
  

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 創業支援課まで ０７７－５１１－１４１２ 

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

■ 平成 30年度 プラザ創業支援課の 

「理念」「使命」「キーワード」 

--------―--------------------------------------- 

平成 30 年度のスタートに際し、今回のニュースレタ

ーでは、滋賀県産業支援プラザ創業支援課の①「理念」

②「使命」③「キーワード」をご紹介いたします。 

まず創業支援課の①「理念」は『創業機運の醸成』で

す。 

残念ながら日本の風潮として、起業を志す人や、創業を

人生の選択肢と考えている人が少ない風潮にあります。

かかる状況下、少しでも滋賀県の起業・創業を増やし、

地元経済の活性化につなげる目的から、プラザでは平成

18年度より、自由に気楽で、対等な立場での、学び（ビ

ジネスセミナー）と交流（カフェ）の場を提供する「ビ

ジネスカフェあきんどひろば」を主催しています。でき

るだけ多くの方々との出会いを通じて、プラザの各種支

援策の周知と、そこでめぐり合えた起業家の夢の実現の

お手伝いに努めています。 

 継続は力なりの諺の如く、この 11 年間でビズカフェ

をきっかけとして、起業・創業された方々も多数おられ

ます。また、コラボしが 21 インキュベーションや、滋

賀県立 SOHO ビジネスオフィスなどの創業支援施設への

入居者数も 116名にものぼります。 

今年 2 月には「ビジネスカフェあきんどひろばの運

営」が中小企業庁より「創業機運醸成賞」を頂きました。

これはプラザの取組みが、国策とも合致していることの

証であり、大きな自信と励みになりました。今年度も引

き続き全県下で『創業機運の醸成』に向けた活動を積極

的に展開してまいります。 

続いて創業支援課の②「使命」は『地域はひとつのイ

ンキュベーターの実現』です。 

滋賀県には、県の地域の創業応援隊事業で誕生した公

認インキュベーションマネージャー（IM）を中心に、43

名もの創業支援のエキスパートがおられます。このよう

に大勢の公認 IM がそろっている県は全国的にも稀有で

あり、滋賀県の創業支援における最大の強み、財産とい

っても過言ではありません。この人的ネットワークの強

みを活かし、滋賀県のどの地域の起業家に対しても、 

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

■ 「LOVEフェス シンポジウム＋女性起業家＊働き方

改革＋フェスタ」において創業関連情報を提供！ 

--------―--------------------------------------- 

5 月 17 日（木）に大津市主催の女性起業家経営スク

ールを卒業した２期生による、シンポジウムや体験を組

み合わせたイベント「LOVE フェス」がフォレオ一里山

で開催され、イベントを後援したプラザ（創業支援課）

からは創業に関する情報提供をおこないました。 

同イベントは育児等で仕事から遠のいた女性に再び

働き始めるきっかけを作ってもらおうと開かれたもの

で、開催にあたってはプラザの創業準備オフィス卒業生

（ロルフィングルーム Koru 永井 宏実 氏）も実行委員

として参加。シンポジウムでは大津市長ら女性３人から

「私の好きが仕事になるまで」をテーマに話があり、会

場には市内の女性起業家のブース（講座、体験、マルシ

ェ）や、仕事への復帰や起業を目指してもらうための相

談窓口も設けられ、平日にもかかわらず 400名を超える

来場者で賑わい、女性の起業に対する関心の高さが感じ

られました。 

プラザからは、コラボしが 21 の創業準備オフィス、

創業オフィスの紹介や、創業支援課で実施している起業

創業に関する支援内容について説明をおこないました。

創業支援課の目指す「創業機運の醸成」の一環として、

ますます女性の起業創業が増えるような取組、支援を実

施していきたいと思います。 

 

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

■ 草津ＳＯＨＯ・ビジネスオフィス歓送迎会を開催 

--------―--------------------------------------- 

6月 8日（金）に草津ＳＯＨＯの歓送迎会が、隣接す

るビルの居酒屋「炭旬」で総勢 18 名参加のもと開催さ

れました。半年ぶりの歓送迎会で大いに盛り上がりまし

た。今回は歓送迎会と本年度の草津ＳＯＨＯ自治会の役

員紹介も兼ねる行事でした。送別では「おでかけ moa」

の㈱エスクリエイト三尾様、飼料肥料製造開発の   

㈱Do.ベガ HOME 西村様、輸出入業務のサンシャイン㈱ 

田山様、市場調査の㈱レクアス森様の合計４名様で、何

れも３年間の満期ご卒業です。因みにレクアス森様以外

の３名は草津市内に事務所を構えられました。 

そして新規入居は WAVE 樋上様です。樋上様で草津  

ＳＯＨＯ累計入居者は 111となりました。全国には多く

のインキュベーション施設がありますが、入居者数が

100を超える施設はさほど多くはなく、草津ＳＯＨＯの

歴史と伝統を示しております。樋上様は遺品整理業を生

業としておられ、高校時代の同期仲間２名様との合計３

名で部屋の消臭・除菌・殺菌事業と併せて開業し今回草

津ＳＯＨＯへ入居される事になったものです。尚自治会

の新役員は会長には CRAZY・PHOENIX 坂口様が、副会長

には㈱Studio C3山田様が、会計にはケアコン大野様が、

監査にはしがロジカルキッズネットワーク世古様が

夫々就任し挨拶されました。 

 

特に新会長の坂口様は 27 歳で草津ＳＯＨＯ始まって

以来の若手会長であります。新入居者の樋上様が 26 歳

と草津ＳＯＨＯには若い人の風が吹いている感じです。

当日の懇親会には㈱AIOT に勤務される竹中様のお子様

方２名（小学生と幼稚園）にもご参加を頂き従来とは違

う懇親会となりました。今回の送別会ではご卒業の方が

4 名とかつてない大人数でしたので懇親会では草津 

ＳＯＨＯでの思い出話に盛り上がり、宴は深夜まで続き

ました。次回は半年後を予定しています。 

 

 

 

 

 

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

■ ファンが増えるデザイン・商品開発のきっかけ  

～「ココクール マザーレイク・セレクション」を

通して～ が開催されました。 

--------―--------------------------------------- 

2012 年から始まったココクール マザーレイクセレ

クションとは、母なる湖とともに育まれた滋賀ならでは

の資源や素材を活かし、心の豊かさや上質な暮らしぶり

といった滋賀らしい価値観を持つ商品やサービスを集

めたものです。2017 年度までに飲食品・飲食店・生産

品・宿泊施設・衣料・体験・アートのカテゴリー合計で

69件が選定されています。 

 

 セミナーでは 2015 年に選定された『燻彩堂の「チー

ズふなずし」』と『福井弥平商店の「萩乃露 特別純米  

十
と

水
みず

仕込
じ こ み

 雨垂れ石を穿つ」』について、開発担当者と関

係者（デザイナー）から誕生秘話をお話しいただきまし

た。「チーズふなずし」では、ふなずしに対する徹底し

たマーケティングと差別化について。「萩乃露 特別純米 

十水仕込 雨垂れ石を穿つ」では、台風による洪水被害

をきっかけに商品開発がスタートしたことや商品名や

ラベルデザインに込められた思いについてのお話があ

り、ココクール選定により販売促進等のメリットがあっ

たこと等についてのお話もありました。 

 

 また、滋賀県工業技術総合センターからは、食品・プ

ロダクトデザイン係の支援事例発表とセンター利用の

呼びかけがありました。 

今年度、ココクール 2018 の募集は 2018 年 5.15（火）

～6.29（金）まで。応募方法は、「ココクール マザー

レイク・セレクション」のインターネットサイト若しく

は、産業支援プラザをはじめ各所に配布のチラシ裏面を

郵送または FAX にて。詳しくは、滋賀県 商工政策課

（TEL077-528-3712）までお問合せください。 

 

 

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

■ 「３分間プレゼン大会 in 東近江（ファブリカ村）」

を開催！  

--------―--------------------------------------- 

5月 15日（火）に今回 49回目となる恒例の「ビジネ

スカフェ in 東近江」をファブリカ村（東近江市）で開

催しました。 

次回で 50 回目を迎えるこのイベントは、創業機運の醸

成に資するものとして中小企業庁から表彰を受けた「ビ

ジネスカフェあきんどひろばの運営」の取組の一つで

す。 

 

今回は、参加者からのプレゼンテーションに先立ち、

事務局から「経営理念」や「経営ビジョン」についての

説明を行い、具体例として滋賀県発明協会と産業支援プ

ラザ創業支援課の経営理念を紹介した後、参加者にも自

社の理念やビジョンについて考えていただく時間を設

けました。その後は、参加者から自社の経営理念やビジ

ョンとも関連させ３分間プレゼンを実施していただき

ました。継続して実施しているこの取組の成果として、

プレゼン実施者は回を重ねるごとに、指定された３分間

をいっぱいに使って、自分が伝えたいことをわかりやす

くプレゼンテーションできるようになってきています。 

これまでは自社の PR をうまく人に伝えることに重点

を置いてきましたが、これまでの取組と併せて、今回か

ら実施したようにテーマを設定することで、ビジネスの

内容自体を考えてもらう場として、またテーマに応じた

プレゼンテーションについてもうまく行えるよう、次回

50 回目には「あなたにとって三方良しとは」をテーマ

に開催する予定です。 

 

 

 

3 分間プレゼンの様子 

LOVE フェス会場の様子 

ココクール マザーレイク・セレクション

【2015年】に選定された 2つの商品 

商品誕生秘話について担当者

とデザイナーから説明 

歓送迎会の様子 
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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：077-511-1412  

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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◎ 近日開催予定のセミナーの詳細 

についてはこちらの QR コード   

もしくは「支援プラザ 新着情報」 

で検索してください！ 

 

1、 黒壁の概要 

黒壁は、黒漆喰の外壁から「黒壁銀行」の愛称で親

しまれていた第百三十国立銀行長浜支店の建築物保存

と、長浜中心市街地の活性化を目的として、民間企業

8 社と長浜市が出資し、第三セクターとして平成元年

に設立された。 

それまで地場産業に存在しなかったガラス事業を核

として運営され、現在、年商は 6.5 億円、年間集客数

は 200万人あり、長浜の顔として成長を続けている。 

黒壁の事業は、主として以下の 4事業だ。 

(1) ガラス事業部 黒壁ガラス館で扱う国内外のガラ

ス製品と雑貨の販売 

(2) AMISU 事業部（AMISU
ア ミ ス

は「見立て」の意味） 滋賀

特有の歴史と文化に根差したホンモノを扱う店舗 

(3) 制作事業部 吹きガラス、ステンドガラス、彫刻

ガラスなどのガラス小物と建築装飾ガラスの製

造、及び、ガラス体験教室の運営 

(4) 飲食店 96（くろ）CAFÉ 

 

2、黒壁オリジナルのガラス商品を開発 

 従来から黒壁オリジナルガラス製品はあったが、コ

ンセプトがはっきりしていなかったことと、供給能力

が小さすぎることが課題だった。そこで、開発担当の

前田氏は、滋賀の自然・歴史・文化に根差したコンセ

プトを積極的に打ち出したガラス新商品を開発した。

製造は外部に委託する。魅力ある商品ができ上がりつ

つあり、発売後の反響が期待される。 

(1) 彫刻ガラス商品 

伊吹山の自然風景をモチーフとし、伊吹の里山に

暮らす切り絵作家 早川鉄兵氏がデザインしたガ

ラス商品（10/6から販売） 

(2) 漆技術を活用したガラス商品 

長浜曳山祭りの子供歌舞伎衣裳は、絢爛豪華な装

飾や素朴な柄で視覚的な美しさを表現している。

この装飾や柄を活用したガラス商品（来年販売） 

(3) 池蝶貝(ビワパールの母貝)を活用したガラス商品 

貝を微粉化してガラス原料と融和させ、貝から取

り出した螺鈿を装飾に用いたガラス商品 

(4) 池蝶貝とビワパールを活用したアクセサリー 

厚くて大きな池蝶貝を破片化し磨いたものと、ビ

ワパールの B級品を活用した手頃な価格帯（3,000

～5,000円）でおしゃれなアクセサリー 

(3)と(4)は、びわ湖の日（7/1）から販売 

株式会社 黒壁 

地域資源「黒壁ガラス館」を活用した 

ガラス工芸商品の開発事業 

黒壁ガラス館の外観と店内 

統括部長 辻川作男氏  Amisu 事業部長 前田雅美氏 

新商品 彫刻ガラス（左）  漆ガラス（右） 

 

新商品 BIWAKO GLASS（左） 池蝶貝アクセサリー（右） 

http://www.shigaplaza.or.jp/category/news/

