札幌市「特定創業支援事業」

札幌市「特定創業支援事業」

さっぽろ起業道場
第3期

12/1土・8土・15土

受講者
募 集！

第4期

3/2土・9土・16土

●平成30年度
「さっぽろ起業道場」
第①期～第④期まで土曜日までの開催となります。
●
「さっぽろ起業道場」
は札幌市の
「特定創業支援事業」
です。
※１期全６回のうち４回以上受講した方が創業する際に支援があります。

開催日
第1回
第2回
第③期

第3回
第4回
第5回
第6回
第1回
第2回

第④期

第3回
第4回
第5回
第6回

12 月 1 日
（土）
12 月 8 日
（土）
12 月 15 日
（土）
3月 2日
（土）
3月 9日
（土）
3 月 16 日
（土）

時間

セミナータイトル

9:30 ～ 12:00 創業の心構え、成功・失敗事例、創業形態
13:00 ～ 15:30 事業計画書の作成
9:30 ～ 12:00 資金・収支計画・資金繰り、税金の知識
13:00 ～ 15:30 先輩起業家「成功への軌跡」
9:30 ～ 12:00 初心者向けのホームページ作成
13:00 ～ 15:30 事業計画の発表、アドバイス
9:30 ～ 12:00 創業の心構え、成功・失敗事例、創業形態
13:00 ～ 15:30 事業計画書の作成
9:30 ～ 12:00 初心者向けのホームページ作成
13:00 ～ 15:30 先輩起業家「成功への軌跡」
9:30 ～ 12:00 資金・収支計画・資金繰り、税金の知識
13:00 ～ 15:30 事業計画の発表、アドバイス

講師

受付開始日

中小企業診断士・行政書士

佐々木 伸  氏

中小企業診断士

坂口 雅文  氏
税理士

田村 愛美  氏

夜空のジンギスカン／㈱ブレンドワークス
代表取締役 前川 裕一 氏
中小企業診断士

10 月 11 日
（木）

斎藤 学  氏

中小企業診断士

平野 陽子  氏

中小企業診断士・行政書士

佐々木 伸  氏

中小企業診断士

坂口 雅文  氏

中小企業診断士

斎藤 学  氏

1 月 11 日
（金）

夜空のジンギスカン／㈱ブレンドワークス
代表取締役 前川 裕一  氏
税理士

田村 愛美  氏

中小企業診断士

平野 陽子  氏

※担当講師、順番は変更になる場合がございます。

◆受講資格：札幌市の住民で、高い起業・創業意欲をお持ちの方（セミナー内で事業計画書を書いていただきます）
◆受 講 料：10,000 円（原則、受講料の払い戻しは致しません。予めご了承ください）
受講料は開催初日の 1 週間までにお振込ください。お申込はお早目に！
◆定
員：各期 16 名程度（先着順）
◆申込方法：受付開始日（午前 9 時以降）下記のいずれかの方法でお申込ください。
①ホームページ上でオンラインによるお申込（http://seminar.sapporosansin.jp）
②裏面の受講申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸによるお申込
③お電話によるお申込（平日 9 時～ 17 時）
詳しくは、札幌市産業振興センターセミナー係までお問合せください。

札幌市産業振興センターのスタートアップ・プロジェクトルーム（ＳＰＲ）をご存知ですか？

ＳＰＲは創業間もない企業（個人）が入居可能なインキュベーションルーム（貸オフィス）です。入居後は、インキュベーションマネージャー
等の専門家が経営相談、販路拡大などバックアップしています。詳しくは、お問合せください。
※さっぽろ起業道場ご受講の際、ご見学可能ですのでお気軽にお問合せください。

インキュベーション施設
（貸オフィス）

詳しくはご連絡ください。

ホームページからのお申込が便利です。

中小企業経営セミナー

検索

札幌市産業振興センター

検索

「さっぽろ起業道場」は特定創業支援事業です

「札幌市創業支援事業計画」
に基づき、創業支援事業者が行う継続的な支援事業
（経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身に付く事
業）
を、
「特定創業支援事業」
として位置付けています。
「特定創業支援事業」
である
「さっぽろ起業道場」
を受講した方が創業する際には、下記
の支援を受けることが出来ます
（札幌市の発行する証明書が必要です）
。
1.株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を設立する際の、登記にかかる登録免許税の軽減
※資本金の0.7％の登録免許税が0.35％に軽減、株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減
※合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減
※ただし、登録免許税の軽減措置は、札幌市内で創業する場合のみ対象

2.信用保証協会における無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、事業開始の6ヶ月前から支援を受けることが可能
3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件
（10分の1）
を充足したものとして利用可能
4.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用可能
5.生涯現役起業支援助成金
（厚生労働省の支援）
「さっぽろ起業道場」
の受講により
「特定創業支援事業」
に関わる証明書の発行には、1期全6回の講義のうち、4回以上の受講者が必要です。

講 師 プ ロ フ ィ ー ル（第3期登壇順）
佐々木

前川

伸 氏（中小企業診断士／行政書士）

1970年中央大学法学部卒業、同年コープ横浜入職。店舗運営部長、商品本部
長や関連会社社長を経験。
その後コープ経営再建従事。2008年独立。参加者のそれぞれの起業への思い
と条件を大事に持っている良さが発揮出来るよう支援します。

坂口

雅文 氏（中小企業診断士／ＦＰ）

●現職：2002年起業、有限会社スターダスト・マネジメント代表取締役に就任。
2015年シオンテクノス株式会社 社外監査役に就任。2018年ランド
スケープ株式会社 取締役に就任。
http://stardust-management.com/
http://www.zion.co.jp/
★関与実績：事業承継、事業再建、組織人事、人材育成、経営革新、経営計画、
創業、営業販売戦略等
（Ｉ
Ｔ、各種小売販売、各種サービス、各種飲
食、広告印刷関連、輸送配送関連、機械設備関連、会計事務所、法
律事務所、不動産建設関連、人材派遣、医療関係、その他多数）

田村

愛美 氏（税理士）

税理士法人スクエア会計事務所代表社員。大学卒業後、証券会社にて約10
年間投資信託を中心とする営業職を勤める。その後、会計ソフト開発会社を
経て会計事務所に勤務。勤務しながら税理士資格を取得し、取得後独立し現
在に至る。

裕一 氏（夜空のジンギスカン／㈱ブレンドワークス

代表取締役）

2005年4月、夜空のジンギスカン／株式会社ブレンドワークス代表取締役に就任
し現在に至る。南4条西4丁目のMYプラザビル9Fと10F、同住所の恵愛ビル5F、
南4西5札幌45Ｌビル4階の4店舗を展開している。http://www.yozojin.com/

斎藤

学 氏（中小企業診断士）

1977年北海道生まれ。2006年中小企業診断士登録。
プログラマから社内システム管理者等の経験を積みITコンサルとして独立。
攻めのIT活用から守りのセキュリティ対策まで中小企業の課題に幅広く対応。

平野

陽子 氏（中小企業診断士）

●現職：有限会社ブレーン＆ビジネス代表取締役
●公職：一般社団法人中小企業診断協会北海道会長、
北海道リサイクルアドバイザー
（北海道環境生活部）
、
北海道商工会連合会アドバイザー など
★モットー：お客様のニーズに沿ったきめ細やかなコンサルティングに心がけ
ております。
★実績：創業
（飲食店、美容、マッサージ、保育、介護、不動産、
ＩＴ、広告、宿泊、花屋、
ペット関連、ネット販売、
リサイクル、建設業、農業など）、経営革新、経営計
画、資金調達、公的制度の活用支援、異分野への進出に係わる事業支援 等

募集要項

・受講資格 札幌市の住民で、高い起業・創業意欲をお持ちの方
（セミナー内で事業計画書を書いてい
ただきます）
・募集定員 各期16名程度
・受 講 料 10,000円
（原則、お振込いただいた受講料の払い戻しは致しませんので、予め了承くださ
い）
・申込方法 ①ホームページ上でオンラインによるお申込
（http://seminar.sapporosansin.jp）
②下欄の受講申込書に必要事項をご記入の上、
ＦＡＸによるお申込
③お電話によるお申込
（平日9時～17時）
・入金方法 受講申込書
（または、
ホームページからのお申込み）
受理後、
「受講料のご案内」
をメール、
ＦＡＸ、あるいは郵送のいずれかでお届けします。
（ホームページからお申し込みの場合は
メールのみ）
お振込期日までに同書面でお知らせする指定銀行口座へお振込
（ご入金）
を
お済ませください。なお、お振込手数料はご負担願います。

ラソラ札幌
（旧：イーアス札幌）

札幌市産業振興センター

性別

フリガナ

受講者名

男・女
〒

住

年齢
歳
連絡方法

－

メール

所
TEL

－

－

FAX

－

FAX

－

郵送

メール
アドレス

メール
マガジン 希望する ・ 希望しない

現時点での起業計画について、お書きください。
1．起業予定業種

2．起業予定時期
未定

・

決まっている（

年

月頃）

※本申込書でお送りいただきます情報（個人情報を含む）
は、
お申込セミナーの実施・運営、
および関連するセミナー等についての情報をお知らせするために
利用いたします。

