
 

 

 

別表１－１（創業支援相談ワンストップ窓口）【新規】別表１－１（創業支援相談ワンストップ窓口）【新規】別表１－１（創業支援相談ワンストップ窓口）【新規】別表１－１（創業支援相談ワンストップ窓口）【新規】 
 市町村が実施する創業支援事業（むつ市・大間町・東通村・風間浦村・佐井村） 

創業支援事業の目標 

 これまでむつ市では総合的な創業支援相談窓口を設けていなかったが、創業に関する問

い合わせは年に５件程度の実績であり、また、公益財団法人２１あおもり産業総合支援セ

ンター（所在：青森市）が行なう訪問型個別相談事業でインキュベーションマネージャー

（以下ＩＭという。）による９件の相談実績があったがいずれも創業実績は把握して来な

かった。 

 また、大間町・東通村・風間浦村・佐井村においてもむつ市同様、総合的な創業支援相

談窓口を設けておらず、創業に関する問い合わせも年間、各町村とも１件程度の実績であ

った。 

 地理的特性、歴史的にも強い一体性がある下北半島内の各自治体がこれまで個別に創業

支援に取り組んできたが、本計画により、下北半島での創業に対する一体的な支援体制を

整備する。 

今回、むつ市商工観光課、大間町産業振興課、東通村経営企画課、風間浦村、佐井村総

合戦略課にワンストップ窓口を設置し、相談窓口の一元化を図るとともに、市町村ホーム

ページや連携機関のホームページなどを通じて創業支援情報の提供や周知活動により、年

間３０件（累計）の相談件数を目標とし、そのうちの６％である２件の創業件数を目指

す。 

 

・計画全体における各機関の目標相談者数、創業件数、創業率 

事業実施機関 実施事業 別表番号 対象者数 創業件数 創業率 

むつ市・大間町・東通

村・風間浦村・佐井村 

相談窓口 

創業融資 

創業塾 

別表1-1 

別表1-2 

別表1-3 

30件 

5件 

16件 

2件 

5件 

4件 

6％ 

100％ 

25％ 

公益財団法人21あおもり 

産業総合支援センター 

個別相談

支援 
別表2-1 20件 2件 10％ 

むつ商工会議所 
空き店舗

事業 
別表2-2 5件 5件 100％ 

合計   76件 18件 23.6％ 

 

 

 

創業支援事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援事業の内容 

＜窓口の業務＞【拡充】 

�  市町村担当課内に創業支援窓口を設置し、担当職員により、創業希望者に対し、市

町村及び創業支援機関等が行なう創業支援事業の紹介・説明を行なうとともに、むつ

市・大間町・東通村・風間浦村・佐井村（以下「５市町村」）の創業支援担当職員か

ら必要に応じてむつ商工会議所・大畑町商工会・むつ市川内町商工会・大間町商工

会・東通村商工会・風間浦村商工会・佐井村商工会、（以下「商工会議所・商工

会」）公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター、青森県地域産業課への取次

ぎを行なう。また、青森銀行・みちのく銀行・青森県信用組合・青い森信用金庫（以

下「金融機関」）や地方独立行政法人青森県産業技術センター下北ブランド研究所と

の連携を図り、創業希望者の掘り起こしを行なう。 

� ５市町村ホームページに設置している創業支援の内容を拡充し、国・県・５市町村・

創業支援機関等の施策一覧を掲載し紹介するとともに、創業に向けての基礎的な知識

を提供する。 



 

 

 

 

 

＜創業に必要な要素と各連携機関が担う役割＞ 

１．地域資源の活用の仕方（地域に眠る宝への気づき） 

 みちのく銀行の６次産業化アドバイザー及び青森県中小企業団体中央会が、５市町村の

地域資源である「ホタテ」や「アピオス」を始めとした農林水産物の有効活用を支援する

ための資源提供者、研究機関、販路開拓のネットワークを有する者の紹介を行なう。 

 地方独立行政法人青森県産業技術センター下北ブランド研究所は、加工技術指導等によ

り、強みの発見、製品化についてのアドバイスを実施する。 

 

２．ターゲット市場の見つけ方 

 創業希望者の構想やアイデアを公益財団法人２１あおもり産業総合支援センターのＩＭ

が中心となって整理し、創業希望者のサービスや製品の強みを最大限に発揮できる市場の

調査を、５市町村及び公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター、商工会議所・商

工会はアドバイスや支援制度、人材の紹介などを行なう。 

 

３．ビジネスモデルの構築の仕方 

 公益財団法人２１あおもり産業総合支援センターのＩＭがビジネスモデルについて顧客

ニーズ、採算性、財務及び販路等のアドバイスを行いながらブラッシュアップする。また

青森県が実施しているビジネスプランコンテストを活用し、他の創業事例も参考としなが

ら構築していく。 

 むつ商工会議所ではビジネスモデルの構築や創業意欲を支えるため、創業希望者に対す

る商店街の空き店舗等の情報提供を行なう。 

 

４．売れる商品・サービスの作り方 

 公益財団法人２１あおもり産業総合支援センターは、商品・サービスに対し、専門的知

見に基づく強み・弱みを分析しアドバイスを行なう。 

 下北ブランド研究所が食に関する製品の加工技術指導等を支援する。 

 

５．適正な価格の設定と効果的な販売方法について 

 原材料、生産、物流、人件費などのコスト削減を図り、再生産を可能とする適正価格を

実現するため、公益財団法人２１あおもり産業総合支援センターのＩＭを始め商工会議

所・商工会などが付加価値の高い商品・サービスについてアドバイスを行なう。 

 公益財団法人２１あおもり産業総合支援センターが販路開拓のためのマッチング支援を

行なう。 

 

６．資金調達 

 金融機関が資金調達へのアドバイスや金融支援を行なうとともに、むつ市は制度融資と

その制度融資に対する信用保証料補給を行うほか、青森県の制度資金である「未来を変え

る挑戦資金」を活用する創業希望者への信用保証料補給を行なう。 

 日本政策金融公庫青森支店は新創業融資制度や、創業後の小規模事業者経営改善資金な

どの資金調達へのアドバイスやセミナー、金融支援などを行なう。 

商工会議所・商工会が資金調達へのアドバイスを行なうとともに、書類作成の補助や補

助金等の申請書の作成支援を行なう。 

 また、みちのく銀行では地域資源を活用した事業を行なう場合、商品開発や販路開拓、

六次産業化への支援等、お互いの情報や強みを組み合わせ、より質の高い農林畜水産業

支援を展開していくためクラウドファンディングを活用した資金調達を紹介し、むつ市

が案件組成に係る一部を補助する。 

 むつ市とみちのく銀行、むつ商工会議所では創業融資に際して、戦略的に創業事業を



 

 

 

募集し、みちのく銀行・青森県信用保証協会による審査、承認を受けた案件について

は、創業融資を実行する前段階で事業のPRを兼ねて、むつ市長への事業プレゼンを実施

し、マスコミに情報提供を行なってから創業融資を行なう。 

 

７．事業計画書の作成 

公益財団法人２１あおもり産業総合支援センターのＩＭが中心となって事業計画書の作

成アドバイスを行なう。 

 また、みちのく銀行では地域資源を活用したクラウドファンディングで資金調達を行な

う創業希望者に対して事業計画のブラッシュアップを行なう。 

 補助金の申請にあたっては公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター、商工会議

所・商工会、青森県産業技術センター下北ブランド研究所及び青森県中小企業団体中央会

がサポートを行なう。 

 

８．許認可、手続き 

 ５市町村及び公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター、商工会議所・商工会が

創業手続き・許認可についてアドバイス、関係機関への連絡を行なう。また、より詳細な

知識を必要とする場合には、税理士、社会保険労務士、行政書士等を紹介し、税務、労務

管理、起業手続きを円滑に進める。 

 

９．コア事業の事業展開の可能性や関連事業への拡大可能性 

 ５市町村及び商工会議所・商工会が、創業後の事業展開や新分野への進出可能性につい

て継続的にアドバイスを行なう。 

 

＜創業支援機関との連携＞ 

 各連携機関が支援を行なった創業希望者等の情報に対しては、創業希望者の同意を得な

がら守秘義務に十分注意し、むつ市が情報集約・一元化を図り、創業支援者名簿を作成

し、５市町村及び創業支援事業者と情報共有する。創業支援者名簿には、製品・販路・販

売手法・資金調達・人材等、創業希望者がどういう支援を望んでおり、どういったノウハ

ウが不足しているのかわかるようにし、適切な機関へ誘導し、創業実現まで関係機関がハ

ンズオンで支援できるようにする。 

 

＜特定創業支援事業について＞ 

 本計画で５市町村及び公益財団法人２１あおもり産業総合支援センターが連携して実施

する創業塾及び訪問型個別相談支援事業を活用し、経営、財務、人材育成、販路開拓の４

つの知識を習得できる内容をそれぞれ各１回ずつ１ヶ月以上にわたり受講し、かつ全５コ

マ（年２回開催）のうち８割を受講したことが、公益財団法人２１あおもり産業総合支援

センターからのむつ市への報告事項において確認できる者を「特定創業支援事業」を受け

た者として、市が証明書を発行する。 

 なお、特定創業支援事業を修了した者がむつ市以外の４町村のいずれかで創業する者で

あった場合、創業する住所に所在する町村が証明書を発行する。 

 

＜各事業の共通事項について＞ 

 本創業支援事業計画の全体の進捗状況をむつ市が把握することとし、創業希望者・創業

者に対してアンケート調査等を行なうことにより、常に体制を改善していく。 

 特定創業支援事業を実施し、証明書の発行を受けた者に対しては、創業の有無や実績報

告等を電話・メールにて確認する。 

 創業後においても関係機関と連携してフォローアップを行ない、創業者が途中で挫折し

ないよう適切な支援を行なう。 

 創業者については５市町村の広報誌やホームページ、フェイスブックへの掲載、窓口へ



 

 

 

 

のパンフレットの配置を行なうなどして広く市民へ周知を図る。 

 公序良俗を害する恐れのある事業を行なう創業者に対しては、創業支援サービスを行な

わない。創業支援事業者にもこの方針を徹底させる。 

 

 

（２）創業支援事業の実施方法 

 市町村担当課に担当者を配置し、関係機関と連携したワンストップ窓口を設置する。ま

た、関係機関と連携のうえ、当市の創業支援事業のチラシを作成し、５市町村及び関係機

関の窓口にそれぞれ配置し、幅広く創業希望者の目に届くようにする。加えて５市町村の

広報誌やホームページ、フェイスブックにおいても相談窓口を広くＰＲする。 

 ５市町村ホームページに創業支援サイトを開設し、創業に関する様々な情報を提供する

とともに、関係機関とのリンクにより創業者の利便性を向上させる。 

 各関係機関が支援を行なった創業者情報等については、個人情報保護に十分な配慮をし

つつ、むつ市が一元管理を行ない、「創業支援者名簿」を作成し、関係機関との情報共有

を図る。 

 関係機関との連携を密にするため連絡会を定期的に開催し、各機関の活動状況、改善点

について情報共有を図る。 

 連絡会メンバー：むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、むつ商工会議所、大畑

町商工会、むつ市川内町商工会、大間町商工会、東通村商工会、風間浦村商工会、佐井村

商工会、公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター、市内金融機関、日本政策金融

公庫青森支店 

 

 

計画期間 

平成２７年４月１日～平成３１年３月３１日 

変更箇所については平成２７年５月２０日～平成３１年３月３１日 



 

 

 

別表１－２（創業融資）【既存】別表１－２（創業融資）【既存】別表１－２（創業融資）【既存】別表１－２（創業融資）【既存】 
 市町村が実施する創業支援事業（むつ市） 

 

創業支援事業の目標 

 創業の実現に必要な資金を融資することにより創業者を支援する。 

 融資については青森県が実施する創業者のための融資制度＜青森県未来を変える挑戦資

金（創業枠）＞を利用し、むつ市は創業融資を利用した創業者に対して信用保証料の７

０％を補給する。（３０％は県負担） 

 また、むつ市が実施する中小企業者のための融資制度＜むつ市中小企業特別保証制度融

資＞とそれに対する信用保証料補給（１００％または５０％を市負担）を行なう。 

 平成２６年度は創業枠に３件の利用があったが本計画により、広く周知することで融資

利用者の増加が見込まれることから支援対象者５名に対し、５名の創業実現を目標とす

る。 融資目標額 35,000千円（7,000千円×5名） 

 対象者数 目標創業件数全体61件のうち当該制度利用希望者5件 

 融資利用者の創業割合100％を目標とする。 

創業支援事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援事業の内容 

・青森県未来を変える挑戦資金（創業枠）の実施 

  創業者の開業資金調達に対する支援として、本融資制度を活用して開業する創業者に 

対して、県とむつ市が連携して信用保証料を補助する。 

  対象者 ：むつ市内で新たに中小企業者として事業を開始しようとする方、または事

業を開始して１年に満たない中小企業者 

  融資額 ：1000万円以内  金利1.1％ 

  融資期間：7年以内（据置期間1年以内） 

  信用保証：むつ市が信用保証料の７０％を負担(県は３０％負担) 

・むつ市特別保証制度融資の実施 

 中小企業者や小規模事業者に対する支援として、市内金融機関に融資に必要となる原

資を預託し、預託金を原資に金融機関は事業者へ対して融資を実行する。 

 対象者 ：むつ市に住所又は事業所を有する中小企業者・小規模事業者 

 融資額 ：1250万円以内（小口資金） 2000万円以内(活性化資金) 金利2.4％以内 

 融資期間：7年以内（据置期間1年以内） 

・むつ市特別保証制度融資に伴う信用保証料補給の実施 

 むつ市特別保証制度融資に伴う信用保証料を補給する。 

 信用保証：100％市負担（小口資金・活性化資金 ※融資期間が2年を超えない場合） 

      50％市負担（活性化資金 ※融資期間が2年を超える場合） 

 

（２）創業支援事業の実施方法 

 金融機関、むつ市、むつ商工会議所、大畑町商工会、むつ市川内町商工会が連携し、密

接な連携のもと当該制度の周知・活用を図る。 

 具体的には、各金融機関、市、むつ商工会議所、大畑町商工会、むつ市川内町商工会へ

創業相談に来た融資を検討している希望者に対して、情報提供や申請書作成におけるアド

バイスを行い、融資実行へと導く。 

 

計画期間 

平成２７年４月１日～平成３１年３月３１日 

変更箇所については平成２７年５月２０日～平成３１年３月３１日 

 



 

 

 

別表１－３（創業塾）【新規・特定創業支援事業】別表１－３（創業塾）【新規・特定創業支援事業】別表１－３（創業塾）【新規・特定創業支援事業】別表１－３（創業塾）【新規・特定創業支援事業】 

 市町村が実施する創業支援事業（むつ市・大間町・東通村・風間浦村・佐井村） 

創業支援事業の目標 

５市町村の相談窓口に訪れた創業希望者３０人中約５割にあたる１６人を対象とし、うち

４人について１年以内の創業実現を目指す。 

【算出根拠】 

 事業の周知及び実施を行なうことにより、窓口に訪れる創業希望者３０人のうち約５割

（１６人）を創業塾への誘導を行なう。 

 平成２３年度以降に市税務課へ営業届出があった創業者件数は年平均４件であったが、

本事業により創業塾の利用者が見込まれ受講者中２５％にあたる４件の創業実現を目指

す。 

創業支援事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援事業の内容 

 「むつ来さまい館」において、創業・起業を検討している方を対象に、創業に必要とさ

れる基礎的な知識の習得からビジネスプラン作成まで、ＩＭを講師に迎え以下のテーマを

実施する。期間は平日の夜または土日を中心に４ヶ月程度×２回（同じ内容）を予定。 

 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の４つの事項について１ヶ月以上４回以上

にわたり専門家のアドバイスを受けたと確認できる者を、「特定創業支援事業」を受けた

者とする。  

 第１回 「創業スタートアップ」【経営】 

 第２回 「ビジネスプラン作成」【経営】 

 第３回 「資金調達・融資制度」【財務】 

 第４回 「創業に必要な手続き、会計の基礎」【人材育成】 

 第５回 「マーケティングについて」【販路開拓】 

 年２回（上記５コマ×２回）の開催のうち「経営・財務・人材育成・販路開拓」の４つ

の分野をそれぞれ１回ずつ受講し、全体の８割の出席を満たしたと確認できる者に対して

は、受講者の申請により５市町村が証明書を発行する。 

 一部の知識が未受講であっても、その分野の知識を別表２－１の「個別相談支援」を利

用し、４つの知識を身につけた者は、受講した者とみなす。 

（２）創業支援事業の実施方法 

 「創業塾」の実施については、公益財団法人２１あおもり産業総合支援センターに委託

し実施する。実施場所については産業会館であるむつ来さまい館を会場とし、実施に際し

ての事前ＰＲ等については５市町村及び公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター

が連携し広報、ホームページ等でのＰＲを行なう。また、具体的内容、専門家の確保につ

いても５市町村・公益財団法人２１あおもり産業総合支援センターが創業希望者の希望を

踏まえて調整を行なう。 

 創業塾を修了し、４つの知識を修得した者については修了証書を交付し、特定創業支援

事業の資格を満たした者とみなし、氏名、住所、連絡先、受講内容、受講日時を記載した

名簿を作成し、個人情報の取扱の了承を得て、事業終了後ただちにむつ市に提出する。 

 修了生については、国・県・５市町村等の制度融資、利子補給制度等を積極的に紹介

し、活用してもらうこととし、連絡会において事業の実績、その後の状況など情報共有を

行なう。また、事業完了後についても創業者が途中で挫折しないよう創業者への伴走型支

援を実施する。 

名簿の管理については、個人情報保護法を遵守する。 

計画期間 

平成２７年４月１日～平成３１年３月３１日 

変更箇所については平成２７年５月２０日～平成３１年３月３１日 

本計画変更による特定創業支援事業に関わる証明書発行については、第6回認定日以降の申請

が対象となる。 



 

 

 

別表２－１（訪問型個別相談支援事業）【新規・別表２－１（訪問型個別相談支援事業）【新規・別表２－１（訪問型個別相談支援事業）【新規・別表２－１（訪問型個別相談支援事業）【新規・特定創業支援事業特定創業支援事業特定創業支援事業特定創業支援事業】】】】 
 市町村以外の者が実施する創業支援事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

   公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター 

（２）住所 

   青森市新町２－４－１ 

（３）代表者の氏名 

   理事長 今 喜典 

（４）連絡先 

   017-777-4066 

創業支援事業の目標 

 青森市からＩＭをむつ市まで派遣し、個別相談を行なう「ＩＭによる訪問型個別相談事

業」により平成２５年度は１３件の相談実績があり、３件の創業実績があった。 

 関係機関との連携を図ることにより年間相談件数２０件程度、そのうち１割にあたる２

件の創業実現を目標とする。 

創業支援事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援事業の内容 

 むつ来さまい館に設置した「むつ市創業相談ルーム」により「訪問型個別相談事業」を

実施し、創業・起業希望者及び商工団体等の求めに応じて個別相談対応による伴走型支援

を実施する。 

 また、下北郡内へ公益財団法人２１あおもり産業総合支援センターが職員を派遣し、

「よろず出張相談事業」を実施し、創業・起業希望者に対して個別相談対応による伴走型

支援も実施する。 

 「むつ市創業相談ルーム」による「訪問型個別相談事業」については毎月第２・第４木

曜日の６時間程度、公益財団法人２１あおもり産業総合支援センターのＩＭがむつ市産業

会館である「むつ来さまい館」へ訪問し、希望者に対して個別相談に応じる。 

 「よろず出張相談事業」については、毎月１回風間浦村商工会を拠点に希望する商工会

へ訪問し、希望者に対して個別相談に応じる。 

 相談時間は①10：00～12:00、②13:00～15:00、③15:00～17:00とし、１回約２時間程度

で創業・起業に関するアドバイス、情報提供等の支援を実施する。 

 １．相談者のレベルに応じて、基本事項から経営・財務・人材育成・販路開拓等のノウ

ハウを習得させ、事業の進捗状況をフォローする相談事業を特定創業支援事業とす

る。 

 ２．特定創業支援事業については、経営・財務・人材育成・販路開拓の相談・アドバイ

スをそれぞれ１回以上受けた者を「特定創業支援事業を受けた者」とし、受講者の申

請により５市町村が証明書を発行する。 

 ３．別表１－３の「創業塾」の一部の知識が未受講であっても、その分野の知識を本事

業を利用し、４つの知識を身につけた者は、受講した者とみなす。 

 

 

（２）創業支援事業の実施方法 

・公益財団２１あおもり産業創業支援センターが創業支援を行なうＩＭを委嘱し、県内全

県で訪問型での創業相談対応を行なう。 

・むつ来さまい館及び市窓口においてパンフレット等を置く。また５市町村広報等やホー

ムページで広く周知する。 

・創業希望者の情報については、創業希望者の同意を得ながら、守秘義務に十分に配慮し

た上でむつ市への情報提供を行ない、むつ市において名簿の情報集約・一元管理を行な

う。 



 

 

 

 

・個別相談支援を実施した者については、氏名、住所、連絡先、習得した知識内容、相談

内容を記載した名簿を作成し、個人情報の取扱の了解を得て、むつ市に提出する。 

・名簿の管理については個人情報保護法を遵守する。 

 

計画期間 

 

平成２７年４月１日～平成３１年３月３１日 

変更箇所については平成２７年５月２０日～平成３１年３月３１日 

本計画変更による特定創業支援事業に関わる証明書発行については、第6回認定日以降の申請

が対象となる。 



 

 

 

別表２－２（空き店舗対策事業）【既存事業】別表２－２（空き店舗対策事業）【既存事業】別表２－２（空き店舗対策事業）【既存事業】別表２－２（空き店舗対策事業）【既存事業】 
 市町村以外の者が実施する創業支援事業 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

   むつ商工会議所 

（２）住所 

   むつ市小川町２丁目１１番４号 

（３）代表者の氏名 

   会頭 其田 桂 

（４）連絡先 

   0175-22-2283 

創業支援事業の目標 

 むつ商工会議所が行なう空き店舗対策事業では、むつ市が設定している旧中心市街地活

性化計画に基づくエリア内に所在する空き店舗（１階部分が対象）へ入居する創業者へ対

して賃料などの一部を補助しており、平均３件の支援実績がある。 

 今回、５市町村がワンストップ窓口を設置することやむつ市及びむつ商工会議所が入居

後のフォローも行なうことから、支援対象者５名に対し、５名の創業実績を目標とする。  

 

創業支援事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援事業の内容 

 ＜空き店舗対策事業＞【既存】 

内容 

・むつ市の中心市街地の主要道路に面した1階部分の空き店舗で開業する際の費用を一部助

成する。 

 

補助条件 

・午前9時～午後4時の間で3時間以上営業し月20日以上営業すること 

対象経費 

・内装費用、什器、備品購入費、賃貸料（１事業所につき３０万円以内） 

 

助成期間 

・営業を開始した月から６か月間（開業後に申し込んだ者については採択した月から６か

月間）、月額５万円を限度とする。 

 

（２）創業支援事業の実施方法 

・申込順に審査を行ない、総合的に効果が大きいものを採択する。 

・周知及び採択はむつ商工会議所ホームページ及びむつ市ホームページで掲載する。 

・創業希望者の情報については、創業希望者の同意を得ながら、守秘義務に十分に配慮し

た上でむつ市への情報提供を行ない、むつ市において名簿の情報集約・一元管理を行な

う。 

・個別相談支援を実施した者については、氏名、住所、連絡先、習得した知識内容、相談

内容を記載した名簿を作成し、個人情報の取扱の了解を得て、むつ市に提出する。 

・他町村の広報誌でも商工会議所補助金の存在を認識できるよう、広報部分での連携をする 

・名簿の管理については個人情報保護法を遵守する。 

計画期間 

平成２７年４月１日～平成３１年３月３１日 

変更箇所については平成２７年５月２０日～平成３１年３月３１日 

 


