
株式会社滋賀銀行との連携・協働の取組

事業・取組の内容 実施時期 実施店舗

(1)新商品･新技術開発およびﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ
創出に関すること

新商品・新サービスの開発に助成する
「しが新事業応援ファンド」への出資

中小企業支援課

ベンチャー企業の育成や経営支援を
行う「滋賀ベンチャー育成ファンド」の組
成、運用への参画

商工政策課

エコビジネスマッチングフェアの開催 H26.7.3 琵琶湖ホテル モノづくり振興課

(2)産学官金連携に関すること

県職員4名（商工観光労働部、総務
部）を講師に招き、滋賀銀行行員向
けに「滋賀県の中小企業支援施策セ
ミナー」を開催。（参加者135名）

H26.5 草津ビル
県の施策に呼応した
滋賀銀行独自取組

公民連携・公有資産マネジメントセミ
ナーの開催

７月 しがぎん草津ビル 企画調整課

（仮称）彦根総合運動公園整備計画
検討懇話会への参加

11月～ 国体準備室

しが水環境ビジネス推進フォーラムへの
参加

通年 - 商工政策課

しが新産業創造ネットワークへの参加 通年 － モノづくり振興課

滋賀県環境産業創造会議への参加 通年 － モノづくり振興課

滋賀バイオ産業推進機構への参加 通年 － モノづくり振興課

しが医工連携ものづくり産学官連携拠
点協力機関として参加

通年 － モノづくり振興課

地域の“ものづくり力”を活かした『滋賀
健康創生』特区地域協議会への参
加

通年 － モノづくり振興課

部局・課・グループ名連携事項

平成26年度の取組実績
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『滋賀健康創生』特区金融サポート・
ネットワークに会長行として参加（利子
補給制度融資３件）

通年 － モノづくり振興課

(3)企業誘致に関すること
滋賀銀行県外店取引先等の県内進
出に向けて、県職員との協働セールス
を実施

随時 県外店舗
県の施策に呼応した
滋賀銀行独自取組

栗東市の新駅跡地について、県新駅
問題・特定プロジェクト対策室と滋賀
銀行営業店との情報交換を実施

随時 県内店舗
県の施策に呼応した
滋賀銀行独自取組

立地情報等の情報交換会の実施 通年・随時 県庁会議室等 モノづくり振興課

滋賀県産業立地推進協議会への参
加

Ｈ26.5.14
Ｈ26.1.26

滋賀県教育会館
中会議室

モノづくり振興課

近江金石会への参加（産業立地推
進協議会会員として）

Ｈ26.8.26
Ｈ26.11.21
Ｈ27.2.6

コラボしが２１
ひこね市民文化プ
ラザ

モノづくり振興課

びわこ立地フォーラムの後援、参加企
業の募集協力

H26.11.26
ホテルメトロポリタン
エドモンド

モノづくり振興課

(4)中小企業の海外展開に関すること
県内企業向け「アジア展開セミナー」の
共催

H26.6
H26.12

コラボしが21
県の施策に呼応した
滋賀銀行独自取組

県が主催する「華南ネットワーク会議」
への参画

H26.5 香港
県の施策に呼応した
滋賀銀行独自取組

ベトナムビジネスセミナーの共催 H27.3 コラボしが21
県の施策に呼応した
滋賀銀行独自取組

海外における県事業への参加（ベトナ
ム経済ミッション）

11月
ベトナムホーチミン
市

観光交流局

県内における主催セミナーへの相互参
加

6月、12月 コラボしが２１ 観光交流局

FBC上海2014（日中ものづくり商談
会）の共催参加

9月 中国上海市 観光交流局
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(5)地産地消の推進および県産農畜水産
物等の販路拡大に関すること

「おいしが　うれしが」キャンペーンサポー
ター登録、取組成果発表会場の提供

通年 食のブランド推進課

地銀フードセレクションへの参加 H26.11月 幕張メッセ 食のブランド推進課

(6)観光の振興および地域のにぎわい創出
に関すること

「旅の地産地消」の推進（本支店に、
県、市町の観光パンフレットラックを設
置）

通年 県内・県外42支店 観光交流局

商店街活性化に関する意見交換を
行う「商店街ルネサンス研究会」への
参加

年2回程度 県庁内会議室 中小企業支援課

(7)公共施設の整備運営等における官民
連携に関すること

PPP/PFI協働勉強会の開催 H26.7 滋賀県庁
県の施策に呼応した
滋賀銀行独自取組

PPP/PFIセミナーの開催 H26.7 草津ビル
県の施策に呼応した
滋賀銀行独自取組

(8)環境保全に関すること アイドリングストップ運動の啓発 随時 店舗 温暖化対策課

ニゴロブナ・ワタカ放流事業への資金拠
出（県が出資する公益財団法人滋賀
県水産振興協会へニゴロブナおよびワ
タカの放流資金を平成19年度から毎
年、寄付いただいている。）

８月（寄付
贈呈式）

水産課

外来魚駆除釣りボランティア活動 琵琶湖政策課

ヨシの苗植えから刈取り、再利用まで
の実施、ニゴロブナ・ワタカの放流

11月～12月
近江八幡市、野
洲市

琵琶湖政策課
水産課

学校ビオトープへの助成事業 通年 県内全域 学校教育課

びわ湖環境ビジネスメッセへの出展 H26.10 県立長浜ドーム モノづくり振興課

(9)教育および子ども･青少年育成に関す
ること

滋賀県家庭教育協力企業協定制度
に基づく協定締結

通年 県内各店舗 生涯学習課

おうみしごと体験フェスタへの出展 11月
滋賀県立文化産
業交流会館、米
原市公民館

労働雇用政策課
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淡海子育て応援団協賛店への加盟 通年 全店舗 子ども・青少年局

子ども虐待防止のための「オレンジリボ
ンキャンペーン」への参加

11月 子ども・青少年局

教員の民間等派遣研修の受入れ 10月-12月 県内店舗 教職員課

(10)安全･安心に関すること
「子ども110番の店」として子どもの安
全を守る活動を展開

年間を通じ
て

県内各店舗
警察本部
生企課

振り込め詐欺被害防止への啓発活
動・未然防止対策実施

年間を通じ
て

県内各店舗
警察本部
生企課

サイバー犯罪に対する共同対処に関
する協定の締結

23年～ 滋賀銀行本店
警察本部
生活環境課

(11)その他県内産業の振興発展､地域の
活性化および県民ｻｰﾋﾞｽの向上に関する
こと

中小企業活性化施策の普及・浸透
(中小企業の活性化の推進に関する
条例に基づく各種施策の説明会等を
開催し、滋賀銀行の取引先サポート
体制を通じて中小企業の活性化を図
る)

2014/5/24

2014/6/19

しがぎん草津ビル

滋賀銀行浜町ビル
中小企業支援課

滋賀県制度融資取扱金融機関の継
続

通年 中小企業支援課

滋賀・びわ湖ブランドネットワークへの参
加

H26年度 企画調整課
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