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地域おこし協力隊定住に向けた起業支援セミナー 

２０１８年８月１日 
一般社団法人移住・交流推進機構（JOIN） 

 

一般社団法人移住・交流推進機構（JOIN）では、地域おこし協力隊員など、都市部から地方部に移住し、起

業を実現しようとする方々を対象に、起業準備の熟度に応じた３つのタイプのセミナーを開催します。 

 

1.ビジネスプラン研修（基礎編）  
 

対象・概要 

受講資格 

地方での定住に向けて起業を想定し、今後起業への準備を進めたいと考えている方を対象とした、

ビジネスプラン作成の基礎知識に関する研修。※研修受講時点で活動歴6ヶ月未満の方を除く。 

開催日時・会場 第1回 仙台市 

 
 

第2回 福岡市 

 
 

第3回 開催地 

第3回 検討中 

日時：2018年 9月25日（火）10:30～17:30 

会場：TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口 ホール7A 
   宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15 ソララプラザ 7F/8F （事務所：7F） 

日時：2018年11月21日（水）10:30～17:30  

会場：福岡県自治会館 大会議室 
福岡県福岡市博多区千代4丁目1番27号 

日時：2019年 2月頃を予定 

会場：未定 

カリキュラム 

（予定） 

 

○開会・あいさつ・趣旨説明                        10:30～10:50 

○講義「ビジネスプランの基礎知識」                    10:50～17:30 

講師：岩崎 正敏 氏（（一社）移住・交流推進機構理事、（一財）地域活性化センター常務理事）              

・ビジネスプランの役割・機能、必要性 

・ビジネスの基本的考え方と事業計画の関係 

・ビジネスプランに必要な構成要素 

・ビジネスプラン作成に当たってのポイント 

・ビジネスプラン立案や事業経営のために不可欠な企業会計などに関する初歩的知識 

募集人数・定員 100名（最少催行人数有） 

※最少催行人数に達しない場合、開催しないことがあります。あらかじめご了承ください。 

受講料 20,000円（税込）※昼食付（弁当、飲み物含む） 

※宿泊費・旅費等は含みませんので、宿泊や交通の手配は参加者自身でお願いします。 

後援 一般財団法人地域活性化センター 

 

○講師プロフィール 
■岩崎 正敏 氏（（一社）移住・交流推進機構理事、（一財）地域活性化センター常務理事） 

▶1957 年山形県生まれ。1980 年日本開発銀行（現（株）日本政策投資銀行）入行。2009 年（株）価値総合研究

所取締役・研究主幹、同社専務取締役を経て2015年6月から現職。 

▶専門分野は地域経済産業分析、企業会計、財務分析、企業審査、事業計画審査、コーポレートファイナンスなどで、

特に地方における収益事業や新規起業に関する計画立案・資金面でのサポート実績が豊富。 
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２.ビジネスプラン読解・作成研修 ※分野別：サービス系／ものづくり系 

 

対象・概要 

受講資格 

企業会計、ファイナンス、マーケティングの基礎知識を有し、特定分野での起業に向けて準備を進

めている方を対象とした、ビジネスプランの読解や作成演習を中心とした研修。 

※研修受講時点で活動歴6ヶ月未満の方を除く。 

開催日時・会場 第1回 東京都 

 

 

第2回 京都市 

日時：2018年10月17日（水）13:00～18:00、18日（木）9:00～15:00 

会場：フクラシア浜松町 会議室A 

   東京都港区浜松町1-22-5 KDX浜松町センタービル6F 

日時：2018年12月13日（木）13:00～18:00、14日（金）9:30～15:30 

会場：京都市国際交流会館 特別会議室 

   京都府京都市左京区粟田口鳥居町2番地の1 

カリキュラム 

（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1日目 ○開会・あいさつ・開催趣旨説明                   13:00～13:15 

○ビジネスプラン読解演習                     13:15～15:30 

講師：岩崎 正敏 氏（（一社）移住・交流推進機構理事、 

（一財）地域活性化センター常務理事）                 

・業種の特性、ビジネスプラン例の解説、作成のポイント、留意点 

○ビジネスの考え方と起業のポイント解説               15:30～17:00 

分野の専門家による講義（サービス系／ものづくり系） 

サービス系  講師：岩崎  孝  氏（（株）価値総合研究所 

マネジメントコンサルティング事業部 

シニアコンサルタント） 

ものづくり系 講師：岩崎 正敏 氏 

○協力隊OB/OGによる起業事例紹介                17:00～18:00 

講師：眞鍋 邦大 氏（（株）四国食べる通信代表取締役、 

神戸大学・農村イノベーションラボ コーディネーター、 

            元小豆島町地域おこし協力隊員） 

２日目 ○ビジネスプラン作成演習          東京 9:00～12:00 京都 9:30～12:30 

講師：岩崎 正敏 氏 

     講師：眞鍋 邦大 氏 

     ・グループ単位で仮想モデルのビジネスプラン（事業計画）作成 

○ビジネスプラン発表・講評          東京13:00～15:00 京都13:30～15:30 

募集人数・定員 40名（最少催行人数有） 

※最少催行人数に達しない場合、開催しないことがあります。あらかじめご了承ください。 

受講料 50,000円（税込）※2日目の昼食付（弁当、飲み物含む） 

※宿泊費・旅費等は含みませんので、宿泊や交通の手配は参加者自身でお願いします。 

後援 一般財団法人地域活性化センター 
 

○講師プロフィール 
■岩崎 正敏 氏（（一社）移住・交流推進機構理事、（一財）地域活性化センター常務理事） 
※ビジネスプラン研修（基礎編） 講師プロフィール参照 

 

■岩崎  孝 氏（（株）価値総合研究所 マネジメントコンサルティング事業部 シニアコンサルタント） 
▶1956 年生まれ。大手流通業を経て、1990 年 4 月（株）長銀総合研究所（現（株）価値総合研究所）入社 コン
サルティング事業部人事戦略チームチーフコンサルタント、1999 年 4 月コンサル支援先に転籍（専務取締役）、
2004年 10 月（株）価値総合研究所入社 コンサルティング事業部シニアコンサルタント、2006 年 6月 コンサ
ル支援先に転籍（JASDAQ 上場会社 代表取締役）、2007年7月（株）価値総合研究所入社 コンサルティング事
業部主席研究員。 

▶【専門分野】・組織人事戦略策定および人材マネジメントシステム再構築、実行支援。・内部管理体制の整備および

経営管理機能強化。・経営指導、上場支援、IR支援、企業再生。・トップマネジメント、ファミリービジネス支援。  

▶【論文・著作・講演等】・｢企業の拡大・成長と人事管理システム｣（ベストバリュー）。・｢急成長するフランチャイ

ズビジネス｣（講演：FCビジネスショー）。その他多数。 
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■眞鍋 邦大 氏（（株）四国食べる通信代表取締役、神戸大学・農村イノベーションラボ コーディネーター、 
          元小豆島町地域おこし協力隊員） 

▶香川県高松市出身。リーマン・ブラザーズ証券（株）、ロイヤルバンク・オブ・スコットランド東京支店勤務を経
て、2012年、小豆島で地域おこしの会社（株）459を創業。瀬戸内海の島々の素材をポン菓子にする『シマポン』
や、小豆島の本物の産品を物語と共にお届けするポストカード型のカタログギフト『小豆島のギフト』など、地域
資源を活用したローカルビジネスの開発を手掛ける。 

▶また同年6月より小豆島町の「地域おこし協力隊」として、島の中学3年生向けに『島の寺子屋教室』を開催し
たり、過疎集落における交流拠点として『ポンカフェ』を立ち上げるなどした。 

▶その後、2014年には、食材付き情報誌『四国食べる通信』を創刊し、四国食べる商店や四国食べる農園など、食
を基軸としたリアルな場づくりを展開した。高松人間力大賞2013グランプリ受賞。「四国食べる通信」は、かが
わビジネスモデル・チャレンジコンペ2014優秀賞受賞。 

▶現在は、妻の実家である兵庫県に拠点を移し、神戸大学・篠山市農村イノベーションラボにおいて、篠山市の地域
おこし協力隊の活動支援や、農村地域における起業・継業人材の育成に取り組んでいる。 

 

 
３.ビジネスプランブラッシュアップ集中研修 

 

対象・概要 

 

地方での定住に向けて起業の準備を始めた方で、現時点で具体的なビジネスプランを有し、かつ起

業実現に向けた課題に直面している方を対象とした、個別指導を中心とした研修（ビジネスプラン

の事前提出により、受講者を選定）。起業予定時期1年以内の方。 

※研修受講時点で活動歴6ヶ月未満の方を除く。 

開催日時・会場 開催地：東京都 

日 程：2019年3月の連続した土日を予定、（土）13:00～18:00、（日）9:00～15:30 

会 場：一般財団法人地域活性化センター 

東京都中央区日本橋2丁目3−4 日本橋プラザビル13階 

カリキュラム 

（予定） 

 

1日目 ○開会・あいさつ・開催趣旨説明                  13:00～13:15 

○講師紹介（各5分）                          13:15～13:30 

 講師：岩崎 正敏 氏（（一社）移住・交流推進機構理事、 

（一財）地域活性化センター常務理事） 

 講師：眞鍋 邦大 氏（（株）四国食べる通信代表取締役、 

神戸大学・農村イノベーションラボ コーディネーター、 

元小豆島町地域おこし協力隊員） 

講師：【調整中】 

○受講者によるビジネスプランの発表(5分)・講評（5分）        13:30～15:15 

○ビジネスプランのブラッシュアップ作業                           15:30～18:00 

２日目 ○ビジネスプランのブラッシュアップ作業                            9:00～12:00 

○ブラッシュアップ後のビジネスプラン発表・講評          13:00～15:30 

※ビジネスプランのブラッシュアップ作業の間、別室にて、 

３名の講師それぞれから１人30分 計90分の個別指導を受けることができます。 

募集人数・定員 9名（最少催行人数有） 

※最少催行人数に達しない場合、開催しないことがあります。あらかじめご了承ください。 

受講料 80,000円（税込）※2日目の昼食付（弁当、飲み物含む） 

※宿泊費・旅費等は含みませんので、宿泊や交通の手配は参加者自身でお願いします。 

後援 一般財団法人地域活性化センター 

 
○講師プロフィール 
■岩崎 正敏 氏（（一社）移住・交流推進機構理事、（一財）地域活性化センター常務理事） 
※ビジネスプラン研修（基礎編） 講師プロフィール参照 

 

■眞鍋 邦大 氏（（株）四国食べる通信代表取締役、神戸大学・農村イノベーションラボ コーディネーター、 
          元小豆島町地域おこし協力隊員） 
 ※ビジネスプラン読解・作成研修 講師プロフィール参照 
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●お申込み方法 
各回について、それぞれグーグルフォームにてお申し込みください。 
 

 １.ビジネスプラン研修（基礎編） 
   

第1回 仙台市  開催：2018年 9月25日（火） 

   申込URL：https://goo.gl/forms/WxBhN22bPlrzsnb02 

受付期間：2018年8月1日（水）13:00 ～ 2018年8月22日（水）17:00 
 
第2回 福岡市  開催：2018年11月21日（水） 

   申込URL: https://goo.gl/forms/cEnzg1CvkxQfbM5A2 

受付期間：2018年8月1日（水）13:00 ～ 2018年9月28日（金）17:00 
   

第3回 開催地検討中  開催：2019年2月頃 

   準備が出来次第、ご案内します。 
 
 
２.ビジネスプラン読解・作成研修 

 
第1回 東京都  開催：2018年10月17日（水）、18日（木） 

   申込URL：https://goo.gl/forms/HmcX4CU0ilmgp2KN2 

受付期間：2018年8月1日（水）13:00 ～ 2018年8月29日（水）17:00 
 

第2回 京都市  開催：2018年12月13日（木）、14日（金） 

申込URL： https://goo.gl/forms/Di9E7oq8891NaL4i2 

受付期間：2018年8月1日（水）13:00 ～ 2018年10月19日（金）17:00 
 
３.ビジネスプランブラッシュアップ集中研修 

 
東京都 開催：2019年3月の連続した土日 

準備が出来次第、ご案内します。 
 
 
※申込者多数の場合、隊員としての活動年数等、受講申込内容を基に受講者を決定し、申込者に通知します。
先着順ではありません。 

※受講決定（不決定）通知は開催日の概ね１か月前を目途に送付します。 
申込みから相当の期間が経過することをご了承ください。 

※最少催行人数に達しない場合は開催されないことがあります。あらかじめご了承ください。 
 
 

●受講料のお支払について 
 受講料のお支払は前払いでお願いします。 

 受講決定通知に請求書を同封しますので、請求日より２週間以内のお支払をお願いします。 
 
 
●最新情報について 

未確定の事項については随時、WEB 、JOIN BtoG通信等でお知らせします。 

URL：https://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/training.html 
 
 
●お問い合わせ先 
一般社団法人移住・交流推進機構（JOIN）事務局  担当：熊谷、左右田、菱川、出羽、谷田 

TEL：03-3510-6581  FAX：03-3510-6582  E-mail：info@iju-koryu.jp 

 

https://goo.gl/forms/WxBhN22bPlrzsnb02
https://goo.gl/forms/cEnzg1CvkxQfbM5A2
https://goo.gl/forms/HmcX4CU0ilmgp2KN2
https://goo.gl/forms/Di9E7oq8891NaL4i2
https://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/training.html

