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漠然と「起業した
い」と思っている人、
夢や計画はあるもの
の何から始めて良い
のか分からない人な
どと個別に相談し、
具体的な計画を一緒に作り上げ、実現につな
げる機関です。また、金融機関や大学の研究
者など専門家への橋渡しや、研究機関への入
居のあっせんもしています。センター内だけ
にとどまらず、さまざまな人たちとの人脈作
りにも活用できますよ。

　子ども向けのロボット制作教室を開きた
いとコンテストに応募したのは、審査員や
参加者などいろいろな人から自分のプラン
に対して意見がもらえるチャンスだと思っ
たから。受賞によって自分の計画は間違っ
ていないという自信を得ることができ、そ
こから迷いなく進めることができました。

　私は一般的なケースと逆で、起業したあ
とに起業家塾に参加。そこでコンテストを
知り、応募しました。自分の事業を多くの
人に知って認めてもらい、その結果として
大賞を受賞することができ、とてもうれし
かったです。コンテストでは自分のプラン
を丁寧に批評してもらえるので、思い切っ
て挑戦してみることをおすすめします。

　今回紹介したように盛岡で起業・
創業する人もおり、新たな地域経済
の担い手として活躍を期待している
ところです。起業・創業も働き方の
選択肢の一つ。市でもさまざまな方
法で後押ししていますので、興味の
ある人はまず市や産業支援センター

　市では、起業家塾やセミナー、ビジネスプ
ランコンテストを毎年開催しています。
　10～11月に６回にわたり開催する起業家
塾では、事業立ち上げまでの手順や事業成功
のための具体策、心構えなどを学び、創業や
事業拡大の考え方、プランなどを形にするこ
とを目指します。

⃝会社設立時の登録免許税を軽減
⃝�日本政策金融公庫の創業融資制度の条件
　�緩和、新規開業支援金の貸付利率引き下げ�
など

支援制度の活用には手続きが必要です。
詳しくは、お問い合わせください。
※起業家塾�for�Beginnerは対象外�

【問】立地創業支援室☎626-7551

起業家塾を受講すると
こんなメリットが！

　盛岡市と滝沢市、紫波町、矢巾町、盛岡
信用金庫、F

エフブイシー
VC�T

ト ウ ホ ク
ohoku㈱が共同出資し

て昨年１月に設立。S
エスディージーズ
DGs（持続可能な開

発目標）が目指す17のゴールの達成と社会
課題の解決に寄与する企業に、資金供給と
経営支援をしています。業種や、業歴、規
模の制限はなく、起業予定の人や創業間も
ない人も対象。利用希望者には事前審査が
ありますので、お問い合わせください。
【問】FVC�Tohoku㈱�☎606-3558
【広報ID】1036314

　盛岡地域で起業予定の人や創業間もない人
を対象に、独創的かつ収益性の高いビジネス
アイデアやプランを募集し、優秀なプランを
表彰します。自分のビジネスアイデアを磨き
上げ、PRするチャンスで、起業を志す他の
参加者や、支援機関・金融機関関係者との出
会いの場にも
なっています。
また、入賞する
と賞金もありま
す。本年度は来
年1月に開催予
定です。

　「起業・創業に興味はあるが具体的なアイ
デアはない人」を対象に、より入門的な内容
となる同講座を開催します。少しでも興味が
ある人はぜひご活用ください！
【日時】	９月10日㈯13時～17時
※1月にも開催予定
【対象】	50人�※市内、滝沢市、紫波町、矢巾
町に在住または通学・通勤する人
【費用】	1000円
【申し込み】申し込みフォーム
：受け付け中
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ファンドをファンドを活用活用しようしよう

産業支援センターってどんなところ？ ビジネススペースも
安価に貸してくれる

起業の手順を一から学べる「起業家塾」

今年からスタート！
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紙面で紹介した会社

「ビジネスプランコンテスト」で
プランをPR

　これから起業する人や起業後５年以内の人
が対象です（業種に制限あり）。起業に関す
る専門家のサポートを受けながら、24時間
利用できる「創業支援室」を設置。盛岡駅近
くの好立地ながら安価な使用料で、敷金・礼
金やインターネット接続料、管理費、光熱費
は不要です。共同で仕事をし、交流する場と
して「コワーキングスペース」もあります。
【問】盛岡市産業支援センター☎606-6700
【広報ＩD】1008068

資金は
どうしたら
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起業
しました！

同ファンドを利用して、がん細胞の再
発や転移を初期の段階で検知できる検査
の開発をしています。この事業を発表し
た場で、ファンド出資団体に声をかけて
もらいました。投資家から資金調達する
場合、事業が投資家の意見に左右される
可能性がありますが、このファンドはそ
のような心配がありません。現在はがん
患者の協力を得て臨床実験中。早く完成
させて、多くの患者の皆さんに使っても
らいたいですね。

　盛岡で起業·創業するための方法を３つの大きな
ステップに分けて紹介します。自分に必要な段階
からの活用もできます。起業·創業に興味がある人
や実際に起業に向けて活動している人はもちろ
ん、学生などこれから働くことを考える人も選択
肢の一つとして、ぜひ参考にしてください。

　無事に起業して自分のやりたいことを形
にできたとしても、そこから安定した収入
を得られるようになるまではとても大変で
す。起業後だからこそ自分に足りないもの
や、さらに必要なものが見えてくるはず。
起業後もサポートしている市産業支援セン
ターにご相談ください。一人では解決が難
しいことも、専門家に話してみればその糸
口が見つかるかもしれません。
　また、同センターのセミナーや起業家塾
には起業後も参加できます。自身のスキル
アップや課題解決のためにぜひご活用くだ
さい。

　同センターを会場に、起業に必要な知
識を学べる無料セミナーを開催していま
す。今年は「１年間通うと起業に不可欠
な要素が分かる」というテーマで毎月開
催。もちろん、興味のある講座の受講だ
けでも大歓迎です。詳しく
は、同センターのホームペー
ジをご覧ください。

市産業支援センター

センター長	小川		淳
じゅん

さん

　小川センター長への相談やセミ
ナーの受講などで起業を決意。会
社設立後は同センターの創業支援
室を事務所として利用していま
す。盛岡駅前という好立地ながら
家賃が安い上、公的機関であるセ
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ンター内に入所していることで取
引先から信頼される、同センター
を利用するさまざまな業種の人た
ちとつながりができるなど、多く
のメリットがあります。

にご相談ください。多くの新たな力
が生まれ、盛岡を大きく変えてい
く。そんな未来を創るべく、市も全
力で応援します！

㈱Badass（大通三）
設　立
令和元年12月
業　務
システム開発、IT関連
のアドバイス、w

ウェブ
ebサ

イト制作など

滝沢ロボティクス（同）（茶畑二）
設　立
令和２年５月
業　務
ロボットなどの研究・
開発・販売、子ども向
けロボット制作教室

㈱クオントディテクト（北飯岡二）
設　立
令和３年４月
業　務
がん細胞の再発・転
移の検知薬の開発、
大学発特許に関する
事業など
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応募プラン

応募プラン
「クラウドファンディングを
活用した個人貿易ビジネスの展開」
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