
別表１－①（ワンストップ相談窓口）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村が実施する創業支援等事業 

創業支援等事業の目標 

 創業者の抱える様々な経営課題の解決を支援するため、専門家等による窓口相談事業を（公

財）広島市産業振興センターに委託して実施する。 

 窓口相談事業の中で創業関係の相談を年間５０件程度（平成２４年度実績（４５件）と同程

度）実施し、相談者の状況に応じ、創業チャレンジ・ベンチャー支援事業等次のステップへ繋が

る事業へ引き継ぐことにより、円滑な創業を促す。 

 なお、（公財）広島市産業振興センターに委託する４事業による支援対象者（１８６人）のう

ち、創業チャレンジ・ベンチャー支援事業と起業支援アドバイザー派遣はこれまでほぼ全員創

業していること、セミナー受講者については過去平均で年間６人程度であることから、合わせ

て２割以上（４０人程度）の創業を目指す。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

 ＜窓口の業務＞【既存・特定創業支援等事業】 

・ （公財）広島市産業振興センターに相談窓口を設置し、専門家、職員、コーディネータが

中小企業者や創業者の抱える経営課題等の相談に応じる。 

・ 創業全般に係る相談窓口であるとともに、相談内容に応じ、創業チャレンジ・ベンチャー

支援事業や起業支援アドバイザー派遣等につなげるほか、相談内容によっては、他の支援

機関に繋ぐことにより、関係機関全体としてワンストップ窓口として機能する。 

・ 創業支援に関する広島市の相談窓口及び創業・ベンチャー支援連絡協議会の事務局は、広

島市経済観光局産業振興部商業振興課に置き、創業支援担当を１人以上配置する。 

・ 創業支援に関する海田町の相談窓口は企画部魅力づくり推進課に置き、創業支援担当を

１人配置する。 

・ 創業支援に関する府中町の相談窓口は町民生活部自治振興課に置き、創業支援担当を１

人配置する。 

・ 広島市、海田町及び府中町の窓口では、相談内容に応じて、適切な支援機関の窓口、セミ

ナー、支援事業や市役所又は町役場の担当部局につなげる。 

・ 広島市は、創業・ベンチャー支援連絡協議会を運営し、各創業支援機関が、それぞれの強

みを踏まえ、相談者の相談内容に応じて、適切に他の支援機関の窓口、セミナー、支援事業

につなげることができるよう、各機関の事業の整理、情報の提供・共有、事業開催の調整等

を行う。 

・ 海田町及び府中町は、広島市の創業・ベンチャー支援連絡協議会の構成員となり、広島市

とともに各機関の事業の整理、情報の提供・共有、事業開催の調整等を行う。 

・ 各創業支援機関においては、窓口において相談対応を行うが、相談内容によって各支援機

関の強みを踏まえ、適切な支援機関の窓口や支援事業につなげることにより、関係機関全

体としてワンストップ窓口として対応する。 

 ・ 創業に必要となる要素別の各連携機関の役割は以下のとおりとする。 

 

 ＜創業に必要な要素と各連携機関が担う役割＞ 

 １ ターゲット市場の見つけ方 

   （公財）広島市産業振興センターにおいて、窓口相談や創業チャレンジ・ベンチャー支援

事業により、アドバイスを行う。 

（公財）ひろしま産業振興機構の創業マネージャーが、アドバイスを行う。 

   広島商工会議所並びに祇園町商工会、安古市商工会、沼田町商工会、広島安佐商工会、高

陽町商工会、広島東商工会、五日市商工会、広島安芸商工会海田支所及び府中町商工会の経

営指導員が、アドバイスを行う。 

   広島市立中央図書館において、創業に必要なあらゆる情報を創業者及び支援機関に提供

する。 

   プレシャスサービス（株）においては、起業家のためのランチ会を開催し、起業家同士の

意見交換、情報交換、専門家のアドバイスなどを行う。 

 



 ２ ビジネスモデルの構築 

   （公財）広島市産業振興センター、（公財）ひろしま産業振興機構、広島商工会議所、金

融機関（日本政策金融公庫、広島銀行、もみじ銀行、広島信用金庫）、広島安芸商工会海田

支所及び府中町商工会において、ビジネスモデル構築に向けた各種セミナーを実施する。 

   （公財）広島市産業振興センターの創業チャレンジ・ベンチャー支援事業において、有望

な事業構想を持つ者に対して事業計画の策定段階から専門家のアドバイスを行い、事業計

画のブラッシュアップを図る。 

   広島商工会議所並びに祇園町商工会、安古市商工会、沼田町商工会、広島安佐商工会、高

陽町商工会、広島東商工会、五日市商工会、広島安芸商工会海田支所及び府中町商工会の経

営指導員が、ビジネスモデルの構築のアドバイスを行う。 

   広島信用金庫においては、インキュベーション施設を運営し、インキュベーションマネ

ージャーがビジネスモデルの構築のアドバイスを実施する。 

   （株）ソアラサービスにおいては、コワーキングスペースを提供し、ビジネスモデル構築

のための個別相談やアドバイスを実施する。 

   ＮＰＯ法人ひろしまＮＰＯセンターにおいては、ソーシャルビジネス・コミュニティー

ビジネスに関するセミナーや個別相談を実施する。 

   （株）Ｈｉｎｔにおいては、現役起業家が、持続・発展可能な商売であるかどうかを基準

に個別相談に当たり、よりスムーズな創業を支援する。また、店舗型事業の創業希望者に対

しては、空きテナントの有機的なマッチングを行う。 

   プレシャスサービス（株）においては、シェアオフィスを運営し、常駐する専門家がビジ

ネスモデル構築のための個別相談を実施する。 

 ３ 売れる商品・サービスの作り方 

   （公財）広島市産業振興センター及び（公財）ひろしま産業振興機構において、各種専門

家がアドバイスを行う。 

   広島商工会議所並びに祇園町商工会、安古市商工会、沼田町商工会、広島安佐商工会、高

陽町商工会、広島東商工会、五日市商工会、広島安芸商工会海田支所及び府中町商工会の経

営指導員が、マーケティング手法や販売戦略手法のアドバイスを行う。 

   （一社）企業成長戦略支援センターにおいて、各専門家がマーケティングや商品開発につ

いてアドバイスを行う。 

 ４ 適正な価格の設定と効果的な販売方法について 

（公財）広島市産業振興センター及び（公財）ひろしま産業振興機構において、各種専門

家がアドバイスを行う。 

   広島商工会議所並びに祇園町商工会、安古市商工会、沼田町商工会、広島安佐商工会、高

陽町商工会、広島東商工会、五日市商工会、広島安芸商工会海田支所及び府中町商工会の経

営指導員が、マーケティング手法や販売戦略手法のアドバイスを行う。 

   金融機関（広島銀行、もみじ銀行、広島信用金庫）が、販路開拓のための企業間同士のマ

ッチングを行う。 

   （一社）企業成長戦略支援センターにおいて、各専門家が販路開拓のための事業者間マッ

チングについてアドバイスを行う。 

 ５ 資金調達 

金融機関（日本政策金融公庫、広島銀行、もみじ銀行、広島信用金庫）において、融資相

談及び資金計画策定支援を行う。 

 ６ 事業計画書の作成 

   （公財）広島市産業振興センター、（公財）ひろしま産業振興機構、広島商工会議所、（株）

ソアラサービスにおいて、事業計画書の作成に関するセミナーを実施する。 

   （公財）広島市産業振興センターの創業チャレンジ・ベンチャー支援事業において、有望

な事業構想を持つ者に対して事業計画の策定段階から専門家のアドバイスを行い、事業計

画のブラッシュアップを図る。 

   （公財）ひろしま産業振興機構において、専門家が事業計画の策定及びブラッシュアップ

についてアドバイスを行う。 

広島商工会議所並びに祇園町商工会、安古市商工会、沼田町商工会、広島安佐商工会、高

陽町商工会、広島東商工会、五日市商工会、広島安芸商工会海田支所及び府中町商工会にお

いて、経営指導員が事業計画の策定のアドバイスを行う。 



金融機関（日本政策金融公庫、広島銀行、もみじ銀行、広島信用金庫）の融資相談におい

て、事業計画の策定のアドバイスを行う。 

広島信用金庫において、インキュベーション施設を運営し、インキュベーションマネー

ジャーが事業計画策定のアドバイスを行う。 

（株）ソアラサービスにおいて、コワーキングスペースを提供し、事業計画策定のアドバ

イスを行う。 

（一社）企業成長戦略支援センターにおいて、専門家が事業計画策定のアドバイスを行

う。 

プレシャスサービス（株）においては、シェアオフィスを運営し、常駐する専門家が事業

計画策定のアドバイスを実施する。 

（株）ビジネスサポートにおいては、専門家が中期５ヵ年経営計画の策定のアドバイス

を行う。 

 ７ 許認可、手続 

   広島市、海田町及び府中町が、相談内容に応じて、市役所及び町役場の担当部局に 

つなげる。 

   （公財）広島市産業振興センターや（公財）ひろしま産業振興機構において、各種専門家

が創業の諸手続きに関するアドバイスを行う。 

   広島商工会議所並びに祇園町商工会、安古市商工会、沼田町商工会、広島安佐商工会、高

陽町商工会、広島東商工会、五日市商工会、広島安芸商工会海田支所及び府中町商工会にお

いて、経営指導員が法人設立や個人事業の手続きのアドバイスを行う。 

   （一社）企業成長戦略支援センターにおいて、各専門家が創業に必要な各種手続について

アドバイスを行う。 

 ８ コア事業の事業展開の可能性や関連事業への拡大可能性 

   （公財）広島市産業振興センターの創業チャレンジ・ベンチャー支援事業において、専門

家が、経営のノウハウ等に関する指導、助言を継続的に行う。 

（公財）ひろしま産業振興機構において、専門家が創業後の資金調達、経営課題等に関す

るアドバイスを行う。 

   広島商工会議所並びに祇園町商工会、安古市商工会、沼田町商工会、広島安佐商工会、高

陽町商工会、広島東商工会、五日市商工会、広島安芸商工会海田支所及び府中町商工会にお

いて、経営指導員が創業後の事業継続や存続の強化支援を図る目的で、フォローアップ支

援を継続的に行う。 

   金融機関（広島銀行、もみじ銀行、広島信用金庫）において、事業継続のためのフォロー

アップを行う。 

   広島銀行においては、同行が事務局の（公財）ひろしまベンチャー育成基金の助成金を受

けた創業者に対し、他の支援機関と連携して継続的な支援を行う。 

   （株）ソアラサービスにおいて、創業 5 年以内の起業家を対象にした先進地視察や個別

相談を実施し、事業拡大のためのアドバイスを行う。 

   （株）Ｈｉｎｔにおいては、企業や社会のニーズと大学のシーズの有機的マッチングを行

い、大学発ベンチャーの創業を促進する。 

   有限責任監査法人トーマツにおいて、スタートアップ企業の事業拡大のためのビジネス

ブラッシュアップや事業計画の作成支援及びモニタリングを行う。 

   （一社）企業成長戦略支援センターにおいて、各専門家が創業後もフォローアップを行

い、成長戦略に関するアドバイスを行う。 

   （株）ビジネスサポート・クリエイトにおいては、専門家が中期５ヵ年経営計画の策定後

の計画の進捗状況、新たな課題等の確認を行い、必要に応じて計画の見直し、単年度経営計

画の策定の支援を行う。 

 

＜創業支援機関との連携＞ 

 ・ 広島市域では、行政をはじめ多様な支援機関が様々な創業・ベンチャー支援を行っている

ことから、これらの支援機関が連携し、一体感を持って創業者やベンチャー企業を支援し

ていくことを目的として、「創業・ベンチャー支援連絡協議会」を設置し、情報の共有化や

支援施策の調整などの取組を行っている。 

 ・ 本計画により、この取組を強化し、広島市が行う事業のほか当協議会の構成員が行う事業



について、協議会構成員が互いに連携して情報提供や支援事業を行うことを促し、創業者

が必要とする支援を、市域全体でよりタイムリーに、効果的に、確実に提供できる環境づく

りを推進する。 

 ・ 平成２７年度からは、新たに海田町が当協議会の構成員となり、さらに令和元年度からは

府中町も構成員に加わり、広島市、海田町及び府中町が一体となって創業支援に取り組む。 

 

 ＜特定創業支援等事業について＞ 

・ 各支援機関の事業のうち、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得できる創業

セミナー、専門家のアドバイス及び個別支援を１か月以上にわたり４回以上受けた場合（複

数の機関にまたがって受けた場合を含む。）のこれらの事業を合わせて特定創業支援等事業

とする。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、特定創業支援等事業の要件、手続等について、創業者に広

く周知する。 

・ 特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望し、個人情報の取扱について同

意を得た者について、広島市、海田町及び府中町は、各支援機関から氏名、住所、連絡先、

支援内容、支援期間等を記載した報告書の提出を受ける。 

 

 ＜各事業の共通事項について＞ 

・ 事業計画全体に関して、創業支援等事業により支援を受けた者の状況をフォローし、目標

の達成状況を調査するため、アンケート調査等により創業の状況を確認するとともに、特

に証明書の交付を受けた者に対しては、年に１回、アンケートや聞き取り等の方法により、

創業を行ったかどうか、実績報告等の確認を実施する。 

・ 事業計画全体に関して、創業を行った者に対しては、協議会の構成員（経営革新等認定支

援機関・金融機関等）との連携により、継続的なフォローアップを実施する。また、公の秩

序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる事業を行う創業者は支援を行わない

ものとする。 

 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

 ＜（公財）広島市産業振興センターの窓口相談＞ 

  広島市が、（公財）広島市産業振興センターに委託して実施する。 

  ・ 支援対象は、広島市、海田町及び府中町の創業予定者又は中小企業者等とする。 

・ 職員、コーディネータは、常時相談に応じる。（月～金 8：30～17：15） 

・ 電話相談（随時受付） 

  ・ 専門家による窓口相談 

    専門家等（中小企業診断士、税理士、弁護士、日本政策金融公庫職員等）が相談に応じ

る。（月～金、毎月第３日曜日） 

１件当たり５０分間、１日４件上限。無料。 

    相談分野は、販売促進、事業戦略、創業、法律、知的財産など。 

 

 ＜本計画への参加機関全体でのワンストップ窓口＞ 

 ・ 各支援機関は、窓口において各種相談対応を行う。 

 ・ 各支援機関は、相談内容によって適切な支援機関の窓口や支援事業につなげることによ

り、関係機関全体としてワンストップ窓口として対応する。 

 

 ＜広島市、海田町及び府中町の窓口での業務＞ 

・ 広島市、海田町及び府中町は、創業・ベンチャー支援連絡協議会において、各創業支援機

関のセミナー等の実施計画を相互に情報交換し、内容や時期の重複がないよう調整を行う。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、各創業支援機関のセミナーが、特定創業支援等事業の要件

である経営、財務、人材育成、販路開拓の４分野のいずれに該当するか整理し、４分野の知

識が習得できるよう内容の調整を行う。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、毎月、各創業支援機関のセミナー情報を収集し、広島市、

海田町及び府中町の広報紙やホームページに掲載することにより、広報活動の支援を行う。 



 

計画期間 

 平成２６年４月１日～令和７年３月３１日 

 変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 

 

  



別表１－②（創業者向け研修会・セミナー）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村が実施する創業支援等事業 

創業支援等事業の目標 

 創業者向け研修会・セミナーの開催を（公財）広島市産業振興センターに委託して実施する。 

 年間のセミナー受講者は延べ１００人程度（平成２６年度予算上の定員人数（平成２４年度
実績１２１人））とし、受講者の状況に応じ、創業チャレンジ・ベンチャー支援事業等次のステ
ップへ繋がる事業へ引き継ぐことにより、円滑な創業を促す。 

 なお、（公財）広島市産業振興センターに委託する４事業による支援対象者（１８６人）のう
ち、創業チャレンジ・ベンチャー支援事業と起業支援アドバイザー派遣はこれまでほぼ全員創
業していること、セミナー受講者については過去平均で年間６人程度であることから、合わせ
て２割以上（４０人程度）の創業を目指す。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

【創業者向け研修会・セミナーの開催】 

  ・ 創業アカデミー１（基礎編） 

    創業や経営に関する基礎的な知識を体系的に学びたいと考えている者を対象に、創業
するために必要な知識や手続に関する研修を、座学に一部実習を交えて実施する。 

    一連の講義により、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識が習得できる内容と
する。 

  ・ 創業アカデミー２（実践編） 

    創業に向けての実践的な知識、ノウハウを体系的に学びたいと考えている者を対象に、
創業アカデミー１の基礎知識を踏まえた上で、より実践的な内容として創業計画の作成
のポイント等を学ぶ研修を、座学と実習により実施する。 

    一連の講義により、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識が習得できる内容と
する。 

  ・ 創業ワンコインセミナー 

    創業予定者や創業間もない中小企業者を対象に事業を行うにあたって遭遇する様々な
課題について、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識のいずれかを習得できる内
容の１回完結型のワンポイントセミナーを実施する。 

  〈特定創業支援等事業について〉 

    創業アカデミー１又は創業アカデミー２は、各日の講義時間の８割以上、全日受けた
場合を特定創業支援等事業とする。 

    創業アカデミー１、創業アカデミー２又は創業ワンコインセミナーで受講できなかっ
た分野について、他の創業セミナー、専門家のアドバイス及び個別支援等の特定創業支
援等事業（他の支援機関が実施するものを含む）を１か月以上にわたり継続して受け、要
件を満たす場合、これらの事業を合わせて特定創業支援等事業とする。 

 
（２）創業支援等事業の実施方法 

   広島市が、（公財）広島市産業振興センターに委託して実施する。 

  ・ 創業アカデミー１ 

    １日６時間程度の講義を１か月間にかけて４日間程度行う。 

定員２５人 

  ・ 創業アカデミー２ 

    １日６時間程度の講義を１か月間にかけて４日間程度行う。 

定員２０人 

  ・ 創業ワンコインセミナー 

    １日２時間の講義を年間２回実施する。各定員３０人 

  ・ 広島市、海田町及び府中町は、特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希
望する者について、（公財）広島市産業振興センターから氏名、住所、連絡先、受講日時
及び内容について報告書の提出を受ける。 

計画期間 

 平成２６年４月１日～令和７年３月３１日 

 変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定
日以降の申請が対象となります。 

  



別表１－③（創業チャレンジ・ベンチャー支援事業）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村が実施する創業支援等事業 

創業支援等事業の目標 

 有望な事業構想を持つ者を募集選定し、専門家により事業計画の策定を支援するとともに、
優秀な事業計画を策定した者の創業に際し、専門家の派遣及び融資による支援を行う「創業チ
ャレンジ・ベンチャー支援事業」を（公財）広島市産業振興センターに委託して実施する。 

 年間１６件（平成２６年度予算上の目標件数（平成２５年度前期実績５人））認定し、確実な
創業と経営の安定化を目指す。 

 なお、（公財）広島市産業振興センターに委託する４事業による支援対象者（１８６人）のう
ち、創業チャレンジ・ベンチャー支援事業と起業支援アドバイザー派遣はこれまでほぼ全員創
業していること、セミナー受講者については過去平均で年間６人程度であることから、合わせ
て２割以上（４０人程度）の創業を目指す。 

 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

  【創業チャレンジ・ベンチャー支援事業】 

  ・ 事業計画策定支援 

    有望な事業構想を持つ者に対して、事業計画の策定段階から専門家のアドバイスを行

い、事業計画のブラッシュアップを図る。 

  ・ 事業計画実行支援 

    上記でブラッシュアップされた事業計画のうち優れたものについて、専門家派遣及び

低利の融資によりその実行を支援する。 

  ・ 創業チャレンジ・ベンチャー資金（融資） 

  ・ 事業計画策定支援及び事業計画実行支援により、１か月以上にわたり、経営、財務、人

材育成、販路開拓の知識を習得させる支援を４回以上継続した場合を特定創業支援等事

業とする。 

    なお、支援を受けなかった分野について、他の創業セミナー、専門家のアドバイス及び

個別支援等の特定創業支援等事業（他の支援機関が実施するものを含む）を受け、要件を

満たす場合、これらの事業を合わせて特定創業支援等事業とする。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

広島市が、（公財）広島市産業振興センターに委託して実施する。 

   年間３回募集し、１次審査に合格した者に事業計画策定支援を実施し、２次審査に合格

した者に事業計画実行支援を実施するとともに、低利融資を紹介する。 

  ・ 事業計画策定支援 

    （公財）広島市産業振興センターに登録している専門家（中小企業診断士、税理士等）

が、事業領域（新規性・独創性）の明確化、内外経営環境（ＳＷＯＴ分析）の把握、販売

計画（立地分析等）の策定、財務計画の策定、総合的な経営計画の策定等について助言や

研修等を実施するとともに、（公財）広島市産業振興センターの職員が事業計画のブラッ

シュアップの支援を行う。 

    専門家派遣 １件につき原則４回以内（１回２時間）無料 

    研修 年３回 

    支援期間 １次審査から２次審査までの間（２か月程度） 

  ・ 事業計画実行支援 

    （公財）広島市産業振興センターに登録している専門家（中小企業診断士、税理士等）

が、経営のノウハウ等に関する指導、助言や研修等を行う。 

    専門家派遣 １件につき原則１２回以内（１回２時間）無料 

研修 年１回 

    支援期間  創業日又は認定日から２年程度 

  ・ 創業チャレンジ・ベンチャー資金（融資） 

    限度額２，０００万円、利率年０．５％、無担保・無保証人 

    融資希望者は、広島市が金融機関へ推薦する。 

  ・ 広島市は、特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者について、



（公財）広島市産業振興センターから氏名、住所、連絡先、専門家派遣の日時及び内容に

ついて報告書の提出を受ける。 

計画期間 

 平成２６年４月１日～令和７年３月３１日 

 変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定
日以降の申請が対象となります。 

  



別表１－④（起業支援アドバイザー派遣事業）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村が実施する創業支援等事業 

創業支援等事業の目標 

 創業予定者及び創業後３年未満の中小企業を対象に、事業の立ち上げ等を支援するため、専

門家を派遣する「起業支援アドバイザー派遣事業」を（公財）広島市産業振興センターに委託し

て実施する。 

 年間２０件程度（平成２６年度予算上の目標件数（過去３年平均１３人＋拡充分））派遣し、

確実な創業と経営の安定化を目指す。 

 なお、（公財）広島市産業振興センターに委託する４事業による支援対象者（１８６人）のう

ち、創業チャレンジ・ベンチャー支援事業と起業支援アドバイザー派遣はこれまでほぼ全員創

業していること、セミナー受講者については過去平均で年間６人程度であることから、合わせ

て２割以上（４０人程度）の創業を目指す。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

  【起業支援アドバイザー派遣事業】 

・ 創業予定者及び創業後３年未満の中小企業等を対象に、（公財）広島市産業振興センタ

ーに登録している専門家（中小企業診断士、税理士等）を派遣する。 

・ 起業支援アドバイザー派遣により、１か月以上にわたり、経営、財務、人材育成、販路

開拓の知識を習得させる支援を４回以上継続した場合を特定創業支援等事業とする。 

    なお、支援を受けなかった分野について、他の創業セミナー、専門家のアドバイス及び

個別支援等の特定創業支援等事業（他の支援機関が実施するものを含む）を受け、要件を

満たす場合、これらの事業を合わせて特定創業支援等事業とする。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

  ・ 広島市が、（公財）広島市産業振興センターに委託して実施する。 

  ・ 専門家派遣 １年度１回（１回２時間）無料 

  ・ 広島市は、特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者について、

（公財）広島市産業振興センターから氏名、住所、連絡先、専門家派遣の日時及び内容に

ついて報告書の提出を受ける。 

 

計画期間 

 平成２６年４月１日～令和７年３月３１日 

 変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 

 

 

 



別表１－⑤（ビジネス支援サービス）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村が実施する創業支援等事業  

創業支援等事業の目標 

 広島市立中央図書館において、ビジネス支援担当の司書を配置し、ビジネス支援サービスを
行う。ビジネス相談会やセミナーなどにより、創業者や支援機関に必要な資料や情報提供をし
て年間１００人以上の支援を行い、各支援機関への中継ぎの役割を果たすことで、２割以上の
創業を目指す。また各支援機関の情報の拠点としての役割を担う。目標支援人数は、平成２４年
度実績（９０人）に鑑み、同程度以上とし、他の支援機関に適切に引き継ぐことにより、（公財）
広島市産業振興センターの目標と同じ２割以上の創業を目指す。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

   ビジネス支援サービスとして、以下の事業により、創業者に必要な情報提供を行うとと
もに、各支援機関への中継ぎの役割を果たす。また、誰でも気軽に利用できる図書館である
こと、及び、土、日、平日夜間（１９時まで）開いているという特徴を活かして、各支援機
関の情報の拠点としての役割を担う。 

  ① ビジネス相談会【特定創業支援等事業】 

・ 一般社団法人広島県中小企業診断協会から派遣された中小企業診断士及び広島県信
用保証協会職員が個別に相談に応じる。 

・ 相談者の相談内容を司書が事前にヒアリングを行い、相談内容を中小企業診断士に
伝え、相談会当日の参考資料として関連図書資料を準備し、相談中も新たな資料が必要
となった場合は司書が資料収集・提供等を行う。 

・ 相談会終了後は、図書資料の貸出やレファレンスに応じるなどサポートを行う。 

・ 気軽に利用でき、土曜日も開いている図書館という特徴を活かして、敷居の低い入り
口の役割を担う。相談内容に応じ、相談者を必要な支援機関へ紹介して創業へ導く。 

上記の支援を１か月以上にわたり行い、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得さ
せる支援を特定創業支援等事業とする。 

   なお、支援を受けなかった分野について、他の特定創業支援等事業（他の支援機関が実施
するものを含む）を受け、要件を満たす場合、これらの事業を合わせて特定創業支援等事業
とする。 

  ② セミナー・講座の開催 

    各支援機関と共催でセミナー・講座を開催する。 

  ③ 商用データベースの活用 

    商用データベースを９本導入し、データベース専用のパソコン２台を設置し、創業者
や各支援機関に活用してもらう。 

  ④ ビジネス情報サービス 

    窓口及び電話により、創業や起業に関する情報や資料を提供するサービスを実施する。         

専門的な内容については、他の公共図書館・国立国会図書館や大学図書館から資料の相
互賃借や照会を行い回答する。 

  ⑤ 各支援機関の情報収集・提供 

    各支援機関のセミナー情報や支援情報を収集し、利用者に積極的に情報提供を行う。 
 
（２）創業支援等事業の実施方法 

   指定管理者である公益財団法人広島市文化財団が実施する。 

  ① ビジネス相談会 

    広島市中小企業支援センター、一般社団法人広島県中小企業診断協会及び広島県信用
保証協会との共催で実施する。 

    毎月第２土曜日に実施。１日５名、１人１時間以内。無料。 

  ② セミナー・講座の開催 

    広島市、広島市中小企業支援センター、日本政策金融公庫と共催で実施する。 

    年間９回程度実施。 

計画期間 

平成２６年４月１日～令和７年３月３１日 

 変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 



別表２－①－１（創業セミナー）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

   公益財団法人ひろしま産業振興機構 

（２）住所 

   広島県広島市中区千田町三丁目７番４７号 

（３）代表者の氏名 

   代表理事副理事長 寄谷 純治 

（４）連絡先 

   TEL：082-240-7702、FAX：082-249-3232、担当者 藤岡、牧口 

創業支援等事業の目標 

創業セミナーを実施し、創業セミナーの受講者は、県内全域で、延べ４６０人程度（平成 29

～30 年度実績 461 人／年と同程度）とし、新規創業者の確実な創業を目指す。 

なお、創業目標は①創業セミナーの実施、②創業マネージャーによる各種相談対応、③創業サ

ポーターによる専門アドバイス実施の３事業合計で設定することとし、これら３事業の支援対

象者（延べ 1130 人）のうちの創業件数は、平成 28～30 年度実績（277 人／年）に鑑み、他の

支援機関との連携を強化することにより、県内全域で年間３００件の創業を目指す。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

   【創業セミナーの実施】 

・ 創業希望者等を対象に、集中指導（ビジネスプラン作成セミナー，起業家講演な

ど）を実施する。 

・ 開催内容等は、創業マインドの醸成、創業プランの作成及びブラッシュアップ、創

業予定者又は創業者との交流、その他創業に関して必要と認められる内容とし、経

営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識が得られるものとする。 

    ・ 創業セミナーを１か月以上にわたり４回以上受講し、経営、財務、人材育成、販路

開拓のノウハウを習得できる講座をすべて受講した場合を「特定創業支援等事業」を

受けたこととする。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・ 当財団が主催するほか、県内の商工会議所・商工会、金融機関、市町等の中小企業支

援機関との連携や共催により実施する。 

・ 1 日３～６時間の講義・演習を１～３日間程度×１５回程度開催する（原則無料、定

員２０名程度） 

・ セミナーでは他の支援機関のセミナーや支援事業の情報を提供する。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口や広報紙等を通じて、セミナーの開催の広報を行

う。また、セミナー参加者に対して、広島市で実施する創業チャレンジ・ベンチャー支

援事業等を紹介して、継続支援する。 

・ 他の支援機関においても、窓口において相談者に紹介するなど周知する。 

・ 特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者については、氏名、

住所、連絡先、受講内容、受講日時を記載した報告書を広島市、海田町及び府中町に提

出する。 

計画期間 

平成２６年４月１日～令和７年３月３１日 

 変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 

 

 



別表２－①－２（創業マネージャーによる各種相談対応）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

   公益財団法人ひろしま産業振興機構 

（２）住所 

   広島県広島市中区千田町三丁目７番４７号 

（３）代表者の氏名 

   代表理事副理事長 寄谷 純治 

（４）連絡先 

   TEL：082-240-7702、FAX：082-249-3232 

担当者 牧野、浅井、恩智、高橋、藤岡、子安 

創業支援等事業の目標 

創業マネージャーによる各種相談対応を実施し、県内全域で年間延べ３４０件程度（平成 28

～30 年度実績 345 件／年と同程度）実施することを目標とし、新規創業者の確実な創業を目指

す。 

なお、①創業セミナーの実施、②創業マネージャーによる各種相談対応、③創業サポーターに

よる専門アドバイス実施の３事業合計で設定することとし、これら３事業による支援対象者（延

べ 1130 人）のうちの創業件数は、平成 28～30 年度実績（277 人／年）に鑑み、他の支援機関

との連携を強化することにより、県内全域で年間３００件の創業を目指す。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

   【創業マネージャーによる各種相談対応】 

・ 創業マネージャー１名及び創業サブマネージャー５名を常勤で配置し、新規創業

者からの創業前・創業時・創業後の各段階に応じた相談に対応する。 

・ 創業マネージャー、創業サブマネージャーは、新規創業者からの一般的な相談内容

について助言を行うほか、より専門的知識が必要な場合は創業サポーターの支援や、

創業計画の成熟度に応じた創業セミナーへの参加等について指導する。 

・ 相談内容に応じて、他の支援機関を紹介する。 

・ 創業マネージャー、創業サブマネージャーによる各種相談対応を１か月以上にわ
たり４回以上継続的に実施し、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得さ
せる場合を「特定創業支援等事業」とする。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

   ・ 創業マネージャー１名、創業サブマネージャー５名を常勤で配置する。 

   ・ 広島市、海田町及び府中町は、広報紙において窓口を紹介するなど広報を図る。ま

た、販路開拓や補助金相談など、強みのある相談を当該窓口に紹介する。 

・ 他の支援機関も、相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者については、氏名、

住所、連絡先、支援内容、支援期間を記載した報告書を広島市、海田町及び府中町に提

出する。 

 

計画期間 

平成２６年４月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 

 

  



別表２－①－３（創業サポーターによる専門アドバイスの実施）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

   公益財団法人ひろしま産業振興機構 

（２）住所 

   広島県広島市中区千田町三丁目７番４７号 

（３）代表者の氏名 

   代表理事副理事長 寄谷 純治 

（４）連絡先 

   TEL：082-240-7702、FAX：082-249-3232、担当者 豊田、牧口 

創業支援等事業の目標 

創業サポーターによる専門アドバイスを実施し、県内全域で年間延べ３３０件程度（平成 28

～30 年度実績 335 件／年と同程度）実施することを目標とし、新規創業者の確実な創業と経営
の安定化を目指す。 

なお、①創業セミナーの実施、②創業マネージャーによる各種相談対応、③創業サポーターに
よる専門アドバイス実施の３事業合計で設定することとし、これら３事業による支援対象者（延
べ 1130 人）のうちの創業件数は、平成 28～30 年度実績（277 人／年）に鑑み、他の支援機関
との連携を強化することにより、県内全域で年間３００件の創業を目指す。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

【創業サポーターによる専門アドバイスの実施】 

・ 新規創業者を対象に、創業前１年・創業後１年の２年間で、中小企業診断士・公認
会計士・税理士・コンサルタント等の創業サポーターによるビジネスプラン策定、資
金調達、会社設立申請、税務申告等についての専門アドバイス等を実施する。 

・ 支援内容は次のとおりである。 

・創業計画の作成及びブラッシュアップに関すること 

・資金調達（融資、補助金等）に関すること 

・創業に関する諸手続きに関すること 

・販路開拓、資金調達（創業後）、人材育成などの経営課題の解決に関すること 

・その他必要な支援 

    ・ 創業サポーターによる専門アドバイスを１か月以上にわたり４回以上継続的に実
施し、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得させる場合を「特定創業支
援等事業」とする。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・ 支援期間は、創業前１年又は創業後１年以内から２年間。１件につき２４時間分まで
無料。 

・ 創業サポーター登録者数は 149 名（平成 31 年 3 月末現在）。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、広報紙において窓口を紹介するなど広報を図る。ま
た、窓口において、相談者の希望や相談内容に応じて、当該制度を紹介する。 

   ・ 他の支援機関も、相談内容に応じて、当該制度を紹介する。 

   ・ 特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者については、氏名、
住所、連絡先、支援内容、支援期間を記載した報告書を広島市、海田町及び府中町に提
出する。 

 

計画期間 

平成２６年４月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 

  



別表２－②（創業セミナー・経営指導員による個別指導）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

   広島商工会議所 

（２）住所 

   広島県広島市中区基町５番４４号 

（３）代表者の氏名 

   会頭 深山 英樹 

（４）連絡先 

   （０８２）２２２-６６９１ 担当：中山 

創業支援等事業の目標 

下記の創業支援等事業を実施することにより、次の目標達成を目指す。 

① 創業セミナーの受講者５０人、うち②の個別支援につなげて創業を実現させる者１０人 

② ①のほか経営指導員による個別支援の対象者５０人のうち創業を実現させる者２０人 

目標支援人数は、過去３年間の実績（セミナー５０人、個別支援５０人）と同程度以上とし、

創業者も過去３年間の実績と同程度の３０人以上を目指す。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

  ① 創業セミナーの実施 

    創業に関心のある方や具体的に創業を考えている方を対象にセミナーを実施し、その

中から意欲のある方を②の個別支援につなげる。 

  ② 経営指導員による個別支援 

6 人の経営指導員が、創業の相談者個々に対して、極め細やで最適な創業支援を実施す

る。（相談対応日時：月曜日～金曜日・午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分） 

【支援内容】 

・創業計画書の策定アドバイス 

・資金調達手法のアドバイス 

・補助金等の公的施策の情報提供や申請書策定アドバイス 

・マーケティング手法や販売戦略手法のアドバイス 

・法人設立や個人事業の手続きアドバイス 

・税務・経理・労務関係（従業員雇用等）のアドバイス 

    経営指導員による個別支援を１か月以上にわたり４回以上継続的に実施し、相談者の

レベルに応じて、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得させる事業を特定創

業支援等事業とする。その後も事業継続や存続のためのフォローアップ支援を行う。 

（２）創業支援等事業の実施方法 

① 創業セミナー(年１～２回)の実施 

・ 第１回目は、創業に関心があるが、どのように創業スケジュール等を進めて良いか分

からない方を対象に、専門家や先輩創業者を講師に招き、経営に必要な知識や創業事例

等を紹介し、創業へのきっかけ作りを行う。 

・ 第２回目は、1 年以内に創業を考えている方を対象に、創業計画書策定などの具体的

なカリキュラムをメイン内容とし、創業計画のブラッシュアップ支援等の具体的な支

援内容を行う。（第２回目のセミナーは平成２６年度から新たに実施） 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口や広報紙等を通じて、セミナーの広報を行う。ま

た、セミナー参加者に対して、広島市で実施する創業チャレンジ・ベンチャー支援事業

等を紹介して、継続支援する。 

・他の支援機関においても、窓口において相談者に紹介するなど周知に協力する。 

  ② 経営指導員による個別支援 

・ 最初に、担当となった経営指導員が相談者１人１人に対して十分なヒアリングを行



い、個々の相談内容や課題に対し的確なアドバイスを行うとともに、創業後において

も、継続的で総合的な支援を実施する。 

・ 次に、高度・専門的な相談や課題に対しては、専門家（ハンズオン支援等）活用や他

の支援機関と連携協力し、相談者がワンストップの支援が受けられる体制を構築して

いる。 

・ 創業後の事業継続や存続の強化支援を図る目的で、フォローアップ支援を継続的に

実施する。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口や広報紙等を通じて、セミナーとあわせて広報を

行う。 

・ 他の支援機関は、相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者については、氏名、

住所、連絡先、支援内容、支援期間等を記載した報告書を広島市、海田町及び府中町

に提出する。 

計画期間 

平成２６年４月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 

 

  



別表２－③－１（創業セミナー）【既存】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

   株式会社日本政策金融公庫 

（２）住所 

   東京都千代田区大手町１－９－４（大手町フィナンシャルタワー） 

（３）代表者の氏名 

   代表取締役総裁 田中 一穂 

（４）連絡先  

   株式会社日本政策金融公庫 広島支店 国民生活事業 

   広島市中区紙屋町１－２－２２（広島トランヴェールビルディング） 

   TEL０８２-２４４－２２４３ FAX０８２－２４２－１５４６  

担当 犬飼 

創業支援等事業の目標 

県内全域を対象とした創業セミナーを年１回以上開催し、セミナー受講者は、８０人以上（平

成２５年度実績８１人）とし、受講者の状況に応じて他の支援につなげ、確実な創業を目指す。 

なお、サポートデスクによる融資相談件数と合わせた県内の支援対象者（延べ９６０人）のう

ち、１年以内に、前年度と同程度の５００人以上の創業実現を目指す。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

  【創業セミナーの実施】 

年１回以上、以下のテーマ（予定）について公庫職員又は外部専門家等を講師とする創業

セミナーを実施する。 

  ・ 創業時の資金調達について 

  ・ 創業計画書の策定について 

  ・ 創業時に必要な手続きについて 

   など 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

  ・ 他の創業支援機関等と連携を図り、幅広く参加者を募る。 

  ・ 参加費は無料とする。 

  ・ 参加者の求めに応じて個別相談会も同時に開催する。 

  ・ 必要に応じて、参加者に他の創業支援機関を紹介する。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口や広報紙等を通じて、セミナーの広報を行う。また、

セミナー参加者に対して、広島市で実施する創業チャレンジ・ベンチャー支援事業等を

紹介して、継続支援する。 

・ 他の支援機関においても、窓口において相談者に紹介するなど周知する。 

 

計画期間 

 平成２６年４月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

  



別表２－③－２（サポートデスクによる各種融資相談）【既存】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

   株式会社日本政策金融公庫 
 
（２）住所 

   東京都千代田区大手町１－９－４ 
 
（３）代表者の氏名 

   代表取締役総裁 田中 一穂 
 
（４）連絡先 

   株式会社日本政策金融公庫 広島支店 国民生活事業 

   広島市中区紙屋町１－２－２２（広島トランヴェールビルディング） 

   TEL０８２-２４４－２２４３ FAX０８２－２４２－１５４６  

担当 犬飼 
 

創業支援等事業の目標 

広島支店において、サポートデスクの開設により融資相談等を実施する。広島県内において

延べ８８０人程度（平成２５年４月～平成２６年１月までの実績から推計した年間来店者数８

８２人と同程度）の相談を実施し、確実な創業を目指す。 

なお、セミナー受講者と合わせた県内の支援対象者（延べ９６０人）のうち、１年以内に、前

年度と同程度の５００人以上の創業実現を目指す。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

  【サポートデスクによる各種融資相談】 

   創業者専用のサポートデスクを開設し、各種融資相談等を実施する。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

  ・ 創業者専用のサポートデスクを公庫店舗に開設する。 

・ サポートデスクの開設は平日の９時～１７時とする。 

・ 専門スタッフを配置し、創業に関する様々な相談ニーズに対応する。 

・ 長年の創業支援で蓄積した経験と情報に基づく精度の高いアドバイスを実施する。 

・ 「創業計画書」などの基本フォーマットを無料で配布する。 

・ 「創業の手引き」、「創業事例集」を代表する独自の情報誌を無料で配布する。 

  ・ 他の創業支援機関と連携を図り、専門性の高い支援にも対応する。 

・ 相談料は無料とする。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口において、資金口繰りの相談等融資に関心の高い相

談者を中心に当該事業を紹介する。 

計画期間 

平成２６年４月１日～令和７年３月３１日 

 変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

 

  



別表２－④（事業計画等個別相談支援）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

   株式会社広島銀行 

（２）住所 

   広島市中区紙屋町一丁目 3 番 8 号 

（３）代表者の氏名 

   代表取締役頭取 部谷 俊雄 

（４）連絡先 

   法人営業部 金融サービス室 担当課長 栗栖 徹 

TEL 082‐504‐3861 FAX 082‐241‐2331 

創業支援等事業の目標 

当行における創業支援は、銀行業務としての融資業務を始めとして、創業者に対する個別支

援や地域の創業環境の活性化等を実施する。 

創業支援件数である、創業時の融資目標件数は 135 件※とし、全員の確実な創業を目指す。

目標件数は、平成 30 年度実績（134 件）と同程度又は 1 件でも増加するように積極対応を行

う。※件数は、当行実績でありエリアは広島市に限定するものではない。 

なお、当行が事務局を務める（公財）ひろしまベンチャー育成基金においては、例年、12 件

／17 百万円（別に学生枠 80 万円）程度の助成を実施し、全件の確実な創業と経営の安定化を

目指す。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

① 創業者の事業計画策定等個別相談支援 

・ 事業計画策定等の個別相談への対応を徹底し、資金調達面での支援を行う。 

・ 認定支援機関として、創業補助金の活用、政府系金融機関との協調やリースの活用等

総合的な支援を行う。 

・ 企業間同士のマッチングによる販路拡大のための支援を行う。 

・ これらの個別相談支援を１か月以上にわたり４回以上継続的に実施し、相談者のレ

ベルに応じて、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得させる事業を特定創

業支援等事業とし、その後も事業継続のためのフォローアップ支援を行う。 

  ② その他 

   ・ 当行が事務局である（公財）ひろしまベンチャー育成基金において、創業者への助成

金事業を年１回実施しており、当行は、助成金の交付を受けた創業者に対して、他の支

援機関とも連携しながら、①の支援と組み合わせて継続的に支援を行う。また、助成金

の交付を受けた創業者同士の交流会や支援機関との交流会を実施する。 

・ 大学の研究者等を訪問し、大学発ベンチャーとして事業化できる新技術等の情報を

収集し、事業化の可能性のある事案に対して、①の支援と組み合わせて事業化に向けた

支援を行う。 

・ 大学の研究者や学生等の創業マインドの醸成のため、大学発ベンチャーとして起業

し成功した研究者や専門家等を講師として招き、起業の心得等が学べるセミナー等を

実施する。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

① 創業者の事業計画策定等個別支援 

・ 各支店及びビジネスローンセンター、及び本部（法人営業部 ベンチャー支援担当

等）が連携し、創業者の事業計画策定や事業進捗への支援を実施する。 

   ・ 創業補助金等の応募希望者に対し、経営革新等認定支援機関として、事業計画策定支

援から創業後のフォローアップを行う。また、（公財）広島市産業振興センターと覚書

を締結し、双方が連携して創業支援を行う。 

・ 必要に応じて、地域プラットフォームを活用した専門家派遣などにより、経営、財



務、人材育成、販路開拓などの支援を行う。 

・ 連携機関や当行が持つ企業ネットワークを活かし、企業同士のマッチングを行う。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口において、融資を含めた総合的な情報提供が必要

と判断した場合は、相談者の希望や状況に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 他の支援機関は、相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者については、氏名、

住所、連絡先、受講内容等を記載した報告書を広島市、海田町及び府中町に提出する。 

② その他 

・ 他の支援機関は、相談者の状況に応じて、（公財）ひろしまベンチャー育成基金の助

成金の申請の支援を行うとともに、助成金交付後は、当該支援機関と連携して支援を行

う。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口において、当該助成金事業を紹介する。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口や広報紙等を通じて、セミナーの広報を行う。 

・ 他の支援機関においても、窓口において相談者に紹介するなどセミナーの周知に協

力する。 

 

計画期間 

平成２６年４月１日～令和７年３月３１日 

 変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７平成３２年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 

 

  



別表２－⑤（事業計画策定等個別相談支援）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

   株式会社もみじ銀行 

（２）住所 

   広島市中区胡町１－２４ 

（３）代表者の氏名 

   取締役頭取 小田 宏史 

（４）連絡先 

   営業統括部（坂田） 電話：082-241-3022 FAX：082-243-8741 

創業支援等事業の目標 

当行は地方銀行として、地域に密着した特性を活かしながら地域金融の中核的な担い手とし

て創業者へ各種支援を行い、地域経済の発展・活性化という大切な使命を果たすための積極的

な取組みを行う。創業支援対象者の目標件数は 120件程度とし、全員の確実な創業を目指す。 

平成２５年度実績（120件）と同程度以上の件数となるよう、積極的な取組を行う。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

創業者を発掘し創業支援を推進するため、当行の経営資源（営業店の店舗網及び渉外係

等）をフル活用し、地域に向けて幅広く創業支援の周知活動を行い、創業者が相談できる体

制を整備し、以下の事業を行う。 

  ① 創業者の事業計画策定等個別相談支援 

・ 事業計画策定等の個別相談への対応を徹底し、資金調達面での支援を行う。 

・ 認定支援機関として、創業補助金の活用、政府系金融機関との協調やリースの活用等

総合的な支援を行う。 

・ 企業間同士のマッチングによる販路拡大のための支援を行う。 

・ これらの個別相談支援を１か月以上にわたり４回以上継続的に実施し、相談者のレ

ベルに応じて、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得させる事業を特定創

業支援等事業とし、その後も事業継続のためのフォローアップ支援を行う。 

  ② 創業セミナーの実施 

   ・ 創業者を発掘し、経営、財務に関する知識が習得できる創業セミナーを実施する。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

  ① 創業者の事業計画策定等個別支援 

・ 営業店での窓口相談、渉外係への相談、お取引先からの紹介等により創業者を発掘

し、個別支援につなげる。 

   ・ 創業補助金等の応募希望者に対し、経営革新等認定支援機関として、事業計画策定支

援から創業後のフォローアップを行う。また、（公財）広島市産業振興センターと覚書

を締結し、双方が連携して創業支援を行う。 

・ 必要に応じて、地域プラットフォームを活用した専門家派遣などにより、経営、財

務、人材育成、販路開拓などの支援を行う。 

・ 連携機関や当行が持つ企業ネットワークを活かし、企業同士のマッチングを行う。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口において、融資を含めた総合的な情報提供が必要

と判断した場合は、相談者の希望や状況に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 他の支援機関は、相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者については、氏名、

住所、連絡先、受講内容等を記載した報告書を広島市、海田町及び府中町に提出する。 

② 創業セミナーの実施 

   ・ 他の支援機関と連携して年１回以上実施する。 

・ 必要に応じて、他の支援機関のセミナーや支援事業の情報を提供する。 



・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口や広報紙等を通じて、セミナーの広報を行う。 

・ 他の支援機関においても、窓口において相談者に紹介するなど周知に協力する。 

 

計画期間 

 平成２６年４月１日～令和７年３月３１日 

 変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第１回認定

日以降の申請が対象となります。 

 

  



別表２－⑥－１（創業支援センターの運営）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

   広島信用金庫 

（２）住所 

   広島市中区富士見町 3 番 15 号 

（３）代表者の氏名 

   理事長 武田 龍雄 

（４）連絡先 

   お客様サポート部 創業・事業承継サポート室 

   室長 新井 浩詞 

   係長 雁瀬 康弘（創業支援マネージャー） 

   電話 082-245-0321（代表） FAX  082-245-0377 

創業支援等事業の目標 

ビジネス環境の整備された低コストのオフィスを提供する創業支援センターを運営し、年間

10 社のチャレンジ精神あふれる起業家のスムーズな事業の立ち上げ、事業基盤の安定化に向け

た支援を行い、全件を確実な創業へ結びつける。 

目標件数は、創業支援センター貸オフィス数１０室によるものである。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

・ 創業支援センター入居企業には、創業支援マネージャーとの定期面談による事業計画・

資金繰り状況の確認、起業家や県市区町村及び創業支援を実施する者との交流会・勉強

会などによる経営ノウハウ向上の支援を行う。 

・ 創業支援センター入居企業以外の利用者には、それぞれ利用者のレベルに応じて、経

営、財務、人材、販路開拓などのノウハウを習得できるよう創業支援マネージャー等がア

ドバイスを行う。 

・ 上記支援を１か月以上にわたり４回以上継続的に実施し、相談者のレベルに応じて、経

営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得させる事業を「特定創業支援等事業」と

し、その後も事業の進捗状況をフォローし、アドバイスを行う。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・ 当金庫創業支援マネージャーを中心にひろしん創業支援センターＢ-スクエアで実施す

る。 

・ 当マネージャー及び庶務担当職員が当施設に常駐し、お客様サポート部、営業店、創業

支援等事業を実施する者と情報共有などで連携を図りつつ、専門家派遣や企業とのマッ

チングを行う。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口において、創業場所の確保などの相談者の希望や相

談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 他の支援機関は、相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者については、氏名、住

所、連絡先、支援内容等を記載した報告書を広島市、海田町及び府中町に提出する。 

 

計画期間 

平成２６年４月１日～令和７年３月３１日 

 変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 
  



別表２－⑥－２（創業セミナーの実施）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

   広島信用金庫 

（２）住所 

   広島市中区富士見町 3 番 15 号 

（３）代表者の氏名 

   理事長 武田 龍雄 

（４）連絡先 

   お客様サポート部 創業・事業承継サポート室 

   室長 新井 浩詞 

   係長 雁瀬 康弘（創業支援マネージャー） 

   電話 082-245-0321（代表） FAX  082-245-0377 

創業支援等事業の目標 

広島信用金庫主催の各種創業関連セミナー及び交流会等を実施し、年間 100 人（平成 25 年度

実績 112 人と同程度）、そのうち２割程度（前年度と同程度）を確実な創業へ結び付ける。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

・ 創業セミナーや起業家と先輩経営者、中小企業支援者との交流会などによる場の提供

を行うことで、起業家同士のネットワーク創出を行う。 

・ 創業セミナーの内容は、創業の動機付け、財務、事業計画、資金調達などの知識が習得

できるものとする。 

・ 創業セミナーを１か月以上にわたり４回以上受講し、経営、財務、人材、販路開拓のノ

ウハウを習得できる講座をすべて受講するか、又は創業セミナーで受講できなかった分

野について個別相談によりフォローする事業を特定創業支援等事業とする。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・ 年 10 回程度の無料創業支援セミナーを実施。創業の動機付け、財務、事業計画、資金

調達など起業に向けた段階的な支援を当金庫創業支援センターを拠点に開催する。 

・ また、参加者には無料の個別相談を 1 年間に亘り実施する。 

・ 必要に応じて、他の支援機関のセミナーや支援事業の情報を提供する。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口や広報紙等を通じて、セミナーの広報を行う。 

・ 他の支援機関においても、窓口において相談者に紹介するなど周知に協力する。 

・ 特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者については、氏名、住

所、連絡先、受講内容等を記載した報告書を広島市、海田町及び府中町に提出する。 

 

計画期間 

平成２６年４月１日～令和７年３月３１日 

 変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 



別表２－⑥－３（事業計画策定等個別相談支援）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

   広島信用金庫 

（２）住所 

   広島市中区富士見町 3 番 15 号 

（３）代表者の氏名 

   理事長 武田 龍雄 

（４）連絡先 

   お客様サポート部 創業・事業承継サポート室 

   室長 新井 浩詞 

   係長 雁瀬 康弘（創業支援マネージャー） 

   電話 082-245-0321（代表） FAX  082-245-0377 

創業支援等事業の目標 

創業時の事業計画策定、資金調達、販路拡大など金融機関の本業に特化した支援を実施し、融

資希望者に対して年間 100 件の創業関連融資総額３億円の資金提供を行い、全件を確実な創業

へ結びつける。過去３年の実績(290 件、9 億円)の年間平均件数と融資額と同程度の目標とする。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

・ 事業計画策定の個別相談を徹底するとともに、資金調達面での支援を行う。 

・ 資金調達に関しては、経営革新等認定支援機関であることから、融資のみならず創業補
助金の活用、政府系金融機関との協調やリースの活用等総合的な支援を行う。 

・ 企業間同士のマッチングによる販路拡大に結びつける。 

・ これらの個別相談支援を１か月以上にわたり４回以上継続的に実施し、相談者のレベ
ルに応じて、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得させる事業を特定創業支
援等事業とし、その後も事業継続のためのフォローアップ支援を行う。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・ 担当部署であるお客様サポート部と管轄店舗が連携を密にして、事業者へ適切なアド
バイスをマンツーマンで行う。 

・ 創業補助金等の応募希望者に対し、経営革新等認定支援機関として、事業計画策定支援
から創業後のフォローアップを行う。また、（公財）広島市産業振興センターと覚書を締
結し、双方が連携して創業支援を行う。 

・ 必要に応じて、地域プラットフォームを活用した専門家派遣などにより、経営、財務、
人材育成、販路開拓などの支援を行う。 

・ 連携機関や当金庫の持つ企業ネットワークを活かした活動と毎年開催している「信用
金庫合同ビジネスフェアの積極的な活用を図る。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口において、融資を含めた総合的な情報提供が必要と

判断した場合は、相談者の希望や状況に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 他の支援機関は、相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者については、氏名、住
所、連絡先、受講内容等を記載した報告書を広島市、海田町及び府中町に提出する。 

 

計画期間 

平成２６年４月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 
  



別表２－⑦ 削除 

別表２－⑧－１～３ 削除 

 

  



別表２－⑧－４（コワーキングスペース活用型～創業・起業支援プロジェクト） 

【拡充・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

株式会社ソアラサービス 

（２）住所 

広島市中区広瀬北町３－１１ 

（３）代表者の氏名 

代表取締役社長 牛来 千鶴 

（４）連絡先 

TEL：082-532-5662 FAX：082-532-5663  

創業支援等事業の目標 

コワーキングスペースにおいて、創業前および創業後５年以内の事業者、個人事業主を対象

に、ビジネス成功に必要な知識の習得や個々の課題解決支援を行うためのセミナーや講演、個

別相談等を延べ１００人以上に対して行い、１６人以上の創業及び事業拡大を目指す。 

目標支援人数は、平成２７～２９年度の創業支援等事業の支援者の実績（延べ１９０人／年

平均）より低く設定しているが、一人あたりの支援を手厚くし、目標創業人数の達成を狙う。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

・ コワーキングスペースにおいて、創業前及び創業後５年以内の事業者、個人事業主を対

象にした創業支援を実施する。 

① 創業・起業セミナーの実施 

創業、起業に必要な知識が学べるセミナーを実施する。 

経営、財務、人材育成、販路開拓等経営に必要な知識を、それぞれの専門家に講師を

依頼し、講座を実施することで習得を目指す。 

② 起業家による講演の開催 

起業成功者等をゲストに招き、ビジネスをスケールする秘訣やノウハウを学ぶ。 

※①～②においては、単に話を聞かせるだけでなく、講演者のアドバイスを受講者各々

の事業に充てて考えさせるテーマ設定やワークを行い、創業の実現性を高める。 

③ 先進事例の研究 

講演参加者が、起業成功者に同行し、起業成功者の手法を側で学ぶことができる「か

ばん持ち」体験を実施。受講者の目の前で起こる実体験によって経営者としての感覚を

学ばせることで、創業の実現性を高める。 

④ コワーキングスペースの提供 

①～③の受講（参加）者の中から選抜し、共同利用型のコワーキングスペースを提

供。事業者スタッフのサポートに加えて、先輩起業者からの実体験に基づく助言等によ

り、創業や事業拡大への目標意識を常に持たせることで、各受講者の創業の実現性を高

める。 

⑤ 創業支援相談 

①～③の受講（参加）者の中から必要に応じて、コワーキングスペースでの個別相談

を実施する。 

個々の課題を勘案し、創業や事業拡大に必要な経営、財務、人材育成、販路開拓に関

する支援情報をアドバイスする。 

    

・ これらの支援を１か月以上にわたり４回以上継続的にアドバイスを実施し、経営、財

務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得させる事業を特定創業支援等事業とし、その後

も事業継続や存続のためのフォローアップ支援を行う。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

 ①創業・起業セミナーは、2 時間×6 回以上実施する。(定員 15 名/回) 



 ②起業家による講演は、2 時間×1 回以上実施する。(定員 40 名/回) 

 ③先進事例の研究は、広島県内の経営者に同行できる機会を 5 回程度実施する。 

 ④選抜した者に 1 か月以上提供する(定員 10 名) 

 ⑤平日１０時～１９時の間で、１人１回３０分程度で対応 

  専門家のアドバイスは、8 回程度（8 回×30 分）実施。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口において、相談者の希望に応じて、当該支援機関を

紹介する。 

・ 他の支援機関も、相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者については、氏名、住

所、連絡先、支援内容等を記載した報告書を広島市、海田町及び府中町に提出する。 

 

計画期間 

平成２７年４月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所は、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 

 

  



別表２－⑨－１～３ 削除 

別表２－⑩ 削除 

 

  



別表２－⑪（現役起業家・実業家による深度のある実践的創業支援事業） 

【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

株式会社 Hint（ヒント）起業創業サポートオフィス ポートインク運営 

（２）住所 

広島市中区本川町三丁目１番５号 

（３）代表者の氏名 

代表取締役 中島 久美子 

（４）連絡先 

ＴＥＬ：０８２－５３２－００３９ 

ＦＡＸ：０８２－５３２－０１３９ 

Ｅ－Ｍａｉｌ：info@hint.jpn.org 

創業支援等事業の目標 

2014 年 6 月から運営を開始した起業創業サポートオフィス「ポートインク」ではシェアオフ

ィス・ワーキングスペースの運営を行っている。またインキュベーション機能を有しており、入

居者サポートとして、日々、秘書業務（電話代行、事務代行、来客対応等）を行ない、企業・行

政・金融・大学等への橋渡しや会計・事業計画作成サポート、利用者が実施するイベントの補助

等、様々な業務を遂行している。 

本創業支援等事業では 4 つの企画を中心に現役起業家・実業家による深度のある事業を実施

する。 

創業支援等事業では一年間で以下の数値を目標とする。 

 

●総参加者目標人数：420 人（セミナー参加者を含む延べ人数） 

＜事業ごとの参加者数内訳＞ ＊各事業の詳細は後述の通り 

1. 起業’s Bar＆アカデミー：280 人（定員 40 人×7 回（平成 27 年度実績回数と同じ。）） 

2. 地域企業発ニーズマッチング型による「大学活用ベンチャー」の事業化支援：80 人（定

員 40 人×2 回（平成 27 年度実績回数１回）） 

3. 起業家による専門分野個別相談会：30 人（平成 27 年度実績 30 人） 

4. 店舗型創業支援：30 人（平成 27 年度実績 30 人） 

●具体的な起業創業検討者への対応件数：60 件（上記 1 の参加者のうち 30 件（参加者の 10％）、

その他の参加者のうち 30 件（2 の事業で数件、3 及び 4 の事業で参加者の半数程度）） 

●実際の起業創業件数：12 件（上記起業創業検討者の 20％） 

 

※  本創業支援等事業ではできるだけ多くの参加者を募り、その中から実現性、収益性、持続

性、社会貢献性等を有する、志の高い起業家を輩出することを目標とする。（具体的な起業創

業検討者の中から、これまでの「起業，sBar」の参加者の状況により 20％相当と見込む。） 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

＜現役起業家・実業家による深度のある実践的創業支援事業＞【特定創業支援等事業】 

（Deep Support Hiroshima） 

本創業支援等事業では、会社を設立・運営するという「こと」よりも、事業を軌道に乗せ、

成長、成功させるための「やり方」を重視し、現役起業家・実業家によって、より深掘りした

支援を実施するものである。 

また、これまでの創業支援で実施されてきた「普遍的要素」に加え、事業成功の鍵となる

「ライブ感、感性、流行」などを組み込むことで、より現在の起業創業にマッチした支援を実

施することが可能となる。 

なお本創業支援等事業は次の 4 つの企画を中心に進めることとしている。 

１ 起業’s Bar＆アカデミー 

当社の人脈ならではという「現役、かつ活躍」している人たちにご登壇頂き、事業開始の

背景や動機から現在に至るまでの経緯等について語って頂く双方向型のセミナーに加え、



毎回テーマを絞り込んで創業に必要な知識を含めたセミナー。 

広く起業に興味がある人にお越し頂き、「創業予備群」のリストを収集する。 

なお、一回の開催で 20～40 名程度の参加者を見込む。 

２ 地域企業発ニーズマッチング型による「大学活用ベンチャー」の事業化支援 

有用な「大学研究者による研究結果やシーズ」であるにもかかわらず、 

・共同研究や開発パートナーが見つからないため、宙に浮いてしまっているもの 

・市場ニーズを捉えられず、研究の方向性が不明瞭になってしまったもの 

・単に発表の機会を逸しているもの 

このようなケースで日の目を見ずに埋もれているものが数多くある。 

本企画では、経験豊富な現役起業家・実業家や専門家・金融機関がコーディネーターとな

り、企業の実戦サイドや実社会におけるニーズを起点とした「大学研究者による研究結果

やシーズ」の掘り起こしによる有機的マッチングを行う。 

これらの活動から、新たな大学ベンチャーや地域企業による新規事業会社やジョイント

ベンチャーの起業促進をもたらす。 

３ 起業家による専門分野個別相談会 

過去と現在を結ぶ線の延長上にある近未来像を想定し、それをベースに中長期の経営計

画や事業戦略を策定する。こうした従来の中期経営計画の立案手法が、ほとんど役に立た

なくなってきている。 

本企画では「今」の経済を肌で感じている起業家が個別相談にあたることで、「持続、発

展可能な商売」であるかを基準に、かつ多面的に相談を受けることで、よりスムーズな創業

をバックアップする。 

４ 店舗型創業支援 

店舗型事業の創業希望者と空きテナントの「有機的なマッチングシステム」を運用する

ことによる店舗型事業創業支援である。 

当該事業は、不動産業者が保有する不動産情報のみではなく、スタッフが徒歩や自転車

で市街地を調査して収集した直近の不動産情報をデータベース化し、場所や賃料だけでは

なく、地域特性、交通量、道路種別、角地、視界性、看板設置箇所、距離感、商圏などの情

報を外部の専門家とともに検証し、これらの情報を元に創業希望者の考える店舗計画とす

り合わせ、一緒に検討を重ねることにより、事業成功の精度を高めるものである。 

なお、本事業の主目的は、創業希望者の事業計画にある要素とテナント要素をすり合わ

せ、できるだけ業態に「適合」する物件を見つけることによって、創業を支援することであ

る。 

＜店舗型創業希望者事業計画要素＞ 

・売上予測・営業力・取扱商品・サービス・店舗設計・資本力・経営能力等 

＜テナント特性要素＞ 

・家賃・距離感・商圏・視界性・道路種別・通行量等 

・ これらの一連の支援により、１か月以上にわたり４回以上継続的にアドバイスを実施し、

経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得させる事業を特定創業支援等事業とし、

その後も事業継続や存続のためのフォローアップ支援を行う。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・ 前述「Deep Support Hiroshima」の支援事業を展開し、創業希望者や支援希望者を「ポ

ートインク」内にて創業準備室としてハンズオン支援を実施していく。 

・ 実施場所は、主に起業創業サポートオフィス「ポートインク」（広島市中区本川町）を活

用する。 

*コワーキングスペース貸出 

*イベント開催時の収容人数：最大 50 名程度 

・ 告知・集客は、ホームページ、フェイスブック等の SNS、チラシや冊子の作成・配布、

ポートインクサポーターからの発信、一般イベント開催時における告知、積極的なプレス

リリースの実施等により行う。 

・ 本事業は、株式会社ヒントの職員で運営に当たる。なお、事業実施に向けては、専門家や

起業家などの人員を外部委託等により適材をまかなう予定である。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口において、創業場所の確保などの相談者の希望や相談



内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 他の支援機関も、相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 特定創業支援等事業の資格を満たした者については、氏名、住所、連絡先、受講内容、受

講日等を記載した名簿を作成し、証明書の交付を希望し個人情報の取扱の了解を得た者に

ついて広島市、海田町及び府中町から報告書の提出を依頼された場合、すみやかに報告書

を広島市、海田町及び府中町に提出する。 

・ 名簿の管理については、個人情報保護法を遵守する。 

 

計画期間 

平成２７年４月１日～令和７年３月３１日  

変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定
日以降の申請が対象となります。 

 

  



別表２－⑫（スタートアップ企業の成長支援）【既存】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

有限責任監査法人トーマツ 

（２）住所 

東京都港区港南二丁目 15 番 3 号 品川インターシティ 

（３）代表者の氏名 

國井 泰成 

（４）連絡先 

広島事務所（広島県広島市中区八丁堀 3-33 広島ビジネスタワー16 階） 

清老 伸一郎、中山 洋平 082-222-7050  

創業支援等事業の目標 

現在、全国で 2,500 社以上のベンチャー支援を行っている当法人のネットワークを生かして、
創業後間もないスタートアップ企業の成長支援を行う。 

支援目標としては、平成 27 年度の実績（3 社 支援）及び広島事務所のベンチャー支援メン
バーが数名（全国では 200 名以上）と少数であることを考慮し、年間５社程度の成長支援を目
指す。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容＜スタートアップ企業の成長支援＞ 

・ ビジネスブラッシュアップ 

スタートアップ企業のビジネスモデル（又はアイデア）の優位性や強みを伸ばし、ニー
ズにマッチした事業へのブラッシュアップを行う。 

・ 全国ネットワークを生かした成長支援 

支援企業の状況を見て、必要に応じ、下記のような支援を行う。 

* ベンチャーキャピタルからの資金調達、大企業とのマッチング、メディアへの PR な
どを目的として、当法人グループ会社が主催している東京、大阪、福岡で開催している
プレゼンイベント「モーニングピッチ」への登壇機会を提供する。 

* 新規事業について、類似する事業を展開している全国の先行事例を調査できるため、
いわゆる「目利き」を提供することができる。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・ 当法人のネットワークを活かして成長支援を希望するスタートアップ企業を５社程度
選定する。 

・ 選定したスタートアップ企業に対して、上記の創業支援を行う。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口や広報紙等を通じて、成長支援の広報を行う。 

・ 他の支援機関においても、窓口において相談者に紹介するなど周知に協力する。 

 

計画期間 

平成２７年４月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

  



別表２－⑬（創業セミナー・個別相談）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

広島安芸商工会 

（２）住所 

広島県安芸郡海田町つくも町５番１５号 

（３）代表者の氏名 

会長 吉田 栄二 

（４）連絡先 

広島安芸商工会海田支所 

ＴＥＬ：０８２－８２２－３７２８／ＦＡＸ：０８２－８２２－０９２４ 

担当者：実谷 

創業支援等事業の目標 

創業希望者に対する相談業務を通じて専門家等による個別指導を実施する。 

目標値：相談者数３０人／年 創業者数６人／年 

※目標値の根拠 

昨年度の相談者数が１５人・創業者数が４人であったが、今後、各支援機関の連携強化により、

相談者数を３０人・創業者数を６人と微増させた目標とする。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容＜創業セミナー・個別相談＞ 

① 創業セミナー 

創業希望者等を対象に創業に必要な知識やノウハウが習得できる起業家養成講座を開

催する。 

② 個別相談 

・ 創業に関する相談窓口を設置し、創業希望者からの相談内容に応じて、次のようなア

ドバイスを行う。また、必要に応じて専門家によるマッチングを図る。 

・創業計画書の作成のアドバイス 

・資金調達の方法のアドバイス 

・雇用に関する法令等の解説 

・マーケティング手法や販売戦略のアドバイス 

・補助金や助成金等の公的施策の情報提供や申請書作成のアドバイス 

・ こうした内容の指導・支援を４回以上、１か月以上の継続することにより、経営、財

務、人材育成、販路開拓の内容を習得するものを「特定創業支援等事業」とする。また、

創業後のフォローアップを適宜行う。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

① 創業セミナー 

海田町と共催で、年１回以上実施する。 

② 個別相談 

・ 広島安芸商工会海田支所に相談窓口を設置し、経営指導員が相談内容に応じてアド

バイスを行う。 

・ 高度・専門的な相談内容については、他の支援機関の専門家派遣制度の積極的な活用

により課題解決を図る。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口や広報紙等を通じて、セミナーの広報を行うとと

もに、窓口において、相談者の相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 他の支援機関は、相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者については、氏名、

住所、連絡先、支援内容、支援期間等を記載した報告書を広島市、海田町及び府中町に

提出する。 

 



計画期間 

平成２７年４月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 

 

  



別表２－⑭（個別相談）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

祇園町商工会 

（２）住所 

広島市安佐南区祇園２丁目４８－７ 

（３）代表者の氏名 

会長 髙田 義典 

（４）連絡先 

   ０８２‐８７５‐３４７６ 担当者：日野 

創業支援等事業の目標 

創業希望者に対し、経営指導員や専門家等による個別相談を２０人に対して行い、２０人の創

業を目指す。 

目標数は、昨年度の実績（相談者数１６人、創業者数１６人）と同程度とする。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容＜個別相談＞ 

・ 創業希望者からの相談内容に応じて、経営指導員が次のようなアドバイスを行う。ま

た、必要に応じて専門家によるマッチングを図る。 

・創業計画書の作成のアドバイス 

・資金調達の方法のアドバイス 

・雇用に関する法令等の解説 

・マーケティング手法や販売戦略のアドバイス 

・補助金や助成金等の公的施策の情報提供や申請書作成のアドバイス 

・会計及び税務の実務のアドバイス 

・ こうした内容の指導・支援を４回以上、１か月以上継続することにより、経営、財務、

人材育成、販路開拓の内容を習得するものを「特定創業支援等事業」とする。また、創

業後のフォローアップを適宜行う。 

・ また、創業希望者等を対象に創業に必要な知識やノウハウが習得できる創業セミナー

を必要に応じて、広島県商工会連合会や近隣商工会と連携して開催し、個別相談につな

げる。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・ 祇園町商工会の相談窓口において、経営指導員が相談内容に応じてアドバイスを行う。 

・ 高度・専門的な相談内容については、他の支援機関の専門家派遣制度の積極的な活用に

より課題解決を図る。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口や広報紙等を通じて、セミナーの広報を行うととも

に、窓口において、相談者の相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 他の支援機関は、相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者については、氏名、住

所、連絡先、支援内容、支援期間等を記載した報告書を広島市、海田町及び府中町に提出

する。 

 

計画期間 

平成２７年７月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 

 



別表２－⑮（個別相談）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

安古市町商工会 

（２）住所 

広島市安佐南区古市三丁目２４－２２ 

（３）代表者の氏名 

会長 杜師 章夫 

（４）連絡先 

    ０８２－８７７－１１８０ 担当者：児玉 

 

創業支援等事業の目標 

創業希望者に対し、経営指導員や専門家等による個別相談を１０人に対して行い、５人の創業

を目指す。 

目標数は、昨年度の実績（相談者数６人、創業者数３人）と同程度とする。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容＜個別相談＞ 

・ 創業希望者からの相談内容に応じて、経営指導員が次のようなアドバイスを行う。ま

た、必要に応じて専門家によるマッチングを図る。 

・創業計画書の作成のアドバイス 

・資金調達の方法のアドバイス 

・雇用に関する法令等の解説 

・マーケティング手法や販売戦略のアドバイス 

・補助金や助成金等の公的施策の情報提供や申請書作成のアドバイス 

・ こうした内容の指導・支援を４回以上、１か月以上継続することにより、経営、財務、

人材育成、販路開拓の内容を習得するものを「特定創業支援等事業」とする。また、創

業後のフォローアップを適宜行う。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・ 安古市町商工会の相談窓口において、経営指導員が相談内容に応じてアドバイスを行

う。 

・ 高度・専門的な相談内容については、他の支援機関の専門家派遣制度の積極的な活用に

より課題解決を図る。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口や広報紙等を通じて、セミナーの広報を行うととも

に、窓口において、相談者の相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 他の支援機関は、相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者については、氏名、住

所、連絡先、支援内容、支援期間等を記載した報告書を広島市、海田町及び府中町に提出

する。 

計画期間 

平成２７年７月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 

  



別表２－⑯（個別相談）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

沼田町商工会 

（２）住所 

 広島県広島市安佐南区伴東４－１８－６ 

（３）代表者の氏名 

 会長 森川 宣彦 

（４）連絡先 

電話 082-848-2869  ＦＡＸ 082-848-2895 

E-mail  numata@hint.or.jp 担当者：中村 

創業支援等事業の目標 

創業希望者に対し、経営指導員や専門家等による個別相談を６人に対して行い、６人の創業を

目指す。 

目標数は、昨年度の実績（相談者数６人、創業者数６人）と同程度とする。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容＜個別相談＞ 

・ 創業希望者からの相談内容に応じて、経営指導員が次のようなアドバイスを行う。ま

た、必要に応じて専門家によるマッチングを図る。 

・創業計画書の作成のアドバイス 

・資金調達の方法のアドバイス 

・雇用に関する法令等の解説 

・マーケティング手法や販売戦略のアドバイス 

・補助金や助成金等の公的施策の情報提供や申請書作成のアドバイス 

・ こうした内容の指導・支援を４回以上、１か月以上継続することにより、経営、財務、

人材育成、販路開拓の内容を習得するものを「特定創業支援等事業」とする。また、創

業後のフォローアップを適宜行う。 

・ また、創業希望者等を対象に創業に必要な知識やノウハウが習得できる創業セミナー

を必要に応じて、広島県商工会連合会や近隣商工会と連携して開催し、個別相談につな

げる。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・ 沼田町商工会の相談窓口において、経営指導員が相談内容に応じてアドバイスを行う。 

・ 高度・専門的な相談内容については、他の支援機関の専門家派遣制度の積極的な活用に

より課題解決を図る。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口や広報紙等を通じて、セミナーの広報を行うととも

に、窓口において、相談者の相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 他の支援機関は、相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者については、氏名、住

所、連絡先、支援内容、支援期間等を記載した報告書を広島市、海田町及び府中町に提出

する。 

 

計画期間 

平成２７年７月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 
  



別表２－⑰（個別相談）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

広島安佐商工会 

（２）住所 

〒731-0221 広島市安佐北区可部３丁目２６番２２号 

（３）代表者の氏名 

会長 蓼 正成 

（４）連絡先 

   ０８２－８１４－３１６９ 担当者：大原   

創業支援等事業の目標 

創業希望者に対し、経営指導員や専門家等による個別相談を10人に対して行い、5人の創業を目

指す。 

目標数は、昨年度の実績（相談者数8人、創業者数4人）と同程度とする。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容＜個別相談＞ 

・ 創業希望者からの相談内容に応じて、経営指導員が次のようなアドバイスを行う。ま

た、必要に応じて専門家によるマッチングを図る。 

・創業計画書の作成のアドバイス 

・資金調達の方法のアドバイス 

・雇用に関する法令等の解説 

・マーケティング手法や販売戦略のアドバイス 

・補助金や助成金等の公的施策の情報提供や申請書作成のアドバイス 

・ こうした内容の指導・支援を４回以上、１か月以上継続することにより、経営、財務、

人材育成、販路開拓の内容を習得するものを「特定創業支援等事業」とする。また、創

業後のフォローアップを適宜行う。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・ 広島安佐商工会の相談窓口において、経営指導員が相談内容に応じてアドバイスを行

う。 

・ 高度・専門的な相談内容については、他の支援機関の専門家派遣制度の積極的な活用に

より課題解決を図る。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口や広報紙等を通じて、セミナーの広報を行うととも

に、窓口において、相談者の相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 他の支援機関は、相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者については、氏名、住

所、連絡先、支援内容、支援期間等を記載した報告書を広島市、海田町及び府中町に提出

する。 

 

計画期間 

平成２７年７月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 

  



別表２－⑱（個別相談）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

高陽町商工会 

（２）住所 

広島市安佐北区深川５丁目２１－２１ 

（３）代表者の氏名 

会長 水口 弘士 

（４）連絡先 

    ＴＥＬ，０８２－８４２－０１８６ 担当者：増田 

    ＦＡＸ，０８２－８４５－０９３９ 

創業支援等事業の目標 

創業希望者に対し、経営指導員や専門家等による個別相談を２０人に対して行い、１０人の創

業を目指す。 

目標数は、平成２７年度（平成２８年２月時点）実績の相談者数１５人、創業者数１０人を考

慮した数値とする。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容＜個別相談＞ 

① 創業セミナー 

・ 創業希望者等を対象に創業に必要な知識やノウハウが習得できる起業家養成講座を開

催する。 

・ 創業セミナーの日程・カリキュラムは、５時間（午前・午後との間１時間の休憩を挟む）

×４日間 計２０時間のセミナーを１ケ月以上継続し、実施する。 

・ 資源の洗い出しによる自社だけのオリジナリティを発見し、表現する力を身につけさ

せるカリキュラムの内容とし、企画力を高め、事例研究を通じオリジナルなビジネスモ

デルを創造出来るもので、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が習得できるものとす

る。 

・マーケティング、広報戦略をカリキュラムに組込む。 

・当該セミナーを全て受講した場合を特定創業支援等事業とする。 

② 個別相談 

・ 創業希望者からの相談内容に応じて、経営指導員が次のようなアドバイスを行う。 

また、必要に応じて専門家によるマッチングを図る。 

・創業計画書の作成のアドバイス 

・資金調達の方法のアドバイス 

・雇用に関する法令等の解説 

・マーケティング手法や販売戦略のアドバイス 

・補助金や助成金等の公的施策の情報提供や申請書作成のアドバイス 

・ こうした内容の指導・支援を４回以上、１か月以上継続することにより、経営、財務、

人材育成、販路開拓の内容を習得するものを「特定創業支援等事業」とする。また、創

業後のフォローアップを適宜行う。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

① 創業セミナー 

高陽町商工会で、年１回以上実施する。 

  ② 個別相談 

・ 高陽町商工会の相談窓口において、経営指導員が相談内容に応じてアドバイスを行う。 

・ 高度・専門的な相談内容については、他の支援機関の専門家派遣制度の積極的な活用に

より課題解決を図る。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口や広報紙等を通じて、セミナーの広報を行うととも

に、窓口において、相談者の相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 



・ 他の支援機関は、相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者については、氏名、住

所、連絡先、支援内容、支援期間等を記載した報告書を広島市、海田町及び府中町に提出

する。 

 

計画期間 

平成２７年７月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 

  



別表２－⑲（個別相談）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

広島東商工会 

（２）住所 

広島市安芸区中野 5-20-3 

（３）代表者の氏名 

会長 金子 和泰 

（４）連絡先 

   本所 082-892-0873 担当者 大元 

   安 芸 支 所 広島市東区温品5-1-18 ☎ 082-289-1648 / FAX 082-280-1972 

   瀬野川支所 広島市安芸区中野5-20-3 ☎ 082-892-0873 / FAX 082-892-2656 

   矢 野 支 所 広島市安芸区矢野 4-2-17 ☎ 082-888-3535 / FAX 082-889-1341 

創業支援等事業の目標 

創業希望者に対し、経営指導員や専門家等による個別相談を50人に対して行い、20人の創業を

目指す。 

目標数は、昨年度の実績と同程度とする。（昨年度実績：相談者数41件、創業者数17人） 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容＜個別相談＞ 

・ 創業希望者からの相談内容に応じて、経営指導員が次のようなアドバイスを行う。ま

た、必要に応じて専門家によるマッチングを図る。 

・創業計画書の作成のアドバイス 

・資金調達の方法のアドバイス 

・雇用に関する法令等の解説 

・マーケティング手法や販売戦略のアドバイス 

・補助金や助成金等の公的施策の情報提供や申請書作成のアドバイス 

・ こうした内容の指導・支援を４回以上、１か月以上継続することにより、経営、財務、

人材育成、販路開拓の内容を習得するものを「特定創業支援等事業」とする。また、創

業後のフォローアップを適宜行う。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・ 広島東商工会の相談窓口において、経営指導員が相談内容に応じてアドバイスを行う。 

・ 高度・専門的な相談内容については、他の支援機関の専門家派遣制度の積極的な活用に

より課題解決を図る。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口や広報紙等を通じて、創業支援の広報を行うととも

に、窓口において、相談者の相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 他の支援機関は、相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者については、氏名、住

所、連絡先、支援内容、支援期間等を記載した報告書を広島市、海田町及び府中町に提出

する。 

 

計画期間 

平成２７年７月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 

  



別表２－⑳（個別相談）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

五日市商工会 

（２）住所 

広島市佐伯区五日市中央 4-15-3 

（３）代表者の氏名 

会長 藤田博之 

（４）連絡先 

tel（082）923-4138  fax（082）923-2994 担当者：神垣 

 

創業支援等事業の目標 

創業希望者に対し、経営指導員や専門家等による個別相談を60人に対して行い、6人の創業を目

指す。 

目標数は、昨年度の実績（相談者数58人、創業者数6人）と同程度とする。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容＜個別相談＞ 

・ 創業希望者からの相談内容に応じて、経営指導員が次のようなアドバイスを行う。ま

た、必要に応じて専門家による支援を仰ぐ。 

・創業計画書の作成のアドバイス 

・資金調達の方法のアドバイス 

・雇用に関する法令等の解説 

・マーケティング手法や販売戦略のアドバイス 

・補助金や助成金等の公的施策の情報提供や申請書作成のアドバイス 

・ こうした内容の指導・支援を４回以上、1 か月以上継続することにより、経営、財務、

人材育成、販路開拓の内容を習得するものを「特定創業支援等事業」とする。また、創

業後のフォローアップを適宜行う。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・ 五日市商工会の相談窓口において、経営指導員が相談内容に応じてアドバイスを行う。 

・ 高度・専門的な相談内容については、他の支援機関の専門家派遣制度の積極的な活用に

より課題解決を図る。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口や広報紙等を通じて、セミナーの広報を行うととも

に、窓口において、相談者の相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 他の支援機関は、相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者については、氏名、住

所、連絡先、支援内容、支援期間等を記載した報告書を広島市、海田町及び府中町に提出

する。 

 

計画期間 

平成２７年７月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 

 



別表２－㉑（創業セミナー・個別相談）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

一般社団法人 企業成長戦略支援センター 

（２）住所 

東京都千代田区岩本町３－１－９ リブラ岩本町Ⅰ ６Ｆ 

（３）代表者の氏名 

理事長 佐藤 克則 

（４）連絡先 

広島支部 広島市中区大手町１丁目６－２ ＭＤＸ広島ビル５Ｆ（社会保険労務士法人
サトー内） 

ＴＥＬ０８２－５４６－２０８０／ＦＡＸ０８２－５４６－２０８１ 担当：今田 

創業支援等事業の目標 

当法人は、これからの日本を支える優秀な企業の成長戦略を様々な角度から育成支援し、大
企業へと成長させる事を目的として設立した。その活動の一環として、広島支部では広島県内
の創業希望者を増やし、将来広島を支える優秀な企業へと成長させ、新たなイノベーションの
きっかけを作ることで、広島県内の経済活動の活性化に貢献する。 

具体的な取り組みとして、創業セミナーを開催するとともに、創業希望者又は創業後１年以
内の創業者（以下創業希望者等という）に対し、専門家による個別相談を随時開催する。 

個別相談の目標件数は、創業セミナーの受講者を６０名（昨年度と同程度）、及び専門家によ
る個別相談支援を１００件（当法人の前身の広島経営革新グループによる昨年度の相談件数が
５０件程度であったこと、及び法人化して支援体制を強化したことを考慮して、昨年度実績の
２倍。）の、合わせて１６０件を目標とし、創業者の目標件数は、個別相談者全員（１００人）
の創業を目指す。 

 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容＜創業セミナー・個別相談＞ 

【①創業セミナーの実施】 

平成２７年度中に１回以上、創業希望者等に向けたセミナーの開催を行う。 

創業希望者等の創業に関する助成金・補助金、融資制度・資金調達についてのセミナーを

開催する。 

・創業希望者等について（目標６０名：昨年度セミナー開催実績６２名） 

登録専門家からの紹介、広島市内連携事業者からの紹介、広島市内大学の学生等。 

【②創業個別相談の実施】 

・創業希望者等への相談対応件数 １００件目標 

創業希望者等の創業に必要な手続きや知識（雇用や労基に関する人事労務、商取引に関

する法務、記帳指導や各種届出や申告についての税務、事業計画書や資金繰り表の作成

方法など）、ノウハウ、商品開発、事業者間マッチング、マーケティング、各種助成金・

補助金申請のサポートとフォローアップを行う。 

・ こうした内容の指導・支援を４回以上、１か月以上継続することにより、経営、財務、

人材育成、販路開拓の内容を習得させるものを「特定創業支援等事業」とする。また、操

業後のフォローアップを適宜行う。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

【①創業セミナーの実施】 

広島市内において、１年度１回以上開催する。 

登録専門家（弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、中小企業診断士、

不動産鑑定士、経営コンサルタント等）との連携、広島市内各種事業者（保険会社、シス

テム会社等）との連携によりネットワークを活用し、創業希望者等を募る。広島市内大学

とは学生の参加者を募り、学生の創業希望者等を増やす。 

【②創業個別相談の実施】 

登録専門家や広島市内各種事業者とのネットワークから、創業希望者等の個別相談の申



込みを受け付ける。創業希望者等の相談内容により、登録専門家から最適な専門家を選

択し、個別相談を行う。 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口や広報紙等を通じて、セミナーの広報を行うととも

に、窓口において、相談者の相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 他の支援機関は、相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者については、氏名、住

所、連絡先、支援内容、支援期間等を記載した報告書を広島市、海田町及び府中町に提出

する。 

 

計画期間 

平成２７年７月１日～平成３２年３月３１日 

変更箇所については、令和元年６月１２日～平成３２年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 

 

  



別表２－㉒（創業セミナー・個別相談）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

株式会社ビジネスサポート・クリエイト 

（２）住所 

広島市中区中町８番６号 

（３）代表者の氏名 

持田 光宏 

（４）連絡先 

ＴＥＬ 082-241-9435 ＦＡＸ 082-243-8319 

Ｍａｉｌ m.mochida@shinnaki-tma.com 

担当者 持田 光宏 

創業支援等事業の目標 

創業希望者又は創業後間もない企業の創業サポートを実施する。 

目標数は、中期経営計画立案セミナーについては昨年度の実績（年間受講者数３人、創業者数

３人）に２人を追加し、年間受講者数５人を目標とする。 

その他のセミナーについては、中期経営計画立案セミナーの前段階の位置付けとし、創業を

考え始めた方を対象とする。年間受講者数は３０人を目標とする。 

広告宣伝活動としては、既存顧客先への紹介依頼、税理士・中小企業診断士等との提携、ＤＭ

及びチラシ等の広告宣伝活動、ＨＰよりの集客などを実施する。 

創業者のやる気と自信を引き出すとともに、創業者を支える幹部を育てる助けを行うことを

念頭に置く。 

創業するからには、社会に役立つ事業であり、かつ、継続可能な事業、さらには雇用を守れる

事業を行っていただきたいことから、事業を行うもの自身がこうした目的を持ち、その目的を

達成するために事業を行っていただけるよう支援を行う。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容＜創業セミナー・個別相談＞ 

【ビジネスモデルの構築に関する創業セミナー】 

・ 創業に興味を持っている方、既存のビジネスモデルの整理を行いたい方を対象に、実際に

あった創業の失敗事例、ビジネスモデル、立ち直りの事例などを紹介する。 

・ 創業者の視点の転換、事業を多角的に捉えるノウハウを伝え、経営分野の知識習得につな

げる。 

 

【人材採用に関する創業セミナー】 

・ 創業について具体的に考えている方、創業後間もない方を対象に、事業発展、事業計画に

おける人の重要性、採用戦略の必要性について説明する、また、人に関するお金の流れや法

律関連についても、弁護士、社会保険労務士を交えながらよくある問題点の整理を行う。 

・ 主に企業の成長段階と組織について基本的に押さえておかなければならないこと、雇用

する側になるとはどういうことかを伝え、創業者の経営分野、人材育成分野の知識習得に

つなげる。 

 

【中期経営計画立案セミナー】 

・ 創業について具体的に考えている方、創業後間もない方を対象に、３回に分けて中期五カ

年経営計画の立案を軸とした創業サポートを実施する。 

・ １回目にヒアリングによる戦略の明確化、２回目に１日かけて数字計画の立案による実

行可能性の検証、３日目に後日面談による実行の確認と問題点の検証を行う。 

その後、個別具体的に単年度経営計画の策定支援を行い事業開始までのサポートを行う。 

・ これらの一連の支援により、１か月以上にわたり４回以上継続的にアドバイスを実施し、

経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得させる事業を特定創業支援等事業とし、

mailto:m.mochida@shinnaki-tma.com


その後も事業継続や存続のためのフォローアップ支援を行う。 

・ 経営、財務、人材育成、販路開拓の各分野について、創業者自身が網羅的に考え抜くこと

で、知識習得につなげる。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

【ビジネスモデルの構築に関する創業セミナー】 

・ 講義に加え、創業者に自身のビジネスモデルを書いてもらい整理を行う。また、アイデア

出しの支援もセミナーの中で行う。 

・ ＲＥＳＡＳやｇｏｏｇｌｅなどのビッグデータ（統計データ）の活用方法を伝え、実態に

合ったビジネスモデルを模索できるように、創業者の思考の深掘りを行う。 

 

【人材採用に関する創業セミナー】 

・ 講義の中で、実際の求人広告の費用例や雇用後の厚生費、法定福利費などの費用について

説明し、人材採用とその後の人材育成に関する基本知識を身に付けてもらった後、創業者

の疑問・質問に答える。 

・ 講義後に、社会保険労務士や弁護士などの外部講師による個別相談会も行う。 

 

【中期経営計画立案セミナー】 

・ ビジネスモデルの構築に関する創業セミナー、人材育成に関する創業セミナーの参加者

の場合は、当該セミナーも活用しながら進めて行く、当該セミナーの参加者でない場合は、

１回目のヒアリングで不足情報を補いながら進めていく。 

・ １回目のヒアリングは創業者の経営分野での成長を促す為に、経営理念を中心に、商品開

発、生産物流、営業、人事組織、財務、その他の視点から創業者の事業目的を明確にしても

らう。 

・ ２回目の数値計画の立案は、財務分野での理解を主軸とし、シミュレーションソフトを用

いて現金の動きが見えるようにすることにより、数値を基軸とした行動をしっかりと考え

てもらう。また、実行可能性を上げる為にも極力幹部、協力者の参加を推奨する。さらに、

理念と数値計画、行動計画とを見比べてもらうことにより、創業者自身が追い求めるある

べき姿を事業として考えてもらう。 

・ ３回目の後日面談に関しては、人材育成分野での成長を促す為にも２回目に作成した行

動計画、数値計画と後日の実行状況を確認することにより、幹部や経営者家族などの協力

を確実に得られるよう創業者自らの口で事業関係者に実際の計画の進捗、新たに生まれた

問題点の説明をしてもらう。必要とあれば修正を行うことで、確実に事業として成り立ち

継続可能な創業を支援していく。 

・ その後の単年度経営計画の策定支援では、事業継続のカギとなる販路開拓分野を中心に

最低限の製品・価格・流通・広告・求人・業務プロセスについて、いつ、だれが、どこで、

何を、なぜ、どのように、いくらの予算で行うのか（５Ｗ２Ｈ）を明確にする支援を行う。

開業前後１ヶ月～６ヶ月を目途に、毎月・四半期のモニタリングを行いながら再度の検証、

実行、計画立案を繰り返すことにより創業者の成長、従業員の成長、販売戦略の妥当性の検

証と支援を行う。 

 

広島市、海田町及び府中町は、窓口や広報紙等を通じて、セミナーの広報を行うとともに、

窓口において、相談者の相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

他の支援機関は、相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者については、氏名、住所、

連絡先、支援内容、支援期間等を記載した報告書を広島市、海田町及び府中町に提出する。 

 

 

計画期間 



平成２８年４月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定

日以降の申請が対象となります。 

 

  



別表２－㉓（個別相談・起業家ランチ会・シェアオフィス）【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

プレシャスサービス株式会社 

施設名：アントレプラット広島 

（２）住所 

広島市中区本通７－２９ アイビービル７F 

（３）代表者の氏名 

代表取締役社長 河菜直子 

（４）連絡先 

（０８２）２３６－７８８７ 担当：楫野哲彦  

創業支援等事業の目標 

民間事業会社として、公的機関や金融機関にはない特徴を活かした、創業相談を中心とした
創業支援等事業を行い、スムーズな事業の立ちあげ及び運営に資する。 

具体的には、次の目標達成を目指す。 

１．個別創業相談延べ件数 年間１００件 （支援対象者４０人） 

（前年年度実績 ９０件、支援対象者３３人を参考とした） 

２．個別創業相談休日夜間受付件数 年間３０件（新規実施）（支援対象者２０人） 

（前年年休日夜間受付件数 ２７件、支援対象者２３人を参考とした） 

３．起業家ランチ会創業者延べ参加人数 年間 １５０人（新規実施）（支援対象者２０人） 

（前年度の類似のランチ会の延べ参加者数（１回あたり 7 人×２０回）、支援対象者１８人
を参考とした） 

４．当社が運営するシェアオフィスの創業者利用登録者（会員）数  

平成２８年度末 １５事業者（平成２７年度末実績 １１事業者） 

 上記１～３による支援対象者８０人のうち、昨年度の実績（創業者２６人（支援対象者の約
３５％））と同程度の２８人の創業及びシェアオフィスの新規利用登録者（４人）全員の創業
を目指す。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容＜個別相談・起業家ランチ会・シェアオフィス＞ 

１．個別創業相談 

中小企業庁「中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業派遣専門家」および公益
財団法人ひろしま産業振興機構「創業サポーター」に登録した専門家２名が、当社が運営
するシェアオフィスに常駐して、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」等創業に必
要な分野についての個別創業相談に応じる。 

 

２．個別創業相談休日夜間受付 

創業相談の休日夜間受付窓口を設置し、相談内容に応じて適切な支援機関への振り分
けを行う。 

 

３．起業家ランチ会実施 

当社の常駐専門家および別分野の専門家１～２名が参加する、起業家のためのランチ
会を実施し、意見交換、情報交換、専門家のアドバイスなど、昼食をとりながらフリート
ーキング形式で実施する。 

 

４．シェアオフィス利用登録者（会員）への創業支援サービス実施 

当社が運営する、「起業家のための専門家が常駐するコンサルティング・シェアオフィ
ス」アントレプラット広島の登録創業者に対して、常駐専門家が普段より、「経営」、「財
務」、「人材育成」、「販路開拓」等創業に関連した様々な課題についてコンサルティングを
行う。 

 

・ これらの一連の支援により、１か月以上にわたり４回以上継続的にアドバイスを実施
し、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得させる事業を特定創業支援等事業
とし、その後も事業継続や存続のためのフォローアップ支援を行う。 



 

（２）創業支援等事業の実施方法 

１．個別創業相談 

・当シェアオフィスのホームページやＳＮＳなどで、創業に関する疑問や不安を感じて
いる方へ、相談の呼びかけを行う。 

・相談を求めてきた創業者とはスケジュール調整をしたうえで、随時、当社に常駐してい
る専門家２名（いずれも、中小企業庁「中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業
派遣専門家」および公益財団法人ひろしま産業振興機構「創業サポーター」に登録）のう
ちのいずれかが、当シェアオフィス会議室にて相談に応じる。 

・当社に常駐している専門家では解決できない事案は、適切な他の支援機関を紹介する。 

 

２．個別創業相談休日夜間受付 

・創業相談の休日夜間受付窓口を当シェアオフィスに設置し、受付時間を土日祝日は１
３時から１９時、平日夜間は１７時から２１時までとする。（年末年始を除く） 

・創業相談の内容を聴取し、相談内容に応じて適切な支援機関への振り分けおよびスケ
ジュール調整を行う。 

・当シェアオフィスのホームページやＳＮＳなどで、個別創業相談休日夜間受付窓口を
広告し周知を図る。 

 

３．起業家ランチ会実施 

・起業家のためのランチ会を当社会議室で毎月１回程度実施する。 

・１１：３０から１３：３０の時間帯で入退室時間は自由とする。 

・当社の常駐専門家および別分野の専門家から都度１～２名を選定、参加の起業家と意
見交換、情報交換、専門家としてのアドバイスなどおこなう。 

・特に個別のテーマは設定せず、フリートーキング形式で実施し、昼食をとりながら起業
家同士、起業家と専門家が自由に発言する場とする。 

・当シェアオフィスのホームページやＳＮＳを中心に毎回開催ごと告知する。 

 

４．シェアオフィス利用登録者（会員）への創業支援サービス実施 

・当シェアオフィスに登録している創業者に対して、常駐専門家が、当シェアオフィス内
に於いて、個々の課題についてコンサルティングおよび実務的な支援を行う。 

・創業に役立つ、「経営」「財務」「販路開拓」の分野の書籍を開架し、利用登録者（会員）
の閲覧、貸出しに応じる。 

・当シェアオフィスのホームページやＳＮＳなどで、当シェアオフィスの利用登録を促
し、利用登録者（会員）の増強を図る。 

 

・ 広島市、海田町及び府中町は、窓口において、創業場所の確保などの相談者の希望や相談
内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 他の支援機関は、相談内容に応じて、当該支援機関を紹介する。 

・ 特定創業支援等事業の資格を満たし、証明書の交付を希望する者については、氏名、住
所、連絡先、支援内容、支援期間等を記載した報告書を広島市、海田町及び府中町に提出す
る。 

 

計画期間 

平成２８年４月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 

※ 本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回認定
日以降の申請が対象となります。 



別表２－㉔（創業セミナー・個別相談）【新規・特定創業支援等事業】 
 市町村以外の者が実施する創業支援等事業 
 

 

 

 

 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

  府中町商工会  

（２）住所 

  広島県安芸郡府中町大須一丁目１０番１０号 

（３）代表者の氏名 

  会長 竹中 鉱一郎 

（４）連絡先 

  ＴＥＬ：０８２－２８２－１８５９／ＦＡＸ：０８２－２８２－１８０３ 

  担当者：成瀬 

創業支援等事業の目標 

 創業希望者に対する相談業務を通じて専門家等による個別指導を実施する。 

 目標値：相談者数１０人／年 創業者数５人／年 

※目標値の根拠 

 昨年度の相談者数が９人・創業者数が３人であったが、今後、各支援機関との連携強化により、

相談者数を１０人・創業者数を５人と増加させた目標とする。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 【新規・特定創業支援等事業】 

①創業セミナー 

 創業希望者等を対象に創業に必要な知識やノウハウが習得できるセミナーを開催する。 

②個別相談 

府中町商工会へ創業に関する相談窓口を設置し、窓口において、創業希望者からの相談内容

に応じて、次のような経営、財務、人材育成、販路開拓や支援制度等などに関するアドバイス

を行う。また、必要に応じて専門家によるマッチングを図る。 

   ・創業計画書の作成のアドバイス 

   ・資金調達の方法のアドバイス 

   ・雇用に関する法令等の解説や人材育成に関するアドバイス 

   ・マーケティング手法や販売戦略のアドバイス 

   ・補助金や助成金等の公的施策の情報提供や申請書作成のアドバイス 

・こうした内容の指導・支援を４回以上、１ヶ月以上の継続をすることにより、経営、財務、

人材育成、販路開拓の内容を習得するものを「特定創業支援等事業」とする。また、創業後の

フォローアップを適宜行う。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

 ・府中町商工会の相談窓口において、経営指導員が相談内容に応じてアドバイスを行う。 

・高度な相談内容については、他の支援機関の専門家派遣制度の積極的な活用により課題解決

を図る。 

・窓口相談の周知を図るため、広報誌やホームページを活用して幅広く情報発信を行う。 

 ・特定創業支援等事業を受けた者については、氏名、住所、連絡先、相談内容、相談日時等を

記載した名簿及び報告書を作成し、保管する。また、その者から証明書の交付の希望を受けた

場合は、その報告書を広島市、海田町及び府中町に提出する。 

 

計画期間 

令和元年６月１２日から令和７年３月３１日 



別表３-１（創業機運醸成セミナー・ワークショップ）【既存・創業機運醸成事業】 

市町村以外の者が実施する創業機運醸成事業 
  

実施する者の概要 
 
（１）氏名又は名称 

①公益財団法人ひろしま産業振興機構 

②株式会社ソアラサービス 

（２）住所 

①広島県広島市中区千田町３丁目７番４７号 

②広島県広島市中区広瀬北町３番１１号 

（３）代表者の氏名 

 ①代表理事副理事長  寄谷 純治 

②代表取締役社長   牛来 千鶴 

（４）連絡先 

 ①TEL：082-240-7702 FAX：082-249-3232 担当者：藤岡、牧口 

 ②TEL：082-532-5662 FAX：082-532-5663 担当者：立花 
 

創業支援等事業の目標 
 
・(公財)ひろしま産業振興機構、(株)ソアラサービス、広島市、海田町及び府中町が連携し、広島

市内で、創業無関心者に対して、創業機運醸成を図るため、セミナー、ワークショップ、パネルデ

ィスカッション等を開催する。 

・それぞれの事業を通じ、延べ１０８人の参加を目指す。 

・参加者に対してアンケート調査を実施し、「創業に関心を持った」と回答する割合が６割以上と

なることを目指す。 

 

（目標数） 

・創業機運醸成事業対象者数：１０８人 

 

創業支援等事業の内容及び実施方法 
 
（１）創業支援等事業の内容＜創業機運醸成セミナー・ワークショップ＞ 

・現在、広島市、海田町及び府中町では、ワンストップ窓口や創業塾など創業希望者に対しての

支援は行われているが、全国的に見れば開業事業所率は低い率にとどまっていることから、潜在

的創業者の掘り起しに加え、創業機運の醸成を図ることが重要である。そこで、創業無関心層に

対して、セミナーやワークショップ、パネルディスカッション等を開催し、創業機運の醸成を図

る。 

・各年代、職業、性別ごとに関心の高いテーマ（人生設計や生き方、生きがいなど）や開催方式

を設定することで、参加者に創業に対する興味を持ってもらう。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・㈱ソアラサービスが主体となって行い、広報や企画運営等については（公財）ひろしま産業振

興機構と連携し実施する。 

・セミナー等の内容については、動画配信を行うことで、幅広い層に対して創業について触れる

機会を与え、創業を意識するきっかけとなるようにする。また、地域の起業家インタビュー等も

行い動画配信することで、創業への関心を高める。 

・金融機関や他の支援機関などとも連携して、創業者の発掘に取り組む。 

 

計画期間 

平成３０年７月９日～令和７年３月３１日 

変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 



別表３-２（創業機運醸成セミナー・ワークショップ）【既存・創業機運醸成事業】 

市町村以外の者が実施する創業機運醸成事業 
 

実施する者の概要 
 
（１）氏名又は名称 

①公益財団法人ひろしま産業振興機構 

②株式会社Ｈｉｎｔ 

（２）住所 

①広島県広島市中区千田町３丁目７番４７号 

②広島県広島市中区本川町３丁目１番５号 

（３）代表者の氏名 

 ①代表理事副理事長  寄谷 純治 

②代表取締役社長   中島 久美子 

（４）連絡先 

 ①TEL：082-240-7702 FAX：082-249-3232 担当者：藤岡、牧口 

 ②TEL：082-532-0039 FAX：082-532-0139 担当者：中島 
 

創業支援等事業の目標 
 
・(公財)ひろしま産業振興機構、(株)Ｈｉｎｔ、広島市、海田町及び府中町が連携し、広島市内で、

創業無関心者に対して、創業機運醸成を図るため、セミナー・ワークショップ等を開催する。 

・子供やその親世代をターゲットに、２０人の参加を目指す。 

・参加者に対してアンケート調査を実施し、「創業に関心を持った」と回答する割合が６割以上と

なることを目指す。 

 

（目標数） 

・創業機運醸成事業対象者数：２０人 

 

創業支援等事業の内容及び実施方法 
 
（１）創業支援等事業の内容＜創業機運醸成セミナー・ワークショップ＞ 

・現在、広島市、海田町及び府中町では、ワンストップ窓口や創業塾など創業希望者に対しての

支援は行われているが、全国的に見れば開業事業所率は低い率にとどまっていることから、潜在

的創業者の掘り起しに加え、創業機運の醸成を図ることが重要である。そこで、セミナー・ワー

クショップ等を通じて、身近なアイデアが起業に繋がることを、創業無関心である子供世代、親

世代に認識して貰うことで、創業の意識を植え付け、機運の醸成を図る。 

・ワークでは若手起業家に触れることで創業意識を感じたり、街の探検（フィールドワーク）な

どを通じて、「しごと」を意識し、ビジネスの種やアイデアを見つけ出すことで、より創業に対

する意識醸成が図られる。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・㈱Ｈｉｎｔが主体となって行い、広報や企画運営等については（公財）ひろしま産業振興機構

と連携し実施する。 

・参加者がワークの体験を学校等で話すことにより、学生の中で意識が拡散される。 

・金融機関や他の支援機関などとも連携して、創業者の発掘に取り組む。 

 

計画期間 

平成３０年７月９日～令和７年３月３１日 

変更箇所については、令和元年６月１２日～令和７年３月３１日 


