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草津市工業振興計画の体系 

【方針＆施策内容】 

【戦略】 

【目標】 

多様な研究開発人材の日常的な交流･連携を触発し、 

異分野融合のイノベーションを生み出す 

～ 草津CONNECTの実現 ～ 

異分野融合 交流･連携 

【使命】 

草津の持つ強みを活かして 
産業振興上の課題を克服し、 

「新たな価値創造」を実現することで 
産業振興を図る 

多様な研究開発企業 
･機能の集積を促進 

↓ 
異分野融合の苗床づくり 

（集積を促すことで「接触の利

益」の創出を可能にする) 

企業･組織ではなく 

そこで活躍する人材に注目 

↓ 

人材の Ｎ Ｗ
ネットワーク

創造 

（研究者･開発技術者、ベンチャ

ー･中小企業家を結ぶ) 

市内企業を元気にする 

取り組みを重視 

↓ 

草津ブランドの構築 

（優れた技術･製品を全国･世界

へ売り出す） 

雇用創出 
＆税収確保 

中長期的 
地域発展 

市内産業 
の振興 

まちづくり関連計画等と連動した取り組み 
～滋賀県を代表する産業都市に相応しい「はいせんす 草津」なインフラ整備～ 

【推進体制＆役割分担】 

 推進 ・評価の委員会設置
体制 ・ブランド･マネジメ

ント体制 

役割 ・草津市の役割 
分担 ・各主体の役割 

【重点事業】 
・草津イノベーション・コーディネータ（略称；KIC）の配置 
・新たな工業適地の創出 
・市内企業の事業拡張・移転並びに企業誘致に際した優遇制度の創設 
・スピンオフ・ベンチャー企業の受入に係る積極的な情報発信 
・企業情報データベース化とこれを活用したビジネスマッチング支援 
・市内企業の優れた製品・技術のセールスプロモーション支援 
・大学等と連携した地元学生の定着促進 

人材の連携･協働の 
苗床づくり 

～まちのそこ彼処で 
人と人が交感するまち～

 
・人材交流の基盤づくり

・研究開発人材の定着し

やすい環境づくり 
・経営者人材の育つ環境

づくり 
・若手現場技術者人材の

育つ環境づくり 
・次代を担う世代のもの

づくり教育の推進 

研究開発を中心とした

企業(機能)の集積促進

～研究開発者が 

どんどんと集まるまち～

 
・研究開発型企業・機関

を中心とした誘致活動

の推進 
・新たな工業適地の用地

確保等の推進 
・市内企業の移転・拡張

の支援 
 
 

ベンチャー企業の誘致

＆第二創業の支援 

～元気な企業が 
続々と生まれるまち～

 
・スピンオフ・ベンチャ

ー企業の受入の推進 

・ベンチャー･第二創業に

係る研究開発・販路開

拓の支援 

・ベンチャー･第二創業に

係る人材確保等の支援

・起業家の育成 

中小企業の技術向上 

＆経営革新の支援 

～キラリと輝く 
企業が躍動するまち～

 
・人材の確保・活用支援

・市内企業の情報集約と

ｾｰﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの支援 
・市内企業の技術向上・

製品開発の支援 
・経営改善普及事業強化

・事業の存続が困難な零

細事業所の承継･再生

等に係る支援 
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Ⅰ. 計画策定の趣旨等 
 
 
１．背景・趣旨 
 本市においては、平成 16 年３月に「草津市産業振興指針」を策定するとともに、同年７

月からは県版経済振興特区制度を活用し、新産業の創出・振興に取り組んできましたが、

いずれも平成 20 年度末をもって５カ年間の計画期間の終了を迎えます。 
 また、本市を取り巻く環境や経済・社会情勢においても大きく変化しています。とりわ

け昨今の米国を震源とする世界的な金融危機は日々混乱を深め、我が国の製造業を直撃し

ており、この不況は長引くとの観測があるところです。 
このように、社会情勢は大変厳しい情勢下ではありますが、本市の中長期的な発展を展

望しつつ、草津の持つ強みを活かした積極的な工業振興計画を新たに策定し、産業の高度

化と活力ある都市の推進を図るものです。 
 本計画では上位計画・関連計画を踏まえつつ、特に主要産業である製造業を中心とした

工業、さらにソフトウェア開発など IT 産業を対象に、工業の振興計画を取りまとめること

とします。 
 
２．計画期間 
 平成 30 年度を目標年度とします。 
 なお、社会経済状況の変化等により、適宜見直すこととします。 
 
３．構成 
 
 

本市産業の現状と課題（Ⅱ章） 
・産業を取り巻く状況        ・産業政策の課題 

目標と戦略（Ⅲ章） 
・使命       ・目標     ・戦略 
・産業振興の方針  ・まちづくり関連計画等と連動した取り組み 

施策内容と事業（Ⅳ章） 
・人材の連携･協働の苗床づくり 
・研究開発を中心とした企業（機能）の集積促進 
・ベンチャー企業の誘致＆第二創業の支援 
・中小企業の技術向上＆経営革新の支援 

計画の推進方策（Ⅴ章） 
・推進体制  ・主体ごとの役割分担  ・事業スケジュール 
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Ⅱ. 本市産業の現状と課題 
 
 
１．産業を取り巻く状況 
（１）世界潮流に基づく国･県の産業政策 
少子高齢化の進行や国民の価値観の多様化など、国内の社会状況はもとより、経済活動

のグローバル化、地球温暖化をはじめとする環境問題の深刻化など、産業を取り巻く社会

経済情勢は、急速に変化しています。とりわけ、米国発の金融危機の影響が広がる中、グ

ローバル企業の経営が破綻するなど世界各地で将来に対する不安が高まり、我が国の経済

も先行きに対する不透明感を強めています。 
そうした中、国は平成 18 年に国際競争力の強化と地域経済の活性化を柱とする「経済成

長戦略大綱」を策定し、新たな法的基盤を整備するなど、地域経済活性化に向けた産業施

策を推進してきました。一方、滋賀県は平成 20 年に「滋賀県産業振興新指針」の改訂を行

い、感性価値の創造や環境関連産業の振興、産学官金の連携による新産業創出などを重点

戦略として打ち出しています。 
 
（２）本市産業の現状と産業政策の到達点 
本市は、世界展開をしている大手メーカーの拠点を多数擁しているほか、優れた技術や

製品を有する中堅･中小企業が集積するなど、滋賀県有数のものづくり都市としての一面を

有しています。多数の大企業が立地しているものの、産業構造は企業城下町型ではなく、

分野･規模の様々な企業が独自の技術･製品で自立的に事業展開していることから、特定の

業種の業績変動に影響を受け難いことが特徴です。 
こうした中、平成 10 年度策定の「草津市総合計画」のもと、滋賀県を代表する工業都市

として「淡海に輝く活力都市づくり」を目指して産業振興に取り組んできました。平成 15
年度には本市ではじめて｢草津市産業振興指針｣を策定、国構造改革特区や県版経済振興特

区の認定を受けて実施したベンチャー・第二創業の創出、産学連携コーディネータの配置、

ベンチャー・中小企業の販路開拓・拡大の重点支援、起業家の発掘、優良企業の立地促進

等に取り組んできました。また、ファミリーサポートセンター開設等による就業と育児の

両立支援、学校教育との連携による体験学習等も実施しました。 
こうした積極的な産業振興策の結果、産学官連携基盤の確立、高度な技術を有する優良

企業の立地、大学発ベンチャーや第二創業が生まれるなどの成果が出ています。 
 
（３）草津市の持つ強み（地域力） 
①地域の強み 
本市の歴史は古く、縄文･弥生時代の古墳や製鉄遺跡のほか由緒ある社寺も数多く、昔か

ら交通の要衝として栄え、江戸時代には東海道と中山道が結節する草津宿として、たくさ

んの人･モノ･情報が往来する交流拠点の役割を果たしてきました。 
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宿場町として歴史に名を刻む本市が、今日のような滋賀県内随一の元気都市として発展

を遂げる過程で、いくつかの契機がありました。高度成長期には名神高速道路開通に伴い、

京都･大阪圏の都市化で新たな操業地を求めていた工場が多数立地し、JR や高速道路など

広域交通網による利便性の高さを活かして、現存する大手メーカーの立地も進みました。

さらに平成６年の立命館大学の立地に伴い、２万人に上る教員･学生の知の集積が生まれて

います。 
こうした都市的発展を遂げる中、着実な人口増加を続けるとともに、昼間人口が夜間人

口を上回るなど、滋賀県の成長を象徴する産業都市として発展してきました。また、他府

県の工業都市と異なり、農地･市街地･工業用地のバランスの取れた土地利用構成を今日ま

で守り続けたことも大きな特徴です。水と緑の豊富な自然環境、快適な住環境を強みに、

新たな産業都市のモデルになりうるポテンシャルを擁しています。 
 
②産業の強み 
県全体の成長をリードする産業都市としての本市の強みを整理すると、以下の諸点をあ

げることが出来ます。 
 

・知の拠点である立命館大学をはじめ、大企業や中堅企業等の研究開発人材を多数

擁していること。 
・家電・燃料電池・エアコン・クリーンエネルギーなど、生活提案型の製品づくりに

強みを持つ大企業のマザーファクトリーや研究開発拠点が多数立地していること。 
・市内の大企業の系列に属さない創造性・独立心の高い中小企業が集積するものづ

くり都市であり、着実に実績をあげていること。 
・市内企業は大企業から中小企業に至るまで、高い環境意識をもとに独自基準の運

用や各種事業が展開されていること。 
・インキュベーション施設が集積し、大学との連携により新たなイノベーションを

生み出す仕組みを擁していること。 

出典；国勢調査
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２．産業政策の課題 
（１）地球的規模での地域間競争を勝ち残る草津市の独自戦略の明確化 

滋賀県の産業活力をリードするものづくりの一大拠点として本市の存在感が増す一方、

グローバルに展開する企業活動の拠点としての地位を固め、地域間競争に勝ち残るための

独自戦略を明らかにすることが不可欠となっています。交通利便性や環境の良さによる企

業集積、大学の誘致や大企業の拠点再編に伴う知の拠点集積など、これまでの発展経過を

踏まえ、次の成長シナリオを描く必要があります。 
このため、草津市産業振興指針や滋賀県版経済振興特区の成果を踏まえ、新たな目標設

定、重点施策を構築することで、大企業、中小企業、零細企業、ベンチャーなど本市に立

地する企業群が、ますます元気に活躍し、ものづくり都市として草津ブランドが高まる戦

略づくりが課題となっています。 
 
（２）中長期的な本市の産業振興に貢献しうる企業誘致とその受け皿確保 
農地･市街地･工業用地のバランスの取れた本市の土地利用構成は本市の魅力ですが、新

たな産業用地の供給が進みにくい裏返しでもあります。景気変動の影響はあるものの、今

後も市外からの立地ニーズは復活すると予想され、既存立地企業の移転・拡大に伴う用地

確保も求められています。 
このため、限られた人的･物的資源に鑑みつつ、中長期的な産業振興に寄与しうる企業誘

致とその受け皿確保を進める必要があります。本市の産業振興戦略に照らして、市内立地

が望ましい企業（機能）の受け皿を優先的に確保することが喫緊の課題となっています。 
 
（３）継続的なベンチャーの輩出と成長企業の定着、並びに企業や大学、研究所における

人材の連携･協働の場の確保 
ベンチャー・第二創業の育成、産学連携に注力してきた結果、将来有望な企業やプロジ

ェクトが生まれつつあります。引き続きベンチャー創出に力をいれることとあわせて、こ

れら有望企業の本市への定着を図ることも不可欠です。とりわけ、草津市で活躍する元気

企業の多くが、スピンオフ･ベンチャーです。今後も市内外から起業家を呼び込み、成長を

促す仕掛けづくりが求められます。また、元気なベンチャー･第二創業は事業活動エリアも

限定されないため、看過すれば他の自治体へと流出してしまいます。 
このため、立命館大学や企業、研究機関等に渡る人材の連携･協働の仕掛けづくりととも

に、優秀な技術者･研究者をこれら成長企業に安定供給する方策が課題となっています。 
 

（４）市内企業における人材確保、並びに優れた技術を有する市内企業の PR 強化 
本市の強みである交通利便性の高さは、今日まで多数の大企業の立地を促す一方、近畿・

中部をはじめ全国各地より材料や部品の調達を容易にし、市内中小企業との産業連関を生

み難くしてきました。この結果、大企業を頂点とする「企業城下町」にならず、大企業が

立地しても地元中小企業には波及効果が生まれにくくなっています。その結果、自立的な
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経営力・技術力を磨く努力を市内企業に促してきました。 
グローバル競争が激化する今日、優れた技術を持つ中小企業はこれまで以上に技術に磨

きをかけるとともに、経営資源の選択と集中を図ることが不可避です。市内企業の経営力・

研究開発力・技術力の強化に向けた人材確保や、優れた技術・製品の PR など、自立的な企

業育成を図る施策の強化が課題となっています。 
 
（５）湖南の中心都市に相応しい都市的魅力の向上 
旧街道の宿場町としての歴史的・文化的な背景のもと、新興工業都市として成長すると

ともに、本市は京都･大阪のベッドタウンとして発展し、今日では快適な住環境、文化施設、

商業施設を備え、「湖南の中心都市」に変貌しつつあります。 
こうした中、滋賀県の産業活力をリードする中心都市として本市が今後さらなる飛躍を

遂げる上で、「都市格」を高めることが不可欠です。市内に立地する企業群はもとより、新

規に立地あるいは創業する企業が本市で操業しつづけることに、誇りとメリットを見いだ

せる都市的な魅力を育むことが課題となっています。 
 

地球的規模での 
地域間競争を勝ち残る 
草津市の独自戦略の 

明確化 

中長期的な本市の 
産業振興に貢献しうる 

企業誘致と 
その受け皿確保 

継続的な 
ベンチャーの輩出と 
成長企業の定着、 

並びに企業や大学、 
研究所における 

人材の連携・協働の 
場の確保 

市内企業における 
人材確保、 

並びに優れた技術を 
有する市内企業の 

PR 強化 

湖南の中心都市に 
相応しい 

都市的魅力の向上 

産業政策の 
課題 
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Ⅲ．目標と戦略 
 
 
１．使命 
地域の産業活動の振興は、自治体経営の土台をなすものであり、市内企業の永続的な発

展と新規事業の創出が、地域の活力とまちづくりを推進していく上で不可欠です。経済活

動のグローバル化と地域間競争が激化する中、国・県や関係機関の協力も得て産業振興上

の諸課題を克服し、草津の持つ地域力を活かして市内企業の「新たな価値創造」に貢献す

るものです。また、市民に対する多様な就業機会を提供するとともに、水と緑に恵まれた

快適な都市環境、福祉や教育の充実、文化芸術の振興など、中長期的な地域の発展を実現

するため、財源としての税収確保を図ります。 
 
２．目標 
 企業の「新たな価値創造」を実現する為には、地域の持つ強みを最大限に活かすことが

必要です。とりわけ草津・湖南地域にはたくさんの企業や大学が集積しており、現行の「草

津市産業振興指針」等においても産業クラスター形成に向けた施策に注力して参りました。 
しかし、本市の場合は、特定の大企業を頂点に戴くピラミッド構造ではありませんし、

特定分野の中小企業が集積する産地型の集積も見られません。多様な分野と規模の企業や

大学が集積し、たくさんの研究開発人材が市内で活躍していることこそが地域特性であり、 
これを活かして産業クラスターを形成する突破口にすべきであると考えます。 
すなわち、草津市内で活躍する企業や大学の研究者、ベンチャー･中小企業等の間で、人

と人との日常的な交流・連携の仕掛けを生み出し、多様な分野に渡る知恵や技術の結合を

触発することによって、世界中の人たちがより快適な暮らしを実現できるような技術や製

品が生まれる環境づくりを進めるものです。 
 こうした対等でフラットな関係から成る産業クラスター構造を「草津 CONNECT」と称

し、その実現によって異分野融合のイノベーションを生み出すことを目指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

【現状】 
草津市における産業構造は、相

互の取引関係が希薄。独自の技

術･商品で自立的に事業展開。 

大 
企業 

中小 
企業 

中小 
企業 

中小 
企業 

零細 
企業 

中小 
企業 

下請 

下請 
下請 

零細 
企業 

零細 
企業 

零細 
企業 

零細 
企業 

大学 

【選択 A】 
フラット構造の産

業クラスターを目

指す。立地企業同

士を緩やかに｢結

合」し、地域力&
ネットワーク力で

新たな価値創造。

大 
企業 

中小 
企業 

中小 
企業 

中小 
企業 

零細 
企業 

零細 
企業 

零細 
企業 

大学 

大企業 

一次下請 一次下請

二次 
下請 

二次 
下請 

二次 
下請 

二次 
下請 

【選択 B】 
ピラミッド構造 
の産業ｸﾗｽﾀｰを、

草津で構築する 
ことは困難。 

ひ
孫
請 

ひ
孫
請 

ひ
孫
請 

ひ
孫
請 

ひ
孫
請 

ひ
孫
請 

ひ
孫
請 

下請 

大 
企業 

下請 

下請 

大 
企業 



 

 7

 
 
 
 
 
 
 
 

【目標】 

多様な研究開発人材の日常的な交流･連携を触発し、 
異分野融合のイノベーションを生み出す 

～ 草津 CONNECT の実現 ～ 

【工業振興計画の使命】 

草津の持つ強みを活かして産業振興上の課題を克服し、 
「新たな価値創造」を実現することで産業振興を図る 

 

新たな価値創造 

･新たな技術の習得･
開発 

･新たな製品･サービ
スの創出 

･新たな取引先･仕入
先の開拓 

･新たなビジネスモ
デルの創造 

異分野融合 

･草津は大企業を頂点とするピラ
ミッド構造ではない。 

・多様な分野で活躍する大中小の
企業が立地している。 

→異なる要素技術を持つ人材集積
＆イノベーションがポイント 

交流･連携 

･企業研究者は部外者との交流が
少ない。 

･中小企業は産学連携しづらい。
･行政･商工会議所の支援メニュー
は豊富だが、制約条件がある。

･異業種交流会も効果薄。 
→人と人とを繋ぐ仕掛け作りがポ
イント 

草津の持つ強み(地域力) 
 

・ JR や高速道路など広域交
通網による利便性の高さ 

・水と緑の豊富な自然環境、
快適な住環境 

・大学・企業・研究所等の研
究開発人材の集積 

・生活提案型の製品づくりに
強みを持つ大企業の集積 
（家電・燃料電池・エアコ
ン・クリーンエネルギー等）

・創造性・独立心の高い中小
企業の集積 

・市内企業における環境配慮
の高い意識と取り組み 

・ベンチャー・インキュベー
ション施設の集積 

産業振興上の課題 
 

･地球的規模の地域間競争を勝
ち残る草津市の独自戦略の明
確化 

･中長期的な本市の産業振興に
貢献しうる企業誘致とその受
け皿確保 

・継続的なベンチャーの輩出と
成長企業の定着、並びに企業
や大学、研究所における人材
の連携･協働の場の確保 

･市内企業における人材確保、
並びに優れた技術を有する市
内企業の PR 強化 

・湖南の中心都市に相応しい都
市的魅力の向上 

雇用の創出 
＆税収の確保 

中長期的な 
地域の発展 

市内産業 
の振興 
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３．戦略 
（１）戦略１：多様な研究開発企業･機能の集積を促進 

企業誘致に際しては、新たな技術や製品

を生み出す研究所や研究開発型企業の立

地に焦点を絞込むとともに、研究開発投資

の誘導を図ります。 
また、企業立地促進法の基本計画の指定

集積業種（高度モノづくり、環境、医療･健康福

祉、IT)はもとより、幅広い分野の研究開発

機能を集積させ、そこで活躍する人材の「接

触の利益」を生じやすくすることで、イノ

ベーションを促す環境を整えます。 
 

 
（２）戦略２：企業･組織ではなく、そこで活躍する人材に注目 

市内で活躍する研究者･開発技術者、ベンチャー･中小企業を結ぶネットワーク形成に注

力することで、「人と人とのつながり」の中からイノベーションを生み出し、新技術･新製

品の開発や事業提携、ベンチャー企業の創出等を促進します。 
そのため、ネットワーク形成の触媒となる草津イノベーション・コーディネータ（略称；

KIC）を配置し、県や草津商工会議所、立命館大学、金融機関等と連携して市内の人材･技

術を掘り起こし、情報の蓄積を図るなど、新たな仕掛けづくりに活かすものです。 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）戦略３：市内企業を元気にする取り組みを重視 

市内に立地されている企業群が元気に活躍しなければ、産業施策の果実である雇用創出

と税収拡大に繋がりません。これまで重点的に取り組んできたベンチャー企業支援による

新産業創出等に加えて、市内企業の技術向上や経営革新を促すとともに、各社の優れた技

術や製品の全国･世界への発信に努め、将来的な「ものづくり都市＝草津」のブランド構築

を目指すものです。

【草津ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ(KIC)投入) 
企業間や大学間で人と情報を繋

ぐ KIC を投入。行政･経済団体･

支援機関等と連携 

【現状】 
人材は企業間で分断 

 大企業 

中小 
企業 

中小 
企業 

ﾍﾞﾝ
ﾁｬｰ

大学 

中小 
企業 

 大企業 

中小 
企業 

ﾍﾞﾝ
ﾁｬｰ

大学  大企業 

中小 
企業 

中小 
企業 

ﾍﾞﾝ
ﾁｬｰ

大学 

ﾍﾞﾝ
ﾁｬｰ

ﾍﾞﾝ
ﾁｬｰ

ﾍﾞﾝ
ﾁｬｰ

【将来形】 
人と人との繋がりから新製品開

発や事業提携、ベンチャー創

出・誘致を実現 

ターゲット機能

多様な研究開発企業・機能の集積促進
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【目 標】 
多様な研究開発人材の 

日常的な交流･連携を触発し、 
異分野融合のイノベーションを生み出す 

～ 草津 CONNECT の実現 ～ 

【戦略１】 

多様な研究開発企業 
･機能の集積を促進 

 
↓ 
 

異分野融合の苗床づくり 
（集積を促すことで「接

触の利益」の創出を可

能にする） 

【戦略２】 

企業･組織ではなく 
そこで活躍する 
人材に注目 

↓ 

人材のＮ Ｗ
ネットワーク

創造 
（研究者･開発技術者、ﾍﾞﾝ

ﾁｬｰ･中小企業家を結ぶ）

【戦略３】 

市内企業を元気にする 
取り組みを重視 

 
↓ 
 

草津ブランドの構築 
（優れた技術･製品を全

国･世界へ売り出す） 

方針１．人材の連携･協働の苗床づくり 
～まちのそこ彼処で 人と人が交感するまち～ 

方針２．研究開発を

中心とした企業

(機能)の集積促進 
～研究開発者が 
どんどんと集まるまち～

方針３．ベンチャー

企業の誘致&第二

創業の支援 
～元気な企業が 
続々と生まれるまち～

方針４．中小企業の技

術向上&経営革新

の支援 
～キラリと輝く企業が 

躍動するまち～

 
 

まちづくり関連計画等と連動した取り組み 

～滋賀県を代表する産業都市に相応しい「はいせんす 草津」なインフラ整備～ 
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４．産業振興の方針 
（１）人材の連携･協働の苗床づくり 

～まちのそこ彼処で 人と人が交感するまち～ 
市内企業の「新たな価値創造」に向けて、異分野融合のイノベーションを生み出すカギ

は、多様な研究開発人材の交流・協働にあります。企業や大学の研究者、ベンチャー中小

企業の間で新しい技術やノウハウの交流を生み出すため、人と人の日常的な連携の仕掛け

づくりを進めることで、対等でフラットな関係から成る産業クラスターの基盤「草津

CONNECT」の構築を進めます。 
また、活力ある企業の事業の継続、発展を担う経営体質の強化を図るため、若手経営者

や後継者の育つ環境づくり、優れたものづくり技術を支える製造中核人材の育つ環境づく

りといった、草津産業界の中核を担う人材育成の環境づくりを推進します。 
 あわせて、子どもたちを対象に「ものづくり体験学習」やインターンシップなどを実施

し、次代を担う産業人材の育成を行います。更に、企業家、研究者、市民の交流を活発に

することで、農業や商業･サービス業など他産業との連携や、市民の生活･文化の向上、活

力あるまちづくりに繋げていきます。 
 
（２）研究開発を中心とした企業（機能）の集積促進 

～研究開発者が どんどんと集まるまち～ 
 企業誘致をめぐる自治体間の競争は激化する一方であり、地域の強みを活かした戦略的

な取り組みが肝要です。多様な分野の産業や大学が集積している特徴を活かして、研究開

発型機能の集積を促すことで、イノベーションの苗床づくりを目指します。 
このため、成長性の高い研究開発型企業・機能、マザーファクトリーの誘致や、既存企

業の業容拡大に伴う敷地拡張ニーズに応えられる新たな工業用地の確保が喫緊の課題であ

り、取り組みを進めます。更に、ベンチャー企業の定着促進に向けて支援策の充実を図り

ます。 
 
（３）ベンチャー企業の誘致＆第二創業の支援 

～元気な企業が 続々と生まれるまち～ 
 県内でも、ニッチトップの製品やオンリーワンの技術を有するベンチャー・中小企業の

集積が、特に進んでいることが本市の特徴です。今後もこうした「新たな価値創造」を牽

引する活動を支援し、イノベーションを生み出すことを目指します。 
 従来から支援に力を入れてきた大学発ベンチャーに加えて、今後は特にスピンオフ・ベ

ンチャーの誘致･創出を重視し、市内外の起業家への積極的な情報発信とともに受入環境の

整備も行います。また、マーケットインの視点を重視したものづくりを促進するとともに、

販路開拓への支援の充実を図ります。 
 
（４）中小企業の技術向上＆経営革新の支援 

～キラリと輝く企業が 躍動するまち～ 
地域の雇用と活力を支える市内中小企業の活性化に向けて、現場技能の継承と技術の高





12 

Ⅳ．施策内容と事業 
 
１．人材の連携・協働の苗床づくり 
（１）施策 

□人材交流の基盤づくり 
イノベーションの創出を目指し、市内で活躍する研究者・開発技術者、ベンチャ

ー・中小企業等の交流を重視します。人材の発掘やマッチングを担う草津イノベー

ション・コーディネータ（略称；KIC）を配置し、市職員と連携して市内企業を訪問

することで、積極的に技術やニーズの情報を収集しネットワークを形成します。 
また、市外の人材情報についても、産業支援機関等と連携して情報共有に努め、

市内企業の活性化に繋げます。とりわけ、滋賀県版経済振興特区の成果を踏まえ、

大津市との密接な連携に引き続き注力するとともに、湖南地域の一体的な産業活性

化を目指します。 
 

□研究開発人材の定着しやすい環境づくり 
新しい技術や商品開発の担い手である研究開発分野で活躍する人材が定着する環

境づくりを重視します。市内中小企業による大学の若手研究者を対象とするインタ

ーンシップ受入を支援する一方、市内の受入れ先に関する情報の収集と発信を進め

るなど、市内における研究開発人材の集積を促進します。 
 

□経営者人材の育つ環境づくり 
企業や事業の持続的な発展を担う経営者人材の育つ環境づくりを重視します。次

代を見据えた戦略の構築力、自立的な経営力を身につけた経営者が、今後ますます

増えるよう、セミナー開催や経営者同士の情報交流を促す企業家懇談会の機会提供

を進めます。 
 

□若手現場技術者人材の育つ環境づくり 
 産業技術の高度化や団塊世代の大量リタイアによる熟練技術者の不足が懸念され

るなか、若手技術者への製造現場の技術・ノウハウの伝承支援を重視します。製造

現場の中核的な技術者の教育のため、大学等と連携した再教育、企業間インターン

シップの促進など、市内の既存資源を活かした実践型の人材教育を進めます。 
 
□次代を担う世代のものづくり教育の推進 
  未来の地域産業を担う人材の育成に重視して取り組みます。小中学生や高校生の

工場見学の開催および「ものづくり体験学習」の実施とあわせて、インターンシッ

プの受入企業の開拓を積極的に進め、児童・生徒・学生のものづくりへの関心を高

める仕組みづくりを進めます。 
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（２）事業 
①市が実施する事業 
□人材交流の基盤づくり 
★草津イノベーション・コーディネータ（略称；KIC）の配置 

 
②商工会議所が主になり実施する事業 
□経営者人材の育つ環境づくり 

・市内若手経営者や後継者向けのセミナー等の開催 
・経営者同士の交流を促すネットワーク機会提供 

□若手現場技術者人材の育つ環境づくり 
   ・企業ニーズに合った講習会事業（人材育成セミナー、実務セミナー、資格制度受

験対策セミナー等）の展開 
 
③関係機関と連携して実施する事業 
（関係機関；大学、県、（独）中小企業基盤整備機構、（独）科学技術振興機構、（財）

滋賀県産業支援プラザ等） 
□人材交流の基盤づくり 

・市や KIC 等による企業訪問の強化と情報収集・共有化 
・県内の人材情報について、産業支援機関等と情報共有＆活用 
・滋賀県地域産業活性化協議会 大津・草津地域分科会の活動促進 

   ・起業家・企業経営者・研究者・市民が交流するプラットフォーム構築推進（産業

政策やものづくり人材育成に関する懇談会） 
□研究開発人材の定着しやすい環境づくり 
・大学の若手研究者（ポスドク等）の市内企業へのインターンシップ受入支援 

   ・研究開発人材の就職受入れ先に関する情報収集と提供の支援 
□若手現場技術者人材の育つ環境づくり 

・大学との連携による若手現場技術者の再教育支援 
・大学と市内企業間のインターンシップ制度の促進 

   ・企業から大学への人材登用による人材交流の促進 
   ・「おうみ若者マイスター」との連携による意欲向上の促進 

□次代を担う世代のものづくり教育の推進 
・小中学生や高校生の工場見学の開催および「ものづくり体験学習」の実施 
・インターンシップ受入企業の開拓 

 
 

★印は重点事業を示す。 
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２．研究開発を中心とした企業（機能）の集積促進 
（１）施策 

□研究開発型企業・機関を中心とした誘致活動の推進 
 引き続き研究開発型企業や大企業の研究所等の集積を重視します。自然環境に恵

まれた研究開発都市としての対外的なイメージプロモーション活動の推進に努めま

す。あわせて、企業誘致に際したワンストップサービスや、国・県・産業支援機関

等のメニュー獲得に際したサポートの強化など、立地に係る魅力の向上を図ります。 
 
□新たな工業適地の用地確保等の推進 
 企業誘致はもとより、市内企業の事業拡張等に際した工業適地の用地不足が喫緊

の課題になっていることから、用地不足の解消を重視します。 
また、市内外の成長企業の本社や営業拠点ニーズに応えるため、駅周辺への事業

所床の供給を促進することで、駅周辺のビジネス拠点化を推進します。あわせて、

市内の賃貸用オフィスや遊休地等に関する不動産情報の収集と提供に努めます。 
 
□市内企業の移転・拡張の支援 

活力ある市内企業が、事業の拡張に伴う移転等を実施する際の優遇制度を創設す

ることで、こうした企業の市外流出の防止と集積促進を目指します。 
あわせて、市内のインキュベーション施設入居企業が第二ステージへステップア

ップする際、受け皿となる施設や用地等の斡旋を通じて市内定着を促進します。 
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（２）事業 
①市が実施する事業 
□研究開発型企業・機関を中心とした誘致活動の推進 

・自然環境の優れた研究開発都市としてのイメージプロモーション活動の推進 
・企業受入ワンストップサービスの推進 
・滋賀県工業技術総合センター等の研究施設・設備利用の情報提供と手続き支援 
・国・県・産業支援機関等のメニューの獲得サポート（競争的資金の情報提供、申

請手続きの支援等） 
・市内企業の情報発信による連携機会の創出 

□新たな工業適地の用地確保等の推進 
★新たな工業適地の創出 
・駅周辺のビジネス拠点化の推進（事業所床供給促進等） 

□市内企業の移転・拡張の支援 
★市内企業の事業拡張・移転並びに企業誘致における優遇制度の創設 

 
 ②商工会議所が主になり実施する事業 

□研究開発型企業・機関を中心とした誘致活動の推進 
・市外から市内への立地意向企業に対する情報提供およびその情報の市への提供 

□市内企業の移転・拡張の支援 
・市内企業の事業再構築や事業拡張への支援やその情報の市への提供 

 
③関係機関と連携して実施する事業 

（関係機関；大学、県、（独）中小企業基盤整備機構、（独）科学技術振興機構、（財）

滋賀県産業支援プラザ等） 
□新たな工業適地の用地確保等の推進 

・市内賃貸事務所や遊休地等の物件情報収集・提供の強化 
□市内企業の移転・拡張の支援 

・インキュベーション施設の卒業企業向けの市内建物床・土地等の斡旋 

★印は重点事業を示す。 
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３．ベンチャー企業の誘致＆第二創業の支援 
（１）施策 

□スピンオフ・ベンチャー企業の受入の推進 
新たな産業創出の担い手として、スピンオフ・ベンチャーの育成に重視して施策

を講じます。スピンオフ・ベンチャー向けの積極的な情報発信やワンストップサー

ビスの支援を通して市内への誘致を進めます。 
 
□ベンチャー･第二創業に係る研究開発・販路開拓の支援 

ベンチャー企業や中小企業の第二創業における研究開発や販路開拓に際して、国

の事業メニューの競争的資金や資金調達に係る情報提供を行うとともに、積極的な

活用について支援を行います。 
また、ベンチャー企業や中小企業の第二創業による開発製品の普及に貢献する為、

市内の公共施設等で採用するなど、販路開拓の支援を重視して取り組みます。 
 
□ベンチャー･第二創業に係る人材確保等の支援 

ベンチャー企業や中小企業の第二創業に際した人材確保を支援するべく、大学と

連携した地元起業家の講演会の開催や、UJI ターン希望者への情報提供等などを重

視して取り組みます。 
 
□起業家の育成 

滋賀県産業支援プラザや商工会議所等と連携して、ビジネスプランの作成や開業

に係る経営サポートなど、新事業の創造に取り組むベンチャー起業家の育成を支援

します。 
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（２）事業 
①市が実施する事業 

□スピンオフ・ベンチャー企業の受入の推進 
・スピンオフ・ベンチャー企業のワンストップサービスの支援（創業、住居･学校等

の受入） 
□ベンチャー･第二創業に係る研究開発・販路開拓の支援 

・ベンチャー企業の開発製品のテスト・フィールドとして市内公共施設等で積極的

に採用 
・公的インキュベーション施設入居者への支援 

 
②商工会議所が主になり実施する事業 
□起業家の育成 
・新規創業支援（ビジネスプランの作成、開業に向けたノウハウ等） 

 
③関係機関と連携して実施する事業 
（関係機関；大学、県、（独）中小企業基盤整備機構、（独）科学技術振興機構、（財）

滋賀県産業支援プラザ等） 
□スピンオフ・ベンチャー企業の受入の推進 

★スピンオフ・ベンチャー企業の受入に係る積極的な情報発信 
□ベンチャー･第二創業に係る研究開発・販路開拓の支援 
・国の事業に関するサポート（国の競争的資金獲得や資金調達の情報提供） 

□ベンチャー･第二創業に係る人材確保等の支援 
・大学における地元起業家の講演会の開催 
・UJI ターン希望者への情報提供 

□起業家の育成 
・新規創業に向けた情報提供 
・コミュニティビジネスの振興支援 

 

★印は重点事業を示す。 
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４．中小企業の技術向上＆経営革新の支援 
（１）施策 

□人材の確保・活用の支援 
市内外の大学等と連携した地元企業家の講演会の開催等による、若手社員の現場

体験の発信や情報提供を通じて、地元企業への学生の定着を促進します。あわせて、

大都市部からの UJI ターンの獲得や、専門技術を有する大企業 OB 人材の活用など、

市内企業の戦力アップへの貢献を目指します。 
 
□市内企業の情報集約とセールスプロモーションの支援 

市内製造業に係る情報収集を進めるとともに、企業情報のデータベース化を行い、

市内外の有力企業や大学等との新たなビジネスマッチング支援に活用します。 
また、展示会への出展やマスメディアへの露出機会を増やすなど、市内企業の優

れた製品・技術のセールスプロモーション活動の支援を通じて、企業各社の強みの

確認と経営課題の気付きの機会を提供します。 
こうした取り組みを通じて、市内にオンリーワンやニッチトップの企業を増やし、

市内の企業全体の知名度アップと将来に向けた草津ブランドの構築に繋げます。 
 
□市内企業の技術向上・製品開発の支援 

中小企業が新製品・技術の研究開発に取り組む上で、活用できる国の事業メニュ

ーや大学知財本部の持つ特許情報等についての情報提供を行うとともに、研究開発

プロジェクト等への参画機会の提供に努めます。 
また、研究開発に際した市内中小企業の技術課題解決や性能試験等において、大

学等との連携を支援します。 
 
□経営改善普及事業の強化 

企業の経営基盤を支えるため、経営に必要な法律・税務等専門分野の各種相談業

務等を積極的に行います。また、経営革新・経営指導・金融斡旋相談等、きめ細か

な支援を行います。 
 

□事業の存続が困難な零細事業所の承継･再生等に係る支援 
  優れた技術や製品を持ちながら、後継者難など様々な理由で事業の存続が困難な

零細事業所に対して、再生支援や他社への事業譲渡のマッチング等、事情に合わせ

た支援に努めます。 
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（２）事業 
①市が実施する事業 
□市内企業の情報集約とセールスプロモーションの支援 

★企業情報データベース化とこれを活用したビジネスマッチング支援 
   ★市内企業の優れた製品・技術のセールスプロモーション支援 

・新製品・技術の関連展示会出展支援 
□市内企業の技術向上・製品開発の支援 

・市内中小企業の技術課題解決や性能試験等に際した産学連携の支援 
・国の事業メニュー（農商工連携、地域資源等）の活用を通じた研究開発プロジェ

クトへの参画機会の提供 
 
②商工会議所が主になり実施する事業 
□経営改善普及事業の強化 

・専門相談員による法律・税務・経営の各種相談や経営革新等のきめ細かい支援 
・経営指導員による経営指導や金融斡旋相談 
・記帳専任職員による記帳指導 
・経営安定セミナー等の開催による経営支援 
・商工会議所エキスパートバンク制度利用による経営指導 
・中小企業相談所、経営安定相談室、並びに小規模企業振興委員制度の活用による

経営改善普及事業の展開 
□事業の存続が困難な零細事業所の承継･再生等に係る支援 

  ・金融機関と連携した事業の承継・再生支援 
・事業譲渡に係るマッチング支援 
・土地や建物、設備等処分に際する他企業への橋渡し支援 

 
③関係機関と連携して実施する事業 

（関係機関；大学、県、（独）中小企業基盤整備機構、（独）科学技術振興機構、（財）

滋賀県産業支援プラザ等） 
□人材の確保・活用の支援 

★大学等と連携した地元学生の定着促進（地元企業家の講演会開催等） 
・若者と中小企業とのネットワーク事業の実施（若者の現場体験、情報発信等） 
・草津市の UJI ターン希望者への情報提供 
・企業 OB 人材の活用促進 

□市内企業の技術向上・製品開発の支援 
 ・県内外の大学知財本部の持つ特許の市内研究開発企業への活用情報の提供 
 
 

★印は重点事業を示す。 
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（２）研究開発を中心とした企業（機能）の集積促進のための重点事業 

事業名 新たな工業適地の創出 

対象 市内企業並びに市外企業 

概要 
まとまりのある工業用地の確保等を進め、立地企業の受け皿整備と企

業集積の促進を図る。 

 

事業名 市内企業の事業拡張・移転並びに企業誘致に際した優遇制度の創設 

対象 市内企業並びに市外企業 

概要 
企業立地促進法に基づく基本計画の推進を通じて、市内立地にかかる

魅力溢れるインセンティブを企業に提供することで、企業の立地促進と

集積を図る。 

 
（３）ベンチャー企業の誘致＆第二創業支援のための重点事業 

事業名 スピンオフ・ベンチャー企業の受入に係る積極的な情報発信 

対象 大企業などから分離･独立して創業を果たしたベンチャー企業等 

概要 
市内に立地する豊富なインキュベーション施設の情報発信や、ベンチ

ャー企業立地優遇制度の創設を通じて、スピンオフ･ベンチャー企業等

の集積による新産業の創出を図る。 

 
（４）中小企業の技術向上＆経営革新の支援のための重点事業 

事業名 企業情報データベース化とこれを活用したビジネスマッチング支援 

対象 市内企業 

概要 

市内企業の事業内容、技術等に係る情報を集約し、データベース化を

行なう。あわせて当該データベースを活用した企業情報の発信による露

出の強化、市内外の企業や大学等との新たなビジネスマッチングの創出

に取り組む。 
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事業名 市内企業の優れた製品・技術のセールスプロモーション支援 

対象 市内企業 

概要 

市内企業の優れた製品・技術等の展示会出展の支援や、マスメディア

を活用した紹介等の露出促進を通じて、｢草津発の企業」の認知度向上

と企業業績向上の支援を図る。こうした取り組みを通じて、将来的な草

津ブランドの創出を目指す。 

 

事業名 大学等と連携した地元学生の定着促進 

対象 市内企業 

概要 
大学生向けの地元企業家講演会等の開催を通じて、中小企業の魅力や

地域情報を発信し、地元中小企業への定着促進を図る。 
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Ⅴ．計画の推進方策 
 
 
１．推進体制 
（１）計画推進に係る評価のための委員会の設置 
 自治体の財政運営が厳しさを増す中、当該計画をもとに市内外の関係者や識者の知恵を

集めて、市内産業の活性化に総力を挙げるため、計画推進に係る評価のための委員会を設

置します。ここでは時々の経済情勢や操業環境、研究開発や製品開発等に関する情報交換

をするとともに、当該計画の事業計画の推進に係る評価や検証を実施し、より効果的な事

業推進を図ります。 
 
（２）オール草津によるブランド・マネジメント体制の整備 
草津企業の成長と地域ブランドの構築に向けて、草津企業の優れた技術や製品を中心に

セールスプロモーションを進める体制として、大学や経済団体、市内主要企業などの関係

機関との連携を図ります。 
 

２．主体ごとの役割分担 
（１）草津市の役割 
 少子高齢社会の到来とグローバル競争における我が国の相対的な国力低下が危惧される

中、地域経済を取り巻く情勢は厳しさを増しており、地域の自立的な経営に向けた自治体

の役割は益々高まっています。市内に立地する企業が、世界市場で活躍できるような成長

を展望しつつ、ベンチャー･第二創業の創出や、中小企業の自立化を促す施策･事業に取り

組むことが、本市の将来を決める大きな要因になると言っても過言ではありません。 
そこで、国県等の行政機関や商工会議所、支援機関はもとより、市内外の企業の経営者

や従業員、起業家のみなさん、立命館大学をはじめとする研究者のみなさんと連携･協働を

基礎に、限られた財源で最大限の政策効果を生み出すべく、知恵と汗を搾って本計画に取

り組むものです。 
 
（２）各主体の役割 
①市内企業の役割 
経済活動の主役である市内企業のみなさんが、経営力や技術力の強化とあわせて、もの

づくり人材の育成に努め、耐えざる改善や新規事業の創出に積極的に挑戦いただくことが、

本市の産業活力の源となります。 
市内にはたくさんの大手企業に立地して頂いており、世界市場における競争を勝ち抜き、

本市における事業の拡大と雇用創出、草津ブランドの創造に寄与いただくことを期待する

とともに、市内中小企業のよきパートナーとして活躍いただきたいと存じます。 
また、ベンチャー･中小企業のみなさんは、本市はもとより、これからの我が国の活力源
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泉として期待される存在であり、日々のたゆまぬ技術創造、経営革新を通じて、より強靭

な企業として成長いただくことが求められています。 
 
②立命館大学等の教育研究機関の役割 
県内外の大学･研究機関には、引き続き優秀な人材を育成して地域や企業に供給するとと

もに、豊富な研究成果や研究開発能力を提供いただき、本市の産業活力創造とまちづくり

に大いに貢献いただくことが求められています。 
とりわけ、立命館大学については、びわこ草津キャンパス開学に際して滋賀県と草津市

が協力して誘致に取り組んだ歴史的経過や、「草津市と立命館大学との連携協力に関する協

定」を締結するなど、相互の人的・知的資源の交流・活用を進めてきました。こうした取

り組みを更に推し進めて、地域の発展と人材育成に向けて協働いただくことが求められて

います。 
 
③草津商工会議所や支援機関等の役割 
市内のベンチャー･中小企業の活性化を目指す上で、商工会議所はもとより、滋賀県産業

支援プラザや中小企業基盤整備機構など支援機関に対する期待は大きなものがあります。

各々の特性を活かしながら、国県や金融機関等の協力も得ながら、高度化･多様化する企業

ニーズに対応した専門的できめ細やかなサービス提供につとめ、人･技術･企業･市場等を結

びつけるコーディネータとしての役割が求められています。 
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３．事業スケジュール 
（１）人材の連携･協働の苗床づくり 

  実施時期 
施策 

主体 主要事業 短

期 
中

期 
長

期 
市 ★草津ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ（略称；KIC）の配置    

人材交流の

基盤づくり 連携 

・市や KIC 等による企業訪問の強化と情報収集・共有化 
・県内の人材情報について、産業支援機関等と情報共有＆活用 
・滋賀県地域産業活性化協議会 大津・草津地域分科会の活動促進 
・起業家・企業経営者・研究者・市民が交流するプラッ

トフォーム構築推進 

  

 

研究開発人

材の定着し

やすい環境

づくり 

連携 

・大学の若手研究者の市内企業へのインターンシップ受

入支援 
・研究開発人材の就職受入れ先に関する情報収集と提供

の支援 

 

 

 

経営者人材 
の育つ環境

づくり 
商 ・市内若手経営者や後継者向けのセミナー等の開催 

・経営者同士の交流を促すネットワーク機会提供 

 
  

商 ・企業ニーズに合った講習会事業の展開    
若手現場 

技術者人材

の育つ環境

づくり 
連携 

・大学との連携による若手現場技術者の再教育支援 
・大学と市内企業間のインターンシップ制度の促進 
・企業から大学への人材登用による人材交流の促進 
・「おうみ若者マイスター」との連携による意欲向上の促進 

  

 

次代を担う

世代のもの

づくり教育

の推進 

連携 
・小中学生や高校生の工場見学の開催および「ものづく

り体験学習」の実施 
・インターンシップ受入企業の開拓 

 

  

（２）研究開発を中心とした企業（機能）の集積促進 

市 

・自然環境の優れた研究開発都市としてのイメージプロ

モーション活動の推進 
・企業受入ワンストップサービスの推進 
・滋賀県工業技術総合センター等の研究施設・設備利用

の情報提供と手続き支援 
・国・県・産業支援機関等のメニューの獲得サポート 
・市内企業の情報発信による連携機会の創出 

 

  
研究開発型

企業・機関を

中心とした

誘致活動の

推進 

商 ・市外から市内への立地意向企業に対する情報提供およ

びその情報の市への提供 
   

市 ★新たな工業適地の創出 
・駅周辺のビジネス拠点化の推進 

   新たな工業 
適地の用地 
確保等の推進 連携・市内賃貸事務所や遊休地等の物件情報収集・提供の強化    

市 ★市内企業の事業拡張・移転並びに企業誘致における優

遇制度の創設 
   

商 ・市内企業の事業再構築や事業拡張への支援やその情報

の市への提供 
   

市内企業の 
移転・拡張の 

支援 
連携 ・インキュベーション施設の卒業企業向けの市内建物

床・土地等の斡旋 
   

注) ★;重点事業  実施時期欄の短期;３年以内、中期;５年以内、長期;10 年以内の実施．
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（３）ベンチャー企業の誘致＆第二創業の支援 
  実施時期 

施策 
主体 主要事業 短

期 
中

期 
長

期 

市 ・スピンオフ・ベンチャー企業のワンストップサービス

の支援 
   スピンオ

フ・ベンチャ

ー企業の受

入の推進 連携 ★スピンオフ・ベンチャー企業の受入に係る積極的な情

報発信 
   

市 
・ベンチャー企業の開発製品のテスト・フィールドとし

て市内公共施設等で積極的に採用 
・公的インキュベーション施設入居者への支援 

  
 

ベンチャー･

第二創業に

係る研究開

発・販路開拓

の支援 連携 ・国の事業に関するサポート    

ベンチャー･

第二創業に 
係る人材確

保等の支援 

連携 ・大学における地元起業家の講演会の開催 
・UJI ターン希望者への情報提供  

 

 

商 ・新規創業支援(ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝの作成､開業に向けたﾉｳﾊｳ等)    
起業家の 

育成 連携 ・新規創業に向けた情報提供 
・コミュニティビジネスの振興支援 

   

（４）中小企業の技術向上＆経営革新の支援 

人材の確

保・活用 
の支援 

連携 

★大学等と連携した地元学生の定着促進 
・若者と中小企業とのネットワーク事業の実施 
・草津市の UJI ターン希望者への情報提供 
・企業 OB 人材の活用促進 

  

 

市内企業の

情報集約と 
ｾｰﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮ

ﾝの支援 

市 

★企業情報データベース化とこれを活用したビジネス

マッチング支援 
★市内企業の優れた製品･技術のｾｰﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ支援 
・新製品・技術の関連展示会出展支援 

   

市 
・市内中小企業の技術課題解決や性能試験等に際した産学連携の支援 
・国の事業メニューの活用を通じた研究開発プロジェク

トの参画機会の提供 

 
  市内企業の

技術向上 
・製品開発 

の支援 連携 ・県内外の大学知財本部の持つ特許の市内研究開発企業

への活用情報の提供 
   

経営改善 
普及事業 
の強化 

商 

・専門相談員による法律・税務・経営の各種相談や経営

革新等のきめ細かい支援 
・経営指導員による経営指導や金融斡旋相談 
・記帳専任職員による記帳指導 
・経営安定セミナー等の開催による経営支援 
・商議所エキスパートバンク制度利用による経営指導 
・中小企業相談所、経営安定相談室、並びに小規模企業

振興委員制度の活用による経営改善普及事業の展開 

 

  

事業の存続

が困難な零

細事業所の

承継･再生等

に係る支援 

商 
・金融機関と連携した事業の承継・再生支援 
・事業譲渡に係るマッチング支援 
・土地や建物、設備等処分に際する他企業への橋渡し支援 

 

 

 

注) ★;重点事業  実施時期欄の短期;３年以内、中期;５年以内、長期;10 年以内の実施． 
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Ⅵ．策定経過等 
 

１．策定委員会名簿 （五十音順、敬称略） 

氏  名 所  属 備考 

石原 一志 関西電力㈱滋賀支店 お客様室長  

大宮 正義 大阪ガス㈱ 滋賀支配人  

杉本 勇喜一 草津商工会議所 副会頭  

田端 克行 滋賀県商工観光労働部商工政策課 経済振興特区推進室長  

中谷 吉彦 立命館大学研究部 副部長 委員長 

永田 咲雄 滋賀県中小企業家同友会 理事・湖南支部長  

西岡 孝幸 ㈶滋賀県産業支援プラザ 経営支援部長・創業支援室長  

西村 博次 草津市産業建設部 産業振興担当理事   

房登 良和 パナソニック㈱ホームアプライアンス社 総務センター参事  

山田 稔幸 ダイキン工業㈱滋賀製作所 総務担当課長  

山本 泰造 滋賀銀行営業統括部 参事役部長  
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２．策定委員会開催経過 

日 程 内 容 

平成 20 年 
８月 26 日(火) 

第１回策定委員会 
・主要な産業用地等に係る市内見学 
・草津市の産業活動を取り巻く現状認識 
・現行産業振興施策の到達点 
・今後の草津市産業政策に係る課題についてのディスカッション 

平成 20 年 
10 月 30 日(木) 

第２回策定委員会 
・前回策定委員会の討議内容確認 
・市内主要企業等のヒアリング調査の報告 
・草津市産業政策の課題と今後の目標についてのディスカッション

・立命館大学 BKC インキュベータの施設見学 

平成 20 年 
12 月３日(水) 

第３回策定委員会 
・ダイキン工業㈱の工場見学 
・前回策定委員会の討議内容確認 
・市内主要企業等のヒアリング調査（追加）の報告 
・当計画策定に係る市内企業実態調査（アンケート）の方針 
・今後の産業政策における目標（まとめ）のディスカッション 
・今後５年間で取り組むべき「施策」についてのディスカッション

平成 21 年 
２月 12 日（木） 

第４回策定委員会 
・パナソニック㈱ホームアプライアンス社の工場見学 
・前回策定委員会の討議内容確認 
・計画（素案）の説明とパブリック・コメントの実施状況 
・計画（素案）に係る市内企業実態調査（アンケート）結果 
・重点施策の具体化に向けたディスカッション 
・計画推進についてのディスカッション 

平成 21 年 
３月 10 日（火） 

第５回策定委員会 
 ・前回策定委員会の討議内容確認 

・計画（素案）に係るパブリック・コメントの結果 
・市長を交えた計画（最終案）の協議 
・評価のための委員会の開催について 




