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事業
さまざまな事業を通して、困難なことも

共に考え、共に絆を深め合いながら

少しでも成功へと導けるよう、

夢実現への支援を行ってまいります。

滋賀県産業支援プラザ
設立20周年誌

沿
革
・
事
業
年
表

回想プラザ 設立 2 0 周 年に寄 せて

　平成11年4月に滋賀県産業支援プラザが設立されてから早20年を迎えようとしていま

す。県商工課で支援プラザの設立準備に携わり、設立と同時に支援プラザに出向した者

として大変嬉しく思います。誠におめでとうございます。

　産業支援プラザの構想から設立に向けて、西村隆滋賀県商工労働部長（後にプラザ

副理事長）が県内金融機関や企業へ人材派遣等協力を依頼され、また経済産業省へは

制度的支援の要望や交渉をされるなど陣頭指揮していただきました。そのほかプラザの常

勤理事となられた中小企業振興公社の清水貞美さんや工業技術振興協会の畑信夫さん

はじめ多くの関係者の大所高所からの献身的なご指導と協力によって何とか設立にこぎ

つけ、県庁東館6階に初代理事長の髙橋宗治郎さんにプラザの看板を掛けていただいた

ことが印象に残っています。プラザは従来からの中小企業支援業務に新たな国の補助事

業等を取り入れて、統合された四つの団体の職員、滋賀県や企業からの出向者など40名

近いスタッフで「がんばる企業を応援する」をキャッチフレーズにスタートしました。新法人とな

るとともに多くの新規事業も開始したため大変忙しかったのですが、その時の皆さんが取り

組んだ公募型の企業検索システム開発は現在のskkiとして存続し、健康福祉産業フォー

ラムは紆余曲折をへて医工連携事業として発展し、レンタルファクトリーの取り組みが県立

テクノファクトリーとして創業に大きく貢献しています。

　これからも産業支援プラザの益々の「がんばり」を期待しています。

土屋 薫 氏

平成11～12年度
産業支援プラザ勤務

回想プラザ 設立 2 0 周 年に寄 せて

　20周年おめでとうございます。

　寄稿の依頼を受け、プラザのことを考え出すと、びわ湖ホールの館長室にいる今の自分

が不思議で仕方がない。若い頃から一緒に仕事をしてきたプラザの職員の皆さんもそう感

じておられるのだろうと思います。

　僕は県職員だったんですが、とにかく商工関係の仕事が長かった。プラザの仕事の関

連では、20代の頃に商工課で下請取引を担当していたし、プラザの母体の一つである小

売商業支援センターを立ち上げたのは、中小企業指導課から派遣された滋賀総研時代。

一からの立上げはきつかった。それから、今のプラザがあるコラボしが21をPFIで創りまし

た。まだ法律がなかったPFIの勉強からはじめてオープンまでに5年を超える年月を要しまし

た。まず組織が統合されプラザになって、新しい拠点に移って、かつて僕が県職員として担

当していた創業支援、販路開拓、産学官連携など、文字どおり県の商工行政の中核を

担っている産業支援プラザ。実は今のプラザができてからは出向したこともないし担当した

こともないのですが、自分自身のキャリアの全てがプラザにあるように感じていて、プラザの

方 と々接すると皮膚が喜ぶような不思議な感覚が沸き起こります。

　これからも、県下の商工業者のよき相談相手、パートナーとして輝き続ける存在であって

ほしい。そして職員の皆さん、目の前にあるのですから、たまにはびわ湖ホールでリフレッシュ

してください。お待ちしています。

山中 隆 氏

公益財団法人
びわ湖芸術文化財団 

理事長
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事業の成果

小規模企業者等設備導入資金貸付制度の歴史

　金利面等で金融機関などに対して優位性があった平成4年度までは、毎年予算規模に達するなど順調な事業遂行でしたが、
バブル経済がはじけて以降、長引く不況により設備投資が控えられ、超低金利時代に入りこの制度の優位性が薄れてきたこともあ
り、利用者が激減し、平成16年度より休止しました。

事業の結果

● 事業を展開・拡張していくには多額の資金が必要になる。銀行から融資を受けているが、設備貸与制度は、銀行の融資とは別
枠の調達ができるので非常に助かる。

● 貸与制度を利用して、高額ではあったけれど最先端の設備を導入し他社と差別化が図れ、大手企業が発注先を選定する場
合の判断材料に有利に働いた結果、PRしなくても発注依頼が来るようになった。また、事後のフォローアップや企業診断等が受
けられるところが良かった。

代表的な成果事例

設備貸与制度年度別利用比較表

平成11年度

44

37

568,554千円

930,000千円

61%

平成12年度

42

37

562,218千円

930,000千円

60%

平成13年度

21

16

214,782千円

930,000千円

23%

平成14年度

19

14

172,974千円

930,000千円

19%

平成15年度

0

0

0千円

930,000千円

0%

申込件数

決定件数

決定金額

予算額

達成率

3-1 設 備 貸 与 事 業

実施年度 昭和41年度～平成16年度

目 的 昭和41年度から中小企業近代化資金等助成法に基づいて中小・小規模企業に対して設備の近代化を目
的に行ってきた事業

内 容
県内の中小企業者が設備の近代化並びに経営の合理化を促進するために必要とする設備・機械類を、希
望するメーカーまたは商社からプラザが代わって購入し、その設備を中小企業者に長期かつ低利で割賦販
売またはリースする制度

事業概要

回想プラザ設立 2 0 周 年に寄 せて

　産業支援プラザが20周年を迎えられたことをお祝い申しあげます。

　さて、私は、平成26年3月に定年退職し、プラザには15年在籍しましたが、その前身となる団体

に23年間勤めていました。最初に、私は、昭和51年度に県庁の中小企業指導課の一角に所在

していた（財）滋賀県中小企業設備貸与協会に就職しました。この団体は、中小企業へ設備を

貸与し、中小企業の近代化を促進することを目的に滋賀県が設立したものでした。当時は、メ

ニューは割賦販売だけで、当団体が中小企業者から設備の申し込みを受け、その設備を購入し

て貸与し、4年半で割賦償還していただく、という制度でした。汎用設備がコンピュータ制御され

ていく設備の高度化に中小企業も対応していかなければならない時代で、当制度は一定の役

割を果たせたものと思います。その後、団体の合併等により（財）滋賀県設備近代化下請振興協

会、（財）滋賀県中小企業 振興公社と名称変更したあと、平成11年度に4団体が合併して（財）

滋賀県産業支援プラザとなったのでした。

　組織が大きくなり支援施策メニューも多種多様にわたり、金融機関を含めた支援機関同士の

連携等、より複層化した中小企業機支援施策が求められてきていますが、今後ともプラザが活躍

されることを祈念します。

田中 敬一 氏

平成11～25年度
産業支援プラザ勤務

高
度
経
済
成
長
期

安
定
成
長
期

転
換
期｠

昭和30年

48年
49年

平成元年
2年

14年

経済・中小企業施策の動き 制度の主な変遷

● 中小企業振興資金助成法公布、施行（昭和31年）

● 中小企業高度化資金貸付制度の創設
　→組合等を対象とした高度化資金の分離（昭和38年）
● 法律の名称を「中小企業近代化資金助成法」に改称
　（昭和38年）
● 設備貸与制度の創設。法律の名称を
　「中小企業設備近代化資金助成法」に改称（昭和41年）

● 貸与期間の延長、ハイテク機器貸与制度の創設（昭和60年）
● プログラムを助成対象に追加。情報機器等リース制度創設（昭和61年）

● 制度実績額がピークを迎える。（平成４年：年間9,300件、1,062億円）
● 貸与機関と他団体の合併が進みワンストップサービス機能が充実する。

● 西暦2000年問題対応リース実施（平成10～11年）
● 根拠法を「経営基盤強化」｢創業と経営革新｣をキーワードとし、
　「小規模企業者等設備導入資金助成法」に大幅改正。（平成12年）

中小企業と大企業の諸格差の顕在化（二重構造問題）｠

中小企業基本法制定（昭和38年）｠

・オイルショック　・経済成長率の鈍化

・プラザ合意　・円高不況

・開廃業率の逆転　・バブル経済の崩壊

中小企業基本法の改正（平成11年12月）
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事業概要

年間テーマと参加企業数の推移

　事業開始時期は補助金のみで事業を行っていましたが、平成16年度より会費負担を開始し、平成17年度より会費のみで運営
しています。ネットワークを構築したことにより、会員企業相互の信頼が高まり、経営に関するあらゆる問題や課題に対して意見交換
がしやすくなり、事業承継を含めて世代交代や事業拡大などができている企業が多くあります。

事業の成果

原点に戻って～すべては現場改善から～

社員と共育する高収益企業をめざして

利益を生み出す経営を学ぶ

心の経営を学ぶ～ESから始まる真のCS～

ど真剣に経営に取り組む

経営・ものづくりの基本を学ぶ

自立化(自社の強みを見出す)

20年後の企業経営のポイント

中小企業のモノづくり再生～モノづくりと人づくり～

これからの時代の経営を学ぶ～新たな価値観の創出～

選ばれる企業のコダワリポイント

地方創生と中小企業～ひと・しごと創生～

稼げる企業を目指して～わが社独自の経営戦略～

人材を採用し伸ばす心得～人材不足の時代を生き残る～

変化に対応できる企業をめざして～新技術・IoT・女性活躍～

H16年度

H17年度

H18年度

H19年度

H20年度

H21年度

H22年度

H23年度

H24年度

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

32社

37社

37社

38社

39社

36社

36社

35社

39社

40社

42社

40社

38社

36社

49社

3-2 滋賀県中小企業経営基盤・技術向上等研究会

実施年度 平成3年度～現在

目 的 県内中小製造業のビジネス研修の一環として、会員相互による技術向上や自立化の啓発を通じ、ネットワー
ク形成に結びつけることによって、会員企業の振興に寄与することを目的としています。

内 容 技術・製品・市場等の開発、開拓に役立つ知識の習得、情報交換やネットワーク形成の事例研究。先端技術
向上や自立化に成功された企業等による講演および工場見学などを実施しています。

【歴代会長】 ●尾崎　俊彦
●宮嶋誠一郎
●畑澤　康弘
●小川　孝史

(株)サンオクト H3～H15
(株)ミヤジマ H16～H20
近畿精工(株) H21～H25
湖北精工(株) H26～現在

活発なディスカッション 企業訪問（県外） 企業訪問（県内）

工場見学 研究会 総会

回想プラザ設立 2 0 周 年に寄 せて

　支援プラザの役割はますます重要になってくると感じております。これまでの輝かしい実績を礎に、
滋賀県内の産業界発展の滋賀県産業支援プラザの設立20周年を心よりお祝い申し上げます。
　平成11年の設立から今日に至るまで、滋賀県内の様 な々企業の発展にご尽力されてきたことに
敬意と感謝を申し上げます。弊社も滋賀県産業支援プラザにはたいへんお世話になっており、滋賀
県内の企業が集まる滋賀県中小企業経営基盤・技術向上等研究会では工場見学などを通じて
社員と共に学び、商売の方ではビジネスマッチングを通して県内外の新規顧客や協力会社の開
拓を行い、購買体制の強化などを行う事ができました。また、日本だけでなく海外進出や海外企業と
の取引の際には、慣れない英語の契約書や法律について相談させて頂いた事もあり、本当に色々
な場面で力を貸して頂いたと感じております。
　近年、企業を取り巻く環境は急速な変化を遂げており、少子高齢化による市場の変化や、米国
のグローバル化から米国第一主義への転換、AIやIoTなどの革新的な技術の進展など、専門家
ですら予想が難しい100年に一度の変革期が訪れています。この様な時代のなか、人的・金銭的
な資源が限られる我々中小企業やこれから起業される方にとって、滋賀県、産業の発展の為、さら
なるご支援を頂きますと共に滋賀県産業支援プラザ様の益々のご発展をご祈念申し上げ、お祝い
の言葉と致します。

小川 孝史 氏

湖北精工株式会社
代表取締役社長

事

　業

事

　業
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事業概要

事業の成果

　昭和49年から取引あっせんを実施しており、これまでの
累計は、発注企業447件・受注企1,155件の登録があり、
あっせん紹介件数は11,878件、うち成約件数が1,958件、 
当初成約金額は2,416,531千円（24億円）という成果が生
まれました。当初成約金額とは、最初の取引額です。当初
から発展したものはカウントしていません。つまり最初は数
万円だった取引が、継続的な取引に発展し、数百万円/月
となったケースもあります。このことから、下請振興事業は、
県内中小製造業の販路拡大への貴重な支援策です。

3-3 下 請 振 興 事 業 3-4 健 康 福 祉 産 業 振 興 事 業

実施年度 昭和49年度～現在

目 的 下請中小企業の振興

内 容

下請中小企業振興法は、下請取引の円滑化を促進し下請中小企業の振興を図ることを目的としています。
当プラザでは、同法に基づき取引あっせんや苦情・紛争についての相談対応、商談会の開催、取引情報の
収集・提供等を行っています。取引あっせんの具体的な流れは、発注企業・受注企業の登録をいただいた
後、あっせん紹介を行います。あっせん（ビジネスマッチング）の方法は、個別あっせんと商談会があります。
また、専門調査員が登録企業を訪問し、取引情報の収集・提供等を行うと共に、取引上の苦情・紛争が発生
した際には、下請法（下請代金支払遅延等防止法）に基づいた助言等を行います。

事業概要

実施年度 平成14年度～平成21年度

概 要
今後新しい産業として発展する可能性を持つ高齢者等の自立支援、社会参加、生活支援や健康を中心とし
た分野のハードおよびソフトでのビジネス化に向けた企業の取り組みに対して調査から研究開発、事業化に
至るまでを段階的に支援しました。

（1）健康福祉ビジネス産業化セッション（H14~H18） 
新たな健康福祉ビジネスの創造に向けて取り組もうとする県内の企業、大学、団体、グループおよび個人から、ビジネスプラ

ンについて広く提案を求め、産業化に向けた調査および研究活動について当該提案者に委託を行う事業

（2）健康福祉産業創出支援事業（H15~H18） 
新たな健康福祉産業の創出に向けて取り組んでいる県内企業等が行う新製品・新サービスの研究開発、商品開発等に

要する経費の一部を助成する事業

（3）健康・福祉産業創出支援事業調査委託事業（H19） 
健康・福祉分野において、「ユーザーが何を求めているか」を出発点として、平成19年度において県内の3大学に調査・研

究を委託し、真に現場が求める製品・サービスについて事業化の可能性を検討しました。

（4）健康福祉産業チャレンジアップ事業（H19~H20） 
新製品・新サービスのモニタリング支援とし、あわせて出展見本市やWEBページ掲載など市場開拓について支援しました。

（5）健康・福祉創出支援事業産業化助成金（H20～H21） 
健康・福祉産業創出支援事業調査委託事業の成果を活用して、現場ニーズに対応した製品・サービスの事業化を行おう

とする県内事業者を対象に、その研究開発および商品開発の一部を助成しました。

事業の内容

447件

6,012件

11,878件

発注登録数

発注申出数

あっせん紹介件数

契約成立当初成約金額

1,155件

7,152件

1,958件

2,416,531千円

受注登録数

受注申出数

成約件数

取引あっせん件数・成果(累計) 平成30年3月末現在

取組の結果

　取引あっせんの推移をグラフ化しました。平成13年はあっせん136件、成立22件でしたが、平成29年度には、あっせん624件、
成立38件となりました。

ビジネスマッチング
受注企業 発注企業

商談会 個別あっせん

・県内に事業所を有する中小企業（受注企業）
・登録費用、あっせん費用（無料）

商談会 商談会の受付

取引あっせんの推移
成果事例  1
実際の介護現場での経験から工夫・考案された高齢者やハンディキャップのある人にも安心な折れ戸と手摺り

新製品の名称 光触媒（抗菌）コーティングと無機EL材を組み込んだほんのり光る折れ戸と手摺り

企業名 (株)福島建具製作所（彦根市馬場1丁目 2-33）

　築城400年を迎える国宝・彦根城の天守閣の建具を手がけるなど、彦根
城のお膝元で木製建具や家具などの注文制作を行ってきた福島建具製作
所。福祉施設や高齢者住宅の建具なども手がける中で、これからの福祉の
時代に建具屋として役に立てることがあるのではないかと思ったことが福祉
建具の開発を始めたきっかけでした。バリアフリー建具というジャンルの製品
市場には存在しているものの、すきまで指を挟むなど、高齢者の場合はちょっ
とした角でもけがをする危険性があるなど、まだまだ改良の余地がある状態で
す。福祉施設でのボランティア活動などを通じて多様なニーズがあることを実
感し、同業・異業の仲間達と勉強会を実施したり、社内スタッフと共に各種展
示会にも積極的に出向いたりしながら、細かい配慮を施した独自の「福祉建
具」を研究開発しています。

◆ 「どんなに忙しくても福祉施設のボランティアは欠かさない」という姿勢から生まれる工夫の数々 
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3-4 健 康 福 祉 産 業 振 興 事 業

成果事例  2
切符もラクに拾える強粘着ゲル搭載体に不自由な方の可動域を広げる自助具

新製品の名称 ポケットリーチャー

企業名 日光精器(株)（近江八幡市馬渕町2660）

　リーチャーをご存知ですか。リーチ（reach）という英語が「届く」を意味することから、いわば手を伸
ばし届かせてくれる“孫の手”のようなもの。上腕部の不自由な方や足腰に障害のある方の可動域を補
助して広げる自助具です。福祉先進国の欧米ではマジックハンド型のものが開発され、現在日本でも
この型が主流となっています。しかしマジックハンド型では硬い床面に落ちた紙幣など薄いものをつか
むのが困難。平らなものも拾え、お洒落で、なおかつユニバーサルなデザインで、もっと安価なものはな
いだろうか。こんなコンセプトのもと、大学との連携により新たなリーチャー開発に挑んだのが、樹脂成
型加工分野で高い信頼を得る近江八幡市の日光精器（株）です。数々のアイデア商品を世に送り出す技術者集団であると同時
に、創業者が自らの病床体験をもとに老人保健施設を開設するなど福祉意識も高く、モノづくりを通じて喜びと満足のある豊かな
生活（ニコニコライフ）を創造することを企業理念としています。

◆足腰などに障害のある方の外出をもっと楽しく。中小企業だからできる福祉機器開発に挑む

成果事例  3
総合的な生活習慣病対策に向けて、企業や自治体の特定保険指導をサポート

新製品の名称 シニアウェーブ

企業名 （株）パーフェクト・トレーナーズ（草津市野路1丁目13-10 南草津野村整形外科2F）

　日光精器(株)では滋賀県産業支援プラザの健康福祉ビジネス創出を支援する数々の助成を有
効に活用。まず折り畳み傘などに想を得た伸縮型の手作り試作品第一号を開発しました。その手応
えと反響をもとに改良を加えるうちに、従来の『つかむ、引っ掛ける』といった先端部の形状や材質を
大きく一新。『粘着力でくっつける』という新しい発想に行き着きます。何度ものテストを繰り返し、遂に
強粘着ゲルを搭載した画期的なポケットリーチャーを生み出しました。携帯に便利な伸縮式で、腰を
屈めるのが辛い方や車椅子の方などが駅で切符やカードを落としてもサッと取り出せ、ピタッとくっつけて容易に拾えます。さらにモノ
を引き寄せたり押しやったり、エレベーターのボタンを押すのもラクにできるように先端部を工夫。ゴム素材でできた反対側の先を使
えばキーボードを押し、本をめくるのも簡単に行えます。健常者にとっても狭い隙間に落ちたコインなどを拾い上げるのに便利です。

◆ マジックハンド型でもフック式でもない、画期的な『くっつく』強粘着ゲルの搭載へ

　現在、糖尿病の有病者は740万人、予備軍は880万人いるとされ、5年間で1.2倍も増加して
います。この糖尿病をはじめ、肥満症や高血圧症、高脂血症など生活習慣病と呼ばれる主な
疾患は、個々の原因で発症するのではなく、特に内臓に脂肪が蓄積した肥満（内臓脂肪型
肥満）が原因であることが判明してきました。この内臓脂肪型肥満によって病気が引き起こさ
れやすくなった状態が、平成18年度の流行語大賞のトップテンにも上がった『メタボリックシンド
ローム』です。厚生労働省でも生活習慣病対策の強化が医療費抑制の重要な柱と位置づけ、平成20年4月からは、企業の保険
組合や地方自治体にメタボリックシンドロームに着目した特定健診や特定保健指導を行うよう義務づけています。健診によってメタ
ボ該当者や予備群を抽出し、生活習慣の改善に向けての食生活や運動指導を行うというものです。この特定保険指導に向けて
開発が進むのが、（株）パーフェクト・トレーナーズの「シニアウェーブ（仮称）」です。

◆メタボリックシンドロームを減らしたい。平成20年度からの新たな検診・保健指導へ向け発信!

　（株）パーフェクト・トレーナーズは、滋賀県草津市を拠点にスポーツトレーナー業務をはじ
め、医療機関と連携したリハビリや運動指導など総合的な健康コンサルティングに携わってい
ます。京都府八幡市で本格的な介護予防事業の運営委託を受けたのを機に、客観的にプロ
グラムの構築やデータ検証ができる大学の研究チームと連携。心理学や栄養面の専門家とも
手を携え、シニアのための本格的なAEP（アクティブ・エクステンション・プログラム=活動的な
筋肉を伸ばすプログラム）開発チームを発足しました。平成16年度には滋賀県産業支援プラザの健康福祉産業創出支援事業費
助成金を活用し、シニアの健康支援システム「AEPプログラム」を商品化。地方公共団体等の健康増進事業にも導入され、運動
のモチベーションを掘り起こす効果が高く評価されています。その中の小グループ指導を主体とするシステム「シニアウェーブ」を、メ
タボ対策用に改良しようというものです。

◆地方公共団体などの健康増進事業で評価されるシニアの健康支援システムをメタボ対策向けに改良

　「シニアウェーブ」の特徴は、測定とカウンセリングにより自らの体の状況を知ってもらうことにあります。まずス
ポーツ選手などが使用する体組成計を改良した筋肉量測定装置を用い、四肢の筋肉量や左右バランス、基
礎代謝量など体組成を測定します。この各種測定と食事調査などアンケート調査に基づき、生活習慣を見直
すためのカウンセリングを行います。そしてメタボリックシンドロームのリスクに基づく必要度に応じて、下腿を鍛え
るなどの部位別・段階別の運動をプログラミングします。この個別の運動を家庭でできるようにモチベーションを
高める指導を行うことで、生活習慣改善の行動を継続してもらおうというものです。（株）パーフェクト・トレーナー
ズでは、平成19年度チャレンジアップ事業に採択。大学の教授によるアドバイザー派遣支援やモニタリング支
援を活用し、40歳以上を対象にした有効なメタボ対策支援システムを構築すべく邁進しました。

◆『1に運動、2に食事』個別の測定とカウンセリングにより、運動習慣の徹底を目指す

　日常生活でのちょっとした不自由や不都合を「しかたがない」とあきらめている高齢者や障害者は少なくあり
ません。そんなニーズを介護の現場や施工先できめ細かく拾い出し、社内ディスカッションによってブラッシュ
アップ。QOLを追求した製品企画に反映しています。また、滋賀県産業支援プラザをはじめとする関係機関か
らの情報提供を受け、チャレンジアップ事業に応募するなどさまざまなネットワークを駆使して地方の一企業とし
ての限界を克服。「ハンディキャップがあっても高齢になっても、自立した毎日が送れるように日常生活をサポートする建具を開発する
ことによって、これからやってくる福祉社会に貢献していくことが目標です」（弓矢取締役）。

◆ 多くの人との意見交換や情報収集によってこれからの福祉社会に貢献できる建具を目指す

　多くの高齢者と接する中で知ったのは、夜中にトイレに起きる度に電灯をつけると、
まぶしくて家族にも迷惑をかけることから、午後になるとお茶を飲むことすら我慢して
水分摂取を控えているという人が意外と多いという現実。そこで、無機EL材によるほ
んのりとした光でトイレまで誘導する手摺りと、そっと押すだけで開く折れ戸を考案しま
した。人感センサーで自動的に点灯、扉の取手の位置も、光るパネルが照らしてくれ
ます。折れ戸は指詰めしない安全な構造で、マグネットを使った特殊な開閉ハンドル
はラッチの出っ張りがないため、ぶつけてけがをする危険性もありません。さらに、光触
媒コーティングによる抗菌仕上げを施しているので、体の抵抗力が低下している方にも安心。高齢者に優しいものは誰にとっても使
いよく、省エネにもつながるので今後一般家庭でも活躍しそうな製品です。

◆ 「夜中に何度もトイレに行くのがたいへんだから」と午後はお茶も我慢している高齢者が多い現実
　障害を持つ方の自立した生活と社会参加を支援する商品として開発されたこのポケットリー
チャーは、その使いやすさと親しみのある美しいデザインが評価され、淡海ユニバーサルデザイン
賞を受賞しました。徐々に認知されつつも、いざ販売チャネルの開拓となると、ものづくり企業ゆえ
なかなか難しいのが現状です。福祉介護の現場で使ってもらおうにも、まずどのような場にアプ
ローチすればいいのか、機器を紹介していくルートや方法が定まりません。同時に実際に使った方
の率直な意見に耳を傾け、それをもとにより良い商品へと改良を加えていきたいとの思いも募ります。そこで平
成19年度のチャレンジアップ事業に公募。現在アドバイザー派遣支援を受けるとともに、有効なモニタリングに
向けてアンケート内容の精査などを行っています。また国際福祉機器展などの見本市へも出品を予定するな
ど、さらなる認知度アップと市場開拓に向けての準備が着 と々進行中です。

◆ もっと多くの方に知ってほしい!さらなる認知度のアップと販路開拓を目指して
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事業概要

滋賀県産業支援プラザが関わった産学官連携によるプロジェクトは、以下の通りです

事業の成果

3-5 課題解決型医療機器等研究開発事業 3-6 しが医工連携ものづくりネットワーク

実施年度 課題解決型医療機器等研究開発事業　平成25年度～現在
（平成26年度から医工連携事業化推進事業に改称）

目 的

課題解決型医療機器等開発事業（医工連携事業化推進事業）は、経済産業省が、医療の質向上、ものづく
り産業の持続的成長の実現、中小企業や異業種のものづくり力の活用による医療現場等における課題解 
決に資する医療機器等の実用化促進のために公募型事業として実施しまし た。
平成27年度からは新たに設立された国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）に事業が継続
され、経済産業省、厚生労働省、文部科学省の3省の医療分野における研究開発や補助が一元化されまし
た。ものづくり技術を有する中小企業等と、課題を有する医療機関や研究機関等との医工連携による医療
機器の開発・改良、臨床評価、実用化までの一貫した取組の支援が行われています。
県内企業などと課題解決型医療機器等開発事業（医工連携事業化推進事業）に応募し、医療現場の課題
解決やニーズに応える医療機器の上市を目指し、事業を実施しています。

「血液一滴で高度な診断を可能とする
ポイントオブケアシステムの開発」

（公財）滋賀県産業支援プラザ（事業管理機関）
ニプロ（株）　NSマテリアルズ（株）　ニッタモールド（株）
神港精機（株）　旭光電機（株）
滋賀医科大学　立命館大学

「老眼鏡のように気軽に使用できる補聴器の開発」
（公財)滋賀県産業支援プラザ（事業管理機関） 
京セラメディカル（株）　
日光精器（株）　
滋賀県立成人病センター　
成安造形大学
滋賀県工業技術総合センター

「良性小腸狭窄を治療するための内視鏡下で
留置可能な自己拡張型生分解性小腸用ステントの
開発・海外展開」
EAファーマ（株）（代表機関）
日本毛織（株） 
（株）ゴーセン 
滋賀医科大学
日光精器（株） 
（公財）滋賀県産業支援プラザ

平成25年度  課題解決型医療機器等開発事業～
平成27年度  医工連携事業化推進事業1 平成26年度（平成25年度補正）課題解決型

医療機器等開発事業（総合特区推進調整費）2

平成27年度（平成26年度補正）～
平成28年度 医工連携事業化推進事業3 平成29年度～平成30年度 医工連携事業化

推進事業4

　しが医工連携ネットワークは、医療分野への参入や新しい技術や製品開
発を目指す企業、大学・研究機関、金融機関、医療機関、行政・支援機関等
により構成され、平成16年に「都市エリア産学連携促進事業連絡会議」にお
いて研究計画発表会で募ったユーザー企業によるユーザー会議をもとに組
織されました。平成30年9月末現在の参画機関数は、220機関となっていま
す。医工連携による技術革新と事業化が滋賀県内において絶え間なく活発
に繰り広げられる「医工連携ものづくりクラスター」の形成を目指しています。

事業概要

　参加者同士の交流の場として、医療機器の開発に役立つ
テーマや話題性のあるテーマによる講演会や交流会を開催
しています。平成16年度に前身となるユーザー会議の開催以
降、平成30年（2018年）9月末現在までに28回の会議を開催
し、105テーマの講演や研究報告を行いました。これまでに企
業関係者をはじめ、大学や行政関係者ほか延べ2,700人以
上の参加があり、産学官の交流につながっています。

事業の内容
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滋賀県産業支援プラザ
専門家の紹介 マッチング 各種相談対応

講演会・交流会
（しが医工連携ものづくりネットワーク会議）

平成17年度第1回会議 平成20年度第2回会議

平成25年度第1回会議 平成30年度第1回会議

　滋賀医科大学と滋賀県産業支援プラザは、平成26年
（2014年）6月に協力推進に係る協定を締結しております。そこ
で、平成27年度以降、滋賀医科大学と連携し、ネットワーク参
画企業を対象とした医療機器開発のための実践的な知識を
学ぶ「医療機器開発セミナー」をシリーズ形式で開催していま
す。このセミナーは、現在は隔月で開催しており、平成30年

（2018年）9月末現在までに19回（19テーマ）のセミナーを開催
し、これまでに企業関係者を中心に300人以上の参加者があ
り、共同研究につながった事例もあります。

医療機器開発セミナー

年　度 参画機関数

　

220（うち県内機関153）
216
204
180
155
133
112
94
81
68
60
30
36
32

平成30年9月末
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
平成24年度
平成23年度
平成22年度
平成21年度
平成20年度
平成19年度
平成18年度
平成17年度

参画機関の業種（平成30年9月末現在）
32
32
28
24
21
17
13
12
5
4
6
7
19

電機・電子機器製造業
医療機器・バイオ業
機械製造組立業
金属製造組立業
プラスチック加工業

化学工業
情報システム開発業
繊維製品製造業
金融機関
医療機関
大学

公的機関等
その他

「ロコモ対策のための膝痛改善（予防）機器の開発」
「ロコモ対策のための膝痛改善緩和用医療機器の
開発・事業化」
パナソニック（株）アプライアンス社

（代表機関）
（株）プロアシスト
日光精器（株） 
久留米大学

（公財）滋賀県産業支援プラザ

事

　業

事

　業
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事業概要 事業の成果

3-7 都市エリア産学官連携促進事業（一般型）

参画機関
中核機関 （財）滋賀県産業支援プラザ

行政担当部署 滋賀県商工観光労働部新産業振興課

共同研究
参加機関

産　三洋電機（株）、（株）ジーニック、アルフレッサファーマ（株）、ニプロ（株）、オムロン(株)、
　　山科精器（株）
学　滋賀医科大学、立命館大学、龍谷大学
官　滋賀県工業技術総合センター

回想プラザにお世話になって
　産業支援プラザ設立20周年おめでとうございます。
　私とプラザとの関わりは、栗東にあった産業支援プラザの技術支援課に2001年から4年半出向
し、県内企業の人材育成を目的にした「技術研修」と「科学技術セミナー」を担当しておりました。そ
の後滋賀医大に産学官連携コーディネータとして4年間勤務しましたが、その間もプラザの都市エリ
ア事業に滋賀医大として共同研究で参画しておりました。滋賀医大退職後は、プラザの医工連携
の科学技術コーディネータとして大津で2年半勤務しておりました。プラザに勤務していたのが通算7
年間で、外部からプラザ事業に参画していたのが4年間で合計11年間お世話になりました。最初の
職場では業務の関係上、大学の先生・県職員・県内企業技術者との人脈を形成することができ、
その後の滋賀医大での産学官連携コーディネータやプラザでの科学技術コーディネータ業務で、
その人脈と経験は大いに役に立ちました。この11年間は、企業では経験したことのない未知の分野
での技術研修やコーディネータとして楽しく勤務できたのは、周囲の皆様の協力があってからこそと
思っております。プラザでの各事業では、県内企業との幅広い人脈を得ることができますので、この
財産を活用して職員間の連携はもとより企業間の連携を推進するなど、今後とも県内の産業振興
の支援、特に新規事業へ挑戦する企業への支援機関として益々の発展を祈念いたします。

宮本 健二郎 氏

平成13～17年度
産業支援プラザ勤務

実施年度 平成16年度～平成18年度

目 的

都市エリアにおける産学官連携の促進を図ることを目的に、文部科学省の実施地域に採択されました。地域
の個性発揮を重視して都道府県等の都市エリアに着目し新技術シーズを生み出し、新規事業等の創出、研
究開発型の地域産業の育成を目指すもので、立命館大学、滋賀医科大学、龍谷大学の3大学が持つ知的
資源を有効活用し、大津市、草津市、栗東市のびわこ南部エリアを対象に「都市エリア産学官連携促進事
業（びわこ南部エリア）」 を平成16年7月から開始しました。

内 容

産学官連携のもとに「診断・治療のためのマイクロ体内ロボットの開発」をテーマに共同研究事業を3年間実
施し、体を大きく傷つけることなく診断や治療を行う、いわゆる低侵襲診断・治療の実現に向けた基盤技術の
開発を目指しました。
また、その開発過程から生まれる様々なコア技術を利用し、地域企業の皆様への技術移転を積極的に行
い、マイクロ医療機器・医療技術の開発や次世代の健康・予防家電に産業応用するなど、実用化研究への
展開を進め本県の医療・健康福祉分野の新産業の創出を図りました。

診断・治療のためのマイクロ体内ロボット（2010年）

● 長期（入院中）にわたって腹腔、胸腔内に留まり、持続監視、持続治療を続けるマイクロ体内ロボット。
● 移動機能、センサ機能、治療機能、生検機能、撮影機能、通信機能など、低侵襲診断・治療に必要な機能を内蔵している。

事

　業

事

　業
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事業概要

事業のスキーム

事業の成果

3-8 都市エリア産学官連携促進事業（発展型）

参画機関
中核機関 （財）滋賀県産業支援プラザ

行政担当部署 滋賀県商工観光労働部新産業振興課

共同研究
参加機関

産　（株）I.S.T、旭光電機（株）、湖北工業（株）、ニプロ（株）、富士フィルム（株）、山科精器（株）
学　滋賀医科大学、立命館大学、龍谷大学
官　滋賀県工業技術総合センター

実施年度 平成19年度～平成21年度

内 容

平成16年度から進めてきた「診断・治療のためのマイクロ体内ロボットの開発」をテーマとした一般型事業
（滋賀県が文部科学省から実施地域として採択された事業）の実施によって蓄積された要素技術に、大学・
企業等が有する技術ポテンシャルを融合させ産学官連携により研究開発を行いました。
具体的には、癌患者の腫瘍摘出手術をターゲットに、「悪性腫瘍部位の特定」、「術中の腫瘍の悪性度の確
定診断」、「従来の体腔鏡では到達が困難な部位に対する悪性腫瘍の摘出」等、一連の治療などが手術室
などオンサイ トで迅速に実現できる「患者負担軽減のためのオンサイト診療システム」を目指し実施しました。

　都市エリア産学官連携促進事業を核とし
て、これまで培った様々な実績やポテンシャル
を武器に、産学官がそれぞれの持つ力と役割
を最大限に発揮し、「質の高い医療の提供」と
「活力あるものづくり産業の創出」が絶え間なく
繰り返される「滋賀医工連携ものづくり産学官
連携拠点」が、文部科学省および経済産業
省の産学官連携拠点地域中核産学官連携
拠点に選定されました。

産学官連携基盤の構築1

オンサイト診療システムの開発
　癌患者の腫瘍摘出手術をターゲットに、「悪性腫
瘍部位の特定」、「術中の腫瘍の悪性度の確定診
断」、「従来の体腔鏡では到達が困難な部位に存す
る悪性腫瘍の摘出」等、一連の治療が手術室などオ
ンサイトで迅速に実現できるシステムを開発しました。

研究開発成果2

（1）体腔鏡手術ロボティック技術の開発研究
　体腔内視鏡手術では、可能な限り体壁破壊を最小限にするのが望まし
い。本プロジェクトでは、MEMS技術、ロボティクス技術を駆使し、内視鏡を
高機能化することによって、トロッカーの数を減少させると共に、より困難な手
術にも対応することを試みました。開発したのは、消化器癌を対象とする高
機能管腔内視鏡と、腹腔や胸腔の鏡視下手術を対象とする硬性内視鏡
の2種類です。

事

　業

事

　業
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3-8 都市エリア産学官連携促進事業（発展型） 3-9 地域イノベーション戦略支援プログラム（グローバル型）
「いつでも・どこでも高度先端医療」を実現する診断・治療技術の開発

実施年度 平成22年度～平成24年度

内 容

いつでも・どこでも高度先端医療」を実現するため、平成16～21年度までの6年間にわたり都市エリア産学官
連携促進事業で培った医療機器の高機能化・インテリジェント化・小型軽量化技術を更に進化させ「フィー
ルド・オンサイト診断/治療機器」の研究開発を実施しました。
グローバル市場のニーズに応じ、要素技術の統合も重視し、高度先端診断機器の実現を目指しました。疾患
に対するポイントオブケア、スクリーニング、モニタリングといった分析技術への様々なニーズに対し、開発実績
を有する血液等の超微量生体標本分析技術を核に研究開発を進め、分析多項目化や新規分析手法の導
入への対応を進めるとともに、標本の超微量化による低侵襲性が可能とする頻回検査の活用も重視しまし
た。本研究では、「いつでも・どこでも高度先端医療」のための分析技術の高度化に取り組み、成果の事業化
が見込める段階への発展を目指しました。

事業概要

事業のスキーム

回想滋賀県産業支援プラザ設立 2 0 周 年にあたり

　公益財団法人滋賀県産業支援プラザ設立20周年誠におめでとうございます。
　平成11年 （1999）「企業のやる気を応援します」をキャッチフレーズに湖国滋賀の企業の応援団
として設立せられて、はや20年の歳月が経ちました。その間数多くの企画を立てられ滋賀経済界の
発展に寄与せられた事は誠に貢献大なるものがありました。特に平成16～18年度の文部科学省
委託事業「都市エリア産学官連携促進事業（一般型）～びわこ南部エリア～」続く平成19～21年
度同省委託事業「都市エリア産学官連携促進事業（発展型）～びわこ南部エリア～」そして平成
22～24年度同省補助事業「しが医工連携ものづくりクラスター」地域イノベーション戦略支援プロ
グラム（グローバル型）の合計9年間の産学官連携事業に参画させて頂いた事は、弊社にとりまし
て異業種から医療機器業界への参入のきっかけ作りに大きく役立つ事となりました。「内視鏡用曇
りなしレンズ」の開発を初めとして、「内視鏡用マイクロ波鉗子」「マイクロ流路式連続型遠心分離
装置」「超微量生体標本分析装置」等の開発で培った開発技術を通じて今日の弊社の製品に繋
がって参りました。各種分離装置やフイルターの評価に「疑似血液」が使用され、「ヤセック吸引嘴
管」「洗浄吸引プロープ」「エンドシャワー」「吸引凝固嘴管」「エンドセイバー」また口腔外科では「開
口訓練器」「開口度測定器」の製品化などを中心として弊社の医療機器事業部門の基礎を築く
事が出来ました。 
　これからも湖国の次世代産業に必要な産学官連携事業を企画され「新価値創造県・滋賀」に
相応しい事業に取り組んで頂き、湖国経済の将来の有るべき姿を希求し支援するプラザとして
益々の発展を祈念して設立20周年のお祝いの言葉と致します。

大日 常男 氏

山科精器株式会社
代表取締役会長

参画機関
中核機関 （財）滋賀県産業支援プラザ

行政担当部署 滋賀県商工観光労働部新産業振興課

共同研究
参加機関

産　ニプロ（株）、山科精器（株）、旭光電機(株)、湖北工業（株）、（株）村田製作所、
　　東レエンジニアリング（株）、東レ・プレシジョン（株）、（株）町田製作所、神港精機（株）、
　　アルモテクノス（株）、GEヘルスケアジャパン（株）
学　滋賀医科大学、立命館大学、長浜バイオ大学
官　滋賀県工業技術総合センター、滋賀県東北部工業技術センター

事

　業

事

　業

（2）超微量生体標本分析技術の開発研究
　健康診断、病院検査で実施される血液検査では約5ccの血液を
採取します。しかし、特殊な検査を除き、いわゆるセット検査で必要な
血液は、0.5ccと言われており、採取血液の大半は検査に回されるこ
となく破棄されています。超微量生体標本分析システムが実現すれ
ば、患者から採取する血液は大幅に減らすことができます。本プロ
ジェクトでは、MEMS、μTAS技術を駆使した超微量生体標本分析
装置の開発研究を実施しました。

（3）ナノ粒子診断技術の開発研究
　近赤外帯に特異な光吸収を示す金ナノ粒子に悪性腫瘍に特異
的な抗体分子を結合させたナノ粒子診断・治療技術の開発研究を
実施しました。このナノ粒子によって悪性腫瘍の空間的な分布を映
像化することができ、手術方法の選択、術中のモニタリングと、手術結
果の評価が可能となります。また、体内を透過する近赤外線を照射す
ることによってナノ粒子は熱を発生し、摘出困難な微小な悪性腫瘍の
温熱治療が可能になります。
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3-9 地域イノベーション戦略支援プログラム（グローバル型）
「いつでも・どこでも高度先端医療」を実現する診断・治療技術の開発

事業の推進体制

ブース来場者
日本
外国

平成23年度
50名
150名

平成24年度
50名
200名

特許出願件数
平成22年度

11
平成23年度

11
平成24年度

10

事業概要

　研究計画発表会、研究成果報告会の開催により事業趣旨や研究開発方針についての啓発・普及を図るとともに、研究成果を
県内企業等に公表・普及することで産業応用への関心を高め、産学官連携基盤の構築に努めました。また、コーディネート活動に
より研究成果の技術移転を推進しました。

産学官連携基盤の構築1

　成果の技術移転とその事業化を効果的に推進するために、研究成果として生まれる知的財産の権利化を戦略的に実施しまし
た。研究開発により生じた産業財産権等については、産業活力特別措置法（日本版バイドール法）の思想に基づき、取得した特許
権を継承し効果的な運用を図るとともに、本事業において独自の共同研究契約書を全参画機関で締結することにより産業財産権
の運用を明確にし、研究開発に取り組みました。

知的財産戦略3

研究開発成果4

　びわこ南部地域の強みは、医療および理工系大学等の学識・技術・情報といった高度知的資源の集積と、全国有数の民間研
究所および企業集積による研究開発力・生産技術力であり、これらのポテンシャルを活かした国際競争力の向上を図ることとし、海
外展示会への出展や国際シンポジウムの開催などを展開しました。

国際競争力の向上を目指した取組2

ドイツ（デュッセルドルフ）で開催された国際医療機器展「MEDICA」へ出展

（1）研究テーマ1：超微量標本分析技術が拓く高度先端医療の研究開発

（2）研究テーマ2：体腔鏡ロボティック技術が拓く高度先端医療の研究開発

事

　業

事

　業
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3-10 し が 新 産 業 創 造 ネットワ ー ク

実施年度 平成23年度～現在

目 的
モノづくり基盤技術および環境の分野における研究開発や新事業創出に意欲的な企業および大学、研究
機関等を対象に産学官金連携の結びつきを強化するとともに、次代を担う新事業の芽を発掘し、成長発展
する参加型ネットワークとして、平成23年（2011年）に「しが新産業創造ネットワーク」は発足しました。このネッ
トワークによる取組を通じて、新技術、新産業の創出を図っています。

内 容

会員企業への企業訪問によるヒアリングをもとに、企業の潜在的なニーズ・シーズの掘り起こしをコーディネー
タが行い、新事業創出につなげ、ネットワーク事業の運営に反映しています。研究会などの勉強会を通して、
産学官連携による研究開発プロジェクトを構築しています。国等の公的資金を活用した研究開発事業につ
いて、公募申請にかかるブラッシュアップ等の支援を行っています。
また、講師を招いての特別講演やネットワーク会員による講演や企業プレゼンテーション等を行う「マッチング
フォーラム」を開催し、セミナーや公的資金制度に基づく公募情報などの情報提供を行っています。

事業概要

事

　業

事

　業

マッチングフォーラム開催結果
内　容 参　加

78名
第3回 H25.3.4 講演・プレゼンテーション・交流会
特別講演／経済産業省近畿経済産業局総務企画部長　中村稔氏 
　　　　　「国の産業政策と中小企業発展の方向性」

77名
第5回 H26.3.5 講演・プレゼンテーション・交流会
特別講演／（株）東芝　コーポレートコミュニケーション部　産業政策渉外室室長附　渡辺美代子氏 
　　　　　「分野を超えた新産業創造イノベーション～滋賀県への期待～」

70名
第7回 H27.2.23 講演・交流会 
特別講演／元積水化学工業（株）　主席研究員　佐野健三氏 
　　　　　「自然に学ぶものづくり」～事例にヒントを得て、事業化へ一歩踏み出す勇気を～

147名
第8回 H27.11.16 講演・交流会 
特別講演／（株）堀場製作所　代表取締役副会長 石田耕三氏 
　　　　　「HORIBAグループにおけるグローバル戦略」

85名第9回 H28.2.8 講演・プレゼンテーション・交流会 
特別講演／日本一明るい経済新聞編集長　竹原信夫氏　「ものづくり元気企業のひみつ」

157名
第10回 H28.8.2 講演・交流会 
特別講演／（株）ソシオネクスト　代表取締役会長兼CEO　元京セラ（株）　会長兼CEO　西口泰夫氏 
　　　　　「企業が持続的成長を目指すには̶技術経営に視点をおいて̶」

129名
第11回 H29.1.16 講演・プレゼンテーション・交流会 
特別講演／オムロン（株）　商品事業本部技術開発センタ　センタ長　竹内勝氏
　　　　　「オムロンの製造現場革新の取り組み̶製造業にまつわるIoT̶」

148名第12回 H29.7.21 講演・交流会 
特別講演／（株）SCREENホールディングス　名誉会長　石田明氏
　　　　　「思考展開～脱本業・拡本業のイノベーショ ン̶」

161名第13回 H30.1.23 講演・プレゼンテーション・交流会 
特別講演／ダイキン工業（株）　執行役員　滋賀製作所長　澤井克行氏　「ダイキン工業（株）の成長戦略」

138名第14回 H30.7.12 講演・交流会 
特別講演／ヤンマー（株） 常務取締役  エンジン事業本部長  吉川滋氏  「ヤンマー（株）のエンジン商品戦略」

131名
第15回 H31.2.7 講演・プレゼンテーション・交流会 
特別講演／ローム（株）社友　元常務取締役　高須秀視氏 
　　　　　「境界を越えて　̶人・技術・国̶  
　　　　　～中国（製造大国から製造強国を目指す）を見据えて、3次元イノベーションで新展開を図る～」

95名第6回 H26.9.4 講演・プレゼンテーション・交流会 
特別講演／（株）村田製作所　広報室室長　野村佳弘氏　「村田製作所の成長戦略」

149名

第4回 H25.9.12 講演・企業プレゼンテーション・交流会
基調講演／情報科学芸術大学院大学　准教授　小林茂氏 
　　　　　「3Dプリンターブームから読み取るイノベーションの可能性」 
基調講演／住友精密工業（株）　森田航空宇宙開発調達部長　森田佳明氏 
　　　　　「航空機部品加工事業への参入について」

214名

159名

第1回 H23.11.4 講演・プレゼンテーション・交流会
特別講演／千葉商科大学学長　島田晴雄氏　「日本再生への指針」

第2回 H24.8.29 講演・プレゼンテーション・交流会
特別講演／（株）リチウムエナジージャパン　取締役　沢井研氏
　　　　　「リチウムイオン電池の用途拡大と自動車分野への展開」 
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3-10 し が 新 産 業 創 造 ネットワ ー ク

その他の成果 三日月知事への「ものづくり日本大賞」受賞報告

特別賞
超精密板鍛造プレスにおける
金型内ねじ転造（雄ネジ）
工法一貫システムの確立
髙橋金属(株) 長浜市

第14回（H30年度第1回）特別講演 第13回（H29年度第2回）プレゼンテーション

会員企業による共同出展事業（M-TECH） 座談会:勉強会 ドローン飛行実演（室内） 特別賞:髙橋金属（株）のみなさん 優秀賞:日伸工業（株）のみなさん 優秀賞:スマック（株）のみなさん

　本賞は、経済産業省、国土交通省、厚生労働省、文部科学省が連携し、平成17年より隔年開催しており、7回目を迎えます。プラ
ザが推薦を行った3企業が各賞を受賞しました。
※「ものづくり日本大賞」は、製造・生産現場の中核を担っている中堅人材や伝統的・文化的な「技」を支えてきた熟練人材、今後を担う若手人材など、「ものづくり」に携わっている各世代の人材のうち、

特に優秀と認められる人材を国が表彰するものです。

第7回「ものづくり日本大賞」1

案　件 概　要

精密板鍛造プレス技術と金型内ねじ工法技術を組み合 
わせた「超精密板鍛造プレスねじ工法一貫システム」を
世界で初めて開発、複数工程に跨がる従来のねじ製造と
比べ、生産性5倍、リードタイム1/2、製造原価1/2以下
を実現

優秀賞
高精度バリレス切断、曲げ加工等を可能に
したプレス一貫加工技術の開発と実用化
日伸工業(株) 大津市

　本事業は、近畿経済産業局が2013年より開催しており7回目を迎えます。これまでに、プラザが推薦書を発行した企業の13製品
が選定されました。
※「関西ものづくり新撰」は、関西ものづくり中小企業の新産業・新市場創出を促進するため、企業が新たに開発した製品・技術を発掘し、特に“優れた”“売れる”ものを選定し、国内外への情報発信や

販路開拓支援などを通じて、ビジネス拡大を支援する取組みです。

関西ものづくり新撰2

プレス加工において、金属を複数工程で切断することに
より、理論上は不可避とされてきた切断面に生じる「バ
リ」を発生させない、業界の常識を覆す画期的なバリレ
ス・プレス工法「ラウンドトリム®」を世界に先駆けて開発

優秀賞
あらゆるモータが駆動できる省エネ型
モータ駆動装置
スマック(株) 大津市

省エネに高い効果を発揮する永久磁石同期モータにお 
いて、専門家ではなくとも簡単にモータ固有の電気定数
及び機械定数を簡単に抽出し、最適駆動を実現する
「オートチューニング機能」を備えた省エネドライブ制御
技術を開発

製品・技術名 企業名 所在地
2019年

2018年

2018年

2018年

2017年

2016年

2015年

2015年

2015年

2014年

2014年

2014年

2014年

日伸工業(株)

(株)大木工藝

日伸工業(株)

山科精器(株)

日伸工業(株)

日伸工業(株)

東洋化学(株)

日伸工業(株)

東レ・プレシジョン(株)

(株)イマック

(株)シンコーメタリコン

ツジコー(株)

山科精器(株)

大津市

大津市

大津市

栗東市

大津市

大津市

日野町

大津市

大津市

守山市

湖南市

甲賀市

栗東市

製品の機能評価機構を組合せてプレス加工への工法転換を達成した生産システム

歯ぐき専用ツール「カラコル®」

車載電池用端子部品のプレス一体化加工技術

開口訓練器および開口度測定器

バリレス切断加工を可能にした車載用リチウムイオン電池部品のプレス一貫加工技術

板鍛造とタップ加工を組み込んだプレス一貫加工によるハイブリッド自動車ニッケル水素蓄電池用端子部品

モイストキュア(新型救急絆創膏)

高精度絞り技術を実現したスマートフォンカメラ用筐体部品

高開口率金属微多孔板

歩行分析器:ステップエイト

大容量プラズマ溶射装置による高機能溶射皮膜

機能性野菜を生産する植物ストレス負荷型栽培装置

外科用の処置具「ヤセック 吸引嘴管」

事

　業

事

　業
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3-11 戦略 的 基 盤技術高度化支援事業

採択テーマ名 参画機関名

事業概要

事業の結果

実施年度 平成19年度～現在

目 的 国の代表的な競争的資金制度である戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）に応募し、中小企
業の研究開発に対する支援を行っています。

内 容 しが新産業創造ネットワークの活動を通じ構築した産学官連携による研究開発プロジェクトに対して、プラザ
が事業管理機関として研究開発の管理運営に務めています。

採 択
H19
3

H20
0

H21
4

H22
2

H23
2

H24
4

H25
0

H26
5

H27
5

H28
6

H29
4

H30
5

累計
40

極限環境でも高強度と耐衝撃性を持続する
世界初の革新的FRP素材の研究開発1 H30～H32 （株）アイ.エス.ティ

滋賀県工業技術総合センター

リチウムイオン電池の高容量化・長寿命化に寄与する
超薄片化黒鉛を用いた画期的な導電ペーストの研究開発2 H30～H32 日本黒鉛工業（株）

滋賀県工業技術総合センター

トランスファープレス技術を用いたソナーセンサー用の
アルミ成形技術およびIoT活用の製品保証技術の開発4 H30～H32 日伸工業（株）

滋賀県工業技術総合センター

世界初の新超硬素材を使用した高剛性・長寿命・リサイクル
可能なダイヤモンド電着工具の研究開発5 H30～H32 （株）Kamogawa

滋賀県工業技術総合センター

立体・柔軟フィルムのバイオミメティックスを応用した
高精度フイルムインサート技術の研究開発7 H29～H31 原馬化成（株）

滋賀県東北部工業技術センター

高吸放湿機能、高発熱機能を付与したポリエステル繊維を
実現する新規な繊維加工技術の研究開発8 H29～H31 洛東化成工業（株）

滋賀県東北部工業技術センター

メディカルマイクロニードルパッチ製造のための微細精密
加工の研究開発10 H28～H30

近畿精工（株）
（株）カフィール
龍谷大学
滋賀県工業技術総合センター
滋賀県東北部工業技術センター
ほか

縫製及び洗濯耐久性に優れたスマートテキスタイル向け
センサー用並びに配線用導電性縫い糸の開発9 H29～H31

（株）フジックス
大阪府立大学
滋賀県東北部工業技術センター

睡眠時無呼吸症候群治療用持続的気道陽圧ユニット（CPAP）
の静音・長寿命・高追従性を実現するブロア・システムの
研究開発

6 H29～H31
草津電機（株）
ケーピーエス工業（株）
滋賀県工業技術総合センター

セラミックス製高精度ステーターを用いた次世代二次電池
電極塗工用ポンプの開発3 H30～H32

ヘイシンテクノベルク（株）
兵神装備（株）
龍谷大学
滋賀県工業技術総合センター

採択テーマ名 参画機関名

水素混合燃料焚き小型高性能ボイラの開発11 H28～H30
（株）ヒラカワ
関西大学
滋賀県工業技術総合センター
滋賀県東北部工業技術センター

高電圧半導体スイッチを使用した電子線滅菌用高電圧
パルス電源の開発

12 H28～H30
（株）パルスパワー技術研究所
山梨大学
名古屋大学
熊本大学

自動車衝突安全規制に適合するステアリングコラムの
溶接技術開発13 H28～H30 髙橋金属（株）

滋賀県東北部工業技術センター

骨格構造に最適な大腿骨骨折治療用BHA人工股関節
システムの開発および実用化14 H28～H30

（株）オーミック
（国研）産業技術総合研究所
滋賀県工業技術総合センター

実車環境を模擬する電動車両用台上モータ駆動システム
評価装置の開発15 H28～H30 スマック（株）

大阪府立大学

厚板小物高精度絞り部品の製造を可能とする工程独立式
可変速押し込み複動機構を用いた押し込み絞りプレス加工
技術の確立

16 H27～H29 日伸工業（株）
滋賀県工業技術総合センター

3次元ウォータージェット交絡による自動車用不織布製
電磁波シールド立体成型部品の開発17 H27～H29 大塚産業マテリアル（株）

滋賀県東北部工業技術センター

ナノカーボンファイバーを用いた電気自動車用キャパシタ
電極の開発20 H27～H29

（株）大木工藝
関西オートメ機器（株）
京都工芸繊維大学
龍谷大学
滋賀県工業技術総合センター

IMO規制に適用する船舶用尿素SCRシステムの高効率浄化
反応器の開発18 H27～H29 髙橋金属（株）

滋賀県東北部工業技術センター

パワー半導体の鉛フリー化を実現する特殊マイクロ銀焼結
ペーストの開発21 H26～H28 化研テック（株）

滋賀県東北部工業技術センター

革新的巻線技術による在宅用人工呼吸器向けマイクロ
モータの開発19 H27～H29

草津電機（株）
信越電線（株）
ケーピーエス工業（株）
滋賀県工業技術総合センター

高機能薄膜製造における高粘度スラリー液用極低脈動
移送ポンプの開発22 H26～H28

ヘイシンテクノベルク（株）
兵神装備（株）
中川加工技術研究所
滋賀県東北部工業技術センター

精密な大型空中結像光学パネルを実現するためのレーザー
加工とダイヤモンドワイヤーソー切削の複合技術の開発23 H26～H28

（有）オプトセラミックス
京都大学
ほか

国民病「顎関節症」の治療に最適な革新的次世代型開口
訓練システムの開発24 H26～H28

山科精器（株）
東京医科歯科大学
滋賀県工業技術総合センター

自動車用シートインサート材の立体成形同時裁断技術の開発25 H26～H28
大塚産業マテリアル（株）
（株）伊吹機械
滋賀県東北部工業技術センター

事

　業

事

　業
̶採択件数̶
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3-11 戦略 的 基 盤技術高度化支援事業

採択テーマ名 参画機関名

高機能化複雑形状加工に対応可能な汎用プレス機を用いた
精密3次元形状プレス複合化技術の開発26 H24～H26

日伸工業（株）
（株）オンワード技研
滋賀県工業技術総合センター

研究開発体制 対象となる川下産業 川下産業が抱える課題およびニーズ
日伸工業（株）
滋賀県工業技術総合センター 自動車、家電、ITなど 従来の切削加工からプレス加工化による

部品の低コスト化、軽量化、品質安定

高密度高集束水を用いたウォータージェット加工技術の
高度化に関する研究開発27 H24～H26

能勢鋼材（株）
（株）MORESCO
滋賀県東北部工業技術センター

めっき液中の添加剤の劣化に起因するめっき液性能劣化
診断用計測器の開発28 H24～H26

オプテックス（株）
（独法）産業技術総合研究所
滋賀県東北部工業技術センター

独自1ヘッド同軸多重ノズルによる高品質製品作製のための
レーザー溶接技術開発29 H24 髙橋金属（株）

滋賀県東北部工業技術センター

次世代絆創膏に不可欠な軟質複合化フィルム成形技術の開発32 H22～H24 東洋化学（株）
滋賀県工業技術総合センター

切削加工プロセスと電気分解を組み合わせた人工骨表面への
多孔質加工法の開発33 H22～H24 （株）オーミック

滋賀県工業技術総合センター

精密三次元鏡面に資する金属プレス加工技術の開発36 H21～H23 髙橋金属（株）
滋賀県東北部工業技術センター

複雑形状品の高精度プレス技術の開発40 H19～H21
髙橋金属（株）
関西セラミックス（株）
滋賀県東北部工業技術センター

HEFL照明を用いたハイブリッド型植物栽培ユニットの
研究開発37 H21

ツジコー（株）
（株）日本ジー・アイ・ティー
長浜バイオ大学
千葉大学
滋賀県工業技術総合センター

大容量プラズマ溶射装置における溶射皮膜の研究開発34 H21～H22 （株）シンコーメタリコン
液晶製造装置へのWCサーメット溶射の研究開発35 H21 （株）シンコーメタリコン

マイクロデバイス実装における極微小量塗布ポンプ用
ローター鋳造技術の開発31 H23～H25

ヘイシンテクノベルク（株）
兵神装備（株）
東北大学

代表的な成果事例① :No . 16

植物由来の機能性成分生成に利用するストレス負荷型装置の
データベース化の研究開発30 H23～H24

ツジコー（株）
（株）日本ジー・アイ・ティー
長浜バイオ大学
（独法）産業技術総合研究所
滋賀県東北部工業技術センター

液晶精密測長器を用いたリニアステージの研究開発38 H19～H21

（株）大阪電子科学技術研究所
アークライト・ソフト（株）
金陵電機（株）
ユニオンツール（株）
大阪大学

三次元微細形状を持ったμTASチップの高精度金型加工と
高精度成形の研究開発39 H19～H21

近畿精工（株）
（株）カフィール
日立ツール（株）
滋賀県立大学
同志社大学
滋賀県東北部工業技術センター

厚板小物高精度絞り部品の製造を可能とする工程独立式可変速押し込み複動機構を用いた押し込み絞りプレス
加工技術の確立（H27~H29）

テーマ名

　電気自動車や燃料電池自動車等の次世代自動車のグローバルな開発が進む中で、社会的問題の一つでもある交通事故を減
らす取り組みとして、川下企業各社は自動車の自動運転技術の開発にも力を入れている。自動運転搭載車両においても重要な位
置付けとなるABS装置に代表されるブレーキシステムであるが、構成される部品には高品質・高精度・高耐久性が要求される精
密金属部品が数多く使用されており、当社も精密金属プレス加工分野で生産に寄与している。

　これらの中で、厚みを要する小物カップ形状の部品は、切削加工が多く、加工精度のばらつきやコストアップになっているため、川
下企業からは性能・機能・品質の安定化とさらなる低コスト化や軽量化の要求が厳しい。切削部品の低コスト化には、単位時間当
たりの生産数量を増やす必要があることから限界があり、低コスト化・軽量化に有利な金属プレス加工による工法転換が切望され
ているが、厚みを要する小物カップ形状の部品加工の場合、従来の絞り加工技術では対応が不可能である。

　このような市場背景の下、川下企業からは高精度な厚板小物高精度絞り加工技術の開発が強く求められており、本開発ではト
ランスファープレスによる工程独立式可変速押し込み複動機構を用いた厚板小物高精度絞り加工技術を開発し、グローバル競争
がますます激化する自動車用部品の事業化を目指していく。

研究開発の概要

研究開発体制 対象となる川下産業 川下産業が抱える課題およびニーズ
髙橋金属（株）
滋賀県東北部工業技術センター

環境・エネルギー、自動車、
農業、産業機械

低環境負荷性、高いエネルギー効率といった
機能の低コストによる実用化

代表的な成果事例② :No . 18
IMO規制に適用する船舶用尿素SCRシステムの高効率浄化反応器の開発（H27～H29）テーマ名

　大型船舶向けの、IMO（国際海事機関）による海洋汚染防止規制により750kW以上のディーゼルエンジンの排気ガス中の、
NOx/SOxの低減化が必要となり、排気ガス浄化装置である尿素SCR触媒反応器への対応ニーズが高くなってきている。

研究開発の概要

通常の薄板絞り加工と新技術による厚板の絞り加工の比較 材質SUS304L 板厚2mmの絞り加工事例

̶大型構造品の厚板成形・溶接複合加工への挑戦̶

̶厚物小物高精度絞りプレス加工技術の開発̶

事

　業

事

　業
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3-11 戦略 的 基 盤技術高度化支援事業

研究開発体制 対象となる川下産業 川下産業が抱える課題およびニーズ
草津電機（株）
信越電線（株）
ケーピーエス工業（株）
滋賀県工業技術総合センター

医療・健康、ロボット、
工作機器

低消費電力・静音化で、かつ
小型ブロアモータ

代表的な成果事例③ :N0 . 19

　在宅用人工呼吸器のニーズである低消費電力化、並びに内部バッテリーでの運転持続を延ばす事に大きく寄与するモータの
高効率化を実現するとともに、機器の低振動・低騒音を実現する為モータの低コギング化も目指す。

　バックヨーク付きスロットレス・ブラシレスDCモータにおいて、平角銅線を使用して既存には無い全く新しい巻線方式と、バックヨー
クに損失の少ない鉄系アモルファス合金材を採用して、超高速回転で高効率・低騒音なブラシレスDCマイクロモータを研究開発
して、在宅用人工呼吸器用ブロアとして評価を実施する。

　また、超高速回転により小型で高出力なブロアモータを研究開発し評価を実施する。

研究開発の概要

　今後、製造される新造船、および2016年以降に新造される船舶に対し規制対象となることから、浄化高効率化を図った大型の
尿素SCR触媒反応器を開発する。

代表的な成果事例④ :No . 22
高機能薄膜製造における高粘度スラリー液用極低脈動移送ポンプの開発（H26～H28）テーマ名

■ セラミックスローターの研削加工技術の開発
 ● 自由曲面である、セラミックスローターを高精度に研削加工するための
 　工法と設備を開発した。
 ● セラミックスのMQL研削加工方法を開発した。

■ 機上計測装置の開発
 ● 精密に自由曲面を測定することができる、機上計測装置を開発した。
 ● ローターの精密輪郭測定が可能になった。

研究開発の概要

研究開発体制 対象となる川下産業 川下産業が抱える課題およびニーズ
ヘイシンテクノベルク（株）
兵神装備（株）
中川加工技術研究所
滋賀県東北部工業技術センター

医療・健康、環境・エネルギー、
食品、自動車、ロボット、
情報通信、情報家電、半導体、
化学品製造

薄膜塗工の高機能化・高品質化
沈降性スラリーや高粘度液など
難移送材料の定量移送

̶高粘度スラリー液の定量移送における極低脈動化への挑戦̶

代表的な成果事例⑤ :No . 24
国民病「顎関節症」の治療に最適な革新的次世代型開口訓練システムの開発（H26～H28）テーマ名

■ 開口訓練器
 ● 顎関節の前方滑走を効率的に誘導できる。
 ● スライド式の自由度を持った支点により、解剖学的に正しい開口軌道を
 　トレースできる。
 ● 特定の歯に負荷が集中しない。

■ 開口度測定器
 ● 測定の再現性・操作性・視認性に優れる。
 ● 開口に伴う下顎の側方偏位量を評価でき、
　　 開口路の変化を評価できる。
 ● 上記の機能により従来品では困難であった、より客観的で正確な
　　 評価・診断ができる。

研究開発の概要

研究開発体制 対象となる川下産業 川下産業が抱える課題およびニーズ
山科精器（株）
東京医科歯科大学
滋賀県工業技術総合センター

医療・健康
単純形状の開閉機構のみ、
生体親和性に沿った開口軌道の
実現 等

̶顎関節の開口軌道をアシストする高度開口訓練技術の創出̶

̶高効率・低騒音な高速回転ブラシレスDCモータの開発̶

船舶への取付けイメージ 髙橋金属オリジナル溶接ロボットの製作

革新的巻線技術による在宅用人工呼吸器向けマイクロモータの開発（H27～H29）テーマ名

従来の巻線工法
・丸銅線を使用
・渦巻線方式

革新的巻線工法
・平角線を使用 
・独自の巻線方式

目標
モータ効率15%アップ
電磁コギング50%低減

事

　業

事

　業
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3-11 戦略 的 基 盤技術高度化支援事業 3-12 滋賀県地域結集型共同研究事業

研究開発体制 対象となる川下産業 川下産業が抱える課題およびニーズ
大塚産業マテリアル（株）
（株）伊吹機械
滋賀県東北部工業技術センター

自動車分野、産業機械分野、
情報通信、電池 低コスト化形状（寸法）精度の向上品質保証

出　願

50

登　録

3

統　合

7

権利譲渡

4

プラザ以外の
出願
21

審査請求
せず
8

国　内
2

PCT
5

審査請求中・予定

代表的な成果事例⑥ :No . 25
自動車シート用インサート材の立体成形同時裁断技術の開発（H26～H28）テーマ名

■ 成形同時裁断条件の確立
 ● 熱裁断に適した原料不織布への改良
 　不織布原料樹脂特性の明確化
 ● 成形同時裁断条件の確立
 　裁断試験基礎条件探索、材料切断テスト、鋼材検討

■ 成形同時裁断用金型の開発
 ● 金型材料の検討
 　5軸制御立形マシニングセンターの購入・立ち上げ、上型材質の検討
 ● ニクロム板（線）の取付方法の検討
 ● 一体金型の設計・試作
 ● 成形性の確認

研究開発の概要

̶自動車シート用インサート材の立体同時裁断技術に挑戦̶

回想2 0 周 年 誌 発 刊によせて

　滋賀県産業支援プラザ創立20周年を心からお祝い申し上げます。
　貴財団は、平成11年4月の設立以来、県内の中小企業が直面する課題の身近な支援プラザと
して様 な々支援機能を有し、その事業活動はモノづくり滋賀の地元企業の躍進と発展に寄与され
てきました。
　この20年間は、弊社がブラウン管TVの電子銃事業から自動車用精密プレス部品事業へと構
造改革に邁進してきた時期と重なり、いただいた数多くのご指導が改革推進の励みとなりましたこ
とに大変感謝を申し上げます。
　特に、弊社は新規事業の推進にあたり技術開発力を向上させるために、支援プラザ様のご指
導のもと平成24年度から「サポイン」に挑戦し、平成27年より「関西ものづくり新撰」を5年連続で受
賞しました。平成29年には「ものづくり日本大賞」などの技術賞をいただくこともできました。これらの
研究開発を通じて得た成果を、先端技術部品として顧客への提案活動とビジネス拡大へとつな
げ、下請け的企業体質から自立したメーカーへの脱皮を図ってきました。同時に、日頃の連携でご
教示いただいたすべてが、人材育成の面で技術系社員のスキル向上につながったものと確信を
しています。貴財団よりいただいた物心両面にわたるご支援に心より感謝申し上げます。
　製造業では、技術革新のスピードとグローバルの競争激化は予断を許さず、以前にもまして貴財
団との連携やご支援が大切だと考えます。滋賀の産業界と地域社会への貢献のために益々のご
活躍を祈念し、20周年のお祝いのご挨拶といたします。

清水 貴之 氏

日伸工業株式会社
代表取締役社長

実施年度 平成14年度~平成19年度（H15.1～H19.12）

目 的 環境調和型産業システム構築のための基盤技術の開発

内 容

地域の企業・大学・県が力を合わせて共同研究を行う大規模プロジェクト。県内の工場等から排出される廃
棄物や廃熱・廃水を新たな製品や原料に再生する「シーケンシャル・ユース」の確立を目指して、技術（特許）
やシステムの研究・開発を進めるほか、事業終了後には参加した研究者や機関が研究をさらに継続・発展さ
せ、成果を活用できる体制「地域 COE（Center of Excellence）」の確立も目指しました。
産業支援プラザは中核機関として地域結集型共同研究事業プロジェクト推進室を設置し事業全体の進捗
管理を実施しました。

事業概要

事業の結果
1） 以下の特許出願、登録がされた。

2） 研究テーマから実用化されたものは6件。うち、1件について県内企業により商品化されました。

3） 論文発表:119件　口頭発表:546件　論文賞等受賞:10件

※件数はいずれも事業期間終了時のもの

事

　業

事

　業
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3-12 滋賀県地域結集型共同研究事業

回想プラザ設立 2 0 周 年に寄 せて

　平成15年1月から5年余、地域結集型共同研究事業プロジェクト推進室で事務・経理を担当さ
せていただきました。 この事業は科学技術振興機構（JST）から受託し、県立大学に設置されたコ
ア研究室を中心として、県立大、京大、阪大、工業技術総合センターなど県内外の研究機関や企
業等と連携して実施した産学官共同研究のモデル事業（受託総額111億円）でした。
　推進室では、多くの設備・機器等の設置・購入や、専門技術研究者（ドイツ、インド、タイの外国
人を含む）の採用、毎年の発表会の開催、大型デモ装置の展示会場への運搬、3カ月ごとにJST
東京本部へ段ボール数箱を持ち込んでの会計検査等々、四苦八苦したことが多々ありましたが、
当時の企画管理部や経営支援部、新事業支援部の皆さんに助けていただきながら何とか事務を
こなしたことを思い出します。
　成果としては、論文発表119件（国内26、海外93）、口頭発表546件（国内386、海外160）を行
い、論文賞等10件を受賞し、特許50件（国内43、国外7）を出願するとともに、商品見本をユーザー
に提示するなど事業シーズを創出しています。まさに参加した113名の研究者達の汗と涙と努力の
賜物でした。
　年月が経ち、参加企業の方から、その後研究成果を実用化したとか、今も大学研究者とのネット
ワークを大事にしているという話を聞くと、当時の苦労も報われ嬉しい限りで す。 
　研究シーズの事業化は多く課題や苦難が伴いますが、今後もプラザには滋賀県の産学官の中
核となって新技術の研究開発や新事業の創出に挑んでいただくことを期待しております。

片岡 淑郎 氏

平成15～19年度
産業支援プラザ勤務

　具体的な経済効果として県内企業により商品化されたことにより、特許権の持ち分に応じた使用料収入が発生しています。ま
た、本事業には、滋賀県立大学、龍谷大学、立命館大学、京都大学、大阪大学、県工業技術センターなど県内外の11研究機関、
13企業などが参画し、滋賀県にとって初めての本格的な産学官共同研究のモデル事業となりました。事業期間終了後には、文部
科学省関係事業や経済産業省関係事業、自治体（滋賀県）関係事業への橋渡しが行われ、産学官の共同研究体制が現在も維
持されています。

事業の成果

髙橋金属（株）
　排水からリン、フッ素を吸着除去、回収する装置を開発し販売中

成果事例  1

新生化学工業（株）
　有機溶剤を使わない二酸化炭素を利用したレーザー照射による
環境にやさしいプラスチック発泡印字技術を開発

成果事例  2

事

　業

事

　業
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3-13 テクノファクトリー事業

回想起業を振り返って

　私が起業を思い立ったのは今から10年前の夏でした。家内がおうみ創業塾2008に参加したの
が契機でした。5回のセミナーでしたが、家内が途中で参加できなくなり、3回目からは私が代理出席
しました。このたった3回のセミナーの後50歳を迎え、私の生き方はガラッと変わりました。定年まで残
り10年となったその時、今まで考えてもみなかった起業という新たな道を考え始めました。子供もまだ
小さく益々生活費が増えていく中で、それなりの役職と収入のあった前職を捨て、未知の世界に進
むのに不安もありましたが、新たな挑戦はそれ以上に魅力的でした。「世界トップのパルスパワープ
ロフェッショナルカンパニーを作る」という漠然とした大きな夢でした。翌年の3月末に前職を退職し、
5月に創業準備オフィスで新会社を立ち上げた。大きな夢とは裏腹に、プラザの前の琵琶湖を眺め
ながら大丈夫だろうかと不安をよぎる日もあった。同年8月には創業オフィスに移り、起業4年目には滋
賀県立テクノファクトリーに移った。会社経営の経験も知識も無いエンジニアの私だったが、産業支
援プラザをはじめ多くの支援機関の指導を受け、経営革新計画承認、めきき・しがAランク認定、地
域未来牽引企業にも選定して頂いた。しが新事業応援ファンド、ものづくり補助金、サポインの採択
も受け、 新製品の開発も進み、漠然とした夢もかなり実現味のある夢に変わってきた。
　今年60歳となり、会社も10周年を迎える。頼もしい社員と共に、更に夢の実現を目指してスパイラ
ルアップして行こう。

徳地 明 氏

株式会社パルスパワー
技術研究所
代表取締役

　平成12年3月1日開設以来46社が入居され34社が退去。その後の状況把握可能な先は27社で、平成30年9月1日現在も事業を
継続しているのが14社。その内県内定着企業は11社で、県内定着率は79%となっています。

　『滋賀』から『世界』をマーケットに発展する中小企業の皆さんを引き続きプラザ全体でサポートしてまいります。

実施年度

目 的
県立テクノファクトリーは独創的な技術を有する方が、その研究開発の成果を利用して新製品の開発や製
造にかかる技術の開発および改良を行うことを支援することにより、県内産業の振興を目的に整備された賃
貸型工場施設です。

内 容

県が設置した県立テクノファクトリーは、JR南草津駅よりタ
クシーで10分、1区画162㎡：204,000円/月、365日24時間
利用可能な研究開発用施設です。立命館大学BKC、龍
谷大学RECや滋賀県立工業技術総合センターに近く、ま
た民間研究所や企業も多く集積している滋賀県草津市
野路東7丁目に工場棟4棟12区画、支援棟1棟がありま
す。プラザは指定管理者として、意欲ある起業家の皆さん
が工場棟に入居し、将来、本県経済を担う企業に発展い
ただけるよう全面的にサポートしています。

事業概要

事業概要

平成12年度～平成17年度　管理業務
平成18年度～現在　指定管理

年次別入退居企業数の推移（年度毎の延べ企業数）
年 度

入 居

退 居

年 度

入 居

退 居

H12

3

0

H22

3

0

H13

2

0

H23

1

1

H14

8

1

H24

3

2

H15

2

3

H25

2

4

H16

3

2

H26

6

2

H17

0

3

H27

1

1

H18

3

2

H28

0

1

H19

0

3

H29

2

1

H20

1

4

H30

2

2

H21

4

2

計

46

34

（株）パルスパワー技術研究所（平成25年（2013年）10月より入居中）
　（株）パルスパワー技術研究所は、量子ビーム加速用高電圧パルス電源開発事業をテーマに、平成22
年4月にコラボしが21インキュベーションの創業準備オフィスからスタート。その後3年間の創業オフィスで
の地盤固めを経て、平成25年10月よりテクノファクトリー入居中。事業内容としては、高電圧パルスパワー
電源の開発、設計、製造、販売、技術コンサルタント。

　近年、電子・イオン・レーザーなどのいわゆる“量子”をビームとして発生させるための加速器業界では、
国家基幹技術の一つとしてのX線自由電子レーザー（SACLA）の建設、ヨーロッパの大型加速器での
ヒッグス粒子の発見、国際リニアコライダー（ILC）の日本誘致、国際熱核融合実験炉「イーター計画」にお
ける日本主導の大型中性粒子ビーム加速用電源建設計画など活発な動きが続いている。

　加速器は、がん治療用の医療機器としても今後、国産装置の海外への輸出が盛んになる見込みである。又、大地震による深刻
被害が心配される我国では、老朽化した 建築物や橋梁などの強度劣化の検査を行う為のX線透過検査装置にも、加速器電源
技術が必要となる。この他、電子線滅菌装置、次世代半導体リソグラフィ光源、排水処理、排ガス処理、エンジン点火促進など多く
の新規産業分野での応用が期待されている。このように今後加速器の市場規模は拡大し、事業の発展性は高い。

　これらの装置の主要構成要素である高電圧パルス電源の性能向上と小型化は極めて重要な開発テーマの一つであり、既に
米国、欧州など海外の専業メーカーはこれらの電源開発を進めている。しかし、我国では大手電機メーカーにとっては市場が小さ
すぎ、又、特殊技術を要することから、中小メーカーは参入していない。本分野の専業中小企業として設立され、これまでに開発し
てきた高電圧半導体スイッチ技術を複合的に組み合わせ、小型高性能の高電圧パルス電源の商品化を進めてきた。同社はプラ
ザの創業支援システムを活用して順調に事業拡大を遂げたモデルケースであり、数多くの受賞歴に加え、平成29年度には「地域
未来牽引企業」に選定され、更なる飛躍が期待できる滋賀を代表するベンチャー企業である。

代表企業例

代表取締役 徳地明 氏

■退去居企業の動向　　　　　　　　　（H30.9.1現在）

売上高・従業員数・資本金の変化　　　   （対初回入居時）退去企業数（追跡可能先数） 27社

事業を継続している企業数
（うち県内定着企業数）
事業を継続していない企業数
倒産した企業数

14社
（11社:県内定着率79％）

6社
7社

売上高
従業員数
資本金

増加
10社
5社
5社

変化なし
̶
3社
9社

減少
1社
6社
̶

非公開
3社
̶
̶

県立テクノファクトリー

事

　業

事

　業
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3-14 コラボしが21インキュベーション事業

回想プラザ設立 2 0 周 年に寄 せて

　私は平成15年（2003年）7月に滋賀県産業支援プラザに第2キャリアで入社した。入社と同時に
経済産業省外郭団体の（財）日本立地センターに研修出向を命じられ、約8ヶ月間を東京で過ごし
た。 出向期間中はインキュベーション・マネージャー（IM）養成研修担当者として、北海道から九州
まで、全国の支援機関や大学が運営するインキュベーション施設を視察することが出来た。おかげ
でフォーラムや交流会を通じ、全国の創業・起業支援の方とのネットワークが拡がり今日に繋がって
いる。そのような機会を提供してくれたプラザや日本立地センターには感謝している。
　プラザでは11年間を過ごし、さまざまな想い出がある。中でも一番の想い出は、ビジネス・カフェ

「あきんどひろば」を起点とした、地域のインキュベーションのサプライチェーンモデルを構想し、実行
したことに尽きる。2018年2月にプラザが中小企業庁から「創業機運醸成賞」を受賞したと聞いた
時は正直嬉しかった。当時、労苦を共にした同僚の、その後の努力が認められたに他ならないから
である。 
　「プラザ」は“人が多く集まるひろば”の意がある。これからもプラザには起業・創業のみならずイノ
ベーションを生み出す役割を期待したい。

西岡 孝幸 氏

平成15～25年度
産業支援プラザ勤務

事業概要 代表的な成果事例

実施年度 平成16年度～現在

目 的 滋賀県内で創業しようとする者、創業間もない者を発掘し、ビジネス・インキュベーション施設の提供と、IMの
支援活動によって雇用創出・税収増を担う企業へと成長促進させることを目的としています。

内 容
①施設提供業務：創業準備オフィス（10室）、創業オフィス（13室）
②起業者発掘
アントレプレナー養成講座や交流会を開催し、県内で創業しようとする者、創業間もない者の発掘と地域
の創業を促進しました。

③創業支援業務
個別セミナー・ミーティングを実施し事業計画作成等、大津・草津市の創業支援計画の特定創業支援の
要件を満たす支援を行う。入居者同士の交流やマッチングを促進しました。

事業概要

　入居企業に対する個別ミーティングを実施し、事業計画の作成やマーケティング等のサポート、アントレプレナー養成講座（累計
93回）開催を通じて入居者の発掘を行い、創業準備オフィスへ168者入居、うち140者が起業（83.3%）。創業オフィスへ65社が入
居しました。また平成24年には『近江の起業者ものがたり』を発刊しました。

事業の結果

　ビジネス・カフェで創業・起業家予備軍を発掘し、プレイン
キュベーションである創業準備オフィスで基礎的な基礎知識
の習得や営業活動を通し、事業の孵化を目指す「コラボしが
21インキュベーションシステム」を機能させ、最長3年の入居期
間を終了した後も草津市や大津市などの家賃補助制度等も
活用することで、県内の起業者を発掘から定着までの仕組み
を構築することができました。

事業の成果

創業準備オフィス・創業オフィス入居一覧

創業準備オフィス
創業オフィス

入居者数

168

65

事業孵化・継続

140

62

%

83.3

95.3

断念・撤退

28

3

%

16.6

4.6

フロアの様子

平成30年9月発行　『UCHIKOCHI 第62号』より抜粋

「コラボしが21インキュベーション」システム

プレ
インキュ
ベーション

メイン
インキュ
ベーション

ビジネスカフェあきんどひろば

ポスト
インキュ
ベーション

地域活性化
雇用創出

IM

フロアマップ

● （株）ズームスケープ　代表取締役　小野 徹氏 
● 従業員数／7名
● 住所／滋賀県大津市打出浜2-1コラボしが21 4F 413 
● 創業／2008年
● 業務内容／遠方写真計測、ソフトウェア開発、
　技術コンサルティング
● TEL／077-514-8191 　
● URL／http://www.zoomscape.net
● オフィス利用 
　2007年2月：創業準備オフィス入居（起業準備のため）
　2008年8月-2010年3月：創業オフィス入居
　2017年6月：創業オフィス入居（2回目：事業拡大のため）

事

　業

事

　業
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3-15 草津SOHOビジネスオフィス支援事業

事業概要 代表企業例事業概要

事業実績

草津SOHO年間入居率推移
年　度
入居率
事業継続率
地元定着率

H15年度

61.6%

50.0%

100.0%

H16年度

70.4%

66.7%

100.0%

H17年度

86.3%

100.0%

87.5%

H18年度

80.8%

100.0%

83.3%

H19年度

86.3%

83.3%

80.0%

H20年度

87.1%

100.0%

100.0%

H21年度

86.7%

83.3%

100.0%

H22年度

88.8%

100.0%

83.3%

年　度
入居率
事業継続率
地元定着率

H23年度

81.3%

100.0%

100.0%

H24年度

67.5%

100.0%

77.8%

H25年度

69.2%

50.0%

100.0%

H26年度

71.4%

75.0%

66.7%

H27年度

88.0%

100.0%

66.7%

H28年度

66.7%

85.7%

83.3%

H29年度

75.8%

100.0%

83.3%

通　算

77.9%

88.8%

87.3%

実施年度

目 的

スモールオフィス・ホームオフィス（情報
通信技術“IT”を活用した小規模な事
務所等による創業の形態“SOHO”）に
よる事業を支援することにより、県内に
おける産業の振興を図っています。

内 容

県が設置した、SOHO事業者の活動拠点『草
津SOHOビジネスオフィス』（JR草津駅直結徒歩
1分、1室15m²：28,900円／月～、365日24時間
利用可能）にて、ITを活用したビジネスモデルに
よる事業に取り組む個人や小規模企業の事業
成長・拡大のため、日々の経営相談やセミナー
開催による情報提供など、各種サービスを提
供。また、起業家育成の専門家であるインキュ
ベーション・マネージャー（IM）の常駐による個
別支援で、起業家の夢の実現に向けきめ細や
かな支援を実施。開設以来、交通至便なオフィ
ス立地、IMの常駐、割安な家賃により、高い入
居率と地元定着率を誇っています。

平成15年度～平成17年度 事業受託
平成18年度～現在 指定管理

草津SOHOビジネスオフィス

　草津市には公的インキュベーション施設退去企業立地促進補助
金として、SOHOのような公的機関が設置するインキュベーション施
設から、草津市内へ移転して事務所等を賃借する場合、賃料の1/2
を3年間、上限60万円／年（5万円／月）を補助してもらえる制度があ
ります。この制度を利用して、多くの起業家が地元へ定着を図ってい
ます。

草津SOHOビジネスオフィスの入居するJR草津駅前 エルティ932

（株）セルミック（平成26年（2014年）9月卒業）
　（株）セルミックは「超長焦点対応マイクロスコープ」の開発―独自のマイクロスコープシステム
の構築―をテーマに平成23年10月に草津SOHOビジネスオフィスに入居。

　事業内容としては、画像処理ソフト開発・販売、高品質レンズ開発・販売、デジタルマイクロス
コープ開発・販売、ハイスピードカメラ開発・輸入・販売。マイクロスコープの上位機種において、
市場は高価格、高品質の道を歩んできた。

　同社は、高価格、オーバースペックになってきたマイクロスコープ業界に一石を投じるため、
ユーザーのニーズを察知して、今まで蓄積してきた情報、顧客の要望、意見を基に実用的なマ
イクロスコープシステムを開発。この実務型マイクロスコープは、機能的には他社の高機能マイク
ロスコープとほぼ変わることなく、低価格を実現。その背景には、本体を専用機ではなく市販パソ
コンを使用することにより圧倒的なコストパフォーマンスを追求したことが、大きな要因としてあげ
られる。

　一方、顕微鏡、マイクロスコープ業界では、従来、離れている対象物を高倍率で観察することはできなかった。市場ニーズとして、
500mm以上離れたところにあるケース内のサンプルを取り出さずに観察したい、という声がある。焦点距離が長いと、サンプルに触
れず観察、データ保存が可能となる。また、破壊しないと観察が不可能な精密加工品の内部観察も容易にできる。大学、研究機関
においては、高温試料の観察時にはレンズを熱により劣化させないようにするために、サンプルとの距離はできるだけ長いものが必
要となる。そこで同社では、市場のニーズに応えるべく、今後、需要が伸びるであろうと思われる超長焦点レンズ（高倍率でワークか
らの距離を100mmから500mmの距離をとり観察ができるレンズ）の開発を行い、100mmでは900倍まで拡大し、観察することに成
功した。なお且つその小型化、軽量化を図り、このレンズは現在、世界で同社が先行している。

　これまでの調査、経験から今後使用される用途としては、エンジンのシリンダー内部の観察、ケース内に隔離されている有害物質
の観察、半導体環境試験、電子銃アライメント、液中サンプルの観察、ガラス越しに見るハンダ工程の観察、自動車産業向け精密
加工品の観察など、多種多様な用途が考えられ、市場拡大は大いに期待できる。

　同社は、今後の更なる発展が期待される滋賀を代表するベンチャー企業である。

代表取締役　森下 季一氏

事

　業

事
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3-16 米原SOHOビジネスオフィス支援事業

事業概要事業概要

事業実績

米原SOHO年間入居率推移
年　度
入居率
事業継続率
地元定着率

H14年度

83.0%

100.0%

100.0%

H15年度

100.0%

100.0%

100.0%

H16年度

100.0%

100.0%

100.0%

H17年度

50.8%

60.0%

100.0%

H18年度

40.8%

0%

0%

H19年度

71.8%

0%

0%

H20年度

65.8%

75.0%

100.0%

H21年度

70.0%

100.0%

100.0%

年　度
入居率
事業継続率
地元定着率

H22年度

61.7%

100.0%

100.0%

H23年度

69.2%

100.0%

100.0%

H24年度

55.0%

100.0%

100.0%

H25年度

53.3%

100.0%

100.0%

H26年度

46.6%

100.0%

100.0%

H27年度

33.3%

0%

0%

H28年度

31.7%

50.0%

100.0%

H29年度

50.0%

100.0%

100.0%

実施年度

目 的 内 容

県が設置した、SOHO事業者の活動
拠点『米原SOHOビジネスオフィス』（1
室17.25㎡：22,600円／月～、24時間利
用可能）にて、SOHO事業者の事業成
長・拡大のため、日々の経営相談やセ
ミナー開催による情報提供など、各種
サービスを提供しています。また、常駐
インキュベーション・マネージャー※
（IM）による個別支援で、事業展開へ
のきめ細やかな後押しをしています。
※長期的目線をもって、仕事が生まれる環境を創
る起業者を見つけ出し、起業家に育成する専
門家のこと。

平成14年度～現在

滋賀県立文化産業交流会館（4Fに米原SOHO）

　事業化率は16年間で平均74％、地元定着率は平均80％を記録し、
地域に根差した事業者を多く送り出しています。

米原SOHO
オフィス室内

回想プラザ設立 2 0 周 年に寄 せて

　公益財団法人 滋賀県産業支援プラザの設立20周年、誠におめでとうございます。
　私は平成20から22年度までの3年間、滋賀県商工観光労働部商業振興課で、起業・創業を担
当しており、草津と米原に所管していたSOHOビジネスオフィスにおいて、インキュベーション・マネー
ジャー等が支援を行い、起業間もない方に新事業を創出していただく事業に、産業支援プラザの
みなさんと共に取り組んでいました。
　この創業支援には滋賀県だけでなく、大学や官公庁、金融機関、民間企業そして、産業支援機
関でも取り組んでいただいており、これらの機関が一体となって、「滋賀IMネットワーク」の組織を立
ち上げました。そして、ネットワークのメンバーで「創業支援ガイドブック」を作成することができました。
　メンバーそれぞれの得意な事を活かし、ネットワークのロゴマークを作ったり、入居企業にインタ
ビューに行ったりして、行政の枠を超えてつながりができたこと、県の事業だけでは十分でないとこ
ろを繋げていただけたことなど、楽しく貴重な経験をさせていただきました。
　また、人材発掘の場である「ビジネスカフェ　あきんどひろば」が、県内各地で開催されるようにな
り、米原SOHOでも開催すべく、文化産業交流会館の食堂跡をみなさんで掃除をして、カフェス
ペースとしてよみがえらせた思い出は、今も強く印象に残っています。
　産業支援プラザさんとの仕事は、まさに今、私たち行政職員に求められている、「関係機関との
連携、担当者同士のつながり、官民協働」が実践できていたのではないかと思います。
　今後も県内産業の発展のために、滋賀県産業支援プラザがますますご活躍されますことを願っ
ております。

洲嵜 トモ子 氏

高島健康福祉事務所
次長

地域にて活躍するSOHO※事業者への知識・人
脈・情報的支援およびSOHO事業者同士の交
流やビジネス連携促進支援
※Small Off ice Home Off iceの略語。自宅や小規模なオフィス
スペースにおいてITを活用し事業を展開する個人・中小事
業者のこと。

代表企業例

代表　宮川 英之氏

ワイヤレス温度監視システム『Tensens（テンセンス）』

合同会社シンプレスト（平成27年（2015年）3月卒業）
　合同会社シンプレストは、酒造業向けソフトウェアの開発・販売、その他ソフトウェアの開
発を主要な事業として平成24年1月に設立されました。

　平成25年4月には平成25年度第1回しが新事業応援ファンド助成金の採択を受けら 
れ、「ワイヤレス温度監視システム『Tensens（テンセンス）』の開発」を実施されました。この
製品の開発および酒造業務管理システムの事業拡大は、平成28年3月に「めきき・しが」に
おいて、その事業計画がAランク評価を取得するなど、高い評価を受けました。

　『Tensens』は、センサーユニット（子機）で測定した温度データをマスターボックス（親機）
にワイヤレスで取込み、インターネット上のWEBサーバーに蓄積し、蓄積されたデータは専用アプリにも保存ができる製品です。設
定温度から外れるとスマホへのアラーム発信により、対応の遅れを出すことなく、即座にアクションが取れるツールとして活用できる
ため、従来は温度チェックのため、二時間おきに現場へ赴いていた酒造事業者の方々の心強い味方になりました。

　『Tensens』は、酒造メーカー向けに生産・販売管理のシステムを提供し、常に顧客の
方々に寄り添ってきたシンプレストさんだからこそ、現場のニーズに気づき、開発が実現し
た製品です。しかしその性質や利便性からは、酒造メーカーに留まらない販路拡大の可
能性が秘められています。

　今後は温度管理を要する他業界へ精力的に販路を拡大されるとのことで、プラザも 
その一助となりたく思います。

事

　業

事

　業



58 滋賀県産業支援プラザ　設立20周年誌 59

3-17 ビジネスカフェあきんどひろば事業

事業概要事業内容

事業実績

実施年度

目 的 内 容

滋賀県には起業・創業を志す方と起業して
間もない方、新事業に挑戦する方を対象と
した創業支援システムがあります。その支援
システムの土台、窓口的役割を担うのがビジ
ネスカフェあきんどひろば（“ビズカフェ”）で
す。ビズカフェでは、地域の創業者の発掘・
育成を目的に、「Free, frank, f lat with fun
（自由で気兼ねなく、対等な関係でまた来た
い）」の精神で、学び（ビジネスセミナー）と交
流（カフェ）を行っています。学びとしてのセミ
ナーで起業に必要な知識・能力を高めて頂
くとともに、交流の場で、参加者同士の自由
で気兼ねないつながりを築きます。さらに創
業への機運を高めて頂いた方を、創業準備
オフィスや創業オフィス、米原・草津 SOHO
ビジネスオフィス等に入居頂き、支援するシ
ステムです。

　平成18年度から、これまで大津市、草津市、東近江市、湖南市、彦根市、米原市、長浜市で約500回、のべ約1万人の参加があ
り、多くの方が創業されました。また、平成30年10月現在で、ビジネスカフェをきっかけにコラボしが21インキュベーション、米原・草津
SOHOビジネスオフィスに入居された方も119者にのぼっています。

平成18年度～現在

滋賀で起業や第二創業を志す方に、学び
と交流の場の提供と、起業・創業者の発掘

トピックス

中小企業庁長官より受賞 中小企業庁長官より受賞

「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」を受賞
　プラザが実施する「ビジネスカフェあきんどひろばの運営」が、平成30年2月23日、経済産業
省・中小企業庁「創業機運醸成賞」を受賞しました。

　創業機運醸成賞とは、開業率を向上させるために小中高の早い段階から創業に繋がる教
育や特徴的な創業・起業家発掘のための啓蒙啓発、魅力発信、育成事業を実践してきた団
体または個人を対象に経済産業省・中小企業庁が表彰する制度です。

　「ビジネスカフェあきんどひろばの運営」が県内における創業希望者が少ない中で、地域の
起業家精神を高め、地域において創業に関心を持たせる継続的な取組として認められたもの
です。今回の創業機運醸成賞24者のなかで、県域を対象とした産業支援機関では当産業支
援プラザが唯一の受賞となりました。

　表彰式は、品川インターシティホールで開催され、中小企業庁が主催するアントレプレナージャパンキャンペーンイベント（EJC）の
中で表彰式が実施されました。

　創業は経済環境の変化に適応し、産業の新陳代謝を促すとされていますが、日本の開業率は欧米諸国と比べて半分程度で
す。地域経済を支える新たな中小企業の芽である創業希望者を増やす取組は、将来の我が国にとって極めて重要な課題です。

　今後も、Free, frank, f lat with Funの精神の下、地域の創業機運醸成に向けた取組を積極的に継続してまいります。

草津市 カフェ＋バルフィオーレ 東近江市 ファブリカ村 湖南市 今プラス

事

　業

事

　業



内 容

基金設置法人である中小企業基盤
整備機構と、地域事務局として委託
契約を締結。産業支援プラザは、事業
計画の募集や地域審査会の開催、交
付決定、事業フォロー、確定検査、助
成金交付、事業報告等を行いました。

①地域需要創造型起業・創業
　地域の需要や雇用を支える事業として起業・創業する者
②第二創業
　若手後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに、業態転換野心事業・新分野に進出する者
③海外需要獲得型起業・創業
　海外市場の獲得を念頭とした事業として起業・創業する者
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3-18 創業補助金事業

事例  1
● らっこや　代表 五百木祥子氏（第1期 第3回公募採択者）
● 業務内容／人・モノ・文化の交差点。カフェを中心とした
　　　　　　コミュニティスペースの開設
● 従業員数／1名　● 住所／蒲生郡日野町大窪674　
● 創業／2014年　● TEL/090-8457-8848
● URL/http://raccoya.jp/

事例  2
● ドニコ・インター（株）　代表取締役 猪子兼行氏（第1期 第3回公募採択者）
● 業務内容／ガラスリサイクルに関する業務（廃ガラスの再資源化システムに関する
最適設備の設計、製作販売・ガラスリサイクル普及のためのコンサルティング・再生中
間膜の販売・太陽光パネルリサイクルの設備設計製作・再生ガラスの販促活動等）
● 従業員数／1名
● 住所／大津市におの浜4丁目7番5号 オプテックスにおの浜ビル6F-A
● 創業／2013年 
● TEL／090-5781-3955　● URL／http://donico.co.jp

第1期（平成25年度）：申請数208件うち採択数 112件（採択率53.8%）

第2期（平成26年度）：申請数153件うち採択数  52件（採択率33.9%）

他、採択者より創業オフィス・SOHOへの入居につながったケース3件。

当初の想定採択数 1 %（全国比）：80件に対し、大きく上回る採択状況【近畿第3位】で、起業者の発掘、ビジネスカフェへの案内
により、新たな交流が生まれました。

事業の結果

実施年度 第1期：平成25年度　第2期：平成26年度

目 的

新たに起業・創業や第二創業を目指す方に対して、その創業などに要する費用の一部を助成し、新たな需
要や雇用の創出、地域経済の活性化を図りました。具体的には、地域のニーズを把握し、独創的なサービス
や商品等を新たに提供する事業計画を持つ女性および若者等に対して、その起業・創業に必要な経費を
補助しました。
●第1期 平成25年3月~12月
●第2期 平成26年2月~6月
●平成32年3月まで採択者フォロー実施

事業概要

●創業補助金概要
補助率

補助限度額

補助対象経費の3分の2以内

交付決定下限額 100万円

①地域需要創業型起業・創業:200万円
②第二創業:500万円 
③海外需要獲得型起業・創業:700万円

●対象となる方

申請数・採択数一覧

361

1.54%

349 164

1.74%

164 8総合計
全国比

【第1期】 申請数

10

期間　H25.3.22-4.22

要件充足数

申請数 要件充足数

9

36

期間　H25.5.22-6.28

33

162

期間　H25.9.19-12.24

162

153

期間　H26.2.28-6.30

145

採択数

7

採択率

70.0%

29

採択率

80.5%

76

採択率

46.9%

52

採択率

33.9%

（内訳）

地域需要創業

第2創業

海外需要

地域需要創業

第2創業

海外需要

地域需要創業

第2創業

海外需要

地域需要創業

第2創業

̶

採択数

7

0

0

25

1

3

66

6

4

52

0

̶

辞退数

採択数 （内訳） 採択数 辞退数

1

0

0

1

1

0

2

1

0

2

0

̶

第1回公募

【第2期】

第1回公募

第2回公募

第3回公募事

　業

事

　業



内 容
滋賀県内の産業支援機関、ビジネス・インキュベーション施設（BI施設）等で、起業・新事業を支援する人材
を対象とした約5か月間にわたる研修を実施しました。なお、この研修は、一般社団法人JBIA公認のIM養成
研修プログラムに則り、全国レベルの研修を行いました。
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3-19 滋賀IM養成研修

獲得する支援能力

IMシップ
（マインド）

起業者の育成戦術、産業創造する策定戦略、活動する意思、起業者をモチベートし
地域全体をリードする情熱に関するマインドの獲得

起業支援力 4か月間に週1回の面談により、起業者対応力を体得

特　徴能　力

BIシステム設計力 地域、BI施設、所属機関等の特徴を活かし、創業・新事業を実行する方々の成長段階に応じた
システムの策定力

創業支援醸成能力 創業機運を醸成するためのセミナー企画・運営力

研修受講・修了数一覧

年　度
受講者
修了者

H23
7

6

H24
6

6

H27
10

10

H28
11

11

H29
11

11

45

44

合　計
第1期 第2期

BI/IMマップ（H29年度時点）

BI/IMマップ（H29年度時点）

IMネットワーク会議

事業の成果
　滋賀県内の産業支援機関、BI施設等に創業・新事業を支援するIMが県内全域に配置され、身近な創業相談をする上で、良
きパートナーや新事業をサポートする支援体制を整備しました。このことにより、滋賀県の将来を見据え、地域を活性化するための
産業創造の礎となるネットワークが構築されました。

　研修を通じ、創業・新事業を生み出し、地域の産業創造を行う
ための支援能力の向上に努め、5年にわたり研修を実施し、のべ
44名が修了しました。

事業の結果

実施年度 第1期：平成23年度～平成24年度　第2期：平成27年度～平成29年度

目 的
創業・新事業の支援人材（インキュベーション・マネジャー 【IM】）の育成
　● 第1期 地域資源を活かした事業化をプロデュースするIM育成
　● 第2期 身近な創業応援隊としてのIM育成

事業概要

修了生の声
◆自分の住む地域に地方創出・地方創生という芽を生み出し、地域を守ることが地域における私のIMとしての使命である。
◆ただ講師に任せて事務局として運営していた創業塾。地域の活性化につながる事業者を創生・循環させる仕組み作りが必要。

滋賀IMネットワーク
　研修の修了は、インキュベーション・マネージャーとしてのスタートライン
に立ったにすぎません。IMが経験したノウハウを共有し、持続的に成長
するための場が必要です。そこでIMおよび創業・新事業の育成する機
関の関係者が集まる「滋賀IMネットワーク」を運営し、滋賀の産業創造
を目指しています。

事

　業

事

　業
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3-20 ビジネスパートナー開催事業 3-21 クリエイターデータベース・ネットワーク事業

講演会場（2007.9.14）

オープニング（2006.11.28）

展示会場（2007.9.14）

講演会場（2006.11.28）

展示会場（2007.9.14） 観光船ビアンカ内で展示会 クリエイターと企業による ワークショッフ

プレゼン会場（2006.11.28）

事業の結果
　クリエイティブ産業の振興を目指し、現状分析
の必要から調査を実施し、その後、滋賀県内で埋
もれているクリエイターを発掘するためのセミナー
を開催。クリエイターをデータベースに登録するとと
もに、クリエイターが成長するために必要なスキル
アップセミナーを実施しました。地域資源を活かす
取り組みや、企業との交流・連携の場を設け、付
加価値の高い商品・製品開発につながるための
場づくりをなるように展開しました。

事業の成果
　クリエイティブ産業の振興を目指し取組んだ成果は、クリエイ
ターと県内企業がコラボレーションしやすい環境を構築できたこと
です。平成30年度は、これまでプラザの事業に参加していたクリ
エイターが集まり、一般社団法人滋賀クリエイターズ協会が発足
しました。このことにより、付加価値のとれる商品・製品づくりに取
り組みたい企業とクリエイターが出会い、相乗的な発展につなが
る可能性が広がりました。このような取り組みの延長線上に、本格
的なクリエイティブ産業の振興になることを期待しています。

内 容 講演会、展示およびプレゼンテーションによるビジネスプラン発表

実施年度 平成13年度～平成19年度

目 的
県内中小企業の優れた技術・製品等を一堂に展示し、その企業の製品開発力、加工技術等を紹介するこ
とにより、販路拡大および広域的な受注機会の増大を支援しました。併せて、県内のベンチャー企業や技術・
経営の革新を図ろうとする企業と大学、金融機関、公的機関による産学官金連携の強化と新たな連携の創
出を図りました。

事業概要

内 容

滋賀県においてクリエイティブ産業を新たな産業として発展、定着させるとともに、全ての産業の振興に寄与
するクリエイティビティ（創造性）により、滋賀県経済の活性化を図るために、各施策を単発的に行うのではな
く、目標を見据えて、有機的につなげて展開する次の取組みを実施しました。

　①クリエイティブな才能を掘り起こして、集めて、成長させる
　②クリエイティブ企業を育成する、誘致する
　③滋賀の豊かな地域資源を磨き、活かす
　④異分野・他産業とつなぎ、相乗的な発展を目指す

平成25年度 クリエイター情報調査事業、データベース作成
平成26年度 クリエイター発掘
平成27年度 クリエイターのスキルアップ（プロデューサー人材育成）
平成28年度 付加価値のとれる商品・製品づくりのための交流・連携
平成29年度 従来の商品・サービスに、クリエイティブな要素を盛り込み、付加価値の高い売れる新商品・
 製品づくりを推進するセミナー・ワークショップを行いました。

実施年度 平成25年度～平成29年度

目 的 県内経済の活性化につながる新たな産業分野として、デザインや映像、イラスト等を含む「クリエイティブ産
業」の振興

事業概要

開催結果

平成13年12月5日
クサツエストピアホテル

「ベンチャー企業成長へのポイント」
　（株）タカコ　代表取締役　石崎 義公 氏 324名

平成14年11月26日
大津プリンスホテル

「2030年の科学技術」
　財団法人未来工学研究所　所長　長谷川洋作 氏 1,000名

平成15年11月19日
大津プリンスホテル

「いまの経営のキーワードを考える」
　関西経営者協会　会長　奥井 功 氏 1,300名

平成16年10月6、8日
大津プリンスホテル

「豊かな成長へ～産・学・官と文化・歴史が支える滋賀～」
　嶌 信彦 氏 570名

平成17年11月4日
大津プリンスホテル

「日本経済の行方～滋賀にシリコンバレーを～」
　財部 誠一 氏 1,063名

平成18年11月28日
大津プリンスホテル

「経営者の哲学」
　（株）PHP総合研究所　代表取締役社長　江口 克彦 氏 850名

平成19年9月13、14日
県立文化産業交流会館

「情報家電分野の動向と取組戦略について」（13日）
　松下電器産業（株）コーポレートR&D戦略室
　チームリーダー　樺澤 哲 氏
「経済大国、日本の未来」（14日）
　京都大学大学院　教授　中西 輝政 氏

1,640名

内　容 参加者開催日

平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度

書面調査194社、ヒアリング52社、セミナー4回（161名）
クリエイター発掘セミナー5回（172名）
スキルアップセミナー5回（275名）
セミナー2回（117名）、ワークショップ4回（66名）
セミナー4回（179名）

取組み結果（概要）年　度

クリエイティブ産業振興のための年度ごとの取組み結果

付加価値の
高い商品交流・連携スキルアップ発掘調査

クリエイティブ産業の振興のための年度ごとの主な取組み

主な取り組み

事

　業

事

　業
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3-22 事業可能性評価委員会「めきき・しが」運営事業

内 容
中小企業者等から公募した新しい事業計画に対して、創業経験を有する経営者やマーケティング・技術に
関する専門家等が、技術の先進性、製品の市場性、販売・サービスの独自性等の事業可能性をABCの三
段階で評価しました。

実施年度 平成9年度～平成27年度

目 的
事業の成長可能性が高く、将来的に有望な企業を発掘して、その企業に対する総合的かつ継続的な「育て
上げ」型支援の提供に結びつけることを目的とし、事業化に向けた技術の先進性、ノウハウの独自性・発展
性等の事業の可能性について評価を行う委員会を運営しました。

事業概要

事業の結果

応募事業件数
評価事業件数

年　度
5
3

H12
9
4

H13
9
4

H14
8
5

H15
10
4

H16
6
4

H17
4
3

H18
4
2

H19
2
2

H20
3
2

H21
2
2

H22
2
1

H23
3
2

H24
3
3

H25
2
2

H26
2
2

H27
74件
45件

合計

　平成27年度時点で累計74件の審査を実施し、うちAランク評価を得た事業は45件となりました。事業者は、事業可能性評価を
受けるにあたり、申請書および事業計画書作成のフォローアップを受けることが出来、Aランク事業認定に至った事業者について
は、報道関係者への公表によるPR支援や各種展示会への出展機会の提供、プラザの「専門家派遣事業」の集中的活用など、さ
まざまな支援を受けることが出来ました。

平成12年度
認定年度 企業名

1
2

3

アルモテクノス（株）
（株）イマック

アルゴブレイン（株）

Aランク評価事業名
真空ポンプ用監視機能付き制御コントローラーの開発
歪ゲージ式モニタリングシステムの開発
動画を含むデジタルコンテンツ企画制作及び
ネットワークインフラ導入支援

売り手と買い手の仲介システムDCA（Dynamic 
Commerce Agent）の事業展開

所在地
栗東市
守山市

平成13年度

平成14年度

4 （有）フォウス 光触媒を応用した産業用空浄化装置の開発と事業化甲賀市

草津市

5 （株）アディレクト 野洲郡
野洲町

チラシやDMのコストを下げ、収益を上げるモバイル
広告のシステム開発及び一貫代行6 （株）まちおこし 守山市

※企業名・所在地は認定時の情報です。

土壌・地下水汚染調査・浄化等土地環境コンサルティ
ング事業の展開7 （株）淡海環境デザイン 大津市

琵琶湖の外来魚等を処理して有効な家畜の飼料等に
再生利用する事業8 淡海再資源化協同組合 大津市

平成15年度 公衆浴場・温水プール向けの殺菌フィルターを備えた
循環式吸着殺菌濾過装置の開発と事業化12 八幡電工（株） 草津市

廃木材等の再利用をはかる加熱アスファルト舗装技術
の開発と事業化13 田中建材（株） 高島郡

今津町
自動車のボールジョイント等へ使用されるエラストマー（ゴム
のような弾性体）と金属の複合成型体の開発と事業化14 （株）山王 草津市

スクリューフィーダによる粉体連続計量装置を核とした
押出成形工場等ITソリューション事業15 （株）共和 甲賀郡

甲西町

環境保全型こだわり農産物の生産・販売支援システム
開発とコミュニティー事業の展開10 （株）グリーンウェーブ 近江八幡市

超小型・微小電力無線データシステムの研究開発9 （株）日本ジー・アイ・ティー 栗東市

生活行動圏サイト『滋賀ガイド』を軸とする地域複合メディア11 （株）ヤマプラ 近江八幡市

16 （株）バディース クリック&ハイタッチを駆使した総合的サービスを提供
する犬の専門店『バディーズ』の事業展開守山市

平成16年度 17 栄立電機（株） 3次元画像処理判定方式を備えた、実装済電子機器
基板外観検査装置の開発と事業化守山市

平成16年度
認定年度 企業名 Aランク評価事業名所在地

18 フジミル（株） 乾燥粉末食品原料の粉砕殺菌受託加工事業大津市

平成17年度 21 （株）大阪電子科学技術研究所 ナノメートル位置制御用液晶精密測長器および
アライメント装置の開発・製造・販売

滋賀郡
志賀町

20 （株）井之商 太陽光を利用したハイブリッド・省エネ「採光・照明シス
テム」の開発と事業化大津市

19 （株）ダイゴ創景
「環境配慮型」を開発コンセプトとした「木材用防腐剤」
「超撥水剤」「土壌・水質浄化剤」の実用化に向けた
研究開発と事業化

野洲市

23 （有）バイオサム 遺体の防腐処置と修復、および技術者養成スクールを
中核とするエンバーミング事業大津市

22 ツジコー（株）
高機能蛍光放電管野菜育成照明装置を核とした多収穫
野菜育成装置の開発・製造販売及び無農薬野菜の販売
及び無農薬野菜の販売

甲賀市

平成18年度 25 （株）葭本ダンボール 緑の香り成分を使用した猫の爪とぎ器等の応用商品
開発と事業化守山市

平成19年度 28 （株）ACCURATE 天然素材を使用した新方式の排水管洗浄装置の活用
による新事業

26 ジャクコーセンイ（株） インターネットを活用して製造から販売までを行う
オーダーメイドウェディングドレスの事業高島市

31 （有）聖和デンタル 医療用加工素材PVAによる手術練習シートの商品化と事業化
（ポリビニルアルコール粉末の加工技術による事業化)大津市

27 （有）インターナショナルサービスシステムズ
院内感染防止と病院の経営革新に導く
ハウスキーピング事業草津市

29 （株）バイオセラピーメディカル マゴットセラピー（医療用無菌ウジ治療）システムの
難治性創傷への応用研究と事業化長浜市

大津市

平成21年度 32 日本ロジックス（株） 「見えなかった、見えにくかった」ところが「見えてくる」
新画像処理技術の開発・事業化

環境・省エネ型空調機用熱交換器生産ライン『e-BOX』
平成22年度

大津市

33 長岡産業（株） 高機能フィルム用巻き芯『プラマキシン®』大津市

平成20年度
30 （株）アオヤマエコシステム

工場排出廃パレットの炭化リサイクルにより
①工場ゼロエミッションにつながるシステムを全国展開する事業
②さらに付加価値炭製品の開発とその事業化

大津市

24 東亜システムプロダクツ(株)
竹パルプやヤシガラなどのバイオマスを原材料として
パルプモールド技術を利用した育苗マット及び
育苗ポット等の応用商品開発と事業展開

高島市

平成26年度 42 廣瀬バルブ工業（株） 水道水を流体とする新しい水圧駆動システム(ADS)用
高圧汎用弁事業彦根市

平成27年度 44 トランスブート（株） 効率的な電力需給を実現する電力制御システム
「スマートリアス」の開発事業

38 （株）セルミック 「超長焦点対応マイクロスコープ」の開発
―独自のマイクロスコープシステムの構築―栗東市

35 K.E.N（株） 栗東市
大津市

34 東洋化学（株） 水虫薬のテープ化による医薬品事業への参入蒲生郡、日野町

平成23年度 36 フロンティアシステム（株） 超高速カメラを利用した高速検査装置の開発と販売
彦根市平成24年度 37 （株）井上 彦根仏壇の伝統技術で世界に通用する生活商品を製造・販売

栗東市平成25年度

40 スターエンジニアリンク（株） 既存事業の電気工事業を活用した
“スマートファクトリー事業”の展開守山市

41 （株）アクトブレイン 物流業務最適化シミュレーションシステムの開発
～受託開発中心の事業からの転換～大津市

43 スマック（株） どのようなモータにも適合する省エネモータドライバ
「ユニバーサルインバータドライバ」の機能向上開発と事業拡大大津市

大津市

45 合同会社シンプレスト ワイヤレス温度監視システム「Tensens」の開発による
酒造業務管理システムの事業拡大米原市

39 （株）パルスパワー技術研究所 量子ビーム加速用高電圧パルス電源開発事業

事

　業

事

　業
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図　既存の駆動システムが持つ課題を補うADS

図　ADS用高圧汎用弁の例

Aランク事業の企業

企業名

ホームページ

所在地

代表者

業種

事業名

廣瀬バルブ工業株式会社

http://www.hirose-valves.co.jp/

彦根市安清町2-34

代表取締役社長　小野 慎一

油圧制御機器の製造販売

水道水を流体とする新しい水圧駆動システム（ADS）用高圧汎用弁事業

3-22 事業可能性評価委員会「めきき・しが」運営事業

　産業界から期待される水道水を流体とする新しい水圧駆動システム（ADS）

　産業機械は、電気駆動・空気圧駆動・油圧駆動のいずれかの駆動システムを持っている。既存の駆
動技術が、日本の産業界の成長を牽引してきたといっても過言ではない。一方で、これらが潜在的にもつ
課題に悩みながら生産活動を続ける産業界がある。環境・衛生面に敏感な医療・医薬や食品製造、化
粧品製造、水中作業機械などがそれである。また一見関係無さそうな印刷機械、穀物運搬トラックからも
悩みの声があがっている。

　これらの産業界が期待を寄せるのが、水道水を流体とする新しい水圧駆動システム（ADS：Aqua 
Drive System 以降ADSと記す）である。従来技術である水圧は、農業用水や消防ポンプに代表される

「吐き出し」を仕事とするが、ADSは油圧駆動システムと同じように高い圧力で、知的な制御を実現する新 
しい駆動技術である。

　新事業ではADSに用いる高圧汎用弁の設計、製造、販売を行う。

　現在、右図の他、リリーフ弁や電磁操作
ストップ弁を開発しており、3年後の新事業
の販売金額は3億7,500万円に達すると予
測している。

成果事例 1【平成26年度 認定】※企業情報は認定時のものです
企業名

ホームページ

所在地

代表者

業種

事業名

トランスブート株式会社

http://www.tranceboot.com/

大津市瀬田大江町横谷1-5 龍谷大学REC内

代表取締役　田中 允也

省エネ、エネルギー・マネジメントに関する機器の開発及び販売

効率的な電力需給を実現する電力制御システム「スマートリアス」の開発事業

　東日本大震災直後ほどではないものの、近年でも夏冬の電力ピーク時においては、依然として厳しい需
給状態が続いている。また、2010年からの5年間で各家庭の電力使用量は7.7%減少しているものの、燃
料価格の上昇などにより電気料金は逆に13.7%上昇し、家計に大きな負担となってきている。その為、電
気の効率的な利用は、社会問題だけではなく、生活の一部として求められてきている。

　トランスブート社では設立以来、省エネルギー技術や電力有効活用に資する製品やシステムの研究・
開発を行っており、近年のエネルギー課題を解決するため、これまで築いてきた「省エネルギー技術を通じ
て社会に貢献する企業」を目指して、平成24年12月からHEMS（ホーム・エネルギーマネジメントシステム）
機器「スマートリアス」の販売を開始した。

　「スマートリアス」は業界唯一の系統非連系システムであるため、商用電源に影響されない電力制御が
可能になる。例えば、停電時（災害時含む）にも蓄電池や太陽光発電の電気を家庭内で使用することが
できる。また、夜間に蓄電池に充電した電気を、昼間の電力ピーク時に使用できるのはもちろんであるが、
同時に太陽光で発電中の電気を売電することもできる。（ダブル発電のデメリットの回避）

　系統非連系という「スマートリアス」の特徴を活かすことで、将来的にはエネルギーの自給・自足も可能
なゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）の実現に向けて、さらなる製品の成長が期待できる。

成果事例 2【平成27年度 認定】※企業情報は認定時のものです。

事

　業

事

　業



内 容 新産業の創出を促進するため、起業家が策定する新商品、新技術もしくは新たな役務の開発等の事業計
画書（ビジネスプラン）を公募し、優秀なビジネスプランを表彰ました。
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3-23 滋賀ビジネスプランコンテスト

応募状況

一般部門
学生部門

11年度
38

3

12年度
17

6

13年度
28

1

2001 ベンチャービジネスプランコンペ滋賀で優秀賞を入賞して
　滋賀県産業支援プラザ20周年おめでとうございます。

　思えばプラザさんで行われている事業のうちで、私が本当に真剣に参加させていただいたの
が2000年夏に実施された「ビジネスプラン書き方講座」でした。

　当時、当社は滋賀県初・全国で3番目のインターネットカフェとして創業してから4年が経過し、
株式会社へのステップアップをしようとしており、そのための資本金集めの目的もあっての参加で
したから、かなり真面目に講師の指導を聞いていました。

　実際に講義を受けながら自社のプランを1枚の用紙に落としていく講義内容だったので、仕
上がっていくプランが当時必要な成果物であるのがありがたかったです。途中、受講者のプレゼ
ン内容を聞く講座もあり（今だったら無理でしょう）、内容が他人に伝わるのかというのを確認する
チャンスもありました。最終日に書けたものを「コンペに応募してみれば?」と勧められ、「こんなしん
どい事もういいです」と返事をしたら、「この用紙このままが応募用紙だから出すだけですよ」と言
われ、なるほどこれは合理的だと驚いたことを思い出します。プラザさんが単発ではなく、継続的
な事業プランを計画しておられたんだとわかりました。

　表彰式はロイヤルオークホテルで晴れがましい式典でした。初めての経験で國松知事から大きな賞状を頂きました。一緒に講義
を受けた人達も参加されており「井上さんが一番真剣に取り組まれてましたよ。」と祝ってもらえました。

　副賞の50万は現金ではなく振込だったので、彼らにたかられる事はありませんでしたが、社員のボーナスとして使わせてもらいま
した。今回、この文章の寄稿で「あの時、あれがあったな。助かったな。」と思い出させていただきました。以来、今も色々お世話に
なっております。これからも県内の面白い事を考える人たちの為に存在しつづけて頂ければと思います。ありがとうございました。

株式会社ナスカ  代表取締役 井上 昌宏 氏

受賞者による寄稿

　応募および受賞者一覧は下記の通りです。

事業の結果

　「ベンチャービジネスプランコンペ」を実施して3年が経過したころには、受賞者の中から製品化、事業化が見られました。新事業
創出の一手段として、機運が高まりつつあると考えられました。一方プラザでは、「事業可能性評価」を平成12年度より開始し、新事
業の創出に向けたビジネスプランの評価を行っています。専門家の指導等により事業化を加速する取り組みで、ベンチャービジネス
プランコンペは、一定の役割を終えることとなりました。

事業の結果

実施年度 平成11年度～平成13年度

目 的 起業家を発掘・育成すること

事業概要

受賞者一覧
受賞者受賞者種別、テーマ

最優秀賞

優秀賞

優秀賞

最優秀賞

優秀賞

優秀賞

学生部門優秀賞

最優秀賞

優秀賞

優秀賞

学生部門優秀賞

断熱発現容器の開発

教育における情報化支援̶テキスト入力教育事業̶

「せいけつ吸い取り」と「専用ポンプ」の製造販売事業

ストラクチャモールド金型

次世代携帯電話を活用した小売店舗向け広告支援システム

「みのむしふとん」の研究開発

～当日「ドッ」と混む。～

光触媒を応用した産業用空気清浄化装置の開発

動画コンテンツ配信システムの販売及びコンテンツ制作事業

資源リサイクル時代にマッチした清酒用王冠（中栓）の開発

パソコンアップグレードサービス

八幡 貞男 氏

（株）日本ビーコム

渋谷 一郎 氏

（有）三島技研

（有）ナスカ

（株）ワタセ

末吉 剛士 氏

（有）フォウス

アルゴブレイン（株）

（株）長浜コルク工業所

渡邊 和憲 氏
（合）渡邊コーポレーション

注　受賞者に関する情報は、受賞時の内容です。

12
年
度

11
年
度

13
年
度

事

　業

事

　業



内 容

平成19年6月に施行された中小企業地域資源活用促進法に基づき滋賀県が策定した「地域産業資源活用
事業の促進に関する基本的な構想」による推進方策のひとつとして組成された、新たな基金「しが新事業応
援ファン ド」の運用益を助成金として交付。
県（6億円）、中小企業基盤整備機構（32億円）、民間（2億円）からの無利子長期借入金（計40億円）を政府
保証債等の確実な債券等により運用。
プラザは基金管理運営事業と助成金交付事業を実施。助成事業審査委員会を設置し、交付対象事業の審
査、採択を行うとともに、期間中のフォローと実施事業の実績報告と確定検査を経て助成金の適切な交付に
努めました。また、助成金の交付先に対して年度毎に継続して報告を求め、新商品の売上額（事業の成果）
の把握に努めたほか、プラザの他事業や国や県の施策を活用する等、交付先企業への継続支援を実施し
ました。
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3-24 しが新事業応援ファンド助成金交付事業

　地域産業資源を活用した新事業の発掘、芽出しを幅広く支援することで、地域ブランド力等、真に強みを持った新事業の創出、
地域の活性化を実現しました。平成26年度からは販路開拓事業を追加することにより、新商品開発後の事業化達成への継続支
援を実施しました。

事業の結果

事業の成果

代表的な成果事例

実施年度 平成20年度～平成30年度

目 的 地域産業資源を活用して新事業創造に取り組む中小企業等に対する継続的な支援を行い、地域経済の活
性化を図る。

事業概要

応募・採択件数

応　募
採　択

H20
27

5

H21
42

23

H22
46

29

H23
42

33

H24
55

34

H25
54

42

H26
43

39

H27
54

47

H28
80

52

H29
74

46

H30
43

26

累　計
560

376

　助成金支払額に対する新商品売上額は約7.8倍

助成金支払額
新商品売上額

H21

4,947

987

H22

40,631

20,739

H23

31,495

99,171

H24

54,365

204,071

H25

44,691

617,393

H26

50,869

491,738

H27

53,426

537,447

H28

62,454

707,086

H29

40,860

340,525

累　計

383,738

3,019,157
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助成金支払額（千円） 新商品売上額（千円）

艸方窯（そうほうがま）
〈地域資源:信楽焼〉
新商品の開発から販路開拓までファンド事業を活用

神保真珠商店
〈地域資源:ビワパール〉
新商品の開発から販路開拓までファンド事業を活用

黒壁
〈地域資源:黒壁ガラス館〉
新商品の開発にファンド事業を活用

回想懐かしいプラザの想い出

　滋賀県産業支援プラザ設立20周年おめでとうございます。
　平成26年度から2年間お世話になりました。思い返せば、あっという間の2年間でしたが、懐かし
い想い出は一杯です。実務を遠のき何年もなる「老兵」に務まるのか心配でしたが、皆さんの温か
いお心遣い、ご支援で何とか無事に勤めることができました。中でも特に今でも印象深く残っていま
すのが、担当させていただきました事業可能性評価 「めきき・しが」と、県庁での各種審査会に参
加させていただけたことです。
　「めきき・しが」は、県内の中小企業や創業者の皆さんの新たな事業計画を、専門家が客観的に
評価してランク付けをしていただくというものです。諸事情により27年度末で終了となりましたが、在
籍中の2年間で4社の企業さんにチャレンジいただき、4社共見事にAランクを取得され本当に嬉し
かったです。数か月に及ぶ計画の作成からブラッシュアップそして完成へと、その間は事業計画に
参画させていただいているような錯覚に陥りました。県庁での各種審査会では、県内の企業さんの
チャレンジ精神旺盛な取組に、こちらもド 真剣に審査させていただきました。中でもある若い後継者
さんに、ここまで頑張って取り組んでこられたご苦労話をお聞きした時、途中で感極まれ涙ぐまれる
様子をみて、此方も感激しエールを送りたくなりました。
　素晴らしい職員の皆様と一緒に仕事ができ、本当に感謝しています。中小企業支援のエキス
パート集団として、プラザの益々のご発展を祈念しています。

多胡 伊久男 氏

平成26～27年度
産業支援プラザ勤務

事

　業

事

　業



内 容
工場等の事業所の省エネを計画している中小企業者等に対し、省エネ診断専門家を派遣し省エネ診断を
行い、診断結果を今後の省エネに向けた経営に活かしてもらいます。また、県内事業者による省エネ取組事
例等についての講演から、省エネ、節電の知識を得てもらい、より一層の省エネ活動に取り組んでいただくこ
とを狙い、省エネセミナーの開催を行っています。
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3-25 省エネ診断支援事業

　平成27年度までは中小企業者等の専門家への謝金の自己負担が1/4でしたが、平成28年度以降は事業を拡充し、全額を補
助対象とし、より小規模な事業者の方にも活用してもらえるようになりました。また、診断予定件数もそれまでの20件から40件に増加
したため、平成28年度以降は診断件数がそれまでに比べ飛躍的に伸びました。なお、省エネ診断を受診した後は、空調機器や照
明器具の更新を行われる事例が多くみられました。

　設備の更新以外では、エネルギー使用状況の見える化や、工場管理の一環に省エネの視点を盛り込むなどの経営改善が行
われました。省エネにより製造コストを下げることで、同じ売上でも利益が増額することは、中小企業者等にとって省エネを行う大き
な原動力となることが考えられます。

　省エネ診断の効果について「①期待以上の効果があった」、「②期待どおりの効果があった」という回答は72%であり、省エネ診
断後の設備導入の効果については「①期待以上の効果があった」、「②期待どおりの効果があった」という回答は85%であり、多く
の受診者の省エネ活動に貢献できたと考える。

事業の成果

◆一度に全ての機械の稼働を始めると電力ピークが高まるため、電力ピークが下がるように稼働開始時間をずらす。

◆工場の断熱性を向上させて空調の効率を良くするため、断熱シートを取り付ける。

具体的な取組事例

事業の成果

受診企業の声（アンケート結果）

実施年度 平成24年度～現在

目 的 低炭素社会づくりに向けた計画的な節電、省エネ行動を行おうとする中小企業者等に対して、省エネ診断
専門家を派遣し、適切な診断、助言を行う事により問題の解決を図っています。

事業概要

　診断実施件数は、平成24年度から平成29年度の合計で168件です。
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3-26 女性起業支援

　コラボしが21インキュベーション（メイン）・滋賀県立草津SOHO・米原SOHOのそれぞれの
入居企業の代表者の女性の割合は、17%（男性83%）でした。

創業補助金の女性起業家採択結果

①起業家女子育成塾を開催し、女性・若者向け創業補助金の周知も併せて行い
ました。起業を考えている方や起業間もない女性の方への起業塾と現場体験
研修のカリキュラムで開催しました。

女性起業塾およびネットワークづくり

　起業をお考えの方のステージに合わせたビジネス・インキュベーション施設として、コラボ21インキュベーション、滋賀県立草津
SOHO・米原SOHOの3施設があります。起業者の事業の成長ステージや、事業分野に応じた施設と支援策を用意し事業化の促
進を図りました。

女性起業家のインキュベーションの活用 　近江日野商人発祥の地、築150年の町家をそのまま使ったお店。小型ガス焙煎
機や手廻しで、使い切れる分だけ少量ずつ自家焙煎するコーヒーが自慢の小さな
カフェを経営中です。

②女性起業家座談会「女性起業家たちの挑戦」を開催し、プラザの機関誌
「うちでのこづち」で紹介しました。

女性には「家事、育児、介護との両立」という課題があるなかで、起業と
いう選択をされる女性が増えています。地域での課題を解決するコミニ
ティビジネスや、女性目線ならではの比較的小規模のビジネスなどが特徴
です。また、同じ立場の人（経営者）との交流の場が重要な役割を果たし
ています。

事例企業
内 容 インキュベーションおよび創業補助金の活用と女性起業家のための支援

実施年度 平成24年度～平成30年度

目 的 女性起業支援

事業概要

●入居期間14年度～29年度調査
コラボしが21 インキュベーション 草津SOHO 米原SOHO

写真 滋賀県HPより

男性 83％

女性

17％

　地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業を支援すること
により、地域の新たな需要の掘り起こしや地域における雇用の創出を
促すことで、地域活性化を図ることを目的とした国の補助金で、当プラ
ザでは平成24・25年度に補助金の事務局として支援を行いました。

　補助金／最大200万円
　補助率／2/3以内

回想「知って良かったプラザ☆」を広めていきたい

　滋賀県産業支援プラザ設立20周年おめでとうございます。
　私が家族の起業を手伝う為、京都の会社を退職したのがちょうど20年前1999年で、貴プラザ
のことも知らずにいました。
　2005年に健康マージャン教室の事業展開を考え、「創業支援塾」を受講させて頂きました。そ
の翌年、草津駅前エルティ草津の地下で半年間にわたり開催されていた「ビジネスカフェあきん
どひろば」に参加させて頂き、新鮮な学びと交流の機会を与えて頂きました。
　2018年に中小企業庁の創業機運醸成賞を受賞され、大変嬉しく誇らしく感じました。
　2013年、次のステップを求め「起業家女子育成塾」を受講した時に「創業補助金」について知
り、貴プラザの方に私が担当する「えふえむ草津」の番組にご出演頂きご紹介頂きました。そし
て、自分自身もこのチャンスを逃さないようにと、創業準備オフィスに入居致しました。翌年インキュ
ベーションマネジャー（IM）さんのご指導のお陰で「創業補助金」が採択され、<夢・人・情報・宝
物>の出会いの場となる拠点「カルチャー&コミュニティサロンC&Sわくわく」をオープンすることが
出来ました。
　貴プラザのIMの方々、よろず支援拠点のコーディネータの方々には、草津市の輝☆業塾など
当サロンでのセミナー開催にご協力頂き感謝しています。
　これからも地元草津で、昔の私のようにプラザをまだご存知ない方とプラザが繋がるビズカフェ
のようなきっかけづくりが出来ればと願っています。

石本 恵津子 氏
C&Sわくわく代表

起業家女子育成塾参加者数

参加者
25年度
12名

26年度
8名

27年度
10名

カフェ・雑貨屋らっこやHPより

うちでのこづちVOL52
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3-27 海外展開支援事業

　事業開始当初はジェトロとのフランチャイズ契約を締結しての事業でしたが、年々相談件数も伸び、平成25年には相談員の増
員、平成27年2月5日には産業支援プラザ・滋賀県・損害保険会社2社と海外展開支援の3者協定を締結し、連携してセミナーを
行いました。

　また、平成27年には国が行う海外展開一貫支援ファストパス制度に支援機関として参加し、地域金融機関や商工会議所等国
内各地域の支援機関と連携を図ることができました。平成28年にはジェトロ、滋賀県および滋賀県産業支援プラザ、彦根商工会
議所と協定を締結し、官民の支援機関の連携により「新輸出大国コンソーシアム滋賀」の窓口を設置し、ますます増大しつつある
海外展開の相談に対応しました。
※平成29年8月に、彦根市にジェトロ滋賀貿易情報センターが開設されましたが、引き続き海外展開相談を行っています。

事業の結果

（株）NMトレーディング 代表取締役 マニカンダン氏
　2005年にインドより来日。パナソニックで設計・開発に従事。2013年1月に日本の中古機
械をインドへ輸出したり、農産品の輸入などを行う（株）NMトレーディングを設立。プラザと
は、2013年2月より、インドとの貿易を開始するにあたり、国内の会社設立の相談を受けた
ことが始まりです。当時マニカンダン氏には商売の経験は全くなく、基本的なことから利益
を確保するまでのノウハウを50回以上にわたり相談を受けられました。またプラザや支援
機関などのセミナーに積極的に参加され県内外の企業と交流を深められた結果、2017

代表的な成果事例

事業の結果

内 容
貿易投資相談窓口を設置し、豊富な経験や・知識を持った相談員が独立行政法人日本貿易振興機構、金
融機関、損害保険会社等と連携し、企業からの貿易や海外進出等多岐にわたる相談に対して指導・助言を
行いました。また、企業のニーズに合わせセミナーや勉強会を開催しました。

実施年度 平成17年度～平成29年度

目 的 経済のグローバル化の進展に伴い中小企業からの貿易や海外への進出など多岐にわたる相談に対応しました。

事業概要

毎回定員いっぱいの実務講座

回想今までの 2 0 年 、これからの 2 0 年
変 革 の 時 代を「 天 職 」でワクワク生きる !

　滋賀県産業支援プラザ20周年おめでとうございます!
　株式会社創の村上肇です。私も創業した2002年頃よりWebセミナーの講師や専門家派遣な
ど様 な々お仕事をご一緒させて頂き大変お世話になっております。誠にありがとうございます。
　プラザさん誕生からの20年間で、インターネット（ソーシャルメディア）によって社会が大きく変化
していくことを体験して、「戦わない」「三方よし」「共存共栄」「無敵の経営」などのキーワードを使
い、私見ではありますが、今の時代の商売の在り方をお伝えしてきました。そして、これからを観た
ときにソーシャルメディア革命に加えて、AI（人工知能）とロボットによる大きな変化の時代を迎えよ
うとしています。今から20年後には我々人間が今まで懸命にやってきたお金儲けの手段として
の、肉体労働も頭脳労働もすべてAIとロボットにとって代わられるように思います。
　20年後には、お金儲けのために働く必要が無くなって、人間は遊んでお金を使うのが仕事に
なっているかもしれません（笑）　そう、昔は「好きなことで飯が食えるほど世の中あまないで～!」っ
て言われましたが、これからは、自分の好きなことでしか食っていけないという風に変わって行くと
思っています。食べるために、お金を稼ぐために働く時代から、みんなが本当にワクワクやりたいこ
とを仕事にして働く、「天職」時代の到来です!
　この図式（構成）は昔から変わりません。では、なぜこれからは「好きなことでしか飯が食えな
い」と変わっていくと予想するかと言いますと、3つの要素「ワクワク」「出来ること」「社会のニーズ」
の中で大きく変わってきているところがあるのです。そうです、社会のニーズです。SNSによって情
報量が膨大になり、「市場の細分化」がすごい勢いで起こっています。マスメディアの時代は市
場が大きかったため、そこで通用する人のみが夢を仕事に出来ました。

　例えば、歌手やタレントは凄まじいオーディションなどの
競争に勝ち抜き、芸能事務所に認められなければなりま
せん。まさ に何十万人に一人の確率のスターでした。し
かし今では、ユーチューバーなど一部のコアなファンに
喜ばれることで、夢を仕事にしている人たちがたくさん出
現しています。
　このようにこれからは、社会のニーズの細分化、市場
の細分化によって、自分の好きなことを仕事にしていくこ
とができます。労働にあたる職業から無くなっていく時代
です。今こそ「天職」で、ワクワク人生を謳歌しましょう。

村上 肇 氏

株式会社創
代表取締役

年には滋賀県の企業とインドに現
地法人（リーマンテックインディア・プ
ライベートリミテッド）を合弁で設立。
日本とインドの懸け橋になりたいと、
日本の若手企業家と積極的にイン
ドへ視察に行くなどインドと日本の経
済交流に尽力されています。

事

　業

事

　業

年度別セミナー参加人数
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3-28 よろず支援拠点事業

事業の結果

事業の成果  1
新しい事業にチャレンジ（祝箸袋から空間装飾へ）（FUKUTOMI）

◆相談内容
　京都市内でエステサロンを経営中であるが、かねてより新たなビジネス「ペーパーアー
ト」の事業化を志向する中で、第二創業として経営戦略全般、ブランディングの相談。

◆対応結果
　コラボしが21の展示スペースでプレイベントを開催。プレスリリースの作成・配信・添削
助言指導から滋賀県・京都府の地元紙とTV局にプレスリリース配信し、現場で取材を
受けました。

　また「びわ湖ホール開館20周年記念ポスター展」に出展。京都市内において、「レスト
ランウエディングの装飾」の受注となりました。

事業の成果  2
ボクシング不毛の地・滋賀県にボクシングジム（しが草津ボクシングジム）

◆相談内容
　元プロボクサーで当時警察官であった2017年11月、「脱サラして創業したい」と、よろずに相談に来られる。長年の夢であったボ
クシングジムを大津市内で創業したい。

◆対応結果
　【創業前の課題】
　　1. 滋賀県のどこにジムを構えるか。
　　2. 創業資金をどうするか。 
　　3. ジム運営費は月々 いくらか。
　　4. 会員のペルソナ、ジムのコンセプトをどうするか。
　について考えてもらう。

　【提案】
　　1. 駐車場を優先したジム物件の選定。
　　2. 金融機関からの創業融資を受けること。
　　3. 事業の財布と個人の財布を分けること。
　　4. 事業の基本は「民に親しむ」こと。

を伝えた結果、きちんとした事業計画を作成したことで、日本政策金融公庫より
500万円の融資を受けました。物件のエリアを広げたことで、駐車場10台を確保
できる物件を草津市に見つけることができ、契約できました。選手育成とボクササ
イズのコンセプトを持つ運営に切り替え、女子専用の更衣室、トイレ、シャワールー
ムを設置したボクシングジムが草津にオープンしました。

内 容
他の支援機関では十分に解決できない経営相談に対する「専門性の高い経営アドバイス」、事業者の課題
に応じた適切な「チームの編成を通じた支援」、「的確な支援機関等の紹介」等の機能を有する「よろず支援
拠点」を設置し、中小企業・小規模企業者の経営支援等を実施しています。

実施年度 平成26年度～現在　（平成26年度は6月から）

目 的 中小企業・小規模企業者の経営支援体制の強化

事業概要

大津市内の商業施設での演出

びわ湖ホールでの演出

◆活動実績

事業の成果
◆相談者満足度

平成26年度

988

591

16

平成27年度

1,628

1,010

平成28年度

1,190

平成29年度

1,333

平成30年度
（12月現在）

1,371

123

2,688

2,446

92

2,004

4188

相談件数 来訪相談者数 ネットワーク活動件数

0
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2,500

3,000

平成26年度

78.3% 78.6%

88.5%

90.6%

97.7%

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
（12月現在）

80.0

70.0

100.0

90.0

75.0

95.0

85.0

（％）

女性にも馴染める大小様々のサンドバックを設置

自作のリングでの練習風景

事

　業

事

　業
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3-29 情報発信「うちでのこづち」

内 容

平成30年度は年2回（夏・冬） 3,000部/回発行
構成内容は以下のとおり
（直近の作成事例「2018年9月発行 第62号」）
　●特集テーマに沿って各課から推薦の企業を紹介
　　 テーマ「時代を越えて生き残る経営」（3社取材掲載）
　●元気企業の紹介（1社取材掲載）
　●プラザからのお知らせ
　　 「インフォメーション」 出張相談会の開催
 アントレプレナー養成講座
 関西機械要素技術展への出展
 滋賀のちいさな企業応援月間
 滋賀県よろず支援拠点

　　「トピックス」 ものづくり日本大賞の受賞企業
 創業機運醸成賞の受賞

　　「イベント・セミナー案内」 下半期の情報を掲載

実施年度 平成9年度～現在

目 的 活力ある中小企業者の経営手法等を紹介する情報誌を発行することで、県内企業の多様な事業活動の推進を
図るとともに、プラザが行う各種事業の周知と利用促進を図っています。

　平成9年11月に創刊、平成30年度には第63号を数えています。平成22年度には過去発行号も含めてデジタルブック化すること
で、プラザのホームページ上での閲覧、印刷が可能となり、プラザの情報発信力を強化しています。

事業の結果

　補助・助成事業の情報掲載のみではなく、取材に基づく詳細な事例企業紹介を掲載することで、企業PRの支援としても効果があ
ります。これまでに316社（者）を掲載記事として取り上げ、自社のPR資料として大いに活用していると評価の声をいただいています。

事業の成果

事業概要 作成事例

事

　業

事

　業
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3-30 滋賀発の産業・雇用創造推進プロジェクト事業

実施年度 平成27年度～平成29年度

目 的

滋賀発の産業・雇用創造推進プロジェクトは、平成25年度に創設された厚生労働省の補助事業です。滋賀県で
は、平成27年4月にこのプロジェクトの採択を受け、滋賀県産業振興ビジョン等で取り組みを加速化させることで、
産業振興と一体となった雇用政策を推進することとし、県内の製造業の中で滋賀らしさが発揮できる「高度モノ
づくり・環境」分野と、景気変動を受けにくい「食料品」分野に重点を置き、人材確保・育成や新製品の開発・新規
事業展開への流れを促進し、新たな雇用を創造する事業を実施しま した。

（公財）滋賀県産業支援プラザに「産業・雇用創造推進センター」を設置し、国が実施する戦略産業雇用創造プ
ロジェクトに基づいて、県内で、産業振興と一体となった雇用の受け皿づくりと安定的かつ良質な雇用を創造する
ため各種事業を推進しました。

①滋賀発の産業·雇用創造推進プロジェクト運営事業
● 産業·雇用創造推進センターを設置し、「滋賀発の産業雇用創造推進プロジェクト」運営協議会を運営するとともに、プロジェ

クトの全体調整を行いました。

②産業別就職支援事業
● 就職面接会を開催し、中小企業の事業者と若年求職者とのマッチングを支援しました。

③モノづくり技術人材育成事業
● 企業の従業員の方を対象に、高度な知識とノウハウを兼ね備えたモノづくり技術人材の育成を支援しました。

④企業提案型人材力育成確保事業
● 高度専門人材確保支援：販路拡大や新事業展開のための高度専門人材の雇用を支援しました。
● 新規事業展開トライアル支援：新規事業展開等に向けた試作開発や販路拡大に係る経費の一部を補助しました。

⑤新事業展開等人材力育成確保事業
● 「技術の横展開講座」の開催とともに、雇用創出コーディネータがシーズ発掘から新商品開発、事業化までのプロセスを一貫

して支援しました。
● 人材の確保に向け、専門人材の開拓や企業との調整を支援しました。

⑥クリエイティブ産業活用モデル創出事業
● マッチング会の開催による連携支援、クリエイティブ産業と製造業の連携による試作品や販促資材等の制作に要する経費の

一部を補助しました。

⑦若年求職者技能習得支援事業
● 企業との交流会等により、企業と社会人基礎力等を備えた若年求職者とのマッチングを支援しました。

⑧地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース）
● 戦略産業雇用創造プロジェクト事業との関係が認められる、事業所の設置·整備について、基本支給額に加え、上乗せ支給

分を助成しました。

⑨滋賀発の産業·雇用創造推進プロジェクト関連融資利子補給制度

プロジェクトの支援内容

事業概要 作成事例

産業・雇用創造推進センターの
事業内容

産業・雇用創造推進センターの
事業成果

1. 滋賀発の産業・雇用創造推進プロジェクト
 運営事業
　プロジェクトの効果的かつ円滑な運営を図るため、「産業雇
用・創造推進センター」を設置し、関係機関等で構成する協議
会を運営するとともに、事業統括者等によりプロジェクト全体の
調整と事業推進を行いました。
● 産業・雇用創造推進センターの設置  平成27年4月1日
● 『滋賀発の産業・雇用創造推進プロジェクト運営協議会』の
　開催

平成27年度
平成28年度
平成29年度

第1回
平成27年5月28日

8月

9月

第2回
平成28年3月24日

平成29年3月24日

平成30年3月20日

参加企業登録数
174社

308社

436社

滋賀発の産業・雇用創造推進プロジェクト

【職員配置】
センター長　１名
嘱託職員　　３名

産業・雇用創造推進センターの設置

産業支援プラザ

受託事業
①滋賀発の産業・雇用創造
　推進プロジェクト運営事業
○プロジェクト運営事業の総括
○協議会（事務局）の運営
○センターの設置・運営
②産業別就職支援事業
○滋賀のものづくり企業合同
　就職面接会の開催

③企業提案型人材力育成
　確保事業
○高度専門人材確保支援事業
○新規事業展開トライアル支援事業

事

　業

事

　業
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組織・職員の変遷
フォトアルバム
信頼ある組織運営のために、

各分野が業務の質の向上に日々努め、

固い絆で結ばれています。
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3-30 滋賀発の産業・雇用創造推進プロジェクト事業

2. 産業別就職支援事業
　中小企業等の人材確保と若年者を中心とする求職者の就職支援を行うため、県内2か所において合同就職面接会を実施し、
求職者と企業のマッチングを促進。
● 『滋賀のモノづくり企業合同就職面接会』の開催
　県内2か所で面接会を実施することで、企業と求職者のマッチングを行いました。

3. 企業提案型人材力育成確保事業
　個々の企業における新規事業展開等への流れを促進する取組に対し、補助を行うことにより、新たな雇用創出につなげました。
● 高度専門人材確保支援事業補助金（高度専門人材の雇用に必要な人件費補助。上限200万円。）
　専門的な知識や技術を持った「高度専門人材」を雇用し、専門性を活かした新製品の製造や営業活動等に従事させることで
新事業展開に取り組み、高度専門人材の継続雇用および雇用創出に繋がりました。

平成27年度
平成28年度
平成29年度
合計(延べ）

日　程
平成27年12月17日

平成28年10月4日

平成29年10月3日

̶

参加企業数
17社

42社

48社

107社

参加求職者数
28人

45人

55人

128人

就職者数
4人

8人

8人

20人

◯長浜会場:北ビワコホテルグラツィエ

平成27年度
平成28年度
平成29年度
合計(延べ）

日　程
平成27年12月11日

平成29年1月25日

平成30年1月30日

̶

参加企業数
32社

52社

70社

154社

参加求職者数
45人

60人

92人

197人

就職者数
6人

11人

15人

32人

◯草津会場:クサツエストピアホテル

平成27年度
平成28年度
平成29年度
合　計

企業からの提案募集
2回

3回

3回

8回

採択件数
5件

8件

6件

19件

交付決定数
3件

5件

5件

13件

就職者数
7人

9人

10人

26人

● 新規事業展開トライアル支援事業補助金（試作開発や販路拡大に係る必要経費に対する補助。上限50万円。）
　新製品の営業展開による販路拡大により、新たな雇用が創出されました。

平成27年度
平成28年度
平成29年度
合　計

企業からの提案募集
3回

3回

3回

9回

採択件数
2件

3件

5件

10件

交付決定数
2件

3件

5件

10件

就職者数
8人

4人

4人

16人

事

　業




