
  

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

■ テクノファクトリーでランチミーティング開催 

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

 

平成 28年 7月 8日（金）に滋賀県立テクノファクトリ

ーで、入居事業者の交流を目的に、ランチミーティング

を開催しました。 

テクノファクトリーは、独創的な技術を有する企業が、

研究開発の成果を利用して新製品の試作や製造に係る技

術の開発および改良を行うことを目的とした貸工場です。

日頃は、それぞれの工場で開発を進めていることもあり、

隣の工場の方と関わる機会が少ないことから、一緒に昼

食を取りながら自己紹介と研究開発内容を説明して交流

を深めました。 

また、特別ゲストとして、米原 SOHOの入居事業者であ

る滋賀電力（株）の中村様に「電力自由化って何？～よ

くわからないを簡単解説～」をテーマにご講演をいただ

きました。電力自由化に興味を持つ方は多く、「電力自

由化後の滋賀県の電力会社の動向」「競合企業があまり

出てこない理由」「今後の営業展開の方針」等、多くの

質問が飛び出しました。 

テクノファクトリーは、お陰様で 7月 20日現在、満室

です。今後とも入居されている皆様にしっかりと支援を

続けていきたいと考えています。 

 

○滋賀県立テクノファクトリー 

 滋賀県草津市野路東７丁目 3-46 

http://www.tf-shiga.jp/ 

〇滋賀電力 株式会社 代表取締役 山根 裕輔 氏 

（米原 SOHO入居事業者） 

https://www.shiga-epco.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

■ 起業時に必要な手続きと事業成功のポイントを学ぶ 

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

 

平成 28 年 7 月 7 日（木）13：30～17：30 に、滋賀大

学大津サテライトプラザで、起業のための最初の一歩“起

業準備セミナー”とワークショップを開催しました。講

師は、エフォート行政書士事務所の中島巧次氏です。セ

ミナーの前半は、起業時に必要な手続き、後半は、戦略・

強みの把握など事業を成功させるポイントを講演してい

ただきました。 

＜主な内容＞ 

・個人事業開業後、法人設立後の税務関係の届出 

・雇用における給与や保険関係の届出 

・銀行口座の開設 

・事業に必要な許認可・届出の手続き 

・法人の種類と特徴  

・戦略とは 他 

 ワークショップでは、参加者の考えている起業アイデ

アが事業として成功するためには何をすべきかをテーマ

にディスカッションしました。ある参加者からは、「資

格の取得など起業の準備をしてきたが一歩踏み出す勇気

をもらった」といった声もあがりました。起業が成功す

ることを祈念しています。 

 

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

■ ビジネスカフェ inコラボしが 満員御礼！！ 

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

 

平成 28年 7月 12日（火）13：30～17：00にコラボし

がで、「なぜ、あの会社の商品は高く売れるのか！？」を

テーマに大阪市立大学大学院 准教授 小沢貴史氏に講演

していただきました。 

ある会社の商品が高く売れる理由を知り、自社の商品

が高く売れるヒントを得ようとする方が多かったのでし

ょうか、会場のテーブル席のほとんどが 3 人掛けで満員

でした。 

国内外を問わず高くても売れる事例を学び、そこから

得たヒントを元に、どうすれば高くても売れるのかのノ

ウハウを得られたようでした。 

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

■ お母さんのための保健室でビジネスカフェを開催 

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

 大津市にある丸屋町商店街で、お母さんのための保健室

「マイママ house」があります。運営するのは NPO法人マイ

ママセラピー。プラザとの関わりは約 10年前に、コミュニ

ティビジネス推進事業で支援した事業所です。現在は、別

法人も立ち上げて御活躍されています。このような活動さ

れている会場でビジネスカフェを開催しました。 

ビジネスカフェに参加して、託児サービスを利用された

方は、１階で託児、2 階でセミナーを受けられるとあって、

安心して受講されたのではないでしょうか。 

今回のテーマは「夢を実現するための時間管理」です。

講師は、株式会社 宙（そら） 代表取締役 栗栖佳子さんに

講演とプチワークをしていただきました。 

時間管理がうまくできないと悩んでいたある参加者は、

「これまで自分がやってきたことに自信を持てました。 

1 年後に自分の夢を必ず実現します」と、交流会で宣言する

方もおられました。 

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

■ アンケート結果を元に事業をブラッシュアップ！ 

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

創業準備オフィスでは、毎週水曜日の午前中に事業計

画作成講座を実施しています。事業計画の立て方、経営

戦略、SWOT分析、競争優位、マーケティング、収支計画

を中心に開催していますが、今回は普段とは異なり、ア

ンケート調査の分析を行いました。 

入居者がイベント開催を企画していたときに、参加者

アンケートを取ることを提案し、その項目づくりからア

ドバイスを行いました。そしてイベント終了後に、約 40

人のアンケートを元に、講座に参加した全員で分析を行

った結果、想定していなかった回答が一位になっており、

「なるほど！そうだったのか！？」と一同、驚きました。

アンケートを取ってみたからこそ、わかったことがあっ

たのです。「この結果を宝にして、これからの事業に反映

させます！」と笑顔で語っておられました。このような

支援を創業準備オフィスでは行っています。滋賀で起業

を考えておられるなら、創業準備オフィスの入居を是非

おすすめします。 

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

■ 草津 SOHO卒業事業者のご紹介 

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

2016年のミス・ユニバースは、滋賀県出身で現役女子

大生の中沢沙理さん。この中沢さんのモデル、CMなどの

仕事の依頼はＤＥＣＯプランニング代表 染田亮子さん

を通してとなります。同社は、平成 27年 6月末に草津

SOHO を卒業した企業です。

染田さんにはポリシーがあ

って「まあ、これでいいか」

は通じません。プロ意識が

高く、制作に現れています。

ミス・ユニバースのモデル

を起用した滋賀フリーペー

パーshiga salon ranking 

magazine「GLASSES」もなか

なかの評判で、これからの

活躍にますます期待が高ま

ります。 

ＤＥＣＯプランニング代表 染田亮子氏  

大津市粟津 5-22 森の雫ビル 702 

 

○お問い合わせは 

滋賀県産業支援プラザ 経営支援部 創業支援課 

TEL 077-511-1412 FAX 077-511-1418 

（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 
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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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創業をお考えの方は、 

滋賀県産業支援プラザ 

創業支援課まで 

 株式会社清原織物 

 地域資源 「守山メロン」を活用した新商品開発事業 

1、 綴錦（つづれにしき）の歴史と特徴 

綴織りは、およそ四千年前より世界各地で発祥し、

シルクロードによって日本へと伝来した。その後、職

人達の探求心と挑戦から生まれた製織技法が、「爪搔き

本つづれ」である。爪先をギザギザに研ぎ、道具のよ

うに巧みに使う特殊な製織技法であり、道具を使うよ

り早く正確に織れるという。「宗八」は織元として明治

6 年に京都で創業し、大正 9 年に守山市に移転、昭和

59 年に伝統工芸品に指定された。創業以来、爪を削り

ながら織り続けてきた職人達の精神と技術を今も継承

している。 

文様を織る際は、縦糸を 1 本おきに上下させて、そ

の隙間に横糸を巻き付けた杼（ひ）を通し、下絵を見

ながら何色もの横糸を使い分け、職人の感性で織る。 

横糸を通した後、ギザギザに研いだ爪先で搔き寄せ

て織るので、爪掻きという名がつけられた。 

 無地を織る際は、足で縦糸を上下させながら杼で

横糸を通す。均一な力をかけないと熟練の職人でも

織りむらができる。邪念を抱かず無心に織る。きち

んと織れるようになるまでに１年程度はかかると

いう。 

2、ＳＯＨＡＣＨＩブランドと草木染の新展開 

 清原織物の商品は緞帳や袱紗が主だが、若い世代

に受け入れられ易くし、織物の精神を後世に伝える

手段として、今年 4 月から SOHACHI ブランドで

小物入れなどを商品化した。絹 100％、デザインは

新しく、織物の歴史を感じさせる商品だ。 

 清原織物は、ファンド助成金を活用して昨年 10

月から、守山メロンの葉と茎を染料として使った商

品の開発に取り組んでいる。開発のきっかけは、地

域に密着したものつくりができていなかったので、

社内会議で議論した結果、草木染のレパートリーに

守山メロンを加えようということになったそうだ。

守山のアピールにもつながる。 

 技術は日本のトップクラス、守山メロンの草木染

は、渋くて説得力のある色に仕上がった。清原織物

が考えているストーリーをしっかり PR していっ

て欲しいものだ。 

       ファンド担当 長谷川正幸 

専務取締役 清原聖司さん 

清原織物の工房 

爪搔き本つづれで文様を織る職人さん 


