
情報化を支援します

経営革新を支援します

人材育成を支援します

起業·創業を支援します

販路の開拓やマッチングを支援します

産学官金連携によりものづくりを支援します

中小企業の発展段階に応じた各種の支援を行っています

２０１９年度

業務案内

総務課（代）
　 TEL : 077-511-1410
●情報企画課
　 TEL : 077-511-1411
●販路開拓課
　 TEL : 077-511-1413
◆経営相談室
　 TEL : 077-511-1413
●創業支援課
　 TEL : 077-511-1412
●ものづくり支援課
　 TEL : 077-511-1414
◆医工・成長産業振興課
　 TEL : 077-511-1424
●しが産業生産性向上経営改善センター
　 TEL : 077-511-1423
●よろず支援拠点
　 TEL : 077-511-1425

◆県中小企業支援センター事業

◆トップランナー育成支援事業
●省エネ診断支援事業
◯ものづくり現場のＩｏＴ改革モデル事業
●情報化支援事業

◆県中小企業支援センター事業

●よろず支援拠点事業
◆中小企業金融事業

●経営力強化研究事業
●しが産業生産性向上経営改善センター事業

相談体制の充実

企業人材の育成支援

経営革新支援
中小企業の

経営基盤の強化

●滋賀のものづくりマッチングステーション支援事業

●展示ギャラリーの貸し出し

●下請企業振興事業　

●下請かけこみ寺事業

◆中小企業等外国特許出願支援

販路開拓支援

下請企業の振興

国際ビジネス支援

販路開拓および
マッチングの強化

●創業プラザ滋賀支援事業

および情報発信

●草津ＳＯＨＯビジネスオフィス支援事業
●米原ＳＯＨＯビジネスオフィス支援事業
●テクノファクトリー事業

● ビジネスカフェ「あきんどひろば」
●地域需要創造型起業・創業促進事業
●創業応援隊による起業準備者育成支援事業

インキュベーション施設の活用

起業・創業者の発掘支援

起業・創業および
新たな事業活動の支援

●工業技術振興事業

●産学官連携コーディネート拠点運営事業

●戦略的基盤技術高度化支援(サポイン)事業

◆医工連携ものづくりプロジェクト創出支援事業

◆地域未来プロジェクト構築支援事業
◆次世代技術リーディングプロジェクト構築事業

新技術の研究開発支援

医工連携によるものづくり支援

成長が期待される分野の育成

産学官金連携による
新事業創出の促進

●情報収集・発信事業

●プラザfacebookの活用
●「ミラサポ」の運用

タイムリーな情報の収集・提供

双方向コミュニケーションの強化

情報発信の充実
および強化

(公財)滋賀県産業支援プラザ　事業体系

2019年度

業務案内

中小企業の発展段階に応じた各種の支援を行っています

情報化を支援します
経営革新を支援します
人材育成を支援します

起業・創業を支援します
販路の開拓やマッチングを支援します

産学官金連携によりものづくりを支援します
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経営革新支援

商圏マップ
（商圏分析システム）

　
　新規出店や販売戦略検討
のため、既存店との競争環
境の把握などに役立つ商圏
情報の提供を行っています。
出店の際に必要な統計デー
タや競合店情報を地図上に
表示することで、戦略立案
が容易になります。（無料）

経営相談室 専門家派遣
　
　中小企業が抱えている経営・技術等の諸問題に対して、
経営、販売、労務、技術、特許などの幅広い分野の民間
専門家（約450人登録）が現場に出向き、アドバイスし
ます。最大10回にわたっての派遣が可能です。

1回あたりの費用負担 (3分の2をプラザが負担)

相談時間の目安 総　　額 うち、相談依頼人
のご負担金額

２時間程度 27,000円  9,000円
４時間程度 36,000円 12,000円

※消費税率の引き上げに伴い、費用負担の改定を予定しています

経営相談室

窓口相談
　
　豊富な実務経験を有する担当者が中小企業の経営課題
や事業計画の相談に応じ、経営全般や技術など専門的な
立場から指導・助言します。より専門的な経営課題に対
しては、プラザに登録する専門家が適切に助言します。
また、ホームページ上からも創業や経営に関する相談が
できます。
（相談無料）
http://www.shigaplaza.or.jp/mdg/

経営相談室

　　　  滋賀県よろず支援拠点  よろず支援拠点 　TEL  077-511-1425
　
　チーフコーディネーター（CCO）を中心とするコーディネーター（CO）が、中小企業・小規模事業者、NPO法人・一般社団
法人・社会福祉法人等の中小企業・小規模事業者に類する方、創業予定の方からの相談を受け付け、伴走型支援を行います。
(相談無料） 平成31年4月1日現在

コーディネーター氏名 アドバイス内容 コーディネーターからの一言
井上　則男 CCO 事業戦略、資金計画、人材育成、起業・創業 ひとりで悩まず気軽にご相談ください。

西山　彰子 CO 起業・創業、生産管理、販売管理 これから起業・創業を考えておられる方は気軽にお越
しください。

池渕　ゆかり CO 事業計画策定支援（起業・創業含む）、
人事・労務、IT活用、経営デザイン支援 コストをかけない業務改善支援を行います。

中村　嘉造 CO 財務（税務）、起業・創業 中小企業者、小規模事業者の悩み解決をお手伝いし 
ます。どうぞお気軽に。

住田　崇 CO マーケティング戦略、WEB制作支援、
インバウンド支援、ゲストハウス運営支援

インバウンド市場のインパクトを滋賀の地域経済活性
化へつなげたいと強く思っております。

片桐　かほり CO お店作り（陳列、改装、配置、ＰＯＰ等）、
ビジネスメール 無駄にお金をかけない販売促進アドバイスしています。

松尾　裕司 CO ブランディング、販路開拓、販売促進、
新商品開発、広告制作（チラシ・コピー等)

企業や商品の価値を上げて、様々な手法を使って、 
売上を上げる、お手伝いをしています。

山本　治広 CO 経営改善計画策定、起業・創業、事業承継 経営を見直したい方は是非ご相談下さい。

友成　眞一 CO 海外ビジネス（輸出入）の進め方、
貿易実務全般、貿易書類の書き方 海外との取引でお悩み事があればご相談ください。

省エネ診断
　
　中小企業等の省エネ・節電をサポートするため、エネ
ルギー利用状況の見直しや設備機器の改良・更新、電力
管理、デマンド管理などについて専門家が訪問診断を行
い、改善を提案します。
⃝対象　 ①前年度のエネルギー使用量（原油換算）が  

　1500㎘未満の事業者  
②診断後に経営合理化を目指す県内事業者

⃝費用　無料　
⃝診断回数　４回または５回/１社

  販路開拓課

中小企業の経営基盤の強化
経営相談室    販路開拓課 　TEL  077-511-1413
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販路開拓支援

人材育成支援

しが産業生産性向上経営改善センター事業
　　　　　　TEL  077-511-1423

　
　県内企業の生産性向上、経営改善を後押しするため、現場の “良い流
れづくり” を実践できる人材を育成します。
⃝生産性向上支援インストラクター養成スクール  
　対象： 県内企業現場責任者等・受講料25万円（税抜）  

企業退職者等　　　　・受講料13.8万円（税抜）
⃝生産性向上支援インストラクター派遣事業  
　 対象：県内中小企業等  

企業負担金：  
　15万円（計30時間のとき。税抜）

⃝生産性向上ミニスクール事業  
　対象：県内企業、商工業関係団体等  
　企業負担金：  
　　10万円（３時間×３回のとき。税抜）
⃝ ほか、定着支援事業、セミナー 等  

を開催

企業経営者等の研究会
販路開拓課  TEL  077-511-1413

　
　中小企業の経営者等が、経営戦略や技術
の向上に優れた企業を訪問するなど現場主
体の実践的な研究会を開催し、自らの経営
基盤の強化・拡充につなげています。  
(負担金：年額10,000円）

　　　　　販路開拓・マッチング支援  販路開拓課
　
　製造業を対象に、「仕事を受注したい」企業と
「仕事を発注したい」企業を登録(無料)していただ
き企業相互の取引のあっせんを行います。また、発
注希望企業と受注希望企業が一堂に会し、新規取
引先の拡大を目指したビジネスマッチング（商談
会）を開催するとともに、販路開拓支援員等による
県内外の受発注機会の拡大に取り組んでいます。

下請かけこみ寺  販路開拓課
　
　業種を問わず、中小企業からの「取引に関する紛争相
談」に専門のスタッフが親身に助言します。また、必要
に応じて弁護士に無料で相談を行うことができます。

無  料   秘密厳守   匿名相談可能

フリーダイヤル  ０１２０－４１８－６１８
（最寄りの「下請かけこみ寺」につながります）

新規開拓のノウハウを提供
経営相談室    販路開拓課 　TEL  077-511-1413

実践的な学びの場を提供

外国特許出願支援  経営相談室
　
　企業の知的財産を
戦略的に活用してい
くために、外国への
特許などの出願に対
して支援します。

特許相談

ビジネスマッチング（商談会）

しが産業生産性向上
経営改善センター

インストラクター養成スクール 工場見学
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産学官金連携支援

情報提供・IT支援

新技術の研究開発支援
ものづくり支援課 　TEL  077-511-1414

　
　新技術の研究開発に積極的な企業で構成する「しが新
産業創造ネットワーク」を核として、新産業・新事業創
出を目指す企業の発掘を行い、産学官金連携による研究
開発プロジェクトの構築や製品開発、事業化までを連続
的に支援します。
⃝マッチングフォーラムの開催
⃝コーディネータによるプロジェクトの構築支援
⃝公的資金制度説明会や座談会等の開催
⃝ものづくりＩｏＴ研究会の運営
⃝大学や公設試験研究機関との連携
⃝全国的な展示会への出展支援
⃝情報提供
⃝競争的資金（サポイン事業）などの獲得支援

医療・健康など成長が期待
される分野のものづくり支援

医工・成長産業振興課 　TEL  077-511-1424
　
　産学官金連携による医療・健康分野の産業振興を目指
した「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
ます。さらには「医療・健康」分野を含む「成長ものづ
くり」「第４次産業革命関連」等の分野における研究開
発プロジェクトのコーディネート支援を行います。
⃝ネットワーク会議の開催
⃝コーディネータによるプロジェクトの構築支援
⃝医療機器開発セミナーの開催
⃝競争的資金の獲得支援　など

研究プロジェクトの構築から事業化へ

中小企業の情報化を促進
情報企画課 　TEL  077-511-1411

情報提供
　
　ホームページやメールマガジ
ン等を通じて、各種イベントや
セミナー等、様々なお役立ち 
情報をタイムリーに発信してい
ます。また、県内の元気企業の
取り組みを紹介する情報誌『う
ちでのこづち』や、プラザをは
じめ国や県が推進する様々な支
援策を収録した『滋賀の企業支
援ガイドブック』を発行してい
ます。

マッチングフォーラム 医療機器開発セミナー

専門家派遣専門家派遣

出張相談会出張相談会

交流会交流会

産学官金連携産学官金連携

インストラクター養成インストラクター養成

ビジネスマッチングビジネスマッチング

ビジネスカフェビジネスカフェ

展示ギャラリー展示ギャラリー

【編集後記】 今回の特集で取り上げた「地域未来牽引企業」は、いずれも地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の経済成長を力強く牽引する
ことが期待されている企業です。誌面ではごく一部の紹介となりましたが、滋賀県にはそうした魅力的な企業がたくさんあり、活発に活動されているこ
とをあらためて認識しました。地方創生の中核として、地域の未来を担うこれらのお会社に、これからも大きな声援を送りたいと思います。

・ 経営課題に対応した相談や専門家を派遣します。
・ 販路の開拓やマッチングを支援します。
・ 産学官金の連携をコーディネートします。
・ 起業・創業のお手伝いをします。
・ 企業の情報化を支援します。
・ 企業の人材育成を支援します。

頑張る企業を
応援します！
頑張る企業を
応援します！

琵琶湖

京阪石山坂本線京
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京
津
線 国

道
161
号
線

滋賀県庁 JR東海
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NHK
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PP

びわ湖
ホールコラボしが21

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2-1 コラボしが21〈2階〉

【E-mail】info@shigaplaza.or.jp　【URL】www.shigaplaza.or.jp
TEL：077-511-1410（代表） / FAX：077-511-1418（共通）

■JR琵琶湖線（東海道線）「大津」駅より徒歩20分、バス約7分、「膳所」駅より徒歩約15分
■京阪電鉄「石場」駅より徒歩3分（JR膳所駅、JR石山駅乗り換え）

JR膳所

→
至
草
津JR大津

←至
京都

膳 所
石 場島ノ関

1
161

上
栄
町

至
京
都
↓

地域未来牽引企業の取り組み
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イベント・セミナー案内
　　　　　 未来を拓く
地域未来牽引企業の取り組み

ハヤミ工産（株）
化研テック（株）

（株）オーミック
スマック（株）

（株）パルスパワー技術研究所

特集

プラザのお知らせ

未来を拓く

Uchide no Koduchi

vol.
63
平成31年1月発行

特 集

ＩＴ支援
　
　中小企業の情報化を促進して経営力や競争力の強
化を図ることを目的として、ホームページ診断、
Webマーケティ
ング、SNS活用な
どをテーマに、経
験豊富な専門家に
よる実践的な IT
活 用セミナ ー や
ワークショップを
開催しています。

Web活用実践ワークショップの模様
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総務課（代）
　 TEL : 077-511-1410
●情報企画課
　 TEL : 077-511-1411
●販路開拓課
　 TEL : 077-511-1413
◆経営相談室
　 TEL : 077-511-1413
●創業支援課
　 TEL : 077-511-1412
●ものづくり支援課
　 TEL : 077-511-1414
◆医工・成長産業振興課
　 TEL : 077-511-1424
●しが産業生産性向上経営改善センター
　 TEL : 077-511-1423
●よろず支援拠点
　 TEL : 077-511-1425

◆県中小企業支援センター事業

◆トップランナー育成支援事業
●省エネ診断支援事業
◯ものづくり現場のＩｏＴ改革モデル事業
●情報化支援事業

◆県中小企業支援センター事業

●よろず支援拠点事業
◆中小企業金融事業

●経営力強化研究事業
●しが産業生産性向上経営改善センター事業

相談体制の充実

企業人材の育成支援

経営革新支援
中小企業の

経営基盤の強化

●滋賀のものづくりマッチングステーション支援事業

●展示ギャラリーの貸し出し

●下請企業振興事業　

●下請かけこみ寺事業

◆中小企業等外国特許出願支援

販路開拓支援

下請企業の振興

国際ビジネス支援

販路開拓および
マッチングの強化

●創業プラザ滋賀支援事業

および情報発信

●草津ＳＯＨＯビジネスオフィス支援事業
●米原ＳＯＨＯビジネスオフィス支援事業
●テクノファクトリー事業

● ビジネスカフェ「あきんどひろば」
●地域需要創造型起業・創業促進事業
●創業応援隊による起業準備者育成支援事業

インキュベーション施設の活用

起業・創業者の発掘支援

起業・創業および
新たな事業活動の支援

●工業技術振興事業

●産学官連携コーディネート拠点運営事業

●戦略的基盤技術高度化支援(サポイン)事業

◆医工連携ものづくりプロジェクト創出支援事業

◆地域未来プロジェクト構築支援事業
◆次世代技術リーディングプロジェクト構築事業

新技術の研究開発支援

医工連携によるものづくり支援

成長が期待される分野の育成

産学官金連携による
新事業創出の促進

●情報収集・発信事業

●プラザfacebookの活用
●「ミラサポ」の運用

タイムリーな情報の収集・提供

双方向コミュニケーションの強化

情報発信の充実
および強化

(公財)滋賀県産業支援プラザ　事業体系

創業支援の流れ
　

創業支援施設の運営
　

創業支援 起業・創業を目指す方をバックアップ
創業支援課 　TEL  077-511-1412

施設名 利用期間 室数 利用料金(税別) 所在地
創業プラザ滋賀  創業サロン 6か月 － 5,000円/月

大津市打出浜2-1
コラボしが21 4階創業プラザ滋賀  創業オフィス 3年 小10室

大12室
12,260円/月～78,449円/月
(1平方メートルあたり1,619円）創業オフィス  チャレンジコース 1年

施設名 利用期間 室数 利用料金(税込)
※9月迄

利用料金(税込)
※10月以降 所在地

草津SOHOビジネス
オフィス 3年 20室

(1室 約15㎡～26㎡)
28,900円/月～ 
51,600円/月

30,900円/月～ 
55,200円/月

草津市大路1-1-1
エルティ932 4階

米原SOHOビジネス
オフィス 3年 10室

(1室 約17㎡～20㎡)
22,600円/月～ 
26,500円/月

24,200円/月～ 
28,300円/月

米原市下多良2-137
文化産業交流会館 4階

テクノファクトリー 5年 12区画(工場棟) 204,000円/月 204,000円/月 草津市野路東7-3-46
 ※消費税率の引き上げに伴い、利用料金の改定を予定しています

どのような支援を 
受けられますか？

⃝ ビジネスを相談する  
相手がほしい

⃝ 事業立ち上げのため  
拠点を確保したい

⃝ アイデアをビジネス  
にしたい

⃝ 経営に必要な  
ノウハウを勉強したい

⃝ ビジネスパートナー  
を見つけたい

⃝ 優遇制度を利用したい
⃝ とにかく話を聞いて

ほしい
⃝ 起業準備者応援補助金
⃝ 起業･創業相談会

創業準備期
⃝ 創業サロン
⃝ 創業オフィス  

チャレンジコース
⃝ インキュベーション・  

マネージャー（IM）  
による個別支援

⃝ ビジネスモデル相談会 
※ 事業構想を整理し実現

に繋げます
⃝ 創業スクール
⃝ ビジネスプラン発表会
⃝ アントレプレナー養成  

講座
⃝ 入居者向けミニセミナー
⃝ 大津、草津創業支援  

計画による優遇
⃝ 読書会
⃝ ランチミーティング

創業・成長期
⃝ 創業オフィス
⃝ 草津SOHO／  

米原SOHO
⃝ テクノファクトリー
⃝ ＩＭによる個別支援  

担当制での伴走支援
⃝ セミナー 約20回／年
⃝ ３分間プレゼン大会
⃝ 補助金申請支援
⃝ 展示会
⃝ ビジネスプラン  

コンテスト
⃝ プレスリリース支援
⃝ 読書会
⃝ ランチミーティング

自立期
⃝ 商工会議所／商工会  

などを紹介
⃝ 経営基盤強化／販路

開拓／マッチング／新
事業創出などプラザ
担当部署への引継ぎ

⃝ 大津、草津市等の  
家賃補助

⃝ ブログ等で情報提供
⃝ 卒業後も引き続き相

談できる環境を提供
します

⃝ ビジネスカフェあきんどひろば  
(創業関連セミナー）

　地域の創業者の発掘・育成を目的に「Free，
Frank，Flat with Fun（自由で気兼ねなく、対等
な関係でまた来たい)」の精神で、学び（ビジネス
セミナー）と交流（カフェ）の場の提供を通じて、
創業機運の醸成を図ります。

⃝ 創業プラザ滋賀
　創業サロン（コワーキングタ
イプ）と創業オフィス（個室タ
イプ）を提供し、インキュベー
ション・マネージャー（ＩＭ）
による事業計画作成支援等を
通じて起業・創業を支援します。

⃝ テクノファクトリー
　新製品の試作や製造に係る技術の開発・改良を
行う方に賃貸型工場施設を提供し、本格的な事業
展開を支援します。(１棟 約200㎡）
⃝ ＳＯＨＯビジネスオフィス
　個人や企業の拠点としてＳＯＨＯビジネスオ
フィスを提供し、ＩＭが本格的な事業展開を支援
します。

「滋賀はひとつのインキュベータ」
◦ 県内各地の金融機関、支援施設の紹介、  

セミナー等の情報を提供します
◦適切な専門家を紹介します
◦ 専門家派遣制度、商圏マップ、販路開拓、

マッチング、国際ビジネス支援等の滋賀県
産業支援プラザ各課と連携ビジネスカフェ

創業サロン

必要に応じて
随時案内
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情報化を支援します

経営革新を支援します

人材育成を支援します

起業·創業を支援します

販路の開拓やマッチングを支援します

産学官金連携によりものづくりを支援します

中小企業の発展段階に応じた各種の支援を行っています

２０１９年度

業務案内

総務課（代）
　 TEL : 077-511-1410
●情報企画課
　 TEL : 077-511-1411
●販路開拓課
　 TEL : 077-511-1413
◆経営相談室
　 TEL : 077-511-1413
●創業支援課
　 TEL : 077-511-1412
●ものづくり支援課
　 TEL : 077-511-1414
◆医工・成長産業振興課
　 TEL : 077-511-1424
●しが産業生産性向上経営改善センター
　 TEL : 077-511-1423
●よろず支援拠点
　 TEL : 077-511-1425

◆県中小企業支援センター事業

◆トップランナー育成支援事業
●省エネ診断支援事業
◯ものづくり現場のＩｏＴ改革モデル事業
●情報化支援事業

◆県中小企業支援センター事業

●よろず支援拠点事業
◆中小企業金融事業

●経営力強化研究事業
●しが産業生産性向上経営改善センター事業

相談体制の充実

企業人材の育成支援

経営革新支援
中小企業の

経営基盤の強化

●滋賀のものづくりマッチングステーション支援事業

●展示ギャラリーの貸し出し

●下請企業振興事業　

●下請かけこみ寺事業

◆中小企業等外国特許出願支援

販路開拓支援

下請企業の振興

国際ビジネス支援

販路開拓および
マッチングの強化

●創業プラザ滋賀支援事業

および情報発信

●草津ＳＯＨＯビジネスオフィス支援事業
●米原ＳＯＨＯビジネスオフィス支援事業
●テクノファクトリー事業

● ビジネスカフェ「あきんどひろば」
●地域需要創造型起業・創業促進事業
●創業応援隊による起業準備者育成支援事業

インキュベーション施設の活用

起業・創業者の発掘支援

起業・創業および
新たな事業活動の支援

●工業技術振興事業

●産学官連携コーディネート拠点運営事業

●戦略的基盤技術高度化支援(サポイン)事業

◆医工連携ものづくりプロジェクト創出支援事業

◆地域未来プロジェクト構築支援事業
◆次世代技術リーディングプロジェクト構築事業

新技術の研究開発支援

医工連携によるものづくり支援

成長が期待される分野の育成

産学官金連携による
新事業創出の促進

●情報収集・発信事業

●プラザfacebookの活用
●「ミラサポ」の運用

タイムリーな情報の収集・提供

双方向コミュニケーションの強化

情報発信の充実
および強化

(公財)滋賀県産業支援プラザ　事業体系

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ
 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21〈2階〉

TEL.077-511-1410（代表） ／ FAX.077-511-1418（共通）
【E-mail】info@shigaplaza.or.jp　【URL】https://www.shigaplaza.or.jp/

りよ駅」所膳「、分7約スバ、分02約歩徒りよ駅」津大「）線道海東（線湖琶琵RJ ■
徒歩約15分

■京阪電鉄「石場」駅より徒歩約3分（JR膳所駅、JR石山駅乗り換え）

令和元年(2019年)5月発行
※掲載内容は変更される場合もありますので、実際の利用にあたっては各課にお問い合わせください。
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