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①令和 4年度「滋賀県企業支援金」の募集開始について 
 

【補 助 限 度 額】上限 200万円（補助率 1/2） 
 

【募 集 期 間】令和 4年 5月 9日(月)～6 月 3日(金)15時必着 
 

【対 象 事 業】滋賀県内で社会的課題の解決につながる起業及び Society5.0 関連業種

当の付加価値の高い産業分野での事業承継または第二創業 
 

【対 象 経 費】人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝

金、旅費、マーケティング費、広報費、外注費、委託費、その他必要と

認める費用 
 

【お問い合わせ先】公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 経営支援部 創業支援課  

朽木・加藤・榎まで  

TEL：077－511-1412  Mail：in@shigaplaza.or.jp 

詳細は公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ HP をご確認ください。 

https://www.shigaplaza.or.jp/hojokin-sogyo-220509-0603/ 
 

【企業支援金説明会】 

（日時・場所） 

5月 18日（水） 14：00～15：00   ※定員 15人 

 BizBase コラボ 21 滋賀県大津市打出浜 2番 1号 
 

 5月 19日（木） 14：00～15：00  ※定員 10人 

 米原 SOHO ビジネスオフィス 滋賀県米原市下多良 2-137 文化産業交流会館 4F 
 

【説明会申込方法】 

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ HPからお申し込み下さい。 

https://www.shigaplaza.or.jp/hojokin-sogyo-220513-220518-220519/ 
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②長浜ビジネスサポート協議会は、無料の経営相談窓口を開設しています 
 

【相 談 内 容】労務関係全般及び雇用調整助成金関連 
 

【相談対応者】滋賀県よろず支援拠点 コーディネーター 三橋 正樹氏 
 

【相 談 日】 
 

5月 6月 7月 8月 9月 10月 

 14 日（火） 12日（火） 9 日（火） 13日（火） 11日（火） 

24 日（火） 28 日（火） 26日（火） 26 日（金） 27日（火） 25日（火） 

 

11月 12月 1月 2月 3月 

8 日（火） 13 日（火） 10日（火） 14 日（火） 14日（火） 

25 日（金） 27 日（火） 24日（火） 28 日（火） 24日（金） 
 

【相談時間枠】①13:00～14:00 ②14:30～15:30 ③16:00～17:00 
 

【申 込 方 法】電話にて相談希望日の 1週間前までにお申込みください 

       TEL：0749-53-2770 
 

【お問い合わせ先】一般社団法人 長浜ビジネスサポート協議会 

         長浜市高田町 12‐34  TEL：0749-53-2770  

詳細は長浜ビジネスサポート協議会 HPをご確認ください。 

https://nagahamabiz.com/?page_id=370 

 

 

③滋賀県「新商品等パイオニア認定制度」の募集を行います！ 
 

滋賀県では、新商品の生産または新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しよう

とする中小企業等を「新商品生産等による新事業分野開拓者」として認定されています。 

認定した新商品等については、県が随意契約により購入できるほか、県によるＰＲ効果が

期待されます。（購入を約束するものではありません。） 

なお、本年度より、認定を受けた商品等に係る販路開拓や市場化を支援するため、「滋賀

県新商品等パイオニア認定商品トライアル支援事業補助金」を創設されました。 

（補助限度額 100千円以内、補助率 2/3以内）。（認定自体が、当該補助金の採択を約束する

ものではありません。） 

 このたび、令和 4年度認定対象者の募集を開始されましたので、お知らせします。 
 

【対 象 と な る 方】 

 次のいずれにも該当する方を対象とします。 

 （1）県内に主たる事業所を有する中小企業、企業組合、協同組合等の方（中小企業等経 

営強化法第 2条第 1項の各号に規定） 

 （2）新商品の生産または新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする 

   方 
 

【対象となる商品・役務】 

 次のいずれにも適合する商品・役務を対象とします。 

 （1）既存の商品・役務とは別個の範疇に属するもの、または既存の商品・役務と同一の 

範疇に属するものであっても著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属 

するもの 

 （2）事業活動にかかる技術の高度化もしくは経営の能率の向上または住民生活の利便の 

https://nagahamabiz.com/?page_id=370


増進に寄与するもの 

 （3）県での使用が見込まれるもの（但し、医薬品等の除外品あり） 

  ※本制度は、発売から 5 年以内の商品・役務を対象としています。 
 

【募 集 期 間】 

  令和 4 年 5 月 27 日(金)まで 
 

【募集案内・申請書等】 

 滋賀県のホームページから募集案内や申請書がダウンロードできます。 

 URL：https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/17972.html 
 

【お 問 い 合 わ せ 先】 

 滋賀県商工観光労働部中小企業支援課 商業支援係 

 電話：077-528-3731 

E-mail：fb00@pref.shiga.lg.jp 

 

 

④「グルメ＆ダイニングスタイルショー秋 2022」「東京インターナショナル・ギフト・ショ

ー秋 2022」の出展募集について 
 

【開催日時】 

第 32回グルメ＆ダイニングスタイルショー秋 2022（東京ビッグサイト） 

第 94回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 2022（東京ビッグサイト） 

令和 4年 9月 7日（水）～9日（金）10:00～18:00（最終日は 17:00）※3日間開催 
 

【補助内容】 

出展ブース費用 407,000 円（税込）の内 367,000 円を滋賀県商工会連合会負担 

残額 40,000円は県連から出展者に出展後に請求します 
 

【募集小間】（募集小間数：ＧＤＳ、ギフトショー併せて２小間） 

各１小間（予定）  3.0ｍ（間口）×3.0ｍ（奥行）×2.7ｍ（高さ） 

基本設備：三面木工システムパネル、パラペット、社名板、イス 2 脚 

※長机、照明等は別途オプションで申し込む必要あり（出展事業者負担） 
 

【対象商品】 

食に関する商品、ギフト雑貨に関する商品 
 

【応募条件】 

アンケートにご協力いただけること 
 

【その他】 

 その他の経費（交通費・宿泊費・備品レンタル費用・電気工事等）は出展事業所負担です 

 詳細はＨＰよりご確認下さい 

 ＧＤＳ    https://www.gourmetdiningstyleshow.com/32gds/index.htm 

 ギフトショー https://www.giftshow.co.jp/tigs/94tigs/index.htm 
 

【申込み先】 

 長浜市商工会・経営支援課まで 5 月 27 日（金）までにご連絡ください。 

TEL：0749-78-2121 
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⑤台東区産業フェア２０２２について 
 

＜目的・趣旨＞ 

東京都台東区では、区内の多様な産業の魅力を区内外に向け PR するとともに区内に事業

所を有する中小企業の販路開拓を支援する事を目的に「台東区産業フェア」を開催されてま

す。 

来場するバイヤー等とのビジネス商談や台東区民をはじめとする一般来場者への販売・PR、

台東区内の中小企業との交流等に取り組みたい姉妹・友好・連携都市からの事業者を募集さ

れます。是非ご活用下さい。 
 

＜開催概要＞ 

【日程】令和 4年 10月 13日（木）、14日（金）※搬入日：10月 12日（水） 
 

【場所】東京都立産業貿易センター台東館 7 階 

   （東京都台東区花川戸 2-6-5） 
 

【主催】台東区、台東区産業フェア実行委員会 
 

【出展対象者】 

（1）各都市に事業所を有する中小企業又はその団体 

（2）原則として最終商品を扱うもの又は IT・印刷業等に携わるもの 
 

【出展者数】全体で 5社程度 
 

＜募集概要＞ 

【ブースについて】 

1小間の大きさ：Ｗ2.68ｍ×Ｄ1.98ｍ×Ｈ2.1ｍ程度 
 

【費用負担について】 

・主催者が負担するもの 

（1）出展料 

（2）展示品、什器等の搬送費 

 ※今後、ご案内するＢＯＸチャーター便 1 小間につき 1往復分のみ 

・出展者に負担いただくもの 

（1）旅費交通費 

（2）人件費 

（3）出展装飾費 

（4）その他諸経費 
 

【お申込小間数】 

1自治体様につき 1小間～2小間。 

※全体のご応募数によって、ご希望に添えない場合がございます。 
 

【申込方法】 

長浜市商工会・経営支援課まで 5 月 25 日（水）までにご連絡下さい。 

TEL：0749-78-2121 

 


