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   第1章 計画の策定にあたって 

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ            

◯ 公益財団法人滋賀県産業支援プラザは、県内産業の振興を図るため、平成11年4月に中小企業振興 
 関係の4団体が統合し、県内中小企業等の中核的支援機関として発足してから16年が経過した。 

  1. 計画策定の背景 

◯ 平成23年4月に公益財団法人に移行し、関係機関との連携のもと、中小企業等の経営革新、新技術 
 開発、販路開拓、起業・創業など多様な支援事業を展開してきたが、この間、社会経済情勢の変化や 
 県内中小企業のニーズの多様化など、プラザを取り巻く環境は大きく変化している。 

◯ こうした中、県では、平成25年4月に中小企業の活性化を推進するため「滋賀県中小企業活性化 
 の推進に関する条例」が施行され、平成27年3月には産業振興施策を総合的に推進するための中長 
 期の指針として「滋賀県産業振興ビジョン」が策定された。また、国においても、平成26年6月に 
 小規模企業の持続的な発展と円滑かつ着実な事業運営を支援するため「小規模企業振興基本法」が、 
 同年11月には地方創生の取組みを推進するため「まち・ひと・しごと創生法」が施行された。 

◯ プラザでは、これまで２度にわたり中期経営計画を策定し、計画に基づきプラザの経営、諸事業 
 を実施してきたが、平成26年度が第二期中期経営計画の最終年度となることから、現在の経済状況 
 やプラザを取り巻く状況の変化を踏まえ、新たな中期経営計画を策定することとした。 

◯ 計画では、前計画の成果や課題を検証し、プラザの果たすべき役割を再確認しながら、これからの 
   プラザ経営の方向性や事業目標、重点的に取り組むべき施策を中心に取りまとめた。  
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    第1章 計画の策定にあたって 

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ P.２           

 名     称 ：公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 
 所 在 地 ：滋賀県大津市打出浜2-1 コラボしが２１内 
 設      立：平成11年 4月 1日 
 目      的：滋賀県における産業の振興を図るため、企業等が行う創業、経営、技術開発等について 
      総合的に支援する事業を行い、もって地域経済の発展に寄与する。 
 基本財産：5,000万円（うち滋賀県の出捐金 4,390万円） 
 役職員数：理事11名（うち常勤4名）  監事2名 職員27名 〔平成27年4月1日現在〕 

 平成11年4月 財団法人 滋賀県産業支援プラザ設立 
             中核的支援機関に認定（新事業創出支援法に基づく） 
 平成12年5月 滋賀県中小企業支援センターに指定（中小企業支援法に基づく） 
 平成16年8月 「コラボしが２１」会館へ移転 
        「コラボしが２１インキュベーション」の設置 
 平成18年4月 「滋賀県立草津ＳＯＨＯビシネスオフィス」の指定管理を県から受託 
 平成18年4月 「滋賀県立テクノファクトリー」の指定管理を県から受託 
 平成23年4月 公益財団法人に移行 
 平成25年4月 認定支援機関として国から認定（中小企業経営力強化支援法に基づく） 
 平成26年6月 「滋賀県よろず支援拠点」を開設 

（１）プラザの概要 

（２）プラザの沿革 



   第1章 計画の策定にあたって 

（１）この計画は、前期計画を引き継ぐ第三期計画として策定するもので、これからの 
        プラザ経営の方向性や事業目標を取りまとめたもの。 
（２）「滋賀県中小企業活性化の推進に関する条例」をはじめ、「滋賀県産業振興ビジョ 
    ン」など、県の関連の各種計画と整合性を図った計画。 
（３）国等の経済産業振興の方向性や地方創生の取組みなど、各種支援施策を踏まえた計    
    画。 
 

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

 2.計画の性格 

 この計画の実施期間は、平成27年度（2015年度）から平成31年度（2019年度）まで
の５年間とする。 
 
（参考）前期計画 
・「第一期中期経営計画2008」 平成20年度から平成22年度までの3年間 
・「第二期中期経営計画2011」 平成23年度から平成26年度までの4年間 

 3.計画の期間 
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 第2章 計画の基本的な考え方 

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

 1.プラザの経営理念と経営指針 

 私たちは、顧客とのコミュニケーションを大切にし、そのニーズの的確な把握のもと 
自らの資源と関係機関等との連携を最大限に活かし、質の高いサービスを迅速かつ着実に
提供することにより、活力ある滋賀県産業の発展に貢献する。 

（１）経営理念 

① 顧客とのコミュニケーションを最も重視し、そのニーズに的確に応えつつ、ともに前
進することを目指す。 

② 産業支援機関や行政など、企業活動の支援に関わるパートナーとの連携を強め、総合
的・一体的な支援を目指す。 

③ 産学官金連携の中核となって、経営革新、新技術の研究開発、新事業やオンリーワン
企業の創出など、新たな産業の振興に取り組む。 

④ 県内企業の動向や産業界の生の声など現場情報の把握と蓄積に努め、行政や産業支援
機関に提供するなど、産業支援策の充実強化に寄与する。 

⑤ 産業・経済の急激な変化や行政の政策方針に機敏に対応し、自ら考え行動する自立的
な組織運営に努める。 

（２）経営指針 
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   第2章 計画の基本的な考え方 

 プラザの強みである６つの視点を踏まえて計画の推進を図り、県内産業・経済の発展に 
寄与する。 

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

 2.計画推進のための視点 

•顧客重視の視点に立ち、顧客から信頼される中で、質の
高いサービスや支援に努める。 （１）信頼性の確保 

•県域全体を支援対象とし、企業等の要請があれば迅速か
つ丁寧な対応に努める。 （２）県域を対象とした支援 

•経営革新、販路開拓、技術開発、創業、情報化など、企
業の発展段階やニーズに応じた多様な支援を展開する。 

（３）多様な支援の展開 
 
•プラザが持つ幅広い企業支援情報などをタイムリーに提
供し、支援に努める。 
 

（４）幅広い情報の提供 

•産学官金連携をはじめ、これまでプラザが構築してきた
ネットワークや交流の場を活用し、連携の強化に努める。 

（５）連携の強化 

•多様な経験を有するプラザ職員や専門家などの人材の活
用や提供に努める。 

（６）多様な人材の活用 
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   第3章 計画の事業目標と重点施策 

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

 1. 中小企業の経営基盤の強化 
（１）経営革新支援 
（２）相談体制の充実 
（３）企業人材の育成支援 

 【事業目標】 

 2. 販路開拓およびマッチングの強化            
（１）販路開拓支援 
（２）国際ビジネス支援 
（３）下請企業の振興 

 3. 起業・創業および新たな事業活動の支援 
（１）インキュベーション施設の活用 
（２）起業・創業者の発掘支援 
（３）地域資源の活用促進 

 4. 産学官金連携による新事業創出の促進 
（１）新技術の研究開発支援 

 5. 情報発信の充実および強化 （１）タイムリーな情報の収集・提供 
（２）双方向によるコミュニケーションの強化 

 【重点施策】 

（２）医工連携によるものづくり支援 
（３）成長が期待される分野の育成 
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  計画の事業体系 



 計画では、5つの事業目標と14の重点施策を挙げ、中小企業等の支援を行う。 
   第3章 計画の事業目標と重点施策 

 中小企業等が経済のグローバル化や産業構造の変化、競争環境の激化などに的確に対応
し、持続的な成長発展をしていくためには、経営基盤の安定が不可欠である。 
 このため、経営の革新や強化のための支援をはじめ、様々な経営課題に対するきめ細か
な相談体制を構築するとともに、貴重な経営資源である企業人材の育成を図る。   

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

 1. 中小企業の経営基盤の強化 

① 県中小企業支援センターとして、経営全般や技術的分野に対応する専門職員を配置し、
中小企業等の経営課題の解決に向けて総合的な指導・助言を行う。 

② 中小企業等が抱える高度かつ専門的な経営課題については、国やプラザで登録してい
る幅広い分野の専門家を企業の要請に応じて派遣し、診断やアドバイスを行う。 

③ 経営革新等に挑戦する中小企業等の新たな事業について、専門家を活用し、事業戦略
や技術戦略の策定からブラッシュアップまで、多角的な観点から支援を行う。 

④ 中小企業等の経営基盤の強化を図るため、国の「認定支援機関制度」や「地域プラッ
トホーム制度」を活用し、他の支援機関等との連携を図りながら、経営革新計画の策
定などの支援を行う。 

（１）経営革新支援 
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   第3章 計画の事業目標と重点施策 

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

⑤ 中小企業等が抱える知的財産に関する課題に対して、一般社団法人滋賀県発明協会が
行う「知財総合支援窓口」との連携を図り、専門家の活用などにより解決を図る。 

⑥ 中小企業等の省エネへの取組みに対して、専門家を派遣して診断や助言を行うことに
より、コスト削減による経営体質の強化と温室効果ガスの排出削減への取組みを支援す
る。  

⑦ 中小企業等の情報化推進による経営力や競争力の強化を図るため、個々の経営課題に
応じてIT専門家の派遣や各種セミナーを開催し、中小企業等の情報環境基盤の整備・強
化を促進する。 

（１）経営革新支援 

① 中小企業等からの様々な相談に対して、「経営相談室」を中心として相談窓口のワン
ストップサービス化を図るとともに、プラザ内での横串の機能を強化し、総合的な相談
体制を確立する。 

② 中小企業等からの専門的な相談や多様な相談に迅速かつ的確に対応するため、専門的
知識を有する職員を配置するとともに、研修等を通じてこれらの職員のスキルアップに
努める。    

③ 県東北部の中小企業等の利便性を図るため、定期的な移動相談会を開催するとともに、
サテライトオフィス設置の可能性について検討する。 

（２）相談体制の充実 
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 第3章 計画の事業目標と重点施策 

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

④ プラザが国から委託された「よろず支援拠点」については、専門スタッフが中小企業
等の売上拡大や経営改善、創業支援など経営上のあらゆる相談に応じるとともに、他支
援機関で解決の困難な重層的な課題について、きめ細かな相談支援を行う。 

⑤ 「経営相談室」と「よろず支援拠点」が定期的に情報交換を行い、相談内容等を共有
し、効率的かつ効果的な相談支援に努める。 

⑥ 中小企業等に対する金融相談については、金融機関経験者の職員を配置し相談に応じ
るとともに、必要に応じて制度融資の活用や公的機関の助成制度の斡旋・紹介を行う。 

（２）相談体制の充実 

① 中小企業の経営者等を対象に、現場主体の実践的な研究会を開催し、経営力の強化や 
   会員相互の技術力の向上を図る。 
② 中小企業等におけるＩＴ活用の促進や国際化への対応、省エネルギー対策などのため 
   の各種セミナーを開催し、企業環境の変化に対応できる人材の育成を図る。 
③ 企業等で構成する「しが医工連携ものづくりネットワーク」や「しが新産業創造ネッ 
   トワーク」などを活用し、医療機器開発や環境・ものづくり基盤技術に特化した人材の 
 育成を支援する。 
 

（３）企業人材の育成支援 
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   第3章 計画の事業目標と重点施策 

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

④ 県が推進する「滋賀発の産業・雇用創造推進プロジェクト」の運営事務局を県から受   
 託し、中小企業等が求める人材の確保・育成の取組み等を支援することにより、産業振 
 興と一体となった安定的かつ良質な雇用の創造を図る。 
⑤ 県と連携して企業の製造現場の改善や生産性の向上を図るため、プラザ内に「ものづ  
 くり経営改善センター」を設置し、ものづくりカイゼンインストラクターの養成や企業 
 派遣等を行うことにより、ものづくり人材の育成を図る。 
 

（３）企業人材の育成支援 
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   第3章 計画の事業目標と重点施策 

 中小企業等の安定的な受注量の確保と経営基盤の強化を図るため、新たな取引先を紹介
するための商談会の開催や優れた技術や製品を紹介する見本市への出展支援などを通じて、
販路開拓やマッチングの機会を充実する。 
 また、経済のグローバル化による企業の海外進出の拡大に伴い、多様な国際ビジネスの
展開が図られるよう、企業ニーズに合った相談や情報提供を行うなど、サポート体制の構
築に努める。   

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

 ２．販路開拓およびマッチングの強化 
 

① 中小企業等が安定した経営を維持するための受発注の確保や販路開拓につながるよう、 
 販路開拓支援員等が県内外大手企業の動向を把握し、企業訪問等により適切な助言や情 
   報提供に努める。 
② 県内外の発注を希望する企業と県内の受注を希望する企業とのマッチングを支援する 
   ため、各種展示会や商談会を他の支援機関等と連携しながら実施する。 
③ 中小企業等の持つ優れた技術や製品等を紹介し、販路開拓や新規取引につなげるため、 
   県や支援機関等が県内外で開催する展示会や商談会に出展する企業に対して支援を行う。 

（１）販路開拓支援 
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   第3章 計画の事業目標と重点施策 

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

④ 優れた技術や製品を持つ中小企業等が、新規取引先の獲得や成長産業分野への参入が 
   可能となるよう、同業他社や異業種との交流・連携を促進するなど、新たなビジネス展 
   開につなげるための支援を行う。 
⑤ 地元中小企業の部品・部材による「メイドインしが」の製品づくりを大手事業所に働  
 きかけ、中小企業のグループ化による共同受注を促進する。   
⑥ 新規出店や販売戦略を検討する際、既存店との競争環境の把握などに役立つ情報を 
   「商圏マップ」として提供し、商店等の戦略立案を支援する。 
⑦ コラボしが２１内に常設している展示ギャラリーにおいて、展示商品のＰＲや商談に 
   つながるよう、運営を工夫し活性化を図る。 
  

（１）販路開拓支援 

① 中小企業等が行う貿易取引や海外投資事業を支援するため、プラザ内に「貿易・投資相 
 談窓口」を常設し、海外事情に精通した経験豊富な相談員を配置して、各種の相談を行 
   う。 
② 海外展開をめざす中小企業者等のニーズに応えるため、各種の国際情報セミナーを開催 
  するとともに、県や独立行政法人日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）、独立行政法人中小 
  企業基盤整備機構等の支援機関と連携し、最新の海外ビジネス情報の収集や提供を行う。 

（２）国際ビジネス支援 
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   第3章 計画の事業目標と重点施策 

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

③  企業の海外情報の収集や現地支援の強化を図るため、海外事情に精通した商社や金融機 
  関等との連携を図るとともに、県内の海外ビジネス経験者を発掘し、海外支援人材のデー 
  タ化を推進する。 
④ 知的財産権を活用して外国への事業展開を計画している中小企業等に対して、特許等の 
  外国出願業務をサポートする。 
⑤ 海外展開をめざす企業動向やニーズの把握に努め、今後マーケットの拡大や企業進出の   
 増加が予想されるＡＳＥＡＮ諸国の情報収集やサポート体制の構築に努める。 
 

（２）国際ビジネス支援 

① 取引あっせんを希望する下請企業への専門調査員等の訪問回数を拡大し、経営環境や業 
   況の把握、支援に必要な情報を収集するなど、質の高い相談・助言を行う。 
② 中小企業等が抱える下請取引上の様々な悩みや相談にきめ細やかに対応するため、国の 
   「下請かけこみ寺事業」と連携し、下請取引の適正化を推進する。 
③ 中小企業等の販路拡大や新規取引先の情報を記載した「受注企業登録名簿」を作成し、 
   展示会や商談会等で大手発注企業へ配布することにより、販路拡大や新規取引先の拡大 
   につなげる。 
 

（３）下請企業の振興 
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   第3章 計画の事業目標と重点施策 

 県内の開業率を上昇させるためには、地域における起業・創業を促し、加えて、女性や
若者が起業・創業しやすい環境をつくることが重要である。 
  このため、インキュベーション施設機能の活用や新たな起業・創業者の発掘・育成を行う
など、成長段階に応じた支援を展開する。また、地域資源を活用した商品開発などの事業
活動を支援し、地域ブランド力の強化や地域経済の活性化を図る。   

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

 ３．起業・創業および新たな事業活動の支援 
 

① これから起業・創業をめざす人に対して、創業準備オフィス等を提供し、ビジネスプ  
 ランの策定や資金調達、販路開拓等の支援を行い、早期の起業・創業につなげる。 
② 県立ＳＯＨＯビジネスオフィスの指定管理等を受託し、起業・創業して間もない事業 
 者に対して、ＩＴ等を活用した事業活動の拠点としてオフィスを提供することにより、 
   本格的な事業展開を支援する。  
③ インキュベーション施設内にＩＭ（インキュべーション・マネージャー）を配置し、   
 入居者に対する経営指導や各種支援制度を活用して経営力の向上につなげるための支援   
   を行う。 
④ 起業・創業をめざす人を様々な角度から支援するＩＭを養成するとともに、大学や支 
 援機関等で構成する県内外のＩＭネットワークと連携し、インキュベーション施設の機    
   能強化を図る。 
  

（１）インキュベーション施設の活用 
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公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

①  県内で起業や第二創業をめざす人に対して、起業家マインドの醸成やインキュベーショ  
 ン施設への入居につなげるため、県内各地でビジネスカフェ「あきんどひろば」を開催し、 
   セミナーや交流の場を通じて、起業・創業者の発掘支援に努める。 
② ビジネスカフェ等による起業・創業者の発掘から、インキュベーション施設への入居 
 支援、公的な助成制度の活用促進、新たな事業者としての地域定着まで、成長段階のス 
 テージにわたって一貫した切れ目のない支援を行う。 
③ 新たに起業チャレンジしたい女性や若者等に対して、支援機関や大学等と連携し、起業 
   塾やセミナー等を開催し、新たなビジネスチャンスに挑戦する機会を提供する。 
④ 市町が策定する「創業支援事業計画」に基づき実施される各種の創業支援施策に対して、 
   市町と連携し地域の創業を促進する。 

（２）起業・創業者の発掘支援 

① 「しが新事業応援ファンド」を通じて、地域資源を活用した新商品やサービスの開発、 
   販路開拓など、新たな事業の取組を行う中小企業等に対して助成を行う。なお、ファン 
   ドは平成3０年度に終了することとなるが、事業成果を検証し、ファンド事業の継続につ 
   いて国等に働きかけていく。 
② 農商工連携や６次産業化による農林水産物の高付加価値化やブランド化を図るため、 
 ファンド事業や各種助成制度の活用を促すとともに、県や支援機関等と情報を共有し、連 
 携しながら支援に努める。 
③ 将来的に発展が期待できるクリエイティブ産業を育成するため、県や関係機関・団体等 
   と連携を図りながら、「しがクリエイター情報データベース」の充実を図るとともに、セ    
 ミナーや交流会を通じてマッチングの機会を提供するなど支援に努める。 
 

（３）地域資源の活用促進 

P.15           



   第3章 計画の事業目標と重点施策 

 経済のグローバル化が進展する中、ものづくり県である本県産業が活力を維持し、発展
成長を続けていくためには、新しい技術や製品開発に取り組んでいくことが重要である。 
 このため、医療・健康分野およびモノづくり基盤技術、環境関連分野を中心とした産学
官金連携によるネットワークの構築および新たな研究開発の推進により「新技術の芽の発
掘」から「新事業の創出」までの幅広い支援を行うことにより、事業の持続的な発展と競
争力の一層の強化を図る。  

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

 ４．産学官金連携による新事業創出の促進 
 

① 新技術の研究開発に積極的な企業等で構成する「しが新産業創造ネットワーク」を核 
   として、新産業・新事業の創出をめざす企業の発掘と研究開発プロジェクトの構築が図    
   られるよう、切れ目のない支援を行う。 
② 県内企業のモノづくり基盤技術の高度化を図るため、国の「戦略的基盤技術高度化支 
   援事業（サポイン）」等の公的資金を活用し研究開発を推進するとともに、研究成果の 
   実用化や事業化に向けて支援を行う。 
③ 県内企業の新技術の探索を積極的に行うとともに、ニーズとシーズのマッチング機会 
   や情報の提供を行うことにより、革新的技術を持つ企業の新たな事業化を支援する。 
④ 県立テクノファクトリーの指定管理を受け、新製品の試作や製造に係る技術開発・改 
 良を行う企業に賃貸型工場施設を提供し、事業化や製品化に向けた事業展開を支援する。 

（１）新技術の研究開発支援 
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① びわこ南部地域を中心に進む医学・理工学系大学の知的集積を活かし、医工連携による 
   研究開発プロジェクトの創出と事業化を支援するとともに、医療分野への参入をめざす企 
 業等で構成する「しが医工連携ものづくりネットワーク」の組織拡大を図る。 
② 地域の"ものづくり力"を活かした「滋賀健康創生」特区の各種制度を最大限に活用し、 
   産学官金連携による医療機器や健康管理機器の開発および事業化を促進する。 
③ 国の委託事業である「医工連携事業化推進事業」について、事業管理機関としてプロ 
 ジェクト構築を行い、企業の事業化に向けた取組みを支援する。 
④ 医療機器産業を熟知した人材をプラザに配置し、新規参入企業のコンサルティングや人 
   材育成を支援するとともに、医療現場のニーズとシーズの視点から、新たなプロジェクト 
 の構築を図る。 

   第3章 計画の事業目標と重点施策 

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

① 「しが医工連携ものづくりネットワーク」および「しが新産業創造ネットワーク」等の 
 ネットワークを活用し、将来にわたって成長が期待できる新たな産業分野の育成・振興に 
 努める。 
② 本県の特性を活かした水環境ビジネスや再生可能エネルギー等、今後成長が期待される 
   分野について、産学官金連携による革新的なイノベーションの発掘と創出を図る。 

（３）成長が期待される分野の育成 

（２）医工連携によるものづくり支援 
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   第3章 計画の事業目標と重点施策 

 プラザは、各種の支援事業を通じて中小企業等の顧客に寄り添い、信頼される支援機関
としての役割が求められている。 
 このため、プラザの持つ多様な情報をタイムリーに提供するとともに、顧客ニーズの的
確な把握に努めるなど、双方向による顧客とのコミュニケーションの一層の強化を図り、
支援に努める。 

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

 ５．情報発信の充実および強化 
 

① ホームページの内容の充実を図るとともに、プラザが持つ各種の広報媒体を効果的に   
 活用し、顧客に役立つ支援情報を幅広くタイムリーに提供する。 
② 新聞やテレビ等のマスコミの広報媒体を活用し、プラザの持つ情報を積極的に提供す 
   るとともに、職員一人ひとりがプラザの広報マンとして、日常業務などの機会を通じて 
   情報収集・提供に努める。 
③ 顧客支援に必要な企業データベースや取引あっせん情報などを統合した「プラザ業務 
   支援システム」を活用し、効率的かつ効果的な情報の収集・提供を行い、顧客支援に役 
   立てる。 
④ コラボしが２１内に設置する「情報資料コーナー」において、最新のビジネス情報や 
   人材育成関連の書籍、資料、ソフトなどを揃え、誰もが気軽に利用できる場を提供する。 
 また、隣接する「展示ギャラリー」を活用し、企業情報等の発信に努める。 

（１）タイムリーな情報の収集・提供 
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   第3章 計画の事業目標と重点施策 

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

① 窓口相談事業や各種支援事業を通じて、プラザと顧客の双方向によるコミュニケーショ 
   ンの強化を図り、顧客重視の視点に立ち、信頼関係のもと的確な支援に努める。 
② 中小企業庁が運営するポータルサイト「ミラサポ」やプラザフェイスブック等のＩＴ 
   ツールを活用し、公的機関の支援メニューや各種ビジネス情報を提供するとともに、新た 
 なコミュニティや交流の場の拡大を図る。 

（２）双方向によるコミュニケーションの強化 
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計画の推進に向けて、組織の運営方針を定めるとともに、評価指標を設定し進行管理を行う。 
   第4章 計画の推進に向けて 

  計画の推進に向けて、職員一人ひとりがプラザの理念と役割を自覚し、組織力が最大限
に発揮され、計画の円滑な推進が図られるよう、「Ｔｅａｍ Ｐｌａｚａ」として役職員が
一丸となって以下の取組みを行う。 

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

 1. 組織運営の推進体制 

① 計画の推進にあたっては、年度毎に目標の達成度や事業の進捗状況等の把握に努め、効 
 率的かつ効果的な事業運営が図られるよう進行管理に努める。   
② 事業の実施にあたっては、機会あるごとに実施方法や事業効果等を検証し、見直し改善 
 を行うとともに、限りある資源を計画的かつ重点的に投入することにより、計画目標の達  
 成を図る。 

（１）計画の進行管理 
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   第4章 計画の推進に向けて 

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

① 県の出資法人に係る行政経営方針実施計画において、プラザは「外部資金等の獲得そ 
 の他の効率的な運用を推進していく」とされており、将来にわたって安定的な財源の確  
 保のため、国等の外部資金や補助金・助成金などの積極的な獲得に努めるなど、経営基  
 盤の強化を図る。 
② 新たな財源の確保に向けて、プラザが受託している指定管理業務をはじめ、セミナー  
 等の参加料やインキュベーション施設の入居料などの見直しを検討するとともに、将来 
 に向けて公益財団法人としての自主事業の実施についても検討を行う。 

（２）経営基盤の強化 
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   第4章 計画の推進に向けて 

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

（３）組織体制の充実・強化 
① 人的資源を効果的に活用するため、引き続き行政経験のある県職員や専門的ノウハウ 
   を有する企業人材の積極的な受け入れを行い、組織体制の充実・強化に努める。 
② ガバナンス機能を高めるため、必要に応じて体制整備や規程等の改正を行うとともに、 
   職員のコンプライアンスへの対応は、単に法令遵守にとどまらず、プラザの理念・経営 
   方針に基づき積極的に行動・実践する。 
③ 職員の能力や専門性を最大限に活かすため、組織や人員配置の柔軟かつ機動的な見直 
   しを行い、組織の活性化を図る。 
④ 情報の共有化や事務処理等の迅速化を図るため、さらなるＩＴを活用した組織体制や 
   システムを構築する。なお、ＩＴ等の活用においては、個人情報の保護はもとより、情 
   報セキュリティーの確保を徹底する。 
 
（４）人材の育成・活用 
① 職員の資質向上および自己啓発の促進を図るため、県政策研修センターや中小企業大学 
 校をはじめ、県内外で実施される各種研修に積極的に参加させるとともに、日常業務に関 
 連する各種セミナーや見本市等のイベントなどに参加を促し、支援力の強化に努める。 
② プロパー職員はもとより、県派遣職員、企業派遣職員など多様な人材で構成されるプラ  
 ザの特性を活かし、相互に補完し合うことにより組織力が最大限に発揮できるよう、人事  
 マネジメントを強化する。 

P.22           



本計画おける重点施策について、成果指標を設定して、進行管理を行う。 
  

 第4章 計画の推進に向けて 

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

 2. 成果指標一覧 

•  毎年、半期毎と年度毎に目標達成状況につい 
 て把握・評価し、理事会に報告するとともに、  
 次年度の計画等に反映する。 

（１）事業実施状況の            
把握・評価 

•   成果指標の年度目標値については、事業計画
に明記する。 （２）評価目標 

•   成果指標については、計画期間中であっても、 
必要に応じて見直しを行う。 

（３）成果指標の見直し 
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 第4章 計画の推進に向けて 
 

 
 
 
 
 
 

  

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

成果指標 目標（5年間） 前計画実績 
（4年間） 

 相談件数（プラザ全体） 24,000     件 5,469   件 
 企業訪問件数 （プラザ全体） 9,300  件 － 

 ホームページアクセス件数  800,000  件 2,845,000 ﾋﾞｭｰ 
 取引あっせん件数 2,200  件 1,624   件 

 取引あっせん成立件数 180  件 123   件 

 専門家派遣先企業件数 410  件 251   件 

 専門家派遣件数 2,400  件 1,552   件 

 しが新事業応援ファンド採択件数 195  件 145   件 

 しが新事業応援ファンド事業化件数 80  件 58   件 

 創業準備オフィス入居者の起業件数 55  件 39   件 

 インキュベーション施設の入居率 83  ％ 80   ％ 

 インキュベーションマネージャー養成人数 50  人   －  
   研究開発プロジェクト申請件数 35  件 17   件 

 研究開発プロジェクト採択件数 20  件 14   件 
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  ※前計画期間実績は４年間（平成23年度~平成26年度） 
 ※相談件数および企業訪問件数は、よろず支援拠点事業を含む。 
※相談件数、ホームページアクセス件数は、前計画と指標の算出方法を変更している。 
 ※インキュベーションマネージャー養成は、27年度から新たに実施する事業である。 
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