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平成２０年度滋賀県中小企業支援計画

（要 約）

本県経済は、全体として景気の回復傾向が続いているが、直近の経済指標では、生

産動向や消費動向で、このところの回復が足踏み状況にあり、一部業種や企業規模に

よって回復感にバラツキが見られるなど、県内中小企業を取り巻く環境は、大手企業

に比べると厳しい状況である。

また、雇用情勢については、有効求人倍率が平成１７年５月以来連続で１倍を超え

てはいるものの低下傾向にあり、若者や女性、障害者の雇用は依然として楽観を許さ

ない状況にある。

こうした状況を踏まえ、回復が足踏み状態にある県内景気が、持続的な成長となる

よう、県経済の活性化や雇用の安定に重点をおいた施策展開を図ることとし、特に平

成２０年度は 以下の３つの柱を重点として取り組んでいくこととする。

①「新規成長産業の創造や新たな事業活動への挑戦を支援する」施策

②「本県の特性を活かした産業を育成・支援する」施策

③「“力を発揮できる多様で柔軟な活躍の場をつくる”と“多文化共生を目指す”」

施策

加えて、本県産業を取り巻く社会・経済状況の変化や国の産業振興政策等に的確に

対応し、これまで築いてきた産業基盤のより一層の強化を図り、活力ある滋賀の未来

を創造していくため、平成２０年度前半に、「滋賀県産業振興新指針」の改定を行い、

基本理念である本県産業の創造型・自律型産業構造への転換を図るべく取り組んでい

くこととする。

平成２０年度からの新たな取り組みとしては、地域にある多彩な資源を活かし、生

活者の感性に訴える新商品・新サービスの開発等により、新分野への進出を促進し、

商品やサービスの地域ブランド力を高めるための支援を行う。

また、長い歴史の中で文化、伝統を育んできた中心市街地のにぎわい回復に向け、

地域資源の活用や、ふれあい創出等、新たな視点によるまちづくりの取組を支援する。

平成１６年度にスタートした「滋賀県経済振興特別区域制度」では、環境や健康福

祉、バイオ、観光などそれぞれの地域特性を活かした産業振興の取組に対し、中小企

業の新事業分野進出等を含め、集中的に支援していく。

また、「環境」に対する県内企業の意識は高く、今年で１１回目を迎える「びわ湖

環境ビジネスメッセ」には、多くの中小企業が参加を予定しており、環境配慮型製品

づくりやゼロエミッション活動を継続して進めることにより、中小企業の環境に対す

る意識のさらなる向上に努める。

一方、総合的支援として、中小企業の直面する様々な経営課題に対する情報提供や、

助言、指導について、県中小企業支援センター・地域中小企業支援センターと、商工

会・商工会議所、県中小企業団体中央会等の中小企業支援機関の相互連携・協力はも

とより、地域連携拠点事業や新現役チャレンジ支援事業等、国事業との適切な役割分

担による効果的・効率的な支援を実施していく必要がある。

特に創業・経営革新に取り組む事業者への積極的な支援や、経営革新の承認企業に

対するきめ細かなフォローが重要である。
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さらに、技術部門においては、県工業技術総合センター等との連携を強化し、創業

・経営革新やコア技術の強化など適切な支援に努めたい。
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平成２０年度滋賀県中小企業支援計画

Ⅰ．基本的な考え方

産業を取り巻く社会・経済状況の急速な変化に対応していくために、国においては、

「企業立地促進法」「中小企業地域資源活用促進法」をはじめとする地域経済の活性化

のための新たな法整備がなされたところである。

一方、本県においては、次の世代の幸せや豊かさを実現するために、「滋賀県中期計

画」に代わる新たな計画として「滋賀県基本構想」を策定したところである。

こうした状況を踏まえ、回復傾向が続いている県内景気が、より本格的なものとなる

よう、県経済の活性化や雇用の安定に重点をおいた施策展開を図ることとし、特に平成

２０年度は 以下の３つの柱を重点として取り組んでいくこととする。

①「新規成長産業の創造や新たな事業活動への挑戦を支援する」施策

②「本県の特性を活かした産業を育成・支援する」施策

③「“力を発揮できる多様で柔軟な活躍の場をつくる”と“多文化共生を目指す”」

施策

加えて、本県産業を取り巻く社会・経済状況の変化や国の産業振興政策等に的確に対

応し、これまで築いてきた産業基盤のより一層の強化を図り、活力ある滋賀の未来を創

造していくため、平成２０年度前半に、「滋賀県産業振興新指針」の改定を行い、基本

理念である本県産業の創造型・自律型産業構造への転換を図るべく取り組んでいくこと

とする。

Ⅱ．事業の実施体制

１．県中小企業支援センターの実施体制

県中小企業支援センターは、中小企業支援法第７条第１項の規定に基づき財団法人滋

賀県産業支援プラザ（以下「産業支援プラザ」という。）を指定法人とし、県が行う中

小企業支援事業の実施体制の中心として機能を発揮するため、県内の創業者や経営革新

を図ろうとする事業者に対し、「企業のやる気を応援します」をキャッチフレーズに、

総合的・一体的な中小企業支援を実施する。

（１）プロジェクトマネージャー等配置

県中小企業支援センターが行う中小企業支援事業を効果的かつ効率的に実施するた

め、事業を一貫して管理するプロジェクトマネージャーを配置する。

プロジェクトマネージャーは、県中小企業支援センターが行う中小企業支援事業と

中小企業に関する他の施策との一体的な運用の観点から、経営資源の確保の支援に関

するソフト施策を、統一的に管理する者として位置付ける。

また、経営、技術およびＩＴ等の専門的な面からプロジェクトマネージャーを代理、

補佐する者として、サブマネージャーを配置する。

サブマネージャーは、経営、技術等担当とし、中小企業者の業種・業態や課題に応

じ、経営や技術開発に関するきめ細やかな助言を行い、経営革新等を支援する。

（２）事業可能性評価委員会

事業可能性評価委員会は、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継続的な「育て上げ」型支援の提供に結びつけることを
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目的とする。

さらに、他の支援事業も活用することにより、施策効果の高い継続的な診断助言等、

支援の提供を決定する。その審査および評価が、民間の市場における目安となるよう

信頼性の向上に努める。

（３）中小企業との情報交流体制の整備

県中小企業支援センターは、県の中小企業支援体制の中心として、中小企業者、民

間支援事業者等の交流拠点として機能する。

そのため、中小企業者に対する支援施策など幅広い情報の提供や中小企業者が異業

種事業者と交流を行えるような機会の提供等に努める。

２．地域中小企業支援センターの実施体制

地域中小企業支援センターは、地域における創業者や地域の中小企業者等に対して、

きめ細やかな支援を行う拠点とし、地域経済の新たな活力となる創業者や、地域の中小

企業者等の発展を支援する。

（１）地域中小企業支援センターの選定

地域において継続して実施する能力と意欲のある団体のうちから、経済的諸条件や

偏在性等を考慮し、身近な支援拠点としての機能の発揮が可能となるよう適切な配置

に努める。

（２）コーディネーター等の配置

きめ細かく創業や経営革新について支援を行うために、地域中小企業支援センター

には、企業経営について十分な知見を有し、幅広い分野に精通するとともに高度な専

門性を有するコーディネーターを配置する。

（３）関係機関との連携

地域中小企業支援センターは、事業の実施に際しては、県中小企業支援センターや

商工会・商工会議所、県中小企業団体中央会等の中小企業支援機関や、国の委託事業

である地域力連携拠点等との緊密な連携の下、広範な中小企業施策情報等の経営資源

について情報の共有化を図り、情報提供におけるワンストップサービス体制の構築を

図る。

また、支援課題に応じて、民間専門家の派遣による指導・助言が必要な場合、ある

いは、高度かつ専門的な案件については、県中小企業支援センター等への案件のスム

ーズな引継ぎに努める。

３．工業技術総合センター・東北部工業技術センターの実施体制

工業技術総合センターおよび東北部工業技術センターは、県立の試験研究機関として、

中小企業の技術力の向上に資するため、技術相談・指導、研究開発、試験分析機器の提

供、産学官連携等の技術支援を行い、環境分野を始めとする新しい産業の創造や新たな

事業展開を図り、本県の工業をより一層振興していく。

４．県内レンタルラボ・レンタルオフィス等の実施体制

龍谷大学、立命館大学の積極的なレンタルラボ活動をはじめ、滋賀県立大学や工業技

術総合センター内にもレンタルラボを整備するなど、本県の産学官連携は力強く推進さ
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れている。

「コラボしが２１」の創業準備オフィス、創業オフィスをはじめ、県立施設における

ＳＯＨＯなど小規模事業者の創業・事業拡大支援や、平成１８年４月に開所した長浜バ

イオインキュベーションセンター（長浜市立）の運営支援も併せて、引き続き中小企業

を支援していく。

・草津・米原ＳＯＨＯビジネスオフィス

・滋賀県立テクノファクトリー

・工業技術総合センター技術開発室

・創業準備オフィス・創業支援オフィス

・長浜バイオインキュベーションセンター（長浜市立）

・龍谷大学エクステンションセンターレンタルラボ

・立命館大学ＢＫＣインキュベータ、立命館大学産学連携ラボラトリー

・滋賀県立大学地域産学連携センター研究実験室

・滋賀医科大学バイオメディカル・イノベーションセンター

５．中小企業関係団体の実施体制

（１）商工会・商工会議所（経営改善普及事業）

商工会および商工会議所は、小規模事業者の経営の改善発達を図るため、相談・指

導事業を中心とした経営改善普及事業を実施する。

また、経営改善普及事業を円滑かつ効果的に実施するため、経営指導員をはじめと

した関係職員を配置する等、実施体制の確立に向けた支援をするとともに、経営指導

員等が経営改善普及事業に専念することができるよう、一般管理事務の責任者として

事務局長等を配置し、商工会および商工会議所の事業環境整備を図る。

（２）滋賀県中小企業団体中央会

県中小企業団体中央会においては、組合等の設立指導や運営を支援するための情報

提供、調査研究等の事業を実施する。

（３）滋賀県商店街振興組合連合会

県商店街振興組合連合会においては、商店街振興組合等の設立、運営等の支援およ

び商店街の活性化のための支援を行う等、事業の運営支援を行う。

（４）滋賀経済産業協会

滋賀経済産業協会においては、滋賀における「純民間の総合経済団体」として経営

力強化や地域経済の発展に努めるとともに、びわ湖環境ビジネスメッセの共同開催を

行う。

（５）関係支援機関との連携

地域の中小企業関係団体においては、地域の実情に合わせ、各団体において適切な

支援体制の整備を構築するとともに、県と緊密に連携し、中小企業者等の多様なニー

ズにきめ細かく対応した事業の実施に努める。
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Ⅲ．事業の概要

１.ものづくりの振興、技術力の強化支援 20年度予算（19年度予算）

①プロジェクトチャレンジ支援事業（別紙計上） 55,197千円（55,197千円）

滋賀３Ｋ・ＢＩ産業の創出に資する技術開発計画を認定（滋賀の新しい産業づくり

チャレンジ計画認定事業）するとともに、当該計画に基づき企業が行う研究開発等に

必要な経費の一部を助成（中小企業新技術開発プロジェクト補助金）する。

②県経済振興特別区域産学連携新技術創出事業 20,000千円（77,500千円）

経済振興特区計画に位置付けられた特区事業のうち、大学等の知的資源を活用して

産学共同研究体が行う事業化のための研究開発事業に対して補助を行う。

③県経済振興特別区域市場創出支援事業 5,000千円（5,000千円）

経済振興特区計画に位置付けられた特区事業のうち、中小企業者等が開発した製品

等の販路開拓事業に対し補助を行う。

④感性価値創造支援事業 4,447千円（ 新 規 ）

消費者が商品の持つこだわりや物語性などに共感や感動することから生まれてくる

ような、新しい感性価値あふれる商品の提供を目指した地域の取組を推進する。

⑤環境産業クラスター創造事業 3,157千円（ 新 規 ）

環境分野における戦略的技術開発等に取り組む環境産業クラスターを形成するため、

中核的な機能の整備を検討するとともに、環境負荷の少ないものづくり技術や製品の

環境負荷低減度を評価する制度の検討を行う。

２．中小企業の新事業展開支援

（１）経営革新支援

①中小企業経営革新支援事業（別紙計上） 1,900千円（ 4,056千円）

中小企業新事業活動促進法に基づき、中小企業者等の経営革新計画の承認等を行う

ほか、承認後のフォローを行い、計画実施上の課題解決を支援し、また計画の進行管

理を徹底させ、計画達成企業の増加を図る。

（２）地場産業の振興支援

①地場産業総合振興事業 6,548千円（ 5,000千円）

地場産業振興センターが地場産業の支援を目的として行う、地場産品の販路開拓、

人材育成に係る経費を助成することにより、県内地場産業の振興を図る。

②地場産業新戦略支援事業 7,000千円（12,900千円）

地域の特徴を生かした新しい付加価値を生み出す、地場産業産地の創意工夫や意欲

ある取組みを促進することで、産地の活性化を図る。



- 7 -

③伝統産業活性化支援事業 8,174千円（8,225千円）

伝統産業産地における、後継者育成への取組に対し、産地組合等の支援をとおして

助成を行うことで、伝統産業産地の活性化を図る。

（３）その他の新事業展開支援

①感性価値創出推進事業 1,703千円（6,150千円）

消費者の感性に訴え、情緒的・心理的な満足や生活の質を高める商品・サービスを

創出していくために必要な、消費者の視点に立った事業展開の手法や、デザインやプ

ロデュースの方法について、県内事業者が実践的に学ぶ場を設ける。

②しが新事業応援ファンド支援事業 3,400,000千円（ 新 規 ）

(独）中小企業基盤整備機構の資金を活用して組成した「しが新事業応援ファンド」

の運用益によって、地域資源を活用して消費者の感性に訴える新事業に取り組む中小

企業に対する継続的な支援を行う。

③新産業市場開拓支援事業 6,498千円（9,100千円）

民間企業の人材・ノウハウを活用し、県内中小企業事業者の開発した優れた商品の

市場開拓・販路拡大支援事業を実施する。

④市場化ステージ支援事業（別紙計上） 12,500千円（15,000千円）

経営革新承認企業ならびに滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画認定企業等が実

施する事業のうち、事業化・市場化段階（市場化ステージ）にある事業について、経

費の一部を助成する。

⑤健康・福祉産業ネットワーク形成推進事業 10,026千円（24,290千円）

健康・福祉産業の創出を促進し、その振興を図るため、産業支援プラザが行う健康

福祉産業支援事業に要する経費に対して助成を行う。

⑥ＳＯＨＯ型ビジネス支援事業（別紙計上） 40,244千円（51,454千円）

ＳＯＨＯ事業者の活動支援とネットワーク形成の促進を図るため、草津・米原に設

置するＳＯＨＯビジネスオフィスの運営等を行う。

３.中小企業の経営基盤の強化

（１）中小企業支援センターによる支援

①県中小企業支援センター事業（別紙計上） 38,966千円（51,873千円）

○相談事業

中小企業者や創業者等の抱える種々の経営課題の解決や中小企業に不足する経営、

人材、情報、資金等の経営資源の円滑な確保を支援するため、民間専門家等によ

る窓口相談を実施する。

○専門家派遣事業

中小企業者、創業者等の抱える種々の経営課題の解決や中小企業に不足する経営、
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人材、情報、資金等の経営資源の円滑な確保の支援に加えて、技術力の向上等、

より高度な経営課題の解決のため、民間専門家等を中小企業へ直接派遣し、診断

・助言等を実施する。

○事業可能性評価委員会事業

事業可能性評価委員会は、創業者、創造的な事業活動を行う中小企業者等からの

求めに応じて、事業化に向けてのシーズの有望性、技術の先進性、ノウハウの独

自性、事業の発展性等に関する事業の可能性について評価を行う。

その他、ＩＴ貸付の推進等のための審査、ビジネスプランの評価・審査など中小

企業支援事業に関する審査・評価を行う。

②地域中小企業支援センター事業（別紙計上） 23,538千円（39,230千円）

地域中小企業支援センターにおいては、コーディネーターや民間専門家による相談

事業、中小企業施策等の情報の収集・提供事業等を、創業者や地域の中小企業者のニ

ーズに応じてきめ細かく実施する。

コーディネーターは、創業者や地域の中小企業者の求めに応じて、創業準備の手順

・ポイント、会社経営のノウハウ、成功事例、事業資金の調達方法等、創業に当たっ

ての課題や、経営、金融、技術、情報化、マーケティング、経営革新等の課題につい

て、個別面接を行う等、きめ細やかな相談を行う。

（２）中小企業の人材育成・活用支援

①経営資源強化事業（別紙計上） 1,669千円（ 1,834千円）

工業技術総合センター等の中小企業支援担当者に対する大学派遣研修や技術研修等

を実施することにより、中小企業の支援能力を高めていく。

（３）中小小売商業の振興支援

①商店街振興組合指導事業（別紙計上） 1,800千円（ 2,800千円）

滋賀県商店街振興組合連合会が商店街振興組合等に対し行う指導事業等に対して助

成する。

②にぎわいのまちづくり総合支援事業（別紙計上） 22,325千円（17,454千円）

○にぎわい創出推進事業

商店街振興組合等が地域の特性を活かした商店街の魅力向上や、地域のふれあい

創出、空き店舗対策等の取組により、にぎわいを回復しようとする事業に対して

助成する。

○商店街基盤施設等整備事業

商店街振興組合等がまちづくりの視点で、少子高齢化、環境保全、安全・安心等、

今日の政策的課題に対応した商業基盤施設等を整備する事業に対して助成する。

○中心市街地等商業活性化事業

産業支援プラザが実施する中心市街地活性化協議会の構成員等への支援事業（中

心市街地活性化協議会の構成員たる商工会、商工会議所等が取り組むコンセンサ
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ス形成、テナント・ミックス管理等を支援する事業）に対して助成する。

（４）小規模事業者に対する支援

①経営改善普及事業（別紙計上） 1,703,037千円（1,779,614千円）

経営改善普及事業は、商工会・商工会議所が行う主として以下の各項目に掲げるも

のとする。

○金融、税務、経理、販売管理、労務、技術の改善、その他経営に関する指導、あ

っせん等。

○小規模事業者の経営の改善発達に資する地域の活性化または商工業の振興に関す

る事業の実施、協力または指導。

○経営、技術、各種制度等に関する情報または資料の収集および提供。また、小規

模事業者をめぐる新たな経営環境に対応するため、個別相談・指導に加え、地域

振興事業の実施、創業人材育成・後継者育成等人材能力開発の推進等を図るとと

もに、指導ニーズの高度化、多様化等に対応するため、専門家指導体制の整備、

専門的ノウハウ等を有する者の幅広い知見の活用等を通じ、経営改善普及事業の

効果を高める。

②能力開発強化支援事業（別紙計上） 2,506千円（ 3,092千円）

商工会、商工会議所等の中小企業支援団体の職員等を独立行政法人中小企業基盤整

備機構が行う専門研修へ派遣することで、中小企業の支援能力を高めていく。

③中小企業連携組織対策事業（別紙計上） 102,307千円（110,851千円）

組合等の活性化に資する事業を円滑かつ効果的に実施するため、滋賀県中小企業団

体中央会指導員の人材育成事業や各組合員等の実施している取組事例等を収集・加工

し、各組合等に広く情報提供する事業に対して助成する。

④商工会連合会等一般活動事業（別紙計上） 35,386千円（53,086千円）

商工会連合会および商工会議所連合会が行う主として以下の各項目に掲げるものに

対し助成する。

○指導員等の資質向上と育成を図るための事業。

○会員に対する人権啓発の事業。

○その他商工会・商工会議所が行う経営改善普及事業に対する指導、支援を実施す

る事業。

⑤中小企業団体中央会一般活動事業（別紙計上） 10,074千円（11,189千円）

滋賀県中小企業団体中央会が実施する、中小企業組合等に対する人権啓発事業や、

組合青年部活動、産学連携に対する支援事業など、中央会の機能強化のための事業に

対し助成する。

⑥その他経営基盤強化のための支援（下請企業振興事業：別紙計上）

4,800千円（ 6,006千円）

産業支援プラザによる下請取引のあっせんのための企業情報の収集および提供事業

により、下請中小企業の経営の安定化と振興を図る。
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４．中小企業の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化

①経営安定特別相談事業（別紙計上） 8,185千円（ 8,430千円）

経営の危機に直面した中小企業の円滑な問題解決を図るため、各商工会議所および

商工会連合会に「経営安定特別相談室」を設置し、中小企業者からの相談に応じる体

制を整備する。

②三方よし推進事業 7,340千円（ 9,060千円）

近江商人の持つ代表的理念である「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方

よし」の活用や実践のためのフォーラムや情報発信等の実施を通じて、「三方よし」

の理念の普及を図るとともに、行政、企業、県民の各分野において創造的な人材の育

成・確保につなげる。


