起業・経営をサポートする奈良県施策

PREFECTURAL SUPPORT

奈良県では実際に起業する際や、事業拡大の際に課題となることへのサポートメニューをそろえています。

インキュベーションオフィス

支援 Stage ❶ ❷ ❸ ❹ ❺

県が実施する起業家向けの貸しオフィ
ス「ビジネスインキュベータ」。創業期や
急成長が困難なスタートアップ期の起業
家に対し安価な賃貸スペースを提供しま
す。
場所は奈良県中小企業会館内（奈良市）
と奈良県産業会館内（大和高田市）の 2 箇
所。入居には審査があり、入居者には中
小企業診断士等の経営サポートが付きま 産業振興総合センター 経営支援課
☎︎ 0742-33-0817
す。募集は年 1 回～ 2 回の予定です。

ビジネスプランコンテスト
歴史ある奈良の地から、日本、そして世界
へ発信できる企業の育成を目指すため、野
心ある斬新なアイデアをもった起業家の発
掘を目的としたビジネスプランコンテスト
“ビジコン奈良 ”を2012 年から毎年実施して
います。
募集は毎年夏ごろに始まり、セミファイナ
ルプレゼンによる審査を経て、選ばれた数
名が決勝大会に臨みます。最優秀賞（知事
賞）は100 万円です。
（平成 28 年度実績）

CO-WORKING SPACE
& SHARE OFFICE

■ NARA EGG（奈良市）

支援 Stage ❶ ❷ ❸ ❹ ❺

産業振興総合センター 経営支援課
☎ 0742-33-0817

制度融資

支援 Stage ❶ ❷ ❸ ❹ ❺

制度融資とは、中小企業の円滑な資金調
達を目的とし、融資条件（利率・融資限度額
など）を奈良県が定め、奈良県信用保証協
会が保証を行い、金融機関が融資を行う制
度です。女性が起業する際には「女性・若者・
シニア・UIJターン創業支援資金」を活用し、
条件を満たすと利率及び保証料率 0%（県が
負担）で融資を受けることができます（融資
限度額1,500 万円、自己資金と同額まで）
。そ 地域産業課
☎︎ 0742-27-8807
の他様々なメニューがあります。

クラウドファンディング
クラウドファンディングとはインターネッ
トを通じて多くの人から事業資金を集める
仕組みのことです。
「この起業家を応援した
い」
「商品コンセプトに共感できる」といっ
た動機から投資される方が多いのが特徴で
す。県では、主に既存の事業をベースとしな
がら、新たな事業展開をしたいとお考えの
企業を対象に、県が定める条件をクリアさ
れた方のファンドの初期費用等を補助して
います。

女性のための
起 業 ガ イド

“ 想い ” をカタチに。
起業を通じて飛躍する女性を応援します！

奈良県

支援 Stage ❶ ❷ ❸ ❹ ❺

クラウドファンディングにて調達した資金で新事業展開

産業政策課

☎︎ 0742-27-8814

県内自治体が運営するコワーキングスペース・シェアオフィス
自治体が運営する便利なお仕事スペースです。

■ 天理市

テレワークセンター

■ イコマド（生駒市）

支援 Stage ❶ ❷ ❸ ❹ ❺

■ 奈良サテライトオフィス35（三郷町）

（Leap ＝飛躍、躍進）

☎ 0742-27-1111
奈良市橋本町 3-1
きらっ都・奈良 2 階

☎ 0743-63-1242
天理市川原城町 249-1

☎ 0743-71-6234
生駒市谷田町1615
アコール生駒もやい館 3 階・4 階

☎ 0745-43-5544
三郷町立野南 2-10-17

いずれは自分でビジネスを始めてみたい
方、具体的なビジネスプランを持って起業
を目指している方などの「出会いと気づきの
場」
。起業を目指す方、起業した方のコワー
キングスペースとして、ビジネスの活動拠点
として、木曜日、夜間についてはセミナー開
催等のスペースとしてご利用いただけます。

天理本通り商店街の中に位置する、産業
振興・交流の拠点です。テレワークルーム
6室の他、
「談リビング」
と名付けられたオー
プンスペースは利用料が無料なのが特徴。
Wi-Fi 完備で打ち合わせやコワーキングス
ペースとして利用しやすい環境です。

生駒市で自分らしく働きたい人、働き方
改革に取り組む企業のためのワーキングス
ペースです。
（市外の方もご利用できます）
オープンスペースは仕切って貸切利用も
可、様々な起業支援のセミナーも開催して
います。

JR 三郷駅から徒歩1分！高速無線 LAN
完備のコワーキングスペースや貸し会議室
があります。仕事に関することなら何でも
お使いいただけるこのスペースは、起業に
向けた学習や相談のスペースとしての活用
もOK。会議室は個人・企業が主催するセ
ミナーや教室でも利用できます。

●利用料（例）
フリースペース利用
ビジター利用 500 円（2 時間）～
月額会員フリーパス6 千円

●利用料（例）
オープンスペース利用 無料
テレワークルーム 300 円（1時間）～

●利用料（例）
オープンスペース利用 400 円（1時間）～
セミナールーム貸切 2,000 円（1時間）～
（※生駒市民の方は 2 割引）

●利用料（例）
コワーキングスペース 400 円（3 時間）～
貸し会議室 1室 500 円（1時間）～
（無料駐車場 5 台有）

近鉄・JR 天理駅徒歩 6 分

近鉄奈良駅徒歩 5 分

LEAP NARA SUPPORT

JR 三郷駅徒歩1分

近鉄生駒駅徒歩 5 分

“Leap なら” の取り組み

セミナー・相談会の実施や、奈良の女性起業家の体験談の情報発信など、女性に特化した支援を行っています。

セミナー・相談会

女性起業家の体験談

Leap ならのセミナーの参加者は基本的
に女性のみ。同じような不安・希望をもっ
た方と一緒に学ぶことができますので、初
めての方も安心してご参加いただけます。
また、様々な支援機関との連携により、
各ステージごとのメニューを幅広くご用
意しＨＰに掲載しますので、ご自身の状況
に合ったものに、お気軽にご参加くださ
い。

奈良県内で活躍されている女性起業家・
経営者の方へインタビューを実施し、事業
の内容や起業のストーリー、後輩へのメッ
セージをHPに掲載しています。
ご家庭との両立における苦労や、数々の
失敗談とその際の乗り越え方など、” 先輩 ”
にしか話せないことを、たっぷりと語って
いただいています。
ぜひご覧ください。

女性が起業する際には、以下のようなことを望まれる傾向にあります。
奈良県では、そういった女性の想いを大切にし、
希望に寄り添うサポートを実施しています。
■ 始めは小さくビジネスをスタートしたい
■ 家庭との両立を重視したい

支援 Stage ❶ ❷ ❸ ❹ ❺

■ 利益よりも社会性を重視した事業展開をしたい
■ ビジネスに対するブランクをゆっくり埋めていきたい
■ 価値観を共有できる仲間とともに活動したい

奈良県女性活躍推進課
ホームページ

www.facebook.com/leapnara

www.pref.nara.jp/41978.htm

奈良県 こども・女性局 女性活躍推進課

TEL:0742-27-8679

（平成 29 年 6 月時点）

STAGE & ACTION

起業して飛躍するまでのステージと必要なアクション

SUPPORTER

“Leap なら” 女性の起業支援サポーター

強い “ 想い ”は起業するために必要ですが、それだけでは十分ではありません。何から始めたらよいかわからず、やみくもに突き進むのではなく、各ステージごとに

”Leap なら” では、女性ならではの悩みや希望を理解し、あなたの “ 夢 ” の実現を応援する支援機関にサポーターとなっていただいています。まずは気軽に相談して

必要なアクションを実施していき、一歩ずつ確実にステップアップすることが夢の実現を確実にするために必要です。

みましょう。
（各支援機関の特徴や詳細な情報を事前にお知りになりたい場合は、奈良県女性活躍推進課へお問い合わせください。
）

起業ステージ

Stage ❶

起業に興味がある
起業って
どうやったらできるの？
まずは一歩踏み出そう

Stage ❷

起業を目指す
自分の ” 想い ” を
カタチにしていこう
実現のために
やるべきことを知ろう

Stage ❸

起業への課題を
クリアする
目標を決めよう
具体的な
課題を解決しよう

主なアクション

▪インターネット等による
情報収集

起業を支援する様々な機関がインターネットで情報を発信しています。まずはスマホやパ
ソコンで情報を収集してみましょう。“Leap なら ” でもホームページと Facebook で起業に
関する情報、先輩起業家インタビューなどを発信しています。ぜひご覧ください。
（URL は
表紙参照）

▪入門編のセミナー・相談会・
ワークショップへの参加

これから始めようという人を対象としたセミナーが様々な場所・形態で実施されています。
同じような想いを持った仲間が集まる場に参加してみましょう。“Leap なら ” Facebook では、
主催セミナーはもちろん、関係機関が実施するセミナーの情報も随時発信しています。

▪基本編・実践編のセミナーへ
の参加（4 日間連続コースなど）

行政や支援機関が実施するベーシックなセミナーを受講してみましょう。数日間の連続講
座だと、集中して効果的に学ぶことができます。

▪個別の起業相談

ビジネスプランを作成したい、また自分が作成したプランにアドバイスが欲しいという場
合は、個別の起業相談を利用してみましょう。
［サポーター🅐🅑で無料相談を実施してい
ます］

▪先輩起業家や起業を目指す
女性との交流・仲間作り

各種セミナーやワークショップなどは、応援してくれる講師や同じ “ 想い ” を持った参加
者同士がつながれるチャンス。積極的に参加し、活動の輪を広げましょう。

▪チャレンジショップ
（イベント出店）への参加

自分の商品・サービスにニーズがあるか、見せ方や接客の実地経験として、イベント出店
を活用してみましょう。

▪コワーキングスペースの活用

自宅だと集中して作業できない、お客さんと打ち合わせがしにくい、などの場合はコワー
キングスペースの活用もおすすめです。行政が運営しているものもあります。
（裏表紙参
照）

▪専門的なセミナー

ご自身の課題や興味が分かってきたら、その分野の専門的なセミナーを受講してみましょ
う。
「SNS の使い方」
「マーケティング」
「業種別セミナー」などスポットで受講できます。

▪個別の起業相談

起業して長く続けられるビジネスプランになっているか、専門の方に見てもらいましょ
う。
［サポーター🅐🅑で無料相談を実施しています］

▪融資

店舗改装費用など自己資金を超えてお金が必要な場合は融資を検討しましょう。
［サポー
ター🅒🅓で無料相談を実施しています］また、女性なら一定の条件を満たした場合、利率、
保証料率が 0% となる奈良県の制度融資もあります。
（裏表紙参照）

▪商標・意匠登録 / 特許出願

ブランドやデザイン、技術は登録して守る必要があり、登録していなかったために大きな
損害につながることもあります。ビジネスを始めるまでに相談してみましょう、
［サポー
ター🅔で無料相談を行っています］

▪イ
 ンキュベーションオフィス・
チャレンジショップ（長期）の利用

お店や事務所を構える場合、” 起業後 3 年目まで ” といった条件のもと安価で借りられるオ
フィスやショップがあります。
（県が実施している施策は裏表紙参照）

▪店舗の場所探し

空き家や空き店舗対策事業で行政から補助を受けられたり、安価に借りられたりする場合
があります。

▪コンテストへのエントリー

起業家向けのビジネスプランコンテストに応募してみましょう。入賞しなくても、ご自身
のビジネスプランを見つめ直したり、ブラッシュアップする機会となります。
（県が実施
している施策は裏表紙参照）

▪創業補助金の申請

Stage ❹

事業の安定・
拡大を目指す
起業したら長く続けて
いくことを目標に
様々な制度・支援を活用
し事業拡大を目指そう

Stage ❺

次の起業家を育てる
“ 想い ” をカタチにする
仲間を育てよう

▪専門的なセミナー
▪個別の経営相談
▪融資
▪商標・意匠登録 / 特許出願
▪コンテストへのエントリー
▪商談会・マッチング
▪ク
 ラウドファンディングの活用

創業に係る費用の一部に補助が受けられる仕組みがあります。国や市町村が実施してお
り、募集期間や条件などを確認して、申請を検討してみましょう。

（Stage:3 と同様です）

百貨店などのバイヤーが集まって、起業家などの商品のプロモーションを受けていただく
機会があります。販路拡大の機会作りに参加してみましょう。
新事業の展開時などに活用を検討してみましょう。
（県が実施している施策は裏表紙参照）
（クラウドファンディングとはインターネットを経由し広く資金等の調達を行うこと）

▪各種補助金の申請

中小企業を対象とした、補助金制度があります。補助を受けるには国の予算枠の制約やそ
の他条件の制約がありますが、事業の安定・拡大のために申請を検討してみましょう。

▪講演等への出演、など

かつての自分のように、想いを持って起業を目指す方へ、自分の経験などからできるアド
バイスやメッセージを発信しましょう。

🅐奈良県商工会連合会

☎ 0742-22-4411 奈良市登大路町 38-1 奈良県中小企業会館 3 階

全国的にも評価の高い伴走型支援が特徴です

商工会連合会は、
「創業スクール」の開催
を軸に、起業を目指す方の支援を行っていま
す。
「創業スクール」とは中小企業庁が中心と
なり全国で136コース（H28 実績）が開講され
た起業を学ぶセミナーです。商工会連合会
のスクールは、受講者満足度が高い「創業ス
クール10 選」に3 年連続で選ばれた全国屈指
の優良スクールです。
なかでも、高い評価を得ているのが受講後
のバックアップ支援と仲間との出会いです。
単に「創業スクール」に通った数日間だけで

なく、その先もずっと継続的に親身に相談に
乗りますし、共に頑張る仲間とも出会えます。
特に女性の起業支援には力を注いでおり、
Leap ならで紹介された奈良の女性起業家の
中にも「創業スクール」を卒業し、商工会連
合会のサポートを受けて大きく飛躍されてい
る方がたくさんおられます。
創業スクール受講生以外の相談も可能で、
女性の起業支援に実績がある担当が相談者
のペースに合わせてじっくりお話を伺いま
す。

🅑（公財）奈良県地域産業振興センター 奈良県よろず支援拠点

2016 年 4 月にオープンし、車・電車のい
ずれでも来所いただきやすい環境が整っ
ています。サテライトオフィスは土曜日
もオープンしており、平日はお勤めで時
間が取れない方の利用にも対応していま
す。また、毎週水曜日には、中南和出張相
談所としてＪＲ高田駅前の奈良県産業会
館にて出張相談会を予約制で開催してお
り、起業・経営のことをあらゆる面でサ
ポートしています。

🅒（株）日本政策金融公庫奈良支店

🅓奈良県信用保証協会

柏原 清孝 氏

極的に取り組んでおり、女性向け創業融
資の実績も年々増加しています。
奈良支店においても、創業計画作成の
アドバイスなど、お客さま一人ひとりの
事情に応じて、じっくりと相談できる体
制を整えています。また、奈良県と共催セ
ミナーを開催するなど、行政とタイアッ
プしたイベントも多数実施し、さまざま
なお客さまのニーズにお応えしています。

奈 良 県 よ ろ ず 支 援 拠 点 で は、
起業前だけでなく起業後も寄り
添った相談をさせて頂きますの
でお気軽にご相談ください。
創業初心者セミナー「夢をかな
える土曜塾」を近鉄奈良駅前サテ
ライトと奈良県産業会館で開催
しています。

お金を借りる場合、一般的には保証人
や担保が必要となります。奈良県信用保
証協会は、事業計画に収益性や成長性が
あるかを審査した後に、保証料を納めて
いただくことによって、協会が保証人と
なり金融機関等から融資を受けやすくな
るようサポートする公的機関です。
また、県が利子と保証料の一部または
全部を負担する、奈良県の「制度融資」
（裏

🅔（一社）奈良県発明協会

表紙参照）を利用される場合は、奈良県信
用保証協会から保証を受けていただくこ
とが必須です。
「お金を借りるなんて、あまり自分には
関係がない」
「まだまだ先の話だわ」と思っ
ていても、いざ借りようとした時には条
件に合致しないため借りられないといっ
た事例もありますので、少しでも借入を
お考えの場合は気軽に相談してください。

平成28 年度は237の創業期企業（創業
前及び創業後1年以内）にご融資させてい
ただきました。そのうち42企業が女性の起
業で、女性の起業は年々、増加しています。
“Leapなら”女性の起業支援サポーター
として、一層、積極的に支援させていただ
きます。私たち女性の相談担当もお待ちし
ていますので、起業を思い立ったら、ぜひ
お気軽にご相談ください！

支援 Stage ❶ ❷ ❸ ❹ ❺

起業して成功するためには、オリジナリ
ティーのある商品やサービスが必要であり、
それを広報するネーミングやロゴデザインな
どのブランディングも非常に大切です。これ
らは「商標権」
「意匠権」と呼ばれ、特許庁へ
申請して登録することにより初めてご自分の
権利として守ることができます。
奈良県発明協会では、こういった権利（知
的財産権）についての相談や出願のサポー

経営支援課

創業担当チーム

『夢』を実現するために、
『夢』の実
現のためのストーリーを描いてくだ
さい。具体的な行動計画、それが創
業計画書です。創業計画書が完成す
ればその計画書をもとに必要な資金
についてのご相談をお受けいたしま
す。保証協会ではイメージを形にす
るところからお手伝いいたします。
夢の実現に向けてお気軽にご相談
ください。

支援 Stage ❶ ❷ ❸ ❹ ❺

☎ 0742-34-6115 奈良市柏木町 129-1

商標や特許などビジネスの権利を守るための
アドバイスをしています
トを行っています。常駐の知財支援アドバイ
ザーに加え、内容によっては弁理士・弁護士
と共に問題解決に当たります。
もしご自身が考えたネーミングについて、
先に権利を登録している人がいれば、あな
たは使用することができなくなり、さらには
損害賠償まで求められるリスクが。
「知らな
かったでは済まされない」そんな事態が起こ
らないように気軽に相談してください。

支援 Stage ❶ ❷ ❸ ❹ ❺

国民生活事業 創業サポートデスク
中嶋 浩子 氏（写真中央）

☎ 0742-33-0551 奈良市法蓮町 163-2

金利・保証料が有利な奈良県の
“ 制度融資 ” への保証を行っています

支援 Stage ❶ ❷ ❸ ❹ ❺

サブチーフ コーディネーター
土本 芳弘 氏（写真右下）

☎ 0742-36-6700 奈良市大宮町 7-1-33 奈良センタービルディング

女性の起業支援に積極的に取り組んでいます
日本政策金融公庫は、100％政府出資の
政策金融機関です。国民生活事業、農林水
産事業、中小企業事業の 3 事業がそれぞれ
連携し、幅広いサービスを提供していま
す。
国民生活事業では、小規模事業者・創
業企業のみなさまへの事業資金融資や、
教育資金融資などをお取り扱いしていま
す。
事業資金融資にあっては、起業支援、と
りわけ起業を目指す女性のサポートに積

主任

当会のセミナーにはこれまで約
500 名以上の方が参加されていま
す。
「スクール終了後のフォロー
がたくさんあり、助かった！」
「分
かりやすくて、始めてみたい人に
は 最 高 で す。先 輩 のお 話 やお 互
いが宣伝し合える雰囲気なども
GOOD ！」などの声をいただいて
います。皆さんのご参加をお待ち
しています！

☎ 0742-81-3840 奈良市柏木町 129-1

起業や経営のあらゆる相談に対応しています
「よろず支援拠点」は国（中小企業庁）が
全国各都道府県に１カ所設置した、無料
の総合経営相談所です。メーカーや金融
機関などの OB や中小企業診断士を中心
としたベテランのコーディネーター陣が、
創業をはじめ、売上げ拡大や経営改善な
ど、経営上のあらゆる悩みの相談に対応
しています。
奈良県内では柏木町にある奈良県産業
振興総合センター内に本部拠点があり、
近鉄奈良駅前のサテライトオフィスが

指導課

支援 Stage ❶ ❷ ❸ ❹ ❺

知財支援アドバイザー一同

起業の “ 想い ” を知財権利にし
てみませんか。様々なアイデアを
盛り込んだ「商品・サービス」は
利益の源泉です。権利を取得す
ることにより、リスクを回避（他
社権利侵害）し、大きなアドバン
テージをもって事業をスタート
することができます。
お気軽にご相談ください、お待
ちしています。
支援 Stage…各機関が支援する「起業ステージ」
（左ページ参照）の目安です。

