資－商労１

中小企業の海外展開の総合的な支援
中小企業の海外展開の総合的な支援

【予算額 22,790千円】

商工政策課
内線3712
新産業振興課
内線3793
観光交流局
内線3062

人口減少、市場や労働力の縮小がますます進展する中で、県内中小企業の海外における事業展
開を総合的に支援していていきます。
海外における販路開拓に対する支援や、総合的な支援体制について調査・検討等を行います。

※○は関連する事業等

１．中小企業海外展開
実態・意向等調査
（商工政策課）

２．海外見本市への出展支援
（商工政策課）

・海外進出状況の把握
・海外展開意向の把握
・課題の把握
【調査委託：4,200千円】

海外企業

・延5社、出展、パンフレット等
【補助：1,500千円】

海外展示会等への出展

展示会・見本市

海外でびわ湖環境ビジネスメッセ開催

滋賀の中小企業
出張
相談

４．びわ湖環境ビジネスメッ
セin海外（新産業振興課）

相談

５．貿易投資相談窓口拡充
（国際室：産業支援プラザ）
・出張相談
・海外展開情報の提供
・セミナーの開催
【プラザへ補助：4,462千円】
※既存分

3,9２8千円

連携

・出展料一部負担金（10社）、
事務経費（旅費、通訳料等）
【実行委への補助：5,000千円】

連携

○大阪府サポートデスクの活用
【関西広域連合協調事業】
ｲﾝﾄﾞ､ﾍﾞﾄﾅﾑ､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ他６拠点

３．総合的な海外支援体制の構築の検討
（商工政策課）
○県内企業の海外展開支援に係る職員派遣調査
［内容］・県内進出企業の状況把握
・県内企業の海外展開の可能性および
支援体制のあり方などの検討
【職員派遣旅費：3,700千円】

○海外経済交流駐在員の活用
（ミシガン州・湖南省）

近畿経産局、JETRO、JICA、中小企業基盤整備機構、進出企業

連携

○水環境ビジネス
推進事業
○湖南省友好提携
30周年記念事業

資－商労２
地域エネルギー
振興室
内線３７２１

再生可能エネルギー関連事業

地域主導による「地産地消型」「自立分散型」エネルギー社会の創造
地域主導による「地産地消型」「自立分散型」エネルギー社会の創造
「（仮称）滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン」（Ｈ25.3策定予定）の着実な推進
「（仮称）滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン」（Ｈ25.3策定予定）の着実な推進
固定価格買取制度の買取価格について、法施行後３年間（Ｈ24～Ｈ26）は利潤に配慮
固定価格買取制度の買取価格について、法施行後３年間（Ｈ24～Ｈ26）は利潤に配慮
されることから、この期間を集中導入期間と位置づけ、重点的な支援を行う。
されることから、この期間を集中導入期間と位置づけ、重点的な支援を行う。

事
事 業
業 者
者

☆普及、啓発の充実
新

重

地
地

域
域

☆普及、啓発の充実

再生可能エネルギー振興戦略プラン推進事業【1,349千円】
戦略プラン推進へ向けた冊子作成やシンポジウム、導入セミナー開催

☆相談体制の強化
新

再生可能エネルギー事業化
支援事業【3,000千円】
コーディネーター設置により、固定価格買
取制度を活用した事業化を支援

☆導入支援（事業所への補助）
新

事業用再生可能エネルギー等
導入促進事業【20,000千円】
中小企業者等の事業所への再生可能エ
ネルギー等の導入を支援
（太陽光などの発電設備、熱利用設備、
天然ガスコジェネ等）

☆自治体、ＮＰＯ、企業等が連携
して行う取組への支援
新

重

再生可能エネルギー創出地域
連携化支援事業【3,170千円】
市町、民間事業者、ＮＰＯ等で設置する地
域協議会による各地域のポテンシャルに
即した再生可能エネルギーの事業化等の
構想、検討を支援

滋賀のク リエイティブ産業振興事業
産業振興事業

資－商労３

【予算額 ７，２１５千円】

商業振興課
内線３７３２

● 背景・課題

クリエイティブ産業
広告、アート、デザイン、
繊維・アパレル、工芸、
インテリアなど

① 経済のソフト化に対する産業構造の変革
② 県内の若者や県内大学卒業者の働く場の確保
③ クリエイティブ産業（コンテンツ等）の将来性
将来性
④ クリエイティブ産業の東京一極集中から地方分散
地方分散へ

コンテンツ産業
映画、音楽、テレビ・ラジオ、
コンピュータソフトサービスなど

・コンテンツの素材
素材となる豊かな地域資源と、制作環境としての優位性

滋賀の
ポテン
シャル

・県内に多数立地する
する大学に学ぶ学生をはじめ豊富な若者の労働力
・クリエイティブ関連分野
関連分野の大学等の知的資源の集積
・コンテンツ活用可能性
活用可能性を有する層の厚いものづくり産業
・事業活動を行うに
うに有利な近隣大都市や首都圏へのアクセス性

Ｈ２５年度

○可能性調査
○研究会開催

t

人材発掘
人材育成
■クリエイター
クリエイター情報のデータベース化
地域資源
発掘・活用

１，７００千円

af

滋賀のクリエ
イティブ産業
の振興に向け
た調査研究事
業

７，２１５千円

Dr

Ｈ２４年度

滋賀のクリエイティブ
のクリエイティブ産業振興事業

■キックオフイベント
キックオフイベント（フォーラム等）の開催

８７４千円

■クリエイティブ
クリエイティブ産業振興施策等の情報発信

１５０千円

気運醸成

■クリエイター
クリエイター等の制作活動に対する支援

１，０９４千円

■クリエイティブ
クリエイティブ企業県内事業所開設の支援

１，０８２千円

活動支援

需要開拓

■クリエイティブ
クリエイティブ企業等に対する展示会出展支援

推進体制

■（仮称）滋賀
滋賀クリエイティブ産業振興協議会の設立

４５０千円

※緊急雇用創出事業
緊急雇用創出事業 上記各事業の事務補助 １，８６５千円
Ｈ２６年度～

振興に向けての
けての長期的・継続的・段階的な取組

目指すべき
すべき将来像
クリエイティブ産業
産業から雇用と収益が生まれ、
滋賀の経済・地域
地域・人が元気になっている

しが医療・健康創生ものづくりイノベーション総合特区推進事業
びわこ南部エリアにおける医工連携の研究開発成果と「しが医工連携ものづく
資－商労４
りネットワーク※」企業が有する高度なものづくり基盤技術を活かし、新たな医
新産業振興課
療・健康機器産業の創出と地域経済の活性化を図るため、医療現場のニー
内線3795
ズに基づく新たな医療機器の開発・事業化の支援をはじめとする総合特区事
【予算額6,399千円】
業の推進と事業管理を行う。

■ 生活習慣病予防に寄与する健康管理機器の開発・事業化と普及促進
開発
事業化

普及
促進

生活習慣病の
即時評価に有効な
血液検査装置の開発

血液検査装置による
生活習慣病予備群の
早期発見と生活改善指導

血液検査器の
生活習慣病予防への
活用効果の実証･評価
治療から
予防への
転換
自己検査器の販売と
健康支援サービスの提供

■ 医工連携ものづくりネットワークによる医療機器開発と支援環境の整備
高齢社会に向けて重要性の高まる
「在宅医療」「低侵襲医療」等のニーズに対応した
新たな医療機器の開発・事業化を支援
●医療現場のニーズと
ものづくり企業のマッチング

●プロジェクト構築と
ブラッシュアップ

●研究開発支援
コーディネータ

開発
事業化
マッチング会の開催
医療現場のニーズ

コーディネータ

大学等の研究シーズ

ネットワーク企業の
ものづくり基盤技術

コーディネータ 開発計画
ブラッシュアップ

競争的資金申請

開発プロジェクト進捗管理

●事業化支援

QOLの
維持･向上

薬事法申請 コーディネータ

※「しが医工連携ものづくりネットワーク」 -- 医療機器産業への進出に意欲的なものづくり企業のネットワーク（109社）

人材
育成

医療機器開発に必要な
「医療」「ものづくり」「薬事法」の知識・経験豊かな人材の育成

事業管理

資－商労５

中小企業ワーク・ライフ・バランス対応経営推進事業
【予算額

現状と課題

2,714 千円】

労働雇用政策課
内線３７５２

・中小企業の経営課題「人材の定着確保」
「仕事の生産性が低い」
「従業員の心身の健康」
・
「ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）対応経営」は人材の定着確保と活性化に効果があるが、

「女性従業員が少ない業種」や「中小企業」での取組が進んでいない。
背 景
○経営者の誤解
・「ＷＬＢ対応経営の導入はコストがかかる」「ＷＬＢを導入すると仕事が進まなくなる」
「ＷＬＢは女性従業員のための取組」

○「経営戦略」としての理解が進んでいない
・中小企業関係団体（商工会、商工会議所、事業協同組合等）との連携不足

経営者への
働きかけ

経営戦略
として

中小企業関係団体との協働による

ワーク・ライフ・バランス対応経営の導入推進

「中小企業ワーク・ライフ・バランス対応経営推進員」を設置し、中小企業関係団体（商工会、
商工会議所、事業協同組合等）への支援により、
「セミナーの開催」、
「モデル事例の発信」を
協働で行い、中小企業関係団体が主体となった取組を展開。
Ｓｔｅｐ １
・中小企業関係団体へのアプローチ
推進員が中小企業関係団体に連携・協
力を要請。
Ｓｔｅｐ ２
・中小企業関係団体主催事業開催の
要請・支援

●経営戦略として「ワーク・ライ
フ・バランス対応経営導入推進」
に取り組む中小企業関係団体へ
の支援

年間 ８団体

中小企業関係団体主催の「ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ
対応経営啓発セミナー」の開催を促進し、
推進員が講師を務める等支援を行う。
Ｓｔｅｐ ３

●地域、業種に即したモデル事例
の発信

年間 ２４事例

・企業訪問指導
推進員が企業訪問指導（実態把握、改善提
案、実施状況確認・指導）を実施。
Ｓｔｅｐ ４
・モデル事例の発信
推進員が企業訪問指導結果を中小企
業関係団体にフィードバックし、中
小企業関係団体がモデル事例として
発信。

●モデル事例の発信による
取組推進
●中小企業の活性化

滋賀県・湖南省友好提携30周年記念事業

資－商労６
観光交流局 内線3062 環境政策課 内線3354
下水道課
内線4210 森林政策課 内線3918
学校教育課 内線4576
琵琶湖環境科学研究センター 077-526-4800
琵琶湖博物館
077-568-4811

【予算 31,551千円】
琵琶湖環境部：11,542千円、商工観光労働部：19,451千円、教育委員会：558千円

事業の全体概要
【基本コンセプト】

【30周年事業のテーマ】

両県省の３０年に亘る交流の歴史を振り返り、
今後更なる絆を深める契機とし、両県省の発展
に寄与する機会とする。

両県省の交流の原点である、琵琶湖と洞庭湖に象
徴される「環境」をキーワードとし、経済、観光、
環境保全等の分野における交流を促進することに
より、県内企業の事業展開につなげる。

【記念事業の概要】
次世代を担う子どもたちの友好交流の実施（観光交流局・環境政策課・学校教育課）
湖南省の子どもや学校関係者を招待し、学習船「うみのこ」での県内の子どもたちとの交流や
農家民宿体験、琵琶湖博物館での環境学習等を行う。

技術・経済交流訪問団の派遣（観光交流局・下水道課・琵琶湖環境科学研究センター・琵琶湖博物館）
友好提携30周年を記念して友好代表団（技術・経済交流団）を湖南省に派遣し、現地におい
て各種事業を実施する。
＜予定事業＞
①歴代海外技術研修員との交流会の実施（研修員受入機関も参加）
②現地旅行会社への訪問・セールス
③汚水処理分野における技術協力プロジェクトの調印
④洞庭湖･びわ湖共同環境セミナーの開催
⑤博物館交流

30周年記念式典等の開催および各種訪問団の受入（観光交流局・森林政策課）
両県省の今後更なる交流の進化を図るため、政府代表団をはじめとする30周年記念訪問団
を受入れ関係者が一堂に会する記念式典を開催するとともに、記念行事等を行う。

交流記念誌等の編纂（観光交流局）
30周年を記念して、これまでの交流の歴史を振り返る、交流記念誌等を編纂する。

