
  

 

                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

（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

 

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

■ 「3分間プレゼン大会 around 湖南@今プラス」 

を開催いたしました 

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

平成 30 年 12 月 13 日に湖南市での３分間プレゼン大

会の第４回目を開催しました。 

今回は初の午後開催となりました。午後ということも

あり、小さなお子様がいらっしゃる女性の方が参加でき

ないということもありましたが、逆に午前中に参加でき

ないという方に参加いただき、いつもと違った参加者を

含めた 15名でスタートしました。 

 

3分間プレゼンの発表では、はじめて参加された方は

自身の自己紹介と事業内容を中心に、常連の参加者の方

は来年度の抱負等を織り交ぜながら、自身の事業の紹介

をして頂きました。参加者の中には湖南市のハンズオン

支援プロジェクトのラボメンバー（「地域おこし協力隊」

制度を起業支援に転用した「Next Commons lab(地域リ

ソースを活用した 10 個のビジネステーマを提示し、そ

れに挑戦したい起業家を地域に誘致、事業化までのハン

ズオン支援を行うプロジェクト)」）による発表と起業者

の募集もありました。 

プレゼン後の交流会では今回は年末ということもあ

り、忘年会も兼ねてペルー料理店の開業を予定しておら

れるデポラさんによるペルー料理も振舞われ、交流会も

盛り上がりました。3分間プレゼンでは起業家の仲間が

見つかるだけでなく、ご相談事があれば滋賀県産業支援

プラザ職員が相談に乗らせていただきます。 

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

■ 滋賀 IMネットワークが開催されました 

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

平成 30 年 12 月 7 日に大津コラボしが 21 で滋賀 IM

ネットワークが開催されました。 

滋賀 IM ネットワークとは、県内各支援機関のリソー

スを活用し、創業・新事業の育成をする支援人材のネッ

トワークです。当日は、創業支援課の佐藤より、「創業

におけるビジネスモデルキャンパスの有効活用 ～現状

把握から未来を描く～」と題して、ビジネスモデルキャ

ンバス(以下 BMC)を利用した事業構想のブラッシュア

ップについて説明しました。 

 

 これから起業・創業を志す方とのヒアリングにより事

業構想を明確かつ具体的にしていくことは従来と変わ

りないのですが、その作業を共同でツールに落とし込む

ことで、事業の核心や不足している箇所が明らかとな

り、また各項目との関連を整理することで今後取り組む

事項の優先順位を明らかにすることに役立ちます。 

既に起業・創業を検討している方にとって、まわりく

どいように感じられるかもしれませんが、起業・創業に

おける失敗は小さな変更や修正がビジネス全体に波及

することもあります。準備段階だからこそ、予定するビ

ジネスの全体像をより明確に、また自身がコントロール

できるようにしておくことが成功へ近づく第一歩とな

ります。現在、県内の各支援機関で起業・創業を後押し

する施策が多数ありますが、具体的に準備を進めるほど

困難な個別課題に直面する機会が増えていきます。その

際にじっくりと相談できる場や人が網羅できていると

はいえない状況です。今回の報告のように、実際に利用

しているツールと気づいた点を共有することで、より良

い支援人材の輩出を目的として、これからも定期的に滋

賀 IMネットワーク活動に参画していきます。 

 

 

 

 

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

■ 「ビジネスカフェ in文化産業交流会館」を開催いた

しました 

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

平成 30年 11月 28日に滋賀県立文化産業交流会館（び

わ湖芸術文化財団）と共催でビジネスカフェ in 文化産

業交流会館を開催いたしました。 

 

「三方よしを実現するソーシャルビジネス ～利益創

造と社会貢献の両立を日本の文化に～」をテーマに、株

式会社テーブルクロス マーケティング部 エンジェル

倶楽部室 室長 黒田 史子 氏からご講演をいただきま

した。同社が提案する新しいビジネスモデルは「利益創

造」と「社会貢献」を仕組み化しているだけでなく、「飲

食店の利益」（広告宣伝費の削減）についても組み込ま

れています。黒田氏からは、事業の成功だけではなく、

このビジネスモデルが実現する「チャリティ予約文化」

を日本に定着させるべく取り組んでいることについて

も熱くお話しいただきました。講演ではほかにも、働き

方改革としてデジタルツールの活用を進めていること。

日本企業を全て SDGｓカンパニーにすべく、まず同社で

は「給食支援」で SDGｓ3 つのゴールを目指しているこ

とについてもお話しいただきました。 

 
参加者からは、「まさしく三方よしを実現するビジネ

スモデルであり、すばらしい！」といった声や、起業時

には世間に全く理解されず、資本金集めに大変苦労した

話への共感の声が聞かれました。 

講演後には講師を囲んでの交流会を開催し、参加者は

自分自身の事業について黒田氏と意見交換や質問をし

たり、参加者同士の交流を深めていただきました。 

黒田氏は年内には滋賀県に拠点を移されるとのこと

ですが、働き方改革の実践としてビデオ会議やチャット

ワークといったデジタルツールを活用してテーブルク

ロスの仕事を続けられます。社名テーブルクロスのクロ

スには掛け合わせる（クロスさせる）意味があるとのこ

と、滋賀県でのご活躍にも期待が高まります。 

 

 

 

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

■ 「3 分間プレゼン大会 in 東近江（ファブリカ村）」

を開催いたしました 

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

平成 30 年 11 月 19 日に本年度第 4 回目となる「3 分

間プレゼン大会 in東近江（ファブリカ村）」を開催いた

しました。 

テーマは前回に引き続き「あなたの仕事をビジネスモ

デルキャンバスで整理しよう！」とし、事務局（上林

IM）からパワーポイント資料と簡単なワークショップを

通じて、ビジネスモデルキャンバスについて理解を深め

ていただきました。 

ワークショップでは参加者自身にそれぞれの事業を

説明してもらい、他の参加者からビジネスモデルキャン

バスの 9つの要素に当てはめ、事業のポイントを整理し

ました。自分自身では気が付かなかったポイントに、他

人の視点から気が付くことが出来、キャンバスを描くこ

とで整理、足りないところや伸ばすべきところが明確に

なりました。 

 

ビジネスモデルキャンバスはこれを作成できるよう

になることが目的ではありません。整理し、簡潔に表現

することで自身のビジネスをさらに発展させるため、適

時見直すことが必要です。プラザでは、大津（コラボし

が 21）と米原（米原 SOHOビジネスオフィス）でビジネ

スモデルキャンバスを使ったビジネスモデル個別相談

会を開催しています。詳細はプラザの HP をご確認いた

だき、ぜひご相談ください。 

 

 

 

ワークショップの様子 

セミナーの様子 

プレゼンターの黒田史子氏 

滋賀 IM ネットワーク勉強会の様子 

関連書籍 

3 分間プレゼンの様子 
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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、 伊吹山スロービレッジの生い立ち 

耕作放棄地となっている伊吹の棚田を農地に戻し、

農業と六次化産業を興したいと思い、9 年前に嶋野さ

ん夫婦が米原市に移住して事業を始めた。今は、雇用

創出と地域の活性化を目指している。 

嶋野さん夫婦は大阪に住んでいたが、ひょんなこと

から、生まれて初めて夫婦一緒に農業を体験した。そ

れが楽しかったので、伊賀の貸農園を借りて無農薬有

機栽培を行った。それがきっかけとなって、農業に従

事することになった。 

田んぼがしたかったが、貸し田んぼはない。多賀町

の大君ケ畑（おじがはた）で開催された限界集落サミ

ットで米原市の職員と知り合い、耕作放棄地になって

いた棚田を紹介してもらった。 

当時から無農薬無肥料にこだわった農業をしてお

り、獣害に悩まされ続けている。獣害対策は、今後の

大きな課題だという。また、「マイ田んぼ」という、都

会の人に場を提供して農業を指導する取り組みを開始

し、現在も続けている。 

2、伊吹山スロービレッジが目指すもの 

①楽しいところに人は集まる、②ゆるいつながり、

③死ぬまで楽しく暮らす、を目指して 3 つの取り組み

を行っている。 

(1) 棚田開拓 

滋賀県の棚田ボランティア制度を活用してボランテ

ィアを集め、荒れ地を田んぼや畑に復活させる。現在、

田んぼ 6 反、畑 2反、ハーブガーデンができた。これ

と並行して、安定した収穫を得るために、滋賀県立大

学とコラボして獣害対策を進めている。 

(2) ソーラーシェアリング 

県のエネルギー活用型地域活性化プロジェクト支援

事業に採択され、ソーラーシェアリング事業に着手し

た。発電出力は 49.5kWで全量を FIT売電（固定価格買

取制度）する。パネルの架台下では、伊吹山薬草ブラ

ンドを活かした農産物を栽培して新市場を開拓する。 

(3) 薬草クラフトビール 

昨年度から取り組んでいるのが伊吹の薬草・ハーブ

を用いたクラフトビール開発。自らビール作りを学び、

製造委託先と連携して、薬草クラフトビール 6種（ト

ゥルシ、ウコン、当帰、生姜桑、マコモ）を開発した。

今後醸造免許を取得して、自社で販売する計画だ。 

伊吹山スロービレッジ 

地域資源「長浜のビール」を活用した 

薬草クラフトビールと無農薬ホップ栽培方法の開発事業 

伊吹山スロービレッジの社屋 

代表の嶋野賢一氏 事務局の嶋野美知子氏 

伊吹山スロービレッジの棚田 

 

新商品の薬草クラフトビール 
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