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チーフコーディネータ

片山 直樹（かたやま なおき）

地元の金融・経済事情に精通した金融機関OB、販路開拓

常に軸足を地元企業に、目線を

や技術面での専門的な知識を有した企業OBが中小企業

経営者の皆様に置いて、少しで

の皆様の経営発展の取組を継続して支援します。

も喜んでいただけるようお手伝

コーディネータ

もっと 元気 に！

いさせていただきます。

コーディネータ
地元金融機関OB

地元金融機関OB

地元経営者の皆様と共に事業が

企業の強みをさらに活かせるよう

更に飛躍するためのお手伝いを

に、経営者の皆様方のお手伝い

させていただきます。

をさせていただきたく思います。

山根 佳彦（やまね よしひこ）

コーディネータ

オスカー認定制度

橋本 伸治（はしもと しんじ）

― 経営革新のための事業計画実現に向けて―
経営革新のための事業計画実現に向けて

販路開拓支援コーディネータ

福川

小石 英治（こいし えいじ）
に、経営者の皆様と手を携え、汗
をかき、知恵を出し、その実現に

※ビジネスマッチングによる販路開拓支援を実施しています。

公益財団法人

烏丸通

KRP西地区
（地独）京都市
産業技術研究所

KRP東地区

京都リサーチパーク

四条通

四条

五条通
五条
地下鉄烏丸線

公益財団法人京都高度技術研究所（ASTEM）は京都市・京都府・企業が出資する法人で、
中小企業の経営革新支援のほか、新産業創出への支援や先端科学技術の研究開発の推進
事業等を実施する産業支援機関です。
パンフレットでご紹介している事業は京都市から補助金を受けて（一部を除く）実施しています。

堀川通

URL http://www.astem.or.jp/

阪急
烏丸

京都リサーチパーク前／五条千本

丹波口駅

075 - 315 - 6634

大宮通

Email info-smes@astem.or.jp

FAX

阪急
大宮

阪急京都線
七本松通

075 - 366 - 5229

阪急
西院
西大路通

〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134番地

計画の実現に向けて継続的に支援します。

京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト
「アライアンス推進支援事業」担当

向けて努力してまいります。

地域産業活性化本部 中小企業成長支援部

積極的に経営革新に取り組む中小企業を「オスカー認定」し、

悟（ふくがわ さとる）

認定企業様の更なる事業拡大と
飛躍を願ってベストマッチングの
創出に努めてまいります。

地元企業の発展・成長を第一義

京都高度技術研究所（ASTEM）

優れた事業計画（パワーアッププラン）により

大手電機メーカー OB

地元金融機関OB

TEL

元気な中小企業を

地元金融機関OB

（公財）
京都高度技術研究所

七条通

公益財団法人

京都駅

2018.04

京都高度技術研究所

オスカー認定制度
1

応募

対象

応募をご検討されている方は、まずは事前に当財団までご相談ください。
■提出書類
経営革新のための
1. 事業計画評価申請書
事業計画（パワーアッププラン）を
（申請書・サマリーシート・財務計画表・
決算書概要シート）
作成し、ご応募ください。
2. 決算書類

法人…決算書3期分・附属明細書 直近１期分
個人…確定申告書3年分
3. 企業概要や製品（商品）カタログ等の
パンフレット
4. 企業の活動内容や事業が分かる資料
（新聞・雑誌記事等）

認定は年2回行っています。

（公財）京都高度技術研究所のホームページにて所定の様式をダウンロードしてください。
オスカー認定制度

検 索

京都市内に本店、支店、営業所、工場、その他事業所を有する中小企業
ただし、創業又は法人設立から10年以上を経過していること。
（みなし大企業を除く）

オスカー認定企業への支援
京都市及び（公財）京都高度技術研究所等では、
オスカー認定された事業計画の実現、成長・発展のため、
以下の支援を行っています。

フォローアップ支援
コーディネータが計画実現に向けた適切なアドバイスや
経営力向上のための相談対応を行います。
また、セミナーや助成制度等の支援情報提供、他機関
（行政機関、大学等）への紹介を行います。

専門家派遣
弁護士や中小企業診断士等の専門家を無料で派遣し、
診断やアドバイスを行います。
※１企業につき年間５回まで

2

一次審査

書類による
審査を行います。

審査の視点
企

業

経営者

オスカー認定企業はオスカー認定ロゴ
マークを名刺、ホームページ等に使用で
きます。

「京都オスカークラブ」への入会
オスカー認定企業で構成される京都オスカークラブに
加入していただくことで、異業種交流の機会を提供します。
※別途費用負担があります。

京都市ベンチャー購買新商品
認定制度
新規性や独創性のある優れた商品又は役務を、京都市
が随意契約で調達できる制度で、新たな事業分野を開
拓しようとする認定企業の販路開拓を支援します。
※別途審査があります。

… 財務の健全性・企業の強み

販路開拓・技術マッチング支援

… 熱意・意欲

特長のある技術・製品を有するものづくり企業の販路開
拓や技術提携先の開拓を支援します。

事業計画 … 収益性・新規性・優位性・市場性

認定ロゴマークの使用

（首都圏・中京圏・関西圏での販路開拓支援、他機関・他都市との連携に
よる広域的な技術連携支援、外注・協力企業の紹介等）

京都市中小企業融資制度
オスカー認定企業を対象とする「京都市関連認定制度
資金」をはじめ、各種融資制度が利用できます。
※別途金融機関の審査があります。

3

訪問調査

4

認定審査

5

オスカー
認定

一次審査を通過した企業に対して、
ヒアリングによる調査を行います。
学識経験者、企業経営者等で構成される
「オスカー認定審査委員会」で、
プレゼンテーションによる審査を行います。

平成30年4月末現在
（敬称略・五十音順）

研究開発、新市場や事業展開の可能性調査等に関し
て、当財団が実施する助成制度が利用できます。

認定審査を通過した企業に対して、認定書を授与します。
認定後、計画の実現に向けて継続的に支援します。

委員長 佐藤 研司
委 員 上田 誠
小谷 眞由美
武田 一平
西本 清一
長谷川 亘
森本 一成
山脇 康彦
吉田 忠嗣

龍谷大学 名誉教授 ／ マーケティング・サイエンス 代表
京都市産業観光局長
株式会社ユーシン精機 代表取締役社長
ニチコン株式会社 代表取締役会長 ／ 公益社団法人京都工業会 副会長
公益財団法人京都高度技術研究所 理事長 ／ 地方独立行政法人京都市産業技術研究所 理事長 ／ 京都大学 名誉教授
京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院・京都自動車専門学校 統括理事長・教授 ／ 一般社団法人京都府情報産業協会 会長
一般社団法人全国地域情報産業団体連合会 会長 ／ 一般社団法人日本Ｉ
Ｔ団体連盟 代表理事・筆頭副会長
京都工芸繊維大学 名誉教授
一般社団法人京都府中小企業診断協会 会長
吉忠株式会社 代表取締役社長

〈拠点立地支援〉

※別途審査があります。

京都型グローバル・ニッチ・トップ
企業育成補助金

海外展開支援

(1) 京都市内で事業所を新増設する際、新たに取得した
固定資産（土地を除く）に係る固定資産税及び都市
計画税相当額の補助を5年間受けることができます。

海外展開を目指す企業に対し、他機関とも連携し、総合
的な支援を行います。また技術・製品開発や外国への
特許出願等に要する費用の一部を助成します。
※別途審査があります。

※審査は非公開で行われ、経過・内容等に関するお問合せには応じられませんので、予めご了承ください。

認定審査委員

各種助成制度

企業ＰＲ
当財団ホームページや情報誌への掲載、メディアへの
積極的なＰＲにより企業の広報活動を応援します。

確認書等の発行
当財団は、中小企業経営力強化支援法に基づく
「経営
革新等支援機関」に認定されており、国が実施する補助
制度等の申請時に必要となる場合がある「確認書」等の
発行が可能です。

(2) 京都市内で事業所を新増設する際、埋蔵文化財調
査の必要がある場合、上限5千万円の補助を受ける
ことができます。
(3) 久我地域の工業専用地域で雨水流出抑制施設を設
置する際、補助を受けることができます。

京都市内公的インキュベーション
施設賃料助成制度
京都市内の公的インキュベーション施設（京大桂ベン
チャープラザ、クリエイション・コア京都御車）への入居
に対し、賃料補助の優遇があります。

※支援内容は変更になる場合があります。また、助成制度は公募期間が
限定されている場合があります。

