
  

 

                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

（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

 

同社においては、起業風土の醸成から、地元企業への

ロボット導入支援までニーズに応じた幅広い支援を行

っている。ターゲットとなる企業へ「どのようなサービ

スが提供できるか」という視点から事業を構築。併せて

行政施策とリンクすることで助成制度の利用も図れる。

入居申請は通常民間企業を対象としているが、入居者支

援の一環として一定数の士業の入居を認めており、官民

運営のメリットを最大化する柔軟な施策をとっている。 

このように、入居者との関係において、起業まもない段

階から継続した関係を構築することで単なる場所貸し

ではなく、「恩を売る」体制ができており、これらの関 

係が高い入居率維持に寄与していると考えられる。

 

  一方同センターの課題として、限られた人員で支援

を行うにあたり、一社あたりにかける時間に限度があ

り、また創業支援においてベンチマークとなる指標が多

様であることから、同センター内でも評価がわかれる。

また達成感という観点においては受託プロジェクトの

ほうが明快であるため、長期的な目線では創業にも比重

をおくべきと考えるが、そのバランスや方策については

課題が残るとの回答。 

 同センターは都心と近隣工業地帯の中間に立地。駅近

かつ将来リニアの駅が設置されることから、今後さらに

発展する余地がある。また、株式会社ということで、ニ

ーズに基づき支援ソフトや施設を増設するなど柔軟な

運営ができている。また近隣支援機関および IM との関

係では、行政主導ではあるが定期的かつ良好な関係を築

いている模様。対金融機関からも人材育成と起業支援を

目的として、協定締結し職員を派遣してもらうなど役割

分担を明確化している。 

 

 

 

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

■ 先進 BI施設研修として 

㈱さかい新事業創造センター 

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

平成 30年 3月 29日に先進 BI施設研修として㈱さか 

い新事業創造センターを訪問し、インキュベーションマ 

ネージャーの山本裕司氏より概要について説明をうけ 

た。本施設は本館 3階建て、ラボ館 2階建て、総部屋数 

61室、駐車場 120台を有する規模のインキュベーショ 

ン施設で隣接地に(公財)堺市産業振興センター、堺商工 

会議所、会議所内に日本政策金融公庫堺支店ある。 

 

在席する IM は 4 名体制による担当制を敷く。入居申

請は事務職員のみで行い、IM はあくまで入居者支援に

特化。また入居経路として S-Cube はあくまで入居者の

支援であり、入居の当初窓口は商工会議所となってい

る。堺市からの手厚い家賃補助もあり、入居者の負担は

実質月 2 万円台に抑えられている。しかしながら、「優

秀卒業企業」を規定するなど、卒業時に一定の姿へ成長

して送り出すというビジョンが明確に構築されている

と感じた。入居企業の事業内容は多種多様であるが、毎

日のコミュニケーションを図ることから必要な際に相

談を受けることができる信頼関係が構築できている。そ

の根幹となるものが、IM はあくまで入居審査員として

関わり、複数いる IMのうち一番高い評価をした IMが入

居者を担当することとなっているため、入居者支援に対

する想いと理解度が高いと感じた。また定例で役員、事

務員間で情報交換が密に行われていることも優良な卒

業企業を輩出する土壌となっていると思われる。 

 
 

 

ロボット導入支援など、行政施策に基づき、地元企業

OB をコーディネーターに採用するなど、地域一体とな

った支援が展開できており、目的を明確に打ち出すとい

う点など見習うべき点が多い見学となりました。 

 

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

■大阪イノベーションハブについて 

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

平成 30年 3月 29日に先進施設研修の一環で大阪イノ

ベーションハブを訪問しました。同所は平成 25年 4 月

にイノベーションを創出する拠点としてスタートし、資

金調達や販路開拓など、起業家が直面するさまざまな課

題を解決するために、大企業や大学、世界の公的機関と

ネットワークをつくり、ベンチャーを加速させ、既存企

業のオープンイノベーションを加速させることを目的

としています。同所が提供するサービスは起業者と企業

をつなぐ「場」つくり。大阪駅直結のグランフロント 7

階という好立地にありながら、一部条件はありますが、

ピッチ(プレゼンテーション)イベント等へ無料で場所

を貸し出しされています。ピッチへは、スタートアップ

といわれる将来上場や M&A などを志向している若い起

業家やエンジニア・学生と大企業が参加されています。 

好立地を活かした起業家と大企業が接点をもつことが

期待できる「場」の醸成を通じて「スタートアップ企業」

の掘り起こしと、起業気運の醸成と大企業との接点を構

築し実績をあげておられます。 

 競合の多い都心ということもあるが、常に変革を求め

る大企業と資金調達やマッチング機会を求める起業家

との接点を双方が楽しみながら構築し、集まる人の「期

待感」を醸成していることがさらに相乗効果を生んでい

るようです。参加者には滋賀県の学生もおり、滋賀県に

はない「期待感」をいかに滋賀県でも醸成していくかが、

起業機運の醸成や地元定着に結び付くポイントと考え

られます。 

 

 

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

■ 先進 BI施設研修として 

 ㈱さがみはら産業創造センターを訪問 

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

 平成 30 年 3月 22日に先進BI 施設研修として㈱さが

みはら産業創造センターを訪問し、取締役事業創造部長 

安藤重夫氏（IM）より相模原市の概要について説明を

うけた後、さがみはら産業創造センター設立の背景、構

想、特徴、現在の事業内容の順で説明。その後、施設内

を見学させていただいた。 
 同センターは中小企業基盤整備機構、相模原市、地域

企業および金融機関出資による株式会社方式で運営。収

入のほとんどは BI 施設の収入および支援企業との有償

契約支援で賄われている。 
シェアオフィス、SIC-1、SIC-2、SIC-3 と企業の成

長ステージ・業容に合わせたオフィスを提供。今回見学

させて頂いた SIC-1 はオフィスタイプのスモールオフ

ィス、床がウェットタイプであるセミラボ、研究工場タ

イプのラボの 3 つが 1 か所に集中しており、事業の拡

大に応じて BI 施設を移っていくことが可能となってい

る。施設の中で研究工場タイプのラボは近隣に同様の施

設が存在せず、大学関係では必須となる共同研究の誓約

がないことも高い入居率を維持する要因と考えられる。

また、人気を受け、SIC-2 に研究工場タイプのラボを増

設予定。 
その他、起業予定者に対して「レンタルブレイン」と

いう名称で 6 ヶ月間（＠5,000 円/月）の有償支援を行

っている。また近隣にコワーキングスペース「マチノワ」

があり、互いに紹介しあえる関係を築いている。 
 

 

㈱さがみはら産業創造センター 

シェアードオフィス 

安藤氏より説明を受ける 

㈱さかい新事業創造センター S-Cube 

さがみはらロボット導入支援センター 

大阪イノベーションハブ 
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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、 比良里山クラブの主たる事業 

比良里山クラブの本拠地は湖西線比良駅の西側、西

近江路と比良バイパスの中間に位置する「まほろばの

里」にあり、大津市湖西地域の健全な発展を目的とし

て、主として 4 つの事業を行っている。赤シソ事業を

本格的に立ち上げるために、2009年に法人化した。 

(1) 里山保全事業（非営利） 

地域内外の住民に協力してもらい、荒廃する里山整

備と、獣害防止用石垣の修復などを行っている。 

(2) 中学生の環境学習事業（非営利） 

大津市北部エリアには里山・里地・里湖があり、こ

の 3 つがしっかり地域の生活に結び付いていることを

気付かせる体験学習を、大津市立中学校の生徒 200 人

以上を対象に、里山では薪割り、里地では農機具を使

った体験学習、里湖ではよし刈りを行っている。 

(3) 貸農園事業（非営利） 

若い世代のファミリーをターゲットとして、農地と

農機具を格安で提供し、親子が土に触れる機会を作り、

栽培が食育につながることを体験してもらう。 

(4)赤シソ事業（唯一の収益事業） 

 比良一帯は古来より獣害と対峙してきた地域であ

り、害獣（いのしし、鹿、猿）が好まない植物を検討

し、最終的に赤シソを選択して、ジュースにした。地

域内外の女性で試作・評価を繰り返し、レモンを添加

した濃縮ジュースのオリジナルレシピが完成した。こ

うして、3 倍濃縮タイプの「Hira Perilla」ができ上

がった。この商品は、赤シソ独特の爽やかな味わいと

香り、印象的な色合い、高いアレンジ性が受けて人気

商品となった。2015 年にココクールマザーセレクショ

ンに認定され、2017 年には地域に根ざした活動と事業

の進展が評価され淡海ネットワーク大賞を受賞した。 

2、海外（特に香港・台湾）の富裕層向け新商品 

 新商品のコンセプトは 3 つある。①海外ではジュー

スを希釈して飲む習慣がないので、ストレートタイプ

にする。②副材料にこだわりを持たせる。（滋賀県の柑

橘類を採用、国産てん菜糖、比良のサルフェートを多

く含んだ天然水）③健康飲料を前面に打ち出す。（抗酸

化作用があるロズマリン酸を多く含み血糖値抑制効果

がある。サルフェートは利尿作用がある。） 

 新商品は、副材料として夏みかんとザクロの 2種を

用い、Hira Perilla Luxury と名付けて販売する。国

内だけでなく、海外でも高い評価を期待したい。 

一般社団法人 比良里山クラブ 

地域資源 「環境こだわり農産物（しそ）」を活用した 

海外向け赤シソジュースの試作開発事業 

「まほろばの里」 しそ畑の収穫風景 

代表理事 三浦美香 氏 

中学生の環境学習風景 里山（左）、里地（右） 

 

Hira Perilla 既存商品（左）、新商品（右） 

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

