
  

 

 
                                                                                                                                                                                                        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公財)滋賀県産業支援プラザではコラボしが２１インキュベーション（創業準備オフィス、創業オフィス）、草津 SOHO ビ

ジネスオフィス、米原 SOHO ビジネスオフィス、滋賀県立テクノファクトリーを運営しています。創業や新技術開発など、イ

ンキュベーション・マネジャー（IM）による成長段階に応じた支援を行っています。 

 
 創業をお考えの方は、（公財）滋賀県産業支援プラザ 創業支援グループまで ０７７－５１１－１４１６ 

----------------------------------------------- 

■ IM支援報告会 

----------------------------------------------- 

 滋賀県産業支援プラザでは、4 つのビジネス・イン

キュベーション施設（以下「BI 施設」という。）を運

営しています。各施設では、インキュベーション・マ

ネジャー（以下「IM」という。）が起業家の夢の実現

のお手伝いをしています。IM支援報告会は、月 1回開

催し、４ヶ所 BI施設の IMの情報交換・共有を狙いと

して取り組んでいます。このような取り組みを毎月実

施して、よりよい支援を行っていきたいと思います。 

----------------------------------------------- 

■ コミュニティ・ビジネスセミナー 

----------------------------------------------- 

平成 27年（2015年）6月 24日に近江八幡市にあり

ます男女共同参画センター ＧーNET においてコミ

ニュティ・ビジネスセミナーを開催しました。 
 講師はマイママ・セラピー  ナーシングクリエイ

ト株式会社 代表の押栗 泰代氏に「看護のスキルを

ビジネスに変える ~０からはじめた私の起業~」と題

してお話しいただきました。 
セミナーの参加者の多くは地域のために何かしたい

方や今の事業にコミユニティの事業をプラスしたい

方などにご参加いただきました。 
 押栗さんの最初の取り組みはボランティアからの

始まりでした。産後のお母さんたちにはいつも不安を

抱えておられ、話を聞きかけると涙をこぼされるお母

さんたち。じゃあ、独立して多くのお母さんたちを救

おうということがきっかけに事業を始められたそう

です。 
セミナーに参加された方々は熱心にメモを取る方

やうなずく方など、セミナー終了後は個々に押栗さん

にお話に行かれたり、参加者同士の名刺交換などで時

間をオーバーしても交流を深めている光景がみられ

ました。 
----------------------------------------------- 

■ 滋賀大学社会連携研究センター報に 

ビジネスカフェ掲載される 

----------------------------------------------- 

 滋賀大学社会連携研究センター 

さんと共催でビジネスカフェを 

開催しています。平成 26年度の 

センター報に、昨年度 4回開催 

しましたビジネスカフェが掲載 

されました。今年度も共催で開催 

させていただく予定です。 

 

 

6 月 8 日から 10 日の前期スクーリングでは、以下

の講義や演習が行われました。 
・BI/IM概論：JBIA 会長 星野氏による講義 

・ビジネスカフェ、創業準備オフィス、草津 SOHO  

ビジネスオフィス、長浜バイオインキュベー 

ションセンターの各取り組み：各施設の IMによる

講義 

・事例研究に学ぶＩＭのレベル向上：三重県産業支

援センター 中野氏 

・起業家による発表：準備オフィス卒業者 2名  

・討論 戦略思考の理解：JBIA 会長 星野氏 

また、研修初日夜の交流会には、過去研修の OBも

集り懇親を深め、滋賀ＩＭネットワークの結束力を

深めました。 

 今後の研修予定は、11 月 16 日・17 日に行う後期

スクーリングまでの間、以下の OJT実習を行います。 

・起業者対応実習：4ヵ月間 

・先進 BI施設実習：3ヵ所（コラボしが、草津 SOHO、

長浜バイオインキュベーション） 

・創業セミナー研修：OJT期間中に１回開催 

地域の創業応援隊育成事業として、滋賀県内の各地

域に、創業や新事業の相談から、事業成長までをサポ

ートする人材を育成するという滋賀県の施策のもと、

平成２７年度インキュベーション・マネジャー（ＩＭ）

養成研修が始まりました。 

研修は、滋賀県産業支援プラザが実施します。 

今年度は滋賀県が全国のＩＭ養成研修の先陣を切

って、6月 8日の前期スクーリングをはじめとして、

11 月までの 5ケ月間にわたり研修を行います。 

今年度の受講者は 10 名です。滋賀県内の産業支援

機関及びビジネス・インキュベーション施設で起業支

援に携わっている方々です。 

この IM 養成研修では、IM としての専門知識と技

量を習得することを目的としており、スクーリング

（前期・後期）に加え、OJT としてインストラクター

の指導を受けながら受講者の所属機関等にて、実際に

起業者に対応する実習、更には、先進ＢＩ施設におけ

る実習など、IM としての実務を体験、習得する研修

内容です。また創業セミナーを受講者により企画・運

営し、起業者の発掘・育成に何が必要かを修得します。

一般社団法人 JBIA（日本ビジネス・インキュベーシ

ョン協会）の認定研修として実施しています。 

  地域の創業応援隊育成事業 平成２７年度ＩＭ養成研修始まる 

 

----------------------------------------------- 

■３分間プレゼン大会 in 東近江（ファブリカ村）

----------------------------------------------- 

日時：平成 27年 5月 15日（金）13：00～16：30 

場所：ファブリカ村 

 

 
ビジネスカフェ in 東近江 ３分間プレゼン大会を

能登川にあるファブリカ村で開催しました。 

 今年度からテーマを設けることとし、今回はとっつ

きやすいよう「マーケティング」としました。モノを

売るときに気を付けているポイントや、市場調査をす

る時に気を付けていることなどをお話いただきまし

た。交流会でもプレゼンの内容を話のタネにビジネス

の取り組み方について盛り上がっていました。 

下の写真は草津 SOHO に入居中のパレスチナ・アマ

ルさん。ちょうどこの日の翌日から、ファブリカ村で

展示会をする予定でした。ファブリカ村での出会い

は、新しい事業の取組にもつながっています。そして

プラザからは支援策紹介として、７月から募集が開始

される「しが新事業応援ファンド助成金」の説明を行 
いました。
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■ 米原 SOHO ビジネスオフィス 
〒521-0016 滋賀県米原市下多良 2-137  
文化産業交流会館４F 
TEL：0749-52-9200 

E-mail：maibara@soho-shiga.jp 

 
■ 滋賀県立テクノファクトリー 
〒525-0055 草津市野路東七丁目 3番 46号 

TEL：077-516-0410 

 

 

 

■ コラボしが２１インキュベーション  
〒520-0806  滋賀県大津市打出浜 2-1 
コラボしが２１ ４階 
TEL：077-511-1416  
E-mail：in@shigaplaza.or.jp 

 
■ 草津 SOHO ビジネスオフィス    
〒525-0032  滋賀県草津市大路 1-1-1  
エルティ 932 4 階 
TEL：077-566-8121 
E-mail：kusatsu@soho-shiga.jp 
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創業をお考えの方は、 

滋賀県産業支援プラザ 

創業支援グループまで 

ひこね新開館 

 
地域資源「彦根梨」「環境こだわり農産物のアス

パラガス」を活用した新商品試作開発事業 
 

ひこね新開館は、BBC 滋賀経済 NOW（6 月 6 日

放送）に取り上げられました。 
 
 湖岸道路と愛知川が交差する新海浜で「あすぱら

だいすしんがい」という直営店を営み、地元の野菜

や農産物加工品を販売しています。この地域は良質

な土壌と豊富な水に恵まれ、糖度の高い彦根梨やホ

ワイトアスパラガスの産地として有名です。 
 ホワイトアスパラガスは、やわらかな砂地に埋も

れて、白くやわらかく育ちます。陽に当たるとグリ

ーンアスパラガスになるので、砂の中で育てます。

1970 年代には 100 軒以上の生産農家がありました

が、現在は 10 軒程度に減少しています。 
 梅村和夫社長の夢は彦根の農業を活性化すること

です。滋賀県にはいいものがいっぱいある、まだま

だ伸びしろがある。年齢層が高くなり人口が減って

きた農家に活力を与えたいという強い思いを抱き、2
年前の 7 月 13 日に「あすぱらだいすしんがい」をオ

ープンしました。 

 県内からだけでなく、県外からもホワイトア

スパラガスを求めて来られるお客さんが多いの

に、生産量が少なくて十分に供給できないのが

梅村さんの 1 番の悩みです。新海浜周辺には使

っていない農地や空き家がいっぱいあるとのこ

とで、若い人達に来て欲しいと熱く語っておら

れました。 
 農業には規格外品がいっぱい出てきます。味

は良いのに見た目が悪く、そのままでは売れま

せん。規格外品を活用して新たな付加価値をつ

けて売りたいという思いから、ファンド助成金

を活用して、彦根梨とホワイトアスパラガスを

用いたソフトクリーム開発を始めました。試作

品を作り、300 人程度の試食会を 4 回開催して

アンケートを取り、お客さんの声をせいいっぱ

い反映させたソフトクリームができ上がりまし

た。今は、90％程度完成してきたが、味の工夫

が必要とのことでした。素材の良さをしっかり

引き出せるようなソフトクリームができ上がる

と良いですね。楽しみです。 
 

しが新事業応援ファンド担当 長谷川 


