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 本創業塾では、これまで数多くの起業家を育成した実績のある専門家による講義・演習のほか、各自

の事業計画について個別面談により問題点を解決し、事業計画のブラッシュアップを図ります。 

 “これから創業予定の方や創業後間もない方、新事業展開等をお考えの企業の方”ご自身の事業計画

を見つめなおしてみませんか？本創業塾は、みなさまの事業を成功に導くバックアップをいたします！ 

 

１ 日   時  前期課程 平成２９年２月９日(木) ９：００～１７：３０（講義後、交流会あり） 

                    １０日(金) ９：００～１７：００ 

         後期課程 平成２９年３月９日(木)、１０日(金)（いずれか１日、１時間程度） 

         ※前後期セットで受講していただきます。 

２ 会   場  函館市産業支援センター（函館市桔梗町３７９番地３２） 

３ カリキュラム  前期課程 ・創業に必要な実践的知識を得るための講義・演習 

              ・講師、受講者との交流会 

         ～～ 後期課程までの期間で各自が事業計画をブラッシュアップ ～～ 

         後期課程 ・個別事業相談 

４ 参加対象者  函館地域（函館市、北斗市、七飯町）で創業を予定している方、創業後間もない方、

新事業展開等を考える企業の経営者や企画担当者 

         ・ＵＩターンにより函館地域で創業を予定している方 

         ・新事業展開や新分野進出を考える企業の経営者や企画担当者 

         ・創業バックアップ助成金の応募を目指す者  など 

５ 参加者募集 

 (１)募集期間 平成２８年１１月３０日(水)～平成２９年１月２０日(金) 

 (２)募集人数 １５名（定員に達し次第募集を締め切らせていただきます） 

 (３)申込方法 所定の参加申込書に事業計画書を添付し E-mail または持参により申込み 

    ※申込書等は函館地域産業振興財団のホームページからダウンロードできます。 

６ 参 加 料  無料（交流会費および昼食代は参加者負担となります） 

７ 主   催  （公財）函館地域産業振興財団、函館市、北斗市、七飯町 

８ 注意事項など   

 ※ ご提出いただいた参加申込書および事業計画書は返却いたしません。 

 ※ 事業計画書は、事前に作成していただくことにより参加者各自の講義の理解が深まることを目的

として提出していただくものです。また、特別なノウハウや秘密事項については、申込者の責任に

おいて対応をお願いいたします。 

 ※ 記載していただいた個人情報については、本創業塾に関するもののほか、函館地域産業振興財団

が函館地域の自治体と共同で行う創業支援事業の参考データとする場合以外は、一切使用いたしま

せん。また、個人情報については、厳重に管理いたします。 

 ※ 参加者は、次のことについてご協力ください。 

  ・受講後のアンケート等の提出、電話やメールによる受講後の状況調査（3 年程度） 

・函館地域で事業化した場合、函館地域産業振興財団及び函館地域の自治体が実施する創業支援事

業での事業成果の発表など 

※ 本事業は「創業支援事業計画」の特定創業支援事業として位置づけられています。本事業による

支援を受けた方が創業する際には登録免許税の軽減などの優遇措置を受けることができます。詳し

くは函館地域産業振興財団までお問い合わせください。 
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