ステップ

経営に関することや資金計

——創業という選択肢——

最
近、市内では空き店

舗や空き工場が増加

しており、まち全体の活力

低下が危惧されています。

昨年 月に、市と各創業

支援機関が作成した「小浜

市創業支援事業計画」が、国

の認定を受けました。その

計画にのっとり、市では現

在、商工会議所や金融機関

と連携し、地域一体となっ

て創業を応援しています。

この計画では、市街地や

空き店舗を活用した会社や

店の創業を支援することに

しており、創業の促進によっ

て、まちの魅力向上や新た

な雇用の創出にもつなげて

いきたいと考えています。

創業してみよう
カフェ巡りが大好きな地域

おこし協力隊の原さん。

今回は、原さんにカフェを

創業する過程をシミュレート

してもらいました。

まずは、創業支援窓口に相

談してみましょう。

市役所商工観光課、商工会

※利率、担保などの詳細については、それぞれ
の公式ウェブサイトなどで確認してください

スタート

start.
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小浜市の創業支援体制（イメージ図）

小浜商工会議所

㈱福邦銀行
小浜支店

小浜市
（商工観光課）

イチ

小浜信用金庫

連携
㈱日本政策金融公庫
武生支店

情報

オシ

開業支援金（福井県事業）
無担保：2,500 万円
融資限度額
有担保：1 億円
無担保：1.2％
融資利率
有担保：1.3％
商工会議所、福井銀行、
申込先
小浜信用金庫、福邦銀行

この春から何か始めたい

と思っている人や、社会貢

献したいと思っている人は、

創業という選択肢はいかが

でしょうか。

あなたの夢のため、小浜

を魅力的なまちにするため、

創業を考えてみませんか。

女性、若者 / シニア起業家資金
（㊑日本政策金融公庫事業）
融資限度額 7,200 万円
申込先 ㈱日本政策金融公庫各支店

議所、市内の各金融機関が窓

新規開業支援資金
（㊑日本政策金融公庫事業）
融資限度額 7,200 万円
申込先 ㈱日本政策金融公庫各支店

口となって、あなたの悩みを

資金計画などの準備ができたら、事務所や

事務用品など、必要なものを用意しましょう。

3

解決します。

創業に際して、具体的な事

業内容、資金計画表などを備

えた事業計画書を作成する必

また、創業前に必要な手続き（開業届など）

平成 28.

要があります。作成方法につ

❸ 広報おばま

ステップ

sstep
tep.11. 相談窓口に相談してみよう

ステップ

創業者向けの支援制度

創業には資金が必要です。
創業に際して、金融機関や行
政機関からさまざまな融資を
受けることができます。
また、国や市でも補助制度
を創設しています。詳しくは
は商工観光課に問い合わせて
ください。

53

sstep
tep.44. 創業の準備をしよう
を、創業支援のプロがサポートします。

おめでとうございます！

しかし、ここからが本当の

スタートです。創業後も支援

機関がしっかりアフターフォ

ローをします。

情報

オシ

イチ

いても、アドバイスします。

創業おめでとう！

商工観光課☎ ・９７０５

ステップ

3. 事業計画書を作成しよう
sstep
tep.3

※原さん作成の創業計画書

社 長 になろう！
特集

■問い合わせ

画について、商工会議所や金

融機関など創業支援のプロが

一緒に考えます。

2. プロと相談しながら計画しよう
sstep
tep.2

創業される業種は、サービス業、飲
食・宿泊業などが多くなっています。
創業する年齢は、30 〜 40 歳代が全体
の約 7 割を占めますが、幅広い年齢の創
業者が出ていることから、年齢に関係な
くチャレンジできることが分かります。
※データは県の H26 創業融資実績に
基づく

㈱福井銀行
小浜支店

実践的なアドバイス
他機関の紹介、施策の案内など

創業に関する相談

創業希望者

創業しているのはどんな人？
医療・福祉
8.9％

不動産業
9.9％

その他
17.8％

小売業
15.8％

60 歳代
5.9％
サービス業
24.8％
飲食・宿泊業
24.8％

業種別の創業企業構成

20 歳代
8.9％
50 歳代
18.8％
40 歳代
20.8％

30 歳代
45.5％

創業者の年代別構成
広報おばま
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❷

一

昨年の 月に創業された『あずみの整
骨治療院』
。院内で筋力トレーニング

を行うことができる珍しい整骨治療院です。
院長の大谷さんは、
「専門学校を卒業した
あと、大阪の整骨院に勤めていましたが、途
中から、小浜に帰って開業したい、という気
持ちがふつふつと沸いてきたんです」と、創
業のきっかけを振り返ります。
創業を決意した大谷さんは、商工会議所
から、事業計画書の作成や、補助金の申請
などのサポートを受け、創業を果たしまし

年 月に駅前町で、地産の食材が売り
の焼肉・海鮮料理店『まるや』を開業

すが、やりがいも大きくなりましたね」。
苦労した点については、
「開業当初の資金
繰りや領収書の管理ですね。領収書などは、
今は税理士さんに頼んでいますが、自分で
やっていた頃は大変な思いをしました」と、
経営者ならではの経験を口にします。
現在の目標は、２０２０年開催の東京オ
リンピックに携わること。大谷さんは、
「小
浜からオリンピックに出場する選手が出て、
その選手のメンテナンスができればすばら
しいですね」と、目を輝かせます。
「小浜に大きなスポーツジムを開き、そこ
で利用者に正しいフォームや姿勢などを指
導したい、
という夢も持っているんです」と、
笑顔で語る大谷さんは、今後も小浜のアス
リートたちを支え続けます。

い、スムーズに創業の準備ができました」。
開店の準備段階では、上質の牛肉を手にす
るための苦労もありましたが、
「短期間で準
備ができたのは、今までの人脈のおかげで
す」と、つながりの大切さを口にします。
創業するときに考えたのは、
『責任』につ
いてでした。屋敷さんは、
「独立しても、継
続しなければ意味がありません。従業員の
生活を最後まで面倒見る、という覚悟は、
今後も持ち続けなければいけないと思って
います」と、決意をもって語ります。

奥東 久雄 所長（46 歳）

ひ さ お

今後は空き家を活用した店を

今年度から創業支援事業計
画が始まったことで、支援機
関どうしの風通しが良くなり、
相談件数は前年度の倍以上に
増えています。
一番多い相談は、自己資
金の額や、借り入れの相談で
すね。昔に比べて自己資金が
少なくても創業できるように
なっているんです。
支援機関としては、融資の
あっせんや、届出書類や事業
計画づくりのサポートなどを
行っています。開業に携わっ
たお店が人気店になったりす
ると、支援者としてすごくう
れしいですね。
今後は、増えていく市内の
空き家や空き店舗を活用した
新しいお店が増えるように支
援していきたいですね。

て応援していきます。

あなたの夢を、地域一体となっ

ずは気軽に相談してください。

の窓口（商工観光課）まで、ま

創業で悩んでいる人は、市

があると思います。

い、といった大きなメリット

で愛される事業所になりやす

いの人とつながるため、地域

ことや、必ずどこかで知り合

人との結びつきが強固である

もしれません。しかし、人と

商圏などの面で見劣りするか

小浜は、大都市に比べると、

ています。

遇措置があり、追い風が吹い

業については、さまざまな優

ました。特に若者や女性の創

創業しやすい環境が整ってき

進しており、一昔前に比べて

現在、国をあげて創業を促

市の窓口まで気軽に相談を

野村 俊介 主事（24 歳）

た。
「従業員の頃よりもストレスは大きいで

昨
した屋敷さん。昨夏に、
「人生一度きり。そろ
そろ勝負に出る時期かな」と、前職の水産物
加工会社からの独立を決意しました。
高校の同級生で、共に独立した現専務が、
仕事上の良きパートナーです。
「彼の前職は
町役場の公務員なんです。それぞれタイプ
が違う前職の経験を生かして二人三脚で仕
事をしています」と、屋敷さんは語ります。
創業の際は、市内金融機関から支援を受け

創業を考えている人に対して、屋敷さん
は、
「家族を食べさせていけるんだ、という
自信は必要ですが、人生一度きりです。悩
んだらとにかく前進しろ、と言いたいです
ね」と、熱いエールを送ってくれました。

支援担当者が語る！①
支援担当者が語る！②
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ました。
「融資や物件の情報提供をしてもら

目標は、東京オリンピックに携わること
従業員の生活を最後まで面倒見る、という覚悟
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中小企業相談所
小浜市役所商工観光課

大 谷 研介さん（29 歳・大手町）

屋敷 浩道さん（34 歳・おおい町）

おくひがし
しゅんすけ

の む ら

おおたに けんすけ
や し き ひろみち

院長
あずみの整骨治療院
代表取締役
マルヤ国際商事株式会社

創業者に
聞こう！①
創業者に
聞こう！②

