内で活躍するアーティスト
『W-D4』のミニライブ

最後に・・・
坂本九さん「上を向いて
歩こう（Sukiyaki）」を来
場者の皆さんと大合唱



■イベント５ お楽しみ抽選会 15：25～15：55
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■イベント６ 子どもお楽しみコーナー（終日）

来場時に、抽選番号を明記したリストバンドを配布。
イベントの最後にお食事券などが当たる抽選会を開催。
来場者には、最後までイベントを楽しんでもらうことを図ります。

（写真は、イメージです。） 《写真：まるごと竜王産近江牛スキヤキプロジェクトIN産業フェア》

竜王西小学校絵本を読む会「ぽえむ」
による紙芝居 フワフワ遊具「コンボイ」 ミニ電車 高所作業車

（写真は、イメージです。）



開催イメージ

日本のブランド牛の元、近江牛発祥の地「竜王町」プレゼンツ、
近江牛を軸とした竜王町が体感できるイベントを「ここ滋賀」で開催！

人々がハレの日に食べる料理「すき焼き」。

竜王町出身の竹中久次が明治初めに東京浅草で、すき焼きのルーツとなる牛鍋を食べさせる店を開業した事に
さかのぼる。近江牛は一躍ブランド牛としての地位を得て、すき焼きは庶民のご馳走として定着した。
また、坂本九の「上を向て歩こう」が海外で「SUKIYAKI」として大ヒットしたことで「スキヤキ」の名は世界中の人に
知られるようになった。
現在、竜王町は近江牛もさることながらフルーツや野菜の県下一大生産地となっている。

このプロジェクトの「スキヤキ」とは、近江牛をはじめ竜王の豊かな食材が入り、そして鍋を囲む人の笑顔と輪をイ
メージしている。竜王町で豊かな土地の幸せなひと時をすごしてもらえるようにと願いこめて。

⑥ ブランドプロモーション
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開催イメージ

11月18～19日（土日）
１階Shiga’s Bar

「竜ノコバコセット」を価格1290円
（イイニク）にてご提供

セット内容
・猪口っと「松の司」
・竜王町のふなずし
・旬のフルーツ
・旬のお野菜
・竜王町のおにぎり 等

その他 １drink,1dish=290円でご提供。

11月18～19日（土日）
１階Shiga’s Bar前イベントスペース

「竜王まるごとスキヤキプロジェクト
マーケット」

販売・・・お米、お酒、お野菜、加工品 等
試食・・・近江牛スキヤキ

ふるさと納税のＰＲ実施・・・ポスター等
竜王町のＰＲ・・・マップ、観光ガイド配布

午後からの3回ほど時間を分けて、近江牛
のすき焼きの試食を実施

１１月１６日（木）
19:00～（予定）
雑誌buonoタイアップイベントの開催
「EX-FOOD Lab.Feat.竜王町」

全体パース

2階パース

1階パース

ふるさと納税ポスター

すき焼き試食 おにぎり試食

竜王ぷらまっぷ配布 販売商品
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竜王町×buono タイアップイベントについて

EX-FOOD Lab.
Feat.竜王町

他では味わえないプレミアム・イベント
Ex-FOOD Lab.とは
buonoが主催する
・Extreme 
・Experience
・Explore
究極の食を体感し新たな発見を得
られるラボラトリーです。

EX-FOOD Lab.Feat.竜王町とは…
buonoが主催する究極の食体験イベントと滋賀県竜王町がコラボレーション。
料理人１名をアサインし、『近江牛』や地産食材を徹底解剖！
食材を活かした料理人のオリジナルメニューの実食から、食材をさらに楽しむテクニック
まで紹介。

■開催場所：ここ滋賀 東京日本橋

■日程：11月16日（木）19時～21時

■参加人数：20名限定

■参加費：無料想定

■ターゲット：グルメを趣味として楽しんでいる『buono』

読者

■イベントコンテンツ案

・竜王町挨拶

・料理人 紹介・挨拶

・オリジナルメニューの実食（料理人解説）

・料理人 テクニック

・質疑応答

×
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竜王町×buono project map

EX-FOOD Lab.
Feat.竜王町

MAGAZINE
11月6日発売

4C4P 記事制作

・竜王町取材

・イベント告知

WEB サイト
・告知記事制作

・募集ページ制作

・応募者ステータス

アンケート設置

告知
SNS
イベント告知

WEB サイト

・レポート記事制作

ココ滋賀にてメニュー展開

2017年11月16日 レポート

WEB上イベント告知

10月6日公開
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