
栃木県内の創業支援施策一覧（行政・商工団体・金融機関・専門家・その他支援機関）

（3）創業塾・セミナー

地区 分類 創業段階 参加費 定員

1 県央 行政 1 希望段階

・大学生、大学院
生、高校生は無料
・社会人は受講料
10,000円

30名程度

2 県南 行政 0 全段階 無料 100名

3 県南 行政 0 全段階 無料 16名

4 県南 行政 0 全段階
2,000円
(交流会費を別途集
金)

15名

5 全県 商工団体 0 全段階 無料

6 県央 商工団体 0 全段階 5,000円 30名

7 県南 商工団体 1 希望段階 無料 20名

8 県南 商工団体 0 全段階
第1･2期ともに､
3,000円

第1･2期と
もに､50名

9 県南 商工団体 1 希望段階 5,000円 30名

団体・機関等名

【担当部署】産業政策課
【電話】028-632-2443
【FAX】028-632-2447
【ﾒｰﾙ】
u2305@city.utsunomiya.tochigi.jp

事業名等 概要 対象者 実施時期及び回数 参考ＵＲＬ 問合せ先

起業家精神養成講座「起業の
実際と理論」

・ベンチャー企業の事例や実際の起業家との対
話を通じ、「起業」という社会活動について学
習します。
・また、実際に自らビジネスアイデアを考え企
画・提案の体験を提供します。

創業に興味がある大学生、高校生、
一般社会人

10月～1月 全15回
<講義日>原則毎週月曜日
<講義時間>16:10～
17:40(90分)
※2/3以上の出席及び,ﾋﾞｼﾞ
ﾈｽｱｲﾃﾞｱとﾌﾟﾗﾝ提出必須)で
修了証を授与

http://www.city.
utsunomiya.toch
igi.jp/sangyo/ki
gyo/venture/10
06912.html

宇都宮市

【担当部署】工業振興課企業誘致係
【電話】0285-22-9396

【担当部署】商工振興課
【電話】0282-21-2372
【FAX】0282-21-2683
【ﾒｰﾙ】
syoukou@city.tochigi.lg.jp

栃木市 創業支援特別講演会
先輩起業家の経験談、創業時の心構え及びビジ
ネスプランの立て方等、実践的な内容を中心と
した講演会を開催する。

市内において創業を目指す方、創業
して間もない方及び若手経営者等

8月頃 1回

http://www.city.
tochigi.lg.jp/hp/
menu000017000
/hpg000016687.
htm

小山市
起業家育成講座ビジネスプラ
ン作成コース

中小企業診断士による講義（創業の基礎知識、
事業プランの立て方、税務等）を行う。

創業希望者
7～8月頃 全4回 ※4回の出
席で修了証を授与

下野市

創業塾
講義と演習を通じて創業に関する基礎知識の習
得と事業アイデアの組み立て方、事業計画・資
金計画の立て方などについての講義を行う

創業希望者や、既に開業されている
経営者など

(第1期)8～9月頃/全7回
(第2期)11月頃/全7回   ※
第1･2期ともに､4回以上の
出席者に修了証を授与

http://ashikaga.
info/

【担当部署】工業課
【電話】0284-21-1354
【FAX】 0284-21-6294
【e-mail】acci@watv.ne.jp

足利商工会議所

栃木商工会議所
【電話】0282-23-3131
【FAX】0282-22-7550
【ﾒｰﾙ】 tcci@t-cnet.or.jp

栃木商工会議所 創業塾
中小企業診断士による講義（事業の実現に向け
た心構え、ビジネスプラン（事業計画書）の作
成、融資制度など）を行う

創業希望者及び創業後間もない者 9/6･11･13･18･20

10月16日(火)～11月8日
(木) 全8回

http://www.u-
cci.or.jp/

【担当部署】経営支援部
【電話】028-637-3131
【FAX】028-634-8694

宇都宮商工会議
所

創業希望者及び
創業後間もない者

･主催者
下野市商工会
【電話】 0285-44-0202
石橋商工会
【電話】 0285-53-0463

･共催者
下野市商工観光課
【電話】 0285-32-8907

栃木県中小企業
団体中央会

コミュニティ＆ソーシャルビ
ジネス支援事業

コミュニティビジネスに関する相談窓口として
コミュニティビジネス支援センターを設置し、
当中央会指導員が個別相談に対応するととも
に、研修会の開催や個別グループの支援、また
機関誌等を活用して、先進事例などの情報提供
を行う。

【担当部署】経営支援課
【電話】0283-22-5511
【FAX】0283-22-5517
【ﾒｰﾙ】m.nara@sanocci.or.jp

佐野商工会議所 創業塾4
経営計画、マーケティング、財務会計、人事、
法務等の経営に必要な知識を学び、最終的に実
際に創業するための「事業計画」を作成する

創業に関心のある方、創業を目指し
ている方、創業後間もない方

8/29～10/17の毎週水曜日
全8回 各日共19:00～21:00

s-
cci@sanocci.or.j
p

創業や事業化、法人化を検討してい
る任意グループ等

http://www.tck.
or.jp/

【電話】028-635-2300
【FAX】028-635-2302
【ﾒｰﾙ】info07@tck.or.jp

栃木県商工会議所創業スクー
ル
※主　催：(一社)栃木県商工
会議所連合会
　共　催：栃木県内9商工会
議所
　事務局：宇都宮商工会議所

創業を予定している若しくは創業間もない者を
対象に専門家による講義（創業の心構えやビジ
ネスプランの作成など）を行う

創業塾

創業に関する総合的な基礎知識の学習、ビジネ
スプランの作成等（事業を開始するための心構
え、経営・マーケティングの基礎及び財務・労
務管理、資金調達等）

市内での創業希望者、創業後5年以内
の方、後継者の方、新分野進出を検
討中の方

10月～11月頃 全7回
※8割以上の出席で修了証
発行｡

http://www.city.
shimotsuke.lg.jp
/0068/genre1-
3-001.html
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栃木県内の創業支援施策一覧（行政・商工団体・金融機関・専門家・その他支援機関）

地区 分類 創業段階 参加費 定員団体・機関等名 事業名等 概要 対象者 実施時期及び回数 参考ＵＲＬ 問合せ先

10 県央 商工団体 0 全段階
5,000円
(交流会参加者は別
途3,000円程度)

10名

11 県央 商工団体 1 希望段階 5,400円 定員30名

12 県南 商工団体 0 全段階 無料 20名

13 県央 商工団体 0 全段階 無料 20名

14 県央 商工団体 0 全段階 無料 20名

15 県北 商工団体 1 希望段階 1名 5,400円 40名

16 県北 商工団体 0 全段階
無料(但し､交流会
費あり)

10名

17 県央 商工団体 1 希望段階 無料 15名

18 県北 商工団体 0 全段階 5,000円 20名

19 県北 商工団体 0 全段階 10,000円 30名西那須野創業塾

起業に必要なビジネスプランの作成や資金計
画、販路開拓、マーケティング等を学ぶ専門家
による講義および地元先輩経営者によるサポー
ト体制

創業希望者
第二創業希望者

10月～11月 全9回
※8回以上の出席で修了証
を授与

http://n-
shokokai.or.jp/

※８月中旬以降
情報掲載予定

【電話】0287-36-0697
【FAX】0287-36-8279

西那須野商工会

創業支援塾
先輩経営者の講話や、専門家による講義（創業
の基礎知識、事業プランの立て方、資金計画
等）を行う

創業希望者又は創業間もない方等
7～8月 全10回
8割以上出席で修了証を授
与

http://nasushio
bara-
shokokai.jp

【電話】0287-62-0373
【FAX】0287-63-9451
【ﾒｰﾙ】
nasushiobara_net@shokokai-
tochigi.or.jp

那須塩原市商工
会

経営(創業等)塾inやいた
先輩経営者の講話や、専門家による講義（創業
の基礎知識、事業プランの立て方、税務など）
を行う

創業希望者及び創業後間もない者
11月頃 全8回※6回以上の
出席で修了証を授与

http://yaita.sho
kokai-
tochigi.or.jp

【電話】0287-43-0272
【FAX】0287-43-1767
【ﾒｰﾙ】yaita_net@shokokai-
tochigi.or.JP

矢板市商工会

事業を開始するための心構え、経営・マーケ
ティングの基礎及び財務や労務管理、資金調達
などの創業に関する総合的な基礎知識の習得

・新規創業を検討中の者
・創業後５年以内
・後継者
・新分野進出を検討中の者

9～11月 全7回

http://www.tow
n.kaminokawa.to
chigi.jp/sinseisy
o/syoukou/sou
gyousienasemin
a.htm

上三川町商工会
【電話】0285-56-2206

上三川町商工会 創業塾

創業スクール
先輩経営者の講話や、専門家による講義（創業
の基礎知識、事業プランの立て方、税務など）
を行う。

創業希望者及び創業後間もない者
9～10月頃 全8回
※出席率80%以上で修了証
を授与

http://www.oht
awaracci.or.jp

【担当部署】中小企業相談所 指導
課
【電話】0287-22-2273
【FAX】0287-22-7643
【ﾒｰﾙ】info@ohtawaracci.or.jp

大田原商工会議
所

真岡商工会議所

真岡商工会議所

女性創業塾
専門家による講義（創業に関する基礎知識、、
マーケティング、計数管理、事業計画作成）等
を行う。

創業希望者及び創業後5年未満の者
10～11月 全5回
※3回以上の出席(第5回の
出席必須)で終了賞を授与

http://www.mok
a-cci.or.jp/cci

【担当部署】指導1課
【Tel】0285-82-3305
【FAX】0285-82-7967
【ﾒｰﾙ】info@moka-cci.or.jp

創業セミナー
専門家による講義（創業に関する基礎知識、、
マーケティング、計数管理、事業計画作成）等
を行う。

創業希望者及び創業後5年未満の者
11月 全6回
※4回以上の出席(第6回の
出席必須)で終了賞を授与

http://www.mok
a-cci.or.jp/cci

【担当部署】指導1課
【Tel】0285-82-3305
【FAX】0285-82-7967
【ﾒｰﾙ】info@moka-cci.or.jp

創業の基礎知識・手続き、ビジネスプランの作
り方、プロモーション戦略・Ｗｅｂマーケティ
ング

創業希望者及び創業後間もない者
1～2月頃 全5回
※4回以上の出席で修了証
を授与

経営相談1課 高橋
【電話】0285-22-0253
【FAX】0285-22-0245
【ﾒｰﾙ】toshi@oyama-cci.or.jp

小山商工会議所

日光創業スクール
創業における知識やノウハウを学び、創業後の
円滑な経営が図られるよう総合的なスクールを
開講する。

新たに創業を予定している方、起業
に興味･関心のある方

9/16から10/21までの毎週
日曜日(全6回)※7割以上出
席で､かつ特定創業支援事
業に該当する項目を受講し
た方に終了証を授与｡8/27
無料体験講座あり｡

http://www.nikk
occi.or.jp

今市事務所 経営支援課
【電話】0288-30-1171
【FAX】0288-30-1172
日光事務所 経営支援課
【電話】0288-50-1171
【FAX】0288-30-1172
鬼怒川事務所 経営支援課
【電話】0288-30-1171
【FAX】0288-30-1172

日光商工会議所

創業塾

かぬま起業塾
創業の基礎知識、収支計画の作り方･資金調達
方法、労務管理など経営･財務･人材育成･販路
開拓などを座学形式で行う

創業予定の方

H30年度は10月13日(土)～
12月1日(土)までの毎週土
曜日(11月17日を除く)全7
回

http://www.kan
umacci.org/arti
cle/15387831.ht
ml

【担当部署】経営支援課
【電話】0289-65-1111
【FAX】0289-65-1114
【ﾒｰﾙ】a_ohashi@kanumacci.org

鹿沼商工会議所
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栃木県内の創業支援施策一覧（行政・商工団体・金融機関・専門家・その他支援機関）

地区 分類 創業段階 参加費 定員団体・機関等名 事業名等 概要 対象者 実施時期及び回数 参考ＵＲＬ 問合せ先

20 県南 商工団体 0 全段階 無料 20名

21 全県 金融機関 1 希望段階

【入門編】
 5,400円(税込)
【実践編】
 5,400円(税込)

【入門編】
 20名
【実践編】
 20名

22 全県 金融機関 0 全段階 無料 30名

23 全県 金融機関 0 全段階 無料 各回20名

24 全県
その他支援
機関

0 全段階
無料
(ただし交流会費と
して200円)

40名

25 全県
その他支援
機関

2 準備段階 5,000円
①②とも10
名

26 全県
その他支援
機関

3 創業初期
段階

無料
各回10名

27 全県
その他支援
機関

3 創業初期
段階

5,000円
①②とも5
名

プレゼンテーションスキル向
上セミナー

新規創業して間もない方、および経営革新など
で新しくサービスや製品をPRしたい方を対象
に、プレゼンテーションのスキルアップを目指
す。

①創業5年以内の方
②経営革新等により新たな事業分野
に挑戦する企業

①②とも9月頃 各1回

http://www.toc
higi-
iin.or.jp/index/1
0/274.html

【担当部署】総合相談ｸﾞﾙｰﾌﾟ
【電話】028-670-2607
【FAX】028-670-2611
【ﾒｰﾙ】shien@tochigi-iin.or.jp

(公財)栃木県産
業振興センター

創業フォローアップセミナー
業種別に先輩起業家や専門家による講義、及び
グループ内でグループ員の事例に基づく課題解
決のための討議を行う

栃木県内で創業を希望する方および
創業して間もない方

10～11月頃 全4回(業種別
に1回ずつ)

http://www.toc
higi-
iin.or.jp/index/1
0/278.html

【担当部署】総合相談ｸﾞﾙｰﾌﾟ
【電話】028-670-2607
【FAX】028-670-2611
【ﾒｰﾙ】shien@tochigi-iin.or.jp

(公財)栃木県産
業振興センター

(公財)栃木県産
業振興センター

(公財)栃木県産
業振興センター

ベリーカフェ
著名人の講演や専門家・先輩創業者との座談会
（創業の基礎知識、事業計画の立案）など

創業予定者および
創業後間もない者

11月16日 創業予定者
11月22日 創業後間もない
者

http://www.cgc
-
tochigi.or.jp/est
ablish

【担当部署】経営支援部企業支援課
【電 話】028-635-2195
【FAX】028-635-3013
【ﾒｰﾙ】kigyousien@cgc-
tochigi.or.jp

栃木県信用保証
協会

創業希望者交流サロン
中小企業診断士や税理士などの専門家による講
義(創業の心構え、事業プランの立て方、税
務・会計の知識、マーケティングなど）を行う

栃木県内で創業を希望する方および
創業して間もない方

6～8月頃 全6回
※4回以上の出席(最終回の
出席必須)で修了証を授与

http://www.toc
higi-
iin.or.jp/index/2
/3/2.html

【担当部署】総合相談ｸﾞﾙｰﾌﾟ
【電話】028-670-2607
【FAX】028-670-2611
【ﾒｰﾙ】shien@tochigi-iin.or.jp

創業サポートアカデミー
中小企業診断士とのマンツーマンで、事業計画
を磨き上げ、創業の成功確率を高める。

創業塾の受講経験がある方、もしく
は創業塾受講者と同程度の知識を有
し、事業計画をお持ちの創業希望者

①10～11月頃
②1月～2月頃
各全5回
※4回以上の出席(最終回の
出席必須)で修了証を授与

http://www.toc
higi-
iin.or.jp/index/2
/3/1.html

【担当部署】総合相談ｸﾞﾙｰﾌﾟ
【電話】028-670-2607
【FAX】028-670-2611
【ﾒｰﾙ】shien@tochigi-iin.or.jp

創業後ステップアップセミ
ナー

先輩起業家の経験談や創業支援機関の支援策等
の周知を通じ、創業後の事業者に対する経営力
向上、ステップアップを目的に開催する。

創業後５年以内程度の創業者及び創
業予定者

9月8日
https://www.j
fc.go.jp/

<北関東信越創業支援ｾﾝﾀｰ>
【電話】048-643-3739
【FAX】048-645-7435

日本政策金融公
庫宇都宮支店

とちぎん創業塾
【入門編】【実践編】

先輩起業家の体験談や、専門家による創業に必
要な知識（経営戦略、販路開拓、財務会計、労
務管理）の習得および資金調達、ビジネスプラ
ンの作成・発表等を行う特定創業支援事業

【入門編】
・創業を考えている方
・創業に興味・関心のある方等
【実践編】
・創業間もない方
・創業後概ね5年以内の方等

実施時期
【入門編】1～2月頃 全6回
【実践編】3～4月頃 全6回
※原則､入門編･実践編それ
ぞれにつき全講義を修了し
た方に修了証を授与

【担当部署】法人営業部
【電  話】028-633-1261
【FAX】028-634-6340

栃木銀行

創業支援セミナー

創業をお考えの方や創業して間もない方をはじ
め、記帳や出納帳の書き方などについて基本的
なことを学びたい方すべてを対象に税理士を講
師に招いて行う。

創業者～創業後５年を目安にどなた
でも

毎年11月頃 年1回

http://www.as
hikaga-
sakanishi.net
/

【電話】0284-62-0346
【ﾒｰﾙ】sakanishi_net@shokokai-
tochigi.or.jp

足利市坂西商工
会
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