
是非、この機会にお申し込み下さい!!

https://startup.oita.jp/seminar/im-training-2017/

おおいたスタートアップセンター 検索

インキュベーション・マネジャー

インキュベーション・マネジャーとは、専門スキルとスピリッツ
を身につけた創業支援の専門家です。
東京で研修が行われていますが、地方での受講は困難です。

大分県では特別に一昨年から開催されており、九州では他
に例はありません。

お申し込みはコチラから



IM研修大分版2017年度参加申し込み書
<申し込み先 :おおいたスタートアップセンター宛>

■下記にご記入の上、切り取らずにそのままFAX送信してください。 097-534-2760

■メールでお申し込みの方は、m-sakuragi@columbus.or.jp 担当 櫻木まで

■電話でお申し込み、またお問い合わせは 097-534-2755

【IM養成専門研修】  

お名前 ふりがな 携帯電話 E-mail

ご所属先の電話 ご所属先のE-mail

【BI基礎研修】  

お名前 ふりがな 携帯電話 E-mail

ご所属先の電話 ご所属先のE-mail

ご所属

ご所属

【留意事項】
・IM養成専門研修の方は、4ヶ月間のロングランになります。
すべての日程に参加できる方に限ります。(一部抜けることは出来ません。)
・日程は、①前期スクーリング(ホルトホール大分で集合研修) 6月13日、14日、15日

②起業者支援実務OJT(地元の職場で個別に)   7月～10月、4回のレポート提出
③BI実習(大分市内で集合) 7月～10月の４ヶ月のうち いずれか1泊2日 (別途連絡)
④後期スクーリング(ホルトホール大分で集合研修)  12月5日、6日

・研修終了後に、主催者のおおいたスタートアップセンターから修了証書が授与されます。
・その後、申請することにより JBIA日本ビジネスインキュベーション協会の認定IMに登録が出来ます。

・BI基礎研修の方は、IM養成専門研修の前期スクーリング初日(6月13日)だけの参加になります。
・JBIAの認定IMに申請することはできません。

・6月13日と、12月5日にはネットワーク構築交流会があり、原則全員参加をお願いしています。

本来は東京でしか受講できない研修で、九州では
大分県だけで行われています。
費用も東京での研修に比べて10分の1以下に
なっています。(大分県が大半を費用負担)

mailto:m-sakuragi@Columbus.or.jp


主催 （公財）大分県産業創造機構 おおいたスタートアップセンター ／ 大分県
共催 大分市産業活性化プラザ / 大分市 / ユナイテツドシェアーほか

（1）事前におおいたスタートアップセンターへの会員登録が必要です。（登録無料）
（2）参加申込は、以下の専用ホームページの申込みフォームから行ってください。申込

方法

【お問合せ先】
公益財団法人大分県産業創造機構
おおいたスタートアップセンター
担当：櫻木 電話：097-534-2755
E-mail：m-sakuragi@columbus.or.jp

参加費

※お車でお越しの際は近隣の
有料駐車場をご利用ください。

https://startup.oita.jp/

IM養成研修(大分版) 2017

日程 前期ｽｸｰﾘﾝｸﾞ平成29年 6月13日(火)～ 6月15日(木) 9:00 ～ 17:30
後期ｽｸｰﾘﾝｸﾞ平成29年12月 5日(火)～12月 6日(水) 9:00 ～ 17:30
(開講 6月13日、修了12月6日 ※カリキュラム案ご参照)

場所 大分市産業活性化プラザ 2Fｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

内容 IM養成専門研修は、①前期スクーリング３日間、②地元の職場でのOJT研修、③既存インキュベータの
視察等で学ぶインキュベータ実習２日間、④後期スクーリング２日間、全４ヶ月間の研修です。
この研修を修了した方には主催者から修了証が発行され、JBIAが認定する「認定IM」に申請すること
が可能になります。創業支援の専門家として認定IMを目指す方のためのカリキュラムです。
BI/IM基礎研修は、上記のIM養成専門研修の①前期スクーリングの初日の1日間のみのカリキュラムに
なっています。創業支援担当の行政職の方などにお薦めです。
通常は東京でしか受講できない研修ですが、九州では唯一大分県で実施されているものです。

30,000円

定員

“インキュベーション・マネジャー(IM)は、地域の中で仕事を創出する仕組
みをProduceし、起業適性者を見つけ Commit(=協働)し、起業家に育て、
仕事をつくり、生活の場を維持する 一連の活動を行う人。” (JBIAのHPより)
地域の未来を語りデザインしていくIMに大きな期待が掛かっています。

インキュベーション・マネジャー

IM専門研修

BI基礎研修 3,000円

IM専門研修 20名 先着順

BI基礎研修 5名 先着順

大分市産業活性化プラザ



【カリキュラム案】 ※事情により内容の軽微な変更があり得ます
  

コース① BI/IM基礎研修

受講対象 自治体職員、支援機関の方

コース②

受講対象

研修方式 OJT

主眼 戦略 戦術 地域事情=多様化 　

期日 6月13日 6月14日 6月15日 12月5日 12月6日

（１日目） （２日目） （３日目） （１日目） （２日目）

９：３０ ９：１５～１０：００ ９：３０～１２：００ ９：３０～１１：００ ９：３０～１０：３０ ９：３０～１０ ：５ ０

１０：００ 休憩

１０：１０～１１：４０

休憩

１０：４０～１２：００

休憩

１１：００ 休憩 １１：００～１２：３０

１１：１０～１２：００

１１：４０～１２：４０

１２：００ １２：００～１３：００ １２：００～１３：００ １２：００～１３：００

１２：３０～１３：３０

１２：４０～１４：１０

１３：００ １３ ：００～１４：００ １3 ：００～１４：5 ０ １３：００～１５：３０

１３：３０～１５：３０

１４：００ 休憩

休憩 １４: １０～１５ ：４０

１４：２ ０ ～ １５：５０

休憩

１５：００ １5 ：0０～１6：0０

休憩 休憩

休憩 １５：４０～１7：００ １５：４０～１７：００

休憩 １５：５ ０ ～ １７：２０

１６：００ １６：０ ０ ～ １７：３０

１７：００ １７：００～１７：３０

１７：２ ０ ～ １７：５０

１７：３ ０ ～ １８：００

１８：００

　

※ 研修の全期間と研修後に、受講生と講師陣、インストラクターを繋ぐMLを運営する。

ネットワーク構築

交流会

IM専門研修

IMを目指しJBIA認定を得ようとする方

スクーリング（前期）  6/13-15 スクーリング（後期）12/5-6

開講式・オリエンテーション

<概論>

現代BI/IM解説

(JBIA 星野敏 会長)

体験共有(気付きと、具体的戦略)

別途設定

研修総括

(JBIA 星野敏会長)

BI基礎研修

修了式

昼食

<BI戦略>

起業者育成の事例

(工藤順一 S-IM)

<BI戦略>

地域開発の事例

(鷹島邦彦 S-IM)

<ディスカッション>

ＢＩ／ＩＭ応用による

大分創生活動の整理

修了証授与
17:30～ 22:00

ネットワーク構築交流会

OJT研修の

狙いと成果

解説

(JBIA 星野敏 会長)

論文発表

ディスカッション

(産業創造中核人材

の自覚)

(未発表の方全員)

OJTとBI実習の要領説明

(事務局) ※  ２日間ともグループワークのため、途中

      や一部抜けることは不可。

※  前後期初日のネットワーク構築交流会

     は、今後の大分IM連携の要となるカリ

     キュラムであり、 原則全員参加を義務

     付ける。

＜産業創造と起業者輩出＞

起業者育成の実務

OJTの進めかた

A-1シートの使い方

(JBIA 星野敏 会長)

(永嶋昌子 S-IM)

起業者対応OJT

説明と演習(体験談)

(高橋絢子IM)

女性起業者育成とＩＭ

(重巣敦子S-IM)

BI実習の実践

全国優良BIの説明

(JBIA 星野敏 会長)

 ※ PCは出来るだけ持込んでください。

 ※ 前期初日だけは、９:１５始まり

     であることに留意。

昼食

レポート

民間BIのシステム

構築事例

(酒井英敏 S-IM)

起業者の

成長支援事例

(宇都宮良枝 S-IM)

現代日本型

BI/IMについて

(パネルディスカッション

とグループワーク)

前期スクーリング

の総括と整理

(櫻木祐宏 S-IM)

昼食

OJT報告

(4名の発表)

昼食

OJTグループ討論

と発表

(4グループによる

討論と発表)

ＢＩ実習報告

(1ヶ所×2名発表)

ＢＩシステム構築演習

(地域における

BIシステム構築

の戦略と具体策

-討議と発表)

BIシステム構築演習

(4グループによる

討議と発表)

昼食


