
特徴

産業競争力強化法における
京都市の「特定創業支援等事業」対象セミナー

①京都市内で創業される場合には法人登録免許税が軽減

②京都信用保証協会による創業関連保証について以下の特例措置

　→京都府・京都市「開業・経営承継支援資金＜創業（開業）型＞」に申込可

③日本政策金融公庫の制度融資に申込可

ASTEMビル8階 シェアオフィス
　「イノベーション創出コミュニティ(ＳＴＣ³)」入会特典
2022 年 3 月までに「一般会員」として入会された場合、入会金が無料（通常は 11,000 円 )

京都経済センター6階　京都信用保証協会会議室
・京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」北改札出てすぐ
・阪急電車京都線「烏丸駅」26 番出口直結
・京都市営バス「四条烏丸」徒歩すぐ
・京都市営地下鉄「京都駅」より烏丸線乗車 3 分

会場

「いつかは創業したいと思っている」「創業に興味はあるが漠然としている」。本プログラムでは、財務戦略や資金調達、ビジ
ネスモデルの構築など創業に必要な知識を学ぶだけでなく、先輩女性起業家とのセッションを通じて、社会課題をビジネスにす
る視点、IT や DX（デジタルトランスフォーメーション）の視点も身につけられるプログラムです。
社会環境が大きく変化する中で、私たちのライフスタイルや地域や産業も大きな転換期を迎えています。思いを形にしたい！
新たなビジネスに挑戦したい！そんな女性を本プログラムではサポートします。
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申込方法

京都市、公益財団法人京都高度技術研究所
京都信用保証協会

主 催

近畿財務局京都財務事務所
京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫
日本政策金融公庫、フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
一般社団法人京都知恵産業創造の森

協 力

お問い合わせ 公益財団法人京都高度技術研究所　地域産業活性化本部（担当：今井、山中）

TEL:075-315-3708 / 075-366-0164 
Email:info-startup@astem.or.jp

女性のための起業プログラム女性のための起業プログラム

※13：00 ～ 17：00　最終日（2/22）のみ 14：00 ～

※個別相談会を 2/14 (月)、2/15 (火)、2/18 (金)
　に設ける予定です。

1月14日 金 1月19日 水 1月28日 金

2月     4日 金 2月     9日 水 2月22日 火

お申込みはコチラ

定　員 受講料

募集期間

申込方法

20名先着順 11,000円税込

ＨＰ上のエントリーフォームから
お申込みください。

20名先着順 11,000円税込

～11月8日 月 12月22日 水

ＨＰ上のエントリーフォームから
お申込みください。

後 援 近畿経済産業局

対象

起業を目指している女性（学生可）
 又は創業後、概ね5年以内の女性経営者
自主性をもってプログラムに参加できる方
全6回を通して参加できる方
※新型コロナウイルス感染リスクの観点からも、体調が優れない場合などの参加はくれぐれもご遠慮ください。
※士業やコンサルタント等の方の参加はご遠慮ください

https://www.astem.or.jp/entre/startup/kkp2021
エントリーに関するご質問は、お問合せ先までご連絡ください。

公益財団法人京都高度技術研究所の HP にアクセスいただき、
エントリーフォームからお申込みください。

本プログラムは京都市の創業支援等事業計画に基づく、特定創業支援等事業となりま
す。全ての回を受講した人は、特定創業支援等事業を受けたことの証明の交付を受け
ることができ、以下のメリットを受けられます。

「ことそら」とは
「ことそら」は、女性のための創業の相談はもちろん、事業を続けていく中
で分からないことや困ったことがあったときにお手伝いをさせていただくために
組織された京都信用保証協会の女性職員によるチームです。

「こと」古都　       ：京都の女性による支援チーム
「そら」空 ( 天気 )：事業が好調なときも低調なときもいつでも寄り添って
　　　　　　　　  いきたい

「ことそら」という名前にはそんな想いが込められています。事業とは天気の
ように好調な時もあればそうでない時もあります。 また創業とは、夢や希望が
ある一方、不安な時や孤独な時もあるかもしれません。「ことそら」ではネー
ミングのとおり、晴れの日も雨の日も寄り添えるような存在を目指して活動
しています。 

プロジェクトプロジェクト京都京都

※お申し込み後は事務局からの受付完了のメールをお待ちください。
※事前振込 (振込手数料はご負担下さい )。キャンセルされても返金はできませんのであらかじめご了承ください。

※会場を変更する場合がございます。
　その場合、参加者の皆様には事前にご連絡いたします。
※新型コロナウイルスの感染状況ならびに緊急事態宣言などの関係で、
　急遽オンラインで開催する場合がございますのであらかじめご了承ください。
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財務戦略や資金調達、ビジネスプランの構築など、起業するにあたり必要な知識を学べるだけでなく、SDGs や ESG（環境
(Environment)、社会 (Social)、ガバナンス (Governance) を意識した投資）や IT/DX( デジタルトランスフォーメーション ) の活用
についても学ぶプログラム構成です。また、起業支援に実績のあるプログラムナビゲーターによる個別メンタリングなどを通して、受講生の
想いやアイディアの具体化をサポートします。

1984 年 京都府亀岡市生まれ。 専門学校の職員として勤務後、2012 年 9 月に飲食事業や不
動産事業を行う「株式会社 minitts」を設立。１日１００食限定をコンセプトに、 美味しいも
のを手軽な値段で食べられるお店「佰食屋」を行列のできる人気店へ成長させる。

「1 日 100 食限定」というお客さまにも従業員にもそして環境にも優しい経営の実現により、第
32 回人間力大賞農林水産大臣奨励賞、ForbesJAPAN ウーマンアワード 2018 新規ビジネス賞、
日経ＷＯＭＡＮウーマンオブザイヤー 2019 大賞等数々の賞を受賞。この不安定な世の中を生き
残っていくために考え抜いた経営手法や『佰食屋』の運営に込めた「想い」や「優しさ」が人々
の共感をよんでいる。

「起業とは？」「起業って難しい？」Day1 では、そんな疑問に向
き合います。様々な起業の形、起業の前に準備すること、起業に
あたっての支援環境を学びます。またワークショップを通じで、創業の
目的や自身の強み、事業の軸を考えます。

起業は、事業戦略、事業計画を立てることから始まります。様々なビジネスモデル
を学びながら、新たな価値の創出、事業の継続性を意識したあなただけのビジネス
プランを考えます。また、具体的な会社設立の方法も学んでいただけます。

事業の成長・持続化のための財務戦略を学びます。収支モデルの構築や金融機関等
からの資金調達をはじめ、クラウドファンディングなど様々な資金調達を学びます。特に近
年、世界的な拡がりをみせている ESG についても学びます。

プログラムナビゲーターによる事業ブラッシュアップや相談会を開催します。
※2/18 の個別相談会は、日本政策金融公庫 京都創業支援センターと連携して実施します。

同志社大学・大学院在院中に公認会計士２次試験（現公認会
計士試験）に合格。大手監査法人で監査業務に従事し、その後
独立。「会計をもっと面白く、分かりやすく」をモットーに教育系の会
計コンサルティングを得意とする。また、起業する女性を応援するために、
会計・税務にとどまらない幅広い職種の女性士業を結集した「ブルー
ムマネジメント」を組織し、女性起業家が気軽に女性の専門家に相
談できるサービスを提供している。

自分の人生を、丁寧に生きる 
～常識にとらわれない『佰食屋』が目指すもの～

植森 春奈
司法書士

八木 香織
弁護士

八幡 順子
社会保険労務士

芸術一家に生まれたが「私は制作者ではない。」と、大手旅行会社に就職。
結婚退職後、自身が幼少の頃から画家の母が営んでいる絵画造形教室が 30 年
たった今も開校されており、そのカリキュラムの素晴らしさにふと気付かされる。 

「このまま、母が引退をしてなくなってしまうのは子どもたちにとって、社会にとって大
損失だ。」
という思いで、母の 30 年のノウハウを詰め込みカリキュラム化することで、未経験・
芸大卒でなくとも志ある方であれば開校できる国内初の絵画教室のフランチャイズ事
業を立ち上げ全国展開。現在北海道から沖縄まで 20 校以上、400 人以上の
生徒が通っている。

特別講師特別講師

株式会社村田製作所を経て、ＩＴ企業に入社。2017 年 京なか株式会社設立。
近畿経済産業局の女性起業家応援プロジェクト第３回 LED 関西ファイナリスト。
第７回京都府女性起業家賞受賞。
京都コンピューターシステム事業協同組合理事長。
IT 企業グループ「京なか GOZAN」代表

特別講師特別講師

植森 春奈
司法書士

八木 香織
弁護士

八幡 順子
社会保険労務士

伊藤弥生公認会計士事務所／結税理士法人伊藤弥生公認会計士事務所／結税理士法人
代表  伊藤 弥生代表  伊藤 弥生
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起業・創業するとは

ビジネスプランを考える 財務戦略・労務管理

貧困や教育格差など様々な課題が山積する現在、企業も社会課題に向き合
うことが求められています。Day4 では SDGs といったこれからの企業が重視する
価値について考えます。

社会課題をビジネスに

新型コロナウイルスの感染拡大により、社会のＩＴ化は劇的な速さで浸透しま
した。Day5 では、バックオフィスの IT 化や様々な業種でのＩＴの活用事例を
学びます。さらに SNS を活用した広報戦略についても学びます。

IT/DX、SNS の活用

基調講演基調講演

中村 朱美株式会社minitts 代表取締役 中村 朱美株式会社minitts 代表取締役

プログラムナビゲーター プログラム講師

D E M O  DAY 2
22

この回では、先輩女性起業家が経験した不安や失敗、後悔をシェアし、皆様
の起業への気持ちを後押しします。

先輩女性起業家とのセッション
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起業すると、金融機関、取引先、従業員など様々な場面で自分の想いを
伝えなくてはなりません。どのようにしたら相手に響く伝え方ができるか。この会
では、想いが伝わるプレゼンテーションを学びます。

想いの伝え方、プレゼンテーションを学ぶ

京なか株式会社
代表取締役 桂田 佳代子
京なか株式会社
代表取締役 桂田 佳代子

株式会社TAJIRO工房株式会社TAJIRO工房
三好 亜海代表取締役 三好 亜海代表取締役

※本回は、京都信用金庫「QUESTION」で開催します。
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