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公益法人に関する制度は、明治時代に民法で定められて以来ほとんど改正されることがありませんでした。

今回の制度改正は、財団法人などの民間非営利部門を社会経済システムの中に積極的に位置づけていくこと

が目的のひとつになっています。個人の価値観や社会のニーズが多様化しており、行政部門がこれらのすべて

に対応することはできません。他方で、いくら社会のニーズがあっても採算のとれない事業は民間営利部門で

は対応できません。そこで、民間非営利部門の役割があらためて注目されています。

IDECは、横浜市中小企業支援センターとして地域経済の発展をめざして、総合的な経営支援活動を展開し

てきました。今後も、公益財団法人としての責任と自覚を持って、これまでにも増して市内中小企業の現状や課

題をしっかりと踏まえ、経営支援の専門集団として、企業が求める施策の展開や経済情勢の変化に機敏に対応

した事業の実施に取り組んでいきます。

創業や企業の経営課題の解決に向けて、ＩＤＥＣ職員・専門家がお手伝いをします！

トップページでは、メニューを解りやすく整理したほか、イベ

ントカレンダーも見やすくしました。最大の特徴は、利用者の

皆様が自身で管理できる「マイページ」を新たに設けたことで

す。セミナー参加や各種相談サービス利用の申し込みや変更

をご自身のPCで管理できるようになります。このため、初めて

利用する時には、IDの登録が必要になります。見やすく、使い

やすくなったIDECホームページをご利用ください。

※メルマガはこれまでどおりメールアドレスの登録をいただけば、
お送りします。

昨年、横浜メディア・ビジネスセンター6階に設置した、女性起業家の

ための会員制シェアオフィス「F-SUSよこはま」。現在20名を越える方

に利用をしていただいており、引き続き会員を募集しています。また、

中小企業診断士を中心とした「女性起業家支援チーム」が創業や経

営相談に応じ、セミナー・交流会を開催して女性のビジネス進出、

ネットワークの拡大をお手伝いしています。今年度からは、経験の浅

い女性経営者が横浜で活躍する先輩女性経営者との交流を通じて、

自身の課題の解決に向けた助言を受けることができる「女性起業家

メンター事業」がスタートします。

1173-522）540（.LET （財団本部）　 1759-877）540（.LET （金沢拠点）

www.idec.or.jp/keiei 

4月1日からIDECは、公益財団法人に移行します。

IDECのホームページが
生まれかわります。

IDECは
女性起業家を応援しています

平成２４年度　横浜企業経営支援財団主な事業内容
●窓口等相談：IT活用・ホームページの課題にもお答えします。
財団本部事務所内にワンストップ経営相談窓口を設置、財団職員や中小企業診断士を中心とする相談員が、企業の皆様の
経営課題の解決に向けて相談事業を実施しています。
専門性の高い法律、労務などの相談には、弁護士、社会保険労務士などの専門家がお答えします。今年度から小規模企業や
起業家にとって不可欠なIT活用やホームページの課題にもお答えできるよう、「IT活用相談」をスタートします。
また海外ビジネスを行うにあたっての留意点や、海外契約書の作成などの相談にも対応をしています。
専門相談は事前にご予約が必要です。

●創業支援：起業をめざす方々に様々なメニューを用意しました。
横浜で創業を目指す起業家等を支援するため、事業コンセプトの構築から会社の設立までをコースで受講できる、「横浜・創
業塾」をはじめ、創業支援セミナー・交流会等を昨年に引き続き開催します。

●金沢産業団地内での相談窓口：横浜南部地域の企業の方、ぜひご利用ください。
昨年、横浜市金沢産業振興センター2階に設置した地域相談窓口で、中小企業診断士が常駐して企業の経営課題の解決に
向けた相談をお受けしています。

●横浜型地域貢献企業支援：地域に貢献する企業を応援します。
企業の社会的責任（CSR）と地域に密着した経営という2つの視点から、地域に貢献する企業を「横浜型地域貢献企業」として認
定し、その永続的な成長及び発展を支援するため、認定企業向けセミナー・交流会の開催、認定企業のPRを実施していきます。

●「横浜ものづくりコーディネート事業」を開始します。
ものづくりに関連する市内中小企業が新分野進出、新製品開発などを行う際に必要となる大企業や中小企業、大学研究機関
等との技術連携や共同開発などをコーディネートする「横浜ものづくりコーディネート事業」を開始しました。各技術分野の
専門家が、きめ細かなサポートで支援しますので、お気軽にご相談ください。

●横浜の環境ビジネスを支援します。
横浜市内には、多数のIT関連企業や、理工系大学が集積しています。横浜市と横浜企業経営支援財団は、環境・エネルギー分野を
テーマとしたセミナー・研究会などにより企業間ネットワークを形成し、新分野・新事業展開を目指す「横浜環境ビジネスネットワー
ク」（会員制）を運営しています。環境関連情報もメールマガジンで配信しておりますので、ご興味のある方は是非ご入会ください。
URL:http://www.yokohama-kbn.jp

IDEC上海事務所
3月26日、上海事務所副所長に川北彰子（かわきたあきこ）が着任しました。
中小企業診断士の資格を持ち、一貫して横浜市内中小企業支援業務に携わってます。今後は上
海を拠点として、中国ビジネス展開する企業の皆様に、お役に立てるような活動をしていきます。
上海事務所は今年開設25周年を迎え、5月9日に上海市内で記念レセプションも開催します。
皆様、お気軽に事務所をご活用ください。

公益財団法人  横浜企業経営支援財団
〒231-0011　横浜市中区太田町2丁目23番地
横浜メディアビジネスセンター7F
Te l. 045-225-3700（代表）
Fax. 045-225-3737

●JR「関内駅」北口より 徒歩5分
●横浜市営地下鉄　「関内駅」1番出口より 徒歩6分
●みなとみらい線　「馬車道駅」7番出口より 徒歩5分
　　　　　　　　　「日本大通り駅」1番出口より 徒歩5分

●首都高速「横浜公園ランプ」5分
　（民間の駐車場をご利用ください）

車

電車

（年4回発行）



イベントスケジュール
2012年
4月～6月

一部を除き、セミナーへの参加申込みや各種相談サービス利用のお申込み・
変更をご自身のPCで管理できるようになります。
初めて利用する時には、利用者登録が必要となります、詳細については、財団
ホームページ(http://www.idec.or.jp/)をご覧ください。
お問い合わせ ： TEL（045）225-3711

お申し込み
方法

■セミナーPick Up

女性起業セミナー 創業セミナー 海外ビジネスセミナー

日 時 イ ベ ン ト 名  /  会 場

4 日（水）14:00～16:30

バリア・ブンタウ省投資促進セミナー
～ベトナムにおける中小製造業の新たな拠点の可能性～
 / KGU関内メディアセンター（横浜メディアビジネスセンター8階）

2012.4　April

バリア・ブンタウ省の投資環境やレンタルファクトリーをはじめ中小製造業向けの今後のサポートなど
についてお伝えします。

10 日（火）14:30～16:00
起業チャレンジセミナー / 財団大会議室
IDEC の窓口相談員が創業を考えている方の疑問にお答えします。

12 日（木）15:00～16:00
日本公庫・創業セミナー / 財団大会議室
日本公庫の担当者がお金を借りるときのポイントや創業者向けの融資制度を説明します。

16 日（月）14:00～18:00
IDEC中国ビジネス道場 / 財団大会議室
中国ビジネスに関する最新政策課題について水野真澄氏がレクチャー＆ディスカッションします

18 日（水）14:00～16:00
女性のための起業チャレンジセミナー / 都筑区総合庁舎３階
女性が起業する際の疑問や不安の解決に向けたセミナーです（女性対象）

20 日（金）14:00～17:00
中国販路開拓分科会「中国展示会徹底活用術」 / 財団大会議室
中国や台湾の展示会の活用方法を徹底研究

23 日（月）13:30～17:00
はじめての海外取引セミナー / シンポジア
海外販路開拓を目指した中小企業のグローバル化についてのセミナー東京大学戸堂教授をお迎えして
開催します

2012.5　May
日 時 イ ベ ン ト 名  /  会 場

貿易実務初級基礎講座（輸出編）全６回 / 会場未定
実務に役立つ貿易書類の見方や作成の仕方について懇切丁寧に解説します。

9 日（水）18:00～20:30

財団上海事務所設立２５周年記念レセプション（横浜産業倶楽部）
/ 中国上海市内ホテル
横浜企業経営支援財団上海事務所の設立２５周年を記念して、横浜産業倶楽部記念レセプションを
開催します

19 日（土）
26 日（土）

10:00～16:00

9 日（水）
23 日（水）

14:00～17:00

【横浜・創業塾　第 1コース】
起業に絶対欠かせない「お金を稼ぐしくみ」を考えよう / 財団大会議室　
事業のコンセプトを明確にしたビジネスモデルの構築方法について講義とワークで学びます。

31 日（木）15:00～17:00

【IT 力強化セミナー】ソーシャルメディアを使い倒す！
無料ツールを使った売り上げ計画 / 財団大会議室　
Facebook Twitter などのソーシャルメディアをその「落とし穴」に気をつけながら効果的にビジネ
スで活用する方法を学びます。

17 日（木）13:00～15:00

F-susよこはま　オープン1周年記念セミナー
「女性社長が日本を救う！」
 / KGU関内メディアセンター（横浜メディアビジネスセンター8階）
女性社長を応援する活動を精力的に行っている（株）コラボラボの代表取締役　横田響子氏をお迎えします。

15 日（火）18:00～19:30
起業チャレンジセミナー / 財団大会議室
IDEC の窓口相談員が創業を考えている方の疑問にお答えします。

17 日（木）15:00～16:00
日本公庫・創業セミナー / 財団大会議室
飲食店を始めようとお考えの方へ、日本公庫の担当者が創業計画のポイントを説明します。

18 日（金）13:30～17:00
中国経済情報セミナー / 横浜情報文化センター6階情文ホール
定例の華鐘コンサルテインングセミナー。中国最新情報を提供します

2012.6　June
日 時 イ ベ ン ト 名  /  会 場

創業塾　特講（業種編）　ネットショップ編 / 財団大会議室
ネットショップで起業する際のポイントや注意事項について、実際の店舗との比較を交えながら解説します。

7 日（木）14:00～16:00

5 日（火）19:00～21:00

女性のためのスタートアップセミナー
経営者の思いを明文化、経営理念の策定
これから創業、あるいは創業後間もない女性の方々を対象としています。第１回は経営理念について、
女性起業家支援チームの先生より説明します。

12 日（火）14:30～16:00
起業チャレンジセミナー / 財団大会議室　
IDEC の窓口相談員が創業を考えている方の疑問におこたえします。

14 日（木）15:00～16:00
日本公庫・創業セミナー / 財団大会議室
女性・若者・シニアの方を対象に、創業支援メニュー、創業事例を中心に説明します。

9 日（土）
16 日（土）

10:00～16:00

【横浜・創業塾　第 2コース】
お客さまは誰？「売れるしくみ」を考えよう / 財団大会議室
事業を続けていくための売れるしくみ（＝マーケティング）について、その考え方のツボやポイント
を講義とワークを通じて学びます。

30日（土）
7月7日（土）

10:00～16:00
【横浜・創業塾　第 2コース】 / 財団大会議室
事業を始めるときのお金の考え方とお金を絶やさないようにするための計画のつくり方を講義とワ
ークを通じて学びます。

19 日（火）19:00～21:00
創業塾　特講（業種編）　小売業（雑貨関連）編 / 財団大会議室
主に雑貨関連を販売する小売業で創業で考えている方向けて、その注意点を中心に解説します。

21 日（木）19:00～21:00
創業塾　特講（業種編）　ビューティ業界編 / 財団大会議室
主にビューティ業界、中でも「小規模サロン」での創業を考えている方向けに、業界独特の注意点を講
師自らの経験を基づいて解説します。

21 日（木）10:00～12:00

女性経営者塾　第１回：目指せミリオネーゼ！
事業を大きく育てる経営マインド」 / 財団大会議室
「これから事業を拡大したい！」と考えていらっしゃる女性経営者の方々を対象としています。第１回は、
ゲスト講師を招き、どのような方向性で事業拡大を考えたらよいのかなど適切なアドバイスを頂きます。

女性専用スタートアップオフィス｢F-susよこはま｣ オープン1周年セミナー
F-SUS会員の1年間の起業奮闘ストーリーをご紹介するとともに、「女性起業家メンター事業」など、
今年新たに展開する、横浜市の女性起業家支援事業をご紹介します。また、女性社長を応援する活
動を精力的に展開している（株）コラボラボ　代表取締役の横田響子氏をお迎えして、横浜の女性起
業家、そして起業を目指す女性達へのメッセージを頂きます。

【参加費】無　料（交流会参加費は別途1,000円かかります。）　　【定　員】100名（先着・事前申込制）

平成24年横浜・創業塾　【横浜・創業塾  第1コース】
起業に絶対欠かせない「お金を稼ぐしくみ」を考えよう
テーマ：事業コンセプト / ビジネスモデル

5月19日からスタートする、第1コース　「起業に絶対に欠かせない『お金を稼ぐしくみ』を考えよう」では、事業の原点となるビジネ
スモデルと事業コンセプトについて、どう考え、どうすれば構築できるか、講義とワークを通じて学びます。
　講師は、全国の創業塾や講演などで活躍する、横浜ビジネスエキスパート、中小企業診断士の竹内幸次先生です。

【参加費】7000円 / 名　【定　員】20名

平成24年　横浜・創業塾がスタートします。

　昨年からスタートした横浜・創業塾は、今年から大幅にパワーアップしました。
　創業に必要な知識・ノウハウを約１年間かけて学ぶ基本コース（全９コース・１８回）、基本コースでは学ぶことができない
分野（小売・飲食・ビューティー業など７分野）ごとのポイントや、経理・財務・契約などの法務など、ご自身の苦手な部分を集中
的に学べる特別講座など、様々なメニューを用意しました。
　これらの講座は単なる講義ではなく、ワーク（演習）やディスカッションも交えた実践的なプログラムとなっています。

●各コースの案内は、次号からのイベントスケジュールにて随時ご案内していきます。

5 /19（土）26（土）10:00～16:00開催

5 /17（木）
13:00～15:00開催


