
滋賀県産業支援プラザは、

おかげさまで設立20周年の節目を迎えることができました。

この20年の歴史の中でお世話になった皆様との結びつき、

また、支援事業を通して様 な々方 と々結ばれてまいりました。

そして、今後も未来へと発展していくよう

皆様との結びつきを大切に、守り育ててまいります。
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　産業支援プラザは、県内中小企業の皆様に対して、経営革新、販路開
拓、新技術開発、起業・創業、海外展開などの分野で「がんばる企業を応
援します」をキャッチフレーズに、多様な支援を行っています。
　設立以来、産業支援プラザの強みである多様な支援の展開、幅広い
情報の提供、連携力の強化、多様な人材の活用の視点を踏まえ、中小企
業の皆様の支援に取り組んでまいりました。
　この間、諸先輩の皆さんのご尽力により、本年で設立20周年を迎えるこ
とができました。また、これを記念して「産業支援プラザ20周年誌」を発刊
できますことは大きな喜びであります。
　本誌は設立から20年間の産業支援プラザの歩みを記したものであり、
この中には、組織、人員、業務実績などの変遷も整理して記載されていま
す。これらは、時を経れば失われかねない大事な資料や忘れ去られかねな
い出来事を取りまとめ、記録すると言うことにとどまらず、過去を振り返り、更
に将来に向けて想いを新たにするということでも大いに意味があると思い
ます。
　近年の経済情勢は、企業の生産活動の緩やかな増加や個人消費の
持ち直し、雇用情勢の着実な改善が見られ、緩やかな回復基調が続いて
います。また、本県経済も製造業の生産活動は在庫調整が長引いている
ものの、緩やかに上昇しています。こうした中、産業支援プラザでは、滋賀
県の中核支援機関として県内外の支援機関等との連携を密にしながら、
国や県等の各種支援事業を活用し、中小企業の皆様への支援拡大、充
実に努めてまいりました。
　この20周年を機に、産業支援プラザでは新たな気持でさらなる発展を
目指し、これまでの業務の充実・強化を図るとともに、SDGs（持続可能な
開発目標:2015年9月の国連サミットで採択）の視点により広範な事業を積
極的に推進し、真の意味で「がんばる企業を応援します」のキャッチフレー
ズで、中小企業の皆様に寄り添い信頼される支援機関となるよう一層の
努力をしていく所存です。
　本誌が今後の産業支援プラザの活動に意義あるものとなり、また産業
界をはじめ県民の皆様の一層のご理解、ご支援を賜ることになれば幸い
と存じます。
　最後になりましたが、多忙な業務の傍ら、寄稿や執筆を快くお引き受け
頂きました各位に感謝し、心からお礼申し上げます。

公益財団法人
滋賀県産業支援プラザ
理事長

大道　良夫

MESSAGE
設立20周年を迎えて

　就任当初は、リーマンショックの余波に加え、東日本大震災の影響が残る
中にあって、県内中小企業の皆さんにとって大変厳しい時期でありました。
　支援プラザも、事業の大きな柱となっていた医工連携事業の再構築、
産学官連携による企業支援、しが新事業応援ファンド助成金交付事業に
よる事業化の促進など多くの課題を抱えていました。
　このような中、まず一つ目の重点課題であった医工連携事業では、平成
25年に県が「滋賀健康創生特区」として国の特区認定を受けたのを機
に、プラザにおいても積極的に事業展開を行うこととなり、当プロジェクトの
顧問に国立循環器病研究センターの妙中義之教授をお願いし、さらに
は、国立大学法人滋賀医科大学と連携協定を締結し、研究開発および
「しが医工連携ものづくりネットワーク」の活動強化を図りました。
　二つ目は、平成20年度から始まった「しが新事業応援ファンド助成金交
付事業」の展開です。新事業や新商品を開発するために必要な資金を助
成するものであります。
　県内の事業者の皆さんからの申請を待つのではなく、事前の説明会や
個別相談会の開催により、申請段階から事業内容についてサポートし、採
択後、事業終了後それぞれの段階を通じて支援プラザ全体の支援メ
ニューを用い、販路開拓やマッチングなど川下に至るまでのフォローを行う
ことに注力しました。その結果、平成29年度までの累計売上額は、34億円
を超える大きな事業効果を生み出すことができました。
　いずれにしても、在任中は、事業者の皆さんに絶えず寄り添い伴走す
る、しかも、個々のポジションや個々の事業ごとではなく、プラザ全体として
ワンストップサービスでお付き合いをさせていただくことを、プラザ全体の事
業運営のモットーに据え取り組んでまいりました。その結果、産学官にわた
り多くの方 と々お出会いし、多くの示唆に富んだご助言や、ときには叱責も
いただきました。改めてお礼申し上げます。
　今後も、プラザが、県内の多くの事業者の皆さんに期待される、それも決
して期待値を下げることなく寄り添っていけるよう切に願っています。

平成24～30年度
産業支援プラザ
理事長

設立20周年を迎えて

寄 稿は じ め に

は
じ
め
に

寄
稿



滋賀県産業支援プラザ20周年に寄せて

6 滋賀県産業支援プラザ　設立20周年誌 7

　私と商工行政との関わりは奇遇で、県職員としての最初の職場であっ
たことに加え、退職時のポストも商工部門であったこと、また再就職におい
ても“成長産業を自前で創出する”という新たな試みに携わったことは印象
深いものであります。
　かつての本県は農業県であったものが、敗戦国日本の経済復興の起
爆剤となった名神高速道路と東海道新幹線が本県に与えた効果は計り
知れず、そこから大きな変貌が始まったのです。
　県としてこの好機をどう活かすかであり、県民の思いは単に経済効果の
視点による企業誘致に終わらせてはならず、将来に夢と希望を繋ぐ滋賀
ならではの新産業の育成、という合意に至ったのです。
　そのための独自の取り組みが、当時画期的と言われた「工業技術セン
ター」の整備であり、もう1つは理工系大学の誘致となったのです。
　結果、13大学を擁する県になったことは、地域に元気を呼びその効果
は着実に広がりを見せてくれるものでした。
　次なる課題は、新産業育成のための支援機能をどう整えるかであります。
　それは、産学官金の連携は勿論ですが、いかに利用する側に立ち受身
でなく共に考え行動出来るかであります。
　まさに、県の将来をかけた一大プロジェクトとして「産業支援プラザ」と
「コラボしが21」の整備がはじまったのです。
　場所も熱い想いを込めて県都の新しい交流拠点地「びわ湖ホール」横
で、“滋賀の新時代の船出”と言われたのです。
　それが、今年20周年を迎えたことは感慨無量のものがあります。いま、県
下一円で地域特性を生かした新しい成長産業の広がりが見られることは
心強い限りです。
　これらは幾多の先人の頑張りによるものであり、これからは皆さんが主人
公であるのであり、その叡智にさらなる期待がかかっているのです。

平成13～16年度 
産業支援プラザ
副理事長

西村　隆氏

MESSAGE

　滋賀県産業支援プラザが創立20周年を迎えられ誠におめでとうござい
ます。
　この間、滋賀の中小企業の経営支援に多大の尽力をされてこられまし
たことに深く敬意を表します。
　私の在籍は2年と短い期間でしたが、様々な企業で活躍された方々や
業務に精通されたプロパーの職員の皆さん、そして行政の経験者など多
彩な人財がその知識と経験、さらには人脈を活かし、県内の中小企業の
皆さんの経営支援を目的に、起業・創業支援、新事業の創出促進、販路
開拓やマッチングの強化、情報の発信支援等々の事業に日々意欲的に取
り組まれていたのを懐かしく思い出します。時には、私も企業の皆さんとの
交流会に参加させていただき、事業展開への夢や新たな技術開発への
取り組みなどを興味深くお聞きし、企業経営の魅力やものづくりの楽しさを
教えていただきました。
　ところで、今年度前半のNHKの朝ドラは「半分、青い」でした。人気もよ
く視聴率も高かったようですが、終盤近くでは廃校を活用して設立された
モノづくり支援センターを舞台に、大企業を中途退社して新しい扇風機の
開発・事業化にチャレンジするヒロインの友人と、それを支える多彩な人た
ちの関わりがストーリーとして展開されました。ドラマの時代設定は2010年
頃のようですが、我が国の製造力の衰退が指摘される今日、ものづくりの
価値やおもしろさを伝え、それを支える支援センターヘの社会的な期待が
ストーリー化されたかのようにも理解されました。
　我が国の製造業を取り巻く環境は、激しい技術革新と国際競争、資本
の流動、人手不足、さらには不安定な国際情勢等々にさらされ極めて厳し
い環境にあることが指摘されます。しかし、それにも関わらず朝ドラのテー
マにもなるようにものづくりにあこがれ起業に夢を膨らませる若者、さらには
中高年者も多いと聞きます。分野は異なるものの、私が住いする畑作農業
地域でも特産のメロン栽培を志す若者が就農するケースがみられます。
　滋賀県産業支援プラザでは、これまでからも中小企業の皆さんを「顧
客」と位置づけ、コミュニケーションを深めながら経営支援に努めてこられ
ました。また、創業・起業を志す人たちには「コラボしが21インキュベーショ
ン」を運営するなど実にきめ細かい取り組みを進めておられます。
　滋賀の未来づくりの大きな一翼を担っておられる産業支援プラザが、中
小企業の皆さんの経営支援はもとより若者の羽ばたきに引き続き大きな役
割を果たされることをご期待申し上げます。

平成19～20年度 
産業支援プラザ
副理事長

伊藤　潔氏

寄 稿

寄
稿

寄
稿

滋賀県産業支援プラザの20周年に寄せて
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　公益財団法人「滋賀県産業支援プラザ」20周年を心からお祝い申し
上げます。
　産業支援プラザの前身の一部は昭和60年に「滋賀県工業技術セン
ター」の開設と同時に出来た「滋賀県工業技術振興協会」に由来すると
思います。この両者の設立は工業技術センターを技術開発、技術指導、
試験分析など、ハードな面として捉えると、振興協会はソフトな面として、人
材育成、情報の収集提供、異業種交流など、両者が車の両輪として、一
体的な運営を図り地域の産業振興に寄与するため、各種の事業を進めて
来ました。更に両者はファインセラミックフォーラム、FAコンソーシアムなど産
学官連携にも積極的に取組んできたところであります。
　滋賀県工業技術振興協会は平成10年度末をもって発展的に解消し
翌年からは中小企業振興公社、中小企業情報センター、小売商業支援
センターと組織統合し新たに「滋賀県産業支援プラザ」が発足し、その業
務を引き継ぎました。当時は、県庁に隣接した商工労働会館に仮住まいし
ての支援プラザでした。大変手狭な場所でしたが、忙しく賑やかに業務を
進めた草創期の思い出があります。私がお世話になったのは、現役引退
の平成16年の春までで、同年8月には新館である「コラボしが21」ができ、
併せてインキュベーター機能を持つ設備が整備され、支援プラザの各種
事業が幅広く展開されたと聞いております。
　平成最後の年に「滋賀県産業支援プラザ」が20年を節目に、新時代に
向けての、一層高度な要求に答え、魅力と活力のある事業を大きく展開さ
れんことを、強く期待しております。
（畑信夫氏は、平成30年10月24日他界されました。謹んで哀悼の意を表します。）

平成11～15年度
産業支援プラザ
理事

畑　信夫氏

MESSAGE

　滋賀県産業支援プラザが設立以来順調に発展し20年を迎えたことに感慨を深くす
るとともに、大変喜ばしく思います。ここでは、20年間のことを思い出すままに記しました。
プラザがスタートした平成11年は、私が工業技術総合センターから県庁に異動になっ
た年であり、当時の商労会館（現在の県庁東館）の2階の新産業振興課に席をおきま
した。ちょうどその向かいの部屋にはプラザのリテールサポートセンター（資料室）がおか
れ、6階には事務所がオープンしたばかりでした。古くて狭い新産課に比べきれいに改
装されており、 また事務所からは琵琶湖も望めて、その違いに大変驚いたことを覚えて
います。新産業振興課には3年間在籍しましたが、平成12、13年には貸工場（その後
「滋賀県立テクノファクトリー」と命名）の建設を担当しました。このようなインキュベーショ
ン施設では、ソフト面での支援においてプラザとの連携は欠かせないということで、当時
の工業支援課の松川課長と谷口（斉）さんの両名と一緒に岡山県の施設を視察に
行ったことが懐かしく思い起こされます。テクノファクトリーについては、10年近く後にプラ
ザでその入居審査にかかわることになるとは、当時は思いもよりませんでした。
　平成14年にはセンター（栗東）に戻りましたが、当時はまだ栗東にもプラザの出先とし
て技術支援課が駐在しており、行き来もありまだまだ身近な存在でした。しかし、コラボし
が21の完成とともに平成16年には栗東組も大津に統合されることになり、旧の「工業技
術振興協会」以来プラザが担ってきた各種の機能（技術研修、情報提供、分析業務
の補助、等）について、センターとプラザの役割分担をどうするか大いに議論したことが
昨日のように思い出されます。
　そのようなかかわりが続いていたプラザに平成22年度からお世話になることになりま
した。プラザでは主に技術担当の理事として平成29年度まで在籍させていただきまし
た。その間、プラザが支援する研究開発のプロジェクト等を通じて、多くの県内企業の
方 と々接することができたことは大変幸せでした。そこには新しいことにチャレンジする
姿や、真剣に努力し一歩でも前に進もうとする中小企業の姿がありました。同時に、縁
の下の力持ちとしてそれを支えるプラザの皆さんの姿も忘れることができません。一例を
挙げると、国の補助事業である「サポイン（戦略的基盤技術高度化支援事業）」では、
それまで全国平均並みの採択状況であったのが、平成20年代半ばからは全国でもトッ
プクラスの実績が続いており、外部からも大いに注目されるまでに至っています。これは、
実施企業や連携メンバーの努力は無論ですが、支援機関でありまた採択後の事業管
理機関として、プロジェクト構築や各種の運営ノウハウの蓄積に力を注いできたプラザ
の役割も大変大きいと思います。今後ともプラザが県内中小企業の支持を得て力を発
揮していくためには、このような地道な取り組みの積み重ねが重要でしょう。最後に、初
代の理事長であった故髙橋宗治郎氏が常々おっしゃっていたことで大変印象に残っ
ている言葉を記しておきたいと思います。それは、“常に企業と同じ目線で考え、相手の
立場に立ってともに行動すること”です。これからもこの言葉をしっかり心にとめ、イコール
パートナーまた伴走者として企業とともに進んでいかれることを心から祈るものです。

平成22～29年度 
産業支援プラザ
理事

中村　吉紀氏

寄 稿

寄
稿

寄
稿

滋賀県産業支援プラザ20周年に思いをよせて



10 滋賀県産業支援プラザ　設立20周年誌 00

　プラザ設立20周年、誠におめでとうございます。今日まで様々な分野で、
県内中小企業の支援にご尽力されたことに対しまして、改めて敬意を表し
ます。
　平成24年から6年間、事務局長としてお世話になり、中小企業支援に
携わらせていただいたことが、昨日のことのようによみがえっています。当時
は、リーマンショックの余波が残る中で、中小企業にとっては大変厳しい時
期でした。こうした中、プラザが確かな支援力を発揮できるよう4つの点に
力を注いできました。
　1点目は、プラザの認知度を高めることです。プラザの存在を知らない中
小企業はまだまだ多く、プラザを活用していただくために、様々な媒体を
使って情報発信やPRに努めました。2点目は、事業資金の確保です。支援
に当たっては多くの資金が必要であり、このため国や県からの事業受託や
助成金の獲得に力を入れました。3点目は、支援の分野を広げることです。
経営革新から販路開拓、起業・創業、技術開発支援など、多様な分野に
おいて対応力を付けることです。4点目は、プラザ自体の組織力、ガバナン
スを高めることです。チームプラザとしてより一層の組織力が発揮できるよ
う、体制の強化や人材の育成・確保を図ることです。
　こうした取り組みにより、プラザは全国の中小企業支援機関の中で、注
目される存在になりました。これも職員の皆さんの頑張りをはじめ、行政や
関係機関、大学等の支援・協力の賜物ではないかと思っています。
　また、在任中、中小企業事業者とお会いする中で多くの方から「プラザ
さんに相談してよかった」「きめ細かな支援で助かった」といったお言葉を
いただいたとき、大きな喜びを感じました。私自身、プラザ職員として中小企
業支援に関われたことは誇りであり、大きな財産となりました。
　さて、昨今の中小企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にありま
す。経済のグローバル化やIoTをはじめとする技術革新の進展など、こうし
た新たな課題に対して的確に対応していく能力が求められています。我が
国の産業・経済を支えているのは中小企業であると言っても過言ではあり
ません。プラザが懸け橋となり、県内中小企業の更なる成長と滋賀県経済
の発展に、これまで以上に貢献されることを願っています。
　最後になりましたが、設立20周年を節目として、職員の皆さんのより一層
のご活躍とプラザの更なる発展を陰ながら見守ってまいりたいと思ってい
ます。

平成24～29年度
産業支援プラザ
理事

中西　道幸氏

MESSAGE寄 稿

寄
稿

プラザ設立20周年に寄せて
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沿革・事業年表
設立から今日に至るまで、

変化の激しい時代の中にあっても

揺るぎない志を持ちあゆみ続けてまいりました。

その20年の足跡をたどります。

滋賀県産業支援プラザ
設立20周年誌




