
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

・ 九州経済産業局の呼びかけで始まった起業支援のテーマの連携の下、経済産業局、労働局、中小企

業大学、雇用能力開発機構センター等国の関係機関、都道府県商工部局等、市町村商工部局、商工

会議所、大学等の関係機関が連携し、中小企業・ベンチャー支援の総合的支援を行うネットワークに

「くまもと県民交流館パレア男女共同参画センター」が参加。それぞれが企画、実施する起業関係施策

及び関係施策が円滑かつ効果的に実施されるように「創業支援連絡会議」を設置。必要に応じて下部

組織として関係課のプロジェクトチームを設置し、国と県の連携を図った。 

・ 「創業セミナー開催機関による検討部会」を中心とした関係機関が実施する支援研修・セミナー事業に

関する情報収集・整理を行い、各機関が提供する支援策を一覧でみることができる統一パンフレットの

作成やフォローアップセミナーの協力開催等を検討し、行っている。 

・ 男女共同参画センターが参加し、センターにとっても起業に関する情報提供、広報等を効率的に行うこ

とが実現。 

 

 

国及び県が連携し、起業、販路開拓、資金、技術開発などのさまざまな課題に対して中小企業・ベンチャ

ーに対して総合的な支援を行うネットワークに参加している拠点 

地域：熊本県“くまもとプラットフォーム” 

 主体：（財）くまもとテクノ産業財団 

 場所：熊本県上益城郡益城町田原2081-10テクノポリスセンター２Ｆ 

連絡先： ＴＥＬ （０９６）２８９－２４３８,FAX （０９６）２８９－２４５７ 

【関係機関】 

・ 起業化支援センター 

・ 商工会議所 

・ 商工会連合会 

・ 中小企業大学校 

・ 雇用能力開発機構センター 

・ 九州経済産業局 

・ 県商工関係部ｊ局 

・ 市商工関係部局 

・ 関係大学等 

・ 男男女女共共同同参参画画セセンンタターー   等 

中小企業創業支援ネットワーク 

・関連施策の年間カレンダー作成  

（情報提供の工夫・改善） 

・共同 PR キャンペーン 

・フォローアップ調査 

・フォローアップセミナー・個別相談会

の共同実施      等 

連携 

＜事例８＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

《主なセミナー》 

◆ くまもと起業塾・・・・起業家精神からビジネスプランの作成・発表まで、一貫した学習ができます。 

  ◆ 新規創業支援研修・・学生・ＯＬ・主婦・退職者など、さまざまな方が対象です。５日間の合宿                              

              セミナーでみっちり研修できます。 

  ◆ 女性起業支援講座・・主に女性のエンパワーメント支援を目的に開講。起業を目指す女性のネット 

    （男女協働政経塾）  ワークも生まれています。 

  ◆ 雇用創出セミナー・・年間３３種類、衛星通信を利用したセミナーです。多彩な講師と幅広いテー 

 （創業・経営改革ｾﾐﾅｰ） マが受講者に喜ばれています。 

 ◆ 創 業 塾・・・・・土日開講のため、仕事や学校を休まずに受講が出来ます。開業ノウハウや 

             創業者の生の声が聞けるカリキュラムです。 

 ◆ 地域密着型創業／・・各地域の現状に合わせ、起業家セミナーや経営革新セミナーを開催します。 

   経営革新推進事業 

 ◆ 起業家育成塾・・・・大学生・大学院生の参加が多いのが特徴。明日の起業家を目指し、経営に 

             必要な基礎知識と技能を身に付けます。 

◆ 起業家育成セミナー・平日の夜間に開講するセミナー。先輩起業家の生の講演を聞けるのは貴重な 

            体験です。 

 

平成１５年度 起業者向けセミナーのご紹介 

新しく事業を始めようと考えていらっしゃる方々のために、県下各地で

起業者向けセミナーが開催されております。その中で、公的機関が開講

しているものを、いくつかご紹介します。あなたに合ったセミナーは？ 
 

 “くまもとプラットフォーム”は、中小企業・ベンチャーを応援します！ 

 中小企業・ベンチャーを応援するために、県内約３０の産業支援機関では、起業化、販

路開拓、資金、技術開発などのさまざまな課題に対して、総合的な支援を行うネットワー

ク（くまもとプラットフォーム）を結び、創業・新分野進出や経営革新にチャレンジされ

る方々を支援しています。起業の際のお悩みやご相談は、総合相談窓口の? くまもとテク

ノ産業財団（総合支援グループ）までご相談ください。（ホームページからのメール相談も

承っております。） 
   ? くまもとテクノ産業財団 TEL：096－289－2438 FAX：096－289－2457 
                熊本県上益城郡益城町田原２０８１－１０ 
                テクノポリスセンター２Ｆ  
   くまもとプラットフォームホームページ：kumapf.kmt-ti.or.jp 



女性起業支援講座Ⅰ・Ⅱ 雇用創出セミナー
（男女協働政経塾） （創業・経営改革セミナー）

主催者 熊本県起業化支援センター 中小企業大学校人吉校 熊本県・熊本大学・熊本学園大
学・熊本県立大学

雇用・能力開発機構熊本センター 熊本商工会議所 熊本県商工会連合会 各商工会議所及び商工
会（16ケ所） 熊本市・熊本学園大学 熊本市商工課

対象者
創業を志す起業家及
び創業後５年未満の
企業

熊本県内在住の１８歳以
上の男女

独立・創業・新分野進出を
目指す方

独立開業を目指す
サラリーマン、ＯＬ、
主婦、学生など

独立開業を目指すサ
ラリーマン、ＯＬ、主
婦、学生など

各エリアに在住の創
業予定者等

大学生・大学院生・社
会人

起業予定者等

３０名

(内、入門編１５名）

平日　夕方～夜 土曜・日曜・祝日

(全１６回・６ケ月間） （５日間）

開催時期 平成１５年８月～平成
１６年１月

平成１５年７月２２日
～２６日

Ⅰ平成15年月～8月
Ⅱ平成15年9月～11月

平成１５年７月～平成１６年
３月

平成１５年８月下旬
～９月上旬

平成15年7･9･11月 各エリアで設定 平成１５年１０月～１
２月（予定）

平成15年5月29日、6月5
日・12日・19日・26日・7月
3日

熊本市食品交流会館

（ﾌｰﾄﾞﾊﾟﾙ熊本内）

起業塾　　　５，０００円
（全１６回） 10，000円 無　　料 無　　料 ３，０００円 ３，０００円 学生　　２，０００円 ５，５００円

入門編　　　２，０００円 （或いは資料代のみ）一般　１０，０００円
（８回）

募集時期 平成１５年６月下旬～
７月中旬

平成１５年５月～７
月

Ⅰの募集は締め切りました
Ⅱについてはお問い合わせ
下さい

随　　　時 平成１５年７月下旬
～８月中旬 平成15年5月～11月 各エリアで設定 平成15年7月～9月上

旬
今年度の募集は締め切
りました

講師
コンサルタント、司法書
士、税理士、社会保険
労務士など

中小企業診断士、金
融機関、産業支援機
関職員など

熊本学園大学教授、中小
企業診断士、税理士、司
法書士、弁護士など

税理士、社会保険労務士、
大学教授、企業経営者、研
究所所長など

商工会議所経営指
導者、経営コンサル
タント、企業経営者
など

中小企業診断士、弁
護士、税理士、創業
者など

中小企業診断士、税
理士など

熊本学園大学教授、
起業経営者、企業支
援者など

熊本学園大学教授

＜主な研修内容＞ ＜主な研修内容＞ ＜主な研修内容＞ ＜主な研修内容＞ ＜主な研修内容＞ ＜主な研修内容＞ ＜主な研修内容＞ ＜主な研修内容＞ ＜主な研修内容＞
（１）起業家精神とは （１）創業と起業家精神・ （１）会社とは何か （１）さまざまな創業のかたち （１）創業の心構え （１）創業への心構え ・創業・開業の心得 ･起業の心構え （１）ベンチャー起業の
（２）法人設立の手順・法務 　　マーケティング概論 （２）起業家のためのﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ （２）独立・創業をサポートする （２）事業アイデア創出の （２）創業成功の秘訣 ・ビジネスプランの基礎 ･起業家講演 　　神話と現実
（３）社会保険制度について （２）資金調達手法・創業 （３）起業家のための経営戦略 　　仕組みやサービスの活用 　　ポイント （３）創業支援機関の活用 　知識と作成 ・会社設立と手続き （２）先輩受講者の起業
（４）資金調達の方法 　　支援施策紹介 （４）会社設立と企業社会の掟 （３）成功のための起業戦略 （３）資金調達の方法 （４）事業経営に必要な ・マーケティングの基本と ・資金調達 　体験談
（５）税務実務 （３）創業企業の事例紹介（５）起業家成功のために （４）事業プランの立て方 （４）事業企画構想の立案 　　　法律知識 　販路開拓 ・マーケティング （３）戦略思考とは何か
（６）マーケティング （４）ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝの作成 <1>起業家とベンチャー起業 （５）店舗・事務所選びのポイント （５）事業計画と事業性 （５）労務管理と助成金制度 ・顧客管理の手法 ・人事管理 （４）戦略思考による初期
（７）ビジネスプランの基礎 （５）ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝの発表 <2>顧客ﾆｰｽﾞの本質と売れる商品 （６）資金調達の仕方 　　評価 （６）開業の諸手続きと実践 ・税務上の必要諸手続き ・ビジネスプランの作り方 　　計画の評価
（８）ビジネスプラン作成実
習

　　と講評 <3>事業計画書づくり （７）事業プランのチェック （６）ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝの必要性 （７）資金調達の方法 ・収支・資金計画の作成 ・ビジネスプランの発表会 （５）事業計画づくり
（９）プレゼンテーション <4>会社の設立手続き （８）事業ﾊﾟｰﾄﾅｰ探しのノウハウ （７）ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝの作成 （８）売るための仕組み 　の手法 （６）事業計画の発表会
　　　　などを予定 <5>起業に失敗したら （９）小さい会社のﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ （８）創業支援策について （９）事業ｺﾝｾﾌﾟﾄのまとめ方 　などをエリアにてご用意 　等の内容を予定して

（10）ビジネス創業事例紹介 （10）事業計画の作り方 　します 　おります。
基本的に合宿セミナー 資料代実費負担

（人吉校に宿泊） （各講座２，０００円）

861-2202 868-0021 860-8691 862-0956 860-0022 860-0022 862-8680 861-8601
上益城郡益城町田原 人吉市鬼木町梢山 （熊本県中央郵便局私書箱124 熊本市水前寺公園28-51 熊本市橘紺屋町10 熊本市安政町3-13 熊本市大江2丁目5-1 熊本市手取本町1-1
2081-10 1769-1 号男女協働政経塾事務局） 熊本テルサ１Ｆ 熊本商工会議所 熊本県商工会連合会 最寄りの商工会議 熊本学園大学 熊本市役所　商工課
(財)熊本県起業化支援 中小企業大学校人吉校 熊本大学地域連携ﾌｫｰﾗﾑ 雇用・能力開発機構 経営相談課 指導部広報振興課 所、商工会 ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ TEL：096-328-2423
センター TEL：0966-23-6800 TEL：096-342-2340 熊本センター TEL：096-354-6688 TEL：096-325-5161 TEL：096-371-8046 FAX：096-324-7004
TEL：096-287-4465 FAX：0966-22-1456 FAX：　　同　　上 TEL：096-385-5103 FAX：096-326-8343 FAX：096-325-7640 FAX：096-364-5215
FAX：096-287-4473 FAX：096-386-5104

平日の夜間（６回）

熊本市流通情報会館

９商工会議所、１６商工
会がそれぞれ開催

主に土曜、日曜

無　　　料

各エリアで設定

土曜日（全１０回）

熊本学園大学

Ⅰ・Ⅱとも平日の夜(各10回) 平日の夕方～夜（３３回） 土曜・日曜日

開催場所 熊本テルサ　等 中小企業大学校人吉校 くまもと県民交流館パレア 雇用・能力開発機構熊本センター 未　　　定

セミナー名 くまもと起業塾 新規創業支援研修

定員

衛星通信によるセミナー

連絡先

３０名 ３０名程度 各セミナー２０名程度

形態

受講料

内容

その他

５日間終日

２０名程度

起業者向けセミナー等の募集概要（Ｈ１５年度）

４０名 ４０名 １５名程度 ４０名

地域密着型創業・経
営革新推進事業

起業家育成塾 起業家育成セミナー創業塾



問い合わせ先

くまもと起業塾
（財）熊本県企業化支援セン
ターTEL096-287-4465

起業家育成塾
熊本学園大学TEL096-
371-8046

新規創業支援研修
中小企業大学校人吉校
TEL0966-23-6800

創業塾
熊本商工会議所TEL096-
354-6688

創業塾
熊本商工会連合会
TEL096-325-5161

女性企業支援講座Ⅰ・Ⅱ
男女協働政経塾事務局
TEL096-342-2340

平成15年度能力開発ｾﾐﾅｰ

平成15年度雇用創出ｾﾐﾅｰ

ビジネスプラン作成ｾﾐﾅｰ
（財）熊本県企業化支援セン
ターTEL096-287-4465

募集 開催 募集 開催 募集 開催 募集 開催 募集 開催

中小企業経営革新事業費補助金

創造技術研究開発費補助金

地場産業総合振興対策費補助金

地域産業集積中小企業活性化事業
費補助金

熊本県新事業創出ものづくり支援事
業

くまもとﾍﾞﾝﾁｬｰﾏｰｹｯﾄ（二火会）開催
事業

開催
5/16

開催
９／９

開催
12／3

開催
２／６

新技術起業化促進事業
交付
決定 募集

熊本県創業者支援資金
熊本県経営金融課
TEL096-383-1111(5144)

新規開業・女性・中高年起業家貸付
国民生活金融公庫熊本
支店TEL096-353-6121

熊本市起業化支援資金融資制度
熊本市金融相談課
TEL096-325-2388

小規模事業者育成資金
熊本県経営金融課
TEL096-383-1111(5144)

直接投資業務
（財）熊本県企業化支援セン
ターTEL096-287-4465

新事業支援施設（熊本ﾃｸﾉｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮ
ﾝｾﾝﾀｰ）賃貸事業

（株）テクノインキュベーションセ
ンターTEL096-287-4464

試作開発型事業促進施設整備事業
地域振興整備公団TEL03-
3501-5211（代表）

特別研究室の有償解放事業
くまもとテクノ産業財団
TEL096-289-2438

熊本県ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設（旧運転免許
ｾﾝﾀｰ）直営事業

熊本県新産業振興課
TEL096-383-1111(5171)

熊本市チャレンジオフィス支援事業
熊本市経済企画課
TEL096-328-2111(2376)

中小企業雇用創出人材確保助成金

中小企業雇用創出等能力開発助成金

新規・成長分野雇用創出特別奨励金
（社）熊本県高齢者雇用開発
協会TEL096-355-1002

新規高卒者等雇用創出支援事業
熊本県労働雇用課雇用対策
室TEL096-383-1111

募集 4/14～5/23 審査・選定 交付：Ｈ１５年７月１日～（最長２年間）

募集
６月中旬～ 一次審査 二次審査・選定 入居開始：Ｈ１５年１０月１日～

開講（２回）１２月５
日、１２日

入居中（※募集は空室ができ次第随時）

入居中（※募集は空室ができ次第随時）

入居中（※募集は空室あり）

募集 審査 交付決定

募集（５月末～） 開講期間：平成１５年７月３日～平成１６年３月２０日（毎週木曜日１８：３０～２０：３０、全３３回）

募集（Ⅰ・Ⅱとも）５
月１日～３１日 Ⅰ：開講期間６月～８月（平日夜、全１０回） Ⅱ：開講期間９月～１１月（平日夜、全１０回）

募集：随時 開講（２回）８月２０
日、２７日

募集：随時 開講：第１回（土・
日・祝の５日間）

開講：第２回（土・
日・祝の５日間）

開講：第３回（土・
日・祝の５日間）

募集 開講：７月２２日
～２６日（５回）

開講期間：Ｈ１５年１０月～１２月（計１０回）

募集 開講日：９月（５回）

募集 入門編８月～９月（１８：００～２１：００） 実践編：Ｈ１５年１０月～１２月（１８：００～２１：００）

募集

雇用・能力開発機構熊本
センターTEL096-386-
5100

熊本県工業振興課
TEL096-383-
1111(5166)

くまもとテクノ産業財団
TEL096-289-2438

雇用・能力開発機構熊
本センターTEL096-
386-5100

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

融

資

ス

ペ

｜

ス

等
雇

用

関

連

助

成

金

施策・事業名

講

座

・

セ

ミ

ナ

｜
研

究

開

発

･
販

路

開

拓

等

助

成

金

融

資

・

出

資

　　随時受付け

　　随時受付け

募集
3/24～4/10

交付決定（前年度募集分）
Ｈ１５年６月頃 募集：Ｈ１５年１月中旬～下旬

熊本県の新事業創出支援施策カレンダー（Ｈ１５）


