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創業機運醸成について
 「創業機運醸成」とは、創業に関心の無い者に対して創業に関する理解と関心を高める取組みのことを指しま

す。私たちは、これまで主に創業に対して既に関心のある人に対する「創業支援」の取組に注力してきました。
しかし、そもそも起業に興味を持つ人が少ないという特徴を持つ日本の開業率の向上に向けて、今後は「創業
機運醸成」の取組が重要になると考えています。

創業機運醸成事業について
 「創業機運醸成とは、具体的にどのような取組のことを指すのか？」このようなご質問をいただくことがよく

あります。創業機運醸成につながる取組としては、ビジネスプランコンテストや起業家教育、スタートアップ
カフェなどが挙げられます。しかし、「創業無関心者の関心を惹く」ためには、様々な工夫を凝らす必要があ
ります。

＜創業機運醸成事業の一例＞

本事例集について
 本事例集は、これから創業機運醸成に取組もうと考える皆さまに、「創業無関心者の関心を惹く」ための具体

的なノウハウを、事例を通して知っていただくために作成をしました。皆さまの創業機運醸成事業推進の一助
になればと思います。
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創業無関心者も来場する仕掛け
のあるビジネスプランコンテスト

起業家精神や起業家的能力を
有する若年者を育成する教育

創業無関心者もコワーキング等の
目的で利用可能な施設
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多様な創業caféを展開して道北地域での「夢さがし」や「夢の実現」をサポート
一般財団法人旭川産業創造プラザ「あさひかわBiz Café事業」「わかものBiz Café事業」「どうほくBiz Café事業」

「あさひかわBiz Café事業」
 旭川市内中心部の飲食店で毎月第3木曜日に開催してい

る創業ｃａｆé。セミナー、先輩起業家の体験談、人脈
作りのための交流会を実施

「わかものBiz Café事業」
 高校生・大学生等向けの創業ｃａｆé。若者と地域で活

躍する若手起業家との出会いと学びの場
「どうほくBiz Café事業」
 「あさひかわBiz Cafe」地域以外の稚内市、富良野市、

留萌市、名寄・士別地域でセミナーと交流会を開催
※３事業で延べ１，４１１名が参加

事業の詳細

①９自治体が、商工団体・金融機関・教育機関・士業関
係者と連携して事業を実施
 自治体・商工団体・金融機関・士業関係者に毎回の

Bizcaféに参加してもらうことで、充実した情報発信
やフォローアップ体制を実現

 遠方の小都市でも創業ｃａｆéを開催。事業周知や運
営を関係機関が全面的にバックアップ

 ９自治体が実施する道北ビジネスプランコンテスト
と連携実施。身近な創業者にスポットをあてる

②地域で活躍する若手起業家との交流の機会を創出
 地元で活躍する30代の若手起業家を講師に招き、若

者にとって身近で憧れの対象となる人材との出会い
と交流の場を作る

 教員に対して直接事業を周知し、チャレンジ意欲の
高い学生や将来への迷いを持っている学生の参加を
促してもらう

創業機運を高めるコツプロフィール

設立 1992年6月26日
(2010年4月1日一般財団法人へ移行)

代表 理事長 新谷 龍一郎

事業
目的

地域産業の高度化につながる研究開発及び人材育成等
を行うことにより、道北地域の産業高度化を促進し、産業
の創出及び活力ある地域経済の創出に寄与する。

事業
内容

企業ニーズや大学・公設試験研究機関シーズの掘り起こ
し、産学官交流によるビジネスチャンスの創出、総合的な
支援を通じた起業家や新事業に取り組む企業の支援。

あさひかわBizcaféの様子 わかものBizcaféの様子
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愛する故郷、いわてを切り拓き、夢を実現するプログラム
岩手大学COC推進室「いわてキボウスター開拓塾」

いわてキボウスター開拓塾
 COC+参加大学の学生20名程度を対象に、分野の

異なる地域起業家をリーダーとして迎えて実施する
超実践型週末スクール。半年単位で①ビジネスプラ
ン創出型、②ビジネスプラン実践型、のプログラム
を交互に実施。

① ビジネスプラン創出型
ものづくり、まちづくり、農業などの分野を設定

し、個人がビジネスプランの作成に取り組み、優れ
たものを成果報告会で発表。

② ビジネスプラン実践型
創出型で選ばれたプランを中心に４名程度のチー

ムを組み、試作・実践等を通じてビジネスプランに
磨きをかけ、最終成果報告会で発表。

事業の詳細

① “とんがっている”起業家と“最高の”講師陣
 岩手県内で活躍している起業家がアドバイザーを担い、

国内外で活躍しているプロが講師やメンターを担当。
 フィールドワークや合宿を中心とした実践的なプログ

ラムの中で、経営の基礎・現場感覚を学ぶ。
 問題解決力、リーダーシップ、コミュニケーション能

力を備えた人材を育成。
② 学生が考え抜いたアイディアを発表する機会
 プログラムの集大成として、地元起業家やベンチャー

キャピタリスト等の前で成果報告会を実施。報告会終
了後、会場内にブースを設け、参加者との交流から事
業を更にブラッシュアップする仕組みとしている。

 ビジネスプランを県内経済団体の会合において発表し、
経営者と交流する機会を設けている。

 修了生の中には、経営者の右腕となった学生や、新た
なプロジェクトを企画・立ち上げを行う学生も誕生す
るなど、学生のアントレプレナーシップの醸成に貢献。

創業機運を高めるコツプロフィール

設立 2016年10月

代表 室長 八代 仁
塾長 赤木 徳顕

事業
目的

雇用創出・若者の地元定着を促進するため、起業マインド
を醸成する実務教育の実施

事業
内容

地域起業家との連携によるアントレプレナーシップ（起業
家精神）を醸成する実務教育の実施

成果報告会でのブース展示の様子合宿の様子
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地域の学生×地域の企業×地域の名産。とことん地域に根ざした実践的起業家教育。
特定非営利活動法人イノベヤ「JPX起業体験プログラム」

「JPX起業体験プログラム」
 (株)日本証券取引所グループ(JPX)が秋田県由利本

荘市で行った「JPX起業体験プログラム」を引継ぎ、
継続的に事業を実施。

 高校生や大学生を対象にそれぞれの授業カリキュラ
ムに組み込む形で行っている。

 グループを作り、地域の名産や食材を活用した模擬
会社のビジネスプランを構築。その際に地元企業経
営者などにベンチャーキャピタル役として入っても
らい、経営上のアドバイスをもらう。

 実際に地域住民へ販売し、事業の最後に「株主総
会」として報告や解散、財産分与を行い、利益率の
実績などから優れたグループの表彰を行う。

事業の詳細

①地元企業経営者等とのネットワーク構築を重要視
 地元企業経営者等との交流・協力を得ることで、地

域経済の流れを学べるほか、地域におけるネット
ワークが構築できる。その知識と人とのつながりは、
将来起業する際に必ず役立つ。

②「イノベーション」を生み出す人材育成につながる
起業体験

 企業の設立から解散を一通り体験することで、ビジ
ネス・経営の流れや面白み、厳しさを体験し学ぶこ
とができ、起業・創業の選択肢を認識できる。

 吸収力のある学生時代から起業体験することで、
チャレンジ意識や生きる力が向上し、将来実際に起
業しイノベーションを起こすことができる人材が育
成できる。

創業機運を高めるコツプロフィール

設立 2018年6月（2017年まで任意団体として活動）

代表 嶋崎 真仁

事業
目的

人口流出や高齢化が進む秋田県にて、「魅力ある産業」
を生み出すため、地元の大学生・高校生を対象に、土着
ベンチャー人材の発掘や地域の課題解決への基盤づくり

事業
内容

「JPX起業体験プログラム」の実施、地域課題克服のため
のワークショップの開催、地域活性化へのアイディア展開

販売を体験する「わかものみせ」 株主総会・表彰式
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自分たちのマチは自分で創る！浜通りを良くする“全員参加型イベント”
特定非営利活動法人TATAKIAGE Japan「浜魂（ハマコン）」

浜魂（ハマコン）
 浜通り（福島県沿岸地域）を良くするアクションを

応援することを目的とした全員参加型イベント。月
１回から二ヶ月に１回のペースで開催。

 毎回４名程度の登壇者が思い思いのプレゼンを行い、
それを100人前後の地域住民が聞き、気になった登
壇者のもとに集い、テーマに沿ってブレストする。

 登壇者は、イベント参加を通じて、次のアクション
のためのアイディアや仲間を見つけ、プロジェクト
を加速化させる。

（※）ハマコンとは「浜魂＝浜の魂」、「hamacom = 浜通りを愛す
る人のコミュニティ（hama+community）」、鎌倉で始まった「カ
マコンバレー」へのリスペクト、という３つの意味が込められた造語。

事業の詳細

①誰でも参加できる「全員参加型のイベント」
 プレゼン内容は、浜通りを良くするアクションなら

何でも良く、年齢や性別も出身地も立場も関係もな
く、小学生からお年寄りまで、浜通りを愛する気持
ちがあれば誰でも登壇可能。

 イベントを通じて、参加者の事業計画や活動内容を
ブラッシュアップすることで、地域のアントレプレ
ナー教育に貢献。

②地域でプレーヤーを発掘し、応援する仕組み
 地元大学や、行政、商工会や青年会議所など地域の

様々な団体や地元のキーマンと協力することにより、
地域のハブ機能として、地域プレーヤーの発掘・育
成に継続的に取り組んでいる。

 東日本震災後、いわき市民の「自分たちのマチは自
分たちで創るんだ」といったシビック・プライドの
高まりに大きく貢献している。

創業機運を高めるコツプロフィール

設立 2013年2月

代表 小野寺 孝晃

事業
目的

地域課題を自ら解決する社会を目指し､地域でチャレンジ
する人を発掘し､地域と共に育て支援する場と仕組の提供。

事業
内容

何かを始めたい人や団体が次の一歩を踏みだすための
「コーディネート」及びイベントやコワーキングスペースの活用
を通じた「場づくり」を行うこと。

浜魂のロゴ 浜魂の様子
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起業をさせることの過程を体験し、クラスの結束（団結）を高める
下妻市立下妻中学校 中学校における起業体験学習「チャレンジショップ」の実施

起業体験学習「チャレンジショップ」（毎年10月開催）
 自分や級友の適性を見つけたり、教えてあげたりし

ながら将来の進路選択につなげてほしいと、2013
年からスタートした、「チャレンジショップ」

 実施する学年は、第1学年。クラス単位で1会社化
 １会社の組織として「社長」「副社長」「商品開発

部」「企画宣伝部」「接客販売部」「経理部」など
に役割分担

 第1学期に販売商品について検討し、夏休みを利用
して、調理し試食。販売計画を立て、校長・教頭先
生に社長等がプレゼンテーションし、資金調達

 第2学期に、起業するための各種研修を受け、砂沼
サンビーチで行うイベントで来場者に販売

事業の詳細

①起業をさせることの過程を体験する
 （企画宣伝部）母校や公共施設に足を運び、「チャ

レンジショップ」のチラシを配布
 （商品開発部）地元産食材を使い、来場者に喜ばれ

る商品にするため、試作を繰り返し納得した商品及
びネーミングを検討

 （経理部）例年の来場者から販売の数量を積算し、
販売商品の原価計算をし、いくらであれば来場者に
販売でき利益が見込めるか計画

②クラスの結束を高める
 来客者に快く商品を購入してもらえるように、各部

の生徒が研修を受け、各々の役割が発揮できるよう
準備し、当日の運営にあたる

 商品の完売や利益の確保を目標に、生徒が知恵を
絞った運営をし、チャレンジショップの魅力を発信

創業機運を高めるコツプロフィール
設立 1969年4月1日
代表 校長 鈴木 悟

事業
目的

中学生のキャリア教育の一環として、勤労や金銭の流れに
ついて理解するために「チャレンジショップ」を実施し、将来の
夢や希望の実現に向け、社会性や主体的に努力する態
度を身に付ける。

事業
内容

起業体験学習「チャレンジショップ」の実施
（地元産食材を使った料理や菓子等の企画販売）
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ﾋﾞｼﾞｮﾝ遂行の営みが事業経営であることの素晴らしさを広めます。
長野県高森町 「創業支援ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ相談窓口」「ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ支援相談室」

「創業支援ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ相談窓口」
 起業に関する必要な情報を産業課で一元的に提供。
 起業をめざす者に「ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ支援相談室」ﾃｸﾆｶﾙｱｼ

ｽﾀﾝｽﾁｰﾑによる支援に繋げる。
「起業塾」
 塾受講者を「ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ支援相談室」の支援に繋げ

る。起業萌芽者発掘を目的に開催（商工会担当）平
成29年度・30年度で19人受講、内8名が「ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚ
ﾅｰ支援相談室」の支援に繋げている。

「ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ支援相談室」
 TA<ﾃｸﾆｶﾙ ｱｼｽﾀﾝｽ>ﾜｰｷﾝｸﾞﾁｰﾑによる起業支援ﾌﾟﾛｸﾞ

ﾗﾑによる徹底支援を実施。平成27年度～29年度7
件の起業を支援。平成30年度現在7件の起業支援中。

事業の詳細

①未だ夢を抱いている段階から起業者ﾆｰｽﾞを拾うこと
に着眼。夢を抱いている段階から起業の思いに繋げて
いく支援の仕組みが高森町にあることの訴求（広報）
「起業塾」の受講者 ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ支援相談室
ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ相談窓口の相談者 ﾃｸﾆｶﾙｱｼｽﾀﾝｽﾁｰﾑの支援

②売上や利益など財
務からではなく、経
営ﾋﾞｼﾞｮﾝ重視の起業
支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ の実践。
 「経営はﾋﾞｼﾞｮﾝ遂
行の営み」であるこ
との理解から始め、
ﾋﾞｼﾞｮﾝからﾊﾞｯｸｷｬｽﾃ
ｨﾝｸﾞする「戦略ﾏｯﾌﾟ」
を作成し、時間と資
料のムダなく最適な
起業準備によって成
功する起業に導く。

創業機運を高めるコツプロフィール

設立 2015年5月20日

代表 町長 壬生照玄

事業
目的

起業をめざす者に対してﾃｸﾆｶﾙｱｼｽﾀﾝｽ手法により容
易な起業実現を支援することで起業ﾏｲﾝﾄﾞ溢れる地
域にする。

事業
内容

「創業支援ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ相談窓口」、「ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ支援
相談室」の実施

使用中の案内ﾘｰﾌﾚｯﾄ
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遊休不動産を利活用したコワーキングスペースの運営と創業支援
有限会社 日の出企画 大家の創業支援：小さくビジネスを始める入居者への支援事業

中古物件のリノベーションによりスタートした起業支援の
場とコワーキングスペースの運営
「Antique door」

●１階：貸しテナント
創業希望者に最長２年で貸し出し

●２階：コワーキングスペース
小さくビジネスを始めたいと思う人たちが集まる

「沼津で何かやりたい人の会議」等イベントを開催
「小商い研究室」

●様々な分野で独立を目指すクリエーターが集まる
●お店として経験する手前の”やりたいことを試す場”

事業の詳細

①小さな疑問をその場で解決できる支援体制
 プレイヤー側５名、サポーター側５名の少人数制の

「会議」を開催
 サポート側には公共機関や金融機関や各種専門家や

デザイナーを巻き込む
 話しやすく、決めたことを実行しやすい会議
 価値観を共有した人から、様々なビジネスが生まれ

ていく
②まちのプレーヤーたちの「総合窓口」
 何か始めたい人の声を聞き出す場をつくる
 人々をつないで、適切なところへ導く
 まちを楽しくしていく仕掛け人となる

創業機運を高めるコツプロフィール

設立 2012年12月

代表 山田 知弘

事業
目的

空き家を利活用したコワーキングスペースで、市
内の開業予定者を発掘し、開業時に必要な一歩を
後押ししながら、まちの活性化を目指す

事業
内容

働く場の提供＋大家として入居者の仕事づくり、
イベントの開催を通じて、仕事のつながりを促進

Antique door にて開催された
「沼津で何かやりたい人の会議」

小商い研究室
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地域で活躍する起業家を育成、サポートし、次の世代に活躍の場を提供
東海若手起業塾実行委員会 「東海若手起業塾」及び課題解決型「高校生インターンシップ」

「東海若手起業塾」
 東海地域を活性化したいと考える若手起業家を対象

に、ビジネスモデル・戦略の質を高め、事業を成長
軌道に乗せるための支援を行うプログラム。

 2008年に、ブラザー工業株式会社の創立100周年事業と
して協賛を得てスタートし、11年目を迎える。 これまで46
組の起業家を支援。

課題解決型「高校生インターンシップ」
 実行委員会に参画するNPOとの協同により、イン

ターンシップ受け入れ先に「東海若手起業塾」の卒
塾生を選定、高校生が起業家の下で設定されたテー
マに対する解決策を検討、提案まで行うことで、社
会との接点を強め、起業家マインドを培う。

事業の詳細

①仲間や先輩起業家、支援者の力を結集
 実行委員会は東海地域等で起業家支援・若者支援の

活動を行っているNPOと東海若手起業塾OBOG会の
6団体が協働で運営。行政や民間企業も支援。

 専門家だけでなく、過去の塾生が現役塾生の成長を
サポート。卒塾後も志の高い起業家のコミュニティ
が継続され好循環を生む。

②「出会い×挑戦の場」＝インターンシップ
 次世代の地域を担う高校生が、「社会を変える」志

を持つ卒塾生と出会い、一歩踏み出す場を提供する。
 「あの人に出会えたから、いまのこの道を選ぶこと

ができた。」「あの挑戦があったから、わたしもで
きると信じることができた。」と実感することが将
来の起業につながる。

創業機運を高めるコツプロフィール

設立 2008年開始（2011年実行委員会設立）
代表 毛受 芳高

事業
目的

東海地域の次世代を担う若手起業家を対象に、起業家
の支援、起業の周知、啓蒙、起業家育成の土壌整備を
展開。

事業
内容

「東海若手起業塾」の企画運営、NPOとの協同による起
業家教育支援
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「起業」に気付いてもらい、チャレンジ精神を育成
岐阜県信用保証協会 「出張講義」学生向け起業家マインド育成事業

出張講義「地方創生は起業から」
 次世代を担う若い学生が起業家マインドやチャレン

ジ精神を持ってもらうため、学生向けの出張講義を
実施。

 出張講義は、年々リクエストが増えており、平成２
６年度に県内大学を対象に実施したことを契機に、
専門学校や高校にまで支援対象を拡大。これまで９
校で講義を実施し、約2,800名の学生が聴講。

 普段ベンチャー企業を下支えしている信用保証協会
の職員が起業家精神の必要性や創業に関するマーケ
ティングの知識や成功事例等を紹介。

 無関心層の中でも卒業後に起業を志す学生をター
ゲット。飲食業、美容業を担う専門学校や商業・工
業・調理高等学校で出張講義を展開している。

事業の詳細

①起業の選択肢に気付かせる
 講義では対象学生毎に講義内容をカスタマイズし、

特に専門学校生や高校生に対して、「卒業後にお店
のオープン」を例に挙げ、①ターゲット顧客や立地
等コンセプト②技術・店舗運営のノウハウ③単価設
定や売り上げ根拠④無理のない資金調達等を解説し、
イメージを沸かせる。

 参加した学生からは、「起業してみたい」「起業が
身近に感じることができた」「将来のことを真剣に
考えるきっかけとなった」等、学生たちへ起業第一
歩をサポートする。

②学校では学べない！心構えを伝授
 「夢の実現（起業）について」と題して学生に国や

協会の支援制度を細かく解説。起業のためのマーケ
ティング知識や準備資金調達についてプロから伝授。

 学校関係者からも「技術と資格は専門学校で学べる
が、起業に向けた心構えについても学んでもらいた
い」と地域における反響は大きい。

創業機運を高めるコツプロフィール

設立 1951年2月23日
代表 川出 達恭
事業
目的

「地方創生は起業から」をキャッチフレーズとして、次世代を
担う若い学生に起業家マインドやチャレンジ精神を醸成。

事業
内容

中小企業が融資を受ける際の資金調達サポート。創業に
関する知識の習得や計画作成を支援する等創業前から
創業後までをサポート。

県立岐阜県商業高等学校講義風景 岐阜大学講義風景
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世の中の仕事の仕組みを学び、自分にもできるという可能性を感じさせる
学校法人荒井学園新川高等学校 魚津の未来をつくる人をつくるプロジェクト

「魚津の未来をつくる人をつくるプロジェクト」
 生徒に学業だけでは身につかない、社会で生きる力を

身に着ける機会を提供するプロジェクト
 平成２８年度より地域課題とビジネスの仕組みを学ぶ

「コミュニティビジネス部」を設立
 地域の特産品を活用して地元企業の協力を得ながら毎

年商品の開発・販売を行う
 平成２８年度は魚津の水×世界レベルのバリスタと

「１７歳のコーヒー」、平成２９年度は魚津の米粉×
地元製麺会社と「魚津の米騒動つけめん」を開発、販
売。平成３０年度は魚津のりんごを材料とする計画

 経営の面白さと難しさを体系的に学ぶ

事業の詳細

①高校生がビジネスの基本を１から１０まで実践
 生産者を訪ね、地域素材や環境を学んだ上で素材を

選ぶ
 加工者を訪ね、地域産業や経営者の話を聞いた上で

加工手法を選ぶ
 地域イベントで実売し、購買層とコミュニケーショ

ンを取る
 決算作業を行い、利益を確定し分配する
 次年度事業計画を立て、後輩へ引き継ぐ
②組織体制を整え、自分たちで決める経験を積む
 部員に社長～平社員の役割を設定し、実際の会社経

営に近い体験をさせる
 教員や保護者、協力企業は組織の外にあり、決定は

生徒だけで行う

創業機運を高めるコツプロフィール
設立 1973年（昭和４８年）創立 コミュニティビジネス部 2016年６月

代表 理事長 荒井公浩 部活動顧問 教頭 濱元克吉

事業
目的

起業の仕組みや商品開発を学ばせることで、生徒に学業以外の社会で生
きる力を身につけさせ、将来の地元を支える人材の輩出につなげる

事業
内容

地元企業の経営者や教諭の協力のもと、１年かけて商品の開発、販売を
行う。経営の仕組みの他、地域の特性や良さを学ぶ

コーヒーのテイスティング
地元産業フェアに出展
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自分の思いが形になり、不安が希望に変わるコミュニティ
有限会社パワーエンハンスメント 女性起業家支援ネットワーク「わくらく」

女性起業家支援ネットワーク「わくらく」
 「仕事を楽しむことで人生はより豊かになる」とい

う思いを実現するため、「女性の才能を価値に変え、
仕事につなげる場所」「仲間と楽しみながら成長し
ていく場所」とのコンセプトのもと、女性起業家支
援ネットワーク「わくらく」を運営。

 世代にこだわらず、子育てが一段落した後の女性や
シニア世代も含め延べ800名が参加。滋賀、和歌山
といった近畿地域だけでなく、名古屋、東北等、全
国規模でセミナー講師としても活躍され、設立以降、
延べ1000人以上の女性の起業をサポート。

 起業準備中から創業30年以上の人まで様々な起業
ステージの女性が交流し、刺激を与えあっている。

事業の詳細

①「自分ができることを世の中に役立てたい」
という思いを形にして自信に繋げる

 女性の思いを0から1の形にするには、伴走支援、身
近なロールモデルとの出会いの場が重要との思いか
らコミュニティを形成。

 女性経営者のネットワーク作り、経営勉強会、自信
をつけるための体験会の開催、SNS活用や広告ツー
ル作成のサポート、必要な人脈の紹介などを提供。

 迷った時、不安になった時にすぐに相談できる窓口
を用意し、問題を解決する力を育てる。

②経営者仲間×経営ノウハウ×仕事場が手に入る、
女性専用のコワーキングスペースを開設

 スモールビジネスで起業する女性を対象としたコ
ワーキングスペースを2018年8月に開設。

 仕事のリズムを作るため、仕事の弾みをつけるため、
人との交流、アイデアを試したりアドバイスをもら
うことができる場を提供。

創業機運を高めるコツプロフィール

設立 2005年10月
代表 三根 早苗
事業
目的

「やりたい」という思いを育て、試し、形にするチャレンジを応
援するコミュニティを形成

事業
内容

女性起業家支援ネットワーク「わくらく」運営、コワーキング
スペース運営、女性の起業支援、ステージアップ支援等

わくらくビジネスプラン
発表会の様子
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起業家教育からモデル起業家の発掘・発信まで幅広い取組を実施
京都信用金庫 地域から発信する、包括的な創業モデル創出の取組

地域から発信する、包括的な創業モデル創出の取組
 独創的、革新的な事業に取り組み、地域経済の活性

化に貢献している創業５年以内の事業者を対象に、
顕彰事業「京信・地域の起業家大賞」を平成２５年
から実施し、今年度で６回目。

 京都すばる高校への授業も６年間実施するなど、高
校・大学生等の学生向け創業関連授業も実施。

事業の詳細

①創業後のより明確なモデルの提示
 「起業家大賞」では、単なる顕彰事業に止まらず、

インターネットでの発信や全営業店から観覧者を広
く募集するなど、起業家のプレステージをより高め
る工夫を凝らし、潜在的な起業家に対して、自身の
目指すモデルがより明確になるよう、効果的な発信
を実施。

②将来的な創業を視野に入れた、段階的な知識の提供
 授業に携わる職員が将来的な創業から逆算し、高校

生には初心者向け、大学生にはより専門的と、就学
段階に応じた知識を提供。

創業機運を高めるコツプロフィール

設立 1923年9月27日

代表 理事長 榊田 隆之

事業
目的

京都府、滋賀県、大阪府を営業エリアとして、「共通価値
の創造」のもと、融資業務に加え、顧客の経営上の諸課
題を共有し、解決していく取組を実施。
また、地域に根差した金融機関として、創業支援を含め、
CSRや地域活性化の取組も積極的に実施。

事業
内容

金融業務（預入、貸付、手形割引、為替取引等）の他、
上記にかかる付帯・関連業務

↑京信・地域の起業家大賞
受賞者表彰式

↓京都すばる高校への
授業風景
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①エコシステムを早期に形成開始
 将来ビジネスリーダー/スタートアップを目指す世

界中と全国の参加者は早い段階から友情を基盤とす
る有益なネットワークが形成される。

 DECAや未来などのビジネスプランコンテストに出
場する経験を早い段階から経験することにより、プ
ロフェッショナルのプレゼンを目の当たりにできる。

②世界展開ビジネス創業の早期マインドセット
 中小企業と世界展開のスタートアップのやり方が違

うので、その方法を早い段階から学ぶ機会となる。
世界の起業スタンダードであるリーンキャンパスを
マスターするために訓練する。

高校生を対象とした超実践型起業アクティブラーニングプログラム
一般社団法人カピオンエデュケーションズ GTEイノベーションチャレンジプログラム

GTE（Global Technology Entrepreneur）イノベーショ
ンチャレンジプログラム
 シリコンバレーの高校生が受けている授業の内容と同

様のレベルで実施される４泊５日のプログラム。アイ
デア出しからビジネスプランの立て方、会計基礎知識、
チームビルディングなど全行程を英語で習得していく。

 最終日は、作り上げたビジネスプランについて各チー
ムが英語で発表し現役VCや専門家より社会人同様の本
格的な審査を受ける。

 GTEプログラムの参加高校生の中からコンテスト優勝
者で選抜された学生は、 DECA(世界高校生起業同盟
会・試験)や日本最大級ビジネスプランコンテスト未来
等、次の起業とインキュベーションのステップに進む
機会につながる。

事業の詳細

創業機運を高めるコツプロフィール

設立 ２０１６年３月３１日

代表 理事：曽我弘、能登左知

事業
目的

将来ビジネスリーダー/スタートアップを志す高校生が英語で
ビジネススキルを短期集中で習得する

事業
内容

ビジネスを学びたい全国の高校生を対象とし、シリコンバ
レーの現地講師によるスタートアップに必要となる知識を学
ぶ通年プログラムを実施

最終プレゼン、参加高校生集合、授業風景、
グループワーク風景（左上、右、左下、右下順）
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若手起業家目線を更に次世代へと繋ぐ
株式会社山陽管理 若手起業家支援ビルDioPorte、備後次世代経営創業塾、TREE～ひろがる・つながる・女性の輪～

若手起業家支援ビルDioPorte
●「これからの福山市を、広島県を、日本を、世界を担う若者

たちに絶え間なく続く限り「実り」の「キッカケ」を届けていきたい。」とい
う想いで2014年より始めた起業家支援プロジェクト。2018年現在
この場所から約50名の起業家がスタートしている。
創業啓発セミナー「備後次世代経営創業塾」
●若手起業家が起業家目線で創業に興味がない方に興味を
持って頂くきっかけになるような企画を実施。
TREE～ひろがる・つながる・女性の輪～
●創業に関心のある女性１００人が交流を深めるイベントを開
催

事業の詳細

①起業家目線の企画
 実際に動き出した起業家だからこそ見えてくるものがあ

る。主催者が「伝えたい」より企画者が「知りたい」を
大切にすること。若手起業家が次世代起業家に向けて開
催するという意識をもつ。

②起業家同志のつながり
 講師をお招きしてセミナーを開催するだけにとどまらず、

そのセミナーに足を運ぶことによって、同じように起業
をしたい・起業したという人に会うことが出来、会いた
い人に会え、つながりを持てる場を提供すること。

若手起業家支援ビルDioPorte/起業家を繋ぐDioPorteCLUB

創業機運を高めるコツプロフィール

社名 株式会社 山陽管理

代表 角田 千鶴

事業
目的

備後地域の若手起業家の育成に必要な環境を整える。
若手起業家の情報を発信することにより、創業機運造成
を図る。

事業
内容

若手起業家支援ビルDioPorteの企画・運営。創業啓発
セミナーを主催。
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多様な課題に、ワンストップで支援～「夢」を「志」に・伴走・強い経営者へ～
岡山県女性創業サポートセンター コーディネーター 村上紀子

岡山県女性創業サポートセンター（H27年6月開設）
 窓口相談：週2日、創業を目指す女性や女性起業家

の様々な悩み、課題に対し個別に相談対応
＊相談件数：平均200件/年以上（年々増加）

 女性創業塾：初級コースと中・上級コースを開催。
事業計画書作成等創業に必要な知識を実践的に学ぶ。
H30年度は、加えて経営塾の開催。創業後の継続的
な経営と事業成長のための経営知識を高め、女性起
業家リーダーとして地域のロールモデルになるべく
学びの場を提供＊毎回定員を超える応募

 創業セミナー＆交流会：活躍中の女性起業家の講演
や創業前の女性と女性起業家同士の交流会を通し、
気づき、ビジネスコラボ等新たな価値創出

事業の詳細

①相談者の文脈・フェーズに合わせた課題の抽出
●まず傾聴。傾聴を通し相談者の環境、創業フェーズ
等情報収集後、共に具体的な課題整理とビジョンの明
確化を行うことにより、相談者自身の内発的な課題解
決へ向けての意志と行動、モチベーションを引き出す
②経営実務と起業家マインド両面のサポート
●実務的な課題には、的確に指し示して導く
●メンターとしての、心のサポート
③創業塾・経営塾と個別相談のシナジー効果
●実践的、本質的に吸収習得できるよう、より妥協無
きカリキュラムにこだわった創業塾・経営塾の運営
●カリキュラムの消化不良を防ぐため、個別相談での
丁寧なフォローアップ

創業機運を高めるコツプロフィール

設立 ー
代表 ー
事業
目的

岡山県の創業機運醸成、女性に特化した潜
在的創業者の掘り起こしならびに創業支援

事業
内容

窓口個別相談と創業塾、創業セミナー、女
性起業家交流会などの企画及び開催

H28年度創業セミナー＆交流会

写真右相談窓口の様子＊H27年7月山陽新聞レディア掲載より
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女性の夢をカタチにする後押し応援塾
高松信用金庫 SANUKI WOMAN キャリスタ塾

SANUKI WOMAN キャリスタ塾
 キャリスタ塾とは、創業を考えている、または、す

でに起業している女性を対象とした創業応援塾。
 平成27～28年度にかけて、１期あたり３回の講座

を５期開催した。これまでの塾生は約６０人。
 平成29年度は、塾生を中心とした女性起業家の事

業や取り組みをＰＲするイベント「キャリフェス～
働く女性の文化祭～」を開催し、37店舗が出店し
た。

 平成30年度からは、講座を飲食業等の業種別にす
るとともに、１回完結型のカリキュラムに変更し、
実施している。

 金庫女性職員が塾当日含め運営をサポート。

事業の詳細

①想いを「カタチ」に表現する「きっかけ作り」
 女性は、男性では思いつかない女性ならではの発想

や事業に対する熱い想いを持っているものの、それ
を対外的に上手く伝えられない、何から始めたらい
いかわからない等の悩みを持っているケースが多い。
そこで、グループディスカッションやプレゼンテー
ション等を通じて、まずは自分の夢や事業への想い
を整理し、「カタチ」に表現する後押しを行ってい
る。

②仲間との交流や先輩起業家からの助言を得られる場
 キャリスタ塾は、同じ想いを持った仲間と交流し、

一歩先を行く先輩起業家の助言や指導を得られる場
とすることで、女性にとって参加しやすいものであ
るとともに、創業に対するハードルを下げるものと
なっている。

 事業計画書の策定や資金計画等を学ぶ従来型の創業
塾の「一歩前段階」と位置づけることで、潜在的創
業者の掘り起こしにつながっている。

創業機運を高めるコツプロフィール

設立 1941年5月23日

代表 蓮井 明博

事業
目的

同じような志を持つ女性同士の交流の機会を創出
し、悩みや課題を共有すること等を通して、創業
に向けて一歩前に進む後押しを行う。

事業
内容

預金業務、融資業務、内国為替業務、外国為替業
務、有価証券投資業務、付随業務等

グループディスカッションで
講師から助言をもらう 今後の目標等をプレゼン
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本格的な起業体験を通じて、自分の可能性を広げる
一般社団法人徳島ニュービジネス協議会 アントレプレナープログラム

アントレプレナープログラム
 中学生～大学生を対象にしたビジネスゲームのコン

テスト。ゲーム感覚で会社の設立・経営を体験でき、
経済のしくみを勉強できる内容。

 中学生、高校生がチームを作り、事業計画の作成、
資金の調達、会社の設立、運営、決算・監査などを
実施。

 大学生は中高生のチームに投資し、投資家としてサ
ポートを行う。このほか、ベンチャーキャピタリス
ト、公認会計士、銀行員など多彩な専門家がサポー
ト。

事業の詳細

①本格的な起業体験
 中学生、高校生が４人で１チームとなり、株券を発

行して大学生から資金を集め、模擬株式会社を設立。
 ハンズオン型の投資活動を経て、事業計画作成、商

品準備等を行い、企業展示会「徳島ビジネスチャレ
ンジメッセ」において販売活動を実施。決算、監査、
株主総会まで行うなど、会社経営の一連の流れを体
験できる本格的なプログラムとなっている。

 決算・監査を公認会計士が指導するほか、ベンチャ
ーキャピタリストや銀行員がバックアップしている。

②経済の仕組みを理解し、自分の可能性を広げる
 本プログラムは全国に先駆けて平成12年から実施さ

れており、多くの中・高・大学生が参加してきた。
 経済の仕組みを理解し、自分で考え、行動していく

力を身につけることで、自分の可能性を広げること
につながっている。

創業機運を高めるコツプロフィール

設立 1996年8月8日

代表 三木 康弘

事業
目的

徳島県においてニュービジネスの振興育成を図り、
県内産業の健全な発展と県民のため真に豊かな生
活の創造に貢献すること

事業
内容

企業展示会「徳島ビジネスチャレンジメッセ」や、
ビジネスプランコンペ「徳島ニュービジネス支援
賞」の実施、創業準備オフィス（エッグルーム）
の運営等

販売活動実施中 専門家から表彰
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創業で新しい生き方を目指す。
一般社団法人まちはチームだ 「創生塾」

創生塾
 生き方が変われば、ナリワイが変わる。新しいパイ

の創出ができる人材を育成すべく「知見と体験の
シェアリング」をモットーに平成26年からスター
ト。新しい生き方を目指す中で、創業するという方
法を伝えている。

 受講生は延べ12,500人。創業者数45名。これまで
20人以上修了生が講師として誕生。

 年間計20回の講座を実施。16講座以上を受けられ
た方を修了生として認定する。講座内容は、新しい
社会背景における人生設計から財務会計まで多岐に
渡る。

事業の詳細

①修了生同士の交流ネットワークの構築
 講座を修了した後も定期的に交流会を開催。交流す

る中で日々新たな企画が誕生している。また、修了
生が講師として登壇するなど垣根を越えた広がりも
見せる。

②CSV（共通価値創造）の舞台を準備
 社会的なつながりの重要性から、貢献の舞台として

まちづくりなどに参加できる場を用意。
③セミナーに参加できない方も受講が可能に
 就業中・通学中・子育て中で時間的制約があるなど

の理由で創業塾に参加できない人のためにeラーニ
ングを実施。動画配信を行うことで小学生から大人
まで幅広い世代が受講できる。

④個別相談
●創業に関する相談から、コミュニケーションに関する
相談まで、プロカウンセラーが個別で相談を受けれる。

創業機運を高めるコツプロフィール

設立 2016年4月28日

代表 岡 秀樹

事業
目的

移り変わりの早い時代のアライアンス型一般社団法人。フ
リーランスや会社経営者・サラリーマンなど、様々な立場・職
種の人々が集まり、それぞれが持つ専門領域・得意分野を
活かすことで社会課題を解決し地域に貢献する。

事業
内容 創生塾、イベントの主催

第９回創生塾の様子
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女性が活躍できる社会を目指して
株式会社はぐくみ 「女性起業家創業スクール」

女性起業家創業スクール
 創業を目指す女性に対する支援を一体的かつ体系的

に整理した創業スクールを平成28年からスタート。
 1回のコースで計8回の講座を実施。先輩企業家か

らの話から経営知識や資金調達、事業運営に伴う手
続き、人材育成まで幅広いカリキュラムとなってい
る。

 修了生の中から全国創業スクール選手権のファイナ
リストが選出されるなど伴走型支援の実績に繋がっ
ている。

 女性の経営力レベルアップ・ワークショップや、
10万円で起業などのワークショップを随時開催

事業の詳細

①創業前の多様な機会の提供が自信を高める
 実際に起業イメージを膨らませるため、アンテナ

ショップで商品の販売体験を行う機会を提供。
 女性の経営者の方を招き、事例の共有や、工夫した

点などのアドバイスを聞く機会を取り入れている。
②起業後の課題解決や場の提供等の支援を継続
 育児との両立など女性特有の課題解決の仕組みとし

て、女性の経営力レベルアップ・ワークショップや、
女性起業家カフェを開催。

 大学などと連携し講師に招くなど幅広い経験の蓄積
を後押し。

 スクール終了後も修了生が相談できるようフォロー
アップ窓口を開設している。

創業機運を高めるコツプロフィール

設立 2015年8月11日

代表 野村 順子

事業
目的

起業を目指す女性に対し、子育てや就労しながらでもチャ
レンジすることを支援することで、起業をもっと身近なものに
し、女性起業家を熊本から発信していく。

事業
内容 女性起業家創業スクールの主催、アンテナショップの運営

女性起業家スクールの様子
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起業はあくまで選択肢のひとつ。「井の中の蛙」を脱却し、「世界」という大海へ。
株式会社FROGS Ryukyufrogs―ハイブリッドイノベーター人財の育成―

Ryukyufrogs―ハイブリッドイノベーター人財の育成―
 2008年からスタートし、過去9年で沖縄に住む中学生から大学
生までの77名が、研修プログラムを終了。

 理系文系の垣根を超えて「創造的思考力」と「論理的思考
力」を併せ持ち、課題解決に対してクリエイティビティ×テクノロ
ジーでアプローチできる人財（アントレプレナーシップを身につけ
たハイブリッドイノベーター人財）を育成。

 社会課題と向き合いながら、『〇〇×テクノロジー』をテーマに、
学生視点でビジネスを創造する。一人でも多くの若者が沖縄と
いう「枠」にとらわれた「井の中の蛙」から脱却し、世界という「大
海」で適用する未来人財として磨きをかけ「次世代リーダー」とし
ての志とともに成長することを目指している。

事業の詳細

①シリコンバレー派遣研修により、本場の動きを体感
 10日間に及ぶ米国シリコンバレー・エリアにて、主

にベンチャー企業を訪問。
 現地で活躍する起業家、投資家、エンジニアの方々

との交流やパネルセッション、サービスプレゼンを
実施。

②LEAP DAYを開催、研修から実践へ
 沖縄からイノベーションを発信していくショーイベ

ント「LEAP DAY」を開催。
 半年間の研修で得た経験と培った成果を、起業家や

投資家をはじめとするスペシャルゲストや、多くの
聴衆に向けて英語でサービスプレゼンを行う。

創業機運を高めるコツプロフィール

設立 任意団体Ryukyufrogs 2007年12月設立
株式会社FROGS 2017年9月27日設立

代表 山崎 暁

事業
目的

沖縄の持続的かつ発展的な経済自立の実現のために、
世界と沖縄をつなぐグローカル志向の若手イノベーター人財
を発掘・育成する

事業
内容

10日間の米国シリコンバレー派遣を中心に、約半年間の
高度な研修プログラムを実施するハイブリッドイノベーター型
人財育成プログラム

(左上) シリコンバレー研修＠Twitter本社
(左下) シリコンバレー研修＠google本社

(右) LEAP DAY 集合写真
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