2021年度

業務案内

経営革新を支援します
起業・創業を支援します
販路の開拓やマッチングを支援します
オープンイノベーションによるものづくりを支援します

中小企業の発展段階に応じた各種の支援を行っています

滋賀県産業支援プラザとは

事業体系

滋賀県産業支援プラザは、県内産業の振興を図るため、
中小企業振興関係の 4 団体が統合し1999年に発足しました。

〈 沿革 〉

レーズに、様々な経営課題に対する相談対応や専門家派遣
の販路開拓支援、産学官金連携による新技術・新製品の開
発支援、事業立ち上げまでをサポートする創業支援、各種
セミナーなどの情報提供のほか、中小企業の皆様の様々な
ニーズにお応えすべく、多面的な支援に取り組んでいます。

● 窓口相談による指導・助言
● 滋賀県よろず支援拠点
● 開業資金・政策推進資金の受付等

（財）
滋賀県中小企業振興公社
滋賀県中小企業情報センター
（財）
滋賀県工業技術振興協会
滋賀県小売商業支援センター

設立以来、「がんばる企業を応援します！」をキャッチフ
等の経営支援をはじめ、ビジネスマッチング（商談会）等

［相談体制の充実］

［経営革新支援］

↓
平成11年
（1999年）4 月 財団法人滋賀県産業支援プラザ設立
中核的支援機関に認定
（新事業創出支援法に基づく）

● 専門家派遣によるアドバイス
● 省エネ診断と改善提案
● 省エネ・再エネ等設備導入加速化事業

中小企業の
経営基盤の強化

平成12年
（2000年）5 月 滋賀県中小企業支援センター
（中小企業支援法に基づく）
平成23年
（2011年）4 月 公益財団法人に移行

［企業人材の育成・確保支援］

平成25年
（2013年）4 月 認定支援機関として国から認定
（中小企業経営力強化支援法に基づく）

● 企業経営者等の研究会開催
● しが産業生産性向上経営改善センター
● 滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点

理事長ご挨拶
プラザは設立以来、中小企業の皆様

［働き方改革への支援］

に寄り添い、地域に密着した顔の見え

● Biz Base コラボ21の運営・セミナーの開催

る支援を行って参りましたが、未来を
見据え、国連で採択された持続可能な

［販路開拓支援］

開 発目標（SDGs）の 理 念を念 頭に、
顧客と同じ目線に立ち
寄り添った支援

新たな時代に対応した「チャレンジに
理事長 大道 良夫 対する支援」を右の６つの視点で進め
滋 賀 銀 行取 締 役 頭 取、会 ています。
長を経て、現在、相 談役。
2018年6月、滋 賀 県 産 業
支援プラザ理事長に就任。

プラザの強みである国、県や企業、
大学、金融機関、産業支援機関などと
のネットワークと、多様な経歴を有す
る職員や専門家などの人材をフルに活
用し、これからも中小企業の元気を生

● 受・発注のマッチング支援
● 販路開拓員による企業訪問・情報提供
● ビジネスマッチング
（商談会）
の開催
● 商圏マップによる商圏情報の提供
● 滋賀型・NT企業創出支援事業
● 異業種交流による新ビジネス展開
● コラボしが21展示コーナー
「GALLERY」

幅広い情報の提供

ワンストップサービス
による支援

6 つの視点で
滋賀県産業の
多様な人材の活用と 発展に寄与
チャレンジに対する
これからの産業を担う
多様かつ専門的な支援
人材育成と確保

み出す支援拠点として、より頼れる存
在になるよう役職員一同、業務に取り

連携の強化と
ネットワークの構築

販路開拓
および
マッチングの
強化

［下請企業の振興］
● 受・発注のマッチング支援
● 専門調査員による企業訪問
● 下請かけこみ寺による助言

組んで参ります。

総務課
TEL 077-511-1410（代）
● 販路開拓課
TEL 077-511-1413
● 経営相談室
TEL 077-511-1413
● 創業支援課
TEL 077-511-1412
● ものづくり支援課
TEL 077-511-1414
● 医工・成長産業振興課
TEL 077-511-1424
● 情報企画課
TEL 077-511-1411
● 滋賀県よろず支援拠点
TEL 077-511-1425
● しが産業生産性向上経営改善センター
TEL 077-511-1423

プラザの活動に皆様方の一層のご理

［国際ビジネス支援］

解とご 支援を賜わりますとともに、プ

● 外国特許出願支援

● 滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点
TEL 077-511-1419

ラザを積極的にご活用いただきますよ
うお願い申し上げます。

［外部のリソースを
取り込んだ新技術の研究開発支援］
［タイムリーで幅広い情報の収集・提供］
● ホームページによる情報発信
● メールマガジンの発行
● プラザFacebookの運用
● 情報誌
「うちでのこづち」
の発行
●「滋賀の企業支援ガイドブック」
の発行

情報発信の充実
および強化

［双方向による
コミュニケーションの強化］
● ポータルサイト
「ミラサポplus」
を
活用した情報提供・交流

［知名度の一層の向上］
● 積極的な情報発信と多様な機関との連携

オープン
イノベーション
による新事業
創出の促進

● オープンイノベーション推進体制構築事業
● しが新産業創造ネットワーク
● 産学官連携コーディネータによる支援
● 戦略的基盤技術高度化支援
（サポイン）
事業等
競争的資金の獲得支援
● 県立テクノファクトリー

［ものづくりビジネスで実践する
「健康しが」
に向けた支援］
● しが医工連携ものづくりネットワーク

［起業・創業機運の醸成］
● ビジネスカフェ
「あきんどひろば」
による
創業機運の醸成
● 創業応援隊による起業準備者育成支援

起業・創業
および新たな
事業活動の
支援

［インキュベーション
施設の活用］
● 創業プラザ滋賀
● 草津SOHOビジネスオフィス
● 米原SOHOビジネスオフィス

［コワーキング
スペースの提供］
［産学官金連携による新たな産業分野の育成］
● 成長性の高い産業分野を中心とした研究開発プロジェクトの構築
● 製造現場へのAI・IoT導入促進

● Biz Base コラボ21における
交流の場の提供

［滋賀創業サポートネットワークの構築］
● 滋賀創業サポートネットワークによる
創業・新事業の創出

［企業人材の育成・確保支援］

中小企業の経営基盤の強化

（販路開拓課 077-511-1413）
■企業経営者等の研究会

中小企業の経営者等が、経営戦略や技術の向上に優れた
企業を訪問するなど現場主体の実践的な研究会を開催し、
自らの経営基盤の強化・拡充につなげます。
（負担金：年額10,000円 税込）

［相談体制の充実］
■窓口相談（経営相談室 077-511-1413）
豊富な実務経験を有する担当者が中小企業の経営課題や
事業計画の相談に応じ、経営全般や技術など専門的な立場
から指導・助言します。より専門的な経営課題に対しては、
プラザに登録する専門家が適切に助言します。
創業や経営に関するオンライン相談も可能です。

■滋賀県よろず支援拠点（077-511-1425）
滋賀県よろず支援拠点は、中小企業・小規模事業者等や
創業予定の方の、経営上のあらゆるご相談にお応えするた
めに、国が全国に設置した経営相談所です。
多様な分野に精通した専門家が在籍しており、相談内容
に応じて課題解決チームを編成し、総合的・先進的な経営
アドバイスを提案するとともに、成果が出るまでフォローア
ップを行います。課題の大小を問わず何度でも無料で相談
できる、中小企業の経営者を「一人にしない」相談所です
ので、ひとり悩まず気軽にご相談ください。
総合的・先進的なアドバイス

ワンストップサービス

課題に合わせたチーム編成

各種セミナーの開催

［経営革新支援］
■専門家派遣（経営相談室 077-511-1413）

■しが産業生産性向上経営改善センター（077-511-1423）

オンライン相談
（2020年4月〜2021年1月）
【ご相談の内訳】

事業承継 3.5%

廃業 0.3%

創業 8.3%

再チャレンジ
0.1%

経営改善・事業再生
18.1%

売上拡大 69.8%

【ご相談の流れ】
困りごと

経営の「困った」に直面したときに

連

絡

まずは電話かメール・FAXで相談予約を！

相

談

①聴く ▶ ②課題の発見 ▶ ③解決策の提案

支

援

課題を解決、次なる取組へ
（継続的なサポート）

中小企業等が抱えている経営・技術等の様々な問題に対
して、経営、販売、労務、技術、特許などの幅広い分野の
専門家（約460人登録）が現場に出向き、アドバイスします。
最大10回にわたっての派遣が可能です。

2 時間程度

総

額

27,300円

9,100円

31,800円

10,600円

4 時間程度

36,600円

12,200円

各種セミナー

■ 省エネ診断および省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金（販路開拓課 077-511-1413）
「しがCO2ネットゼロ」を推進するため、中小企業者等の省エネ診断から省エネ、再エネ設備
の改修・導入に対する補助までをワンストップで支援します。

象：① 前年度のエネルギー使用量（原油換算）が
1,500㎘未満の事業者
② 診断後に経営合理化を目指す県内事業者

診断回数：４回または５回/１者
費

用：無料

省エネ
（高効率の照明機器など）
設備の改修および導入に
対する補助
補助率：1/3以内
（上限100万円）

▼

対

省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金

再エネ設備、
高度利用技術の導入に対する補助
補助率：1/3以内（上限額/対象設備により50万〜200万円）

▼

省エネ診断

専門家が訪問し、事業所全体のエネルギーの使用状況を調
査・分析し、省エネ、再エネ設備の導入を助言・提案します。

製造業をはじめとする様々な業種（第三次産業含む）の
県内に所在する企業・事業所等を対象に、生産性向上、経
営改善のご要望に、現場の 良い流れづくり でお応えします。
容：インストラクターを計30時間を上限に派遣し、
経営者から課題の聞き取り
現場診断の実施とその結果の報告
3か月先のあるべき姿の提示
現場改善計画の実施
などを一緒に考え、実施します。
負担金：165,000円（計30時間実施。税込）
その他：活動の定着に向けた長期派遣も別途あります。

研究会の工場見学

現場の課題等
経営者と相談

ヒアリング
予備診断

派遣事業実施

インストラクターを派遣
改善計画を作成、実践

内

インストラクター派遣

生産性向上ミニスクール
専門分野に応じたインストラクターが県内に所在する企業
等に出向き、ニーズに即した内容で生産性向上につながるミ
ニスクールを開催します。
テーマ： ５Ｓ ＩＥ トヨタ生産システム 品質管理
納期と工程管理 現場改善の進め方
負担金：11万円（3時間×3回、計9時間のとき。税込）

生産性向上ミニスクール

（077-511-1419）

うち、相談依頼人の負担額

3 時間程度

生産性向上支援インストラクター派遣

■滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点

1 回あたりの費用負担（ 3 分の 2 をプラザが負担。税込）
相談時間の目安

しが産業生産性向上経営改善センターでは、県内企業の
生産性向上、経営改善を後押しするため、①生産性向上支援
インストラクター派遣 ②改善定着支援 ③生産性向上ミニ
スクール ④セミナーの開催 ⑤生産性向上実践塾 ⑥生
産性向上Web配信スクール などの活動を通じて、現場の
良い流れづくり を支援します。

滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点では、県内中小企
業者の「攻めの経営」や経営改善への意欲を喚起し、都市
圏からのプロフェッショナル人材の活用による企業の経営革
新の実現を促すことで、県内の中小企業者や小規模事業者
の経営向上への取り組みを支援します。
（内閣府事業）

人材獲得サポート
必要な人材を明確にし、複数の民間人材ビジネス業者をご紹介す
ることでプロフェッショナル人材とのマッチングをサポートします。

課題解決サポート
現状や経営課題をヒアリングし、課題解決に必要な人材のコン
サルティングを実施します。また、大企業人材と県内中小企業と
のマッチング精度を高めるため、中小企業が外部人材を活用でき
るインターンシップの取り組みを試行的に実施します。

総合的な経営判断
豊富な経験を持つマネージャー、サブマネージャーに総合的な
経営相談を行うことができます。

【プロフェッショナル人材事業のしくみ】
訪問

県内
企業さま
《経営課題》
新規事業
販路開拓
事業承継
海外展開

滋賀県
プロフェッショナル
人材戦略拠点

聞き取り
情報
人材紹介
の可否

プロ人材ニーズの
明確化"

聞き取り
情報

プロ人材の紹介・面接調整
成約時に発生する手数料支払い
（理論年収の35%）

人材紹介
の可否

民間人材
ビジネス事業者
・
大企業
（出向・研修）

販路開拓およびマッチングの強化
［販路開拓支援］
■ビジネスマッチング（販路開拓課 077-511-1413）

製造業を対象に、
「仕事を受注したい」企業と「仕事を発
注したい」企業を登録（無料）していただき企業相互の取
引のあっせんを行います。発注希望企業と受注希望企業が
一堂に会し、新規取引先の拡大を図るビジネスマッチング（商
談会）の開催や、販路開拓支援員等による県内外の受発注
機会の拡大に取り組んでいます。

■滋賀型NT（ニッチトップ）企業創出支援

（販路開拓課 077-511-1413）
新商品（技術）開発を目指す企業へ、事業計画立案から
他機関・専門家との連携を交え、実現へ向けた伴走支援を
行います。

■商圏マップ（経営相談室 077-511-1413）

新規出店や販売戦略検討のため、既存店との競争環境の
把握などに役立つ商圏情報の提供を行っています。出店の
際に必要な統計データや競合店情報を地図上に表示すること
で、戦略立案が容易になります。
（無料）

オープンイノベーションによる新事業創出の促進
受注企業

（受注の申出）

マッチング

発注企業

（発注の申出）

滋賀県産業支援プラザ

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、あっせん手数料（無料）

ミニ商談会
フリー面談形式で、最新の発注案件の紹介などを通じて企業
同士の交流を図り、新たなビジネスチャンスや事業連携の機会が
得られる場を提供します。

【商圏マップ事例】南草津駅半径 4 キロ圏内の人口分布と割烹店（■）

【出会いから事業化までの一貫支援】

マッチングフォーラム

県補助金

共同出展事業

IoT助成金 等

大規模な技術展示会に共同出展し、川下企業とのマッチン
グを推進

ものづくりIoT研究会

IoTの活用に関する情報提供や意見交換、交流

相談会等
共同出展事業

製造現場
の見える化
分科会

マッチング
フォーラム

ものづくり
IoT研究会

コーディネータの企業訪問や個別相談等により、
産学官連携による研究開発プロジェクトを構築

国の競争的資金、県補助金、IoT助成金

■専門調査員による企業訪問

［国際ビジネス支援］

拡大図
（数字は人数）

■外国出願支援（経営相談室 077-511-1413）
企業の知的財産を戦略的に活用していくために、外国へ
の特許などの出願に対して支援します。

事業化

国の
競争的資金

新たなビジネス展開や新製品開発につなげるニーズとシー
ズの出会いの場を提供

相談会

オンラインへの対応、受注体制の強化をサポートします。

業種を問わず、中小企業からの「取引に関する紛争相談」
に専門のスタッフが親身に助言します。また、必要に応じて
弁護士に無料で相談を行うことができます。

新技術の研究開発に積極的な企業で構成する「しが新産業
創造ネットワーク」を核として、新産業・新事業創出を目指
す企業の発掘を行い、産学官金連携による研究開発プロジェ
クトの構築や製品開発、事業化までを連続的に支援します。

見える化の実証、グループディスカッションなど

■下請企業振興セミナー

■下請かけこみ寺（フリーダイヤル 0120-418-618）

■しが新産業創造ネットワークによる
（ものづくり支援課 077-511-1414）
新技術開発支援

製造現場の見える化分科会

［下請企業の振興］

中小企業の現場の声を聞き支援を行います。

［外部のリソースを取り込んだ新技術の研究開発支援］

しが新産業創造ネットワーク

等

出会い

戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事
業）
、プロジェクト補助金、助成金などの獲得支援
（創業支援課 077-511-1412）
■県立テクノファクトリー
新製品の試作や製造技術の開発を行う企業向けの賃貸型
工場「テクノファクトリー」を提供し、事業展開を支援します。

利用期間
5年

室

数

12区画
（工場棟）

利用料金
（税込）
204,000円／月

［ものづくりビジネスで実践する「健康しが」に向けた支援］

情報発信の充実および強化

■しが医工連携ものづくりネットワークによる
企業支援（医工・成長産業振興課 077-511-1424）

［タイムリーで幅広い情報の収集・提供］
■ホームページ（情報企画課 077-511-1411）

■プラザ Facebook

セミナーなどの新着情報をはじめ、支援内容を「起業・
創業」
「販路拡大」
「産学官・技術開発」
「経営革新・安定化」
などに区分して、わかりやすく紹介しています。

セミナーやイベントの紹介、開催されたセミナーの様子
など、最新の情報をいち早くお届けしています。

■情報誌「うちでのこづち」
滋賀の元気企業のトップを取材し、競争力を生み出す仕
組みや、これからの取り組みなどを紹介しています。

医療分野での新しい技術や製品の開発を目指す企業、大
学・研究機関、金融機関、医療機関、行政・支援機関等の
連携による「しが医工連携ものづくりネットワーク」を形成
しています。
このネットワークを核として、講演会やセミナーを通じて
産学官金が交流する場を提供するとともに、専門のコーディ
ネータを配置して様々な相談に対応し、研究開発プロジェク
トの創出とその事業化を支援します。

医療機器開発セミナー

［産学官金連携による新たな産業分野の育成］
■成長性の高い産業分野を中心とした
研究開発プロジェクトの構築

■メールマガジン
毎週、最新のイベント情報やセミナーの案内、
他機関からのお知らせなどを発信しています。

医療分野に加えて、大学等が持つシーズを生かして第四次
産業革命、成長ものづくり分野、環境エネルギー分野などの
成長性の高い産業分野の研究開発プロジェクトの構築を支
援します。

講演会（しが医工連携ものづくりネットワーク会議）

起業・創業および新たな事業活動の支援
［起業・創業機運の醸成］
（創業支援課 077-511-1412）
■ビジネスカフェ「あきんどひろば」

創業関連セミナーを通じて、学びと交流の場を提供し、地域の創業者の発掘
と創業機運の醸成を図っています。また、アントレプレナー養成講座やミニセミ
ナーなども開催し、事業展開を支援します。

［インキュベーション施設の活用］
■創業プラザ滋賀

創業サロン（コワーキングタイプ）と創業オフィス（個室タイプ）を提供し、
インキュベーション・マネジャー（IM）による事業計画作成支援などを通じて、
起業・創業を支援します。

■SOHOビジネスオフィス

草津と米原に、IMが常駐するSOHOビジネスオフィスを提供します。
施

設

名

利用期間

室数

6か月

‑

5,500円／月

創業プラザ滋賀 創業オフィス

3年

創業オフィス チャレンジコース

1年

小10室
大12室

13,486円／月〜

草津SOHOビジネスオフィス

3年

20室

30,900円／月〜

米原SOHOビジネスオフィス

3年

10室

24,200円／月〜

創業プラザ滋賀 創業サロン

創業サロン

利用料金（税込）

［コワーキングスペースの提供］

創業オフィス

■Biz Base（ビズベース）コラボ21

コラボしが21内に、
「テレワークが可能なレンタルスペース」と「コワーキング
スペース」を設置し、企業と起業者等の交流の場を提供し、新たなビジネスの創
出や早期の起業等につなげます。
利用者区分
法人
（企業もしくは大学

利用料金
（税込）
※1）

個人
ビジター
（同伴者

15,000円／月
5,000円／月、800円／日

※2）

800円／日

※ 1 1契約で 5 名が利用可（複数契約可）
※ 2 登録者 1 名につき、未登録者 3 名までが同伴利用可

［滋賀創業サポートネットワークの構築］
■滋賀創業サポートネットワークの構築による創業・新事業の創出

滋賀県内のビジネスインキュベーション施設や産業振興を実施する支援機関・
教育機関、専門家、コワーキングスペース等が、情報交換や意見交換、交流の
場を設置し、支援の質の向上、相乗効果のある事業連携により社会的課題や地
域課題を解決する創業や新事業の創出を目指します。

〒520‑0806 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21〈2階〉
TEL.077-511-1410（代表）╱ FAX.077-511-1418（共通）

【E-mail】info@shigaplaza.or.jp 【URL】https：//www.shigaplaza.or.jp/
■JR琵琶湖線（東海道線）
「大津」駅より徒歩約20分、バス約7分、
「膳所」駅より徒歩約15分
■京阪電鉄「石場」駅より徒歩約3分（JR膳所駅、JR石山駅乗り換え）
令和３年（２０２１年）
４月発行
※掲載内容は変更される場合もありますので、実際の利用にあたっては各課にお問い合わせください。

Biz Base（ビズベース）コラボ21

