
信楽陶芸トリエンナーレ２０１０（信楽まちなか芸術祭）の開催

ライフセラミックス展 信楽まちなか陶芸展 六古窯サミットｉｎ甲賀 まちなか散策 まちなか周遊

デザイナーと窯元のビジネス
マッチング及び制作・展示

内外のアーティストによる作品制
作及びまちなか展示

六古窯産地（※）が集う
サミット
（※）信楽、越前、瀬戸、丹波、常滑、備前

窯元や工房の一般開
放

信楽のお店や観光資源へ
の観光客集客

資－商労1

商工政策課

内線３７１２国際陶芸産業都市特区推進事業
【予算額 20,300千円】

開催期間：平成２２年１０月１日（金）～１１月２３日（祝） ５４日間

開催場所：滋賀県立陶芸の森、MIHO MUSEUM、甲賀市信楽伝統産業会館、長野地区・まちなか 他

主 催 者：信楽陶芸トリエンナーレ実行委員会

入場者数：２０万人（予想）

国際陶芸産業都市特区計画【甲賀市】

支 援

支 援

滋賀県経済振興特区制度【滋賀県】

平成１６年度からスタートした制度。平成１６年度から１８年度において５ヶ所の地域における産業創出・振興に関する計画を
認定。その計画に基づく地域の自発的・主体的な取り組みに対して支援。



「挑戦する商店街」を
優先的に支援

地域課題を解決す
るための事業を支

援

多様な主体の参画に
よる街づくりを支援

中心市街地のにぎわい再生
高齢者にやさしく歩いて暮らせる街づくり

まちづくり三法の見直し 本県における商業の現状と課題

商店数・小売商業の販売額の減少
大規模商業施設の進出
商店街、中心市街地の空洞化

郊外への大型店出店にブレーキ
中心市街地の活性化にアクセル

県の支援団体等県の関連事業

　●商店街いきいき再生事業
　●商い力UP事業
　●商店街振興組合指導事業
　●自治振興交付金
　●調査事業

国の支援等

資－商労２

商業振興課
内線３７３１

中心市街地活性化懇話会での議論
中心市街地活性の必要性　　【前提　地域の自助努力の促進】

多様な人材・主体の
参画

個性（地域らしさ）創出環境問題への対応
生活利便性向上
コミュニティ再生

既成市街地・ストックの
有効活用

 にぎわいのまちづくり総合支援事業　【予算額２４，７９５千円】
　　～ にぎわいと魅力あふれるまちづくりの推進に向けて ～

新たな支援の考え方

 にぎわいのまちづくり総合支援事業

◆(財)県産業支援プラザ
◆県商工会連合会・35商工会
◆県商工会議所連合会・7商工会議所
◆県中小企業団体中央会
◆県中小企業支援センターなど

効果的な
連携・活用

■一般事業

　商工会、商工会議所、
　商店街振興組合、
　事業協同組合、任意商店街等

　商店街のにぎわい創出事業

■連携・協働促進事業

　まちづくりに関する活動を行う
　団体、大学等

　商店街のにぎわい創出事業

■サービス産業振興事業

　商店街においてサービス産業
　分野に属する事業を開始しよ
　うとする中小企業者等

　商店街の空き店舗活用事業

◆にぎわい創出推進事業（ソフト事業）◆

◆商店街基盤施設等整備事業（ハード事業）◆

空き店舗を活用したチャレンジショップやコミュニティ施設運営事業、商店街の魅力を高める
イベント事業などのソフト事業を対象に支援

対象

対象事業

対象

対象事業

対象

対象事業

　　　　　　　商店街振興組合等　　　　　　　　　　アーケード、街路灯などのハード整備を対象に支援対象 対象事業



近江技術てんびん棒事業

資－商労３

新産業振興課
内線３７９４

滋賀県新技術・新工法展示商談会の開催

その昔、てんびん棒を担ぎ行商を行った近江商人になぞらえ、県内企業の持つ
優れた技術を県外大手ユーザー企業に対して、直接かつ具体的に提案（売り込
み）する展示商談会を開催することで、県内企業のビジネスチャンスの拡大を図
り、事業化を促進する。
展示側はビジネスチャンス拡大、見学側は原価低減・商品力向上への活用と
いったお互いにＷＩＮ×ＷＩＮの成果を目指すものである。

滋賀県では、大手ユーザー企業のご協力を得て、県内企業の持つ新技術や新工法
を提案・アピールし、具体的取引や協力関係の構築を目指す『滋賀県新技術・新工法
展示商談会』を開催いたします。
近年、新技術・新製品の発掘を目的として、各県別に展示商談会が開催されており、
今回、滋賀県が開催することになりました。
この商談会には大手ユーザー企業はもちろんのこと、その他関連企業の方々が多数
ご来場されます。

日 時 平成２２年6月頃（２日間）

会 場 大手ユーザー企業の工場、研究開発拠点等

来場者 県外大手ユーザーの企画開発部門、調達部門等の担当者等 約１，２００名

主催（予定）

滋賀県新技術・新工法展示商談会実行委員会

滋賀県、（社）滋賀経済産業協会、（財）滋賀県産業支援プラザ、滋賀県中小

企業団体中央会、滋賀県商工会議所連合会、滋賀県商工会連合会、滋賀経

済同友会

【予算額１，０００千円】

新



戦略的環境ビジネス育成事業(ｸﾞﾘｰﾝﾃｸﾉﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)戦略的環境ビジネス育成事業(ｸﾞﾘｰﾝﾃｸﾉﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)

萌芽期を脱し成長期へと向かう本県環境産業クラスターの基盤をさらに強固なものにする
●太陽電池、燃料電池関連産業など新規成長産業への中小企業の参入を促進
●12年間の”びわ湖環境ビジネスメッセ”の成果を活かし、地球温暖化対策に貢献する環境産業
を育成

事業の目的

●今年度試行を行った環境製品性能評価事業を本格実施

●環境性能評価制度の取り組みと評価を行った製品等を、国内トップクラスの展
示商談会（エコプロダクツ展等）で広く周知

Ⅰ．滋賀県環境産業創造会議 ２５８千円

【平成２２年度に重点的に取り組む項目】
● 新たな重点分野の企業を中心とした、定期的・継続的な企業訪問
● 関連企業情報のデータベース化、ニーズシーズのマッピング
● 地域連携研究開発プロジェクト(新エネ・省エネ分野)の支援
● 外部競争的資金を活用し、産学官連携の大型研究開発プロジェクトを創出
● 原則受益者負担のもとで、大手川下企業と県内川上中小企業とのマッチングを演出

(1)環境製品を性能評価し、すぐれた技術を県外へ発信

H21環境性能評価試行製品：
スペーシア(株)製「遮熱シート」

(2)エネルギー地産地消の見える化

●チャンスを活かし、産学官連携によりエネルギーの地産地消に関するものづくり技術の「見える化」
に取り組み、産・産連携を通じた技術開発や販路拡大を促進

※プロジェクトの一例…滋賀県産の技術を集積した実証化エコハウスの検討など

Ⅱ．滋賀発 ええＥＣＯ技術の見える化事業

◎ 昨年末に政府が発表した「新成長戦略」(右記)の戦略分野に環
境・エネルギー分野があげられており、環境意識の高い県民の
もと環境関連ものづくり企業が集積している本県にとっては、今
こそ国と力を合わせ全国的・国際的な発信ができるチャンス

◎ これを好機に、本県中小企業が持つすぐれた製品・技術の
見える化を図り、県内外に発信することにより、当該製品等の
市場化・販路開拓を支援

１,３４２千円

◎戦略的技術開発や製品開発に活発に取り組む環境産業クラスター形成を支援するため、産
学官金の関係機関をネットワーク化した「環境産業創造会議」を支援のプラットフォームとし
て設置した（平成２１年度）。

資－商労４

新産業振興課
内線３７９０



大河ドラマ「江」関連誘客促進事業

大河ドラマ関連誘客促進事業　【予算額　１９，２４６千円】 観光振興課
 内線3741

平成23年（2011年）NHK大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」に決定

主人公は滋賀県ゆかりの戦国武将、浅井長政の三姉妹の末娘「お江（ごう）」
効果的な広報宣伝活動を行い、本県の豊かな自然や貴重な歴史・文化
などの魅力を全国に発信するチャンス

　

　　　　　　　　 大河ドラマ「江」関連誘客促進事業

　～大河ドラマ放送を機に、滋賀の魅力を全国に発信し誘客促進～

    大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」 首都圏における観光ブランド発信事業委託料 　
　    滋賀県推進協議会による事業実施 16,100千円 　3,146千円

・広報宣伝事業 ・「江」関連イベント情報、ゆかりの地の発信
・（仮称）近江の姫・城ブーム創出事業 ・「江」関連キャンペーンの実施

・旅行商品造成事業

【推進体制】

事務局運営 連携・調整

資－商労５

　滋賀県

観光施策の企画立案、総合調整

「近江の誇りづくり観光ビジョン」
　　　　　　新・滋賀県観光振興指針

　滋賀ならではの観光ブランドの創造・発信
や滋賀の観光情報の発信強化およびネット
ワーク化の推進は大きなテーマ

　全国発信

相互連携による効果的な情報発信

(仮称)大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」滋賀県推進協議会

・経済関係団体　　・びわこビジターズビューロー　・市長会　　・町長会　　 ・観光協議会等
・運輸関係団体　　・旅行業関係団体　　・ＪＣ 　 ・酒造組合　　・宿泊関係団体
・観光ボランティア　　・高速道路事業者　 ・マスコミ　　・滋賀県　　　・各市町
・NHK（オブザーバー）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局：滋賀県観光振興課

構成メンバー

ＮＨＫ

ロケ誘致
ロケ支援

　　びわこビジターズビューロー

観光振興にかかる実践的事業実施
（既存事業の活用による、観光物産
情報発信、商品造成等）

制作支援
情報提供



 
 
           平成２２年度 多文化共生推進事業 【３４，９０２千円】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資－商労６

国際課 

内線 3060

日本人と外国人が互いに理解を深めながら安心して暮らせる多文化共生のまちづくりの推進を図るた

め、各地域において多文化共生にかかわる活動をコーディネートする人材を育成すると共に、ＮＰＯやボラ

ンティアの活動を地域に定着させ、さらに育成していくために以下の事業を実施します。 

 

 

 

１・多文化共生地域リソース育成事業 

２・多文化共生推進事業補助金（（財）滋賀県国際協会に対する助成） 

３・外国人による滋賀県産の食材を活用した配食事業 

外国人住民が抱えるさまざまな課題の解決に向けた支援活動として、外国人住民に対する相談業務

や外国人住民むけの情報誌の発行、外国人住民サポーターの育成を目的とした講座の開催などを実

施する。 ①多文化共生社会づくり推進事業  

②外国人相談窓口設置事業  

③生活情報誌「みみタロウ」発行事 

派遣切りなどで失業した外国人住民による農産物の栽培と、その農産物を活用した配食事業を行う

ことにより、外国人住民の農業分野への就労を促進するとともに、新たな事業モデルの構築を図る。 

（１）多文化共生地域活動モデル育成事業 

①多文化共生推進セミナー多文化共生の地域づくりに関する講演会や多文化共生に関する活動 

の紹介などを通して、県民の意識醸成を図るとともに、モデル育成事業の説明会を同時開催する

ことで事業の実施効果の向上を図る。 

②多文化共生社会づくりモデル事業ＮＰＯ等団体にモデル事業を委託することで、関係機関・団体と

の協働・連携の強化と団体の育成を図り、また、県民に対し多文化共生の地域づくりに関する活

動への参画機会の提供を図る。 

③最終報告会公募型委託事業の報告会を実施し、事業の成果や課題などを関係機関・団体およ 

び県民等で広く共有することで、モデル事業の地域への定着化および発展を図る。 

（２）多文化共生コーディネーター養成講座  

  地域における課題を解決していくため、多文化共生施策に関する法制度や課題についての理解 

を深めるとともに、地域課題の研究を通して、企画立案能力とコーディネート能力を備えた人材の

育成を図る。 

（３）災害時外国人サポーター養成講座 

   災害時には外国人住民もまた被災者となるが、言語や文化・慣習の違いや災害経験の不足など 

から外国人住民特有の対応が必要となる。こうしたことから外国人住民の支援を行うボランティア 

の育成を図る。 

新規 

継続 

継続 

継続 

継続 



労政能力開発課

内線３７５８

新 滋賀の「三方よし」人づくり事業
【予算額 １５３，９５１千円】

若年求職者等
・50名を公募、選考

県内中小企業

・200社の参画を目標

◆現状と課題◆

地 域
・経済団体や大学等

連携・協力

・育成人材とのマッチング
・人材確保・育成の取組み支援

雇用しながら、
人材育成を実施

＜若年求職者等＞
・就職氷河期に社会に出たばかりに
就職機会に恵まれなかったなど、
就業経験が不足

＜県内中小企業＞

・将来の会社の中核となる人材の雇用
ニーズがあるが、その確保に苦戦

ミスマッチミスマッチ

働く機会と自分磨きの
機会を同時に創出

・滋賀の中小企業で働く
意欲を持つ若年求職者
等50名を雇用しながら
人材育成を実施

（※雇用期間：６か月程度）

企業目線から
将来の中核となる人材の

育成をねらい

・トライアウト形式の
活用等により、企業
ニーズに応じた中核
人材を育成

成長した若年求職者等と

県内企業とのマッチング

・育成の過程から、
雇用ニーズのある企業
と育成人材との交流機
会等を創出

就業経験が少ない若年求職者等を、県内中小企業が求める中核人材として育成し、
雇用に結びつける仕組みづくり

「三方よし」人づくり事業
※民間事業者に委託

※人材育成プログラムの開発と、求職者の支援等
にあたる人材をふるさと雇用

◆事業の概要◆

資‐商労７

就 職就 職


