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別表１－１ ワンストップ相談窓口 【既存・特定創業支援等事業】 
 市町村が実施する創業支援等事業 

創業支援等事業の目標 

・羽村市では平成24年度策定の「第五次羽村市長期総合計画」に基づき「羽村市産業振興計

画」を策定し、本計画における「産業の底力強化」において、「産業基盤の整備・充実」に

おける「新たな産業の創出・誘致・育成」として、起業・創業、新たな事業展開や産業の芽

の創出・育成の支援を推進している。 

・市、商工会、地域金融機関、士業ネットワーク等民間の創業支援機関による「羽村地域産

業振興懇談会」における創業支援機能を「羽村市創業支援ネットワーク」(別紙参照)として

起業・創業支援体制を整える。 

・羽村市が創業支援コーディネーターを設置するとともに、ワンストップ相談窓口を設置

し、創業支援連携機関と、相談や要望に対して適切な対応を図る。 

 

（目標の根拠） 

・これまでのⅰサロンの相談件数が、ここ3年の平均で210件、創業者数が6件、セミナーや

交流会への参加が、1回あたり平均で約10名であることから、年間200名の創業支援を行うこ

とを目標とし、これまでの創業者実績から10件の創業者創出を目標とする。 

 

（目標数） 

・創業支援対象者数：200件  ・創業者数：10件 

 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

 

（１）創業支援等事業の内容 

 

＜ワンストップ相談窓口＞【既存・特定創業支援等事業】 

・羽村市に創業支援のワンストップ相談窓口を設け、創業支援ネットワークと、様々な創業

時の課題を解決する。 

・ワンストップ相談窓口には、「創業支援コーディネーター」を配置し、創業支援を必要と

する人が適切な相談を受けられるよう創業支援機関との連携を図る。具体的には、相談者の

課題・要望に応じて、適切な創業支援ネットワークにつなげていく。 

・ワンストップ窓口相談者の相談内容は、相談した創業支援連携機関で管理を行い、相談者

の求めに応じて、各機関から相談者へ提供するものとする。相談者は提供された相談内容を

他の機関へ参考資料として提出することが可能とする。 

・ワンストップ窓口相談者の個人情報は、「ｉサロン」の登録者として市が一元管理し、各

種情報提供などのサービスを提供する。 

・羽村市は、市が管理する産業福祉センター内にある創業支援スペース「ｉサロン」(平成

27年10月オープン)で、創業支援ネットワークと連携しながら定期的に「ｉサロン創業相談

会」を開催する。 

・「ｉサロン創業相談会」における情報は、窓口相談報告書として、市で情報管理を行う。 

 

＜ワンストップ創業支援情報提供＞ 

・「ｉサロン」には、新たに創業を目指す人（創業希望者）が効率的に支援情報を得ること

ができるよう、創業支援連携機関が提供する創業支援に関するチラシなどを配置する「情報

コーナー」を設置する。 

・市では、創業支援に関する専用ウェブページまたメール配信サービスを立ち上げ、各種イ

ベントの情報や施策や創業支援連携機関の情報を提供する。 
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＜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） 

羽村市では、東京都が認定した羽村市の地域資源として、計測・分析機器、阿蘇神社、玉

川上水・羽村堰、まいまいず井戸、羽村市動物公園、根搦み前水田がある。地域の資源を活

用する事業を実施する創業希望者の支援を行う場合は、羽村市創業支援ネットワーク各機関

で、支援するための資金提供者、研究機関、販路開拓のネットワークを有する者の紹介等を

行う。 

２．ターゲット市場の見つけ方 

創業支援ネットワーク各機関が市場ニーズ調査の支援を行い、創業希望者へ情報提供す

る。 

３．ビジネスモデルの構築の仕方 

創業支援ネットワークが「ｉサロン創業相談会」を行い、顧客、ニーズへの対応、採算性

についてのアドバイスを実施する。また、羽村市商工会、西武信用金庫、多摩信用金庫が創

業塾を行い、ビジネスモデル構築に向けた講座を行う。 

加えて、創業支援等事業スペース「ｉサロン」において、創業初期の作業場所の提供を行

うとともに、コミュニティ形成を促し、創業希望者のビジネス環境を整える。 

４．売れる商品・サービスの作り方 

創業支援ネットワーク各機関が、創業希望者が考える商品・サービスに対し、専門的知見

に基づき強み、弱みを分析し、アドバイスを行う。 

商工会が、事業者連携のためのマッチング支援を行う。 

５．適正な価格の設定と効果的な販売方法について 

創業支援ネットワーク各機関が、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 

西武信用金庫、多摩信用金庫、日本政策金融公庫、青梅信用金庫、山梨中央銀行が、資金

調達へのアドバイスや金融支援を行うとともに、市が、制度融資や利子補給を行う。また商

工会が、資金調達へのアドバイスを行うとともに、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 

創業支援ネットワーク各機関が、事業計画書の策定について専門家と一緒にアドバイスを

行い、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、創業支援ネットワーク各機関がサポートを行う。 

８．許認可、手続き 

市が、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、創業支援ネットワークに所属する士業ネッ

トワークより、税務、労務管理、企業手続きアドバイスを行う。 

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 

創業支援ネットワーク各機関が、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＞ 

・創業支援ネットワーク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、市が情報集約・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支援できるようにする。 
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＜特定創業支援等事業について＞ 

・ワンストップ相談窓口において、１ヶ月以上にわたり、４回以上、経営、財務、人材育

成、販路開拓についての知識が身につく相談をそれぞれ実施したことが確認できる者を「特

定創業支援等事業」を受けた者として、羽村市が証明書を発行する。 

・創業窓口相談(別表2-1)、創業塾(別表2-2、2-3、2-4)もしくはセミナー・交流会(別表1-

2、別表2-5)において、１ヶ月以上にわたり、４回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓

についての知識が身につく講義をそれぞれ受講したことが創業支援カルテで確認できる者を

「特定創業支援等事業」を受けた者として、羽村市が証明書を発行する。 

・創業塾(別表2-2、2-3、2-4)に参加できなかった（特定の回を欠席した）場合について

は、ワンストップ相談窓口(本事業)やその他の特定創業支援等事業と組み合わせることで、

必要な知識を得たことが確認できれば「特定創業支援等事業」を受けた者として、羽村市が

証明書を発行する。 

 

＜各事業の共通事項について＞ 

・本創業支援等事業計画の全体の進捗状況を市が把握することとし、創業支援ネットワーク

への創業支援対象者・創業者に対するアンケート調査により、常に体制を改善していくこと

とする。 

・特定創業支援等事業を実施し、証明書の発行を受けた創業支援対象者に対しては、その後

の創業の有無や実績を電話、メール等にて確認する。 

・創業後についても、創業支援ネットワークとしてフォローアップを行い、適切な支援を行

っていくとともに、成功事例については、市の広報紙やホームページへの掲載、パンフレッ

トの配布を行うなど、広くＰＲする。 

・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に対しては、創業支援サービスを

行わない。創業支援ネットワークでもこの方針を徹底する。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・羽村市に、担当者１名および中小企業診断士の資格を持つ創業支援コーディネーターを配

置し、創業支援ネットワークと連携したワンストップ相談窓口を設置する。また、創業支援

ネットワークでパンフレットを作り、各機関の窓口にそれぞれ配架し、幅広く、創業支援対

象者の目に届くようにする。加えて、羽村市広報やホームページにおいても、相談窓口設置

を広くPRしていくこととする。 

・ワンストップ相談窓口事業において支援を行った創業支援対象者情報等に関しては、個人

情報保護に配慮しつつ、市が一元管理を行い、名簿や集計表の作成を行い、『創業支援カル

テ』を作成する。 

・創業支援ネットワークの連携を密にするため、半年に１度程度、各創業支援連携機関担当

者との連絡会議を開催し、各機関の活動状況、改善点、支援事例等について情報共有を行

う。 

 

計画期間 

 

平成２８年４月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所については、令和３年９月９日～令和７年３月３１日 

※本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第８回認定

日以降の申請が対象となる。 
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別表１－２ 創業支援セミナー 【拡充・特定創業支援等事業】 

 市町村が実施する創業支援等事業 

 

創業支援等事業の目標 

 

（目標の根拠） 

・平成27年10月から実施している羽村市の創業支援セミナー、直近3年間の参加者が、1

回あたり平均10名であることから、各回において同等程度の参加者数各15名を見込む。

年間で8回の開催とする。セミナーにはすでに創業後間もない参加者も含まれるため、新

たな創業希望者を約半数とし、そのうち1割程度の創業実現を目標とする。 

（目標数） 

・創業支援対象者数：120件  ・創業者数：6件 

 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容【拡充】 

 

・創業希望者および創業後間もない経営者に対し、経営ノウハウ（経営、財務、人材育

成、販路開拓等）を身につけるセミナーを開催する。また、創業マインドの醸成および創

業希望者同士の交流を図り、幅広い層への創業に関する総合的な支援を行う交流会を開催

する。 

・上記セミナーや交流会を経営、財務、人材育成、販路開拓等のテーマで年間８回程度開

催する。各テーマのセミナー及び交流会をもれなく1回以上（合計4回以上）1ヶ月間にわた

って学習させる「特定創業支援等事業」とする。 

・経営、財務、人材育成、販路開拓の各テーマのセミナー及び交流会をもれなく1回以上

（合計4回以上）1ヶ月間にわたって学習した者を「特定創業支援等事業を受けた者」と

し、羽村市が証明書を発行する。本事業以外のその他の特定創業支援等事業と組み合わせ

ても可とする。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

 

・年間8回程度開催する。 

・講師は、中小企業診断士をはじめとする士業ネットワークや、創業支援連携機関、その

他創業支援を行っている外部機関の有識者など、各テーマに合わせて選定する。 

・創業支援セミナーを受けた者については、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する。 

・市は当該事業の内容を、創業希望者に案内し、羽村市広報やホームページにおいても、

ひろくPRしていくこととする。 

・個人情報については、個人情報保護に配慮しつつ、市が一元管理を行い、名簿や集計表

の作成を行い、『創業支援カルテ』を作成する。 

 

計画期間 

 

平成２８年４月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所については、令和３年９月９日～令和７年３月３１日 

※本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第８回認

定日以降の申請が対象となる。 
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別表２－１ 創業窓口相談 【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

 

実施する者の概要 

 

（１）氏名又は名称 

羽村市商工会 

（２）住所 

    東京都羽村市栄町2-28-7 

（３）代表者の氏名 

    島田 哲一郎 

（４）連絡先 

    042-555-6211 

--------------------------------------------------------------------------------- 

（１）氏名又は名称   

西武信用金庫 

（２）住所  

東京都中野区中野2－29－10 

（３）代表者の氏名   

    髙橋 一朗 

（４）連絡先 

    業務企画部（創業支援担当） 

    電話番号 03-6382-7712 

--------------------------------------------------------------------------------- 

（１）氏名又は名称 

 多摩信用金庫 

（２）住所 

 東京都立川市緑町３番地の４ 

（３）代表者の氏名 

 理事長 八木 敏郎 

（４）連絡先 

 価値創造事業部 法人支援グループ 創業支援担当 

          東京都立川市緑町３番地の４ 

        電話番号 042-526-7766 

          ＦＡＸ  042-528-0940 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

（１）氏名又は名称 

    株式会社 日本政策金融公庫 

（２）住所 

    東京都千代田区大手町１－９－４ 

（３）代表者の氏名 

    総裁 田中 一穂 

（４）連絡先 

①立川支店 国民生活事業 (融資第二課長)望月 幸美 TEL：042-524-4191 

②多摩創業支援センター (所長)立本 純之 TEL：042-524-4199 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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（１）氏名又は名称 

    青梅信用金庫 

（２）住所 

    東京都青梅市勝沼３－６５ 

（３）代表者の氏名 

    理事長 平岡 治房 

（４）連絡先 

    ①羽村支店  TEL:042-555-3211、FAX:042-555-4017、担当者:支店長 星野  博之 

    ②営業推進部 TEL:0428-24-1116、FAX:0428-24-4646、担当者:専任課長 池田 優樹 

-------------------------------------------------------------------------------- 

（１）氏名又は名称 

    株式会社山梨中央銀行 

（２）住所 

    山梨県甲府市丸の内1-20-8 

（３）代表者の氏名 

    代表取締役頭取 関 光良 

（４）連絡先 

    東京都羽村市五ノ神2-1-8 

    担当者：羽村支店 支店長 清水 大学 TEL：042-555-2111 FAX：042-555-2115 

 

創業支援等事業の目標 

（目標の根拠） 

 ・羽村市商工会及び各金融機関の相談件数が、ここ3年の平均で27件、創業者数が18件であ

ったことから、年間30件の創業支援を行うことを目標とし、うちこれまでの創業者実績

から7割程度の21件の創業者創出を目標とする。 

 

（目標数） 

・創業支援対象者数：30件  ・創業者数：21件 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

・羽村市のワンストップ相談窓口からの依頼、もしくは各創業支援連携機関への直接の申

し込みに応じて、創業希望者からの窓口相談を実施する。 

・各創業支援連携機関の相談員及び専門家が、一人当たり１～２時間程度、無料で課題や

相談を聞き、内容に応じ対応方法をアドバイスする。 

・創業窓口相談事業のなかで、相談員や専門家のアドバイスを1ヶ月以上にわたって継続的

に実施し（合計4回以上）、経営、財務、人材育成、販路開拓の全て習得させる事業を

「特定創業支援等事業」とする。 

・創業窓口相談事業(本事業)以外の特定創業支援等事業と組み合わせて、経営、財務、人

材育成、販路開拓を全て身に付けた者を「特定創業支援等事業を受けた者」として、羽

村市が証明書を発行する。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・各創業支援連携機関の相談員及び専門家により相談、アドバイスを実施する。 

・各機関は創業相窓口相談事業を受けた者については、氏名、住所、連絡先、相談内容、

相談日等を記載した名簿を作成し、市からの照会に応じる。 

・市は当該事業の内容を、相談希望者に案内し、羽村市広報やホームページにおいても、

ひろくPRしていくこととする。 

・個人情報については、各創業支援連携機関の規定により適切に管理し、公開出来る範囲

TEL:042-555-3211、FAX:042-555-4017、担当者:支店長
TEL:0428-24-1116、FAX:0428-24-4646、担当者:課長代理%20池田
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で創業支援ネットワークで情報共有していく。 

 

計画期間 

 

平成２８年４月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所については、令和３年９月９日～令和７年３月３１日 

※本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第８回認定

日以降の申請が対象となる。 
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別表２-２ 創業塾 【既存・特定創業支援等事業】 

 市町村以外の者が実施する創業支援等事業 
実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

羽村市商工会 

（２）住所 

    東京都羽村市栄町2-28-7 

（３）代表者の氏名 

    島田 哲一郎 

（４）連絡先 

    042-555-6211 

-------------------------------------------------------------------------------- 

（１）氏名又は名称 

東京都商工会連合会 

（２）住所 

    東京都昭島市東町3-6-1 

（３）代表者の氏名 

    山下 真一 

（４）連絡先 

    042-500-3885 

創業支援等事業の目標 

（目標の根拠） 

・過去の創業塾では、東京都商工会連合会との共催の創業塾での参加者が51名(うち、羽村

市2名：令和2年度)、青梅商工会議所との共催の創業塾の参加者が13名(うち羽村市1名:令

和2年度)の実績となっている。 

・創業塾の参加者を約40名とし、約1.2割程度の市内参加者5名を見込む。うち2割の1件の

創業者創出を目標とする。（他市の過去の創業率をもとに計算） 

 

（目標数） 

・創業支援対象者数：5件  ・創業者数：1件 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

＜創業塾＞【既存・特定創業支援等事業】 

・現在、商工会連合会や商工会議所と共催で、創業希望者を対象とする「創業塾」を年１

回（全５コマ）開催している。次年度以降もこれと同等の創業塾を開催する。 

＜特定創業支援等事業について＞ 

・講義のうち、４回以上、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た者を「特定創業支援等事業」を受けた者とする。 

・カリキュラムの例（令和２年度実施） 

  １日目 起業するにあたっての重要ポイント、創業者の体験談を聞こう 

  ２日目 事業内容を明確にしよう、基礎知識講座：ビジネスに関する法律、実践講

座：ホームページ開設のために知っておくべき知識 

  ３日目 顧客開拓方法を考えよう、基礎知識講座：税務、実践講座：広告宣伝の実践

知識 

  ４日目 収支・資金計画を立てよう、基礎知識講座：会計、実践講座：プロが語る飲

食店開店までの実践ノウハウ 

  ５日目 ビジネスプランを完成させよう、基礎知識講座：労働保険・社会保険、実践

講座：便利なITツールを使いこなそう 
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・創業塾に参加できなかった（特定の回を欠席した）場合については、その他の特定創業

支援等事業と組み合わせることで、必要な知識を得たことが確認できれば「特定創業支援

等事業」を受けた者として、羽村市が証明書を発行する。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・商工会が中心となり、広域的な実施を視野に入れて、企画、会場準備、教材の準備等を

行う。 

・市は当該事業の内容を、希望者に案内し、羽村市広報やホームページにおいても、ひろ

くPRしていくこととする。 

・特定創業支援等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

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 

 

平成２８年４月１日～令和７年３月３１日 
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別表２-３ 創業塾【既存・特定創業支援等事業】 
 市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称   

西武信用金庫 

（２）住所  

東京都中野区中野2－29－10 

（３）代表者の氏名   

 髙橋 一朗 

（４）連絡先 

 業務企画部（創業支援担当） 

 電話番号 03-6382-7712 

 

創業支援等事業の目標 

・創業セミナー（創業塾）：創業・開業に意欲のある方々へ開業に必要な知識やノウハウ 

             を体系的に習得できる実践セミナーを実施する。 

・創業率：２０人以上の参加を目標とし、うち１割以上の創業実現を目標とする。 

（過去の創業状況、相談状況を勘案して積算） 

 

（目標数） 

・創業支援対象者数：20件   ・創業者数：2件 

 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

 

（１）創業支援等事業の内容 

「創業セミナー」（創業塾） 

①実施機関 

西武信用金庫および羽村市、羽村市商工会が連携して実施。また、他の創業支援ネッ

トワーク機関の協力を得る。 

②実施方法 

創業までの事業計画策定や開業手続き、各種支援機関の紹介や資金調達についてのポ

イントや公的機関の紹介等１か月以上の期間にわたって講座形式で開催する。 

③実施メニュー 

以下のようなテーマを設定し、経営、財務、人材育成、販路開拓の要件を満たす内容

とする。 

①起業に向けた準備 

②販路開拓 

③人材活用 

④財務・資金調達 

⑤事業計画 

講座のうち、４回以上、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た者を「特定創業支援等事業」を受けた者とする。 

創業塾に参加できなかった（特定の回を欠席した）場合については、その他の特定創業

支援等事業と組み合わせることで、必要な知識を得たことが確認できれば「特定創業支援

等事業」を受けた者として、羽村市が証明書を発行する。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

①実施体制 
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1.西武信用金庫が中心となり実施方法・メニュー等の企画調整を行い、事業の運営

を行う。 

2.羽村市、羽村市商工会は、窓口に来た相談者に対して本事業を案内いただくとと

もに、広報を行い、円滑な実施を支援する。 

3.受講者の指名、住所、連絡先、受講内容、受講日等を記載した名簿を作成し、市

からの照会に応じる。 

4.個人情報は内規により適切に管理する。 

 

  ②事後フォロー 

受講者に対して以下のような継続フォローを実施する。 

1.人的支援 

課題に応じ中小企業診断士、弁護士、税理士、公認会計士など専門家が課題解

決の相談に応ずる。 

2.資金支援（間接支援） 

  融資借入希望がある場合、資金支援を行う。 

3.直接金融支援 

  間接金融のみならず、直接金融の相談があった場合、西武信用金庫100％出資

の子会社で投資を検討する。 

4.情報提供 

事業者に対する情報提供として事業支援セミナー等を随時開催し、事業者の基

に最新の情報を提供する。 

 

計画期間 

 

平成２８年４月１日～令和７年３月３１日 
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別表２－４ 創業塾 【既存・特定創業支援等事業】 

市町村以外の者が実施する創業支援等事業 
実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

 多摩信用金庫 

（２）住所 

 東京都立川市緑町３番地の４ 

（３）代表者の氏名 

 理事長 八木 敏郎 

（４）連絡先 

価値創造事業部 法人支援グループ 創業支援担当 

  

    東京都立川市緑町３番地の４ 

     電話番号 042-526-7766     FAX番号  042-528-0940 

 

創業支援等事業の目標 

（目標の根拠） 

◆創業塾の開催： 10回／年度 ※多摩地域開催（広域事業） 

  多摩地域：八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、 

調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、 

国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、 

多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、 

檜原村、奥多摩町 

◆対象者： 創業予定者及び創業間もない方 

◆創業率：  創業塾参加者のうち 20％程度の創業を目指す。  

 

（目標数） 

◆多摩地域全体単年度目標数 

    ：支援対象者数 50人 

    ：創業者数 10人 

◆羽村市単年度目標数 

    ：創業支援対象者数 1人 

    ：創業者数 1人   

※多摩地域人口割合で算出：羽村市5.4万人、多摩地域428万人、人口割合1.2％ 
 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 
 
創業塾事業（既存）（特定創業支援等事業） 

・「創業支援センターＴＡＭＡ」（事務局：多摩信用金庫）と創業支援機関が連携し、

創業者に対して、経営ノウハウ（経営、財務、人材育成、販路開拓等）を身につける

創業塾を開催する。 

・10回程度開催される創業塾は、多摩地域で開催されるものであり、多摩地域に住んで

いる方もしくは、多摩地域で創業を予定している方であれば、どの創業塾へ参加して

も良い。 

・創業塾を年間10回程度開催し、１回の創業塾は1週間に1日程度で４週間（４回）以上

の開催とし、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を全て習得できる事業を特定創

業支援等事業とし、その後も事業進捗をフォローする。 

・1つの創業塾の全カリキュラム（ビジネスプランの作成及び発表まで）を終了した者
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を「特定創業支援等事業を受けた者」とする。 

 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 
 

・年間10回程度実施。 

・内容に応じて、覚書を締結した創業支援機関（NPO法人や企業、団体等）と共催で実

施する。 

・創業支援センターTAMAの特定創業支援等事業を受ける方全てに創業支援受付票に個人

を特定できる事項等を記入いただき、パソコン上でデータ管理し、羽村市役所からの

問い合わせには随時対応する。また、創業塾受講者の氏名、住所、連絡先、受講内

容、受講日等を記載した名簿を作成し、羽村市からの照会に応じる。 

  ・羽村市は、羽村市以外で創業塾を受けた者についても、羽村市内で創業を希望する者

に対しては、多摩信用金庫に照会をしたうえで、証明書を発行する。修了証を持参し

て市役所に来庁した者に関しても同様の扱いとする。 

・羽村市は当該事業において、窓口などに来た相談者を創業塾事業に案内し、本広域事

業の広報を行う。 

・また、個人情報の管理については、内規により適切に管理し、公開出来る範囲で市も

しくは各連携支援機関と情報共有していく。 

 

計画期間 

 

平成２８年４月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所については令和３年９月９日～令和７年３月３１日 

※本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第８回認定

日以降の申請が対象となる。 
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別表２－５ 創業セミナー 【既存・特定創業支援等事業】 
 市町村以外の者が実施する創業支援等事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

 多摩信用金庫 

（２）住所 

 東京都立川市緑町３番地の４ 

（３）代表者の氏名 

 理事長 八木 敏郎 

（４）価値創造事業部 法人支援グループ 創業支援担当 

  

       東京都立川市緑町３番地の４ 

     電話番号 042-526-7766     FAX番号  042-528-0940 

 

創業支援等事業の目標 

（目標の根拠） 

◆セミナー・交流会の開催： 20 回程度  ※多摩地域開催（広域事業） 

  多摩地域：八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、 

調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、 

国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多

摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、 

檜原村、奥多摩町 

◆対象者： 創業予定者及び創業間もない方 

◆創業率：  セミナー・交流会参加者のうち 20％の創業を目指す。  

 

（目標数） 

◆多摩地域単年度目標 

    ：支援対象者数 100人 

    ：創業者数    20人 

◆羽村市単年度目標 

    ：創業支援対象者数 1人  

    ：創業者数     1人 

※多摩地域人口割合で算出：羽村市5.4万人、多摩地域428万人、人口割合1.2％ 

 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

 

（１）創業支援等事業の内容 

セミナー・交流会事業（拡大）（特定創業支援等事業） 

・「創業支援センターＴＡＭＡ」（事務局：多摩信用金庫）と創業支援機関が連携し、

創業者に対して、経営ノウハウ（経営、財務、人材育成、販路開拓等）を身につける

セミナー・交流会を開催する。 

・２０回程度開催されるセミナー・交流会は、多摩地域で開催されるものであり、多摩

地域に住んでいる方もしくは、多摩地域で創業を予定している方であれば、どのセミ

ナー・交流会へ参加しても良い。 

・1年間かけて２０回程度継続的に開催されるセミナー・交流会のうち、経営、財務、

人材育成、販路開拓等のテーマを決めて開催し、各テーマのセミナーをもれなく1回

以上（合計4回以上）1ヶ月間にわたって学習させる事業を「特定創業支援等事業」と

する。 
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・経営、財務、人材育成、販路開拓の各テーマのセミナーをもれなく1回以上（合計4回

以上）1ヶ月間にわたって学習した者を「特定創業支援等事業を受けた者」とし、羽

村市が証明書を発行する。本事業以外のその他の特定創業支援等事業と組み合わせて

も可とする。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 
 

・年間２０回程度開催。 

・内容に応じて、覚書を締結した創業支援機関（NPO法人や企業、団体等）と共催で実

施する。 

・創業支援センターTAMAの特定創業支援等事業を受ける方全てに創業支援受付票に個人

を特定できる事項等を記入いただき、パソコン上でデータ管理し、羽村市役所からの

問い合わせには随時対応する。また、セミナー・交流会受講者の氏名、住所、連絡

先、受講内容、受講日等を記載した名簿を作成し、羽村市からの照会に応じる。 

・当該科目のセミナー等の他に創業塾や個別相談に参加することにより、経営・財務、

人材育成、販路開拓に関するカリキュラムを補うことができる。 

・羽村市は、羽村市以外でセミナーを受けた者についても、羽村市内で創業を希望する

者に対しては、多摩信用金庫に照会をしたうえで、証明書を発行する。 

・羽村市は当該事業において、市に来た相談者をセミナー・交流会事業に案内し、本広

域事業の広報を行う。 

・羽村市担当者が経営、財務、人材育成、販路開拓等を学習できるセミナーを１ヵ月以

上にわたり合計４回以上受けたと確認した創業者に対して、証明書を発行する。 

・また、個人情報の管理については、内規により適切に管理し、公開出来る範囲で市も

しくは各連携支援機関と情報共有していく。 

 

計画期間 

 

平成２８年４月１日～令和７年３月３１日 

変更箇所については令和３年９月９日～令和７年３月３１日 

※本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第８回認定

日以降の申請が対象となる。 

 
 



 

 

 
 


