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起業にチャレンジする人を支援！

相談者と同じ目線で一緒になって挑戦する！

中小企業者の売り上げアップを支援！

①起業・創業相談受付
②起業・創業に関する具体的な提案
③起業・創業塾「天草宝島起業塾」の開講
④ステップアップセミナー等の開催による
　 起業・創業後のフォロー

①相談者の各支援機関へのコーディネート
②各種セミナー・講演会等の開催
③販路開拓と販路開拓支援
④海外展開支援
⑤起業・経営に役立つ情報発信
⑥目標達成のための支援・援助
⑦各支援機関との連携強化による相談者への支援充実

①アドバイスではなく、解決策を提案
　問題点指摘ではなく、企業の強みを伸ばす具体的な提案！
②ワンストップ・コンサルティング
　幅広い相談に対応！
③継続的なフォロー
　成果を出すために一緒に走りながらの支援！

具体的な支援内容

具体的な支援内容

具体的な支援内容
①経営相談受付
②売上アップにかかる具体的な提案
③企業ネットワークの構築
④中小企業同士のマッチングの場の創出

強み
創造型の
ビジネス
サポート

サポートする
スタッフ

★センター長　 １名
☆副センター長 １名　
☆センター員　 １名
☆事務職員　　１名

地元支援
スタッフ

センター長の求
めに対し、情報
提供や課題解決
策などを提案。

事業連携・マッチング

第２の創業

他産業・業者との
マッチング

やる気を
起こす！

セールス
ポイントの
気づき！

『やる気』を
具体的な姿に！

アクションを
応援！

・熊本県起業家支援センター
・くまもと産業支援財団
・日本政策金融公庫　　等

（一社）天草市起業創業・中小企業支援機構

事務局

本渡・牛深商工会議所
天草市商工会

天草市 天草
信用金庫

富士市産業
支援センター
f-Biz

京都大学

相談・支援 連携 設置

中小企業者起業家

【 【【 【

◆天草市起業創業・中小企業支援センター（Ama-Biz）のイメージ図
ア　マ　　ビ　ズ

あまくさ市議会だより 3 あまくさ市議会だより 2

平成26年第６回天草市議会（定例会）議案一覧

●起業創業資金支援事業　
●起業創業資金融資利子補給支援事業
●移住者起業支援事業　
●天草出身者等起業家移住支援事業
●加工場等改修費等補助事業　
●家内企業等雇用拡大補助金
●天草市U・Iターン者マッチング事業　 　
●天草市起業創業・中小企業支援機構委託費
●商品開発等支援事業（既存事業）　　　
●６次産業化推進整備事業（既存事業）

起業・創業や
中小企業を
応援します！！

◆７億円の産業振興
　　チャレンジ基金を創設！！

野間英樹（のま  ひでき）氏 38歳  東京都在住
※東京大学在中にＩＣＴ関連の会社設立。
2007年には事業コンサルティングを行う会社
も設立。さらに、地域活性化・地域振興関連事
業を手掛けるなど、幅広く活動している。

当
基
金
の
活
用
が

　
　
検
討
さ
れ
て
い
る
事
業

議案番号 件　　　　　　　　　　名 付託先委員会 議決の結果

議第 160号 専決処分事項の承認について（平成26年度天草市一般会計補正予算（第５号））
（9月 4日の落雷により使用不能となった河浦支所管内防災放送設備改修の予算措置） 付託省略 承　　認

議第 161号 専決処分事項の承認について（平成26年度天草市一般会計補正予算（第６号））
（12月14日に執行の衆議院議員総選挙に係る経費の予算措置） 付託省略 承　　認

議第 162号
天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の制定につ
いて（本年度の国の人事院勧告を参考に、議員報酬、市長、副市長、教育長及び病院事業管理者の
給与等を改定するため、条例を改正するもの）

総務政策 原案可決

議第 163号 天草市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について（本年度の国の人事院勧告及
び県の人事委員会勧告を参考に、職員の給与を改定するため、条例を改正するもの） 総務政策 原案可決

議第 164号 天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について（非常勤
職員の名称、報酬を一部変更するため、条例を改正するもの） 総務政策 原案可決

議第 165号 天草市出張所設置条例の一部を改正する条例の制定について（新合出張所の位置を旧新合小学校へ
変更するため、条例を改正するもの） 総務政策 原案可決

議第 166号 天草市体育館条例及び天草市運動広場条例の一部を改正する条例の制定について（富津体育館の位
置を旧富津小学校体育館へ変更し、富津運動場夜間照明施設を撤去するため、条例を改正するもの） 総務政策 原案可決

議第 167号 天草市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について（子ども・子育て支援新制度が施行され
ることに伴い、保育を行う基準を改正するもの） 教育厚生 原案可決

議第 168号 天草市保育所における保育に関する条例を廃止する条例の制定について（保育の必要性の認定に関
しては、保育所条例及び関係規則に規定するため、条例を廃止するもの） 教育厚生 原案可決

議第 169号 天草市児童館条例の一部を改正する条例の制定について（宮地岳児童館の廃止に伴い、条例を改正
するもの） 教育厚生 原案可決

議第 170号 天草市地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について（コミュニティセンタ
ー3施設について、位置の変更または使用料等を設定するため、条例を改正するもの） 総務政策 原案可決

議第 171号 天草市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について（産科医療補償制度の見直しによる
健康保険法施行令の改正に伴い、条例を改正するもの） 市民生活 原案可決

議第 172号 天草市産業振興チャレンジ基金条例の制定について（起業・創業、事業拡大等に取組む者を支援す
る基金を創設するため、条例を制定するもの） 建設経済 原案可決

議第 173号 工事請負契約の締結について（本郷地区漁業集落排水処理施設機械電気設備改修工事請負契約の締
結について、予定価格が 1億 5千万円以上となるため、議会の議決を求めるもの） 総務政策 原案可決

議第 174号 工事施行協定の変更について（平成 25年 12月議会で締結した本渡浄化センター建設工事の協定内
容を変更するため、議会の議決を求めるもの） 総務政策 原案可決

議第 175号 指定管理者の指定について（天草市営天草本渡斎場の指定管理者の更新を行うため、議会の議決を
求めるもの） 市民生活 原案可決

議第 176号 財産の取得について（市内小学校の教師用指導書及び指導用教材の取得について、予定価格が 2
千万円以上となるため、議会の議決を求めるもの） 総務政策 原案可決

議第 177号 平成26年度天草市一般会計補正予算（第７号）（五和地区の防災行政無線が、経年劣化により消防本
部からの自動放送設備が使用不能になったことによる改修の予算措置） 付託省略 原案可決

議第 178号 平成26年度天草市一般会計補正予算（第８号） 所　　管 原案可決
議第 179号 平成26年度天草市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 市民生活 原案可決
議第 180号 平成26年度天草市介護保険特別会計補正予算（第２号） 教育厚生 原案可決
議第 181号 平成26年度天草市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 市民生活 原案可決
議第 182号 平成26年度天草市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 市民生活 原案可決
議第 183号 平成26年度天草市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 市民生活 原案可決
議第 184号 平成26年度天草市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 市民生活 原案可決
議第 185号 平成26年度天草市漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 市民生活 原案可決
議第 186号 平成26年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計補正予算（第１号） 市民生活 原案可決
議第 187号 平成26年度天草市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 市民生活 原案可決
議第 188号 平成26年度天草市国民健康保険診療施設特別会計補正予算（第１号） 教育厚生 原案可決
議第 189号 平成26年度天草市歯科診療所特別会計補正予算（第１号） 教育厚生 原案可決
議第 190号 平成26年度天草市斎場事業特別会計補正予算（第２号） 市民生活 原案可決
議第 191号 平成26年度天草市病院事業会計補正予算（第１号） 教育厚生 原案可決
議第 192号 平成26年度天草市水道事業会計補正予算（第２号） 市民生活 原案可決
議第 193号から
議第 196号まで

新合財産区管理委員の選任について（財産区管理委員の選任について、同意を得るもの。赤松久夫氏・
井上三成氏・仁田窪夏雄氏・柳本春義氏の 4名をそれぞれ選任） 付託省略 同　　意

議第 197号から
議第 199号まで

富津財産区管理委員の選任について（財産区管理委員の選任について、同意を得るもの。倉田和英氏・
森田勝善氏・山下豊司氏の 3名をそれぞれ選任） 付託省略 同　　意

議第 200号から
議第 206号まで

一町田財産区管理委員の選任について（財産区管理委員の選任について、同意を得るもの。金山一
俊氏・宰川豊喜氏・坂井幸弘氏・田嶋 悟氏・谷口浩幸氏・松尾 茂氏・山下昭一氏の 7名をそれぞれ
選任）

付託省略 同　　意

議第 207号から
議第 208号まで

人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて（人権擁護委員の候補者を推薦する
ため、議会の意見を求めるもの。花里安幸氏〔御所浦町御所浦〕及び靏濱つづき氏〔栖本町馬場〕
をそれぞれ推薦）

付託省略 同　　意

議員提出第４号 天草市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について 付託省略 原案可決
議員提出第５号 「農協改革」に関する意見書の提出について 付託省略 原案可決
議員提出第６号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書の提出について 付託省略 原案可決
議員提出第７号 40人学級再開検討に反対する意見書の提出について 付託省略 原案可決
議員提出第８号 「手話言語法（仮称）」制定を求める意見書の提出について 付託省略 原案可決
議員提出第９号 介護従事者の処遇改善を求める意見書の提出について 付託省略 原案可決
議員提出第 10号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書の提出について 付託省略 原案可決

議第 141号 平成25年度天草市一般会計歳入歳出決算の認定について 一般会計決算
特別委員会 認　　定

議第 142号から
議第 158号まで

平成25年度天草市特別会計歳入歳出決算の認定について（国民健康保険特別会計など 15件）
平成25年度天草市病院事業会計決算の認定について
平成25年度天草市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

特別・企業会計
決算特別委員会 認　　定

ア　マ　　ビ　ズ

◆Ama-Bizのセンター長決定！！
ア　マ　　ビ　ズ

　この基金は、本市の産業振興及び雇用拡大を目
指し、起業・創業や事業拡大に取り組む事業者に対
して支援するために設置するもので、次の10の補助
事業を検討中です（当基金に係る委員会質疑内容
等は、Ｐ6の委員会報告をご覧下さい）。

　当支援センターのセンター長選定にかかる二次審査（面
接審査）が去る１月９日に実施され、全国から集まった
101人の応募の中から一次審査（書類審査）を通過した
５名のうち、右記の者を採用することが決定しました。

ア　マ　　ビ　ズ
　市では、平成27年４月に「天草市起業創業・
中小企業支援センター（Ama-Biz）」を設置する
予定としております。
　ここでは、今定例会で創設された「天草市産業
振興チャレンジ基金」の概要や設置予定の支援セ
ンターのイメージ図等についてお知らせします。


