
 

 

 

 

 

 

長岡京市創業支援計画 

過去から未来へ「悠久の都長岡京市」創業支援 

 

 

 

長岡京市 

平成2８年１月１３日 認定 

（平成27年10月3日から平成32年9月30日までの計画） 



 

別表１－１（ワンストップ相談窓口）【新規】 
 市町村が実施する創業支援事業（長岡京市） 

創業支援事業の目標 

（背景） 

本市は、京都府の南部、京都盆地の南西部に位置し、西部は西山山地を境に大阪

府に接しており、その交通の利便性から近隣の大都市のベッドタウンとして成長し

市内には複数の商店街や商業施設ができ、活気あるまちが形成されてきた。 

しかし、近年では少子高齢化をはじめとする諸問題や、長引く景気低迷により、

商店街等における賑わいが減少しており、全国的に問題となっている地域における

店舗数の微減が続いている状況となっている。 

その中で、現在作成中である長岡京市第４次総合計画に於いて、創業支援の推進

を新たに位置付けるとともに、本計画の策定により創業希望者への支援を積極的に

進めることで、これまで創業をためらっていた若年層や主婦層を含む多くの創業希

望者の支援に繋げることで、地域の活性化を推進したいと考える。 

 

（創業支援事業者の全体像） 

そこで、この創業支援事業計画では、長岡京市内に潜在的に存在する小規模起業

ニーズに対応するため、インキュベーション施設の設置や、空き店舗の新たな活用

を推進するとともに、これまで支援が難しかった福祉関係等を含むＮＰＯの創業に

ついても、ソーシャルビジネス支援と位置付け支援を行うことで、市域の商工業の

活性化につなげることを目的に実施し、平成２７年度から平成３１年度の５か年を

重点期間とし、長岡京市商工会（以下「商工会」という。）と連携を密にした事業実

施を進める。 

また、本市における創業支援団体は、次に掲げる者とする。 

①長岡京市 

②長岡京市商工会 

③㈱日本政策金融公庫京都支店 

④京都信用保証協会 

 

（目標の根拠） 

これまで、新規創業に特化した相談窓口の設置は無く、平成２６年度に相談に来ら

れた方は無かったが、商工会の相談窓口に年間延べ１２件の相談があったことから、

半数の６件を創業支援対象者数の目標とする。 

商工会をはじめとする創業支援団体と連携を図り創業支援に取り組むこととし、平

成２６年度に商工会が支援し創業したものが９件であったが、創業支援対象者数の半

数である３件を創業者数の目標とする。 

 

（目標数） 

創業支援対象者数：６件  創業者数：３件 

 

創業支援事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援事業の内容 

＜ワンストップ相談窓口＞【新規】 

長岡京市役所内に創業支援のワンストップ相談窓口を設け、商工会、㈱日本政策金

融公庫京都支店（以下「公庫」という。）、京都信用保証協会（以下「保証協会」とい



 

う。）等の関係機関と連携し、様々な創業時の課題を解決する。ワンストップ相談窓

口は、長岡京市商工観光課の職員２名を市の窓口に配置し、相談対応を行う。 

長岡京市の窓口では、市、府、国の支援施策一覧を作成し紹介できるようにすると

ともに、市内で創業支援を行っている支援機関をまとめ、支援機関を紹介できるよう

にする。これらは、長岡京市のホームページ等でも情報提供を行う。 

また、長岡京市は、相談者の相談内容やステージに応じた支援を可能にするため、

相談者が必要とする支援の内容を判断し、商工会が実施する創業支援事業を紹介する

等、他の創業支援機関と連携して支援を行う。 

創業に必要となる要素別の各創業支援機関の役割は以下とする。 

 

＜創業に必要な要素と各連携機関が担う役割＞ 

１．地域資源の活用の仕方（地域に眠る宝への気づき） 

長岡京市商工観光課が地域農産物である「たけのこ」、「なす」、「花菜」、「ガラシ

ャの瞳（ミディートマト）」等を含む地域資源を有効活用するための資源提供者、研

究機関、指導育成機関、販路開拓ネットワーク等の知識を有する者の紹介を行う。 

また、人的な資源として、潜在的に存在する小規模起業者や、主婦層等について

も、商工会を中心とし、産業文化会館の１部屋を共同事務所（インキュベーション

施設）としてスタートし、利用状況等を見定めたうえで民間の施設を活用した共同

事務所等の設置を行うなど、基盤づくりを進める。 

 

２．ターゲット市場の見つけ方 

商工会が中心となり、公庫、保証協会が連携を図り創業事業の市場ニーズや適切

なターゲットの設定等について指導助言を行う。 

また、必要に応じて公庫がすでに連携を行っている大学等の研究機関等と繋がり

を活かし、創業事業に関する市場動向の情報収集や技術開発に関する知識習得や製

品試験等の支援を行う。 

 

３．ビジネスモデルの構築の仕方 

商工会が中心となり、公庫、保証協会が連携を図り顧客、ニーズ、生産性、サー

ビス向上、人員計画、採算性等のビジネスモデル全般について指導助言を行う。 

また、地域農産物等の地域資源活用に当たっては、京都中央農業協同組合や材料

の供給事業者と連絡調整をし、創業者が安定的に原材料の調達ができるよう支援を

行う。 

さらに、採算性の指導助言については、商工会、公庫、保証協会において継続的

に支援する。 

 

４．売れる商品・サービスの作り方 

商工会が中心となり、公庫、保証協会が連携を図り創業希望者が相談を行った時

から速やかに、その提供しようとする商品やサービスについて、専門的な知見に基

づき必要な指導助言をし、その販売方法や価格設定についても併せて指導助言を行

う。 

また、商工会や公庫が事業者間の連携や事業者が大学等の研究機関と連携した新

商品、新サービス等の共同研究を行うための連携支援を行うことにより、長岡京市

独自の新商品開発支援を行う。 

 

５．適正な価格の設定と効果的な販売方法について 

商工会、公庫、保証協会が連携をして、販売先、ターゲット、販売方法、価格への

アドバイスを行う。 

商工会が、販路開拓のためのマッチング支援を行う。 



 

 

６．資金調達 

商工会、公庫、保証協会が、資金調達へのアドバイスや金融支援を行うとともに、

長岡京市が、創業後６箇月を経過した事業所に対して制度融資や利子補給を行う。 

また、商工会が書類作成の補助、補助金等の申請書の作成支援を行う。 

 

７．事業計画書の作成 

創業者が事業計画を作成するに当たり、商工会及び公庫、保証協会が連携を図りそ

の策定に必要となる指導助言や支援を行い、事業計画書の精度を高め、実効性のある

ものとなるよう支援する。 

さらに、公庫が事業計画書のブラッシュアップを行う。 

また、補助金等の申請については、商工会等の支援機関が連携してサポートを行

う。 

 

８．許認可、手続き 

長岡京市の担当課において、創業手続き・許認可についてのアドバイス、関係機関

への連絡を行う。 

また、より詳細な知識を必要とする場合には、商工会や公庫などを通じて、税理

士、社会保険労務士、行政書士を紹介し、税務、労務管理、創業手続きのアドバイス

を行う。 

 

９．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 

長岡京市商工観光課及び、商工会、公庫、保証協会が地域における創業内容を共

有し、コアとなり得る可能性のある事業について協議し、創業者に対して、創業後の

事業展開や新分野への進出可能性等について継続的なアドバイスを行う。 

 

＜創業支援機関との連携＞ 

各創業支援関係機関と連携を密にし、円滑な事業推進を図るため、産金学官が連

携し、本事業の運営に関する連絡会議として、「長岡京市中小企業等支援連絡会議」

（以下「連絡会議」という。）を設置し、その事務局は、長岡京市商工観光課とす

る。 

また、定期的に連絡会議を開催することで、的確な情報共有と情報交換を行い、

その組織力の強化を図る中で、支援体制の強化に繋げ、効果的な創業支援を進めて

いく。 

各創業支援機関が支援を行った創業支援対象者等の情報に対しては、創業支援対

象者の同意を得つつ、守秘義務に十分配慮しながら、商工会が情報集約・一元化を

図り、創業支援カルテを作成する。カルテには、製品、販路、販売手法、資金調

達、人材等、創業支援対象者がどういう支援を望んでおり、どういったノウハウが

不足しているかわかるようにし、適切な機関に誘導し、創業実現まで関係機関がハ

ンズオンで支援できるようにする。 

 

＜特定創業支援事業について＞  

次のいずれかに該当する者で、且つ商工会が発行する「特定創業支援事業受講者

証明書」の交付を受けた者を「特定創業支援事業」を受けた者として、長岡京市が

証明書を発行する。 

①「創業セミナー＜実践創業塾＞（別表２－１）において、１ヶ月以上の期間にわた

り、経営、財務、人材育成、販路開拓の４つの知識が身につく講義を受講し、全体

の７割以上且つ４日以上出席した者 

②「起業塾＜創業塾＞」（別表２－１）の講座と個別相談指導（別表２－２）を合わ



 

 

せて、１ヶ月以上の期間にわたり４回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓の４

つの知識が身につく指導を受けた者 

③個別相談指導（別表２－２）において、経営、財務、人材育成、販路開拓に係る個

別相談指導を１ヶ月以上にわたり４回以上受けた者 

④インキュベーション事業（別表２－３）において、１ヶ月以上にわたり、４回以

上、商工会の経営指導員から経営、財務、人材育成、販路開拓に係る経営指導を受

けた者 

なお、受講状況の確認については、商工会が関係機関と連携して創業支援カルテに

より知識習得の状況確認を行い、「特定創業支援事業受講者証明書」を発行すること

とする。 

 

＜各事業の共通事項について＞ 

この創業支援事業計画の全体の進捗状況は、長岡京市が関係機関から情報提供を受

け取りまとめを行う。 

特定創業支援事業に取り組んだ創業者で、長岡京市から証明書の発行を受けた者に

ついては、その後の創業の有無や実績等を実績報告等の提出により確認することとす

る。 

創業者へのフォローアップについては、長岡京市商工会をはじめとする関係機関と

連携をして継続的に行うことで、経営安定に繋げる。 

公序良俗を害する恐れのある事業を行う創業支援対象者への支援は行わないことと

する。また、各創業支援機関にもこの方針を徹底する。 

 

（２）創業支援事業の実施方法 

長岡京市商工観光課商工振興係の職員２名を担当者として配置し、他の創業支援機

関と連携したワンストップ窓口を設置する。また、支援事業一覧表の作成を行い、創

業支援機関の窓口で配架することで広く周知するよう努める。さらに、市の広報紙や

ホームページ等を活用した周知を行う。 

各創業支援機関が行った支援内容については、情報の集約及び一元化を行い必要に

応じて連絡会議の場において情報共有を行う目的で創業相談支援者名簿（創業支援カ

ルテ）を市商工観光課で作成する。 

各創業支援関係機関と連携を密にし、円滑な事業推進を図るため連絡会議を年４回

開催し、各機関の活動状況について情報共有を図り、必要に応じて改善策を講じる。 

その他、関係機関と調整の上、予算措置が必要となった時には市の財政状況を勘案

したうえで予算措置を行うこととする。 

計画期間 

 

計画期間は、平成 27 年 10 月 3 日から平成 32 年 9 月 30 日の 5 か年とする。 

 



 

別表２－１（実践創業塾）【新規・特定創業支援事業】 

 市町村以外の者が実施する創業支援事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

①長岡京市商工会、②㈱日本政策金融公庫 

 

（２）住所 

①京都府長岡京市開田３丁目１０－１６ 

②東京都千代田区大手町1-9-4 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー 

 

（３）代表者の氏名 

①会長 山下 昌行 

②代表取締役総裁 細川 興一 

 

（４）連絡先 

①電話：075-951-8029  FAX：075-958-2473 担当者 篠永 卓士 

②電話：075-211-3230  FAX：075-213-0041 担当者 京都支店 国民生活事業 遠藤 恭司 

 

創業支援事業の目標 

（目標の根拠） 

創業希望者を対象とした「創業セミナー＜実践創業塾＞」、「起業塾＜創業塾＞」

を開催する。 

また、他の創業支援機関と連携を図り、長岡京市、長岡京市商工会、㈱日本政策金

融公庫等の広報誌及びホームページ等においても周知を図り、参加者の募集を行い、

長岡京市商工会で年間４０人（２０人×２回）程度の参加者を予定。 

さらに、㈱日本政策金融公庫などとの連携を強化し、セミナー等の開催時には出前

講座等により、参加者に手厚い支援を実施する。 

その他、講座終了後も参加者に対して、きめ細かいフォローアップを行うと共に、

国・京都府・長岡京市等の各種支援制度の活用を促進することで、８件の創業者創出

を目指す。 

 

（目標数） 

創業支援対象者数：４０件  創業者数：８件 

 

創業支援事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援事業の内容＜実践創業塾＞【拡充・特定創業支援事業】 

「創業セミナー＜実践創業塾＞」【拡充・特定創業支援事業】（経営、財務、人材育

成、販路開拓） 

 長岡京市商工会及び(株)日本政策金融公庫の共催により、年１回（全５コマ

（日）・１コマ６時間程度）経営・財務・人材育成・販路開拓に関する内容のほか、

ビジネスプラン作成や開業資金の調達までをパッケージ化した総合創業支援プログラ

ムとした講座を１ヶ月以上の期間にわたり開催する。 

 

＜特定創業支援事業について＞ 

講義のうち、１ヶ月以上の期間にわたり、経営、財務、人材育成、販路開拓の４つ

の知識が身につく☆のついている講義を受講し、全体の７割以上かつ４日以上出席し

た者を「特定創業支援事業」を受けた者とする。 

 講座の一部を受講できなかった場合は、個別相談指導（別表２－２）において、受

講できなかった分野の個別相談指導を受けることにより、補完できる。 



 

 

「創業セミナー＜実践創業塾＞」（案） 

・地域資源の活用法【地域資源コーディネーター】 

・創業に必要な手続きについて【長岡京市、京都府行政書士会等】 

・企業運営に必要な税務・経理知識について【近畿税理士会等】＜経営＞（☆） 

・事業計画書の策定・助言【長岡京市商工会、地域金融機関等】＜経営＞（☆） 

・新規開業のための資金計画の作り方、融資制度【地域金融機関等】＜財務＞（☆） 

・人を雇用する時のルールについて【京都府社会保険労務士会等】＜人材育成＞（☆） 

・マーケティング戦略について【京都府中小企業診断協会等】＜販路開拓＞（☆） 

・販売におけるＩＴの活用手法について【ITコーディネート協会等】＜販路開拓＞

（☆） 

※【 】は予定される講師の所属等 

 

「起業塾＜創業塾＞」【拡充・特定創業支援事業】（経営） 

 長岡京市商工会が、創業希望者を対象とした入門的なセミナーを年１回（全２コマ

（日）・１コマ５時間）開催する。 

 講座は、経営、販売管理、営業、計数管理などに関する実践的で有益な内容とし、

座学だけに終始せず実体験として販売を経験できる講座へカリキュラムを見直す。具

体例としては「ハンドメイド作家となる女性のための起業塾」など参加対象者を絞り

込んで、当地で頻繁に開催されている手づくり市への出展による販売を体験として学

べる講座を候補としている。 

 初歩的な内容も加味しながらも、自らの力で創業に係る課題を解決しようとする

「独立力」、他者の力を借りながら事業を前へ進める「連携力」、柔軟な発想で新し

いサービスや商品を開発する「革新力」を身に付けられるような講座とする。 

 講座終了後は、参加者に対しビジネスプランの作成、各種支援制度の紹介等、一貫

したアドバイス及びフォローアップを行い創業へと導く。 

 

＜特定創業支援事業について＞ 

「起業塾＜創業塾＞」の講座と個別相談指導（別表２－２）を合わせて、１ヶ月以上

の期間にわたり４回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓の４つの知識が身につく

指導を受けた者を「特定創業支援事業」を受けた者とする。 

 

なお、「創業セミナー＜実践創業塾＞」、「起業塾＜創業塾＞」のいずれも、支援

対象者は、主に長岡京市内での創業を希望する者、及び本市内で創業後５年未満の者

とする。 

 

（２）創業支援事業の実施方法 「創業セミナー＜実践創業塾＞」「起業塾＜創業塾＞」 

長岡京市立産業文化会館の会議室を無償で提供してもらい実施することとし、会場

準備、教材の準備等の事務手続きを長岡京市商工会と㈱日本政策金融公庫が連携して

行う。また、カリキュラムの策定、専門家の確保についても長岡京市商工会と㈱日本

政策金融公庫が連携して行う。加えて、長岡京市役所、長岡京市立産業文化会館、長

岡京市の広報誌及びホームページ、長岡京市商工会、㈱日本政策金融公庫等で「創業

セミナー＜実践創業塾＞」及び「起業塾＜創業塾＞」開催の周知を行う。 

卒業生については、長岡京市商工会が実施する創業者に対する補助制度、㈱日本政

策金融公庫の融資及び創業後半年を経過した者については、長岡京市が実施する振興

融資や利子補給制度を積極的に紹介し、活用してもらうこととし、連絡会議におい

て、事業の実績、その後の状況など情報共有を行う。 

特定創業支援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、個人情報の取り扱いの了解を得て、事業終了後直ち



 

に長岡京市に提出する。 

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 

 

計画期間は、平成 27 年 10 月 3 日から平成 32 年 9 月 30 日の 5 か年とする。 

 



 

別表２－２（個別相談指導）【拡充・特定創業支援事業】 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

①長岡京市商工会 ②㈱日本政策金融公庫 ③京都信用保証協会 

 

（２）住所 

①京都府長岡京市開田３丁目１０－１６ 

②東京都千代田区大手町1-9-4 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー 

③京都市右京区西院東中水町17番地（京都府中小企業会館内） 

 

（３）代表者の氏名 

①会長 山下 昌行 

②代表取締役総裁 細川 興一 

③理事長 麻生 純 

 

（４）連絡先 

①電話：075-951-8029  FAX：075-958-2473 担当者 篠永 卓士 

②電話：075-211-3230  FAX：075-213-0041 担当者 京都支店 国民生活事業 遠藤 恭司 

③電話：075-314-7221  FAX：075-321-6117 担当者 徳永 興輝 

 

創業支援事業の目標 

（目標の根拠） 

①長岡京市商工会 

長岡京市商工会の平成２６年度の創業支援に関する相談件数は１２件であった。 

平成２８年度には、これまでの創業支援に関する窓口を「創業相談重点窓口」と位

置付け、他の関係支援機関を含む創業支援内容についての周知を行うとともに、相談

員5名体制で各相談員年間６件、計３０件の相談受付となるよう目標を設定する。 

また、平成２６年度に相談のうえ創業した者は９件であったが、各関係機関との連

携やインキュベーション事業のノウハウを持つ事業所等との連携を行い、創業希望者

の支援を行うための施設整備なども併せて行うことにより、全体で１０件の創業者と

なるよう積極的な取り組みを進める。 

 

②㈱日本政策金融公庫京都支店 

㈱日本政策金融公庫京都支店の平成２６年度の創業支援に関する相談件数は２０件

であった。 

平成２８年度には、新たに「創業相談重点窓口」を設置し、他の関係支援機関を含

む創業支援内容についての周知を行うとともに、相談員２名体制で各相談員年間１２

件、計２４件の相談受付となるよう目標を設定する。 

また、平成26年度に相談のうえ創業した者は１２件であったが、各関係機関との連

携やインキュベーション事業の活用により、全体で１５件の創業者となるよう積極的

な取り組みを進める。 

 

③京都信用保証協会 

平成２８年度には、「創業チャレンジ窓口」において、他の関係支援機関を含む創

業支援内容についての周知を行うとともに、相談員６名体制で年間１０件の相談受付

となるよう目標を設定する。 

また、「創業バリューアップサポート」や京都府「産業活力推進融資 開業・経営承

継支援資金」の活用等により、全体で５件の創業者となるよう積極的な取り組みを進

める。 



 

 

（目標数） 

創業支援対象者数：６４件  創業者数：３０件 

 

創業支援事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援事業の内容＜個別相談指導＞【拡充・特定創業支援事業】 

①長岡京市商工会 

創業支援に係るワンストップ窓口を長岡京市商工会内に設置し、業種、業態選びか

らビジネスプラン、事業計画書の作成、資金調達、会社設立に必要となる諸手続きに

至るまでの総合的な支援を行い、創業希望者に対し５名の相談員が平日の８時３０分

から午後５時までの間、継続的に相談対応を行う。 

窓口では、国、京都府、長岡京市及び長岡京市商工会等が行う創業等に関する支援

策について説明を行う。 

相談内容に応じて、創業、起業準備の進め方や、起業セミナー、その他支援メニュ

ーの紹介などを行う。 

相談員が、経営、財務、人財育成、販路開拓、資金調達、事業計画など創業、起業

に関するアドバイスを行うとともに、創業後の経営計画実施における様々な支援を行

う。 

同一の創業希望者が、継続して１か月以上の期間４回以上に渡り、次の各号の相談

を行った者を「特定創業支援事業」を受講したものとする。 

(ア) 経営指導 

(イ) 財務指導 

(ウ) 人財育成指導 

(エ) 販路開拓指導 

(オ) その他創業に必要となる指導 

なお、支援対象者は、主に長岡京市内での創業を希望する者、及び本市内で創業後

５年未満の者とする。 

 

②㈱日本政策金融公庫京都支店 

創業支援に係るワンストップ窓口を㈱日本政策金融公庫京都支店に設置し、業種、

業態選びからビジネスプラン、事業計画書の作成、資金調達、会社設立に必要となる

諸手続きに至るまで、２名の相談員を配置し平日の午前9時から午後5時まで相談対応

を行う。 

窓口では、国、京都府、長岡京市及び長岡京市商工会が行う創業等に関する支援施

策を紹介し、継続的な支援を必要とする者については、長岡京市商工会への案内、連

絡調整を行い、「特定創業支援事業」を受講したものとなるよう推進する。 

創業希望者からの相談内容に応じて、長岡京市商工会が行う「創業セミナー」及び

「起業塾」の講習会について案内を行い、必要となる支援メニューの紹介を行う。 

長岡京市商工会と連携を図り、専門的な知識を有する相談員が、経営、財務、人財

育成、販路開拓、資金調達、事業計画など創業、起業に関する幅広い支援を行うとと

もに、創業後の経営計画遂行に必要となる各種支援を継続的に行う。 

その他、創業にあたり又は創業後においても、必要に応じて公庫がすでに連携を行

っている大学等の研究機関等との繋がりを活かし、技術開発に関する知識習得や製品

試験等の支援を継続的に行うとともに、創業支援計画による受講終了の認定を受けた

創業希望者への融資条件の引き下げなどを設け、融資が受けやすい条件整備を行うな

ど、これまで以上に創業を希望する者への融資促進を図る。 

 

③京都信用保証協会 

保証協会に設置した「創業チャレンジ窓口」において、業種、業態選びからビジネ



 

スプラン、事業計画書の作成、資金調達、会社設立に必要となる諸手続きに至るま

で、６名の相談員を配置し平日の午前９時から午後５時１０分まで相談対応を行う。 

窓口では、国、京都府、長岡京市及び長岡京市商工会が行う創業等に関する支援施

策を紹介し、継続的な支援を必要とする者については、長岡京市商工会への案内、連

絡調整を行い、「特定創業支援事業」を受講したものとなるよう推進する。 

創業希望者からの相談内容に応じて、長岡京市商工会が行う「起業セミナー」等の

講習会について案内を行い、必要となる支援メニューの紹介を行う。 

外部専門家（中小企業診断士）を5回程度創業希望者のもとに派遣し、創業計画の策

定支援を行う「創業バリューアップサポート」を実施し、経営、財務、人材育成、販

路開拓、その他創業に必要となる指導を行う。 

京都府「産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金」について、保証料率を年０．

５％で取り扱い、創業希望者の資金調達の円滑化を図る。 

さらに、創業後６箇月以上を経過した事業所について、必要に応じて長岡京市が実

施する融資事業についても協力し、経営安定に繋げる。 

 

＜特定創業支援事業について＞ 

商工会、公庫及び保証協会での個別相談指導を合わせて、１回１時間程度の個別相

談指導を１ヵ月以上、４回以上にわたり実施し、経営・財務・人材育成・販路開拓の

４分野の知識が身についたと認められる者を「特定創業支援事業」を受けた者とす

る。 

この個別相談指導と起業塾＜創業塾＞（別表２－１）の講座を合わせて、１ヶ月以

上の期間にわたり４回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓の４つの知識が身につ

く指導を受けた者も、「特定創業支援事業」を受けた者とする。 

また、この個別相談指導を受けた者は、創業セミナー＜実践創業塾＞（別表２－

１）の一部を受講できなかった場合に、受講できなかった分野について指導を受ける

ことにより、受講したと見なすことができる。 

 

（２）創業支援事業の実施方法 

長岡京市は、長岡京市役所、産業文化会館、長岡京市のＨＰ等で施策のＰＲを行う。 

長岡京市商工会は、「特定創業支援事業」の資格を満たした者に対して、「特定創業

支援事業受講者証明書」を交付する。 

公庫及び保証協会は、創業支援に係る相談業務を行ったときは、創業希望者が「特定

創業支援事業」を受講したものとし交付される「特定創業支援事業受講者証明書」を

受けられるよう長岡京市商工会に適宜、情報提供を行い、相談支援に係る内容を報告す

る。商工会は、他の創業支援機関による相談状況の確認を行い、適当と判断したとき

は、「特定創業支援事業」を受講したものとし、「特定創業支援事業受講者証明書」

を交付する。 

特定創業支援事業の資格を満たした者については、氏名、住所、連絡先、指導内容、

指導日時等を記載した名簿を作成し、個人情報の取り扱いの了解を得て、事業終了後直

ちに長岡京市に提出する。 

特定創業支援事業の資格を満たし、且つ創業後６箇月を経過した者に対しては、長岡

京市の制度融資、利子補給制度を積極的に紹介し、活用してもらうこととし、連絡会議

において、事業の実績、その後の状況など情報共有を行う。 

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 
 

計画期間は、平成 27 年 10 月 3 日から平成 32 年 9 月 30 日の 5 か年とする。 

 



 

別表２－３（インキュベーション事業）【新規・特定創業支援事業】 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

長岡京市商工会 

 

（２）住所 

京都府長岡京市開田３丁目１０－１６ 

 

（３）代表者の氏名 

会長 山下 昌行 

 

（４）連絡先 

電話：075-951-8029    FAX：075-958-2473 担当者 篠永 卓士 

 

 

創業支援事業の目標 

（目標の根拠） 

長岡京市では、これまでインキュベーションセンターの設置はなく、早期に市立産

業文化会館の１室をその目的で利用できるよう長岡京市と長岡京市商工会が協議を進

め、その設置に努める。 

インキュベーションセンターの機能としては、期間限定貸しオフィスや付帯施設・

事務機器等を低料金で提供すると共に、長岡京市商工会の経営指導員が兼任する形で

インキュベーションセンターでの支援人材が、諸々の支援サービスを提供する。 

また、そのインキュベーションセンターの利用については、主に長岡京市で創業を

目指す者を対象にし、この創業支援事業計画による証明書を受けた者を優先的に利用

できることとする。 

さらに、これまで長岡京市商工会が実施してきた創業セミナー等を受講した者も受

け入れることとすることから、年間２０人程度の創業者を支援することとする。この

うちインキュベーションセンターからの創業者を２名として育成することを目指す。 

 

（目標数） 

創業支援対象者数：２０件  創業者数：２件 

 

創業支援事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援事業の内容＜インキュベーション事業＞【新規・特定創業支援事業】 

長岡京市が管理する産業文化会館の１室をインキュベーションセンターとして位置

付け、必要となる機器等の整備を行ったうえで施設運営を長岡京市商工会が行うこと

とする。 

利用者は、支援機関の指導を継続的に受け、原則として入居から3年で市内での店舗

開設や空き店舗への入居などを行い自立した経営へとつなげる。 

インキュベーション施設はデスク、電話、ネット環境を用意し、創業しやすい環境

を提供する。 

創業者同士のコミュニティも図ることとし、年に6回程度、入居者が行っている事業

の説明、課題、目標をプレゼンし、他の入居者との意見交換会やビジネスマッチング

会を行う。 

さらに、産業文化会館に併設する長岡京市商工会の経営指導員による日常的な相談

支援を受けることが可能であり、必要に応じて販路開拓やビジネスマッチングの支援

を受けることができる。 

卒業後についても、長岡京市の窓口と名簿を共有し、事業の進捗状況をフォローで



 

 

きるようにしておき、課題が発生した際には、連携している各機関から必要なサポー

トが受けられるようにする。 

 

＜特定創業支援事業について＞ 

１ヶ月以上にわたり、週一回程度インキュベーションマネージャーと経営相談を４

回以上実施し、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを全て習得させる事業を

「特定創業支援事業」とする。 

 

（２）創業支援事業の実施方法 

施設は、長岡京市立産業文化会館に新設する共同事務所（インキュべーションセン

ター）を活用する。 

インキュベーションマネージャーは、長岡京市商工会の経営指導員が行うことと

し、必要に応じて入居者に対し経営相談を行う。 

長岡京市商工会が運営するインキュベーションセンターは、長岡京市役所、産業文

化会館、長岡京市のHP等で施策のPRを行ってもらう。 

また連絡会議においても、事業の実績、その後の状況など情報共有を行う。 

特定創業支援事業の資格を満たした者については、氏名、住所、連絡先、指導内

容、入居期間等を記載した名簿を作成し、直ちに長岡京市に提出する。 

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 

 

計画期間は、平成 27 年 10 月 3 日から平成 32 年 9 月 30 日の 5 か年とする。 

 


