
 

■メールマガジンによる情報配信 

・産創館の総合イベント情報「Bplatzweekly」（発行日：毎週火曜） 

儲かるビジネスネタが欲しい方に！民間出身スタッフが柔らかアタマで企画したビジネスイベ

ントの最新情報。毎回満員御礼の商談会、配信直後に申込みが殺到するセミナーの新着をはじめ、

ビジネスに役立つ情報をタイムリーに配信。 

・サンソウカン起業家応援マガジン（発行日：第一・第三金曜） 

創業・起業・独立をめざしている方や起業後間もない方に向けたメールマガジン。イチオシコ

ラムや、創業準備について学べるイベント・セミナー・連続講座など起業に役立つ情報を掲載。 

・ものづくり通信（発行日：第二・第四木曜） 

生産管理・品質管理など製造現場で役立つセミナーのほか WEB 活用などの営業力強化セミナー、

技術商談会、交流会、研究シーズ発表会などのイベント情報をお届け。 

・作って売るを応援するメルマガ「ツクウル」（発行日：毎月１回） 

消費者向けの商品の企画や開発、マーケティングに携わる方を対象としたおすすめのセミナー

やイベント情報をお届け。 

・社長のメルマガ （発行日：第二・第四水曜） 

「社長のメルマガ」のみ、ユーザー登録時の選択ではなく、経営者様限定で配信。 

 

（６）大阪産業創造館システム運営 

大阪産業創造館で展開する事業を発信するためのｗｅｂサイトやメールマガジン、コンサルテ

ィング事業の受付・回答、ならびにセミナー・研修・マッチングなどの各種事業への申込受付な

ど、大阪産業創造館の会員情報など一切を管理している大阪産業創造館の生命線とも言うべきシ

ステムを維持し、有効なツールとして活用。 

 

 

【交付金２：中小企業成長促進事業】 

（１）経営革新支援事業 

大阪産業創造館を活用し、中小・ベンチャー企業等を対象に、経営力強化に役立つ各種セミナ

ーや、講師と受講者が双方向でやり取りすることにより経営知識を習得するゼミ、長期研修、ワ

ークショップなどを開催するほか、新しいデジタル技術を活用する事で変革をもたらす「ＤＸ活

用」など、多様なテーマ設定で商談会やビジネス・イベントなどを開催し、販路拡大や事業提携

の促進に取り組んだ。 

また、新たなビジネスプランをもつ企業とオーナー経営者や金融機関とのマッチングを図り、

経営上の助言や投融資、販路開拓、事業提携などの経営支援を受けられる機会を提供する。 

さらに、大企業のＯＢなど、技術に精通したコーディネーターを活用し、ものづくりにおいて

優れた技術をもつ市内中小企業の販路拡大や事業提携を支援するとともに、大学や研究機関が持

つ知的財産を活用した技術開発などにつながるマッチング事業を行い、新事業の創出や経営の革

新を促す取り組みを実施した。  

 

①各種ゼミ・ワークショップ 

経営者の意識改革や経営革新を促し、課題解決能力を高めるために、参加者同士の徹底的な議

論の中から、実際に各社の経営課題の解決法を導き出して実践する、少人数制のワークショップ

等を実施した。 

 

・経営ゼミ 

「KPI マネジメント」「人事評価制度」「価値構築経営の構造」「経営改善」「B/S 経営」「キャッシ

ュマネジメント」をテーマに、3～5 回程度のシリーズで学ぶ短期集中講座を開催。（実践に繋がる

知識を総合的に学ぶ。） 

【経営ゼミ 6回開催 参加者数 92名】 

 

 



・ワークショップ 

中小企業によくある経営課題をテーマに、ディスカッションや演習を通じて学ぶ少人数制のプ

ログラム。各社の状況や実態に即したアドバイスも行い、課題解決の方向付けに繋げた。 

【ワークショップ 1回開催 参加者数 7名】 

 

・1日完結ワークショップ 

講義に加え、作業・ディスカッション・ロールプレイングなどを盛り込むワークショップとし

て 1 日完結型で開催。 

セミナーよりも、テーマ・ポイントを絞り、その場で実践する事で、すぐに使える知識・スキ

ルを提供する。 

【1日完結ワークショップ 1回開催 参加者数 8 名】 

 

 
 

・実践ワークショップ 

「プレスリリース作成」など、商品やサービスを紹介する際にポイントとなるコンセプトをテ

ーマにしたワークショップを開催。 

【実践ワークショップ 2 回開催 参加者数 14名】 

 

・中期経営計画策定サポートプログラム 

中小企業が継続的に使える中期経営計画書の策定を目的に、面談と訪問を交え、特徴・方針を

確認しながら、専門家とともに自社の環境・実状に合わせた内容を作り上げるプログラムを実施。 

【中期経営計画策定サポートプログラム 1回開催 参加者数 5社】 

 

②各種セミナー 

日々事業を進める経営者にとって、経営課題解決につながる知識やビジネスに役立つ情報をつ

かむ事は、変化の激しい市場環境を乗り切るために重要なことである。そのために、様々な時事

情報を提供するとともに、経営者として知っておくべき経営の基礎知識の習得や、専門分野の知

識提供など、大阪産業創造館で実施する支援メニューに横断的につながるセミナーを実施した。 

 

・セミナー 

経営理念・営業戦略など、今の時代の経営に 

必要な知識やビジネストレンド情報を 

わかりやすく解説。 

【セミナー 18回開催 参加者数 548 名 

（ライブ配信 参加者数 76名）】 

 

・はじめての〇〇セミナー  

会計・実践、会計・基礎・資金繰り、資金調達・税金・企業経営・ハラスメント・就業規則・

契約書・中期経営計画・人材・債権回収・DX・人事評価制度など経営課題を解決することを目的

に様々なテーマを取り上げ、会社経営のイロハを学ぶ。 

【はじめての〇〇セミナー 18回開催 参加者数 502名】 

 

・マーケティングセミナー  

売れる商品をつくるためのアイデア出しから、企画・開発、テストマーケティング、ブランデ



ィング、プレスリリースまで、さまざまなテーマを中心に各種セミナーを開催。 

【マーケティングセミナー 23回開催 参加者数 979名（ライブ配信 参加者数 66名）】 

 

・デザインセンター共催セミナー 

中小企業経営者や商品企画・開発担当者に向けて、自社の強みをいかした独自商品開発のため

のアイデア発想の仕方を提供することを目的に開催。 

【デザインセンター共催（オンライン） 1回開催 参加者数 52名】 

 

・海外ビジネスセミナー 

海外に関するビジネスを進めたい中小企業を応援するために様々な角度からの情報を提供する。 

【海外ビジネスセミナー 7回開催 参加者数 164 名】 

 

・トークライブ！ 

企業経営者・著名な有識者を講師とするセミナー。講師の経験や知識・考えを聞いて頂く事で、

経営のヒントやモチベーションアップにつなげた。 

【トークライブ！ 4回開催 参加者数 135名（ライブ配信 参加者数 79 名）】 

 

・トピックスセミナー 

法改正、社会動向などにおいて、情報提供・周知が必要と思われるテーマについて、タイミン

グを逃すことなく、経営者に提供。 

【トピックスセミナー 2 回開催 参加者数 74名】 

 

・採用力強化セミナー 

激しい採用競争が続く中、中小企業が自社に必要な人材を獲得するための採用力の強化を目的

としたセミナーを開催。 

【採用力強化セミナー 5 回開催 参加者数 70名】 

 

・事業推進セミナー 

中小企業の幅広い課題に対応するために、様々なテーマを検討し、タイムリーな情報提供を行

うセミナーを実施。 

【事業推進セミナー 8回開催 参加者数 307名（ライブ配信 参加者数 100名）】 

【事業推進セミナー （オンライン） 1回開催 参加者数 137 名】 

 

・現場力向上セミナー  

中小製造業の経営者や経営幹部、部門の管理責任者を対象に、製造現場で役立つテーマ（品質

管理・現場改善・リーダーシップ・5Ｓなど）を取り上げて開催。 

【現場力向上セミナー 8 回開催 参加者数 287 名】 

 
 

・ものづくり企業の WEB活用プログラム 

製造業に特化したＷＥＢサイト活用を目指した講座を開催。（講座を通して、自社ページの設

置・運用を開始してもらい、問い合わせや成約数の増加、人材募集ページの作成による経営力強

化を目指す。） 



【ものづくり企業の WEB活用プログラム 1回開催 参加者数 9名】 

【WEB 活用プログラムセミナー ライブ配信 1回開催 参加者数 79名】 

 

 
 

・オープンラボラトリー 

大阪市立大学が持つ、様々なシーズや研究内容について、中小企業に分かりやすく提供する発

表会を実施。 

【オープンラボラトリー 3回開催 参加者数 46 名（ライブ配信 参加者数 105 名）】 

【オープンラボラトリー （オンライン） 1回開催 参加者数 51名】 

 

・ORIST技術情報セミナー、技術力向上セミナー、テクニカルセミナー 

製造業と関わりの深い技術分野にスポットを当て、その技術の基礎的な内容と動向、応用事例

などを解説するセミナーを開催。 

【ORIST技術情報セミナー 1回開催 参加者数 52 名（ライブ配信 参加者数 171名）】 

【技術力向上セミナー 3 回開催 参加者数 89名】 

【テクニカルセミナー 3 回開催 参加者数 139 名】 

 

 
 

・ものづくり向上委員会 

組織に課題を感じているがどうすればいいか分からない、組織を活性化させたい、と思う経営

者に向けて、フォーラム形式で情報提供を実施。 

【ものづくり向上委員会 1回開催 参加者数 64 名】 

 
 

・特許情報活用講座、商標情報活用講座 

特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）の検索システムについて、実際にパソコンでの操作を



行いながら、実技指導と演習を行い、特許・商標情報を有効活用するため、検索システムの使用

方法を学ぶ講座を開催。 

【特許情報活用講座 1回開催 参加者数 10名】 

【商標情報活用講座 1回開催 参加者数 6名】 

 

・ビジスク online+ 

長年の支援活動で培ったノウハウと経営・起業支援に熱い想いを持つ講師の力を結集し作り上

げたセミナーを、オンラインで提供。 

【ビジスク online＋ オンライン開催 28回配信 視聴数 636 名】 

 

③事業承継セミナー 

中小企業の大きな課題でもある事業承継に関する課題解決につなげるために、情報提供を行う

とともに、必要な知識を習得する機会を提供。 

【事業承継セミナー 2回開催 参加者数 42名】 

 

④なにわあきんど塾 

【未来を切り拓く若手経営者のための塾】 

経営環境の変化がますます激しくなる中、選ばれ続ける企業になるためには、経営の基礎的知

識とともに、先を見通す視野、戦略を立てる知恵、そして実行するリーダーシップが必要である

ことから、約 1 年をかけてそれらのスキルをバランス良く体得できるプログラム編成と、それぞ

れ第一線で活躍する講師による講座を実施。 

 

 
 

【なにわあきんど塾第 36 期 参加者数 22 名】 

【なにわあきんど塾第 37 期 無料説明会 1回開催 参加者数 14 名 

（ライブ配信 参加者数 16名）】 

 

・なにわあきんど塾卒塾生プログラム 

これまで 1000 名以上が参加した「なにわあきんど塾」の卒塾生向けに、経営改善やビジネスチ

ャンスの獲得につながるテーマを設定し、座学だけでなく、交流促進なども含めたプログラムを

提供。 

【フォローアッププログラム なにわあきんど塾 34 期 参加者数 15名】 

 

⑤中小企業のＢＣＰ（事業継続計画）策定・演習サポートプログラム 

自然災害や人為災害などが発生した際に、事業を継続するための具体的な行動計画である「事

業継続計画書（BCP）」の策定をサポート。 

さらに、感染症対策を含む BCP 策定を支援する「コンパクトＢＣＰ」にて動画コンテンツとフ

ォーマットを提供するとともに、BCP 運用に際して必要となる就業規則・労務管理・資金調達方法

などまで含め、配信事業「ビジスク online」を行うことで、市内中小企業の BCP に対する理解促

進並びに策定に向けた一層の意欲喚起を図った。 

【演習コース 参加社数 1社】 

【策定コース 参加社数 4名】 

【無料説明会 2回開催 参加者数 34名（ライブ配信 参加者数 190 名）】 

 

 

 



⑥ビジネスチャンス倍増プロジェクト 

技術や企業情報などに精通し幅広い人脈を持つ大企業ＯＢ 

をマッチングナビゲーターとして活用し、有望な技術を有する 

市内中小企業と大手企業や他の中小企業とのマッチングを 

図り、新たなビジネスの成約や事業提携を目指した活発な企業 

間取引促進をサポート。 

 

■活動内容： 

経験豊富な企業ＯＢであるマッチングナビゲーターが、１社ずつ個別訪問を行い、経営者と話

をし、現場を確認することで、技術力・経営課題・要望を把握。    

その技術内容を元に、大阪産業創造館が持つ中小企業情報、企業ＯＢが持つ大手メーカー・大

手商社などのネットワークを活用して、支援企業の技術・要望に最適な企業紹介を実施。 

 

■事業の流れ 

 
 

 

【ビジネスチャンス倍増プロジェクト（再訪問数） 166社】 

【ビジネスチャンス倍増プロジェクト（新規訪問数） 37社】 

 

⑦技術シーズ発表会 

中小製造業にとっては、日々の技術課題解決とともに、新たな技術を開発する事は欠かせない

取り組みである。そのためのパートナーとして、大学や研究機関が最新の研究成果を発表し、積

極的に技術開発に取り組んでいる中小企業との出会いの場を提供した。 

【技術シーズ発表会 1回開催 参加者数 21名 

（ライブ配信 参加者数 109名）】 

【産業技術支援フェア 1 回開催 参加者数 64名 

（ライブ配信 参加者数 258名）】 

 

⑧テーマ別商談会 

中小企業にとって、商談会は重要なビジネス 

チャンスの場であるが、大型の商談会は費用も 

高く、開催日数も長期にわたるため、負担が 

大きい。 

そのため、中小企業に最適な販路拡大や技術提携のきっかけとなるように、技術テーマやマー

ケットテーマを厳選し、来場者が限定されることで、負担も少なく効率的・効果的なビジ 

ネスチャンスの提供を目指したテーマ別商談会を開催。 

【テーマ別商談会（ものづくり）14 回開催 参加者数 9,266名 出展社数 541 社】 

【テーマ別商談会（マーケティング）6回開催 参加者数 2,449 名 出展社数 174 社】 

【テーマ別商談会同日開催集客セミナー1回開催 参加者数 36名】 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

⑨ものづくりパートナーマッチング 

情報交換・マッチングを目的に、テーマに興味がある企業を集めた出会いの場を提供。 

【ものづくりパートナーマッチング（サンスター株式会社）1回開催 参加者数 35 名】 

 

⑩クラウドファンディングサポートプログラム 

 クラウドファンディングを成功に導くために、専門家がプロジェクトの計画サポートと共感を

呼ぶためのマーケティング支援を実施。 

【クラウドファンディングサポートプログラム 参加社数 2社】 

       

⑪産創館テックリーチ 

 大阪産業技術研究所を中心に大阪産業創造館のネットワークにある公設研究所、試験機関など

を紹介。 

【産創館テックリーチ 参加社数 5社】 

 

⑫製造業の現場改善！強い現場づくりプロジェクト 

 現場改善で豊富な実績をもつ専門家が直接工場を訪問し、現場担当者自ら改善点を考え、実行

していただくオーダーメイド型の改善プログラム。 

【製造業の現場改善！強い現場づくりプロジェクト 参加社数 3社】 

 

⑬販路拡大ターゲットマッチング 

中小企業とのマッチング可能性が高い販路を持つバイヤーが、商材を募集するビジネスマッチ

ングイベントを開催。 

【販路拡大ターゲットマッチング 7回開催 参加社数 110 社】 



【販路拡大ターゲットマッチング（オンライン） 1回開催 参加社数 7社】 

 

⑭IAG ベンチャーサポート発表会 

ベンチャーや新規事業にチャレンジする企業にとって、出資や販路開拓、事業提携の機会を得

る事は、事業を飛躍させるために重要である。 

そのための場として、関西のオーナー経営者で組織された IAG（インキュベーション・エンジ

ェル・グループ）のメンバーや金融機関・ベンチャーキャピタル（VC）に対して、ベンチャー企

業が自社のビジネスプランのプレゼンテーションを行うことにより、IAG メンバーからの出資、販

路開拓、事業提携などの支援や金融機関・VCからの資金調達の機会を提供。 

【IAG ベンチャーサポート発表会 2回開催 最終発表者 9名／応募者数 32名】 

 

・IAG フォローアッププログラム 

IAG ベンチャーサポート発表会の参加企業の中などから選出したベンチャー企業に対し、フォ

ロー支援を実施。 

スタッフコンサルタントが、選出企業に必要な支援内容を策定し、その内容に基づいて寄附金

を活用したサポートを実施。 

【IAG フォローアッププログラム 支援企業数 7社】 

 

⑮モニター・アンケート調査事業（サンソウカンｄｅモニター会） 

中小企業における新商品・新サービスの開発や改良を支援するため、女性を中心とした消費者

モニターを活用したマーケット調査を実施し、企業のマーケティング戦略の支援を行う。 

・モニターイベント 

化粧品や雑貨・食品など、商品について女性から率直な意見が聞きたい中小企業が出展するイ

ベント。会場内で、参加者に対して商品を紹介・配布し、アンケートにそって「見て」「使って」

「試して」「体験して」その感想を企業に伝える。バラエティに富んだ業界の企業が出展している

にぎやかなイベントを実施。 

【モニター会イベント 3 回開催 参加者数 473 名 出展社数 27社】 

【モニター会 WEB アンケート 1回開催 参加者数 146名 出展社数 8社】 

 

 
 

・座談会（グループインタビュー） 

６～８人程度の少人数で、実施するモニター調査。企業が提示する商品・サービスに対する感

想や意見、商品を普段どのように買っているか、不満や不便に思っていることなど、テーマにそ

ってじっくりヒアリング調査を実施。 



【モニター会グループインタビュー 23回開催 参加社数 19社】

 
 

⑯売れる商品づくりサポートプロジェクト 

 商品企画における企業のステージに応じて、利用可能なサービスを案内。 

【売れる商品づくりサポートプロジェクト 参加社数 1社】 

 

⑰交流会 

中小企業の情報交換やビジネスマッチングにつながる場として、関心の高いテーマ（新規事

業・インバウンド・技術他）を選定し、新事業や新商品開発、販路拡大につながるような交流会

を開催。 

・ビジネス交流会 

今後の展開が期待される市場をテーマ別に分けて、対象商材・サービスを持つ企業同士の交流

会を実施。 

【ビジネス交流会 2回開催 参加者数 54名】 

 
 

⑱外国人起業促進支援事業 交流会 

 在留資格やオフィス物件契約の情報提供や先輩外国人起業家の体験談など、日本でのこれから

の道を考えるきっかけづくりのための交流会を開催。 

【外国人交流会 1回開催 参加者数 17人】 

 

⑲外国人起業促進支援窓口 

「大阪市 外国人起業活動促進事業（スタートアップビザ）」を実施するため、外国人起業促進

支援窓口を設置。 

大阪市において起業を希望する外国人が、外国人起業準備活動計画等を大阪市に申請し、確認証

明書が交付された場合、入国管理局の審査を受けることで、在留資格「特定活動」が認められる。 

この在留資格「特定活動」が認められた外国人起業家を大阪産業創造館においてサポートを行う

ことによって、管理・支援を行い、大阪市での外国人起業家の創出につなげる。 

【外国人起業活動促進事業 問合せ 75件 相談数 26件】 

 

（２）成長分野等への参入促進、事業成長支援 

大阪産業創造館を活用し、医療・介護・健康分野等の成長産業分野において、新たな需要の創

出が期待できる製品・サービスの事業化をめざす中小企業等のプロジェクトの支援を行った。 
1. プロジェクトサポート業務 



(１) プロジェクト選定業務 

①プロジェクトの公募 

・プロジェクト認定募集要項を作成し、プロジェクトの公募・受付を行った。 

【面談件数】21件 

 

②審査等 

・申請のあったプロジェクトについて、一次審査会（書類審査）・二次審査会（面談審査）を行い、有

識者審査会に諮るプロジェクト選定を行った。また必要に応じて、専門家の技術評価・財務調査を行

った。 

ア. 1次審査（書類審査） 

【評価件数】42件 

【二次審査会に諮るプロジェクト件数】20件 

イ. 2次審査（面談審査） 

【評価件数】19件 

【有識者審査会に諮るプロジェクト件数】 14件 

ウ. 有識者審査 

4 名の有識者で構成した審査会を開催した。 

【開催日時】令和 3年 9月 2日(木) 10:00～17:00 

      令和 3年 9月 17日(木) 10:00～18:00 

【審査委員】Ａ2Ｏ株式会社  代表取締役社長 寺田 豊計 氏 

BCC株式会社 代表取締役 伊藤 一彦 氏 

 関西みらい銀行 水原 正樹 氏 

 株式会社大塚商会 清水 詠 氏 

【審査プロジェクト】14件 

【審査結果】9件認定 

 

 
 

エ プレゼンテーション指導 

事業プレゼン動画の撮影に際し、プレゼンテーション指導（オンライン）を実施 

【実施日】令和 3年 10月 1 日（金） 

【実施方法】オンライン実施 

【講師】株式会社 Smart Presen 代表取締役 新名 史典 

【参加企業】9社 

 

オ ハンズオン支援期間の更新審査 

令和 3年度の認定プロジェクト 7件について、令和 4年度におけるハンズオン支援期間更新の適否に

ついて審査を行った。 

【開催日時】令和 4年 3月 11日（金）7社を審査 

【場所】オンライン実施 

(２) ハンズオン支援業務 

認定プロジェクト 18 件（令和 2 年度認定 9 件、令和 3 年度認定 9 件）について、認定プロジェクト

実施企業と担当コーディネーター（ＣＤ）が月 1回以上面談し、プロジェクトを推進する上での課題を



整理。進捗管理シートによりプロジェクトの推進状況を共有して、担当ＣＤが課題解決のための支援

をコーディネートするハンズオン支援を行った。 

①ハンズオン会議の実施 

認定プロジェクトの進捗状況やハンズオン支援の状況を月に１回開催するハンズオン会議で、発注

者に報告した。 

 

②認定プロジェクト紹介冊子の作成 

【仕様】 Ａ4版 46ページ 

【掲載企業数】73社 

【部数】3,500部 

【作成時期】令和 4年 2月 

【配布先】 

 

 
 

２. 新規事業創出業務 

(１) 新規事業創出ワークショップの開催 

自社で新規事業の創出を担う方々が「イノベーティブ思考」という新たな「考え方」に基づき、企

業の枠を越えたかたちでチームを組み、多様性を活かしながら、自社だけでは成しえない新しいビジ

ネスの創出をめざすワークショップを開催した。 

 

①アントレプレナー育成プログラム 2021 

【開催日程】令和 3年 8月 6日（金）10：00～19：00、 

令和 3年 8月 23日（月）10：00～19：00 

【開催場所】大阪産業創造館（オンライン実施可） 

【アンケート】回収数 6件 満足度 100％（大変満足 4件、満足 2件） 

【講師】田所 雅之 株式会社ユニコーンファーム CEO 

【参加者】16名  

 
 

 

 

 



②新規事業創出ブートキャンプ 2021  -新たな価値を生み出す新規事業の創出- 

【開催日程】 ・新規事業コンセプトデザイン 

・新規事業アーキテクチャデザイン 

開催日時 講師 参加者数 

＜新規事業コンセプトデザイン＞ 

第１回 令和 3年 9月 14日（火）10：00～18：00 
株式会社大塚商会 営

業本部  

トータルソリューショ

ングループ  

経営支援サービス室  

清水 詠 氏 

18名 

第 2回 令和 3年 9月 29日（水）13：00～18：00 17名 

第 3回 令和 3年 10月 6日（水）13：00～18：00 17名 

＜新規事業ストラクチャーデザイン＞ 

第 4回 令和 3年 10月 22日（金）13：00～18：00 
17名 

第 5回 令和 3年 11月 8日（月）13：00～18：00 15名 

第 6回 令和 3年 11月 22日（月）13：00～18：00 17名 

【開催場所】大阪産業創造館（オンライン実施） 

【アンケート】回収数 9件 満足度 89％（大変満足 3 件、満足 5件、不満 1件） 

【成果】16件のビジネスプランを発表。形を変えつつも参加者の新規事業の取組みは 

続いており、個別フォローを行っている。 

 
 

③ヘルスケアビジネス開発ワークショップ 2021 

【開催日程】  

・ヘルスケア・ビジネスローンチ（0→1）のための「事業構想」と「事業計画」 

・ヘルスケア・ビジネスグロース（1→10）のための「事業分析」 

・ヘルスケア・ビジネスグロース（1→10）のための「事業戦略」① 

・ヘルスケア・ビジネスグロース（1→10）のための「事業戦略」② 

・ヘルスケア・ビジネスグロース(10→100)のための「事業展開」 

開催日時 講師 参加者数 

第１回 令和 3年 10月 18日（月）13：00～18：00 
株式会社ヘルスケア・

ビジネスナレッジ 代

表取締役社長  

西根 英一氏  

20名 

第 2回 令和 3年 11月 1日（月）13：00～18：00 20名 

第 3回 令和 3年 11月 15日（月）13：00～18：00 19名 

第 4回 令和 3年 11月 29日（月）13：00～18：00 19名 

第 5回 令和 3年 12月 13日（月）13：00～18：00 18名 

【開催場所】大阪産業創造館（オンライン実施可） 

【アンケート】回収数 15件 満足度 100％（大変満足 13件、満足 2件、） 

【成  果】11件のビジネスプランを発表。形を変えつつも参加者の新規事業の 

取組みは続いており、個別フォローを行っている。 

 

④ワークショップのフォローアップ   

次年度以降の大阪トップランナー育成事業認定をめざし、個別相談に対応するなど実際の事業化を

推進した。個別メンタリングの実施。 

開催日時 メンター 案件数 

令和 3年 12月 3日(金) 清水 詠氏 5件 

令和 3年 12月 6日(月) 清水 詠氏 6件 

令和 3年 12 月 16日(月) 清水 詠氏 3件 



令和 3年 12 月 21日(火) 清水 詠氏 5件 

令和 4年 1月 17日(月) 清水 詠氏、西根 英一氏 9件 

令和 4年 1月 26日(水) 西根 英一氏  7件 

令和 4年 2月 7日(月) 清水 詠氏 2件 

令和 4年 2月 14日(月) 清水 詠氏 2件 

令和 4年 2月 15日(火) 清水 詠氏、西根 英一氏 5件 

令和 4年 2月 28日(月) 清水 詠氏 4件 

令和 4年 3月 9日(水) 清水 詠氏 3件 

令和 4年 3月 14日(月) 西根 英一氏  5件 

令和 4年 3月 25日(金) 清水 詠氏、西根 英一氏 9件 

 

(２)相談窓口の設置 

【相談件数】9件 

【概  要】「介護・福祉、医療関連分野の商品・サービス開発相談窓口」を設置し 

事業者への相談対応とトップランナー企業となりえる、有望な案件の発掘 

を実施した。 

 

（３）クリエイティブ産業の創出・育成 

大阪産業創造館に設置したメビックを中心に、中小企業の付加価値向上を図るため、クリエイ

ティブ産業に関する情報発信の強化・拡充、クリエイター同士、クリエイターと企業等とのネッ

トワークの拡大、協業による新たな市場の開拓、クリエイターのプロデュース能力の向上に取り

組んだ。 

クリエイティブ産業は、新事業創出、既存産業の高度化・高付加価値化に資する支援産業であ

り、企業や商品の広告宣伝力強化、ブランディング、付加価値向上をもたらすとともに、難解な

技術やサービスを可視化し訴求力を高めたり、創造性溢れたコンテンツにより社会生活を豊かに

便利にするなど、地域経済社会の発展に貢献している。メビックでの交流・連携をもとに、今年

度も新たな協働が多数生まれた。 

【クリエイターと企業とのマッチング件数】目標：300件以上／年（再掲） 

令和 3年度実績：413件（達成率：137.7％） 総事業創出額 2億 2,239 万円 

■主な活動実績 

○情報発信・プロモーション業務 

・大阪のクリエイティブ産業ポテンシャルの情報発信 

  大阪で活動するクリエイターの情報を広く発信し、大阪のクリエイティブ産業のポテンシャル

を国内外に広く伝えるとともに、ビジネスチャンス拡大に資するため、「クリエイティブクラスタ

ーサイト」でのクリエイティブ事業者の発信に取り組むとともに、プロモーションイベントの開

催や、大阪府外のキーパーソンにエリアサポーターを委嘱し、大阪のクリエイティブ産業集積に

ついてのプロモーションを強化した。 

【クリエイティブクラスターサイト新規掲載件数 177件 累計 1,963件】 



 （令和 4年 2月末時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【プロモーションイベントの開催件数 計 32 回 参加者 468人】 

   クリエイティブサロン 26回 参加者 358人 

コラボサロン      4回 参加者  81 人 

    ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｸﾗｽﾀｰﾌｫｰﾗﾑ   2回 参加者 29人（別途オンライン視聴者有） 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


