
岡山県・岡山県商工会連合会

岡山県内で起業をお考えの皆さんへ

最大200万円補助！
起業支援金申請を
お考えの方のため
の特別講座です！

岡山県委託事業

Step2.

第1回
◎ビジネスモデルおよび
　　　　事業計画書の作成 等

第2回
◎収支計画書の作成 等
★個別相談会※事前申込制

各会場 先着10名

講 師：松本 直也氏

講 師：小橋 仙敬氏

実務支援講座

参加無料

これなら
自信を持って
起業できる！

「地域の役に立ちたい」想いを実現させるための

Step1.
起業者発掘セミナー

◎地域課題の捉え方とビジネス
　による解決手法（松本講師）
◎起業支援金制度説明（商工会連合会担当者）
◎質疑応答
★個別相談会※事前申込制
　（松本講師・商工会連合会担当者）

各会場 先着15名

講 師：松本 直也氏

8/24 月
おかやま西川原プラザ
10:00～17:15（9:45開場）

8/28 金
津山鶴山ホテル

13:30～17:30（13:15開場）

サン・ピーチ OKAYAMA
9:00～14:00（8:45開場）

津山鶴山ホテル
9:00～14:00（8:45開場）

8/30 日
9/13 日

8/23 日第１回

9 / 6 日第２回

第１回

第２回

県南会場 県北会場

（各講師・商工会連合会担当者）

Step3.専門家派遣
希望者には、事業計画書のブラッ
シュアップや事業の運営方法、販路
開拓等のアドバイスを行います。
＜2020 年 10月から2021 年 1月頃まで＞

中小企業診断士・社会福祉主事。民間企業、 
社会福祉協議会勤務を経て、中小企業診断
士として平成 20 年独立開業。松本経営
（株） 代表取締役、（株）アルマ経営研究所 
専務取締役、（一社）岡山県中小企業診断士
会 専務理事。民間コンサルティングとともに
非営利事業・福祉事業への経営支援多数。

松本 直也氏
松本経営（株） 代表取締役

大学卒業後、公認会計士資格取得。監査法
人等勤務を経て、父が創業した小橋公認会
計士総合事務所に入所。民間事業及び非
営利事業への経営支援多数（開業指導、決
算書による経営診断、経営計画の策定と資
金繰り相談、相続・事業承継対策等）。

小橋 仙敬氏

小橋公認会計士総合事務所 代表
公認会計士

講　師

10：00～11：00 ◎セミナー講演
11：00～12：00 ◎制度説明 等
13：15～17：15
　　　★個別相談会（先着12名）

13：30～14：30 ◎セミナー講演
14：30～15：30 ◎制度説明 等
15：30～17：30
　　　★個別相談会（先着6名）

※会場の詳細は裏面をご確認ください。

9：00～12：00
　　　◎講 座（第1回・第2回）
13：00～14：00
　　　★個別相談会（先着2名）

9：00～12：00
　　　◎講 座（第1回・第2回）
13：00～14：00
　　　★個別相談会（先着2名）

※会場の詳細は裏面をご確認ください。

県南会場 県北会場

スケジュール スケジュール

スケジュール スケジュール

おかやま起業支援事業チャレンジ塾2020おかやま起業支援事業チャレンジ塾2020



お名前 時 期

起業予定内容

ご住所 事業所在地
ご職業 起業形態

年 齢 歳 男　・　女性 別 事業内容

TEL Eメール

相談内容
（個別相談会）

参加する会場欄の□に✓を入れてお申込みください。

※申込書に記載された個人情報は、岡山県商工会連合会が行う事業に関する情報提供の目的以外で利用することはありません。

例：事業計画書のアドバイス、起業支援金の制度確認　等

例：個人事業、株式会社 等

フリガナ

参加申込書おかやま起業支援事業チャレンジ塾2020

TEL.086-224-4341
FAX.086-222-1672

岡山市北区弓之町4-19-401

新型コロナウイルス
感染拡大防止対策に
ついて

参加者は 会場内

換気徹底

手指の

消毒徹底マスク着用

●当日、風邪の症状や発熱、強いだるさ（倦怠
感）、息苦しさ（呼吸困難）がある場合は、参加を
ご遠慮ください。
●当日は参加される方の氏名・連絡先を確認
するとともに、体温を確認させていただきます。
※ウイルス飛沫感染防止のため、会場にアル
コール消毒液、相談会窓口に透明の間仕切り板
を設置します。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況
により、本セミナー等を中止する場合がございます。

重
要

「おかやま起業支援金事例集」掲載の起業者

「Tsunag合同会社」
梅谷さん（美作市）

「ボルダリングルームねこのて」
為本さん（総社市）

「株式会社Nライフケア」
永末さん（岡山市）

「あんこや ペ」
丸山さん（美作市）

「倉敷グリーンファーム」
中田さん（倉敷市）

「株式会社真庭運創研」
小林さん（真庭市）

Step1 起業者発掘セミナー（先着順）
県南会場 8/24（月）西川原プラザ
□セミナーを受講します
□個別相談希望（可能な時間帯に全てに○印）
13：15～ 14：15～ 15：15～ 16：15～

県北会場 8/28（金）津山鶴山ホテル
□セミナーを受講します
□個別相談希望（可能な時間帯に全てに○印）
15：30～ 16：30～

Step2 実務支援講座（先着順）
県南会場 サン･ピーチOKAYAMA
8/30（日） □第１回講座に参加

□個別相談希望（13時～14時）
9/13（日） □第２回講座に参加

□個別相談希望（13時～14時）

8/23（日） □第１回講座に参加
□個別相談希望（13時～14時）

9/6（日） □第２回講座に参加
□個別相談希望（13時～14時）

県北会場 津山鶴山ホテル

お問合せ・お申込み先

岡山県商工会連合会
組織支援課

担当：田村、小野、瀧本

Eメール.shokoren@okasci.or.jp

令和２年度 岡山県地域課題解決型起業支援金
岡山県内で、地域課題の解決を目的とした、
社会的事業を新たに起業する方を対象に、
対象経費の２分の１（最大２００万円）を補助します。

公募情報

2020年８月25日（火）～９月25日（金）※消印有効
●岡山県内に居住または居住予定者
●2020年５月18日から2021年１月29日までに、
　県内で個人開業又は法人等を設立する代表者

検索岡山県商工会連合会 経営支援サイト

おかやま起業支援金の公募情報や事例集については
商工会連合会ホームページでご確認ください。

第２回公募期間

対象者の要件

おかやま西川原プラザ
岡山市中区西川原255

TEL:086-272-1923

サン･ピーチOKAYAMA
岡山市北区駅南町2-3-31

TEL:086-225-0631

津山鶴山ホテル
津山市東新町114-4

TEL:0868-25-2121
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