
2022年11月22日（火）
公益財団法人石川県産業創出支援機構（ISICO）
産業振興部新事業支援課 コーディネーター 小塚 真紀子

起業に役立つ
ミニセミナー



u設立日 1999年4月1日
u理事長 田中 新太郎
u事業内容

u 情報提供
u デジタル化、ＩＴ利活用
u 新事業創出（創業やベンチャー支援）
u 経営相談（専門家派遣 → 無料）
u 産学官連携
u 受注開拓
u 販路開拓
u 設備投資
u 地域資源活用
u 施設提供（いしかわクリエイトラボ）
u 人材確保・育成
u 知的財産の活用推進
u 商店街の活性化 等

中小企業等のビジネスに関する様々な
課題解決を支援する機関

公益財団法人石川県産業創出支援機構
（通称：ISICO）とは
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公益財団法人石川県産業創出支援機構
（通称：ISICO）とは
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直近のイベント・セミナー情報

補助金の情報はこちらから



石川県の「起業」の動向（都道府県別起業率）

3

石川県の起業率は、全国平均と比較して
改善傾向にあるものの、依然として低水準

全国 5.6％
石川 4.1％
（全国35位）

2022年版中小企業白書より

全国 5.1％
石川 4.3％
（全国30位）

2022年版中小企業白書より



石川県の「起業」の動向（女性社長率）
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全国的に、女性社長数・女性社長率は上昇しているが、
中部地域については、全国と比べて低い状況が続いている。

上位#$県
# 沖縄県 ##()*
+ 徳島県 ##(.*
. 青森県 #$(1*
) 佐賀県 #$(.*
4 奈良県 #$($*
7 高知県 #$($*
: 福岡県 1(=*
> 大分県 1()*
> 香川県 1()*
#$ 岡山県 1(#*
7 岩手県 1(#*

下位#$県
): 岐阜県 4(4*
)= 愛知県 =(+*
)4 長野県 =(.*
)) 滋賀県 =()*
)+ 石川県 =(4*
)# 静岡県 =(:*
7 新潟県 =(:*
)$ 埼玉県 :(#*
.1 福島県 :(+*
.> 山形県 :(.*

帝国データバンク株式会社 「全国・女性社長分析（2021年）」



石川県の「起業」の動向（融資実績）

5

日本政策金融公庫による石川県内の創業融資に占める女性の割合は、
30％前後の比較的高い水準で推移

30.7％（2016年度）→23.3％（2017年度）
→28.7％（2018年度）→30.4％（2019年度）

➢ 全国的に女性が起業する機運が高まっており、石川県でも同様の傾向
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開業者<占>?女性5割合
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開業者<占>?女性5割合

石川県内5創業融資実績<占>?女性5割合
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開業者に占める女性の割合が

21.4％
（1991年度の調査開始以来最高）



なぜ女性が起業しにくいのか？
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家事・育児
との両立？

保守的な地域性？

相談できる
ところがない？

数字が苦手？

思い・イメージ
先行型？



女性の起業の特徴
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規模が小さい
月数万円といった小規模の
副業・複業からスタートする

ケースが多い

事業拡大以外の目的
も大きい

生きがい、繋がり、社会貢献等の
メンタル面の要素が大きい

業種が様々
教室・ワークショップ運営、
カフェ、サロン、ハンドメイド
品の販売、◯◯アドバイ

ザー等様々



『いしかわ起業小町』とは
石川県で起業を目指す女性や起業間もない女性の
サポートを行う。
具体的には、個別相談対応、起業に関するイベント
（ポップアップショップ、チャレンジショップ）やセミ
ナー（小規模座談会）等の情報提供などを通して、学
びや成長を支援する。

いしかわ起業小町は
そんな女性の相談窓口です＾＾
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よくある相談（その①）
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「起業」って何？
そもそも私は「起業」して
いるのでしょうか？

「起業」とは「新しく事業を起こすこと」
物やサービスを提供して、費用をいただく＝
ビジネスを始めたら、どんなに小さくても
「起業」。
当機構では、「開業届」の
提出の有無に関わらず、
「起業」として相談に
乗っています。



よくある相談（その②）
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「開業届」はいつ
提出するもの？

「開業届」は「事業を開業したことを税務署
に届け出る書類」

所得税法で、事業開始から1ヵ月以内に提出しなけれ
ばならないと定められていますが、開業届を出さなくて
も特に罰則はありません。しかし、これから、この事業を
継続して行くぞ！と決断した場合は、ある程度の収入が
継続して発生した時点で提出することを
お勧めします。
※補助金や融資などの申請の際に、
「開業届」を出していない場合は、
申請できないことがあります。



よくある相談（その③）
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「補助金」って何？
私が使えるものはありますか？

「補助金」とは、事業者の取り組み
をサポートするために資金の一部を
給付する制度です。
国や地方公共団体から支給されるお金。
申請や審査が必要になり、
申請の際に一定の資格（条件）が

必要な場合もあります。
募集時期（申請期間）は、都度指定
されていますので、使いたい時期、
事業所の地域に応じて情報収集が
必要です。



よくある相談（その③）※補助金で知っておくべきこと
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例

申請するための要件があります！

使った経費のうち最大1/2が補助される
（＝半分は自己負担）

使える経費が決まっています！
発注・契約の時期も要注意！

書類をしっかり提出できるように！

補助金は、使った経費の一部が
後で支給されるものなので、
一旦は自分で支払う必要があります。
補助金がなくても自分でできるけど、
あればさらに助かる！くらいの
使い方で利用することを
お勧めします。



よくある相談（その④）
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お菓子を作って売り
たいです。

何か許可が必要ですか？

「食品衛生責任者」「菓子製造許可」
「飲食店営業許可」（イートインの場合）
等が必要です。
◎「食品衛生責任者」は、「人」に付与される資格。
食品を製造・販売する際は、取得する必要があります。
講習会を受講すれば１万円程度で取得できます。

（最近はオンラインでも受講可能）
◎製造する「場所」については、「菓子製造許可」
「飲食店営業許可」等が必要です。
これは、基準を満たすための改装などが必要
な事が多いので、費用がかかります。
『 テイクアウト用のお菓子 』＝ 菓子製造業
『 イートインのお菓子 』を店内で提供＝飲食店営業



よくある相談（その⑤）
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まだモヤっとした状態なん
ですが、こんな状態でも
相談できますか？

大丈夫です！
・いくつかやりたいことがある
・何から手をつけたら良いかわからない
・扶養の範囲内で始めたい 等
まずはお話を聞いて、これからの
進め方を一緒に整理しましょう。



ISICOによる主な女性起業家支援

先輩起業家と創業希望者との出会いの場や相談できる場（個別相談会）を提供し、一歩踏み出すきっかけ作りを目的として、
ミニセミナーを開催。

③小規模座談会

WEBサイトにて、起業に関するセミナー・イベント情報、補助金の情報、県内の先輩起業家のロールモデル紹介などを行っ
ています。

①情報発信＆ロールモデル（先輩起業家）の紹介

Facebook、Instagram、TwitterなどのSNSを活用した広報活動。

②広報活動（@kigyokomachi）

飲食、小売、教室運営等で起業を目指す女性にチャレンジできる場を提供し、実際に販売などの経験を通じて、起業のイメー
ジをより明確化し、起業の実現に向けてサポート。

④ポップアップショップ（場所：Nigiwai Space 新保屋）

飲食店で起業を目指す女性にチャレンジできる場を提供し、実際に販売などの経験を通じて、経営のイメージをより明確化
し、起業の実現に向けてサポート。

⑤チャレンジショップ（場所：石川ハイテク交流センター内 レストラン）
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WEBサイト

https://kigyokomachi.com/
SNS

@kigyokomachi

2021年3月1日（月）
リリース

ISICO女性起業家支援 専用WEBサイト

＜ロゴ＞
女性がしなやかに前向きに未来に向かって進む姿をイメージ。

ネーミング

いしかわ起業小町
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■イベント告知チラシ（2022年度） ■イベント開催状況

小規模セミナー（小規模座談会）
これから起業したいと考えている女性、起業して間もない女性、「起業」まではいかなくても
「何かやってみたい！」と思っている女性向けに、少人数で先輩女性起業家の話を直接聞く
イベント（子様連れもOK）を開催しています。
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ポップアップショップの開催（2022年度）
2021年度より飲食、小売、教室運営等で起業を目指す女性にチャレンジできる場を提供し、実際に
販売などの経験を通じて、起業のイメージをより明確化し、起業の実現に向けてサポートすることを
目的として、R3年度より期間限定の「ポップアップショップ」を開催

以下のすべてに該当すること
①起業準備中の女性、または起業間もない（3年以内の）女性
②積極的に取り組む意欲のある女性
③石川県内在住または石川県内で起業予定の女性
④反社会的勢力、宗教・ネットワークビジネスに関与していない女性
⑤ポップアップショップで行おうとする事業に必要な資格・認可などを取得して
いる女性

応募資格

Nigiwai Space新保屋（石川県金沢市安江町1-15）

開催場所

2022年4月～12月 10：00～16：00開催日時

カフェ（飲食店）、雑貨販売、占い、ネイルサロン、各種教室 等

出店イメージ

①4月7日～10日
②5月12日～15日
③6月9日～12日

第1期
④7月7日～10日
⑤8月18日～21日
⑥9月8日～11日

第2期
⑦10月6日～9日
⑧11月10日～13日
⑨12月8日～11日

第3期

18



ポップアップショップ（開催状況）

飲食店（魚を使用したランチ・惣菜）、焼菓子販売、歯ぐきマッサージ、多肉植物
の販売と寄せ植え教室、クラフトコーラ販売、鍼灸（6店舗）

●2022年4月
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ポップアップショップ（開催状況）

●2022年5月

飲食店（弁当販売）、ヘッドバンドのワークショップ、ハンドメイド服と雑貨の販
売、ヘッドマッサージ、下駄販売（5店舗）
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＜ショートバージョン＞
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起業したい女性・起業間もない女性の皆さんへ
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✅まずは「やりたい」と口に出して言ってみる

✅「やりたい」と周りに言ってみる

✅小さなことから行動してみる

イベント出店、友人・知人にサービス提供

起業セミナーに行く、先輩の話を聞く

情報収集する、相談窓口に行く ｅｔｃ

一歩進めば見える景色が変わって、

出会う相手も変わってきます。

小さくても行動することが大事！



連絡先

●まずは、お気軽にご連絡ください。

公益財団法人石川県産業創出支援機構
（ISICO）産業振興部 新事業支援課

〒920-8203
石川県金沢市鞍月2-20
石川県地場産業振興センター新館1階
TEL 076-267-1145（直通）
URL https://www.isico.or.jp/
Mail shinki@isico.or.jp

ISICO 新事業⽀援課
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