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アントレプレナーの応援制度について 
 

平成２６年１０月３０日 
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【プロフィール】 

【沿革（合併後）】 

（平成26年3月末現在） 

池田泉州銀行について 

設立日 昭和26年9月1日 
所在地 大阪市北区茶屋町18番14号  
資本金 507億円 

預 金 4兆6,173億円 
貸出金 3兆5,848億円 

店舗数 139ヶ店 

従業員数 2,624名 

平成21年 10月 池田泉州HD設立 

平成22年 5月 
池田銀行・泉州銀行が合併 
「池田泉州銀行」誕生 

平成24年 1月 システム統合完了 
平成25年 9月 池田泉州TT証券営業開始 



  3 

 平成１２年～ 

     ビジネス 
マッチング事業   

平成１５年～ 

          地域起こし 
   制度 

産学官 
ﾈｯﾄﾜｰｸ 

 ★ 新事業・新産業の創出 
 ★ 地域経済の活性化 

産学官連携への取り組み 

確実に訪れる人口減少社会 

二重の空洞化 
・大企業は本社を東京へ 
・メーカーは生産基地をアジアへ 

若年層の高失業率 

銀行の不良債権増加 

背景 
バブル崩壊 失われた10年 



産学官連携図 

連携 

助成金 

交流会 

関西活性化シンポジウム 

平成22年6月 

       平成26年8月 開催 

中国蘇州シンポジウム 

平成24年9月開催 

ビジネスマッチングフェア 

平成12年 ～ 平成21年 

関西活性化フェア 

平成22年11月開催 

ビジネス・エンカレッジ・フェア 平成23年  ～  平成25年 

ビジネス交流会 

平成16年 ～ 平成26年 11回開催 

ニュービジネス助成金 平成15年 ～ 

コンソーシアム研究開発助成金 平成16年 ～ 

大学 

公的機関 

民間 

商工中金 日本政策投資銀行 

大阪大 神戸大 

三菱商事 大阪中小企業投資育成 

シンポジウム 

ビジネスフェア 
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産
学
官
連
携
へ
の
取
組 

京都大 他全１６大学 大府大 大市大 

近畿経済産業局 中小機構 

公設試 産総研 関西ｾﾝﾀｰ 大阪府立産技研 大阪市立工研 

政府系金融 

大阪府、大阪市等の中小企業支援機関 

三井物産 

ﾍﾞﾄﾅﾑ・ﾊﾉｲシンポジウム 

平成25年12月開催 
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●アントレプレナー（起業家）を応援 

 
応募資格 

①大阪府・兵庫県・京都府・和歌山県に 
  主たる事業所を置く企業または在住の個人 
 
②新規性・独創性に富んだビジネスプランを 
 有し、自ら事業化すること 

募集は年１回（５月～６月頃募集開始） 
助成金：年間1,000万円  
大賞300万円、優秀賞100万円、 
奨励賞50万円 

ニュービジネス助成金 
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●事業多角化、第二創業を応援 

 
応募資格 

①大阪府・兵庫県・京都府・和歌山県に 
  主たる事業所を置く企業または在住の個人 

②大学・公的な研究機関等が有する高度な 
  研究成果や知見と、自らが持つ技術開発・ 
  商品開発ニーズを融合し、早期に結実させ 
  ることを目指していること 

③大学・公的な研究機関等と研究開発を行う 
  ための契約を結んでいる、または締結する 
  予定であること。 

コンソーシアム研究開発助成金 

１プランあたり 
最高300万円を助成 



採択先 
１４５社 

コンソーシアム 研究開発助成金 
 

累計応募件数579件 
 

１２８社のうち平成２６年３月末の 
与信先２８社について調査 

応募総数 ２，０８５件 
採択先数 ２９９社 
うち創業期 １２８社 
（受賞時創業５年以内） 
 

採択先 
１５４社 

ニュービジネス助成金 
 

累計応募件数1,506件 

受賞企業の成長 
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創業５年以内 

８０社（５２％） ４８社（３３％） 

創業５年以内 

2,202 

5,204 
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売上高（単位：百万円） 
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平成２１年 ニュービジネス助成金授賞企業Ｃ社 
（受賞時創業5年目） 
 
業種：レーザー発振器開発 
年商：８７百万円（授賞時）⇒２９８百万円（現在） 
従業員数：８名（授賞時） ⇒２８名（現在） 
 
高度な加工のできる外注先を紹介 
  ⇒高付加価値の製品開発が可能に 
異業種交流会でのプレゼン機会 
  ⇒貴重な財産 

成功企業の声① 
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成功企業の声② 

平成１８年 ニュービジネス助成金授賞企業Ｄ社 
（受賞時創業２年目） 
 
業種：ソフトウエア開発 
年商：６６百万円（授賞時）⇒1,178百万円（現在） 
従業員数：８名（授賞時） ⇒96名（現在） 

 創業直後で知名度に乏しい時期 

 ⇒お金よりも名誉が大きかった 

以降、大手クライアントを続々獲得し現在の規模に 
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関西活性化シンポジウム 

産・学・官の代表が活力ある明日の関西へ向け提言！ 
（平成22年６月１１日開催） 

基調講演 

「関西経済の活性化に向けて」 
近畿経済産業局長 深野弘行氏 

 
 

参加者数 

約1,400人 

 

 

 

 

 
 
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 「明日の関西を考える」 
 ・京都大学  松本総長 
 ・大阪大学  鷲田総長 
 ・神戸大学  福田学長 
 ・大阪ガス  尾崎社長 
 ・塩野義製薬  手代木社長 
 ・近畿経済産業局 深野局長 
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中国蘇州シンポジウム 

日本と中国の代表的な８大学の首脳が初めて一同に会し
グローバル人材育成をテーマに 
シンポジウムを中国江蘇省蘇州市で開催 

（開催日：平成24年９月６日） 

シンポジウム・パネルディスカッション 

「グローバル人材育成に向けた国際化戦略」 
   
  神戸大学 福田学長 
  京都大学 松本総長 
  大阪大学 平野総長 
   
  復旦大学・上海交通大学・蘇州大学 
  同済大学・浙江大学 の中国有力５大学校長 
   
  日立製作所     北山執行役常務 中国総代表 
  池田泉州銀行   服部相談役 
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ベトナム・ハノイシンポジウム 

日本ベトナム外交関係樹立40周年 
関西経済界が、官民あげて経済交流の最重点エリアと 
位置づけるベトナムの首都ハノイで開催 

（開催日：平成25年12月21日） 

シンポジウム・パネルディスカッション 

「グローバル人材とは何か。 
－関西とベトナムからグローバル人材を考える－ 」 
   
  神戸大学 福田学長 
  京都大学 松本総長 
  大阪大学 平野総長 
   
  貿易大学・ハノイ理工大学・ハノイ国家大学の 
  ベトナム有力３大学代表 
   
  国際協力機構(JICA)  
  関西国際センター所長 築野 元則 氏 
  池田泉州銀行    服部相談役 
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関西活性化シンポジウム 

「関西が世界を変える 関西から世界を変えよう 
 WE SHALL CHANGE THE WORLD！」  

（平成26年８月８日開催） 

基調講演 

「スーパーコンピュータが未来を拓く」 
理化学研究所 計算科学研究機構  
機構長  平尾 公彦氏 

 
 

参加者数 

約1,200人 
 

 

 

 

 
 
    パネルディスカッション  
 ・京都大学  松本総長 
  ・大阪大学  平野総長 
  ・神戸大学  福田学長 
  ・ダイキン工業  井上会長 
  ・サントリーﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 鳥井副社長 
 ・理化学研究所  平尾機構長 
 



終 


