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滋賀県の部材・素形材関連業種の産業集積を活かした成長ものづくり支援計画 

 

Ⅰ 必須記載事項 

 

１ 連携支援事業の目標 

（１）支援対象とする事業分野 

部材・素形材関連業種の産業集積を活かした成長ものづくり分野 

 

 滋賀県は、近畿圏と中部圏、北陸圏の結節点という地理的優位性と高速道路

や鉄道等といった広域交通基盤の整備による交通利便性を背景に、多くの製造

業が立地した内陸型工業県である。県内総生産に占める製造業の割合は 35.4％

と全国平均の 18.5％に比べて高く全国で 1 位である。中でも、はん用機械器

具、電子部品・デバイス・電子回路、生産用機械器具、輸送用機械器具などと

いった加工組立型業種の企業は県内製造業事業所全体の約 35.6％を占める

2,081 事業所が立地しており、当該業種が県製造業全体に占める割合は付加価

値額ベースで 40.7％と高い割合を占めている。 

 こうした加工組立型業種のものづくり産業を支えているのが部材・素材関連

業種であり、県内製造事業所全体の 51.5％を占める 3,010 事業所が立地してい

る。これらの業種では比較的規模の小さな事業者が多く、また近年では、グロ

ーバル競争の激化、高付加価値化、熟練技術者の高齢化・技術伝承等の多くの

課題に直面している。一方で、川下企業からの受注を通して、技術力を高め、

ノウハウを蓄積することにより、事業展開の幅を広げ、独自技術や国内外で高

いシェアを誇る製品を有する企業も数多く存在している。 

また、部材・素材関連業種は産業の基盤となる業種であり、滋賀県（以下、

県という）が中心となって実施する、「地域経済牽引事業の促進による地域の成

長発展の基盤強化に関する法律に基づく基本計画」における支援分野、「①滋賀

県のはん用機械や電子部品・デバイス・電子回路等の加工組立型業種、窯業土

石や化学工業等の部材・素材関連業種及び食料品製造等の産業集積を活かした

成長ものづくり分野」はもとより、「②滋賀県の医療・健康関連等の産業集積を

活かした医療・ヘルスケア分野」、「③滋賀県の企業、大学、研究機関が保有す

る水環境ビジネス、電池関連等の技術を活かした環境・エネルギー分野」、「④

滋賀県の情報人材を活かした第 4 次産業革命関連分野」と多くの分野に関連す

る。 

そこで、本連携支援事業では、部材・素形材関連業を中心に県内製造業の技

術力向上を支援し、よって一層の県内製造業の競争力強化を図り、国内外の需

要を新たに開拓し、取り込むことのできる産業へと高めていくことを目的とす

る。 

 

（２）支援体制の構築 

 本事業では、これまで構築してきた産学官金の各種支援施策を地域経済牽引

支援機関の取り組みと有機的に結合することにより、技術開発から国内外の市
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場投入まで切れ目のない新たな支援体制を構築し、付加価値および生産性を高

めつつその競争力の一層の強化等を図っていく。 

 体制構築にかかる各支援機関の役割は以下のとおりである。 

 

（県） 

県は、平成 27 年 3 月に策定した「滋賀県産業振興ビジョン」に基づき、県

内産業の成長を促進するために様々な支援体制を構築してきた。県独自の施策

として、プロジェクトチャレンジ支援事業による技術開発等事業計画の認定と

認定事業計画に基づく技術開発への資金支援、近江技術てんびん棒事業（滋賀

県新技術・新工法展示商談会）による販路開拓支援など、各事業化ステージに

おいて県内中小企業者の支援を行っている。 

地域の産学官金による支援施策として、“モノづくり基盤技術”および“環

境”分野における研究開発や新事業創出に意欲的な産学官金の関係機関で構成

する「しが新産業創造ネットワーク」を基盤とした出会いの場の提供やコーデ

ィネート活動への取組や「しが水環境ビジネス推進フォーラム」により、県内

企業が有する水環境に関する技術・製品・サービス等と行政による仕組みづく

り、住民による取組を「琵琶湖モデル」としてパッケージ化し、水環境課題を

抱える中国や台湾、ベトナム等のアジア市場に対して重点的に海外展開等を実

施している。 

こうした政策を活用すべく、県としては、事業推進の取りまとめ役を担うと

ともに、資金支援についても中心的な役割を担う。プロジェクトチャレンジ支

援事業による研究開発経費の補助や、県内に拠点を置く 13 の金融機関と結成

する「金融サポートネットワーク」による金融支援を中心に資金支援を実施す

る。また、「滋賀発成長産業発掘・育成コンソーシアム」（以下、コンソーシア

ムという）と共同して「滋賀テックプランター」等の事業を実施し、創業支援

や販路開拓も含めた幅広い支援を実施する 

 

（滋賀県工業技術総合センターおよび滋賀県東北部工業技術センター 

（以下、両センターを工業技術センターという）） 

 工業技術センターは技術開発および研究開発成果の移転について中心的な

役割を果たす。地域の企業との産学官連携による共同研究開発を積極的に実施

するとともに、日常的な技術相談用務の中で、企業ニーズおよび大学等の技術

シーズを結び付け、研究開発成果の移転を促進する。また工業技術センターや

大学等研究機関が有する最新の技術情報の普及移転を目的とした技術普及講

習会を他の支援機関と連携して実施することにより、企業の人材育成を支援す

る。 
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（公益財団法人滋賀県産業支援プラザ（以下、プラザという）） 

 プラザは技術情報の提供、人材育成、販路開拓および経営革新等の支援で中

心的な役割を担う。“モノづくり基盤技術”および“環境”分野における研究開

発や新事業創出に意欲的な産学官金の関係機関で構成する「しが新産業創造ネ

ットワーク」、医工連携による医療分野への進出を目指す産学官金の関係機関

で構成する「しが医工連携ものづくりネットワーク」、IoTの活用により新ビジ

ネスの創出や地域課題の解決を目指す関係者で構成する「滋賀県 IoT推進ラボ」

等の現在活動しているネットワークを対象に、情報提供やニーズとシーズのマ

ッチング支援等を行うことにより地域経済牽引事業の促進を図る。また、プラ

ザが開催する各種セミナー、窓口相談等により、海外展開を含めた販路開拓、

経営革新を支援する。 

 

（コンソーシアム） 

滋賀県では、新たな成長分野を切り拓き、滋賀の強みを活かした研究開発型

ものづくりベンチャーの発掘・育成への取組が自立・継続的に進むエコシステ

ムの実現を目指す地域の産学官金連携の組織体である「滋賀発成長産業発掘・

育成コンソーシアム」を結成している。コンソーシアムでは、滋賀の強みを活

かした研究開発型ものづくりベンチャーの発掘・育成プログラムである「滋賀

テックプランター」等の取組を行っている。コンソーシアムには、県、プラザ

のほか、県内 6 大学（滋賀大学、滋賀医科大学、滋賀県立大学、長浜バイオ大

学、立命館大学、龍谷大学）、2 地域金融機関（株式会社滋賀銀行、株式会社関

西アーバン銀行）および研究開発型の新規事業の立ち上げ支援に実績のある株

式会社リバネスが参画しており、それぞれが有する知的資源および経営資源を

有効に活用し、相互に連携して協働する組織体として連携協定を締結している。

コンソーシアムは成長ものづくり分野において、滋賀県に集積する理工系大学

の研究シーズやモノづくり中小企業の技術シーズを活かした新規事業創出支援

（創業支援）および資金調達で中心的な役割を果たす。 
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（３）地域経済牽引支援機関の役割と責任の明確化 

各地域経済牽引支援機関の役割と責任を明確化することによって、効果的に

連携支援事業を行う。 

 

（４）不足する支援機能の地域外からの補充 

 本事業は、「部材・素形材関連業種の産業集積を活かした成長ものづくり分

野」を対象としている。（２）にあげる地域経済牽引支援機関は、こうした部材・

素材関連業種に対し多くの支援実績を持つ。他方、滋賀県内にはコンソーシア

ムに参画する多くの理工系大学が存在するが、素形材、その中でも金属素形材

については、まとまった技術開発やノウハウの集積が少なく、県内企業の技術

開発を支援し成長させるためには知見、ノウハウが不足している。そのため、

近畿圏内で金属材料に多く知見を有し、県、地域の企業組合とともに滋賀県発

の鉛フリー銅合金 CAC411（ビワライト）を開発した実績もある関西大学との連

携によって、地域外から不足する支援機能を補充する。 

 また、部材・素形材を加工する際に、現在は 3D 技術（3DCAD や 3D プリンタ

ーなど）、シミュレーションおよび IoT が利用または検討されるようになって

きている。3D 技術、シミュレーションおよび IoT の各個別技術についての知見

は県内の研究者が支援することが可能であるが、それらを一連の工程として生

産に応用する知見、ノウハウが不足している。従来の 3Dものづくりから新しい

3D 技術まで幅広く扱っており、全体を俯瞰してアドバイスを行うことができる

【滋賀発成長産業発掘・育成コンソーシアム構成機関】 
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国立研究開発法人産業技術総合研究所との連携によって、他地域から不足する

支援機能を補充する。 

 

（５）想定する支援件数 

地域経済牽引事業等 15 件/年度 75 件／事業期間 

 

 年度 H29,30 H31 H32 H33 H34 合計 

地域経済牽引事業支援件数 

（戦略的基盤技術高度化支援事業 

支援件数含む） 

15 15 15 15 15 

 

75 

    

 

２ 連携支援事業の内容及び実施時期 

〇内容 

本事業は、同意基本計画で策定される「５（１）地域の特性及びその活用戦

略」で示す「①滋賀県のはん用機械や電子部品・デバイス・電子回路等の加工

組立型業種、窯業土石や化学工業等の部材・素材関連業種及び食料品製造等の

産業集積を活かした成長ものづくり分野」の中で、これらの分野を支える部材・

素形材関連の地域経済牽引事業を促進することを目的に実施する。 

部材・素形材関連の技術や製品群は同意基本計画の「②滋賀県の医療・健康

関連等の産業集積を活かした医療・ヘルスケア分野」、「③滋賀県の企業、大学、

研究機関が保有する水環境ビジネス、電池関連等の技術を活かした環境・エネ

ルギー分野」、「④滋賀県の情報人材を活かした第 4次産業革命関連分野」の基

礎ともなるため、継続的な支援が必要である。 

 本連携支援事業では、１）新規事業創出支援、２）技術開発支援・技術移転、

３）人材育成・情報提供、４）資金支援、５）販路開拓、６）経営支援の各段

階で切れ目のない支援事業を実施する。 

 

１）新規事業創出支援 

 新規事業創出支援では、コンソーシアムが取り組む創業支援プログラム「滋

賀テックプランター」をプラットフォームに、“モノづくり技術”および“水・

環境技術”等の分野に関連したビジネスシーズの発掘や事業計画のブラッシュ

アップ等の支援に取り組むほか、県およびプラザが取り組む「しが新産業創造

ネットワーク」、「しが医工連携ものづくりネットワーク」、「滋賀県 IoT 推進ラ

ボ」等の産学官連携基盤を活用し、最新情報の提供や産学官共同研究プロジェ

クトの構築等の支援を実施する。 

 

  ・滋賀テックプランター 

     滋賀の強みを活かした研究開発型ものづくりベンチャーの発掘・育

成プログラム。地域においてこうした取り組みが自立・継続的に進め
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られるエコシステムの構築を目指す。県内の産学官金で構成するコン

ソーシアムを中心に、県内大手企業によるパートナー企業としての協

力も得て、事業化に向けたハンズオン支援（事業計画のブラッシュア

ップ、パートナーの探索、共同研究開発、販路開拓、資金調達等）に

取り組む。 

滋賀テックプランタープロジェクトイメージ図 

 

  ・しが新産業創造ネットワーク 

“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産学官金の関係機関（234 機関：H30.1 末現在）

で構成。産学官出会いの場の提供や研究開発プロジェクトの構築に取

り組む。 

  ・しが医工連携ものづくりネットワーク 

「医工連携」による“医療”および“健康”関連分野への進出に意

欲的な産学官金の関係機関（212 機関：H30.1 末現在）で構成。医学・

理工系大学の知的資源と高度なものづくり基盤技術を有する製造業

の産業集積を活かし、新たな医療機器等の開発を促進。 

  ・滋賀県 IoT 推進ラボ 

平成 29 年 3 月に地方版 IoT 推進ラボとして経済産業省の選定を受

け、生産性向上を目指す製造事業者や地域課題を抱える行政等の関係

者と、解決策を提供する IoT 関連企業とのマッチング、実証プロジェ

クトの構築支援等に取り組む（61 機関：H30.1 現在）。 

 

２）技術開発支援・技術移転 

技術開発支援・技術移転では、工業技術センターが中心となり、“モノづく

り”および“環境”に関連する部材・素形材関連技術の開発および高度化支援

を実施する。工業技術センターでは地域の企業が必要とする分析評価機器や試

作機等を整備している。また、地域内の大学・企業と部材・素材関連の産学官

の研究会「滋賀材料技術フォーラム」を立ち上げ、産学官一体となる技術支援
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体制を確立している。これらの支援体制のもと、産業化につながる研究開発を

単独、学官連携、地域の企業との産学官連携により積極的に実施する。また、

日常的な技術相談用務の中で、企業ニーズと大学等研究機関のシーズを結び付

け、企業の研究開発の促進、工業技術センターや大学等の研究成果の企業等へ

の技術移転・普及を行っている。これらの体制をさらに強固なものとするため、

本連携支援事業では「地域新成長産業創出促進事業費補助金」を活用し、地域

経済牽引事業を促進することにより、地域経済の競争力強化を図る。また、地

域経済牽引事業に取り組む事業者の戦略的基盤技術高度化支援事業を活用し

た技術開発を支援し、プラザとともに「戦略的基盤技術高度化支援事業相談会」

やこれから地域経済牽引事業や戦略的基盤技術高度化支援事業を目指そうと

する企業への情報提供の場となる「戦略的基盤技術高度化支援事業情報交換

会」を開催し、事業促進の効率化を図る。 

 

３）人材育成・情報提供 

 人材育成・情報提供では、各地域経済牽引支援機関が開催するセミナーや産

学官連携のネットワークを強化することにより、本事業を推進する。最新の技

術情報提供や、企業における技術開発支援のためのセミナー・講習会を開催し、

企業ニーズにあった人材育成を図る。 

工業技術センターや地域内の大学が有する設備や技術を活用する中で必要

とする技術を身に着けることができる技術普及講習会「國友塾」事業や「もの

づくりゼミナール」事業等を通じて、必要とされる人材の育成を促進する。ま

た、経験を持つ技術者不足が課題となる地域企業のモノづくり技術人材の育成

と技術開発・新製品開発の促進を図ることを目的に、「モノづくり技術向上の

ための技術研修事業」を実施し、地域企業の技術者の技術力向上を支援する。 

プラザが実施する「マッチングフォーラム」では、地域企業がもつニーズや

大学・工業技術センター・地域企業がもつシーズ情報を提供し、ニーズとシー

ズを結び付けることで、新製品開発や新たなビジネス展開につなげるほか、講

演会等により、地域の先進的な企業の「企業戦略」や「人材育成」等の経営戦

略等、事業者が必要とする情報を提供する。また「しが新産業創造ネットワー

ク」、「しが医工連携ものづくりネットワーク」、「滋賀テックプランター」等の

取組を通じ、最新の技術情報や商品化・事業化に必要な情報を提供することに

より、部材・素形材関連業種の事業化促進を支援する。 

知的財産の情報提供・活用では、工業技術センター、プラザおよび一般社団

法人滋賀県発明協会が連携して、滋賀県知的所有権センターが実施する講習会

による特許を取り巻く最新情報の提供と企業自らが出願することができる人

材育成を支援する。また、県内企業や大学等が有する特許情報を提供し、特許

の移転を円滑に進めることにより、新規事業の創出や技術力の向上を促進し、

地域産業の活性化を図る。 

 

４）資金支援 

資金支援では、県およびコンソーシアムが有する各種支援策を活用し、企業
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の新事業立ち上げに向けた研究開発や販路開拓が円滑に進むように支援する。

具体的には下記の補助事業、金融支援または資金獲得のサポートを実施する。 

・滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金： 

企業のコア技術を生かした新事業・新規分野へのチャレンジ（研

究開発）を資金面から支援 

・滋賀県市場化ステージ支援事業補助金 

経営革新計画や滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画の認定

を受けた事業化・市場化段階にある取組を資金面から支援 

・IoT 活用イノベーション創出支援事業補助金 

県内中小企業等が行う IoT活用による「イノベーション」の創出

を図るための取組を支援 

・地域未来投資支援金融サポート事業（H30～予定） 

県内に拠点を置く 13 の金融機関等と構築した「金融サポートネ

ットワーク」を基盤に、地域経済牽引事業に取り組む企業への利子

補給等の金融支援を実施 

・戦略産業雇用創造プロジェクト関連融資利子補給制度 

県およびプラザが窓口となり、利子補給等、地域の金融機関と連

携したサポートを実施 

 

５）販路開拓 

販路開拓では、県とプラザが連携して、下記の販路開拓事業を実施する。地

域企業の持つ優れた技術を県内外のユーザーに対して広くアピールする機会

を設け、県内中小企業の販路開拓を支援する。また、プラザが実施する各種セ

ミナーや出張相談会を活用し、新たな販路を模索している地域企業を支援す

る。 

・近江技術てんびん棒事業「滋賀県新技術・新工法展示商談会」 

地域企業の持つ優れた技術を県内外の大手ユーザーに対して、直

接的かつ具体的に提案する機会を設けることにより、県内企業と大

手企業の関係構築と新製品・新技術開発への取組を促進 

・ちいさなものづくり企業等成長促進事業 

   中小企業が必要とする情報収集や、受発注体制の強化、自社分析・

PR 力向上に対する支援を実施することにより企業の自立的・持続的

な成長を促進 

・地域ブランド戦略フォーラム事業（H30～予定） 

   産学官金ならびに生産から販売までの関係者および県下の自治

体が一堂に会するプラットフォームを形成し、地場産業を中心とし

た地域ブランドの発信やバイヤーとのマッチングなど、川上から川

下までの一連の流れのプロデュースを支援 

・滋賀の地域産業振興総合支援事業 

  地域資源である地場産業等を地方創生の核となる新たな成長産

業に育成するため、海外展開戦略や販路開拓など、地場産業および
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地域特産品の振興のための取り組みを支援 

この他、工業技術センター「海外展開技術支援」等で海外展開に向けた相談

会や海外情報の提供を実施する。また、平成 29 年 7月に開設された JETRO滋

賀県貿易情報センターと連携して、地域経済牽引事業者の海外展開を積極的

に支援する。 

 

６）経営支援 

経営支援では、プラザが実施する「滋賀県よろず支援拠点による各種相談」、

相談員や専門家による「窓口相談」、現地へ専門家が出向いて実施する「専門

家派遣」等を通して支援する。 

 

上記支援事業を県、工業技術センター、プラザおよびコンソーシアムが連

携して行うことにより、地域経済牽引事業に取り組む事業者に対して、切れ

目のない効果的な支援を提供する。さらに、平成 30 年度からは、「地域未来

投資支援コーディネート事業」を実施する予定としている。この事業では、

地域経済牽引事業計画の承認を目指す研究開発プロジェクトの創出に向け、

最新情報の提供と技術開発から事業化まで一貫したコーディネートを提供す

る事業であり、上記支援をこの事業に沿って実施することにより、より効果

的に地域経済牽引事業を促進することが可能となる。 

 

連携支援計画に基づく支援のモデルケースとして、1 年目は全国唯一のバ

ルブ産業の集積地である「彦根バルブ」の高度化・高効率化を支援する。 

滋賀県では、彦根市を中心に、全国で唯一のバルブ産業の地場産地「彦根

事業化の各段階での支援事業関

新規事業創出支援
技術開発支援
技術移転支援

人材育成支援
情報提供支援

資金支援 販路開拓支援 経営支援

滋賀県

工業技術
センター

プラザ

コンソー
シアム

しが新産業創造ネットワーク
しが医工連携ものづくりネットワーク

IoT推進ラボ IoT推進ラボ

共同研究
サポイン支援

研究会(滋賀材料技術フォーラム等）

技術普及講習会

各種セミナー
窓口相談

プロジェクト補助金
市場化ステージ補助金

IoT活用イノベーション補
助金

近江てんびん棒

海外展開
技術支援

専門家派遣

よろず支援拠点

地域未来投資支援コーディネート事業で一貫した支援をコーディネート

滋賀テックプランター
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バルブ」を形成している。滋賀県最大級の生産額を誇る地場産業であり、水

道バルブの全国シェアは約 50％に達する。 

琵琶湖を有する滋賀県ならではの特徴として「彦根バルブ」業界では、環

境負荷の大きい鉛を含まない鉛フリー銅合金 CAC411「ビワライト」を開発し

てきた。この開発には県、関西大学および滋賀バルブ協同組合の 3 社が連携

して取り組み、工業技術センター支援のもと、特許化、JIS 化を進め、現在

欧米を中心に販路が拡大している。また平成 29 年には彦根市の水道メータ

に採用されるなど国内においても着実に販路を広げている。 

このバルブの基本工程である「鋳造」技術にかかる下記の課題解決を支援

し、「彦根バルブ」の高度化・高効率化を支援する。 

課題①：「経験と勘」による技術伝承から理論にもとづいた人材育成への転

換が必要 

課題②：低コスト競争の中、高付加価値鋳物や鋳造技術の高度化への取組

が必須 

課題③：新たなバルブ開発（例えば水素制御バルブ）に取り組むための試

作環境が必要 

上記課題を解決するために、県、工業技術センター、プラザおよびコンソー

シアムが連携し、工業技術センターにおけるバルブをはじめとする鋳造製品の

試作開発機能の強化とバルブ産業界の人材育成、およびこれら機能強化による

競争力の強化を目標に置き、本事業の中で支援する。 

工業技術センターでは鋳造技術の試作環境の整備と関連企業との共同研究

開発により人材育成と技術開発を支援する。プラザでは海外展開を含めた販

路開拓支援を行い、県は「金融サポートネットワーク」による資金支援、「地

域ブランド戦略フォーラム事業」、「滋賀の地域産業振興総合支援事業」等によ

り販路開拓等の支援を行う。 

 

 

鋳造業界は、バルブ産業のみならず滋賀県内全域に立地している大手自動車

メーカや農機具メーカおよびそれらに関連した企業に部材を供給している。

「彦根バルブ」の高度化・高効率化を支援フロー図 
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鋳造技術の高度化・高効率化はこれらバルブ産業以外の産業にも関係する課

題であるため、滋賀県の成長ものづくり分野の競争力強化への波及効果も大

きい。 

  こうした取組を通じて、県内において、人・モノ・資金が循環し、さらに、

新たな需要が開拓され、質の高い雇用が生み出される好循環を形成すること

により、基本計画で示す付加価値創出額（3,262 百万円）および地域経済牽引

事業の新規事業件数（50 件）の達成に寄与する。 

 

〇実施時期 

承認の日～平成 34 年 3 月末日まで 

 

３ 連携支援事業を実施する者の役割分担、相互の提携又は連絡に関する事項 

（１）連携支援事業を共同で実施する地域経済牽引支援機関の名称及び住所並びにその代表 

者の氏名並びに当該地域経済牽引支援機関の役割 

 当該連携支援事業を実施する者の①名

称、②住所、③代表者名 

④当該連携支援事業における役割 

１ ①滋賀県 

②滋賀県大津市京町四丁目 1 番 1 号 

③滋賀県知事 三日月大造 

当該連携支援事業の代表者 

④連携窓口、連携支援事業の進捗管理、資金

支援 

連携支援事業の相談窓口、進捗管理、「地

域未来投資支援コーディネート事業」（H30

～予定）による連携支援事業の取りまとめお

よび他の支援スキームとの連携・調整 

２ ①滋賀県工業技術総合センター 

②滋賀県栗東市上砥山 232 

③所長 月瀬寛二 

④技術開発・技術移転、情報提供 

産学官共同研究と研究会・講習会による技

術情報提供、技術講習会による技術伝承支援 

３ ①滋賀県東北部工業技術センター 

②滋賀県長浜市三ツ矢元町 27-39 

③所長 阿部弘幸 

④技術開発・技術移転、情報提供 

産学官共同研究と研究会・講習会による技

術情報提供、技術講習会による技術伝承支援 

４ ①公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 

②滋賀県大津市打出浜 2-1 

コラボしが 21 2 階 

③理事長 田口𡧃一郎 

④情報提供・研究開発支援、人材育成、販路

開拓、経営支援 

企業・大学・産業支援機関で形成する各種

ネットワークを活用した情報提供・研究開発

支援、販路開拓、各種相談窓口や専門家派遣

等による経営支援、事業継承支援 

5 ①滋賀県発成長産業 

発掘・育成コンソーシアム 

②滋賀県大津市京町四丁目 1 番 1 号 

③会長 江島宏治（滋賀県商工観光労働

部長） 

④新規事業創出支援（創業支援） 

滋賀テックプランターの運営、ビジネスプ

ランの発掘、事業計画の策定、共同研究先の

選定、販路拡大、資金調達など、滋賀発成長

産業の発掘・育成にかかるハンズオン支援 
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（２）連携支援事業を共同で実施する地域経済牽引支援機関の相互の提携又は連絡に関する 

事項 

・地域経済牽引事業の相談窓口および新規事業の情報収集 

 地域経済牽引事業の申請窓口である県商工観光労働部が、事業に関する相談

に関しワンストップ窓口を担当する。各支援機関や市町と連携して事業の取り

まとめを行うことで効果的に本連携支援事業を推進する。地域経済牽引事業に

取り組もうとする事業者に対しては、工業技術センター、プラザが実施する企

業訪問事業およびコンソーシアムが実施するビジネスシーズ発掘事業の中で

事業内容の聞き取りを行う。企業訪問の日程調整や得られた情報は、随時電子

メール等を用いて県、工業技術センターおよびプラザで共有し、公開可能な情

報についてはコンソーシアム構成機関とも情報共有する。事業者が地域経済牽

引事業を進める中で相談する各種支援については、相談を受けた支援機関から

当該支援事業を実施する機関に橋渡しするとともに、地域経済牽引事業の窓口

となる県に報告する。また地域経済牽引事業とは別に各種支援策に問い合わせ

される事業に対し、地域経済牽引事業に取り組むことがより効果的であると考

えられる事業に対しては、県が窓口なり、事業者の必要とする支援策を持つ地

域経済牽引支援機関と連携して地域経済牽引事業の計画策定から支援する。こ

れらの日常的な連絡体制は、主に電子メールを用いて行う。 

・連携支援事業の実施方針の確認および情報交換 

年度当初と年度末の 2 回、地域経済牽引支援機関が集まり、連携支援事業の

情報交換・共有を行う。各年度当初に連携支援事業の実施方針を確認するとと

もに、当該年度の取組予定を検討する。各年度末には当該年度の取組状況の情

報共有を図る。 

・地域経済牽引事業の研究開発段階の情報交換 

 県、プラザ、工業技術センターの担当者が集まり、各年度 9 月に開催する

「企業訪問情報交換会」および 12 月に開催する「戦略的基盤技術高度化支援

事業情報交換会」にて、地域経済牽引事業の進捗状況の確認を行うとともに、

新規に地域経済牽引事業に取り組もうとする事業者の発掘および支援スケジ

ュールを検討する。 

また、地域経済牽引事業に取り組む事業者またはそれに取り組もうとする事

業者が戦略的基盤技術高度化支援事業への申請を希望する場合、申請の前年の

12 月から戦略的基盤技術高度化支援事業の相談会を行い、申請書のブラッシ

ュアップなどの研究資金の獲得に向けた取組を、県、プラザ、工業技術センタ

ーが一体となり支援する。 

上記情報共有等の定期的な会議の他、地域経済牽引事業の計画および承認ご



 

13 

とに随時開催する「地域未来投資支援コーディネート事業」（H30～予定）の

コーディネート会議において情報共有、プロジェクト構築検討、役割分担の調

整を行う。 

なお、近畿経済産業局を通じて地域未来牽引企業から相談等があった場合

も、適切に課題を把握し対応を行う。 

 

 

Ⅱ 任意記載事項 

 

１ 補助金等交付財産の活用に関する事項 

 

 

（備考） 

１ 記名押印については、氏名を自署とする場合、押印を省略することができる。 

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

 

 

 

 


