
令和２年度 地域人材創出事業

あなたの夢を一緒に応援します！

創業塾
創業までの流れ、ビジネスプランの
作成や経営に必要な基礎知識・
ノウハウをわかりやすく学べます。

創業までの流れ、ビジネスプランの
作成や経営に必要な基礎知識・
ノウハウをわかりやすく学べます。

10日(土)・17日(土)10日(土)・17日(土)

お問い合わせ先・お申し込み先

富山県商工会連合会 経営支援課
〒930-0855　富山市赤江町 1-7
TEL(076)441-2716 FAX(076)433-8031
sougyou@shokoren-toyama.or.jp 
https://www.shokoren-toyama.or.jp/kenren/

■主催：富山県商工会連合会・県内 12商工会
■共催：（公財）富山県新世紀産業機構
　　　　富山県信用保証協会・日本政策金融公庫富山支店
　　　　（一社）全国労働保険事務組合連合会富山支部
■後援：北日本新聞社
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富山駅
電鉄富山駅電鉄富山駅

電鉄富山駅・
エスタ前

あいの風とやま鉄道

北陸新幹線

富山ライトレール

電鉄富山駅・
エスタ前

地鉄ビル前

八田橋

牛島新町方面からの右折及び
当センターから永楽町方面への
右折はできません

● 創業塾カリキュラム

これから創業を予定されている方、創業されて間もない
方、創業に興味をお持ちの方であればどなたでも受講で
きます。（学生可）

受講対象者

1,000円受 講 料

令和２年 10月７日 (水 ) 必着令和２年 10月７日 (水 ) 必着申込締切日

富山県商工会連合会

裏面の受講申込書にご記入の上、富山県商工会連合会宛て
FAX・メールにてお申込み下さい。申込書は、富山県商
工会連合会HPからもダウンロードすることができます。

申込方法

「新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる富山県対策
指針」を遵守し、感染防止対策を徹底します。

コロナ対策

※感染状況により、中止またはwebセミナー（開催時間の短縮等）
　に変更する場合があります。

この機会に
ぜひご参加ください！
この機会に
ぜひご参加ください！

15名定　員 （定員になり次第、締め切らせていただきます）
（検温のご協力とマスクの着用をお願いします）

富山県中小企業研修センター 601 研修室
（富山市赤江町 1-7）
富山県中小企業研修センター 601 研修室
（富山市赤江町 1-7）

開催日

会　場

令和２年
10月

P 近隣有料駐車場 車での進入路

※上記のカリキュラムは一部変更になる場合があります。

※車でお越しの方は、先着順に当研修センターの指定駐車場をご案内
　します。（利用無料、但し数に限りがあります）

（2日間分 資料代込み）
（開催当日集金させていただきます）

開催日 時　　間 研　修　内　容 講　師

第 1日目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
10月10日　　　　　　　　　　　　　
（土）

9：30
〜
9：40

開会・オリエンテーション 富山県商工会連合会

9：40
〜

10：50

創業にあたって
・創業で成功するための心構え
・創業に向けての自分自身の棚卸
・身近な創業事例の紹介

㈲クリエーション
中小企業診断士
代表取締役　丸亀　徹 氏

11：00
〜

12：30

ビジネスプランの作り方①
・ビジネスプラン作成の目的
・良いビジネスプランとは
・ビジネスプラン作成のポイント

㈲クリエーション
中小企業診断士
代表取締役　丸亀　徹 氏

昼　　食

13：30
〜

16：30

税務・会計の基礎知識
・開業に必要な届出
・会計・決算書の基礎知識
・個人事業と法人事業の違い　

菅原昌仁税理士事務所　　　　　　　
所長　菅原　昌仁 氏　　

第 2日目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
10月17日　　　　　　　　　　　　　　　　　
（土）

9：30
〜

10：10

成長する企業の特徴と事業成功のポイント
・信用保証協会の概要、専門家派遣制度等
・成長する企業の特徴と事業成功のポイント

富山県信用保証協会
企業支援課長　相川　和也 氏

10：20
〜

12：00

創業時の資金調達方法
・創業融資制度の紹介
・創業計画書の作成方法とポイント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日本政策金融公庫富山支店
国民生活事業
融資課長　近藤　正之 氏　

昼　　食

13：00
〜

14：00

人事労務の基礎知識 ～募集・採用・定着～
・なぜ雇調金申請が難しかったのか？
・With コロナ時代の労務管理
・働き方改革　例えばテレワーク等

上市社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士
所長　上市　真也 氏

14：10
〜

16：30

ビジネスプランの作り方②
・参考事例によるビジネスプランの作成
・成功に導くビジネスプラン
・創業時に活用できる補助金について

㈲クリエーション
中小企業診断士
代表取締役　丸亀　徹 氏16：30

〜
17：00

個別相談会
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令和２年度地域人材創出事業
※本申込書にご記入いただいた企業情報・個人情報につきましては、本連合会から受講者への各種連絡及び受講者名簿の作成等、
　本事業の実施のみの目的で、使用いたします。企業情報・個人情報の管理については万全を期し、守秘義務を厳守いたします。

創  業  塾  受  講  申  込  書
令和 2年　　　月　　　　日申込

申込締切日 令和 2年 10月 7日 ( 水 ) 必着

＜コロナ対策にかかる重要なお願い＞
当日は検温のご協力とマスクの着用をお願いします。
当日発熱や風邪の場合は、事務局宛て (TEL:076-441-2716)
にご連絡の上、ご欠席ください。

お  名  前

ご  住  所

T　 E　 L
F 　 A　 X

（　　　　）　　　　　　ー
（　　　　）　　　　　　ー メ ー ル

現在のご職業
（該当する番号に
○をつけてください。）

1. 創業の目的・動機を教えてください。
　（予定を含む）

2. 具体的な創業計画はお持ちですか。
　（該当する番号に○をつけてください。）

3. 創業はいつ頃お考えですか。
　（該当する番号に○をつけてください。）

4. 創業はどの業種でお考えですか。
　（該当する番号に○をつけてください。）

具体的な事業内容をご記入ください。

5. 創業する事業の経験はありますか。
　（経験年数・技能・資格等）

6. 個別相談会の希望
　（第２日目〔10/17〕16：30～17：00）
　（該当する番号に○をつけてください。）

7. 創業塾で学びたいことや
　 課題・要望等をご記入ください。

フ リ ガ ナ

性　別 年　齢

〒　　　　　ー

男・女 歳

①会社員（派遣社員・公務員等含む）　　　②法人代表・役員　　　③個人事業主　　　④専業主婦
⑤パート・アルバイト　　　⑥学生　　　⑦無職　　　⑧その他

①希望する　　　②希望しない

①計画は立案済みである
②計画は立案中である　　③計画はこれからである
④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①令和　　　 年　　月　　　 ②未定  　　③創業済み（　　　　   年　 　月）

①製造業　　  ②建設業　　  ③卸・小売業　　  ④飲食業　　  ⑤サービス業
⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

富山県商工会連合会 経営支援課 御中
FAX (076)433-8031　
Mail sougyou@shokoren-toyama.or.jp


