2-(1)-Dビジネス支援-(イ)自主事業報告

くまもと森都心プラザ

No.1

（ビジネス支援センター）

29年度 自主事業報告書
開催月

5
月

事業名
第１回
創業支援室・サロン利用者
交流会

開催日

参加人数

事業内容

事業風景

備考

5/10

11人

創業支援室使用者とビジネスサロン利用者との交流会を
行い、人材交流・利用者のコミュケーションの充実を図った

平成29年度第1回創業支援セミナー終了後に
実施、講師である木下徹也氏も参加。

【講師】
日高 幸太 氏（創業支援室4期生）
株式会社シェアタス 代表
※事業内容：シェアハウス・民泊・グランピング

第１回
創業支援室
先輩起業家への体験学習

6/20

４人

創業支援室 卒業生を招き、開業までの道程及び開業後の苦労話・
今後の展望などの話を伺う。質疑応答も実施した。
今回は講師である日高 幸太 氏（創業支援室4期生）の
施設見学＆講話を頂いた。

ビジネス図書館との協働セミナー

6/25

11人

第１回：データベースセミナー
『自分史づくりの強い味方』 ～プラザ図書館を使いこなす！～
【講師】図書館司書スタッフ

【会場】
４階 プラザ図書館セミナースペース
４階 データベースコーナー

7/9

5人

女性士業（弁護士・司法書士・社労士・税理士他）と女性起業家や経営者
などのビジネスに特化した相談会を開催。

【会場】６階ＡＢ会議室

7/30

11人

第２回：ワークショップ
『思い出をカタチに』～アルバム作りワークショップ～
【講師】坂本 麻耶氏(創業支援室6期生)

【会場】
５階 多目的室

第１回早期起業家育成プログラム
（小学生向けプログラム）

8/8

21人

カレーショップ経営シミュレーション
「〇×△番屋カレーショップオープン！」
【講師】赤星経営研究所代表 赤星 建次 氏

※保護者も4名参加(内数)

経営者のためのビジネススクール

8/12

17人

経済・社会の動きを掴む！！ビジネスサタデースクール
第１回「中小企業支援の立場から」～経営基本の再確認～
【講師】別府大学国際経営学部 教授 関谷 忠 氏

※4回シリーズ

経営者のためのビジネススクール

9/9

13人

経済・社会の動きを掴む！！ビジネスサタデースクール
第2回「九州大学起業部の取り組み」
【講師】九州大学学術研究・産学官連携本部 准教授 熊野 正樹 氏

※4回シリーズ

第２回
創業支援室・サロン利用者
交流会

9/14

13人

創業支援室使用者とビジネスサロン利用者との交流会を
行い、人材交流・利用者のコミュケーションの充実を図った

平成29年度第3回創業支援セミナー終了後に
実施、講師である青山光一也氏も参加。

「こども新聞」等による紙面
における広報活動

こども新聞
９月号掲載

—

８月実施小学生ジュニアビジネススクール「早期起業家育成プログラム」
一般公募の広報を掲載

※「こども新聞」紙面
2017年9月号掲載記事

9/24

7人

創業支援室入居者が、自らのアイデアや技術について紹介し、
他入居者、外部相談員からの質問・アドバイスを得て、
入居者間の啓蒙・ブラッシュアップを行った

【発表者】創業支援室Ｄ室

【講師】
坂本 麻耶 氏（創業支援室6期生）
PHOTO CAMERRY 代表
※事業内容：カメラ雑貨専門店

6
月

女性専門家による合同相談会

7
月
ビジネス図書館との協働セミナー

8
月

9
月

第１回
創業支援室
事業内容プレゼンテーション発表会

1
0
月

元田

曉輝

第２回
創業支援室
先輩起業家への体験学習

10/26

4人

創業支援室 卒業生を招き、開業までの道程及び開業後の苦労話・
今後の展望などの話を伺う。質疑応答も実施した。
今回は講師である坂本 麻耶 氏（創業支援室6期生）の
施設見学＆講話を頂いた。

第２回
創業支援室
事業内容プレゼンテーション発表会

10/29

4人

創業支援室入居者が、自らのアイデアや技術について紹介し、
他入居者、外部相談員からの質問・アドバイスを得て、
入居者間の啓蒙・ブラッシュアップを行った

【発表者】創業支援室Ａ室

第２回
ジュニアビジネススクール
中学生早期起業家育成
プログラム

10/30

26人

「森の都 起業いきいきプロジェクト」（1日間プログラム）
【講師】 スタディライフ熊本 代表 古川 寛子 氏
（ファイナンシャルプランナー）

私立熊本マリスト学園中学校1年Ａ組
（26名、男11名、女15名）

荒川

翔太

No.2
事業名

開催日

参加人数

平成29年度
創業支援室使用者交流会

11/5

15人

創業支援室使用者6期生の送別会、
7期生の歓迎会及びビジネス支援センター職員との親睦、
情報交換を兼ねての交流会を開催

【開催場所】 「地鶏炭火焼 本家 月の喜楽」

第２回
ジュニアビジネススクール
中学生早期起業家育成
プログラム

11/6

25人

「森の都 起業いきいきプロジェクト」（1日間プログラム）
【講師】 スタディライフ熊本 代表 古川 寛子 氏
（ファイナンシャルプランナー）

私立熊本マリスト学園中学校1年Ｂ組
（25名、男14名、女11名）

経営者のためのビジネススクール

11/11

5人

経済・社会の動きを掴む！！ビジネスサタデースクール
第3回「ＩＴ企業による地方創生への取組」
【講師】ポート株式会社 取締役副社長ＣＯＯ 丸山 侑佑 氏

※4回シリーズ

7人

創業支援室使用者とビジネスサロン利用者との交流会を行い、
人材交流・利用者のコミュケーションの充実を図った。
今回は図書館コンシェルジュを交流会に招き、
プラザ図書館活用に関する案内やアンケートを実施した。

創業支援室使用者同士のワークショップ終了後に
実施、講師である奈須悦雄経営相談員も参加。

第３回：データベースセミナー
同期に差をつけろ！ 就活に役立つ企業データの読み方
【講師】株式会社 プロネクサス
松原 剛司 氏

【会場】
６階 くまもと森都心プラザ Ａ会議室
４階 データベースコーナー
３階 図書館事務室

開催月

事業内容

事業風景

備考

11
月

第３回
創業支援室・サロン利用者
交流会

11/27

ビジネス図書館との協働セミナー

12/2

29人

女性専門家による合同相談会

12/3

7人

女性士業（弁護士・司法書士・社労士・税理士他）と
女性起業家や経営者などのビジネスに特化した相談会を開催

【会場】６階ＡＢ会議室

経営者のためのビジネススクール

12/16

2人

経済・社会の動きを掴む！！ビジネスサタデースクール
第4回「最近の事業再生を総覧する」
【講師】あすか総合法律事務所 弁護士 植松 浩司 氏

※4回シリーズ

創業支援室 卒業生を招き、開業までの道程及び開業後の苦労話・
今後の展望などの話を伺う。質疑応答も実施した。
今回は講師である田中 耕一 氏（創業支援室3期生）の
施設見学＆講話を頂いた。

【講師】
田中 耕一 氏（創業支援室3期生）
株式会社リンクス 代表取締役
※事業内容：リハビリ特化型デイサービス施設

12
月

1
月

第３回
創業支援室
先輩起業家への体験学習

12/28

４人

第４回
創業支援室・サロン利用者
交流会

1/24

１０人

創業支援室使用者とビジネスサロン利用者との交流会を
行い、人材交流・利用者のコミュケーションの充実を図った

平成29年度第5回創業支援セミナー終了後に
実施、講師である渡邊龍一氏やセミナー受講者も
数名参加

【会場】5Ｆ多目的室
産：１７名、学：７名、官(関連機関)：１０名参加

産学連携交流会

2/3

３４人

今年度は「知る・出会う・つながる」をテーマに、
２つの講演会と交流会を開催した
産学連携に関する知識・情報の提供、
今後の産学連携につながる交流網の開拓等に貢献した

特別セミナー

2/7

16人

2019年10月に消費税が10%に引き上げとなる
それまでの約1年半で準備できる対策「消費税軽減税率制度」を
中心に、中小企業向け無料セミナーを実施した

【講師】
福嶌 隆彦 氏（ビジネス支援センター長）

【会場】
4Ｆ 図書館セミナースペース
4F データベースコーナー

ビジネス図書館との協働セミナー

2/14

９人

第４回：データベースセミナー
データベース「ルーラル電子図書館」を使って、
野菜の育て方や加工法などを簡単に調べてみよう！
【講師】プラザ図書館コンシェルジュ 林田 苑子

第３回
創業支援室
事業内容プレゼンテーション発表会

2/16

３人

創業支援室入居者が、自らのアイデアや技術について紹介し、
他入居者、外部相談員からの質問・アドバイスを得て、
入居者間の啓蒙・ブラッシュアップを行った

【発表者】創業支援室F室

創業支援室 卒業生を招き、開業までの道程及び開業後の苦労話・
今後の展望などの話を伺う。質疑応答も実施した。
今回は講師である行村 知穂子 氏（創業支援室3期生）の
施設見学＆講話を頂いた。

【講師】
行村 知穂子 氏（創業支援室3期生）
Body Lab.～ボディラボ～ (ﾊﾟｰｿﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ)
※事業内容：プロのスポーツトレーナーによる
体作りや健康サポート

第５回：データベースセミナー
「同期に差をつけろ！ 就活に役立つ情報収集術！」
【講師】プラザ図書館コンシェルジュ 家入 義朗

【会場】6Ｆ会議室Ｃ

2
月

第４回
創業支援室
先輩起業家への体験学習

2/24

２人

ビジネス図書館との協働セミナー

2/26

３８人

佐藤 徳子

No.3
開催月

３
月

事業名

開催日

参加人数

ビジネス図書館との協働セミナー

3/23

１２人

第４回
創業支援室
事業内容プレゼンテーション発表会

3/25

３人

こども新聞
3月号掲載

-

開催日

参加人数

「こども新聞」等による紙面
における広報活動

開催月

事業名

女性中小企業診断士による女性
目線でのビジネス支援

毎月
第4日曜
開催

事業内容

【会場】6Ｆ会議室Ｃ

創業支援室入居者が、自らのアイデアや技術について紹介し、
他入居者、外部相談員からの質問・アドバイスを得て、
入居者間の啓蒙・ブラッシュアップを行った

【発表者】創業支援室C室 宮本

8月実施した小学生ジュニアビジネススクール
「早期起業家育成プログラム」の広報を掲載

事業内容

2９年度 熊本で唯一の独立女性中小企業診断士による女性経営者や女性従業員の
相談者 多い中小企業者に女性目線でのビジネス支援を行い「開かれた女性のため
の社会進出」・「女性だからやれる新事業」を応援するため実施した
7人

資金調達支援の相談業務の提供

随時

-

熊本市オリジナル助成制度の積
極活用による資金調達情報の提
供

随時

-

熊本市障がい者・母子家庭の母等雇用奨励金制度・熊本市職業訓練講座受
講助成金制度・商店街活性化特別支援事業・製造業見本市出展事業助成
金、他、各種優遇制度などの情報提供を行い、資金調達情報の提供を行った

毎月
第1水曜
開催

税務相談会（無料）

毎月
第2・3木曜
開催

日本政策金融公庫
定期出張相談会
（無料）

毎月
第2金曜
開催

法律相談会（無料）

毎月
第1・3火曜
開催

備考

第６回：データベースセミナー
「同期に差をつけろ！ ビジネスに役立つエリアマーケティング基礎講座！」
【講師】青山 武夫 氏 (株式会社 日本統計センター 主任研究員)

創業時に課題となる資金調達を熊本市中小企業融資制度のみならず、創業
時のみにチャンスのある厚生労働省管轄の助成金制度を活用、ダブルライセ
ンス者の社会保険労務士が的確なアドバイスを行い資金調達の可能性を広
げる相談業務を実施した

知財総合支援窓口（無料）

事業風景

誠治 氏

※「こども新聞」紙面
2018年3月号掲載記事

事業風景

備考
【相談員】
※女性中小企業診断士

津曲 明子氏(社会保険労務士)
松本 繭氏

2９年度 中小企業者の企業経営の中で抱える特許・商標などの知的財産に関する悩
相談者 みや課題について、知財トータルサポーターが窓口相談や知財専門家等の
活用等を通じて総合的に支援した
７人

2９年度
ビジネスにおける税務に関しての相談について、税理士が対応した
相談者 ※予約制
９人

2９年度
相談者
５人

事業資金や創業資金の融資の相談に限らず、創業の相談や
事業計画書の書き方等、日本政策金融公庫融資担当者によ
る出張相談窓口を設置し相談業務を実施した
※予約制

通
年

ビジネス支援センター利用者への
情報発信

随時

2９年度
ビジネスにおける法律に関しての相談について、弁護士が対応した
相談者 ※予約制
1８人

-

新たにビジネス支援センターカウンターにて共同企業体で購入した
ビジネスに特化したデータベースパソコンを設置し、利用者の方が
いつでも気軽に検索できる環境を整えた

JRS経営情報サービス提供

【ビジネス支援情報サイト】リンク集公開
・セミナー、ビジネスイベント
・熊本の行政機関、金融機関、ビジネス
支援関連施設、インキュベーション施
設、県外のインキュベーション施設、
就活支援サイト

パソコン無料検索サービスの設置

随時

-

データベース検索機能と合わせてビジネスに有益な情報をカテゴリー
別に分類し、リンク形式で利用者の方に情報を提供した

ビジネス図書お取り寄せコーナー
の設置

随時

-

蔵書の提供を更に充実させるために、図書館と連携を図り希望書籍の
リクエストのためのコーナーを設置し、利用者の方へ認知度、利用度、
満足度の向上とビジネス図書の見える化を図った

ＩＳＯ認証取得のための相談窓口
の設置

随時

-

プライバシーマーク（Ｐマーク）、エコアクション２１などの認定取得の
ための相談コーナーを設け、個人情報保護法やマイナンバー制度
導入に伴う利用者の方のニーズの多様化のリアルタイムで応えた

-

熊本の起業家及び起業間もない会社及び個人の広報及び販路拡大活動
を支援するもので、創業支援室使用者・ＯＢ及び一般公募者より希望を
募り、選定した対象者それぞれに情報発信の機会を一定期間無償で提供
しビジネスが円滑に進むようトータルサポートすることを目的とする。
平成29年12月初旬に開設、暫くは創業支援室使用者・ＯＢを対象とし、
徐々に拡大していくことを目的とする。

チャレンジボックス
の設置

随時

くまもと森都心プラザ管理運営企業体

