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目次 いこま経営塾について

＜支援イメージ＞

（第1ステップ）
経営等に関するワークショップ・セミナー

（希望制）
事業計画プレゼンテーション審査

（第2ステップ）
専門家・金融機関による伴走支援

（継続支援）
販路開拓支援・交流や学びの場など

「変革」と「挑戦」に取り組む新規創業者や新規事業・新分

野への進出を考えている企業の皆さまを対象に、事業計画から計

画に基づく展開のフォローアップまでを一貫して支援する事業と

なっております。

参加者の支援にあたっては、生駒市と包括連携協定を締結して

いる株式会社南都銀行（平成29年8月締結）と連携し、同行員に

よる講義や伴走支援を行います。また、よろず支援拠点などで経

営支援を行う専門家による講義や、中小企業診断士等によるワー

クショップ、計画内容に応じた専門家の伴走支援も実施いたしま

す。

ぜひ、この機会を活用し、新たなビジネスにチャレンジしてく

ださい。
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専門家紹介

便利な支援ツール

〇中川政七商店 渡瀬 聡志さん

文房具メーカーのデザイナーを経て、2014年中川政七商店に入社。

商品企画デザイナーとして、キッチン・インテリアプロダクトの企

画・デザインを手掛ける。

2017年より、同カテゴリのディレクション、

生産面の管轄を担当。

〇SUNA 長砂 佐紀子さん

奈良県出身。京都工芸繊維大学デザイン経営工学課程卒業。

株式会社中川政七商店にてブランドマネージャー・デザイナーとして、

ブランドの運営から、様々な商品の企画・デザイン・開発を約400アイテ

ム手がけ、商品企画のコンサルティングなども行う。

その後、メーカーにて企業のブランディングや新規事業開発などを手が

け、2018年独立。京都を拠点に戦略づくりからものづくり

までの幅広い経験を活かし、ブランディング・ディレ

クション・商品企画・デザインまでを一貫して行う。

〇KEYDESIGN すみ かずきさん

専門学校卒業後、デザイン制作会社に勤務。2015年に独立し、

KEYDESIGNを設立。デザインに対して正直でありたいという想い

で2017年から活動拠点をローカルに移す。

企業ブランディング、店舗プロデュース、商品開発、ロゴデザイ

ン、パッケージデザイン、冊子デザイン、WEBデザイン、イベント

企画、コミュニティー運営などデザインを広域的に捉え様々なこと

を手がける。

人の人生に触れることの多い仕事であるデザイン事業を通して、

人生の選択にそっと手を差し伸べることができるのではないかと思

い、「選択肢の扉に合う鍵を渡す役目」という

意味を込めて「KEYDESIGN」と名付け事業を実施。

〇合同会社オフィスキャンプ 勝山 浩二さん

合同会社オフィスキャンプ デザイナー／アートディレクター。
1986年生まれ、大阪市出身、奈良県生駒市在住。

グラフィックを軸にした広告デザインやWEB、プロダクト、パッケー

ジデザイン、ブランディングなどを手がける。地域プロジェクトや企業

ブランディングなどを手がけるデザイン事務所を経て、現在は奈良県奥

大和地域にフィールドを移しローカルデザイナーとして活動。木材産地

で地域にねむる林業や木工産業、農業、地域に関わる起業家たちと共に

プロジェクトを進行中。

デザインを通じて、自分が口に入れるモノ、身に纏うモノ、生活する

空間、遊び、暮らしといった、身の回りが少しずつ良くなってほしいと

いう願いをもち活動する。

〇合同会社オフィスキャンプ 坂本 大祐さん

合同会社オフィスキャンプディレクター兼代表社員。

合同会社オフィスキャンプは、街から地方へ移り住んだクリエイター
があつまってできた会社。
山間地域を活動の中心として、日本全国をフィールドにしている。

企画・執筆・編集・撮影・出版・グラフィックデザイン・Webデザイ

ン・建築デザイン・スクール・各種ワークショップを通して、地方から
中央へ、情報や物の流れを生み出していく活動を行っている。
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現在実施している「揉みほぐし名家」を発展

させ、エステスクール事業を企画・提案。

今の技術にプラスアルファでなにか取り入れ

たい人のための1dayスクールや、本や動画では

分からなかったが学校に通うほどではないとい

う層のためのスクール事業を開始。

ちょっと学びたい人が習いたくなる
スクール事業

１.いこま経営塾への参加のきっかけ

２.いこま経営塾に参加してみて

３.いこま経営塾の参加前と参加後で変わったこと

私が経営するリラクゼーションサロンにて、実際に事業者の方からお話を聞く機会がありました。やはり

数字を上げ続けていらっしゃる方は、経営の基礎をしっかり勉強されており、だからこそ続けられていると

感じました。そこで、学ぶ機会を探していたところ、「いこま経営塾」を見つけ応募しました。

経営に関することを幅広く一から丁寧に教えていただき勉強になりました。

プレゼン発表では、自分のやりたい事業を専門家の方を含め30人ほどの前で発表することで、度胸が付きま

したし、いざ世に出たときにどんな反応が返ってくるのかを知るいい機会になりました。なかには厳しい意見も

ありましたが、それだけ生駒市で事業として成り立つかを先生方が真剣に考えてくださっているということなの

で、ありがたかったです。

伴走支援では4人の専門家の先生方がついてくださって、想像していた以上に本格的でした。先生方は、私の

考えていた事業案を世に出すにはどんな分析が必要か的確にアドバイスしてくださり、世に出したときに結果に

つながりやすい形を教えてもらえました。ワークや宿題は多かったですが、楽しくやりがいがありました。

分析の基本的なやり方を習得でき、何をどこまで調べる必要があるか、どのような目線で分析をすればい

いかを知ることができました。

事業計画の面では、「ちょっと学びたい人が習いたくなるスクール」というコンセプトがはっきりし、や

りたいことがより具体的になりました。例えば今までの技術にプラスアルファでなにか取り入れたい人のた

めの1dayスクールや、本や動画ではわからなかったが学校に通うほどではないという層のためのスクールな

どを考えています。

４.第二期生へのメッセージ

何かしたいけど一歩踏み出せない方のために、そっと背中を押してくれる講座だと思います。市役所や専

門家の先生方が丁寧にフォローしてくださるので、気軽に参加してもらえれば何か持って帰られるはずです。

特にプレゼンは度胸試しと思って受けられた方がいいと思います。

株式会社Carect

岩崎恵さん
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伴走支援者（専門家）

伴走支援者（南都銀行）

伴走させてもらった岩崎様は、とても熱心に取り組んで

くださり宿題などにもきちんと取り組んでくださったので

とてもやりやすかったです。

事業というのはそれを通して「何を伝えたいのか」やそ

れが「どう伝わるのか」ということが非常に大事になって

きます。

素晴らしい想いやアイデアを伝えるためにはデザイン的

な思考が必要不可欠だと常々思っております。そんな中、

生駒市のこの「いこま経営塾 伴走支援」という取り組みは、

まさにその事業の根幹や前段階から関われるとても素晴ら

しい取り組みだと感じました。

ぜひ今後もこのような取り組みを続けていただけると嬉

しいです。この取り組みを通して生駒から世界を代表する

ような起業家が生まれることを楽しみにしています。

伴走支援は4回と限られた中ではありましたが、ステップ

を踏んで事業が明確化していくのがわかりました。

「いこま経営塾」に参加したことで、創業の中で軸になる

考えと、改善させるべき考えに分けて取り組むことで経営ビ

ジョンがまとまるのだと知り、今後の創業を支援するときの

ヒアリングに活かしたいと思いました。

銀行員として、今後も長期的に支援出来たらと思いました。

【すみさん】

【廣野さん】
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東洋医学、西洋医学の観点から正しい知識を共有

し、美容鍼を中心に、整体やパーソナルトレーニン

グなども組み合わせた美容サロンHARIARTを経営。

「外面」「内面」「心」の3つの面から真の美し

さを提供。

１.いこま経営塾への参加のきっかけ

２.いこま経営塾に参加してみて

３.いこま経営塾の参加前と参加後で変わったこと

昨年の4月にお店をオープンしたのですが、その直後に非常事態宣言がでてしまい、開業後すぐでも受けられ

る支援はないかと商工会議所に相談に行きました。そのときに、補助金や給付金と一緒に「いこま経営塾」を案

内していただいきました。自分の事業アイディアを発表できる場だということと、事業を始めてまだ1年と歴が

浅いので、勉強したいという思いから参加を決めました。

４.第二期生へのメッセージ

創業したてはわからないことばかりだと思います。そのなかでまず大事なことは、頭を切り替えて経営者の考

え方を身につけることです。「いこま経営塾」に参加して、何をすべきか明確になりましたし、課題が山ほど見

つかり、自分を見つめなおす有意義な時間になりました。一人だと正解かわからないまま進んでいく不安があり

ますが、「いこま経営塾」では専門家の方から自分の考えが合っているか、どこを直すべきかを一緒に考えてア

ドバイスしていただけ、参加してよかったと思います。

雇われる側と経営者とでは事業の見方がこんなにも変わるのかと思いました。数字の面はもちろん、物事一つとっ

てみても、すべて自分に降りかかってくることを改めて実感し、そこで大きく考え方が変わりました。

第二ステップでは、専門家の方に入っていただいたことで、この先何をしたらいいのか明確になりました。例えば、

今はコロナで出張施術が難しいので、新しい事業を具体化していくよりも、HARIARTの予約率を上げる方が経営を

安定できるとのアドバイスをいただきました。また、南都銀行さんからは財政面での事業の見方を事細かく教わりま

した。数字の分析方法についても全然知らなかったのでためになりました。

HARIART

桐村昌和さん

一人ひとりが健やかに
美しく生きることをサポートする

広告媒体を見直しました。具体的な行動としてはSNSでの発信のクオリティを上げました。それに加え、今回の

「いこま経営塾」を通してやりたいことは明確になっているので、それをどうひろめていくかをより深く考えるよ

うになりました。
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伴走支援者（専門家）

伴走支援者（南都銀行）

【長砂さん】

桐村さんは高い技術と熱い想いをもちながら創業されており、私

はその想いの言語化とやるべきことの整理に重きを置いて伴走支援

をさせていただきました。日々の経営の中で、何をし、何をしない

か、という判断は常に求められますが、判断の軸になるビジョンが

あるとその判断もしやすくなります。今回はその軸となるビジョン

の言語化ができ、すべきことの整理ができました。今後このビジョ

ンをもとに、益々ご発展されていくことを楽しみにしています。

発表を通して様々な受講生、専門家の皆様のご意見を聞くことが

でき、自身の知見も広がりました。行政の支援で、ビジネスの上流

から事業者とデザイナーを結ぶ機会があることはとても貴重だと思

いました。このような機会をいただきありがとうございました。

事業者である桐村様は専門家や銀行からの意見

について素直に受け入れ、取り組むべき点には真

摯に取り組んでいただけました。その中で、経営

者として具体的な数値分析や計画策定を行う知識、

経験は不足していると感じたことから、スケジュ

ール外にも個別に銀行に来店いただき、事業計画

策定についてのアドバイスを行いました。

「いこま経営塾」は地域活性化に非常に有意義

な活動であると考えております。今後さらに発展

されることを願っております。

【奥田さん】

【亘さん】

お客様の考えていること、やりたいことを聞いた

うえで銀行として何ができるかを考えることで自分

自身の成長につながりました。自分たちが協力し合

い考えていた構想が形となっていくことの喜びを感

じることができ、またそれを第三者に聞いていただ

き、フィードバックしていただくことで新たな視点

を持つことができました。創業支援に対する取り組

みに関しての知見が広がるとともに、創業者様たち

の熱い思いに感化され、自分自身の仕事への取り組

み方にも変化がありました。
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地域のファンをつくる
オリジナル手ぬぐい事業

カタチとしての印刷物ではなく、「意味のある
モノ」「お客さまが欲しかったモノ」をお届けす
る山の印刷屋。
今回、「日本の技術と文化と暮らしをつなげる。

そして地域を元気に。」という想いをもとに山の
印刷屋新事業として「手ぬぐい事業」を開始。

小林牧子さん

山の印刷屋
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伴走支援者（専門家）

伴走支援者（南都銀行）

地域のビジネスを活性化させようという取り組み、

素晴らしいと思います。弊社が奈良の地をスモール

ビジネスで元気にさせようとしているのと同じく、

生駒という地を魅力的にするには、地元のスモール

ビジネスの活性化が必要だと思います。生駒の一番

星がこの取り組みで生まれることを期待しています。

また私自身、外部のコンサルティングを行うこと

は少ないので、事業者さまとのセッションは非常に

勉強になりました。いかに事業者さまの強みやモチ

ベーションを引き出しつつ、ドライブをかけられる

かを意識して、伴走を務めさせていただきました。

【渡瀬さん】

【上野さん】

１.いこま経営塾への参加のきっかけ

２.いこま経営塾に参加してみて

３.いこま経営塾の参加前と参加後で変わったこと

私は現在フリーランスで印刷物を作っているのですが、前々から印刷物をお土産化して物販をしたいとい

う気持ちがありました。たまたまコロナ関係で市役所に行ったときに、窓口にあった「いこま経営塾」のチ

ラシを見て、子供が大きくなって時間ができたことや、無料だということもあり参加を決めました。

知っている話もあれば、知らない話もあり、楽しく参加できました。中でも自分の事業を見直すシートは、

現在の事業の見直しだけでなく、新しい事業がどういう位置づけなのかを整理することができ、とても役立

ちました。

第二ステップでは、専門家の方々に甘えていいのか、たくさん連絡したり相談して困らせないかと悩みま

したが、皆さん優しくなんでも教えてくださって、私もやってみようという気になりました。専門家として

の目線で、ブランドとしてみんなが納得する見せ方や、そのための物事の進め方・考え方の工程を、一つ一

つ分解して教えてくださっただけでなく、一消費者という目線でのご意見もきかせていただきました。また、

自分や事業の見え方・強みなど、一人ではわからなかったことをたくさん知ることができました。

実は印刷物の物販化は、5年前からやりたいと思いながらも進められずにいました。自分一人だと、スケジ

ュール管理も一人でしなければならず、新しいことを始めたくても時間が作れなかったのですが、たくさん

の方に協力してもらい、自分のやるべきことが明確になり、時間は作れるとわかりました。この半年がない

と、今後もやるタイミングがなかったかもしれませんし、参加してよかったです。

４.第二期生へのメッセージ

だれでも軽い気持ちで参加していいと思います。自分が思い描いていることが必ずしもそのままの形で実

現するとは限りませんし、まずは考え方を学ぶだけでもいいと思います。大人になると、なかなかサポート

してもらえる側になることはないので、こんなに応援してもらえるなんて、びっくりして嬉しかったです。

なので、まずは参加してみてください。

金融機関としては事業計画や資金計画等の数値面

でのアドバイスや融資等の資金相談が多い中、専門

家目線で事業をブラッシュアップさせていく手法は

非常に面白く、両者がタッグを組むことにより相乗

効果のあるブラッシュアップができたのではないか

と思います。他の自治体では１日限りのセミナー形

式の創業塾が多い中、生駒市のように伴走支援まで

行う創業塾は受講者さんにとって非常に有意義であ

り、実際に創業される方が多くなるのではと感じま

した。すべてのプレゼンが伴走支援を通して効果的

なブラッシュアップができ、より一層創業の実現に

近づき、また各受講者さんの創業に対する思いや考

えが強くなったのではないかとの印象を持ちました。
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Ikoma Keieijuku自分自身の人生を思いっきり生きる、

輝ける女性へとプロデュースする。

結婚・出産などでやむなく離職した後も、就業意欲や社

会の役に立ちたいという思いが強い女性たちをサポート。

さらに地元生駒・奈良を中心とした企業・行政とマッチ

ングを行い「女性・企業・地域」の三方よしの実現を目指

す株式会社BLOOMを設立。

１.いこま経営塾への参加のきっかけ

２.いこま経営塾に参加してみて

３.いこま経営塾の参加前と参加後で変わったこと

もともと女性を応援したいという強い思いから、起業を考えていました。事業内容が具体化せず行き詰ってい

たときに、ネット検索で「いこま経営塾」を見つけたのがきっかけです。

具体的に何をすべきかが明確になりました。マーケティング分析や手法、特に3C分析が役立ちました。

第1ステップで学んだことをアウトプットしたいと思いプレゼンに参加したところ、自分の課題や現在地が明確

になり、思いは形にできる、地元に貢献できるという確信を持てました。例えば、なぜ財団ではなく株式会社とい

う形をとりたいのか。やはり、しっかり収益をあげて生駒を代表する会社になりたい、納税という形で生駒市の役

に立ちたいという思いに改めて気づくことができました。

第2ステップの伴走支援では、自分1人では思いつかないような視点からアイディアをいただき、視野が広がっ

て考え方も変わりました。一例をあげれば、坂本さんから生駒の歴史を調べるという課題をいただいたのですが、

地元のことをよく知ることで、どんなアプローチができるか具体的にイメージが沸いてくるようになったのです。

私の実現したい事業は生駒だからこそ役立つと思いました。

私にとって、生駒市は第2の故郷です。ここまで生駒に貢献したいと思えるのは、生駒出身の夫から、日々生駒

の魅力を聞いていたことが大きいです。

1.なぜ生駒で起業したいのか、その理由が明確になり事業内容が具体化したこと 2.良い仲間ができたこと

3.市役所が身近になったこと（笑）。中でも「いこま経営塾」の同期生や市役所とのつながりができた事は、

講座終了後も続くとても大きな財産になりました。

４.第二期生へのメッセージ

私は、「1度きりの人生、思いを実現したい、最高と思える人生にしたい」と考えています。

アイディアやプランは踏み出さないと形になりません。1歩踏み出す勇気を持ってください。生駒市ならで

はの人とのつながりがあり、市が身近でサポートしてくれます。飛び込めばいいことしかないですよ！

伴走支援者（専門家）

伴走支援者（南都銀行）

【坂本さん】

今回は、このような機会をいただいて、ありが

とうございました。全体を見る目と、受講者さん

を見る目の両方を行き来する経験は始めてでした

ので、学びが多かったです。

全体としては、それぞれに散らばった要素が段

階毎に整理され、進むべき道が定まった事業者さ

まが多く見られました。また、仲間のようになっ

ているチームもあり、良い雰囲気で進められたと

思います。新たないこまの側面を見られて、可能

性を感じました。

生駒市のなかで、新たな仕事が生まれることは、

さまざまセクションに良い効果をもたらすと思い

ますので、ぜひ大きな事業になるよう、育ててい

ただければと思います。

最初のプレゼンでは、事業内容がよく理解できず、

収益化できる事業なのかもわかりませんでした。し

かし、伴走支援を実施することで、事業理念を突き

詰め、事業計画が徐々に形になるなど、代表者の考

えや事業の全体像がまとまり具体化したと思います。

最後のプレゼンでは理念が固まり、具体的な事業運

営方策を聞くことができて良かったです。

「いこま経営塾」の取組は非常に素晴らしいと感

じています。今後は事業運営に長けた専門家を招聘

するなど、事業運営に焦点をあてたパッケージに改

善すればより良いものになると思います。

【森田さん】

株式会社BLOOM

竹本千秋さん
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ちゃぶ台研究所
～メンズ限定オンライン料理教室～

ちゃぶ台研究所

西川陽子さん

昭和初期の家族団らんの象徴であるちゃぶ台をモチー

フに、作るだけでなく食卓を囲んで食べるところまでを

料理教室の形とした「ちゃぶ台研究所」事業を開始。

30年間料理教室を実施してきた経験を活かし、料理で

人生を豊かにするというミッションを掲げたメンズ限定

オンライン料理教室を展開していく。

１.いこま経営塾への参加のきっかけ

２.いこま経営塾に参加してみて

３.いこま経営塾の参加前と参加後で変わったこと

もともと自宅で料理教室をやっていて、男性向けのオンライン料理教室を立ち上げたいと思っていたとこ

ろ、市の職員さんからお声がけいただいて、軽い気持ちで参加しました。

初めてビジネスというものを学んで、毎回目から鱗でした。今までずっと一人で自問自答しながらやって

きたので、今回初めて自分の事業を客観的に見ることができて楽しかったです。特にワークやマーケティン

グは学んでいて面白く、世のビジネスはこのように理論的に考えて成り立っているのだなと興味深かったで

す。そうして学んでいくうちに課題がどんどん出てきて、自分の考えをまとめる意味でプレゼンにも参加し

ました。結果、自分のやりたいことやその目的も明確になり、大変ではありましたが楽しかったです。

当初は、専門家や南都銀行の方がついてくださるということに、申し訳ないような気持ちもありました。

ですが、皆さん本当にいい方々で、自分のことのように考え、寄り添い、文字通り伴走してくださいました。

伴走支援期間中に体験レッスンにも参加していただき、本当に一つのチームとして協力して取り組むことが

できました。

ビジネス目線で物事を考えるようになりました。何をしたらどんな人が集まるか、それがどう社会貢献に

つながるかを考えて事業案を作っています。また、以前は一生懸命にすることがいいことだと思っていまし

たが、効率的に働くことが結果的に顧客のためにもつながると考えるようになり、自分の働き方へのコスト

意識も芽生えました。今は自分の事業の強み弱みも分かり、夢や理想を現実に落とし込んで、目標を立てる

ようにしています。また、SNSも活用し、魅せ方も工夫しています。

４.第二期生へのメッセージ

少しでも気になった方はぜひ行動を起こして、参加してほしいです。その価値はあります。具体的なプラ

ンがあって、ビジネスチャンスを探していらっしゃる方も、無料で学べて、こんなに支援してもらえるこの

チャンスは絶対に取りに行くべきだと思います。
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伴走支援者（専門家）

伴走支援者（南都銀行）

【勝山さん】
プログラムとしては、とても良いと思いました。

今回は半年間のプログラムでしたが、経営の支えとして

役割があるため、より長期的な関係を築きたいと感じまし

た。

また、創業以外にも中小企業の方たちとも同じプログラ

ムを行ってみたかったです。発表の場（プレゼンテーショ

ン）の公開など、創業予定者のプレッシャーになるような、

本気度を上げるための仕組みがあれば、なお良かったと思

います。今回参加できなかった人、まだ創業までは考えて

いない人、学生など、他の人たちにも見てもらえる機会に

もなっていいのではないかと考えています。

【高橋さん】

【小泉さん】

西川さんの男性向け料理サービスは新しいサービ

スだと思いました。創業するためには、具体的に考

えやってみないとわからない点が多いのですが、伴

走支援を通じ、事業内容が当初より大幅に具体化さ

れたと感じました。

私自身、今後様々な顧客と接する際、経営者の考

えや悩みをより共有できるようになったと思います。

経営者の考えを深く聞くよい機会になりました。受講者の方々の素晴らしいアイディアに感銘を受

けました。2回のプレゼンを通して、受講者の方々

のビジョンがより具体化され、実現可能な事業計画

が策定されたと感じました。

伴走支援では、創業するために検討すべき様々な

課題があることを改めて認識することができました。

また、創業に対する経営者の悩みを共有できたこと

によって、今後の日常業務の中で、創業支援に関わ

る際にはよりきめ細やかなサポートができると思い

ます。「いこま経営塾」は地域活性化につながる非

常に有意義な活動と考えます。



ちょっと学びたい人が習いたくなる
スクール事業

もみほぐし名家

岩崎恵さん

今回のいこま経営塾では、エステスクール
事業を企画・提案
今の技術にプラスアルファでなにか取り入
れたい人のための1dayスクールや、本や
動画では分からなかったが学校に通うほど
ではないという層のためのスクール事業

１.いこま経営塾への参加のきっかけ

２.いこま経営塾に参加してみて

３.いこま経営塾の参加前と参加後で変わったこと

私が経営するリラクゼーションサロンにて、実際に事業者の方からお話を聞く機会がありまし
た。やはり数字を上げ続けていらっしゃる方は、経営の基礎をしっかり勉強されており、だか
らこそ続けられていると感じました。そこで、学ぶ機会を探していたところ、「いこま経営
塾」が見つかり応募しました。

経営に関することを幅広く一から丁寧に教えていただき勉強になりました。
プレゼン発表では、自分のやりたい事業を専門家の方を含め30人ほどの前で発表することで、
度胸が付きましたし、いざ世に出たときにどんな反応が返ってくるのかを知るいい機会になり
ました。なかには厳しい意見もありましたが、それだけ生駒市で事業として成り立つかを先生
方が真剣に考えてくださっているということなので、ありがたかったです。
伴走支援では4人の専門家の先生方がついてくださって、想像していた以上に本格的でした。先
生方は、私の考えていた事業案を世に出すにはどんな分析が必要か的確にアドバイスしてくだ
さり、世に出したときに結果につながりやすい形を教えてもらえました。ワークや宿題は多か
ったですが、楽しくやりがいがありました。

分析の基本的なやり方を習得でき、何をどこまで調べる必要があるか、どのような目線で分析
をすればいいかを知ることができました。
事業計画面では、「ちょっと学びたい人が習いたくなるスクール」というコンセプトがはっき
りし、やりたいことがより具体的になりました。例えば今までの技術にプラスアルファでなに
か取り入れたい人のための1dayスクールや、本や動画ではわからなかったが学校に通うほどで
はないという層のためのスクールなどを考えています。

４.第二期生へのメッセージ

何かしたいけど一歩踏み出せない方のために、そっと背中を押してくれる講座だと思います。
市役所や専門家の先生方が丁寧にフォローしてくださるので、気軽に参加してもらえれば何か
持って帰られるはずです。特にプレゼンは度胸試しと思って受けられた方がいいと思います。 (9)(15)

馬好きによる馬好きのための
愛馬見守りサービス事業

競馬の良さ、馬の良さを広めていきたいという想いをもって、
一口馬主のための愛馬見守りサービス事業を企画・提案。
馬の様子をもっと確認したいといった一口馬主のニーズを満

たすため、競走馬育成牧場、IT企業での勤務経験を活かし、イ
ンターネットを活用した見守りサービス事業を展開。

１.いこま経営塾への参加のきっかけ

２.いこま経営塾に参加してみて

３.いこま経営塾の参加前と参加後で変わったこと

もともと父が個人事業主として働いていたことや、私自身いろんな職業を経験していく中で起業に興味があり

ました。そんな時、たまたま生駒市のホームページで「いこま経営塾」を知って、軽い気持ちで参加しました。

第１ステップの基本的な部分の勉強ができてよかったです。特に、お金や雇用の部分について専門家の方から

お話を聞けて参考になりました。具体的に数字を使って流れを説明していただけたのもわかりやすかったです。

プレゼン発表については、今まで人前で発表をする機会がなかったため、今のうちに慣れておきたい、度胸をつ

けたいと思い挑戦しました。実際やってみると、自分の事業の内容や思いを伝える難しさを感じました。緊張し

ましたが、審査員の方々からいろんな意見やアドバイスをいただけて、学んだことをアウトプットできたので挑

戦して良かったです。

第2ステップの伴走支援では、専門家の先生方が競馬業界についてしっかり勉強して、理解してくださったうえ

でご意見をくださったので、うれしかったですしとてもためになりました。自分の発表を評価していただいたと

きに、実現できるという自信を持てたので、早く起業しようと考えていました。資金面の不安や、自身の固定観

念から行き詰っていたのですが、新しい視点でアドバイスをもらって内容をしっかり固めていけました。

自分の自信につながりました。目標も明確になって、考え方がいい方向に向かっていきました。当初メイン

ターゲットはエンドクライアントで考えていたのですが、クライアントをまとめている会社をターゲットにす

る方向に変わりました。

４.第二期生へのメッセージ

私も参加前は漠然とした考えしかありませんでしたが、起業に関心があったり、好きなことを事業にしたい気

持ちがあるなら、参加していただければいい経験になると思います。

馬好き

田中龍さん

(16)
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伴走支援者（専門家・生駒市役所 行政経営課）

対象者の田中様はすでに「いこま経営塾」にてビ

ジネスプランを作成されており、それを補完する2

時間×3回の支援でした。3か月間と短い期間、また

田中様が現職を行いながらの起業準備であったため、

スピード感、タイムラインに関しては合わせざるを

得ない内容でした。

今後、本経営塾を定期的に実施するとともに卒業

者のアルムナイを作ることで、生駒市での創業の可

能性を広げることができると考えます。

伴走させていただいた田中さんは、「生駒市らしさ」というものを

見つけることにこそ苦戦しましたが、自分の好きなことで創業した

いという熱意や、やろうとしている事の独自性が強く、伴走する側

もワクワクさせられました。

また、専門家としてサポートしてくださった川井さんのおかげで

しっかり順序だてて議論をすることができ、非常に濃い時間を過ご

せたのではないかと考えております。その中で、わたくしもサポー

トする側でありながら多くのことを学ばせていただきました。

今後、より多くの創業希望者のやりたいことを実現し、生駒を事

業者の活気あふれる街にできるようより多くの工夫を凝らし実施し

ていきたいと考えております。

【藤埜さん】

伴走支援者（生駒市役所 商工観光課）

【川井さん】
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「変革」と「挑戦」に取り組む事業者の「発掘」と「育成」

＜支援体制図＞

経済団体
経営者など

産
研究者
大学など

学
公的支援機関
行政など

公

市民団体
専門家
NPO など

民
金融機関

金

企業

企業 企業

企業 地域経済を担う中小企業
のチャレンジを街全体で
サポートする環境を構築

市内事業者が自律的な経営革新を行い持続的な繁栄を遂げるよ
うに産学公民金と連携したビジネス環境づくりを行い、地元企業
を強くすることで地域産業活性化を図るエコミックガーデニング
（以下、EG）と呼ばれるビジネス環境づくりを行う事業のこと
です。
「変革」と「挑戦」に取り組む事業者のみなさんの自律的な経営
革新によって持続的な繁栄を遂げるよう産学公民金で連携して支
援していきます。

EGいこまについて 商工観光課支援策一覧
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〇いこま経営塾

〇いこま営業道場
いこま経営塾卒業後、実際に事業を実施していく上で知っておくべき知識
を学べるセミナー事業。
いこま経営塾卒業生以外も大歓迎！

〇いこまビジネスカフェ事業
様々なテーマで市内事業者の交流機会を創出。
新型コロナウイルス感染症が収まり次第、順次開催予定。

〇相談サポートセンター事業
起業・事業継続・補助金情報等、なんでも相談センター。
お困りごとがございましたら、ご活用ください。
令和3年12月28日まで実施予定。

〇生駒市制度融資事業
起業・創業等をお考えの方にご利用いただける融資制度。
利子の一部補助、信用保証料の半額補助がございます。

〇生駒市中小企業販路開拓補助金
生駒市内で事業実施中、もしくは事業実施予定の方で、販路開拓のため

に展示会等に出展する場合、出展費用等について最大30万円まで補助。

〇テレワーク＆インキュベーションセンター 「イコマド」
生駒でのテレワークや起業など、柔軟で新しい働き方とワーク・ライフ・

バランスを実現する拠点として、高速インターネットやデスクワーク環境を
完備しているワーキングスペース。

〇アンテナショップ 「おちやせん」
生駒市の農商工業の情報発信、にぎわい創出拠点として開設。
物販コーナーでは、店舗様の商品を販売することが可能です。
※販売には要件がある為、詳しくは生駒商工会議所にご連絡ください。
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〇生駒商工会議所

〇奈良県よろず支援拠点（（公財）奈良県地域産業振興センター）

支援機関等一覧表

支援内容：本誌17ページ等の支援、各関係機関とのつなぎ役

を実施しております。

ＴＥＬ：0743-74-1111（内線326）

支援内容：起業や事業継続のために下記の支援を実施
しています。

・事業資金のご案内

・情報提供・広報事業

・記帳・税務のお手伝い

・専門家相談のご案内

・各種共済のご案内

ＴＥＬ：0743-74-3515

支援内容：無料経営相談を実施しています。

創業・売上拡大・経営改善・事業承継・

補助金等の相談に対応可能です。

ＴＥＬ：0742-81-3546（近鉄奈良駅前サテライトオフィス）

（9:30～19:00 日･祝を除く）

メール：n-yorozu@nara-sangyoshinko.or.jp

〇生駒市役所 商工観光課
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支援内容：金融に関するご相談、ご支援を実施しています。

ＴＥＬ：0743-74-1131

○J-Net21
国や公的機関の支援情報、補助金・助成金に関する

情報の検索などができます。

・支援情報ヘッドライン

・起業・創業に役立つ情報

○中小企業119
経営の悩みに対する先輩起業家や専門家との情報交換ができ

ます。中小企業庁が運営するサイトで施策マップや地域の相談

窓口も掲載されています。

支援機関等一覧表

支援内容：〇創業企業を積極的に支援しています。

・創業支援

・女性・若者・シニア起業家を支援

・創業サポートデスクの設置

〇創業支援センター、ビジネスサポートプラザを設置し、

創業・第二創業の支援体制を整備しています。

・「創業支援センター」を全国各地に設置

・「ビジネスサポートプラザ」を全国各地に設置

ＴＥＬ：0570-069483（ナビダイヤル）

便利な支援ツール

〇南都銀行 生駒支店

〇日本政策金融公庫 奈良支店 国民生活事業




