
   

 

 

2016 年 7 月 1 日 
お客さま 各位 

都留信用組合 

 

 

 

 

 

 

 

都留信用組合（理事長：細田 幸次、本店：富士吉田市）では、中小企業庁の「平成28年度地域創業

促進支援事業」として、地域での創業・起業を目指す方々を対象に、創業に必要な基本的な知識を身に

つけ、創業に向けたビジネスプランの作成を支援する『創業スクール』（http://www.sougyouschool.jp/）
を、8月20日（土）から（全5回）都留信用組合本店において開催します。 
本創業スクールでは経営、マーケティング、会計、税務等のカリキュラムを用意し、創業支援実績の

豊富な講師陣により創業時に必要となる知識・ノウハウの習得や、ビジネスプランの作成支援を通じて、

創業に向けた一貫したサポートを行います。 
都留信用組合は、創業スクールを通じて創業機運の醸成を図り、地域発の新たな事業の担い手の創出

を目指します。 
また、7月30日（土）にプレイベントとして創業スクールが体験出来る『体験セミナー』も無料開催し

ます。 
当組合では、平成26年度から『創業スクール』を開催し本年で3回目の実施となります。昨年度は22

名の参加者のうち2名の方が開業しました。 
同スクールで、受講生同士のネットワークづくりも出来るので「創業」に興味のある方は気軽にご参

加ください。 
 

    

■ 「創業スクール」の実施概要 
開催日時： 2016年8月20日（土）～ 9月17日（土）（全5回） 
開催場所： 都留信用組合本店 
      住所富士吉田市下吉田2-19-11 
問合せ先： 都留信用組合地域支援部 

 電話 0555-24-4815 FAX 0555-22-6827 
      メール chiikishiennbu@tsurushinkumi.co.jp 
対象  ： 地域において新たに創業を予定している方 受講料：10,800 円・税込） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成28年度地域創業促進支援事業  

起業する方法を基礎から学べる「創業スクール」を 

8月20日（土）から、都留信用組合本店にて開催 
～ 7月1日より受講生の募集開始 ～ 



キックオフイベント

体験セミナー

創業経験者のお話を聞き、創業のポイントも聞くことができるイベント。
創業スクールについても説明する無料セミナーですので、ぜひお越しください。

７月30日（土）13：30～16：30

講師 ㈱ＯＣＬ 代表取締役 四ッ柳茂樹
創業体験者 加々美 久美子（北口夢屋）

開催日時

開催 日時 テーマ（予定）

第1日目 8/20（土） オリエンテーション
ビジネスアイディア発想法

第2日目 8/27（土） マーケティングの基礎
営業・販路開拓戦略など

第3日目 9/3（土） 財務・会計の知識
資金調達の方法など

第4日目 9/10（土） 会社設立等の基礎知識
事業計画のブラッシュアップなど

第5日目 9/17（土） ビジネスプラン作成
ビジネスプラン発表会など

受講料・定員 10,800円 （消費税込、テキスト代含む）／ 定員 30名

開催時間 各回10：00 ～ 17：00 （休憩1時間）

講 師 創業支援に精通した専門家 （詳細は裏面参照）

創業体験者 渡辺 好道（ホステル富士山「結」）

対象者 創業をお考えの方であれば、どなたでも
参加できます。
（創業検討中の方も大歓迎）

会 場 都留信用組合本店
富士吉田市下吉田2-19-11

（駐車場有）

定 員 35人（先着順）

お申込
申込用紙（チラシ裏面）をＦＡＸ・e-Mailでご
送付下さい。
Fax : 0555-22-6827
e-Mail : chiikishienbu@tsurushinkumi.co.jp

平 成 2 8 年 度 地 域 創 業 促 進 支 援 事 業

創業スクール

問い合わせ 0555-24-4815までお電話下さい

主催：都留信用組合
協力：山梨県・日本政策金融公庫・山梨県信用保証協会・郡内商工連絡協議会（富士吉田商工会議所・都留市商工会

大月商工会・上野原市商工会・道志商工会・西桂町商工会・南都留中部商工会・河口湖商工会・小菅村商工会
丹波山村商工会）

本創業スクールでは
創業支援実績の豊富な講師陣により
アイデアの創出から開業までの基礎知識を

学ぶことができます。

創業！ 応援！！



氏 名

（フリガナ） 性別 男 ・ 女

年齢

住所

〒 -

Ｔel.

当日連絡がつく携帯電話等の番号をご記載下さい。

e-Mail

7/30（土）の創業セミナー（無料） 参加する ・ 参加しない

8/20（土）から全5日間の創業スクール（10,800円） 参加する ・ 参加しない

※参加申し込みを頂いてから3営業日以内にe-Mail（またはFAX、電話等）で、受講料支払い等の手続きをご案内致します。受講料のお支払が確認できましたら、

e-Mail、FAX等で参加登録完了のご連絡を致します。（納入後の返金は致しかねますのでご注意下さい。）

※ご記入いただいた内容は本スクール参加把握のために利用する他、今後のセミナー情報（関連情報含む）の提供のために利用することはございますが、第三者に

公開するものではありません。

※本スクールへの反社会的勢力の入場はお断りいたします。

お問い合わせ・お申込み先

お申し込みはe-MailまたはFAXで、下記の受講申込書の内容を記述の上、お申込みください。

✉：chiikishienbu@tsurushinkumi.co.jp

FAX ：0555-22-6827

受 講 申 込 書

講 師 紹 介

四ッ柳茂樹氏 （中小企業診断士 / ITコーディネータ）

横山剛真氏（マーケティングコンサルタント）

田中謙二氏 （税理士）

山内一永氏 (行政書士)

中島智美氏 （CFP® / 調理師）

起業家・中小企業に対し経営支援を行っている。特に起業支援は6年間で3,000件以上。創業後半年で売上を2.5倍にする起業家
等を輩出中。 著書「あたりまえだけどなかなかできない起業のルール」（明日香出版社）など

二児の母親として、女性が家庭と仕事を両立できる起業を応援。起業家育成・アドバイスを得意とし、全国各地でセミナーを行うと
ともに、カフェも経営している。

販促関連の会社経営経験から、顧客の反応を取る販促手法等、起業家向けの各種セミナー講師やコラム執筆など実施。 著書
「会社を辞めてフリーで・個人で独立成功〈集客・売上UP〉完全マニュアル」（明日香出版社）

民間企業経理部勤務、税理士法人勤務を経て、独立開業。多くの起業家と接し支援するとともに、海外進出サポートも行っている。

起業支援とともに介護事業の開設支援等において、多くの実績を挙げている。また、ドリームゲートや商工会議所等で、多くのセミ
ナーを担当している。

河合由紀氏（エグゼクティブコーチ）
2003年より起業家コーチングを開始。多くのクライアントへの対応を通して、起業家としての姿勢や心のあり方についての支援・指
導を行っている。

講師プロフィール



   

 

 

 
（参考資料）  
■『創業スクール』について  http://www.sougyouschool.jp/ 

 
中小企業庁では、地域で創業支援に取り組む方々を応援することで、全国

的な創業機運の醸成を図り、地域発の新たな事業の担い手の創出のための取

り組みを進めており、その一環として全国各地において、135コースの『創

業スクール』を開講します。 
各スクールでは開講に先立ち、無料体験講座を開催し、創業スクールのカ

リキュラムの説明等も行います。 
一昨年、昨年度と創業スクールを受講した全国6,000人以上の創業希望者の方が、ビジネスプランの作

成支援や、受講後の支援機関・受講生同士のネットワーキング、継続的なフォローアップなどを通じて、

創業に向けて準備を進めています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜創業スクールの研修コース＞ 
開講する研修コースは、下記の 4 コースです。 
ベーシックコース （10,800 円・税込） 対象：地域において新たに創業を予定している方  
創業時に必要となる「経営に関する知識・ノウハウ」及び、「起業・事業運営に伴う各種手続き」「資

金調達」などの実務ポイントを一体的かつ体系的に学習できるカリキュラムとなっています。またビ

ジネスプランの作成支援を実施し、創業を希望する方が受講後、速やかな創業をできるようサポート

致します。 
 
第二創業コース （5,400 円・税込） 対象：事業承継や新規事業進出を予定している方  
第二創業を予定している方を対象とし、業務転換や新事業・新分野に進出する際に重要となる経営

環境分析、マーケティング、資金調達等の具体的手法について学ぶ機会を設けることで、円滑な第二

創業をサポートします。 
 
女性起業家コース （10,800 円・税込） 対象：地域において新たに創業を予定している女性の方 
ベーシックコースの学習内容に加えて、女性ならではの視点を活かした商品・サービス開発やライ

フイベントとの両立、女性起業家の体験談など、女性特有の学習ポイントをカリキュラムに盛り込ん

で実施致します。 
 
業種別コース （10,800 円・税込） 対象：地域において新たに創業を予定している方 

ベーシックコースの学習内容に加えて、サービス産業における事業の生産性向上・付加価値増大の

ポイントをカリキュラムに盛り込んで実施します。 



   

 

 

 
■ 本事業に関するお問い合わせ先について 

平成 28 年度地域創業促進支援事業管理事務局 (株式会社パソナ内) 
住所 : 〒100-8228 東京都千代田区大手町 2-6-4 電話 : 03-6262-3781 / FAX : 03-6262-3782 
 
（参考資料） 
 
経済産業省では、IPO を目指すような成長型のベンチャー支援 を行う一方で、身近な課題や地域の

資源に着目し、地域に根ざしたビジネスを興すことで、新たな雇用をつくり出していく創業者を全国

津々浦々で応援していく取り組みを進めています。 我が国ではもともと創業しようとする方が少ない

というマインドの問題に加え、創業時に直面する課題として、資金の調達や、各種手続きなどの知識

やノウハウの不足が挙げられています。  
『創業スクール』事業は、創業希望者のこうした不安を取り除き、 地域の潜在的な創業者を掘り起

こしていくことを目指しています。一昨年、昨年あわせて創業スクールを受講した全国 6,000 人以上

の創業希望者の方が、ビジネスプランの作成支援や、受講後の支援機関・受講生同士のネットワーキ

ング、継続的なフォローアップなどを通じて、創業に向けて準備を進めています。 
 
■平成 27 年度の創業スクールの実績 

実践したスクール数 
コース数 

全国 256 スクール 

受講生数 約 3,050 名 

実践したコース名 

・ベーシックコース 
対象：地域において新たに創業を予定している方 

・女性起業家コース 
対象：地域において新たに創業を予定している女性の方 

・第二創業・再チャレンジコース 
対象：第二創業を予定している方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 本事業に関するお問い合わせ先について 

平成 28 年度地域創業促進支援事業管理事務局 (株式会社パソナ内) 
住所 : 〒100-8228 東京都千代田区大手町 2-6-4 電話 : 03-6262-3781 / FAX : 03-6262-3782 




