
是非、この機会にお申し込み下さい!!

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2015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2019年度参加申し込み書
<申し込みは、下記の担当まで、FAXかお電話、メール、

専用ホームページの申し込みフォームから>

■FAX 097-534-2760 スタセン

097-529-9770 iGC

■メール m-sakuragi@columbus.or.jp スタセン 担当 櫻木

info@igc44.net iGC 担当 塩月

■電話 097-534-2755 スタセン

097-529-8872 iGC

【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、6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11日、12日、13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3日、4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11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11日と、12月3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:info@igc44.net


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 ほか
協力 一般社団法人JBIA

（1）参加申込は、以下の専用ホームページの申込みフォーム、或いはお電話でお願いします。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) 2019

日程 前期ｽｸｰﾘﾝｸﾞ令和元年 6月11日(火)～ 6月13日(木) 9:00 ～ 17:30
後期ｽｸｰﾘﾝｸﾞ令和元年12月 3日(火)～12月 4日(水) 9:00 ～ 17:30
(開講 6月11日、修了12月4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6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 10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

097-534-2755

NW構築交流会 3,500円

運営受託先
合同会社 アイ．ジー.シー
担当：塩月 電話：097-529-8872
E-mail：info@igc44.net



【カリキュラム案】
  

BI/IM基礎研修 　

フォローアップ研修

コース②

受講対象

研修方式 OJT

主眼 BI/IM概念理解 起業者対応実習･BI実習 IM活動の多様化対応 　

期日 6月11日 6月12日 6月13日 12月3日 12月4日

（１日目） （２日目） （３日目） （１日目） （２日目）

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

１０：００ １０：００～１０：３０

１０：３０～１２：００ 休憩 休憩

１０：４０～１２：３０ １０：４０～１２：３０

休憩

１１：００ １１：００～１２：３０

１２：００ １２：００～１３：0 ０ １２：００～１３：0 ０

１２：３０～１３：３０ １２：３０～１３：３０ １２：３０～１３：３０

１３：００ １３：0 ０～１4 ：3 ０ １３ ：0 ０～１４：3 ０

１３ ：３０～１５：００ １３：３０～１５：３０ １３：３０～１５：００

１４：００

休憩

休憩 １4 ：4 ０～１６：００

１4 ：4 ０～１６：１０

１５：００ 休憩 休憩

１５：１０～１６：１０ １５：１０～１６：３０

休憩

１５：４０～１7：４０

１６：００

休憩 休憩

１６ ：２０～１７：５０ １６ ：２０ ～ １７：２０

１６：３０～１７：００

１７：００

１７：５０ ～ １８：３０ 18:00～ 20:00

１８：００ ネットワーク構築交流会

【講義】

おおいた留学生

ビジネスセンターの取組み

(永嶋昌子S-IM)

【講義】

IM研修大分版の総括

(櫻木祐宏 S-IM)

【講義】

BIのIMによる

基本的運営

(JBIA研修事業部

 新城榮一 理事)

【講義】

都市型民間BIの

システム構築事例

(深澤由美 S-IM)

昼食

【討論】

BI/IM理解と整理

(JBIA 星野敏 会長)

小論文(考査対象)

テーマ「BI/IMとは何か」

※出来た順に提出して

三々五々解散

BI基礎研修

修了式

【演習】

グループワークと発表

～事例分析と

IM5beとの対比～

(JBIA 星野敏会長)

　
ネットワーク構築

交流会

昼食

【講義】

起業者対応実習の

実施要領

～気付きの促しと

起業者育成～

(永嶋昌子 S-IM)

【講義】

起業者対応実習

(体験談)

(竹下美樹IM)

OJTとBI実習の要領説明

(事務局)

昼食

【講義・演習】

OJTガイダンス

「起業者・事業輩出システム」

起業者対応実習

記入要領演習

　(JBIA 新城榮一 理事)

起業者対応実習

(OJT)発表

BIシステム構築演習

(グループによる

討議と発表)

※  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

     ムなので、原則全員参加を義務付ける。

※ 後期は、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。

 ※ PCは出来るだけ持込んでください。

 ※ 初日は、９:３０集合

     ２日目、３日目は９:２０集合

昼食昼食

研修総括

(JBIA 星野敏 会長)

修了証授与

記念撮影

起業者対応実習

(OJT)発表

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)
＜グループワーク＞

起業家対応実習

(OJT)の自己評価

とグループシェア

(JBIA 星野敏 会長)

受付

開校式

オリエンテーション

【講義】

BI/IM概論

～BIの起源から現代

日本型BIまで～

(JBIA 星野敏 会長)

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）  6/11-13 スクーリング（後期）12/3-4

コース①
※ 後期スクーリングのカリキュラムは

今後変更になる可能性があります

体験共有(気付きと、具体的戦略)

別途設定

ＢＩ実習報告

ＢＩシステム構築演習

(○○における

BIシステム構築

の戦略と具体策

-討議と発表)

【講義】

本研修の起業者育成法と

BI実習で学ぶ産業戦略要領

(JBIA 星野敏 会長)

【講義】

大分県の助成起業家

育成支援iGCの取組み

(宮脇恵理IM)


