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今回は起業について取材しました。取材を進めていく上で創業者にとっての最大の壁は
「資
金」
と
「知識」
でした。すいた創業支援ネットワークでは、社会
（人）
の役に立ちたい・地域を元
気にしたいという想い持つ創業者を資金面だけでなく、開業までの手続きなどノウハウのサポ
ートもしています。創業者にとってこのような支援はメンタル面でも非常に大きな支えとなり、
創業後も活気に満ち溢れているように感じました。
このように新たな担い手を支援する輪が
広がり、
ますます地域が元気になることを願いたい。
シティライフ編集部 黒田

地域雇用の促進や「まち」の活性化のため、起業・創業で新たな需要を生み出すことが重要視
されています。
しかし、
日本は欧米諸国と比べ、開業率は半分程度と低いのが現状。その理由の
一つに、起業家との接点が少ないことによる
「情報不足」
「 知識不足」
が挙げられます。
このような
状況を受け、昨今では地域支援の取り組みも活発になってきました。では実際にどのような地域支
援があるのか、吹田商工会議所と日本政策金融公庫、吹田市が行う支援について取材しました。

すいた経営革新支援センター
（サビック）
では、創業相談を行っています。吹田商工会議所に
ある同センターでは、
すいた創業支援ネットワーク
（吹田市・日本政策金融公庫吹田支店・吹田
商工会議所）
の創業ワンストップ相談窓口として、平日9時～17時まで随時相談を実施。アイデ
アレベルから事業計画作成、資金調達まで幅広く相談に乗ってくれますので、興味がある方は
気軽に連絡してみてください。 連絡先 : サビック TEL.06-6330-5588

●「創業塾」

（保育あり）
●「女性創業塾」

創業を成功させる心構えやマーケティングの他、
営業手法・販売促進手法・税務会計の知識・事
業計画策定など、創業までの知識が学べます。

結婚・出産でのキャリア中断、
再就職など、
女性
の労働環境は厳しい。
そんな方の技術や特技
をいかした自己実現・創業を応援します。

日 程：9/3、9/10、9/17、9/24、10/1
各日9時半～16時半
場 所：吹田商工会議所 3階大会議室
申込み：吹田商工会議所HPより
問合せ：06-6330-5588
主 催：吹田商工会議所
※受講料5,000円、
申込は8/30
（火）
まで 全5回

日 程：9/13、20、27、10/4、11、18、25、11/1
各日10時～12時（初回と最終回は13時まで）
場 所：吹田市立男女共同参画センター
申込み：吹田市男女共同参画センターHPより
問合せ：06-6388-1451
主 催：吹田市・吹田商工会議所
※受講料無料、
申込は9/2
（金）
まで 全8回

「起業する生き方」を学んでみませんか！ Dear 本気Woman、創業支援塾
創業から創業後まで徹底サポート！
～趣味から飛び出せ！第一歩～

野村

誠人さん

大手眼鏡チェーン店補聴器部門責任者を経て40代で起業。5/16に
補聴器専門店「はじめて補聴器」
をＯＰＥＮ。補聴器販売歴は20年。

「大切な人の声を聞く」
当たり前の感動を届けたい
眼鏡チェーン店勤務時代に補聴器部門の責任者をしていた野村さん。
「責任者という立場上、
誰よりも補聴器に詳しくならないと」という使命感から認定補聴器技能者の資格を取得したといいま
す。
「お客様と接していくほどに補聴器の奥深さを知り、同時に日本の補聴器販売に疑問を持ちまし
た。一人ひとりに合う補聴器を提供するには知識以外に検査機器や防音室の設置が不可欠です
が、日本の販売店にはそのような設備が少ないんです。それならば自分が補聴器販売のスタンダー
ドを提供できるお店を作ろう
！
と起業への思いが芽生え始めました」
。
実際に起業へと動き始めた時に訪れたのは吹田商工会議所のサビック。
「担当の佐藤さんに出
会えて本当に良かったです。一人では不安だらけで、迷った時に起業のプロに相談でき心の支えに
なりました。補助金のことを教えてもらったり、なんでもかんでも相談してましたね」
。佐藤さんのアド
バイスで作成した創業計画書では、自身の想いや考
えを整理し具現化していくことで実際のお店も思い通
りに仕上がったそうです。
これからの目標を伺うと「購入後の補聴器への満
足度が欧州では 70～80％に対して国内では 39％に
留まっているんです。それはお客さまに合ったものを提
案できてないという販売側の知識不足が大きな要因だ
と思います。少しでも多くの人に満足いく補聴器を届
け、
多くの人に“聞こえる”という感動を届けたいです。
補聴器のことだけでなく気軽に立ち寄れるコミュニティ
音と一言で言っても種類は様々。
「言語に強いものや
。最後に今、幸せです
環境音に強いものなど、
その方の生活環境によりオス の場にもしていきたいですね」
スメする補聴器も変わってきます。」
とのこと。
かと尋ねると「超がつくほど幸せですよ。
」と満面の笑
みで答えてくれました。
はじめて補聴器

吹田市桃山台5-2-2アザール桃山台２階
営/平日9時半～18時 土曜9時半～15時
日祝休み
06-6170-1615
http://hajimetehocyouki.jimdo.com/

防音室での精密な検査
は徹底して行っているそ
う。バリアフリー設計な
どお客さまへの細かな
配慮がなされた店内。

日本政策金融公庫からのお知らせ
ゆ

め

あ な た の 創 業 を 応 援します
日本 公 庫 の 新 規 開 業ローン
日 本 公 庫 は 創 業 支 援 に 積 極 的 に 取り組 ん で います！
女性、若者/シニア起業家資金

新創業融資制度

女性、若者、シニアの方向けの特別制度！

無担保・無保証人でご利用可能！

今なら下記の特例がご利用いただけます！
●新たに事業を始める方及び事業を開始して1年以内
の方は、各種融資制度に定める利率から0.2%低減

日本政策金融公庫

●女性または30歳未満の方及びUターン等
により地方で創業する方はさらに0.1%低減

国民生活事業

【十三支店】TEL：06-6305-1631

「国の教育ローン」
も取扱中！

【吹田支店】TEL：06-6319-2062

［担当地域］西淀川・淀川の各区、豊中・池田・ ［担当地域］吹田・高槻・茨木・摂津の各市、
箕面の各市、豊能・能勢の各町
島本町、東淀川区

商工会議所は地域企業の振興や地域の活性化に日夜努力しています。
でも具体的にどんな活動をしているのか知らないという人も少なくないのでは？
そんな商工会議所の活動を今月も紹介します！

吹田商工会

議所

豊中商工会

辛坊治郎氏の講演会を8/24(水)に開催!
吹田商工会議所では、
８月２４日に会員大会講演会「報道からみた
日本」
を開催致します。
講師は、読売テレビ
「ウェークアップ！ぷらす」や「朝生ワイド す・また
ん！」
などのキャスターを務める辛坊 治郎氏（元読売テレビ解説委員
長、㈱大阪綜合研究所代表）。
会員の皆様だけでなく一般の方々もご聴講できますので、皆様の
お越しをお待ちしております。
開催日時：平成28年8月24日
（水）
会

午後4時～5時30分（開場：午後3時30分）

場：吹田市文化会館メイシアター 2階中ホール
（阪急吹田駅前すぐ）

入 料 場：無料（全席自由席、先着500名様）

講師 辛坊治郎氏

議所

オススメ
！

これから創業しようという方にも
脱
「プッシュ営業」
のための
ファーストステップセミナー開催！

「頭の柔軟 × 他者からの意見」
で
皆さんの会社のウリを再考する２時間セミナーです。

◆日 時：8/23（火）18時30分～20時30分
◆対 象：近い将来創業を予定している方、
および現在事業を営む経営者、従業員等
◆会 場：豊中商工会議所 会議室
（豊中市岡町北1-1-2／阪急岡町駅下車すぐ） 講師の荒井先生
◆講 師：オフィスA Plan 代表／入り口アドバイザー 荒井 知恵さん
◆参加費：豊中・箕面・池田商工会議所会員 500円
一般 1,000円
◆内容（予定）
：

※お車でのご来場は出来ませんので、
公共の交通機関をご利用ください。

・頭の柔軟体操で物事や人を広く見る習慣を身に付ける
！
・名探偵コナンになって、
わが社を多面的に分析する
！
・わが社をロジカルに分析して
「ウリ」
を探し出す！
・
「わが社について」
自社紹介内容を磨く

■お問合せ先
吹田商工会議所(電話:06-6330-8001)
http://suitacci.com

■当件に関するお問い合わせ・お申込み
豊中商工会議所 中小企業相談所
（電話：06-6845-8006）
http://www.ooaana.or.jp/

※お申し込みは不要ですが、
入場は先着500名様に限らせて頂きます。
※吹田商工会議所会員事業所の皆様以外でもご聴講いただけます!

◆

箕面商工会

議所

”みのおインバウンドセミナー”開催します
今、箕面を訪れる外国人観光客が増えています
箕面の現状を知り、他市での取り組み等も参考に
箕面での今後の有り方を考えるセミナーです。

インバウンド事業に興味がある方の参加も大歓迎！
！
＜会場＞
箕面文化・交流センター 地下１階
箕面市箕面６丁目３番１号
みのおサンプラザ１号館
講師：GSDコンサルティング代表
伊達万祥氏（中小企業診断士）
＜開催日時＞平成28年8月25日（木）
午後7時～午後9時15分
＜参加費＞ 無料
＜参加対象者＞
会社経営者または従業員、創業予定者

■本件に関するお問い合わせ・お申込み
箕面商工会議所 ＴＥＬ０７２-７２１-１３００
http://www.minohcci.or.jp

講師の伊達万祥氏
（中小企業診断士）

