創

業

木曽ゼミ
【応用編】
受講生募集

開催日時

夢の実現！と 更なる発展 を 応援します！

「創業木曽ゼミ」とは、木曽町・王滝村の支援と国の補助を受けて木曽
町商工会が実施するゼミです。
新たに創業を考えている方、開業してまだ間もない方、事業計画の立
案を考えている方を対象に経営に関する知識が習得できます。
参加資格は特にありません。
５日間の講習に出席できる方であればどなたでも受講できます。
受講料 5,000 円で質の高い講師の支援が受けられます。
明日から実践で、すぐ活かせる講座です。
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平成 30 年

８月

緑に囲まれた歴史ある建物で、
“自然と歴史”に触れながら

日㈰

日㈰

月

５日間

㈰
日
㈰
日
㈰
日
午前 10 時～午後 3 時

研修内容

内面のカリキュラムをご覧下さい

研修会場

木曽町「御料館【旧帝室林野局木曽支局庁舎】」

受 講 料

5,000 円

主

催

木曽町・王滝村・木曽町商工会

後

援

長野県商工会連合会・日本政策金融公庫

支援機関

木曽郡木曽町福島 5471-1
定

TEL0264-23-2033
員

30 名

創業支援連携会議（八十二銀行・長野銀行・松本信用金庫・長野県信用組合・JA 木曽）

補助金
の案内

「経営、財務、人材育成、販路開拓」の創業に向けた４つの知識が身につく特定創業支援事業の
創業セミナーを受講し、全体の３分の２以上出席した者を「特定創業支援事業」の受講者とし、
木曽町及び王滝村から認定された方に補助金の支援があります。
起業等に必要な経費の一部を補助します。（起業の初期投資費用を補助）
①創業支援（ハード）
新たに起業する際の設備投資、備品費の取得費、内装等内部造作の工事費等
②創業支援（ソフト）
起業の手続きの際に必要な経費（登記料、行政書士等に支払う経費等、広告宣伝費等）
③創業支援（ランニングコスト）
起業に際しての店舗家賃（店舗等家賃の２分の１）対象期間１年間
※補助金の詳細（申請・補助要件・上限等）は木曽町または王滝村にご確認ください。

国の施策

○木曽町と王滝村では、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成 28 年に国
の認定をうけて創業予定者や創業者の経営を応援する事業を行っています。
特定創業支援事業受講認定者への支援策
１．会社設立時（株式会社・合同会社・合名会社・合資会社）の登録免許税の軽減
２．創業関連保証の限度額の拡充
創業関連保証の枠が 1,000 万円から 1,500 万円に拡充し、創業２ヶ月前から対象となる創業関
連保証の特例について、事業開始６ヶ月前から利用の対象になります。
３．日本政策金融公庫「新創業融資制度」
創業前又は創業後税務申告を 2 期終えていない事業者は、自己資金要件を満たすものとして、
新創業融資制度の対象になります。

最新ニュース 『生産性向上特別措置法』に基づく先端設備等導入計画について

創業して事業を継続する過程で、時代に合った事業展開あるいは事業の効率化のために様々な設備導
入が必要になる場合があります。このような時、事業者が生産性を高めるための「先端設備等導入計
画」を立てて、町村から認定を受けて設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制面から
支援が受けられる制度ができました。
これにより、計画に基づく事業に必要な資金繰りを金融面で支援する措置ができた他、「ものづくり・
商業・サービス経営力向上支援補助金」「小規模事業者持続化補助金」の申請にあたっては、審査時
の加点対象になるなど補助事業の採択が有利になります。
※注）平成 30 年 5 月 30 日現在パブリックコメント中です

講師プロフィール

株式会社 ライフプロデュース
代表取締役

振田

仁（ふった ひとし）氏

昭和 37 年生まれ。長野県大桑村出身。三和銀行を
経て住宅資材メーカーに入社。取締役総務部長の折
に会社が倒産！経営者の突然の失踪…そして連帯保
証人として自己破産を経験。この教訓を活かして「会
社の役割と経営者の使命」
「連帯保証人と経営者責任」
などをテーマに、全国各地で講演活動を 200 回以上
行っている。また、起業支援、事業承継と後継者育
成支援、企業再生の支援などを手掛けるほか、ビジ
ネス・コーチングのコーチとしても活動している。
《資格等》
・長野県商工会連合会：派遣専門家
・二級ファイナンシャル・プランニング技能士
・国際コーチ協会認定ポテンシャルコーチ
《業務内容》
１．経営コンサルティング
２．ビジネスコーチ
３．セミナー・講演会・研修会における講師
４．ライフプランニング

株式会社 情報戦略研究所
ネット事業部課長

高山

守司（たかやま もりじ）氏

ネットワーク、サーバー運用に従事し、大手通
信メーカーやパソコンメーカーの通販サイトの
ネットワーク、サーバー構築の実績あり。
《資格等》
・第二種情報処理技術者
・情報通信エンジニア
・DD第三種工事責任者
・長野県商工会連合会：派遣専門家
《業務内容》
ネット事業部の課長として、WebやITを必要
とされるお客様に向けてホームページ制作やIT
活用等制作からアフターサービスまで一貫した
サービスを提供している。

株式会社マストラブ MustLove Co.,Ltd.
代表取締役

安積

俊治（あさか としはる）氏

株式会社マストラブは、ビデオ映像制作・外国
語翻訳・ホームページ制作・デザイン制作を行
う海外及び外国人向けプロモーション制作会
社。また独自に外国人向け観光ガイド『www.
mustlovejapan.com（ マ ス ト ラ ブ ジ ャ パ ン ）』
を運営し、観光情報の配信を行う事で観光業と地
域産業の活性化に貢献している。アメリカ・ハリ
ウッドにて監督／カメラマン／プロデューサーと
して活動し、プロモーションビデオ・映画・テレ
ビ制作などで活躍。
《業務内容》
１．ビデオ・映像制作業
２．英語・中国語・インドネシア語翻訳業
３．ホームページ制作業
４．外国人誘致コンサルティング業
５．デザイン制作業

夢の実現と更なる発展を応援します！

平成 30 年度 木曽町・王滝村「創業 木曽ゼミ【応用編】」カリキュラム

開催日

時

間

10:00 ～ 12:00
（2H)

8 月 19 日㈰

13:00 ～ 14:00
（1H）

14:00 ～ 15:00
（1H）

8 月 26 日㈰

容

講師職業

講師名

ある製造業の倒産から「消えゆく会社の原因」
と「伸びゆく会社の条件」を検証して、あなた
の会社の「事業」を考え、時代の変化とともに
変わりゆく事業の役割について学びます。

株式会社ライフプロデュース
代表取締役・経営コンサルタ
ント・ファイナンシャルプラ
ンナー・ビジネスコーチ

振田

仁

②経営に必要なコミュ 事業を営む上で不可欠なのが信頼関係
ニケーション術を身 コーチングのスキルを使って「信頼関係」の
に着けよう
築き方を学びます。

株式会社ライフプロデュース
代表取締役・経営コンサルタ
ント・ファイナンシャルプラ
ンナー・ビジネスコーチ

振田

仁

【開校式】
オリエンテーション
①事業成功の秘訣

木曽で創業した方から、創業までの準備や創
③木曽の地で創業され
業してから現在までの状況について話を聞き 創業者
た方の体験談
ます。
④国や県の創業支援施 創業者向けの支援施策や制度と、その活用に ながの創業サポート
策と制度
ついて学びます。
オフィス

創業者
創業・
ベンチャー
推進員

⑤ IT を活用した販売 SNSやインターネットなどITを活用した販売 株式会社情報戦略研究所
促進術とそのリスク 促進術とリスクについて学びます。
情報通信エンジニア

高山守司

13:00 ～ 14:00
（1H）

創業にあたって「なぜ創業するのか」を自ら 株式会社ライフプロデュース
⑥創業の目的、事業の 考え、さらに「なぜこの事業なのか」を理解 代表取締役・経営コンサルタ
目的
する必要があります。ここではコーチングの ント・ファイナンシャルプラ
ンナー・ビジネスコーチ
スキルを使って、頭の整理をします。

振田

仁

14:00 ～ 15:00
（1H）

一生涯を考えると様々なイベントがあり、多 株 式 会 社 ラ イ フ プ ロ
⑦ライフプランと起業 くのお金が必要になります。もし、将来のこ デュース代表取締役・経
のチャンスの見つけ とを考えずに無計画に創業をしてしまったら 営コンサルタント・ファ 振田
方
…生涯必要なお金の知識を身に着けながら、 イナンシャルプランナー・
ビジネスコーチ
創業のチャンスを見つけましょう。

仁

10:00 ～ 12:00
（2H）

増加傾向にある外国人観光客の旅行事情は？
株式会社マストラブ
⑧インバウンド受け入 多言語対応、Wi-Fi環境、クレジットカード決
【MUST LOVE JAPAN】 安積俊治
れ態勢づくり
済など外国人に限らず日本人のお客さまにも
代表取締役
当てはまる販売促進策を学びます。

13:00 ～ 15:00
（2H）

わかりやすい会計の知識と、金融機関や取引 株式会社ライフプロデュース
⑨わかりやすい会計の
代表取締役・経営コンサルタ
先に信頼されるための経営改善のポイントを
ント・ファイナンシャルプラ
知識
学びます。
ンナー・ビジネスコーチ

振田

仁

10:00 ～ 11:00
（1H）

事業を始めるうえでの悩み事。実は価格の決 株式会社ライフプロデュース
⑩マーケティングと価 め方が最も難しい課題です。ここではお客様 代表取締役・経営コンサルタ
格の決め方
の価値を意識した価格の決め方について学び ント・ファイナンシャルプラ
ンナー・ビジネスコーチ
ます。

振田

仁

11:00 ～ 12:00
（1H）

株式会社ライフプロデュース
⑪事業計画書作成のポ 事業計画書を作成するうえで必要な知識と準 代表取締役・経営コンサルタ
ント・ファイナンシャルプラ
イント
備について解説します。
ンナー・ビジネスコーチ

振田

仁

13:00 ～ 14:00
（1H）

株式会社ライフプロデュース
⑫事業計画書作成のポ 事業計画書を作成するうえで必要な知識と準 代表取締役・経営コンサルタ
ント・ファイナンシャルプラ
イント
備について解説します。
ンナー・ビジネスコーチ

振田

仁

14:00 ～ 15:00
（1H）

⑬事業計画書の作成

株式会社ライフプロデュース
実際にタイムスケジュールに合わせて開業の 代表取締役・経営コンサルタ
ント・ファイナンシャルプラ
ための事業計画書を作成します。
ンナー・ビジネスコーチ

振田

仁

10:00 ～ 11:00
（1H）

⑭事業計画書の作成

株式会社ライフプロデュース
実際にタイムスケジュールに合わせて開業の 代表取締役・経営コンサルタ
ント・ファイナンシャルプラ
ための事業計画書を作成します。
ンナー・ビジネスコーチ

振田

仁

11:00 ～ 12:00
（1H）

⑮事業資金の調達

創業時または開業後の金融機関からの借入に
株式会社日本政策金融公
ついて説明します。融資制度と借入時の注意
庫松本支店
事項について解説し、公的機関や銀行の活用
国民生活事業融資課長
方法について学びます。

菊谷幸仁

9 月 16 日㈰

12:00 ～ 14:00
（2H）

研修会場

内

10:00 ～ 12:00
（2H)

9 月 2 日㈰

9 月 30 日㈰

カリキュラム

ご りょうかん

ゼミ参加者による昼食 ゼミ参加者による交流会をとおして、これか 株式会社ライフプロデュース
代表取締役・経営コンサルタ
会とディスカッション らの事業展望やライフワークなどについて
ント・ファイナンシャルプラ
【閉校式】
ディスカッションします。
ンナー・ビジネスコーチ

御料館 旧帝室林野局木曽支局庁舎《木曽町有形文化財》
木曽郡木曽町福島 5471-1 TEL 0264-23-2033

振田

仁

先輩創業者
各交通機関を利用したアクセスルート

合同会社Rext滝越

代表 倉橋孝四郎さん（静岡県出身）2018年２月設立

長野県の最西端、深く狭い谷を進んだ先にある秘境「滝越」にあるアウトドア
の飲食店「水交園」と「森きちオートキャンプ場」の管理運営を行っています。
水 交 園の営業は、GWから10月まで11：00～15：00、約70人収容。魚のつ
かみ取りを楽しんで囲炉裏で食べることができます。開田高原産など地元そば粉
を使った石臼引きそばと薪オーブンで焼いたピザが人気です。
森きちオートキャンプ場の営業は、GWから10月まで、20サイト約100人収
容。ヒノキなどさまざまな木々に囲まれて森林浴が楽しめます。

（各地から JR 木曽福島駅までの所要時間）
■電車（ＪＲ）をご利用の場合
・新宿から木曽福島
中央本線→ 塩尻→ 中央本線

約３時間20分
新幹線→ 名古屋→ 中央本線

約３時間40分
・名古屋から木曽福島
中央本線 
１時間25分
・新大阪から木曽福島
新幹線（のぞみ）→ 名古屋→ 中央本線

２時間25分
■お車をご利用の場合
・東京（高井戸IC）から木曽福島
伊那IC経由
中央自動車道→伊那IC→R361→R19

約３時間30分
塩尻IC経由
中央自動車道→塩尻IC→R19

約４時間
・名古屋から木曽福島
中央自動車道→中津川IC→R19

約２時間30分
■高速バスをご利用の場合
・新宿から木曽福島
中央自動車道→塩尻IC→R19

約４時間10分

かつては唯一の足であった
森林鉄道が…

つかみ取りの魚を焼いて
食べることも

深い谷を抜けるとひっそりと
した秘境滝越に

御料館

興禅寺●

至 塩尻

関所橋

中央橋

大手橋

行人橋

広胖橋

木曽川

至 名古屋

八十二銀行●

（

●木曽町文化交流センター

木曽福島駅

福島
トンネル

（

MAP

国道 19 号
万郡

申込方法

大橋
木曽

山村代官屋敷●

伊谷

下記受講申込書に必要事項をご記入の上 FAX 又は電話でお申し込み下さい。

お申し込みの際の個人情報については本講座の運営についてのみに利用します。

申込先・お問い合わせ

木曽町商工会 TEL 0264-22-3618 FAX 0264-22-4304
e-mail：shokokai@kisomachi.or.jp

木曽町役場 観光商工課
TEL 0264-22-4285 FAX 0264-23-2121
〒 397-8588 長野県木曽郡木曽町福島 2326-6
http://www.town-kiso.com/

王滝村役場 村おこし推進課
TEL 0264-48-2001 FAX 0264-48-2172
〒 397-0201 長野県木曽郡王滝村 3623
http://www.vill.otaki.nagano.jp/

「創業木曽ゼミ【応用編】」受講申込書
〒

ふりがな

氏

名

電
性

話
別

勤務先
又は職業

住

男・女

年

齢

FAX
歳

※不都合がある場合は記入不要

平成 30 年

所

e-mail
創業したい業種
又は現在の業種

携帯電話

月

日

