
平成30年度 特定創業支援事業

平成30年８月29日(水)から平成31年2月６日(水)まで

全１１講座（ ※ カリキュラム・日程の詳細は裏面参照のこと ）

開催日程

【主催】（公財）函館地域産業振興財団、函館市、北斗市、七飯町
【後援予定】 (株)日本政策金融公庫函館支店、函館商工会議所

ビジネスプラン作成スクール

あなたが起業するとき、新規事業に踏み出すとき、自らのビジネスプランにどれだけ高い実現
性があるかが成功のカギとなります。

このスクールでは、ビジネスプラン作成に必要なノウハウが満載の講義とグループディスカッ
ションによる本格的なビジネスプラン作成演習を行います。

受講生募集中

地元密着の講師陣
地域の経営者や実務を担う専門
家が講義します。
また、グループワークではグ
ループ毎に担当アドバイザーと
して複数で対応します。

グループワーク主体の
ビジネスプラン作成実習
５～７名のグループで６か月間
のビジネスプラン作成実習を行
い、グループでビジネスプラン
を作成していきます。

受講修了後も続く
講師・受講生仲間との交流
グループワークや交流会を通じ
て、講師・アドバイザー・受講
生仲間とのネットワークが構築
されます。あなたの起業や新規
事業の応援団となるはずです。

ビジネスプラン発表会
実習で作成したビジネスプラン
を地域の経営者・金融機関関係
者などを前に発表します。
優れたプランの発表グループを
表彰します。

募集締切：８月２４日

定員・受講料

修了要件 ７回以上の受講、または一定のレベルに達したと認められるとき

３０名・受講料無料（ ※ 交流会・懇親会等は会費制 ）

お問合せ・お申込み先

（公財）函館地域産業振興財団
産業支援課 TEL: 0138-34-2600、FAX: 0138-34-2601

e-mail: staff_17@techakodate.or.jp

お申込みWEB入力
フォームはこちらの

QRコードからアクセス



平成３０年度 ビジネスプラン作成スクール

【 開催日程・カリキュラム 】

日程

内容

講義（座学） ビジネスプラン作成実習

（グループディスカッション）

第１講座

８月２９日（水）

18:30～21:30

● オリエンテーション

(公財)函館地域産業振興財団産業支援課主査・ＩＭ 鈴木浩樹

● スクール修了生による講演

● ビジネスプラン作成実習

５～７名のグループに分かれ、グルー

プディスカッションにより、カリキュラ

ムに沿って架空のビジネスプランを完成

させる実習を行います。

以下のアドバイザーが各グループを

２～３名で担当します。

(アドバイザー)

・㈱にしざき事務所

代表取締役社長 西﨑康博 氏

・㈱ミュートネット

代表取締役社長 市村淳一 氏

・㈱エスイーシー

監査役 小野雅晴 氏

・とのさき社会保険労務士事務所

所長 外崎晋也 氏

・鎌田公認会計士事務所

所長 鎌田直善 氏

・函館大学

准教授 井上祐輔 氏

・日本政策金融公庫函館支店

融資課長 遠藤 聡 氏

・ＪＢＩＡ-ＩＭ 加賀 壽 氏

・(公財)函館地域産業振興財団

産業支援課長・Sr-IM 金澤透

産業支援課主査・IM 鈴木浩樹

産業支援課専門員 福井清美

産業支援課専門員 進藤裕之

第２講座

９月 ５日（水）

18:30～21:30

● アイデアと事業コンセプト

(株)ミュートネット 代表取締役 市村淳一氏

第３講座

９月１２日（水）

18:30～21:30

● マーケティング分析

(株) I like IT 代表取締役 荒木明美氏

第４講座

９月２６日（水）

18:30～21:30

● 販売プロモーションと販売活動

(株)ミュートネット 代表取締役 市村淳一氏

(株)エスイーシー 監査役・中小企業診断士 小野雅晴氏

第５講座

１０月 ３日（水）

18:30～21:30

● 購買活動と生産活動

(株)エスイーシー 監査役・中小企業診断士 小野雅晴氏

第６講座

１０月１７日（水）

18:30～21:30

● 人材・労務知識及び開発戦略

とのさき社会保険労務士事務所 外崎晋也氏

ＪＢＩＡ認定インキュベーション・マネジャー 加賀 壽氏

第７講座

１１月１４日（水）

18:30～21:30

● 財務Ⅰ

鎌田公認会計士事務所 所長 鎌田直善氏

第８講座

１１月２８日（水）

18:30～21:30

● 財務Ⅱ

鎌田公認会計士事務所 所長 鎌田直善氏

第９講座

１２月 ５日（水）

18:30～21:30

● 財務Ⅲ

鎌田公認会計士事務所 所長 鎌田直善氏

第１０講座

１月２３日（水）

18:30～21:30

● プレゼンテーションの内容と伝え方

(株)ミュートネット 代表取締役 市村淳一氏

第１１講座

２月 ６日（水）

15:00～19:30

● ビジネスプラン発表会（プレゼンテーション実習）
● 修了式 ● 修了交流会（会費制）

開催場所

第１～１０講座 ：北海道立工業技術センター 会議室
（函館市桔梗町３７９番地） ※駐車場・有・無料

第１１講座 ：フォーポイントバイシェラトン函館

※ ＩＭ：インキュベーション・マネジャー Ｓｒ－ＩＭ：シニア・インキュベーション・マネジャー
※ 日本ビジネス・インキュベーション協会（ＪＢＩＡ）によるＩＭ養成研修を修了して審査に合格した者をＪＢＩＡ認定ＩＭ、

更に経験を認められた者をJBIA認定Senior-IMと言います。



ふりがな

氏名 性別 男・女 年齢 歳

住所

連絡先 TEL: FAX: 携帯:

E-mail

所属

Ｑ１ 受講される動機・目的等を選択してください。
□ 将来の起業のため □ スキルアップ・勉強のため □ 社員研修として
□ その他（具体的に： ）

Ｑ２ ビジネスのプラン・アイデアを持っているかたは、簡単に内容を記載してください。
※グループワークによるビジネスプラン作成演習でのテーマの参考といたします。

※本スクールでは、あなたの持っているアイデアを練り上げることもできます。

① 分野 ② 業種

③ ビジネスプラン・アイデアの内容

平成３０年度ビジネスプラン作成スクール受講申込書

（公財）函館地域産業振興財団 産業支援課 行
e-mail: staff_17@techakodate.or.jp FAX: 0138-34-2601

本スクールを受講される方は、グループワークの進め方を学ぶ、下記のセミナーの受講についても、
併せてご検討ください。
【 平成30年度創業支援セミナー 「プレ・ビジネスプラン作成スクール」】
《 人を活かす組織マネジメントの基礎 》

講師：㈱Flair Consulting 代表取締役社長 橋口 奈央 氏
日時：平成30年８月２２日（水）14：30～17：00
※内容等の詳細は財団WEBサイトをご覧ください。

セミナーを受講する。

YES ・ NO

※ご記入いただいた個人情報は、本事業の連絡確認等以外の目的には使用いたしません。


