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公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 

平成２６年度事業実績報告書 

Ⅰ 概 況 
 平成 26年度の我が国の経済情勢は、政府の「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「民間投資

を喚起する成長戦略」の「三本の矢」の一体的推進により、年度後半には実質ＧＤＰ成長率がプラ

スに転じるなど、景気の緩やかな回復基調が続いています。 

  本県においても、製造業を中心とする第二次産業において円安による輸出環境や景況感は改善さ

れつつありますが、円安による原材料価格の高騰、消費増税の影響による個人消費の低迷、人手不

足による人件費の上昇など、先行きはまだまだ不透明感があります。 

 こうした中プラザでは、中小企業者等の売上拡大や経営改善など解決困難な重層課題について、

きめ細かな相談支援を行う「よろず支援拠点」を開設したほか、新事業・新産業の創出に向けて、

新たな国の資金の獲得や補助金の活用に努めるなど、中核的支援機関として積極的な事業展開を図

ってきたところです。 

また、プラザが行っている産学官連携推進や経営・国際ビジネス支援等では、一層の地域経済の

発展と県内中小企業の活性化を図るため、滋賀医科大学および滋賀県立大学と「協力推進に係る基

本協定」を締結するとともに、県内中小企業の海外における円滑な事業展開を促進するため、海外

に拠点を持つ国内の損保会社 2社と「海外展開支援に関する協定」の締結を行いました。 

さらに、平成 26年度はプラザ「第二期中期経営計画 2011」の最終年度であることから、4つの事

業方針に基づき、プラザの強みである「公益性」「広域性」「多様な支援」「情報力」「連携力」

「人間力」を効果的に活用し､中小企業事業者等への各種支援に取り組みました。 

 

事業方針１ 顧客とのコミュニケーションの強化 

      [重点施策] ①相談情報の集積と分析・活用  

②情報の収集・発信および情報化支援 

            ③双方向コミュニケーションの強化 

事業方針２ 経営革新と地域経済の活性化 

         [重点施策] ①経営革新支援  

        ②販路開拓支援 

③「しが新事業応援ファンド」を活用した支援   

 ④国際ビジネス支援  

⑤人材の育成支援 

事業方針３ 創業と新事業の創出 

           [重点施策] ①創業支援   

②新技術の研究開発支援   

③特色ある産業の育成支援 

事業方針４ 交流・連携の舞台づくり 

           [重点施策] ①支援機関の連携  

②交流の舞台づくり 
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Ⅱ 役員会の開催 
１ 理事会の開催 

回数 開催日 付  議 事  項    等 

1 平26. 4. 1 議第１号 

 
平成２６年度第１回評議員会（臨時）の開催について 

２ 平26. 4. 1 議第２号 

 
理事長、副理事長および常務理事の報酬の支給につき

議決を求めることについて 

３ 

 

 

 

平26. 6. 5 

 
 
 

議第３号 

 

 

議第４号 

  

議第５号 

     

平成２５年度公益財団法人滋賀県産業支援プラザの事

業報告ならびに決算報告につき議決を求めることにつ

いて 

平成２６年度公益財団法人滋賀県産業支援プラザの収

支予算の補正につき議決を求めることについて 

平成２６年度第２回評議員会の招集につき議決を求め

ることについて 

４ 平26.11.12 

 

議第６号 

 

 

平成２６年度公益財団法人滋賀県産業支援プラザの収

支予算の補正につき議決を求めることについて 

（報告事項） 

理事長等の職務の執行状況について等 

５ 

 

平27. 3.18 

 

議第７号 

 

議第８号 

 

 

議第９号 

 

議第10号 

 

 

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ「第三期中期経営

計画」策定につき議決を求めることについて 

平成２７年度公益財団法人滋賀県産業支援プラザの事

業計画および収支予算等につき議決を求めることにつ

いて 

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ財務規程の一部改

正する規程案につき議決を求めることについて 

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ就業規程の一部改

正する規程案につき議決を求めることについて 

（報告事項） 

理事長等の職務の執行状況について等 

 

２ 評議員会の開催 

回数 開催日 審  議 事  項    等 

１ 

 

平26. 4. 1 

 

議案第１号 

 

議案第２号 

 

 

理事廣脇正機の辞任に伴い、その後任に千代博を選任

することにつき議決を求めることについて   

公益財団法人滋賀県産業支援プラザの役員等に対する 

報酬等の支給規程の一部改正につき議決を求めること

について 

２ 平26. 6.25  議案第３号 

 

 議案第４号 

 

 議案第５号 

 

議案第６号 

 

平成２５年度財団法人滋賀県産業支援プラザの事業報

告ならびに決算につき承認を求めることについて 

公益財団法人滋賀県産業支援プラザの評議員の選任に

つき議決を求めることについて   

公益財団法人滋賀県産業支援プラザの評議員の選任に

つき議決を求めることについて   

公益財団法人滋賀県産業支援プラザの理事の選任につ

き議決を求めることについて   
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３ 役員                                                          H27. 3.31現在 

役職名 氏 名 就任年月日 主な役職等 備 考 

理事長 田口 𡧃一郎 24. 4. 1 元滋賀県副知事 代表理事 

副理事長 中山 久司 25. 4. 1 （常勤） 
業務執行

理事 

理 事 宮嶋 誠一郎 23. 4. 1 ㈱ミヤジマ代表取締役社長 
 

理 事 鳥居 静夫 23. 4. 1 ㈲豆藤代表取締役 
 

理 事 池田 喜久子 23. 4. 1 ㈲池田牧場専務取締役 
 

理 事 和田 隆博 23. 4. 1 龍谷大学教授・ＲＥＣセンター長 
 

理 事 吉田 郁雄 24. 4. 1 ㈱滋賀銀行専務取締役 
 

理 事 千代  博 26. 4. 1 滋賀県商工観光労働部商工政策課長 
 

理 事 中西 道幸 24. 4. 1 （常勤） 
業務執行

理事 

理 事 中村 吉紀 23. 4. 1 （常勤） 
業務執行

理事 

評議員 大道 良夫 24. 5. 31 滋賀県商工会議所連合会会長 
 

 

評議員 川瀬 重雄 23. 4. 1 滋賀県商工会連合会会長 
 

 

評議員 秋村 田津夫 23. 4. 1 滋賀経済同友会特別幹事 
 

 

評議員 中堀 浩三 26. 6.25 滋賀県中小企業団体中央会副会長 
 

 

評議員 藤田 義嗣 23. 4. 1 （一社）滋賀経済産業協会副会長 
 

評議員 氏原 義美 23. 4. 1 滋賀県信用保証協会専務理事 
 

評議員 仁連 孝昭 26. 6.25 滋賀県立大学理事 
 

評議員 上田 一志 23. 7.12 西日本電信電話株式会社滋賀支店長 
 

評議員 北川 陽子 23. 4. 1 北川織物工場 
 

評議員 羽泉 博史 25. 4. 1 滋賀県商工観光労働部長 
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監  事 片岡 康雄 23. 4. 1 ㈱関西アーバン銀行 顧問 
 

監  事 廣田 光政 25. 6.28 
（一社）滋賀県中小企業診断士協会 

会長 

 

※年度途中の退任役員   理 事  廣脇 正機 （平成 26年 4月 1日） 
評議員  長谷 幸治 （平成 26年 6月 25日） 
評議員    布野 修司  （平成 26年 6月 25日） 
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Ⅲ 事業の概要 

１．顧客とのコミュニケーションの強化 

 (１)支援情報の集積と分析・活用 

顧客である県内中小企業者等との日常的なコミュニケーションの強化を図り、窓口相談事業

をはじめ、セミナー等の各種事業を通じて収集した経営課題等の情報を整理・分析して、適時

適切な支援に努めました。  

 (２)情報の収集、発信および情報化支援 

  ①情報発信事業（実績額：25,160千円） 

   ○産業情報の収集・整理・発信 

支援ガイドブックの刊行やパンフレットの作成を行い広く配布するとともに、国・県を

はじめ各支援機関等のイベントやセミナー等の情報をメールマガジンで配信しました。 

＜滋賀の企業支援ガイドブック 2014年度版＞ 

    県をはじめ国・支援機関等の支援策や問合せ先等を紹介した冊子 

    ・発行部数 3,000部  6月（3,000部）発行 

＜業務案内＞ 

支援プラザの業務や事業体系を紹介したパンフレット 

・発行部数 3,000部 5月発行 

＜メールマガジンの配信＞ 

 ・プラザメールマガジン 52回 

 ○ホームページの充実 

「より見やすく、利用しやすく」を目標に、支援プラザのホームぺージの表現方法などを

改善しました。各種のイベント、セミナー、コラボしが 21内の展示ギャラリー、図書・Ｄ

ＶＤ情報等を掲載するとともに、「滋賀の企業支援ガイドブック」「業務案内」等を掲載

しました。 

＜ページ閲覧件数＞ 

845,833 件 

○「滋賀県企業情報検索市場 (ｓｋｋi)」の運用 

プラザホームページのポータルサイトで運用しＰＲに務めた結果、登録件数は 365社（20

社増）となりました。 

○「うちでのこづち」の発行 

広報紙「うちでのこづち」を従来のデジタルブック化と併せて、紙媒体の冊子として発

行するとともに、プラザの代表的な施策や企業紹介などをホームページ上に掲載しました。 

       ・8月、1月発行 各 3,000部  

○コラボしが 21展示ギャラリーの貸出し  

  県内の中小企業グループや創業間もない企業等に対して、無料の展示スペースを提供し、

その製品・サービス等のＰＲを支援しました。 

   ・貸出件数 13件       

②情報化推進事業（実績額：4,759千円） 

新たに先進的ITハンドラー発掘・顕彰事業を実施し、ITの活用により経営成果を上

げている県内中小企業者8社を「滋賀県先進的ITハンドラー」として顕彰しました。 

・県内企業におけるIT活用に関するアンケート調査  

・先進的ITハンドラー審査会の開催  

・先進的ITハンドラーズフォーラムの開催および受賞企業の顕彰 108名参加 

・各種IT活用セミナー 開催 11回（6テーマ） 計173名参加 

・IT専門家の派遣 9社 計31回 

③ウェブサイト保守運用受託事業（実績額：700千円）  

  県から、『ココクール マザーレイク・セレクション』ウェブサイト保守運用等委託業務

を受託し、プラザホームページで県内の感性豊かな商品情報を発信しました。また、セレク

ション商品・サービスを紹介するコンテンツを追加しました。 
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  ④クリエイターネットワーク化推進事業（実績額：1,061千円） 

県内のクリエイターの顕在化およびスキルアップのため、セミナー・交流会およびデータ

ベースサイトの保守運用を行いました。 

 ・カテゴリー別延べ登録数   139件 

  ・クリエイター登録数    85名 

   ・クリエイティブセミナー開催  5回  参加者 セミナー171名 交流会 132名 

  (３)双方向コミュニケーションの強化 

      プラザの実施した支援事業に対してアンケート調査を実施し、中小企業者等のニーズを把握

し、今後の支援策の充実強化を図りました。また、ホームページやメールマガジン、facebook

を活用し、タイムリーな支援情報の提供を行いました。 

 

２．経営革新と地域経済の活性化 
(１) 経営革新支援 

①県中小企業支援センター事業（実績額：35.469千円） 

  ○プロジェクトマネージャー等支援人材配置事業 

経営全般や技術等専門的な立場から指導・助言する「プロジェクトマネージャー」、

「サポートマネージャー」を配置し、中小企業者等が抱える課題の解決に向け総合的な

支援を行いました。 

  (1)窓口相談  

「経営相談室」を中心に、中小企業者等から寄せられる経営上の様々な相談に対応し

ました。 

          ・窓口相談件数 1,545件 

    (2)出張相談 

中小企業者等が抱える課題の解決を図るため、直接地域に出向き、移動相談会を開催

しました。 

・開催場所  長浜市      10月開催  相談企業数 14社   

        草津市       1月開催  相談企業数  3社 

甲賀市       2月開催  相談企業数 17社 

    ○専門家派遣事業 

     中小企業者等の求めに応じ販路開拓、生産工程改善、ISO認証取得、情報・ＩＴ、労務

（就業規則等）、特許・出願などの分野の専門家を企業に派遣しました。 

  ・派遣回数 ：402回（69社） 

○事業可能性評価委員会「めきき・しが」運営事業  

中小企業者等から公募した新しい事業計画に対して、技術の先進性、製品の市場性、販

売・サービスの独自性等の事業可能性を評価し、応募のあった 2事業について、成長性の

高いＡランク評価を行い公表しました。 

    ・累計 ：審査件数 72件、うちＡランク評価 43件 

②省エネ診断支援事業（実績額：4,056千円）  

中小企業者等の省エネの取組みに対し、専門家を派遣して診断・助言を行うことにより、

省エネによるコスト削減と温室効果ガス排出削減への取組みを支援しました。 

・派遣回数 ：85回（17社） 

③中小企業知的財産戦略支援事業（実績額：4,979千円） 

 ○中小企業外国出願支援事業           

経済のグローバル化による国際的な事業展開や、知的財産権侵害品へ対応するため、

中小企業者の海外での特許取得を支援しました。 

・助成先 6企業 9件 4,979千円 
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④小規模企業者等設備導入資金助成事業（実績額：315千円） 

     貸付先企業の業況を注視しながら、設備の利用状況等の把握とともに適正な債権管理に

努め、貸付資金である県借入金の償還を行いました。本事業は平成 26年度で終了し、県借

入金は全額償還しました。 

      ・資金貸付事業償還： 200千円 

⑤中小企業金融事業（実績額：174千円） 

    ○政策推進資金[新事業促進枠(新設)]・開業資金の管理・運用 

      ・政策推進資金(融資) 

     中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新に関する計画の承認を受けて、その

計画を実施する中小企業者が、民間金融機関から受ける融資について、利用促進・

償還指導を行いました。 

 ・開業資金（融資） 

         県内で新たに開業しようとする者や開業後 5年未満の者が、民間金融機関から受

ける設備・運転等の融資について、受付事務と事業計画等の評価を行うことにより、

ブラッシュアップを行いました。 

          創業枠：申込受付：3件／10,500千円  融資実行：3件／10,500千円 

(２)ビジネスマッチング支援 

     ①下請企業振興事業（実績額：4,182千円） 

専門調査員の訪問･助言活動や商談会の開催等により、下請中小企業の振興を図りました。 

○受注・発注のあっせん 

      ・あっせん紹介件数 751 件（商談成立件数 58 件） 

○専門調査員による企業訪問 

           企業訪問により地域の産業および親企業の動向を把握し、下請中小企業が必要とす

る新規取引先の各種の情報を提供しました。 

        ・訪問件数  664件（発注関係 180件、受注関係 484件） 

             ・指導・相談件数 664 件(あっせん相談 664 件）   

       ○展示会への出展支援 

           ・中小企業総合展（大阪市）        5月開催  

          ・びわ湖環境ビジネスメッセ 2014    10月開催  出展企業数  4社  

②ものづくり小規模事業者等成長支援事業（実績額：8,390千円） 

コーディネーターおよび販路開拓支援員を配置し、小規模事業者等の企業情報把握や 

発注企業の調達情報収集等を行い、受注機会の増大を図るための商談会や企業グループ 

を構築するためのセミナーを開催しました。 

      ・ビジネスマッチング会 in大津 7月開催 発注企業 22社  受注企業 53社 

    ・モノづくり受発注広域商談会 9月開催 発注企業 95社  受注企業 331社 

・マッチングセミナーin長浜 11月開催 参加者 32名 

        ・ビジネスマッチング会 in長浜 11月開催 発注企業 14社  受注企業 30社 

 ・岐阜･滋賀･三重ビジネス商談会 1月開催 発注企業 36社  受注企業 93社 

        ・ビジネスマッチング会 in甲賀    2月開催  発注企業 10社  受注企業 27社 

・近畿・四国緊急広域合同商談会 2月開催  発注企業 170社 受注企業 479社 

・モノづくり連携セミナーin近江八幡 3月開催  参加者 41名 

○販路開拓支援員による発注企業訪問 

      県内外の産業および親企業の発注動向を的確に把握し、下請中小企業の新規取引先の

開拓等について情報を提供しました。 

③下請かけこみ寺事業（実績額：32千円） 

     中小企業者等の取引上の問題の相談対応や弁護士無料相談への取り次ぎを行いました。 

 ・相談件数 45件      

・弁護士無料相談件数 25件 

            ・移動弁護士相談会 1回（長浜市）            
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 (３)「しが新事業応援ファンド」を活用した支援     

しが新事業応援ファンド運営事業（実績額：54,102千円） 

地域ブランド力の強化や地域経済の活性化を目的に、地域資源を活用して新しい商品や 

    サービスの開発に取り組む中小企業等を支援するために、ファンド運用益を助成財源とし

て事業の初期段階の取り組みを支援しました。      

      ・申請件数 44件  採択案件 39件  

     また、新たに販路開拓を支援対象とする制度拡充を図ったことにより、販路開拓 7件を

採択しました。 

(４)国際ビジネス支援 

海外展開支援事業（実績額：7,223千円） 

国際ビジネス情報デスクとして 2名の相談員を配置し、中小企業等の相談に対応するとと

もに、各種の情報提供やセミナー実務講座、相談会等を開催するなど、関係機関と連携して

国際ビジネス展開の支援に努めました。 

・企業相談件数  233件 

・企業訪問件数   48件 

・メコン地域ビジネスセミナー   6月開催      51名参加 

・ベトナムビジネスセミナー①    8月開催      35名参加   

・ＥＰＡの最新情報と原産地証明書の取り方 9月開催   34名参加  

・貿易実務講座                  10月開催      83名参加 

・英文契約講座                  11月開催      35名参加 

・アジア展開セミナー            12月開催      25名参加 

・小口輸入ビジネスの進め方     2月開催      20名参加 

・ベトナムビジネスセミナー②    3月開催      44名参加 

(５)人材の育成支援    

①経営基盤・技術向上等研究運営事業（自主企画事業）（実績額：418千円） 

製造業を中心とした経営者を対象に、「選ばれる企業のこだわりポイント」をテーマ

に、工場見学や講演会等を 6回実施しました。（参加企業数 42社）  

②経営戦略研究会活動支援事業 （実績額：100千円） 

100年企業設計塾としての戦略ゼミを 3回開催し、9名の参加を得ました。 

③技術研修事業（自主企画事業）（実績額：4,591千円） 

企業が必要とする実践的かつ高度な人材育成のため、理論と実践の両面から 13講座の

技術研修講座を開催し、合計 180名の参加を得ました。 

 (６)中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援 

   ○よろず支援拠点事業（実績額：25,266千円） 

「よろず支援拠点」をプラザ内に設置し、コーディネーターおよびサブコーディネータ

ーを配置して「総合的・先進的経営アドバイス」「チームの編成を通じた支援」「ワンス

トップサービス」等による相談やセミナーなどを実施しました。 

  相談実績 1,974件   来訪相談者数 591件 

セミナー開催実績  

   ・よろず支援拠点開設記念セミナー  6月開催        51名参加 

   ・ミラサポセミナー         7月開催        28名参加 

   ・販路実践セミナー         9月～12月開催（5回） 21名参加 

     ・ＷＥＢセミナー          1月～3月開催（3回）   20名参加 

   ・事業周知セミナー                  1月開催        40名参加 
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３．創業と新事業の創出 
 (１)創業支援 

県内４ヶ所のインキュベーション施設を運営し、創業等をめざす入居者に対して、インキュ

ベーション・マネージャー等による多様な支援を行いました。また､実践的経営ノウハウを体

得するための各種セミナーを開催するとともに、インキュベーション施設相互の交流、情報交

換の場を設定しました。 

①コラボしが 21インキュベーション支援事業 

 ○入居状況（室数） 

       4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 １月 2月 3月 

創業準備オフィス 10室 5 4 5 6 5 4 5 6 6 5 4 6 

創業オフィス  13室 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 

     ○創業準備オフィス動向 

入居企業に対する個別ミーティングを実施し、事業計画の作成、マーケティング等の

サポートをしました。また、アントレプレナー養成講座（起業家女子育成塾）を開催し、

入居者の発掘を行いました。 

        ・新入居者：11者 （うち女性 2名） 

・卒業者：10者 

創業オフィスへ 1者、草津ＳＯＨＯへ 1者、独立 6者、撤退 2業者。  

事業ふ化率 80.0％   開業届 4件 （うち法人化 2社） 

○創業オフィス動向 (H27.3現在) 

・新入居企業：3社  

・卒業企業：独立 1社 

   ②県立テクノファクトリー（ＴＦ）支援事業（指定管理事業 実績額：27,039千円） 

管理業務および支援事業を実施しました。 

・新入居企業：6社 

・卒業企業：4社   

          ○展示会への出展支援 

       ・メッセナゴヤ 2014 11月開催 出展企業数 3社  

○入居状況（棟数） 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

TF12棟 10 10 10 11 11 11 11 12 12 11 11 12 

     ③ＳＯＨＯ支援事業 （草津ＳＯＨＯのみ指定管理事業） 

      草津および米原ＳＯＨＯについて、管理業務および支援事業を実施しました。 

○入居状況 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

米原 10 5 6 6 6 6 6 5 4 4 3 3 3 

草津 20 15 14 12 14 15 15 14 14 14 15 15 16 

  ○米原ＳＯＨＯ動向（実績額：5,900千円） 

・新入居企業：1社  従業員数（経営者含）1名  

・卒業企業：独立 3社  

      ○草津ＳＯＨＯ動向（実績額：11,628千円） 

・入居企業：9社      従業員数（経営者含）26名 うち雇用創出 5名 

 ・卒業企業：独立 5社  
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④コミュニティビジネス支援事業 （実績額：282千円） 

地域社会の課題をビジネス的手法で解決するコミュニティビジネスを継続していく

ため、ビジネススキル向上に関するセミナーを開催しました。 

 ・開催場所 草津市（7月 40人、3月 33人）、大津市（2月 38人） 

⑤創業補助金事業（実績額：228,507千円） 

プラザが国の創業補助金の事務局を受託し、起業や第二創業をめざす方に対して、事業

に要する費用の一部を助成しました。 

       ・説明会開催 11回 

・公募回数   2回     

・応募件数  151件 

・採択件数   52件（補助予定金額：99,680千円）  

・助成件数  105件（助成実績：216,820千円）    

   (２)新技術の研究開発支援 

県内企業の新技術創造や技術開発を振興するため、「しが新産業創造ネットワーク」を核に、

新産業、新事業創出を目指す企業の発掘および研究開発プロジェクトの構築を行いました。 

①新技術創出イノベーション活性化推進事業（実績額：4,567千円） 

新産業、新事業創出を目指す企業の発掘およびニーズ・シーズのマッチングを行うと

ともに研究開発プロジェクトの構築を積極的に行いました。 

 ・しが新産業創造ネットワーク会員企業数：189社 

        ・新規プロジェクト構築件数：10件 

②滋賀県工業技術振興事業（実績額：9,659千円） 

県内企業の技術力向上を図るため、国等の技術振興施策・競争的資金制度等の情報収

集・提供を行うとともに、産学官のネットワーク活動強化を図りました。 

③戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）（実績額：264,323千円） 

基盤技術の開発や競争力の強化を図るため、県内企業を中心に大学や公的機関が共同

で研究開発に取り組みました。 

○研究開発テーマ等 

番号 開発テーマ 共同研究体の構成団体 研究期間 

1 

高機能化複雑形状加工に対応

可能な汎用プレス機を用いた

精密３次元形状プレス複合化

技術の開発 

日伸工業㈱、㈱オンワード技研、

滋賀県工業技術総合センター 

平成 24年度

～26年度 

2 

高密度高集束水を用いたウォ

ータジェット加工技術の高度

化に関する研究開発 

能勢鋼材㈱、㈱ＭＯＲＥＳＣＯ、

滋賀県東北部工業技術センター 

平成 24年度

～26年度 

3 

めっき液中の添加剤の劣化に

起因するめっき液性能劣化診

断用計測器の開発 

オプテックス㈱、（独）産業技術

総合研究所、滋賀県東北部工業技

術センター 

平成 24年度

～26年度 

4 

自動車シート用インサート材

の立体成形同時裁断技術の開

発 

大塚産業マテリアル㈱、㈱伊吹機

械、滋賀県東北部工業技術センタ

ー 

平成 26年度

～28年度 

5 

パワー半導体の鉛フリー化を

実現する特殊マイクロ銀焼結

ペーストの開発 

化研テック㈱、滋賀県東北部工業

技術センター 

平成 26年度

～28年度 
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6 

精密な大型空中結像光学パネ

ルを実現するためのレーザー

加工とダイヤモンドワイヤー

ソー切削の複合技術の開発 

㈲オプトセラミックス、国立大学

法人京都大学、㈱アスカネット、

泉陽光学㈱ 

平成 26年度

～28年度 

7 

高機能薄膜製造における高粘

度スラリー液用極低脈動移送

ポンプの開発 

ヘイシンテクノベルク㈱、兵神装

備㈱、中川加工技術研究所、滋賀

県東北部工業技術センター 

平成 26年度

～28年度 

8 

国民病「顎関節症」の治療に最

適な革新的次世代型開口訓練

システムの開発 

山科精器㈱、国立大学法人東京医

科歯科大学、滋賀県工業技術総合

センター 

平成 26年度

～28年度 

 (３)特色ある産業の育成支援 

①医工連携ものづくりプロジェクト創出支援事業（実績額：9,723千円） 

医学・理工学系大学の知的集積と産業の集積を活かし、産学官連携による医療・健康

分野の産業振興を目指す「しが医工連携ものづくりネットワーク」を核として、研究開

発プロジェクトの創出とその事業化を支援しました。 

     ○医工連携ものづくりネットワークの形成および産学官連携コーディネート 

ネットワークへの参画企業を対象とした講演および参加者の交流を行い、学・官⇔

産、産⇔産の双方向の情報交流とビジネスマッチングの場を提供することにより、医

工連携による地域産業の活性化を図りました。 

・ネットワーク会議の開催 ７月、１月 

     ○医工連携ものづくりネットワーク会員情報集の作成 

ネットワーク会員情報を集め、冊子やホームページで公開し情報提供に努めるなど、産

学官連携による事業化を目指した共同研究等へのコーディネートを行いました。 

     ○医療機器開発セミナー 

ネットワークへの参画企業を対象に医療機器開発セミナーを開催し、医療機器開発

および事業化に向けたサポートを行いました。 

②健康創生産業創出支援事業（実績額：4,448千円） 

県が指定を受けた「滋賀健康創生」特区事業の推進を図るため、医工連携による産学

官共同研究の成果や、医療機器分野への進出や新事業創出に意欲的な企業が有する高度

なものづくり基盤技術を活かし、新たな医療・健康管理機器の開発・事業化に向けた支

援を行いました。 

○「医工連携ニーズ・シーズセッション」の開催 

プロジェクト構築を目指した情報交換の場として、事業者の持つニーズやシーズに

関する展示会を実施しました。 

     ○医療・健康管理機器の開発支援等に係る啓発 

       「滋賀健康創生」特区における医療・健康管理機器の開発・事業化支援のパンフレ

ットとパネルを作成し、周知・啓発を図りました。 

③医工連携事業化推進事業（実績額：36,265千円） 

平成 25年 10月に経済産業省委託事業として採択された事業について、プラザが事業

管理機関として平成 28年度の上市を目指して事業を推進しました。 

○開発テーマ「血液一滴で高度な診断を可能とするポイントオブケアシステムの開発」  

事業実施機関 

 ニプロ（株）、NSマテリアルズ（株）、ニッタモールド（株）、神港精機（株）、   

 旭光電機（株）、滋賀医科大学、立命館大学 

平成 27年 3月に経済産業省委託事業として採択された事業について、プラザが事業管

理機関として平成 27年度に事業を推進することとなりました。 

     ○開発テーマ「ロコモ対策のための膝痛改善（予防）機器の開発」（受託額：29,668千円） 
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④課題解決型医療機器等開発事業（実績額：22,098千円） 

平成 26年 3月に経済産業省委託事業として採択され、当プラザが事業管理機関として

事業を推進しました。 

○開発テーマ「老眼鏡のように気軽に使用できる補聴器の開発」  

事業実施機関 

 京セラメディカル㈱、日光精器㈱、成安造形大学、滋賀県立成人病センター、 

 滋賀県工業技術総合センター 

４．交流・連携の舞台づくり 

 (１)支援機関の連携 

      中小企業等の支援を効果的、効率的に進めるため、支援に関わる国・県および経済団体等

との情報交換や連携強化を図るとともに、国の支援制度である「認定支援機関制度」や「地

域プラットフォーム」を活用して事業を実施しました。 

(２)交流の舞台づくり 

人と人、企業と企業、企業と関係団体等との交流により、ビジネスチャンスの拡大を図る

ため、プラザがつなぎ役としてネットワークを構築し、多様な交流の機会づくりに取り組み

ました。 

①しが新産業創造ネットワーク（会員数 189） 

②しが医工連携ものづくりネットワーク（会員数 155）           

③創業を支援するインキュベーションマネージャー（ＩＭ）のネットワーク（40人） 

④ビジネスカフェ「あきんどひろば」の開催（32回） 

⑤クリエィティブ産業に関わるクリエイターネットワーク（登録 85人） 

 

Ⅳ．組織運営 

プラザ「第二期中期経営計画」に基づき次のとおり取り組みました。 

事業執行については、目標の達成度や外部環境の変化等を的確に把握し、ＰＤＣＡサイクルの推

進による事業の進行管理を実施しました。 

また、財務基盤の強化については、事業の効果的、効率的な執行を常に意識するとともに、競争

的資金の獲得に努めた結果、国の「戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）」等において新規

6件が採択されました。 

組織体制の充実については、県、関係企業・団体等の間で派遣職員の受入に向けた調整を行い、

県内中小企業が求める支援人材を確保することができました。 

職員のスキルアップについては、県政策研修センターで実施された階層別等の研修、中小企業大学

校等で実施された専門研修のほか、各種シンポジウム等にも積極的に参加しました。       

なお、次期計画である「第三期中期経営計画」（平成 27年度～31年度）を平成 27 年 3月に策

定しました。 

 

 


