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１．創業施策の普及

事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

創業意欲の喚起

各連携機関において、１か月単位で持ち回りの創業に関
するパネル展を実施し、創業意欲を喚起することをねらっ
た。また、市の広報誌においても、創業に関する特集を組
み、気軽に創業してもらえるよう、連携機関の紹介や創業
者の事例を積極的にＰＲした。

・各連携機関において、昨年度比で相談件数が順調に伸
びている。
・市においては、創業に関する補助金の相談が大幅に増
えている。

福井県小浜市、㈱日本
政策金融公庫武生支
店、小浜商工会議所、
小浜信用金庫、㈱福井
銀行小浜支店、㈱福邦

銀行小浜支店

パネル展の開催

日本政策金融公庫と商工会、市図書館と連携して創業に
関するパネル展を開催。公庫作成「創業の手引き」を配
布。会場は商工フェスタ、市役所ロビー、図書館エントラ
ンス。期間中、図書館では創業に関する特設コーナーを
設置した。

不特定多数に対して創業について周知する機会となっ
た。
図書館では、特設コーナーの設置にあたり、創業に関す
る図書を購入し、蔵書の充実を図ることができた。

福井県あわら市
あわら市商工会

日本政策金融公庫福井
支店

２．相談事業

事業名／キーワード 取組内容・工夫点 　
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

相談窓口
行政の相談窓口担当者と、商工会の指導員との連絡を
密にとった。

創業に至った相談者は、具体的な事業計画、前職からの
固定客があったこともあり、最初の相談からおよそ２か月
で法人格を取得。行政と支援事業者の連絡が密に取ら
れたため、スムーズな引継ができた。

福井県永平寺町

創業相談窓口
起業支援の専門家を配置し、相談者に対してハンズオン
支援を実施している。

平成26年度の支援対象者は31名、相談件数は延べ136
件、平成27年度の支援対象者は61名、相談件数は延べ
137件となっており、相談者数は順調に増加している。
また、創業塾受講生が修了後に個別相談に訪れるケー
スも多くあり、創業塾との連動も上手くいっている。

一般社団法人バイオビ
ジネス創出研究会
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

創業相談窓口

東近江市商工会の６支部に創業支援窓口を設置し、常
時創業相談に対応している。女性のための創業塾の受
講生が欠席した講座については、講座のテキストを元に
経営指導員が補講を行っている。創業者の事業計画に
対して、コーチング手法を用いて理念を明確にし、強みを
徹底的に洗い出すとともに商圏分析、損益計画、資金計
画の作成支援を通じてブラシュアップを図っている。

売上の積算根拠と原価計算の徹底が図れ実現可能性の
高い創業計画書が出来たことにより希望者には、すべて
日本政策金融公庫からの融資も実行された。平成２７年
度、創業促進補助金を２件申請し、２件とも採択を受け
た。

東近江市商工会

創業相談窓口
日野町では、創業に関する問い合わせや、来庁された方
を対象に相談記録をとっており、認定を受けたことによる
創業相談件数の把握に努めている。

町の単独事業である創業支援事業補助金（家賃補助事
業、店舗改修費補助事業）等の説明をすることにより、創
業希望者の意欲増大を期待している。

滋賀県日野町

創業個別相談

　京丹波町創業支援ネットワークの構成機関である京丹
波町商工会の経営支援員を中心に創業相談を行なって
いる。ターゲットの設定や事業コンセプトの構築、財務、
雇用・労務管理などのカリキュラムを設定し、創業までの
個別相談（伴走支援）を展開している。

　創業相談のうち個別相談件数５件。現在も伴走支援中
であるが、１，２年のうちに創業実現の可能性が高い。

京丹波町創業支援ネッ
トワーク

（京都府京丹波町、京
丹波町商工会、京都銀
行、京都北都信用金

庫）

出張相談会

　平成２７年度においてはトライアル的に実施。京丹波の
豊かな食材等の地域資源活用型起業を促進するため、
ターゲットを調理専門学校生に絞り、和洋菓子職人やカ
フェ開業を目指す若者や中高年世代の移住起業相談に
応じた。
　京丹波町のような農山村地域で起業する際のポイント
や移住起業者事例の紹介などのほか、生活情報や子育
て・教育環境など各種情報提供を行い、移住と起業の両
面の相談に応じた。

　京都市内の調理専門学校で実施。相談件数は５件あっ
た。
そのうち１件が、個別相談に発展している（現在も伴走支
援中）。

京丹波町創業支援ネッ
トワーク

（京都府京丹波町、京
丹波町商工会、京都銀
行、京都北都信用金

庫）

創業相談窓口

岸和田市では平成27年４月から岸和田創業支援ネット
ワーク（市、商工会議所、日本政策金融公庫、池田泉州
銀行、大阪信用金庫で構成）を構築し、相談者への情報
提供に取り組んだ。

窓口を設置することで、これまでほとんど相談のなかった
創業相談が31件になった。また、創業相談の中で融資の
相談になったときにネットワークを構成する金融機関を紹
介した。

大阪府岸和田市
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

創業相談窓口

日本公庫十三支店では、「創業サポートデスク」を設置
し、専門スタッフによる創業計画書の作成にかかる相談
や金融相談を行っている。また、初めて来店された方に
はフォローの電話を行い、より具体的な相談を受けてい
る。また、創業計画が具体化していない方や夜間・休日に
相談したいという方には、「大阪ビジネスサポートプラザ」
（大阪市北区）を案内し、専門スタッフによるきめ細かい
創業相談を行っている。

創業予定者は金融に不慣れであり、創業計画書の作成
に戸惑う方が多い。支店の「創業サポートデスク」や「大
阪ビジネスサポートプラザ」による相談対応により、相談
者の不安を取り除くだけでなく、実現性の高い具体的な
創業計画書を作成することができる。
（豊中市における平成27年度3月までの創業者数：41人、
相談回数：251回）

日本政策金融公庫
十三支店

創業相談窓口

融資など個別事案を目的とした創業相談者に対しても、
特定創業支援プログラム（経営・財務・人材育成・販路開
拓の４講座の受講）を提案し、幅広い創業知識の修得に
努めていただくようにしている。
具体的には、当所の創業相談窓口の専門家（中小企業
診断士）を通じて緻密な創業アドバイスを実施。SWOT分
析、商圏分析・競合分析を踏まえたコンセプトの設定を行
い、資金計画、損益計画、月次資金繰り表、月次アクショ
ンプラン等の作成支援をし、創業計画の精度・実現性を
高めるサポートを行っている。

荒削りな創業プランしかお持ちでなかった創業者におい
ても、特定創業支援事業を通じた緻密な創業アドバイス
の実施により、精度の高い創業計画書作りと知識の修得
に繋げることが出来た。
特定創業支援事業修了による特典（登録免許税の減免、
創業関連保証の特例、など）を目的としない方において
も、当所の特定創業支援プログラムを受講していただくこ
とにより、日本公庫からの創業融資の実行に結びついた
事案が数例あった。（定量的な金額は記載できないが、
当支援が無かった場合は、事業計画の精度の低さから
融資の実行に結びついていなかったと思われる。）

豊中商工会議所

創業相談窓口

大阪府が実施している、大阪の有望な起業家を発掘し、
その成長を支援する「大阪起業家スタートアッパー・ビジ
ネスプランコンテスト」において、当所では特定創業支援
プログラム（経営・財務・人材育成・販路開拓の４講座の
受講）での支援を要件に推薦機関となっている。
特定創業支援事業における豊中市独自の特典（メリット）
として、ビジネスプランコンテストへの推薦、ならびに応募
書類（ビジネスプラン）のブラッシュアップ支援を付加して
提供している。

特定創業支援事業を通じたビジネスプランコンテストに
は、これまで２名の推薦・支援を行ったが、うち１名が書
類選考を通過し、上位１０名の中に選出された。受賞者
は輩出できていないが、目標達成型の補助金支給がある
「大阪起業家スタートアッパー・ビジネスプランコンテスト」
への推薦サポートを行うことで、意欲溢れる起業家（相談
者）の掘り起しに繋がった。

豊中商工会議所
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

創業相談窓口

寝屋川市では、創業相談の窓口に経営指導の専門家７
名を経営支援アドバイザーとして配置し、創業前から創
業後まで創業希望者を一貫してサポートしている。アドバ
イザーは経営コンサルタント、中小企業診断士、商工会
議所一級販売士、社会保険労務士、公設試職員OB、大
手製造業OB等から構成され、創業時の様々な課題の解
決に寄与している。
市内創業希望者であれば、無料で何度でも相談でき、創
業後も継続して利用できることが好評を得ている。

創業計画書の作成や創業後の販促活動、資金繰りの計
画等幅広い相談に乗っている。
その結果、年間50名程度（創業後５年未満の者を含む）
の創業に関する相談がある。

大阪府寝屋川市

創業サポート総合相談
窓口

事業計画作成を中心に支援をしている。計画レベルの高
いものについては、創業補助金、小規模事業者持続化補
助金の活用を進める。また将来性の高い計画について
は、大阪起業家スタートアッパービジネスプランコンテスト
等に推薦していく。

創業補助金１件申請、１件採択。
小規模持続化補助金２件申請、２件採択。
大阪起業家スタートアッパー第５回ビジネスプランコンテ
スト １件推薦　７位入賞。

摂津市商工会

創業相談窓口

創業塾受講者の内、個別指導を希望された方、及び窓口
に創業相談に来られた方を対象に、創業融資申込や補
助金申請の為の創業計画書作成のアドバイスを行った。
相談者の経歴や自己資金などの現状をヒアリングし、資
金計画、損益計画などの作成を支援している。

創業資金に関わる相談から融資制度申込までを一貫し
て行うこと、また創業塾受講後のビジネスプランを活用す
ることにより、融資実行までの時間短縮と融資実行率の
向上が図られる。
前年度と比較して、融資実行件数は２倍近くに増加し、平
均の融資額も４９１万円から５６７万円に上昇している。

東大阪商工会議所

創業相談窓口

日本政策金融公庫では、専任の担当者が創業計画書の
立て方や融資申込の流れ・融資制度等について丁寧に
お応えする「創業サポートデスク」を設置している。また、
創業予定者向けの情報ツールとして「創業の手引」や「創
業ポイント集」を準備し、創業計画の策定支援を実施して
いる。当支店では、来店された創業予定者に対する創業
相談や創業計画書のブラッシュアップサービスを実施し、
金融支援のみならず、コンサルティングの面でも創業を
サポートしている。

左記の取組により、創業前及び創業後１年以内の方に対
する当支店の融資先企業数が、310企業（26年度）から
327企業（27年度、28年２月末時点）に増加した。

日本政策金融公庫
東大阪支店

個別重点相談事業
忠岡町商工会、町内金融機関及び日本政策金融公庫堺
支店と連携して、各窓口で個別重点相談事業についての
ＰＲを実施。チラシを作成し、新聞折込にてＰＲを実施。

９名に対して起業の個別重点相談を実施し、うち８名が起
業。

忠岡町商工会
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

開業支援コンシェル
ジュコーディネータ
（創業相談窓口）

・相談内容に最適なコーディネータを選択できるよう、専
門分野の異なる中小企業診断士資格を有するコーディ
ネータ（税理士・司法書士・社会保険労務士・IT導入専
門）を配置している。
・ホームページにコーディネータの出勤日とプロフィール
を掲載した。
・通常の相談時間10時～17時を、13時～20時にずらす夜
間相談日を設定している。
・初回利用の方には「特定創業支援事業」の説明を行
い、優遇制度および創業補助金の申請要件であることの
周知に努めている。

・創業実現までの課題を継続して指導し、伴走型で支援
できている。
・閲覧者が事前に相談内容に合わせたコーディネータを
選択して予約ができる。
・在職中などで昼間に窓口に来られない創業希望者の相
談利用が実現した。
・「特定創業支援事業」を知らなかった利用者の認知度が
上がり、26年度の証明書発行数を上回った。

(公財）神戸市産業振興
財団

創業相談
・支援機関内で共通の「相談票」（共通様式）を使用してい
る。

・創業者の情報連絡がスムーズに行われ、効率的な相談
ができた（創業者に同じことを何度も聞かずにすむ）。

日本政策金融公庫神戸
創業支援センター

起業相談

・相談員(中小企業診断士３人)の経歴等のプロフィール・
得意分野をホームページに掲載しており、相談希望者に
相談員を選んでいただける様にしている。
・継続して何度でも相談を行って頂く事ができ、また違っ
た視点からアドバイスを頂ける様、複数の相談員に相談
を行って頂ける様にしている。

・相談のミスマッチ(相談内容が、相談員の専門分野等で
ない為に、的確なアドバイスを受ける事ができなかった
等)を極力減らす事ができている。
・継続して相談を受けられる事により、事業プランのチェッ
ク・ブラッシュアップが行えている。
・複数の相談員の視点によるアドバイスで、より客観的か
つ幅広い情報等に基づくアドバイスが行えている。

SOHOプラザ
(神戸商工貿易セン

ター)

創業相談窓口

尼崎市、尼崎商工会議所、尼崎信用金庫が連携協定を
締結し、創業相談にかかるカルテや事業計画書を、相談
者の同意の上、3者で内容共有、また、それぞれの支援
可能メニューをカルテに加筆し、相談者が最初にコンタク
トした機関から後日、一括して相談者に対し、これらの情
報を提示している。

基本的な支援内容について、相談者は一回の相談で効
率的に把握することができるとともに、その後、他の機関
を訪問した際にも相談者の事業計画や悩み等の情報が
あらかじめ共有されているため、相談者は一から説明す
る必要がない。

兵庫県尼崎市
尼崎商工会議所
尼崎信用金庫

創業相談窓口

ワンストップ窓口の機能として、創業までの一連の流れを
説明するとともに、創業希望者のニーズが高い各種補助
金（国、兵庫県、加古川市等の創業に関する補助金）や
空き店舗等の情報を紹介している。

創業に対する機運の高まりや創業に関する補助金情報
の浸透等により、加古川市における相談件数が平成26
年度９件から平成27年度13件（2月末現在）に増加した。

兵庫県加古川市
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

創業相談窓口

三木市中小企業サポートセンター（H26年4月開設）では、
国・県等の中小企業支援機関での創業相談経験が豊富
で、総合経営専門家である中小企業診断士（認定経営革
新等支援機関）が創業者のビジネスプラン（事業計画書）
策定を支援するため、個別にきめ細かい創業アドバイス
を実施している。
特徴は、補助金や融資といった資金調達ニーズの高い創
業者に対して、個別ヒアリング、市場・商圏分析、競合分
析、SWOT分析（強み・弱み・機会・脅威）を行い、ドメイン・
コンセプト（誰に、何を、どのように）を設定し、それに基づ
いてマーケティング戦略、販売計画、商品PR、資金計画、
損益計画など、より実現性の高いビジネスプラン（事業計
画書）の策定を支援し、創業補助金や日本政策金融公庫
の創業融資の獲得につなげている。

創業者ごとにきめ細かい創業アドバイスをしているため、
より実現性の高いビジネスプラン（事業計画書）が策定で
きている。
創業相談の結果、創業相談件数（H26年度187件、H27年
度298件）、国の創業補助金の採択数（H26年度4件、H27
年度5件）、県の創業補助金の採択数（H26年度2件、H27
年度3件）、日本政策金融公庫の創業融資の実行数（H26
年度5件、H27年度11件）が増加傾向にある。

兵庫県三木市・三木市
中小企業サポートセン

ター

創業相談窓口
加東市庁舎３階にある商工観光課にて、創業相談窓口を
設置した。
“広報かとう”で、加東市住民に周知した。

創業支援事業を広く周知することにより、地域住民の意
識も高まり、創業相談も増加した。

兵庫県加東市

創業相談窓口

多可町では、多可町商工会と連携して創業支援に取り組
んでいるが、専門家のアドバイスが必要な場合、ひょうご
産業活性化センターよろず支援拠点サテライト相談所を
開設いただいているのでそちらに誘導している。月1回で
はあるが、適切なアドバイスや横断的な補助金の紹介を
していただき利用者には大変好評である。

創業に向けて専門家などのアドバイスを受け、説得力の
ある実現性の高い創業計画が作成できている。創業支援
は、本年度からの取り組みで成果はまだまだであるが、
徐々に成果が上がっている。

兵庫県多可町

ワンストップ窓口

ワンストップ窓口で創業者の情報を聞き取り、支援機関
に事前に伝えている。また、必要に応じて、創業者に対
し、どのような支援方法があるのか検討しながら支援機
関を紹介している。

創業者から市役所に連絡があった場合、詳細に創業内
容を聞きとり、支援事業者にその内容を伝えることによ
り、支援機関による相談時には、創業者の状況に見合っ
た情報を事前に準備し、提供できている。

奈良県葛城市

創業相談窓口
廃校になった校舎を活用したサテライトオフィスの紹介を
行い、事業所に困っている方のサポートを行っている。

町に相談に来た創業希望者にサテライトオフィスの紹介
をしたところ、現在２人が事業所として使用している。

和歌山県由良町
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３．創業塾・セミナー

事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

創業セミナーの開催
産業支援センターと連携し初めて創業セミナー（１回）を
開催。

当初は人数が集まるのか不安もあったが、市内外から20
代～60代までの男女12名が参加。グループワークを通し
て創業希望者同士がふれあうことで、新たな気付きや交
流が生まれた。

福井県あわら市
ふくい産業支援センター

（協力機関）

創業支援セミナー

「えちぜん女性のための創業支援セミナー」
平成27年度は土曜の午後に開催したこのセミナーでは、
講座６回、実践（模擬出店など）２回を行った。
家事・育児・介護等のワークライフバランスを維持しなが
ら、女性ならではの特性を活かした創業のノウハウの提
供を目的としたカリキュラムとした。
平成28年度は、受講者の裾野を広げるため、開催日を平
日の夜間に実施している。

平成27年度は、計23名の女性が受講した。
創業計画書の作成やPR方法など、創業にまつわる基礎
的な手法を具体的にレクチャーしたほか、女性ならでは
の意識・心がけ等についても講師からレクチャーがあっ
た。また、実践としてイベントへの模擬出店を行うことによ
り、机上論だけでない経験を積むことができた。
また本セミナーを通して、受講生と各支援機関との交流
ができ、創業や経営相談へ繋げることができた。セミナー
修了後に有志の会が発足され、創業や経営改善に向け
て意見交換や学習会を行うなどの女性起業家の繋がりを
育むことができた。

福井県越前市

創業塾

　主体事業者である一般社団法人バイオビジネス創出研
究会と地域の商工会議所及び商工会が連携し、「ながは
ま・こほく創業塾」を基礎編と応用編に分けて実施してい
る。
　基礎編では、創業にかかる基礎知識を、最初にゲーム
で経営イメージや感覚を掴んでから具体的な知識（事業
計画書／財務／労務　など）を学べるようにしている。ま
た、27年度は、26年度に受講した卒塾生の経験談を聞く
授業も取り入れ、受講生自身の創業プランをより具体的
にイメージできるよう取組んだ。
　応用編では、基礎編より一歩進んだ内容（ブランドマー
ケティング戦略・経営戦略・会計的思考力　など）を、少人
数制のワークショップやゼミ形式で学ぶ授業を実施した。
講師は主に地元出身の専門家に依頼しており、授業内
容に身近な話題を取り上げるなどし、受講生にとってわ
かり易い授業になるように心掛けた。

　平成26年度受講生の延べ人数は126名、平成27年受講
生の延べ人数は117名と多くの方に受講いただくことがで
きた。
　基礎編と応用編を連動して実施することで、基礎編修了
後に起業に向けてより本気度の高い方が応用編も継続し
て受講いただくことができ、奥行きのある授業を実施でき
ている。応用編受講者のうち、基礎編からの継続者は、
平成26年度で51％、平成27年度で63％と高い比率となっ
ており、基礎編と応用編が上手く連携できている。
　また、同じ意識を持った者同士が一緒に学べる場は、
仲間づくりの場としても有効であり、修了後も受講生同士
で定期的に連絡を取り合い情報交換が行われている。
　加えて、平成27年度には卒塾生を対象とした、情報交
換やネットワークづくりを目的とした茶話会を開催し、気
軽な雰囲気で受講生同士の意見交換や今後の創業塾へ
の要望なども伺うことができた。

一般社団法人長浜ビジ
ネスサポート協議会

一般社団法人バイオビ
ジネス創出研究会
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

創業塾

全５日間、毎回１０時～１６時、日曜日開催の創業塾を開
催。
近隣で活躍されておられる税理士・行政書士・社会保険
労務士・弁護士といった様々なジャンルの講師陣で開
催。
また、２日目の講座終了後に、受講者同士と講師陣・事
務局との交流を深めるため、交流会を実施。

定員３０名に対して、３０名の受講生が集まりました。
交流会を開催したことで、一気に雰囲気が和み、最後に
は受講生間で任意ではありますが、「１期会」という集まり
を結成されました。

栗東市商工会

女性のための創業塾

　「女性のための創業塾〜小さなお店の開き方」をテーマ
に、雑貨店、カフェ、美容サロンなどの小さな店の開業を
目指す女性を対象に開催。毎年６月から８月までの期間
の日曜日、毎回１０時から１６時までの６日間（フォロー
アップ相談会別途２日間）開講し、主婦、学生、ＯＬなど毎
年３０人前後が参加。
　子育て中の女性でも受講できるよう保育士を置いた託
児所を設けている。また、ICレコーダーに講義の内容を録
音して視覚障害を持った女性も参加できるようにしてい
る。
　受講生の平均年齢に合わせて親近感がもてるよう、講
師陣もすべて３０～４０歳代の女性の各分野の専門家の
布陣にしている。東近江市商工会の女性職員も１コマを
担当。修了後、受講生同士の交流を深めるために交流会
を開催。

　過去４年間で、１００名の女性が受講し、飲食店や、美
容室、エステサロン、学習熟塾、ネイルサロン、行政書士
など様々業種で３２名の女性が開業。その他３名が現在
H２８年開業準備中。その準備中の３名の内、１名は視覚
障害を持った女性である。
　創業塾修了後の受講生アンケートでは、毎年満足、大
満足が９割を超える高評価を得ている。東近江市商工会
の女性職員も１コマを担当することで、支援機関の顔が
見えるようになりLINE等での信頼関係を築け、相談しや
すい環境を築くことが出来ている。

東近江市商工会

創業セミナー

延べ４日間毎回９時３０分から１６時まで土曜日開催の創
業セミナーを無料で開催した。講師には、税理士や中小
企業診断士、特定社会保険労務士等の専門的講師をあ
て、創業を目指す受講者にわかりやすく説明された。最
終日には個別相談会を設けた。

即時に起業を考えておられない受講生にも専門的知識
が教授され、基礎知識の向上が図れた。個別相談会で
は、個々のケースに沿った的確なアドバイスがされた。

日野町商工会

起業セミナー

　全６回、毎回１０時～１７時、土曜日開催の創業セミナー
を開催。内容は、受講生が仮想会社を立ち上げてロール
プレイングで会社経営を体験するビジネスゲームをはじ
め、経営戦略や財務会計、法律知識、販路開拓などの基
礎知識を学習した。
参加体験型講座や受講者交流会などを取り入れ、受講
者同士の交流や講師等との人脈形成にもつなげた。

　京丹波町では初開催。１６名が受講。
　京丹波町へのUJIターン起業希望者など町外在住者の
受講も受け入れた。今後、移住やUターンして起業する受
講者にとっては、事前に横のつながりや町の様子を知る
機会となり、スムーズな移住へのきっかけづくりともなっ
た。

京丹波町創業支援ネッ
トワーク

（京都府京丹波町、京
丹波町商工会、京都銀
行、京都北都信用金

庫）
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

とよなか創業ナビ
セミナー

平成27年度は、とよなか創業ナビ主催の創業セミナーを2
回開催（12月16日：福祉のしごと起業セミナー、3月28日：
飲食店の起業セミナー）。主な内容は、日本公庫からの
融資制度の説明や創業計画書の作成ポイントと、先輩創
業者からの創業に至る経緯や取組内容を説明するもの
である。同じ創業をめざす受講者同士の交流を図る観点
からセミナー終了後は交流会を開催するケースもある。

創業セミナーの受講は創業のための基礎知識や”気づ
き”を得ることができ、創業準備を円滑に進めることがで
きるという効果がある。また、創業予定者はどこに存在す
るかがわからないため、創業セミナーは創業予定者に日
本公庫等を広く周知できる面があり、創業促進に大きな
効果があると考えている。
福祉のしごと起業セミナーにおいては、発表者の事業内
容や取り組み内容にいい意味で影響を受けた参加者が
多数であった。今後の福祉事業者や起業志望者のネット
ワークの拡大につながった。また、発表者自身も創業２年
後以内の起業家であった。発表をきっかけに引き合いや
成約が多数あったようである。
飲食店の起業セミナーにおいては、「先輩起業家から起
業後の良い面だけでなく、事業を継続するうえで苦労され
ていることなど、実体験が聞けたのが興味深かった」とい
う声があった。

大阪府豊中市
豊中商工会議所

日本政策金融公庫
十三支店

とよなか起業・チャレン
ジセンター

セミナー事業

当センターでは、起業家や経営改善に意欲のある事業者
向けにスキルアップを目的として、さまざまなテーマのセミ
ナーを年間約20回程度実施している。セミナーの際に
は、入居起業家等に講師を依頼することを心掛けてい
る。今年度は５名の起業家を講師として依頼。面談のな
かで相談を受けている「新規で参入したい事業」や講師と
して登壇することで「営業につながる」と後押しを行ってい
る。

講師として登壇した起業家の中には、新規のビジネスに
つながるケースが出てきている。「こどものプログラミング
教室」に新規参入をめざす起業家には、当センターのセミ
ナーに登壇後、他から同様の依頼を受けるケース（３件）
が出てきている。

とよなか起業・チャレン
ジセンター
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

女性創業塾

　吹田市と吹田商工会議所との共催事業。
　当事業については、主に吹田市の男女共同参画セン
ターと吹田商工会議所が協議を重ねて、企画・運営を
行っている。
　「Ｄear　本気ＷＯＭＡＮ、創業支援塾」と題して、子育て
中の女性も受講しやすい平日の午前中に全７回のカリ
キュラムで開催。起業への様々な想いを持つ女性の技術
や特技等を活かした自己実現・社会参画・創業へのビジ
ネススキルを習得するための支援を行っている。
　限られた時間の中で、講義だけではなくグループワーキ
ングや講師も交えた交流会を設けることで、受講者及び
講師からの意見、アドバイスにより課題解決に向けた議
論が深まり、起業意識の醸成につながっている。
　受講者には、「保育」や「手話通訳」の希望を伺い、子育
て世代及び障がい者の方が受講しやすい環境を整えて
いる。

・定員３０名に対して、昨年度は３８名、今年度は４７名の
受講者で女性の起業意識の高まりを感じる。
・商工会議所との共催により、受講者は創業塾終了後に
おいても引き続き、起業に向けた事業計画、資金計画、
融資等の専門的かつ的確なアドバイスを、商工会議所か
ら個人的に受ける機会が確立されたことにより、確実な
起業につながっている。
・受講者に、市をはじめ国等の創業支援への補助金、起
業家交流会、セミナー等への情報提供を行っている。

大阪府吹田市
吹田商工会議所

女性創業塾

　５日間・全１０講座、毎回10時～15時30分、金曜日開催
の女性創業塾を開催。
　内容は「女性起業家の心構え」・「ビジネスプラン立案①
②③」「ＳＮＳを使った販促」・「融資申込のチェックポイン
ト」・「資金作り」・「会計基礎知識」・「税務法務基礎知
識」・「ビジネスプラン発表」。
　専門講師による講義のほか、参加者によるビジネスプ
ラン検討を行った。
　同じ創業をめざす受講者同士の交流を深めるため、ＳＮ
Ｓ上にグループを作成するなど起業家コミュニティを形成
する工夫をした。

　定員20名のところ申込者数24名も、最終的に自治体の
認定証発行要件を満たす必要講座数を受講できた参加
者は13名、最終講座でビジネスプラン発表に至った参加
者は15名に留まった。
　専属の講師による講義で細かな部分まで指導すること
ができ、知識の蓄積や各種融資等制度の理解に繋がっ
た。
　受講生アンケートでは、8割が「非常に満足」とし、今後
定期的な起業相談窓口ができた場合には利用を希望す
ると回答された。

松原商工会議所

創業セミナー

女性のみを対象とした創業セミナー「起業家の卵ミーティ
ング」を実施。スタッフや講師もすべて女性で運営。全５
回。まだ具体的な創業のアイデアがない方でも、自分に
できることややりたいことを形にできるようにしている。

すべて女性だけということもあって、参加者同士・参加者
と講師が自由に意見交換できるようになり、交流が生ま
れるなど良い影響が出た。

大阪府大東市
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

創業セミナー

　「女性のチャレンジを応援！理論ではなく感じてみる創
業セミナー」を特定創業支援事業として、事業計画、販路
開拓、財務、労務のテーマ全４回開催　時間は10：00〜
12：00。
　３グループに分けて、仮想店舗をグループワークで仮想
経営していくスタイルで開業、広告宣伝、資金繰り、従業
員雇用をしていく中で各グループのお財布が最終どうな
るか比較して実感してもらう。

　摂津市立男女共同参画センターと共催、２７名参加で満
足度は良かった、どちらかといえばよかったが全体の９
５％だった。
　対象を女性にしたため、グループワークで仲間意識も
出てきて、活発になり色々なアイデアが出てきた。また、
講師も女性２名だったので、共感が得られたのではない
かと思う。

大阪府摂津市
摂津市商工会

東大阪あきんど塾
（創業セミナー）

中小企業診断士が全１０回の講義の後、アドバイザー派
遣と称し、面談形式で開業や経営力向上のための個別
相談に応じている。

平成２７年度は受講生１３人中創業希望者が６人。うち一
人は、複数回のアドバイザー派遣を経て平成２８年に開
業にこぎつけた。

大阪府東大阪市

創業塾

　今年度は８月に学生向け、１２月に女性向け、２月に一
般向けとして合計３回の創業塾を開催した。（それぞれ１
０時～１５時で４日間の開催）
　メイン講師（中小企業診断士）にはビジネスプラン作成
の為の座学とグループワークを担当して頂いた。
　スポット講師として、税理士などの専門家を招き、より具
体的な税務、労務、販促、資金繰りなどの講義をして頂い
た。
　また、先輩起業家による創業の心構えや成功事例につ
いての講義がなされた。
　ビジネスプランの発表も行い、メイン講師や受講者から
の評価を受け、自身のビジネスプランが通用するか試す
事の出来る場を提供した。

　女性向け創業塾では、受講者の殆どが女性だった事も
あり、受講者同士の連携が進み易く、互いに共感と刺激
を受けることができたとの声が多かった。女性のメイン講
師による比較的易しい内容の講義も好評の要因となった
と思われる。
　他の創業塾ではグループワークにて情報交換や共有す
ることにより、新たな気付きやビジネスプランの改善が生
じたとの意見があり、８割以上の方が創業意欲が高まっ
たとの回答を得た。
　スポット講師の評価も概ね高く、専門的な情報を欲して
いる受講者のニーズに応える事ができた。また、先輩起
業家の講義は受講者に近い目線となり、参考になったと
の声が多かった。
　ビジネスプラン作成が進まず、発表できなかった受講者
もいたが、評価する側に回る事により、今後のプラン作成
の参考になったとの声もあった。

東大阪商工会議所

創業応援セミナー
（創業セミナー）

毎年９月の第３木曜日の15時～17時半、東大阪商工会
議所において「創業応援セミナー」を開催。内容は３部構
成であり、第１部は共催先である近畿税理士会東大阪支
部所属の税理士による「資金繰り講座」、第２部は地元東
大阪市内企業の社長による「創業体験談」、第３部は「当
公庫の創業支援」として、各テーマを講演形式により実施
している。

東大阪市内の他の創業支援事業者と連携・協力して実
施することにより、参加者に対する他のセミナー案内やイ
ベント周知等のアフターサービスが可能となっている。一
方、参加者につき、26年度は定員の40名を上回る51名で
あったが、27年度は27名と減少した（ただし、東大阪市在
住・在勤の方の割合は高まっている。）。

日本政策金融公庫
東大阪支店
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

創業支援セミナー
（創業セミナー）

３日間連続セミナーを夜間に開催した。
講師に税理士を迎え、『創業のいろは』として創業の基本
セミナーを行った。
資金調達にかかるカリキュラムにおいては、認定連携創
業支援事業者である日本政策金融公庫と連携した構成
とした。

創業の基本セミナーであったため、その後に開催される
特定創業支援事業である東大阪商工会議所主催の「創
業塾」へステップアップできるように開催時期・内容等を
構成した。特定創業支援事業への橋掛かりになったので
はないかと思われる。
また、満足度アンケートの結果は５点満点中４．５８点とい
う高い評価を得た。

東大阪市産業創造勤労
者支援機構

創業セミナー
７月、９月、１２月の３回、日曜日の午後１時から販促、税
務、融資、労務について１日で身につけていただける「１
日でわかる起業セミナー」を実施。

２２名の参加者があり、うち１名が創業。アンケートでの満
足度（３回平均）については５段階で４．３であった。

忠岡町商工会

創業セミナー

・女性創業者を対象としたセミナーを開催。
・受講生が全員女性であるため、セミナー講師２名も女性
中小企業診断士にしている。
・過去のアンケート結果より、グループワーク等の参加者
同士の交流の場を増やすようにしている。
・セミナー終了後に個別相談会を実施している。

・講師も女性であり、聞きやすかったと好評であった。
・グループワーク等で、参加者同士のコミュニケーション
のきっかけとなり、同じ志を持つ『仲間』ができたと好評で
あった。
・個別相談について、用意していた相談枠（6枠）が、応募
一週間で埋まってしまい、ニーズの高さを感じた。

日本政策金融公庫神戸
創業支援センター

起業セミナー

・事業計画書の作成セミナーを年2回開催。一方通行の
講義のみでなく、受講者同士のディスカッションの時間を
多く設けているのが特徴である。
・セミナーの成果発表の場として、ビジネスプランの発表
会を実施している。

・受講者同士のディスカッションを通じて、様々な経歴・経
験・考え方もっている他の受講者より客観的な感想・意見
などを受ける事により、各受講者の事業プランの見直し・
ブラッシュアップにつながっている。

SOHOプラザ
(神戸商工貿易セン

ター)

創業塾

従来の一般向けの創業塾に加え、平成27年度から女性
向けの創業塾も開催した。一般向けと同様、創業計画書
の作成、税制、融資制度等の説明も行ったが、女性なら
ではの感性を活かしたビジネス内容の組み立てや、強み
の発見、PR等に重点をおいて講義を行った。

従来型の創業塾では、なんとなく参加をためらっていた女
性が参加する効果があった。塾終了後も、女性同士で、
忘年会を開催したり、フェイスブック等で連絡を取り合い、
お互いの事業の進捗状況や他の創業支援サービスの情
報共有を行っている。

尼崎商工会議所
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

創業塾

全４回土曜日、１３時～１８時開催の創業セミナーを開
催。
内容は、①販売促進②ビジネスモデル作成③創業マー
ケティング等。進め方として、講師の説明を聞くだけの内
容に傾斜する事のないよう、受講者参加型のメニューと
するため、可能な範囲でグループワークを取り入れた。
また講義の最終日には個別相談会を設け、各受講者が
個別案件を専門家に相談できるよう対応。
加えて講義最終日に創業を目指す者同士のネットワーク
関係を構築する事を目的とし交流会を開催した。

グループワークを多く取り入れる事で、受講者が互いに
創業計画内容の妥当性や現実性を客観的に判断しなが
ら、創業計画の精度を高める事が出来た。また創業塾修
了後の受講生についても、商工会議所が本来持つ経営
指導業務としてフォローを図り、支援を継続している。
加えて受講者に実施したアンケートについて、講義内容
を１０段階で評価してもらった結果、全４回を通して高い
評価を受けた。
（全平均評価：講師について８．８点、カリキュラム構成に
ついて８．５点）

加古川商工会議所

創業セミナー

三木市では、市と認定連携創業支援事業者がそれぞれ
が主催者として、年4回シリーズ（計17回）で創業セミナー
を1年を通じて実施している。
創業予備軍を発掘し、創業セミナーへの参加を促進する
ため、市の広報誌・HPに加えて、市内全域を対象に新聞
折込広告を採用しいる。

三木市は人口8万人程度の地方都市であるが、市の広報
誌・HP、新聞折込広告の結果、定員20名に対して、参加
者は平均20名を上回っている。
・6月～7月　吉川町商工会（H26年度14人、H27年度14
人）
・8月～9月　三木商工会議所（H26年度21人、H27年度25
人）
・11月～12月　兵庫県信用組合（H26年度20人、H27年度
23人）
・1月～2月　三木市中小企業サポートセンター（H26年度
18人　H27年度　20人）

兵庫県三木市・三木市
中小企業サポートセン
ター・三木商工会議所・
吉川町商工会・兵庫県

信用組合

創業塾

開業間もない社会保険労務士に講師をお願いし、自身の
苦労話を交えながら講義をしてもらった。
また、補助金を活用して開業した2人に体験談や苦労話
をしてもらい、質問時間を設けた。

創業希望者は開業を身近に感じることができた。 高砂商工会議所
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

創業塾

連携先である加東市商工会にて開催した。
内容は、全５回（平成28年1月13日から2月10日まで）
毎週水曜日　午後7時から午後9時30分まで
受講料5,000円
近隣市町村の取組が、土日の昼間に開催されていたた
め、平日の夜間開催とした。
事業計画書の作成を目標に、経営知識・財務知識・人材
育成・販路開拓を各専門講師から指導いただき、最終日
は加東市商工会の経営指導員５名の付き添いのもと、計
画書を作成した。

参加者２１名　修了証書発行者１８名
【効果】
グループワークでは、『様々な意見が聴け、ニーズの捉え
方がわかった』などや事業計画書を策定する際には、『考
えを文章化することで整理できた』などの感想をいただけ
た。
【成果】
現在、平成28年内の創業に向け、４名の参加者が開業準
備に取り組んでおり、相談および支援を続けている。

加東市商工会
兵庫県加東市

創業塾

全4回、毎回10時～12時、土曜日開催の創業塾を開催。
内容は、地域資源を活用した六次産業化論を基本に、グ
ループワーキングを取り入れて販路拡大論等を行った。
また同じ創業をめざす受講者同士の交流を深めるため、
交流会を実施し、起業家コミュニティを形成する工夫をし
た。

グループワークを行うことで、受講者の仲間意識が強くな
り、お互いに創業に向けた意見・情報交換を行うなど意識
と自覚を持つことが出来た。また、事業計画案の具体的
に強みや弱みを把握して具体的な事業計画を作成するこ
とができた。
その結果、受講生アンケートでは、「非常に満足」が約９
割だった。

兵庫県多可町

創業ゼミ

平成２７年度に創業セミナーを全４回、６月２０日～７月１
１日の土曜日に１０時～１６時に開催した。午前中は座学
を中心に、午後からは、事業計画の立案等の実習形式を
取り入れた。受講者同士の交流を深めるため、毎回各自
の席を入れ替えて実施した。また、グループワークも常に
新しい班で意見交換ができるようにした。そして、利益を
生み出す方法だけでなく、ビジネスをする意味や商売を
通じて他人の役に立つことを専門家から指導することで、
創業することの意義を感じてもらえるよう工夫した。

終了後の受講生アンケートでは、95％以上が「満足」と回
答し、また、参加者のうち、町内での創業された方が１
名、創業および創業補助金の申請を検討されている方が
１名の成果となった。いろいろな意見を持った方とグルー
プワークをしてもらうことで、自らのビジネスプランを省み
る機会を提供することができ、また、参加者間の交流が
深まった。

播磨町商工会
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

創業体験講座・創業ス
クールの開催

スクールへの勧誘を目的とした体験講座を１回実施。２時
間。創業スクールは、ベーシックコースとして、８月～９月
に土日に全５回９：００～１６：００で開催。２８名の参加が
あった。さらに、女性コースとして１０月～１１月の土曜に
全５回９：００～１６：００で開催。２３名の参加があった。

当会は個別事業者や地域活性の支援も含め数多くの支
援を展開実施しており、あらゆる支援領域において力量
のある専門家を数多く有している。創業した際の第１段階
として、認知度を上げる事がとりわけ重要であるので、プ
ロモーション、情報発信については、多くの専門家から力
量のある講師を吟味して選定した。また、先輩創業者の
体験談には本会の創業支援を受けて創業した者の中か
ら適任者を選定し、本会の創業支援を受ける者のネット
ワークづくりも意識しカリキュラムを作成した。
講師選定では、常に相談できる環境や受講した内容を後
日でも質問できる体制が理想的であるし、創業に関して
助言すべきポイント、留意点に一貫性を持たせる事も重
要。よって、創業支援実績が豊富で経営支援全般に力量
のある講師を１名メイン講師として選定し、毎回スクール
に出席いただき、スクール全体を通しての受講生のフォ
ローアップに対応していただいた。商工会連合会と商工
会での共催という事で、相談内容に応じて他機関との連
携も可能であるし、メイン講師を通じていろんな専門家と
も連携した支援を受ける事が可能である。つまりは、ス
クール開催中に起こるであろういろいろな相談や質問に
ワンストップで答える体制を心がけ講師選定をした。

当会ではこれまでも創業希望者の支援を積極的に展開し
ています。好評をいただいている女性創業塾や創業ス
クールは今年も募集開始からすぐに問い合わせがありま
した。セミナー以外にもたくさんの個別相談に対応させて
いただいています。
　社会に貢献しながら自分らしく働きたい女性の起業やプ
チ起業が注目を浴びています。特に、女性の場合、結婚
して母親になってからも学校や会社勤めで培った知識や
経験を活かして、自分らしく輝きたいと思っている方は非
常に多いですし、自分自身が笑顔で過ごす働き方の一つ
の選択肢として起業が注目されており、そのような方への
アプローチと、選定した女性講師の効果が、参加者数の
数にあらわれたと思います。

講義の中では、参加者を４～５名のグループ分けし、グ
ループワーク形式のカリキュラムを入れることで、他の受
講生の考えを共有したり、自身の刺激にもつながるように
工夫した。またスクール同窓生としてのネットワーク作り
の輪がひろがった。

スクール全体の成果としては、昨年度に引き続き、今年
も、全国で開催された地域創業促進支援事業（創業ス
クール）におけるスクール１０選に当会の女性コースが選
出された。
また、第２回全国創業スクール選手権において、当スクー
ルのベーシックコースから中小企業庁長官賞（インバウン
ド特別賞）の受賞者を輩出した。

大和郡山市商工会・
奈良県商工会連合会

15



事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

ITを活用した情報の共
有とスクール卒業生へ
の情報発信

スクール運営では、大和郡山商工会と奈良県商工会連
合会の共催という形式をとっているため、受講者との最初
の接点となるエントリーの場面でトラブルが起きないよう
にDropboxを活用し、リアルタイムのエントリー状況や各
種情報の「共有」ができる様に工夫した。
受講者の満足度を計るポイントとしてワンストップで素早
く質問、相談に対応することが重要であると考える。認定
支援機関である我々商工会、商工会連合会として経営指
導員がスクール開催中の質問、相談に常時応ずる体制
を整え受講者満足度の向上に努めた。
 　また、受講者のフォロー策として、スクール終了後から
が実創業へ向けた伴走型支援の本番という意識で、メイ
ン講師及び商工会連合会、開催地商工会の経営指導員
が受講生のその後の情報の共有とチーム支援に努めて
いる。現在、実際にフォローアップ支援を継続実施中であ
り、奈良県商工会連合会専門家派遣制度の活用を行い5
回、経営指導員による個別相談を1５回程度実施してい
る。また、H26補正予算の成立を受け創業補助金や小規
模事業者持続化補助金などの創業者、小規模事業者向
けの施策が拡充されているので創業予定者や実際に創
業された方々に有益な情報を奈良県商工会連合会の創
業支援Facebookグループを活用して積極的に情報発信
を行っている。

昨年度、共催のそれぞれの団体での受付窓口を設けた
ことで申込者とのトラブルが一部あったことの反省から、
今年度は、窓口を統一するとともに、申込状況の共有を
はかったことで、申込みの際のトラブルは一切なく、ス
ムーズにスクール開催をおこなうことができた。
こういった創業スクールでは、受講後のネットワーク作り
は、個々の受講生まかせになることが多いが、当会で
は、これまでの創業塾の卒業生を含めた創業支援フェイ
スブックグループを作ることで、創業者の店舗情報、商品
情報、求人情報、BtoB情報などを、グループ内で活発に
情報発信してもらい、交流を深めてもらっている。
創業予定者にとっても、経営者の生の声や情報を聞ける
場として有効に活用している。

大和郡山市商工会・
奈良県商工会連合会

創業塾

起業に必要なノウハウを短時間で学べ、国等の補助の適
用を受けるための特定創業支援事業の習得も可能とし
た。また、市内の企業家たちとのネットワークの構築や起
業後においても商工会・メンターなどの企業家からサポー
トを受けられるように調整を行った。

平成２７年度は前年度の講義形式から、全６回の講義及
びグループワークとした。１２名の創業希望者と市内の企
業家などが参加した。なお、企業家などがメンターとして
参加したことにより、現実的なマーケティングやビジョンな
どを意識した事業計画書を作成することができ、効果的
なプレゼンテーション行うことができた。内3名の起業家が
上記の補助金を活用し、創業に至った。

香芝市商工会
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４．補助金・助成金

事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

スモール・ビジネス支
援事業補助金

平成27年4月に創業者を対象とした補助金を創設。上限
150万円、補助率3分の2。創業者が女性や高齢者の場合
には、2年目・3年目の補助金あり（2年目50万円・2分の
1、3年目30万円・3分の1）。ワンストップ窓口である商工
会を通じて申請し、創業後は商工会の会員になることが
条件。

当補助金を使った創業は5件（内、第二創業1件）。平成
27年度は補助金申請者の他にも創業が相次ぎ、市内で
は13～15件の創業があった。
市への創業に関する相談件数も増加し、ワンストップ窓
口である商工会へつなぐことができた。

福井県あわら市
あわら市商工会

創業支援事業補助金
（店舗等改装費）の創
設

新たに市内で創業する人に対して店舗等改装費補助（2
分の1補助、上限150万円）を創設し、創業しやすい環境
づくりに努めた。

創業セミナー及び創業相談を商工会議所にて受講した11
人が補助を受けて創業した。

大阪府岸和田市

商店街地域活性化事
業

貝塚市では地域住民から求められる商品やサービスの
提供が可能な事業者に対し、市内の商店街の空き店舗
等への出店を促進することにより、市内商店街のにぎわ
いと活性化を図ることを目的とした「商店街地域活性化事
業」を実施しています。
具体的には対象となる商店街の出店に対し、店舗改修に
係る経費（上限150万円）及び家賃（上限7万5千円・36か
月分）の補助を行います。

市ホームページ等で補助金制度の周知を行うことによ
り、創業を希望する相談が多数寄せられ、効果的な創業
希望者の掘り起しが行えた。

大阪府貝塚市

空き店舗活用促進事
業補助金

商店街が空き店舗を借り上げ、商店街の魅力を高める店
舗を開設する際の支援・補助金交付（改装費補助および
家賃補助）を行う。
補助金交付に加え、開業にあたって、開業希望者の収支
計画や意欲や思いなど、外部専門家を交えた形でヒアリ
ングによる審査を行う。また、開業後も営業面でうまく軌
道に乗ることができるよう支援することを目的に、交付決
定された団体（開業予定者）に対して経営に関するアドバ
イザー派遣（年間3回限度）を実施している。

過去5年（平成23～27年度）の実績に目を向けると、当該
補助金を利用して開業した8店舗のうち7店舗と、全体の
87％にあたる店舗が現在も営業を継続している。

大阪府東大阪市

単独事業による支援
町内で新たに起業・創業する方を対象とした補助事業を
実施している。（店舗等工事費など、限度額：1年目150万
円、2年目50万円）

国・ひょうご産業活性化センターの事業に該当しない町内
の新規起業・創業者を対象とすることで、創業支援事業
を補完している。

兵庫県佐用町
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

創業促進事業補助金

市内での創業を促進し、事業の創出による地域経済の活
性化及び発展につながることを目的として、新たに事業を
計画している者に対し、要綱で定めた書類を提出できる
補助対象者に予算の範囲内で交付する。なお、交付要件
として特定創業支援事業の習得を盛り込むことにより、最
大限の効果を得られるように工夫を行った。

平成２７年６月受付開始から２０件程度の補助金に関して
の問い合わせがあり、そのうち８件の申請を受付をし、す
べて創業に至りました。≪参考≫（日本標準産業分類）
【洗濯・理容・美容・浴場業】：2件、【飲食店】：3件、【その
他の教育，学習支援業】：2件、【専門サービス業（他に分
類されないもの）】：1件

奈良県香芝市

５．交流会

事業名／キーワード 取組内容・工夫点 　
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

女性起業家メンター
ミーティング

平成２７年度に、市内で活躍する先輩女性起業家３名
に、起業をめざす女性への助言者「堺市女性起業家メン
ター」を市が委嘱し、メンターと起業支援の専門家（中小
企業診断士）がグループのコーディネーターとなり、起業
にむけた課題解決に取り組む少人数グループ制の勉強
会を４カ月間にわたり開催した。

本事業を通じて、起業をめざす女性の交流グループが生
まれ、事業終了後も定期的に集まり近況を報告しあう等
自発的な活動が継続されている。また、事業終了後現在
（約３カ月間）までの間に参加者１６名のうち２名が起業す
るなど着実な成果に繋がっている。

株式会社さかい新事業
創造センター（S-Cube）

交流・連携の場設置事
業

起業家・事業者同士の交流や連携を促進するため、起業
家・事業者同士など交流の場を設定している。例えば、毎
週水曜日、誰でも参加できる「ランチ会」を実施しており、
インキュベーションの入居起業家、それ以外の起業家や
中小企業事業者の出会いや交流の場となっている。

参加者同士が「人となりを知る」機会になっているため、
急ごしらえのマッチングとはならないものの、参加を重ね
るごとに互いのビジネスの話に発展したり、起業家同士
で業務発注する関係などが生まれている。

とよなか起業・チャレン
ジセンター

起業家交流会

起業家を中心とする市内事業者による情報交換、交流、
自社ＰＲ等を通じた学びの場を提供するための交流会を
年４回開催している。市内起業家による実行委員会を組
織し、交流会の企画・運営を行っている。
毎回テーマを定めて、パネルディスカッション、グループ
ワーキング、プレゼン、ワールドカフェ等の形式で交流会
を開催し、その後懇親会も行い人脈づくり等の交流を深
めている。

・交流会では、創業前、創業間もない方、創業者などの幅
広い経歴、業種の参加者との意見交換、経験等に基づく
アドバイスを通じて、特に、創業前、創業間もない方に
とっては貴重な様々な情報を得て、キャリアアップできる
場となっている。
・毎回のアンケート結果において、交流会のテーマ内容
や開催形式、運営について、９５％以上の参加者から「良
かった」との回答で好評を得ている。

大阪府吹田市
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 　
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

創業支援セミナー

「創業支援セミナー＆ランチ交流会」を、創業前から始め
よう！ファンづくりのための「わたしブランディング」のテー
マで全１回開催　時間は10：00〜12：00、ランチ交流会は
12：00〜13：00
前回実施した創業セミナーの参加者から交流会を実施し
てほしいという要望があり、セミナー後に交流会を実施。
創業者に必要なネットワークを拡げる目的と講師にも参
加してもらい気軽に質問してもらえるようランチ交流会とし
た。

大阪府、日本政策金融公庫と共催、セミナー４２名、交流
会３５名参加で満足度は非常に満足、満足が全体の９
５％だった。グループワークと交流会を中心に設定したの
で、参加者同士の話が盛り上がり、交流会終了後も話が
続いていた。今回は対象を女性に限らなかったが、参加
者の７５％が女性で講師も女性だったので、より共感が得
られたのではないかと思う。

大阪府摂津市
摂津市商工会

神戸大創業者祭

・創業希望者を対象に、創業経験者による講演と参加者
の事業プレゼン、交流会を開催した。（74名参加。26年度
より年1回開催）
・各機関の利用者を中心に参加勧奨を行い、創業予定者
に必要なネットワークづくりの支援を行った。

・参加アンケートでは８割以上が内容に満足したと回答し
た。
・事業プレゼンの機会を求めていた参加者から満足の声
があった。
・市内外に広く告知することで、市外からも参加者があ
り、創業支援事業の利用につながった。

(公財)神戸市産業振興
財団、神戸商工会議

所、(株)日本政策金融
公庫、神戸ファッション

マート、(公財)ひょうご産
業活性化センター、兵

庫県中小企業団体中央
会、(公財)新産業創造

研究機構

６．専門家派遣

事業名／キーワード 取組内容・工夫点 　
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

アドバイザー派遣事業

市内における創業者及び創業予定者に対し、様々な経
営課題の解決のために専門家からの診断や助言等を予
算の範囲内で支援することにより、創業者が継続的に発
展し、地域経済を支える創業事業となるために支援して
いる。費用は無料、同一利用者が利用できる回数は４回
まで、１回の利用について３時間以内。このアドバイザー
派遣制度を利用することにより、特定創業支援を習得す
ることも可能となっている。

専門家のアドバイスを取り入れ、現実的な事業計画書を
作成することで適正な価格の設定と効果的な販売方法で
当初から創業することができている。平成２７年度におい
ては、５件の利用があり３件が創業を行っている。

奈良県香芝市
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７．融資・保証

事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

長浜市創業支援資金
融資制度

市内において新たに事業を営む、または営もうとする創
業者に対して、低保証料率かつ低金利で、長浜市・金融
機関・信用保証協会が長浜市で開業される方を金融面で
サポートする制度を平成２７年４月からスタートしました。
特定創業支援の実施者には、融資上限額の緩和を実施
しています。本市の創業支援融資制度の特徴としまして
は、自己資金要件を設定せず、金融機関等の支援による
創業計画を重視した柔軟な融資の実行を目指していま
す。

平成２８年３月末までに融資実行が１７件（融資実行総
額：７１，０００千円）となりました。
次年度については、融資利率と融資期間の見直しを行
い、より利用していただきやすい制度にし、創業者をサ
ポートしていきます。

滋賀県長浜市

創業融資相談会
日本政策金融公庫明石支店と連携し、加東市商工会に
て『創業融資相談会』を開催した。

相談者　４名
うち一人が、創業に至った。

加東市商工会
日本政策金融公庫

明石支店

創業支援資金融資保
証制度

市内で新たに事業を開始しようとする中小企業者を支援
するため、事業活動に必要な資金を円滑に調達できるよ
う、金融機関を通じた融資を行っている。
創業促進補助金との併用を可能とし、創業当初だけでな
く、継続的に創業者を支援している。
《内容》貸付利率2,175％に対し、市が内1％の利子を補
給。また、信用保証料の7割を負担する。貸付限度額・期
間については、融資運転・設備資金問わず、1,000万円・7
年以内（６ヶ月以内の措置期間を含む）

制度開始年度である平成26年度は7件、平成27年度（3月
1日現在）は8件の融資が決定し、創業に至った。
≪参考≫（日本標準産業分類）
平成26年度【建設業】：1件【飲食店】：2件【情報通信業】：
1件【運送業】：1件【小売業】：1件【自動車整備業】：1件
平成27年度【小売業（製造業含む）】1件【洗濯・理容・美
容・浴場業】：2件【その他の教育，学習支援業】2件【司法
書士事務所】1件【飲食店】：2件

奈良県香芝市
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８．チャレンジショップ

事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

期間限定アンテナ
ショップ

創業塾受講者や個別相談者の商品に対して、より早く顧
客対象者から意見や評価がいただけるように、イオン長
浜店にアンテナショップブースを期間限定で設置した。

支援対象者8者が出店し、事前の広報や店内でのアイ
キャッチ、商品サービス説明など実践的な仮説の検証に
より今後につながるヒントを得てもらうことができた。また
支援側としても実際の現場での工夫やアドバイスなどを
することにより、実際の現場で役に立つ支援が実施でき
た。

一般社団法人バイオビ
ジネス創出研究会

古民家を活用したチャ
レンジショップの実施

ＪＲ能登川駅の近くの古民家を借り、店舗運営が体験で
きる「チャレンジショップ」を設置。店舗の運営やチラシづく
りなど創業に必要なことが２ヵ月間体験できる。これまで
約４０人が体験し、スムーズな創業につなげている。東近
江市商工会の職員も毎回開店前、開店後に全体ミーティ
ングを開催するなどサポートにかかわっている。

チャレンジショップに出店しない受講修了生が応援スタッ
フとして自主的に参加することで、交流が深まり、自然と
仲間意識が醸成される。このことは、東近江市商工会と
の職員との関係でも同じことが言える。また、LINE等の
SNSを活用し情報等を共有して、今後の人脈として繋がっ
ている。

東近江市商工会

女性創業塾修了生に
よるワークショップ

市内商業施設の催事スペースを貸切り、女性創業塾修
了生による自らのビジネス発表会の場としてワークショッ
プを実施した。
修了生の中から、2名の女性起業家が新規顧客の獲得・
事業の周知のため、「カラーセラピー」・「トールペイント体
験」のメニューを低価格で来場者に提供した。
１日間、午前１０時３０分～午後３時３０分。

河内松原駅前商業施設「ゆめニティまつばら」１階催事場
を利用し、上記女性創業塾修了生による体験ワーク
ショップを実施。
市のマスコットキャラクターグッズ即売会と共催し集客効
果を高め、開催時間中途切れることなく体験希望者が訪
れた。
・オーラライトカラーセラピー体験
　　販売数13名/目標受付人数15名
・植木鉢アートペイント体験
　　販売数　10名/目標受付人数10名
創業塾修了者がすべて体験型メニューを持っているとは
限らないため、今回の実施にあたってのアンケートにおい
ては参加を希望しない事業者も多数おり、2名のみの参
加となってしまったこと、また、塾の終了後半年近くブラン
クがあったことから、受講時の熱意やパワーの持続が困
難であった点は今後の検討事項である。
次年度以降は、予め創業塾終了後2～3ヶ月以内に実施
出来るよう、催事場の仮押さえから企画まで、短期スケ
ジュールで行うことが望ましい。

大阪府松原市

21



９．コワーキングスペース

事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

コワーキングスペース
の設置

長浜バイオインキュベーションセンター内に事業支援室
（コワーキングスペース）を設置した。
事業支援室内には、Free Wi-Fiや商品撮影キット、プロ
ジェクター、イラストレータソフトがインストールされたパソ
コンなどを設置し、起業間もない方やこれから起業を考え
て取り組んでいる方の取り組み状況にあわせて、備品を
利用いただいている。

事業支援室では、業種や年代などが異なる様々な方に
利用いただいている。立場や状況は違うが、同じ意識の
方と情報交換ができる場所としても有効だと考えている。
また、利用者にとって購入はできないけれど、あれば良い
なと思う備品を設置し、ホームページ、チラシ、名刺の作
成などに役立っている。

一般社団法人バイオビ
ジネス創出研究会
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１０．インキュベーション事業

事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

インキュベーション事
業

デジタルメディア産業分野のインキュベーション施設にお
いて、25年度より３Dプリンターやレーザーカッターなどの
デジタルファブリケーション関連の技術に関する研修を実
施している。26年度からは３Dプリンターやレーザーカッ
ターなどを共同利用できるラボを設置し、デジタルものづ
くりに関する情報発信、情報交換を行う展示会やフォーラ
ムを開催している。

・26年８月より３Dプリンターやレーザーカッターなどの設
備を提供するデジタル工房であるMakersラボを設置し、
試作や小ロットのものづくりを可能にし、新規ビジネス創
出を促進した。利用件数は26年度109件、27年度116件。
・26年度より３Dプリンターやレーザーカッターで制作した
作品を展示即売する関西初のデジタルものづくり展示会
「メイカーズバザール」に参画。関西におけるメイカーズ
ムーブメントを盛り上げるため、規模を拡大し、26年度は
1,538人、27年度は2,879人が参加し盛況であった。
・インキュベーション施設にはデジタルファブリケーション
を活用する入居者が増えており、また３Dプリンター研究
会などデジタルファブリケーションに関するコミュニティが
集積し、交流・情報交換・ビジネス創出の拠点のひとつと
なっている。

大阪府大阪市

創業促進インキュベー
ション支援事業

東大阪市域の技術集積を活用し、新たな事業を創出・展
開することを目的としてモノづくりの支援拠点施設である
「クリエイション・コア東大阪」内に設置されたインキュベー
トルームに入居の際、入居家賃の一部助成を行ってい
る。

下記の入居家賃の一部助成を行う。
【助成対象者】中小企業者や中小企業団体等
【助成金額】月額賃借料の１０分の５(東大阪市内企業)
　　　　　　　　または、　　 　１０分の３(東大阪市外）
【助成】期間３年間

また、入居後のフォローアップとして、インキュベートルー
ムと同じ「クリエイション・コア東大阪」に在籍する当機構
のコーディネーターによる販路・技術等のサポートも可能
としている。

東大阪市産業創造勤労
者支援機構

インキュベーション事
業

平成27年10月に、国の交付金を活用して開設した、尼崎
創業支援オフィス「アビーズ」に入居した創業準備者が、
必要な情報や克服すべき問題を解決できるよう、アビー
ズのインキュベーションマネージャーが相談にのるだけで
なく、必要に応じて商工会議所、日本政策金融公庫、市
や県等の関係部署に時にIMが同伴して交渉を行う。

普段アビーズで懇意にしているインキュベーションマネー
ジャーが同伴することによって、創業準備者は非常に心
強いだけでなく、なかなか起業に踏み切れない準備者の
背中を後押ししている。
またアビーズの入居者同士で、サービスや知識の交流や
新たな事業展開も生まれている。

尼崎地域産業活性化機
構

（アビーズの運営主体）
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１１．空き店舗・空き家の活用

事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

地域の商店街との連
携

地域の商店街より商店街内の空店舗情報を提供してもら
い、セミナーの中で物件の紹介をする。

これから創業される受講者の中には、守口・門真市内で
空店舗を探している方もおり、スムーズな情報提供をする
ことができた。

守口門真商工会議所

１２．その他

事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

プレスタートアップセン
ターの開設

起業された方だけではなく、奈良で起業してみようかなと
いう関心を持つ、起業前の段階の方に対して、起業への
障壁を軽減、また堅実な起業・経営へと繋げられる伴走
型支援を行なう、起業家支援拠点プレスタートアップセン
ター「NARAEGG（ナラエッグ）」を開設した。

来場数：7名/日、相談件数：3件/日
具体的な事業計画・資金計画の作成方法、金融機関から
の借入方法についての相談に対し、専門家が対応してい
る。
創業塾の開催場所としても利用されており、多方面から
の協力も頂きながら、奈良市の起業家支援の拠点として
認知され始めている。

奈良県奈良市
㈱まちづくり奈良
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１３．支援体制の整備

事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

起業とイノベーションに
特化した専門窓口の
創設

吹田商工会議所では、平成25年11月から、すいた経営革
新支援センター（略称：サビック）を創設。起業とイノベー
ションのワンストップ窓口としてスタートさせた。

　創設して以来、１日平均相談者数２．９４人、延べ１６３２
件（平成28年3月25日現在）の相談があり、創業相談はそ
の約６割で、開業者は３１事業者となった。創業促進補助
金採択件数は５件（２年間）であった。
　サビックでは、創業塾、起業家セミナー、女性創業塾を
企画開催しており、創業について、ワンストップで情報提
供と個別支援を積み重ねている。専門特化した部門を設
けたことで、事業者が相談しやすい状況を創り、個別支
援においてもより継続した支援が可能となってきている。
特に、創業者は、商工会議所になじみがなく、本当に相
談に乗ってもらえるか、不安を抱えていることが多いが、
専門の窓口があることで、たらいまわしにされることなく、
安心してそのことだけを相談できるのでありがたいという
話をよく聞く。
　また、他の経営指導員との連携の面では、役割分担を
明確にすることで、支援の内容を高度化・専門化させ、事
業者支援の実質的なメリットを最大化させるためのモチ
ベーションアップに貢献している。
　さらに、専門窓口を創設し、ワンストップ窓口と位置づけ
ることで、創業支援における、吹田市・日本政策金融公
庫・市内金融機関との連携がスムーズになり、具体的な
支援案件のやりとりが行われてきている。

吹田商工会議所

１４．支援人材の雇用・育成

事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

専門相談員を市が直
接採用

他市の事例をみると、専門の相談員を商工会議所や民
間企業に委託しているケースが多いが、本市では、市が
直接採用しており、市職員と専門家の距離が近い。

市職員が行政情報を相談員と密に共有できる体制が構
築されている。また相談員からは独自のノウハウ・トレン
ド情報などが市職員に随時もたらされ、職員のレベルアッ
プにつながっている。
こうした関係が担当課全体の支援力の強化に資するもの
となっている。

大阪府寝屋川市
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

支援人材の育成

支援に対する職員のスキル向上を目的に中小企業診断
士を講師として職員研修を実施。ベテラン職員と新人職
員の支援スキルの格差をできるだけなくすように、小規模
事業者業種別支援マニュアルを作成してノウハウの共有
化を図っている。

取組み始めたばかりなので、効果・成果は出ていない
が、研修を実施したことで意識改革にはつながったと思
う。

摂津市商工会

支援人材の強化

H26年3月の創業支援事業計画（第1回認定）前から、市と
認定連携創業支援事業者との間で、組織的なつながりに
加えて、良好な人的なつながりが構築されているととも
に、それぞれの人材が創業支援の専門性を保有してい
る。
・三木市：中小企業診断士１名（市職員）
・三木市中小企業サポートセンター：中小企業診断士・認
定経営革新等支援機関５名（中小企業支援コーディネー
ター）
・三木商工会議所：認定経営革新等支援機関（中小企業
相談所 経営指導員）
・吉川町商工会：認定経営革新等支援機関、中小企業診
断士１名（経営指導員）
・兵庫県信用組合：認定経営革新等支援機関、中小企業
診断士在籍

三木市・三木市中小企業サポートセンター・三木商工会
議所・吉川町商工会・兵庫県信用組合の支援人材が専
門性を保有し、連携が密であるため、きめ細かい伴走型
の創業支援ができている。
行政や支援機関の支援人材が専門性を有しているため、
三木市・三木商工会議所・吉川町商工会・兵庫県信用組
合の相談窓口やセミナーを初めて利用された（ファースト
コンタクト時の）創業希望者のニーズを個別にきめ細かく
把握して、創業支援方針を共同で確認しながら、三木市
中小企業サポートセンターの創業相談窓口にスムーズに
コーディネートしたり、共同で伴走型の創業支援をするこ
とが可能となり、創業補助金や創業融資の実績につな
がっている。

兵庫県三木市・三木市
中小企業サポートセン
ター・三木商工会議所・
吉川町商工会・兵庫県

信用組合

１５．支援機関・関係機関との連携

事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

連絡会議の開催
連携機関と定期的に会議を開催し、域内における創業の
動向等について意見交換する場を設けている。

・連携機関との連携が強固になり、創業者を地域一体と
なって応援する態勢が整ってきた。
・創業者への他機関や他の専門家の紹介がスムーズに
なり、創業者に対し心理的な負担が軽減できている。

福井県小浜市、㈱日本
政策金融公庫武生支
店、小浜商工会議所、
小浜信用金庫、㈱福井
銀行小浜支店、㈱福邦

銀行小浜支店
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

支援機関との連携強
化

東近江市に本店を有する湖東信用金庫との連携を強化
し、女性のための創業塾のカリキュラムの１コマを信金の
女性職員に担当してもらっている。

支援機関である金融機関の顔が見えるようになり、融資
相談に対する敷居の高さみたいな先入観が取り除かれ
親近感が生まれた。毎年3件ほど、国民政策金融公庫と
の協調融資の実行が発生する。

東近江市商工会

支援機関との連携強
化

　京丹波町及び京丹波町商工会、町内に支店を置く金融
機関で京丹波町創業支援ネットワークを発足。外部の連
携機関として、京都府や産業支援機関である公益財団法
人京都産業２１、保証協会や日本政策金融公庫等の連
携体制を構築した。
　ネットワーク会議及び創業相談カルテを活用した情報
共有。

　京丹波町創業支援ネットワークを通じた連携により、平
成２７年度においては初めて、起業セミナーや出張相談
会といった新しい取り組みを実施。町内の創業希望者や
移住起業希望者を掘り起こし、関係構築ができた。

京丹波町創業支援ネッ
トワーク

（京都府京丹波町、京
丹波町商工会、京都銀
行、京都北都信用金

庫）

支援機関との連携強
化

豊中市役所および豊中商工会議所では、毎月第2・第4水
曜日に「日本公庫十三支店担当者による金融相談窓口」
を設置し、創業相談を含む金融相談を行っている。
また、豊中市役所では、日本公庫の特定の融資制度で
融資を受けた方に対して利子補給を行う取組みも行って
いる。
とよなか創業ナビの協力機関である民間金融機関（池田
泉州銀行、北おおさか信用金庫）とは、相談体制の充実
および連携強化の観点から、不定期に融資制度等の勉
強会を開催している。

豊中市役所や豊中商工会議所と連携した相談対応によ
り、金融相談だけではなく、経営全般にわたる相談も受け
ることができ、創業準備を円滑に進めることができる。ま
た、豊中商工会議所は経営革新等支援機関（認定支援
機関）であり、豊中商工会議所での相談は、認定支援機
関のフォローアップを前提とする融資制度（中小企業経
営力強化資金、2,000万円まで無担保・無保証人）が利用
しやすくなるという面もある。
民間金融機関との連携により、民間金融機関単独では対
応が困難なケースであっても、公庫の協調融資により相
談者が必要とする融資対応ができるケースが増えてい
る。

大阪府豊中市、
豊中商工会議所、
日本政策金融公庫

十三支店

その他関係団体との
連携強化

日本公庫十三支店では、近畿税理士会豊能支部の税理
士や大阪府行政書士会豊能支部の行政書士向けに、意
見交換会や創業セミナー等を開催している。

創業予定者はどこに存在するかがわからないため、豊中
市内の関係団体との連携強化は創業予定者に日本公庫
を広く周知できる面があり、創業促進に大きな効果がある
と考えている。

日本政策金融公庫
十三支店
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

支援機関との連携
吹田市、吹田商工会議所、日本政策金融公庫吹田支店
の３者が、「すいた創業支援ネットワーク」の協定を締結
し、創業予定者への支援の効率化を図っている。

・「すいた創業支援ネットワーク」を創業者支援の旗頭とし
て、それぞれの持ち味を生かしながら、計画面、資金面
等での支援を行い、創業者が増加する環境をつくること
や、創業者へのフォローアップを通じて、事業の定着化に
導けている。
・活用実績が少なかった吹田市の開業サポート資金融資
等に係る利子補給金制度が、日本政策金融公庫吹田支
店から融資者に対する活用の周知を図ったところ、平成
２６年度２件から平成２７年度７件に実績が上がり、創業
後の支援のひとつにつながっている。
・吹田市の創業支援型事業所賃借料補助金の申請数に
ついて、吹田商工会議所が創業相談者に対し、当補助金
の紹介を行ったところ平成２６年度の申請数は９件であっ
たが、２７年度は１７件と大幅に増加した。

大阪府吹田市
吹田商工会議所

支援機関等との連携

北大阪商工会議所、日本政策金融公庫、枚方信用金庫
との連携協定を締結。定期的な連絡会議の実施のほか、
各支援機関の創業支援事業の開催時に相互に足を運
び、参加者に自機関の事業の説明を行った。

支援機関同士の情報共有や協力体制が強化されると共
に、創業希望者に各機関の支援策を幅広く周知すること
ができた。

大阪府寝屋川市

支援機関との連携強
化

大東商工会議所に加え、枚方信用金庫、日本政策金融
公庫東大阪支店の金融機関と連携協力に係る覚書を締
結。

枚方信用金庫、日本政策金融公庫東大阪支店、大東商
工会議所と大東市が連携して支援を行う体制ができた。
また、それにより創業だけでなく既存企業への支援につ
いても金融機関と連携して行うことができるようになった。

大阪府大東市
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

支援機関との連携強
化

・門真市創業支援事業計画策定時、創業のみにとらわれ
ない地域の活発な事業者を応援する「もりかど産業支援
機関ネットワーク」を設立。守口市、守口門真商工会議所
および門真市が事務局を務め、約40機関（地域金融機関
や専門家）による連携支援を可能とする仕組みづくりに取
り組む。
・尼崎信用金庫、大阪シティ信用金庫、京都信用金庫、
株式会社四国銀行、枚方信用金庫、のぞみ信用金庫、
日本政策金融公庫との連携協定の締結（内、のぞみ信用
金庫、日本政策金融公庫を除く５機関において特定創業
支援事業を実施）。
・日々の業務において事業所周りをする金融機関若手職
員に、気軽に各機関が実施している施策を知ってもらい
意見交換することで、ネットワークによる連携支援の活用
を促すとともに、企業支援に必要な知識や施策活用イ
メージ等を共有することで、支援スキルの向上を図る 「金
融機関若手交流会」を毎月開催。

・もりかど産業支援機関ネットワークを設立したことで、そ
れまで接点がほとんどなかった金融機関への創業支援
等の情報提供が可能となり、また金融機関の窓口に行政
機関が実施する施策を利用したいと考える事業者の声が
届くようになった。
・連携協定を締結し、特定創業支援事業を５機関で実施
することで、創業者が望めば、５つの金融機関へ商工会
議所や、特に行政から直接つなぐことが可能となった。
・地域の事業者と直接かかわりを持つことが多い金融機
関の若手にネットワークの取り組みを知ってもらうことに
より、事業者のニーズに応じた支援を行うことができると
考える。また、その職員自身が提案営業につなげるなど、
スキル向上につながり、地域の事業者が最終的に得るメ
リットの向上を目指している。

大阪府門真市
大阪府守口市

守口門真商工会議所

市町村・地域の商店
街、金融機関との連携

創業塾2015においては、各機関が連携し、以下の取組を
行ったところ、定員を超える参加申込があった。

市町村（守口市・門真市）：広報記事への掲載、公民館・
保健センター等公共施設でのＰＲ（チラシ配布等）
守口門真商工会議所：新聞折込チラシによるＰＲ、京阪
電車の駅におけるＰＲ（ポスター掲示）
金融機関：セミナー最終日における金融相談会での対
応、店頭でのＰＲ

セミナー最終日には日本政策金融公庫の担当者に受講
者のビジネスプランのプレゼンテーションを講評していた
だくことができた。また、金融相談会においては、各金融
機関担当者と受講者が相談できる窓口を設けたことによ
り、金融面においてスムーズなフォローにつながった。
左記の連携を行った結果、守口・門真両市、地元商店
街、日本政策金融公庫をはじめとする地域の金融機関と
が連携して創業希望者を支援する体制が構築できた。

守口門真商工会議所

民間金融機関との連
携

東大阪市内に唯一本店を置く成協信用組合と覚書を締
結し、創業向け金融商品「ドリーム」を創設

創業計画書等の共有により、創業予定者の書類提出負
担等の軽減につながっている。

日本政策金融公庫
東大阪支店

認定支援機関との連
携

東大阪商工会議所や認定支援機関となっている税理士
との連携により、当公庫の融資制度「中小企業経営力強
化資金」を推進

一般の創業向け融資に比し、低利率の融資を実現すると
ともに、融資後のフォローアップを実施することにより、創
業企業の円滑な成長を応援している。

日本政策金融公庫
東大阪支店
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

創業支援ネットワーク
の構築

忠岡町創業支援ネットワーク会議を２回開催。池田泉州
銀行忠岡支店、大阪信用金庫忠岡支店、ＪＡいずみの忠
岡支店、忠岡町商工会と連携して情報を共有。

融資の相談で金融機関に相談に行った方が、個別相談
のＰＲを聞き、そのまま忠岡町商工会へ相談に行った。ま
た、そこで忠岡町の創業支援事業補助金制度を聞き、申
請を行った、という事から創業者等への支援がスムーズ
に実施できていると思われる。

大阪府忠岡町

支援機関との連携強
化

・支援機関内でメーリングリストを立ち上げており、支援機
関内で情報共有を実施している。

・各支援機関で行うセミナー情報等を共有し、各広告ツー
ルに掲載することで、発信力の向上につながっている。

兵庫県神戸市、(公財)
神戸市産業振興財団、
神戸商工会議所、(株)
日本政策金融公庫、神
戸ファッションマート、

(公財)ひょうご産業活性
化センター、兵庫県中

小企業団体中央会、(公
財)新産業創造研究機

構

支援機関との連携強
化

各支援機関のイベント内で、支援機関のＰＲ時間を設け、
支援施策について説明。

セミナー参加者は、ワンストップで様々な情報を取得する
ことができ、イベント後のアンケート結果においても満足
度も高くなっている。

(公財)神戸市産業振興
財団、神戸商工会議

所、(株)日本政策金融
公庫、神戸ファッション

マート、(公財)ひょうご産
業活性化センター、兵

庫県中小企業団体中央
会、(公財)新産業創造

研究機構
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

支援機関との連携強
化

・尼崎信用金庫、尼崎商工会議所、尼崎市による連携協
定を締結し、3者で定期的に情報共有のための会議を開
催している。
・尼崎信用金庫と尼崎商工会議所の間で人事交流があ
る。
・尼崎地域産業活性化機構と尼崎市の間で人事交流が
ある。
・尼崎市、尼崎商工会議所、尼崎地域産業活性化機構、
兵庫県阪神南県民センター、市内に支店のある日本政
策金融公庫、商工組合中央金庫、兵庫県信用保証協会
と2カ月に1回の情報交換を目的とした会議（金融懇談会）
を開催している。

・3者連携の情報共有や各機関での人事交流によるネット
ワークの活用により、創業準備者のビジネスマッチングの
取り次ぎやマーケット調査への協力など、新たなビジネス
展開のきっかけづくりにつながっている。
・より創業しやすい市の融資制度を目指して、市が金利
の引き下げ、信用保証料補助（保証協会との交渉）、ア
ビーズや創業塾受講者のより高い率での保証料補助を
創設（商工会議所、尼崎地域産業活性化機構との連
携）、また日本政策金融公庫のソーシャルビジネス創業
融資制度への市の利子補給制度を創設するに当たり、
金融懇談会で準備段階から調整を図ることができた。

兵庫県尼崎市
尼崎地域産業活性課機

構
尼崎商工会議所
尼崎信用金庫

日本政策金融公庫

支援機関との連携の
強化

H26年度から日本政策金融公庫については、創業セミ
ナーのカリキュラムの中で、創業融資制度の紹介などの
講師派遣で連携を図りましたが、H27年度から日本政策
金融公庫の創業融資に対する利子補給制度（三木市起
業家支援利息補給金）を構築し、日本政策金融公庫との
連携を強化した。

三木市中小企業サポートセンターが支援した日本政策金
融公庫の実行件数が増加傾向にある。

兵庫県三木市・三木市
中小企業サポートセン

ター

事業全般
市内金融機関に対して、次年度から実施する市の支援
制度の説明会や意見交換会を実施

市内金融機関との意見交換や情報交換などがスムーズ
にできるようになった。

兵庫県高砂市

支援機関との
連携強化

創業塾に地域金融機関にも参加いただき、創業支援事
業の実情と支援内容を知ってもらうことで、情報の共有を
図った。

各連携支援機関が創業支援事業の内容を知ってもらうこ
とにより、一貫した創業支援をおこなう地盤づくりが出来
た。

加東市商工会

支援機関との
連携強化

加東市と加東市商工会の創業相談者の情報の共有を図
ることで、行政からの情報支援と実践的な経営支援に取
り組んだ。

情報の共有により、今、何が必要で、何が足りないのか。
どのような支援が求められているのかをタイムリーに聞き
取ることが出来た。

兵庫県加東市
加東市商工会
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事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

支援機関との連携強
化

　多可町は平成27年5月20日に創業支援事業計画の認
定を受け、多可町商工会は平成27年11月に経営発達支
援計画の認定を受け、双方の計画に挙げられている創業
支援事業を共同して積極的に取り組むこととした。
　具体的には、①特定創業支援事業に定めている「多可
町創業塾」および「多可町女性創業塾」の共同開催、②
創業希望者の相談内容や創業内容の情報伝達をこまめ
に行うこと、③不定期ではあるが創業支援事業に関する
実務担当者の打合せを実施すること、などが挙げられ
る。

中兵庫信金、兵庫県信組、日本政策金融公庫明石支
店、兵庫県信用保証協会西脇支部、多可町商工会、ハ
ローワーク西脇、兵庫県新産業課、北播播州織工業組
合、野間織工業組合、神戸芸術工科大学、ひょうご産業
活性化センター、兵庫県中小企業団体連合会とが連携し
て支援する体制が構築できた。
ひょうご産業活性化センター→サテライト相談所を月1回
開設。創業の一連の支援が、連続してスムーズに実施で
きている。

兵庫県多可町

支援機関との連携強
化

地域の金融機関と事業協定を締結し、日本政策金融公
庫の明石支店や行政の職員を交えて、定期的な情報交
換会を開催している。主に、小規模事業者の経営環境、
資金状況等についての情報交換・収集を行い、経済状況
を共有している。

地域の経済状況を共有し、創業希望者に対しての情報提
供に役立てている。また、定期的な情報交換は、支援機
関等と金融機関との信頼関係の構築につながった。

播磨町商工会

支援機関との連携 メーリングリストの設置
支援機関等に対し、創業支援に関する施策等を適時に
周知することが可能となった。また、市と支援機関との情
報を交換する環境が構築できた。

奈良県奈良市

支援機関との情報交
換

支援機関同士が、互いに、別の支援機関が実施するセミ
ナー等に参加し合っている

現状の情報交換・意見交換をすることによりスムーズな
支援をする体制が構築できた。

奈良県香芝市

創業者支援について
特定創業支援者に商工会や金融機関などに創業者の状
況など情報を共有するため、定期的に連絡をし、情報を
共有しています。

認定のための申請前に支援機関に対して説明をしたた
め、創業に関する問合せがなかったが、認定後は、創業
者だけでなく、支援機関側からも問い合わせが増えてき
た。

奈良県葛城市

支援機関との連携強
化（支援機関間を含
む）

・担当者会議を設置し、定期的に開催（２７年度は６回開
催）
・担当者レベルで組織し、人数も最小限に留めることで、
形式ばらず、和やかな雰囲気で、忌憚なく情報交換や協
議ができている。

・相互の連携や信頼関係が深まったことで、それぞれの
機関が実施する事業への積極的な参加＝各担当者の能
力向上に繋がっている
・協力体制が構築されたことで、それぞれの事業への支
援（広報、会場提供など）がスムーズに実施された

和歌山県新宮市
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１６．状況確認・効果測定

事業名／キーワード 取組内容・工夫点 効果・成果
市町村又は認定連携創
業支援事業者の名前

事業全般

創業セミナーを一定数受講された創業希望者（町からの
認定書発行可能者）を対象に、セミナー受講後の状況確
認を行うため、開業の予定、資金調達方法、開業の具体
的内容の調査を行った。

セミナー受講後の考え方の変化や、具体的な開業時期
の把握を行ったことにより、創業希望者の現状把握がで
きた。

滋賀県日野町
日野町商工会
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分類
事業名／
キーワード

課題や苦戦している実態、又は失敗した取組事例 原因

相談事業 相談件数
・相談件数が伸び悩んでいる。
・目標の件数を達成するのが難しく、苦戦している。

・広報・アピール不足。
・相談に来る方は、創業する意思を固めている方がほとんど
であり、気軽に相談に来る環境を作れなかった。
・補助金や施設提供などの制度が他市町と比較して劣って
いる。

創業塾・セミ
ナー

受講生の確保

・受講生の確保に苦労している。（多数回答）
・１年目は定員を上回る参加者が集まったが、2年目は定員
以下の参加にとどまった。
・２年目は、一般コース、女性コースとも定員に達することが
出来なかった。
・商工会が単独でセミナーを実施する場合、講師選定や講義
内容の検討、新たな受講生の確保等の課題がある。
・本市内で創業予定者の把握ができていないため、問合せ
のある創業者に対しては、案内や個別相談に応じることがで
きているが、セミナーを開催するほどの人数が集まらない。
・広報紙やウェブサイト掲載、チラシ設置等を行っているが、
毎年受講生を定員まで集めることに苦慮している。

【創業者が少ない】
・一自治体では創業希望者の数が少ない。
・過去に数回創業塾を開催したが、受講生が若干名という状
態が続いたため、費用対効果の面から創業塾の予算措置を
取っていない。

【創業者より創業塾の数が増えた】
・２年目は近隣市でも創業塾を開催する自治体が増えた。
・当創業塾に通えるエリアの創業予定者の数は、年々増えて
いるとはいえ、限りがある。
　各市町村でも創業塾や創業スクールを開催しており、ま
た、行政の行う開催時期はどうしても似通ってしまうため、飽
和状態になりつつある。
・中には受講料が無料のところもある。

【創業塾の特色が出せない】
・同時期に各所でセミナーが実施されており、差別化が図れ
なくなっている。
・当所の起業塾のスキルの積み重ねがないため、特色が出
せないことが原因。
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分類
事業名／
キーワード

課題や苦戦している実態、又は失敗した取組事例 原因

創業塾・セミ
ナー

受講生の確保
（続き）

【広報・準備期間の不足】
・市役所や商工会側からの周知ができていない。
・周知期間が短かった。また周知の範囲（エリア）が狭かっ
た。
・広報宣伝活動が不十分であったことから、潜在的な創業希
望者のニーズを適時につかみきれなかった。
・地域内の創業希望者に情報発信して見つけ出し、支援に
つなげるシステムを充分に構築できていない。
・創業支援事業計画の認定時期が、昨年秋だったこともあ
り、計画とのリンクが上手く図れず、開催の周知も十分にでき
なかった。
・町内での創業を目的に、町内を中心に広報活動を行った。
しかし、これまで商工会では、創業に関するセミナーを実施し
ていなかったことから、その知名度が低く、近隣市町が継続
して実施している創業セミナーに参加したことが推測される。

創業塾・セミ
ナー

受講生の属性

・20代の若者の受講生の割合が低い。
・参加者の内、新規の創業希望者が3割未満であり、第二創
業予定者や既存事業者が7割以上である。
・1回目（一般向け）は定員以下しか受講生が集まらなかった
が、2回目（女性向け）は定員20名のところ25名と盛況であっ
た。

・市役所や商工会側からの周知ができていない。

創業塾・セミ
ナー

内容

今回が、初めての開催ということで、手探りかつ短期間で企
画し開催致しました。参加費（5,000円）で、カリキュラムでは、
知識・ノウハウを教える内容ばかりであり、受講生が具体的
な作業を伴うような事業計画書の作成などのカリキュラムは
組み込みませんでした。結果として、そのことが参加者として
は気軽に参加申込が出来たのかもしれませんが、受講後に
受講生を開業まで導く具体的な指導をすることが難しくなりま
した。

・周知期間が短かった。また周知の範囲（エリア）が狭かっ
た。

創業塾・セミ
ナー

障碍者への配
慮

関係機関との連携不足のため障害を持った受講生の受入れ
体制が万全ではない。

・広報宣伝活動が不十分であったことから、潜在的な創業希
望者のニーズを適時につかみきれなかった。
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分類
事業名／
キーワード

課題や苦戦している実態、又は失敗した取組事例 原因

創業塾・セミ
ナー

補助金等の施
策

創業をめざす方たちをタイムリーに支援していくためにも、補
助金はいつでも申請できる体制が必要であると感じている。

・地域内の創業希望者に情報発信して見つけ出し、支援に
つなげるシステムを充分に構築できていない。

創業塾・セミ
ナー

託児スタッフ
（女性向けの創業塾の場合）託児スタッフの確保。市のOBな
どから人の手配を協力していただけると助かる。

・創業支援事業計画の認定時期が、昨年秋だったこともあ
り、計画とのリンクが上手く図れず、開催の周知も十分にでき
なかった。

ビジネスプラン
コンテスト

ビジネスコンテ
スト

初年度は実施できなかった。

・町内での創業を目的に、町内を中心に広報活動を行った。
しかし、これまで商工会では、創業に関するセミナーを実施し
ていなかったことから、その知名度が低く、近隣市町が継続
して実施している創業セミナーに参加したことが推測される。

専門家派遣
アドバイザー派
遣事業

予想を上回る問い合わせに、受付開始後すぐに終了の案内
となってしまった。

市内創業者のニーズを把握できていなかった。

空き店舗・空き
家の活用

補助金
空き店舗で出店する場合の補助制度（出店エリア限定、店舗
改装費の3分の2補助）の利用者がいなかった。

空き店舗情報の周知不足。
補助金対象エリアは人通りが少なくて集客が難しく、改装費
用がかかりすぎる物件であった。

空き店舗・空き
家の活用

情報提供

・創業者から店舗の紹介を依頼されることが多いが、空き店
舗の確認またはリストなどが無くて紹介ができない状況にあ
る。

・市内の空店舗情報を一元的に提供しようと市内の宅建業
者に物件の情報提供を依頼したが、積極的な情報提供は得
られなかった。そこで、市のホームページから県内の宅建業
者で組織する宅建協会にリンクを貼ることで対応した。

・今後、空き家を含めた空き店舗の情報収集に努める。その
際、地域不動産会社にも協力を仰ぎ、進めていきたい。

・一定の件数を扱う業者には直接訪問して趣旨などを説明し
たが、宅建業者に自社のメリットにもなると感じてもらえな
かった。
　→市が各業者のホームページや聞き取りにて情報を補完
することは可能だが、持続的な運営を考えた時、業者側の自
発的な取組が欠かせないため、実施は見送った。
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分類
事業名／
キーワード

課題や苦戦している実態、又は失敗した取組事例 原因

その他
創業支援事業
の内容　等

当市は製造業・運輸業が中心の街だが、製造業では設備、
運輸業では運送業許可のハードルがかなり高く、創業希望
者がなかなか出てこない。
飲食・サービス業を中心に創業希望が多いが事業規模が小
さく、ビジネスとして育てるには時間と手間がかなりかかるの
で、創業者の増加という結果が出るまでに時間がかかる。

創業者に対するハード面の支援や施策が足りない。
子育てが終わって働いていない女性を、創業者支援の主な
ターゲットにしたため、明日にでも創業しなければという切羽
詰まった状況ではなく、意識改革や事業意欲促進にかなり労
力を割いているが、創業者数などの結果は出にくい。

支援機関・関係
機関との連携

支援機関間の
温度差

1０以上の創業支援機関と連携しており、代表者会議や事務
担当者会議を各1回開催したが、全ての支援機関が本町の
創業支援のプレイヤーとして機能しているわけではない。

創業支援計画の策定機関が短かったため、支援機関がどの
うように関わっていくのかの認識付けができなかった。

支援機関・関係
機関との連携

連携体制の構
築

町役場と支援機関との間で、創業についての全体的な運用
について連携できていない部分があり、今後より一層の連携
体制の構築が必要になる。

支援機関・関係
機関との連携

情報共有
行政、商工会議所、政府系金融機関の連携で支援を行って
いるが、各案件毎の情報共有に終わり、支援創業希望者全
体の情報共有に至っていない。

支援機関・関係
機関との連携

情報共有（メー
リングリスト）

メーリングリストを設置することで、情報を交換する環境は
整っているが、利用方法が市からの情報発信に偏っており、
支援機関からの情報発信にはほとんど活用されていない。

金融機関においては、情報漏えいの観点から、メール利用
に制限があることが考えられる。

支援機関・関係
機関との連携

金融機関との連
携

・連携支援機関である金融機関との連携の仕方を模索して
おり、地域でサポートできる体制が整えられていない。
・地域の金融機関等と定期的な情報交換会を開催している
が、具体的な案件についてうまく情報交換ができていない。

・連携内容を明確にし、創業者支援に必要な事項または情
報の共有を図る必要がある。また、個人情報を取扱うため、
規約の制定をする必要がある。
・事業協定を結んでいるものの、融資等の具体的な案件に
はついては、お互いの立場もあり、その情報交換は難しく、
個別案件として対応している。
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分類
事業名／
キーワード

課題や苦戦している実態、又は失敗した取組事例 原因

創業者へのアプ
ローチ

セミナー参加者
に対する相談支
援への誘導

創業セミナーに参加した方を相談窓口につなげることがなか
なかできなかった。

セミナー後に交流会などを実施しなかったためセミナーを受
けるだけになってしまい、参加者の創業への意欲を上げるこ
とができなかった。
相談窓口の周知不足。

創業者へのアプ
ローチ

創業フォロー
アップ

創業融資を行った方については、融資後に財務診断サービ
スやＳＷＯＴ分析等の情報提供を行っているが、事業者の経
営課題をきめ細かく把握し課題解決のための十分な支援ま
では対応できていないケースが多い。

当団体（金融機関）は、創業者に対して金融支援だけではな
く、融資後のフォローアップを行っているが、豊中市内に所在
していないことから日常的に経営全般にわたる情報提供や
相談対応を実施することはなかなか難しい面がある。そのた
め、今後も市内の支援機関や関係団体との連携を強化し、
創業前だけではなく創業後も多様な相談ニーズに対応でき
る相談体制を構築することが必要と考えている。

創業者へのアプ
ローチ

創業者への伴
走支援

創業支援補助金の申請後から事業実施報告まで、その間の
創業者の様子がわからないことがあった。

定期的に面談等の機会を設けるなど、相談しながら進捗状
況を把握することが必要だった。

その他

認定特定創業
支援事業により
支援を受けたこ
との証明書

特定創業支援事業の支援を受けた受講者からの証明書の
申請、発行の件数が少ない。

特定創業支援事業開催時に、当該事業の支援を受けた証
明書の発行による活用可能な支援内容について周知を図っ
ているが、登録免許税の減免や創業関連保証の特例の制
度は、創業時に活用しづらい内容ではないかと考えている。
ただし、平成２８年度からは、登録免許税の軽減措置の拡充
及び延長、さらに国の創業・第二創業促進補助金の対象者
要件として、当該証明書等が必要となることから、証明書発
行件数が増加するものと考えている。
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