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女性・若者・シニア

一般社団法人東京都信用金庫協会　一般社団法人東京都信用組合協会

融資の相談窓口 ※取扱金融機関の並びは50音順

本事業専用 HP または
セミナーの申込は、専用ＨＰから行ってください。

http://cb-s.net/tokyosupport/ 

ＮＰＯ法人コミュニティビジネスサポートセンター（CBS） 女性・若者・シニア創業サポート事業担当

TEL : 03-5939-9503 FAX : 03-5939-9502

本事業は、東京都が東京都信用金庫協会・東京都信用組合協会を通じて、信用金庫・信用組合に融資原資を預託することで、有利な条件での融資を実行す
る事業です。また、アドバイザーの活動は、東京都の補助金を活用して行っております。

MAIL : tokyosupport＠cb-s.net

事業内容の詳細な内容は上記の専用 HPをご参照ください。

（受付時間 平日 9:00～17:00）

朝日信用金庫 （融資部）

足立成和信用金庫 （営業推進部 事業支援グループ）

青梅信用金庫 （融資部 融資企画課）

亀有信用金庫 （事業支援部）

興産信用金庫 （お客様支援部）

小松川信用金庫 （融資部 融資課）

西京信用金庫 （融資部 経営支援グループ）

さわやか信用金庫 （営業統括部）

芝信用金庫 （地域サポート部）

城南信用金庫 （融資企画課）

城北信用金庫 （ソリューション事業部）

昭和信用金庫 （営業推進部 事業支援課）

西武信用金庫 （法人推進部）

世田谷信用金庫 （業務部 企業支援課）

瀧野川信用金庫 （業務部）

多摩信用金庫 （営業店支援部）

東榮信用金庫 （融資部）

東京信用金庫 （融資部）

東京三協信用金庫 （業務部）

東京シティ信用金庫 （地域支援部）

東京東信用金庫 （お客様サポート部）

東京ベイ信用金庫 （地域サポート部 地域サポート課）

青木信用金庫 （地域振興部 地域振興課）

第一勧業信用組合 （未来開発部）

大東京信用組合 （営業推進部）

東京厚生信用組合 （事業支援室）

東浴信用組合 （融資部）

中ノ郷信用組合 （営業推進部）

ハナ信用組合 （融資部）

文化産業信用組合 （融資部）

あすか信用組合 （審査部）

東信用組合 （融資部）

共立信用組合 （業務部）

江東信用組合 （顧客支援部）

七島信用組合 （融資部）

青和信用組合 （ローン相談センター）

全東栄信用組合 （融資部）

信用金庫

信用組合

アドバイザー一覧
03-5939-9503

042-389-0220

042-639-1009

03-6383-0875

03-5730-0161

0422-31-2040

03-5951-1508

042-646-1626

042-312-1789

03-5963-5415

0422-40-9669

0422-70-2123

イー・マネージ・コンサルティング(協組)

(同)東都経営力向上センター

(特活)NPOビジネスサポート

銀座セカンドライフ(株)

(同)SSN

辻・本郷税理士法人

(有)そーほっと

(株)OMEGA HIGH

(公社)日本サードセクター経営者協会

八王子・立川起業支援センター

(株)町田新産業創造センター

03-3366-3673

03-5846-9617

03-3953-8444

03-3545-1765

090-9975-1691

03-5333-1545

03-6302-1507

03-6869-1104

03-3768-6000

042-649-6808

042-850-8525

女性若者シニア創業サポート 検索

事業内容に関する
問い合わせ先

制度に関する
問い合わせ先 東京都 産業労働局金融部 金融課 TEL : 03-5320-4877

B A N K

(特活)コミュニティビジネスサポートセンター

(株)キャリア・マム

サイバーシルクロード八王子

(特活)CBすぎなみプラス

(特活)新現役ネット

(株)タウンキッチン

(特活)としまNPO推進協議会

(特活)八王子市民活動協議会

(特活)MYstyle@

まちづくり北(株)

(株)まちづくり三鷹

(株)マネジメントブレーン

（取扱金融機関）

03-3208-5178

03-3622-7156

03-3762-7777

03-3631-8180

04992-2-1661

0120-608-493

03-3986-0179

03-3862-7929

03-3882-3246

0428-24-1118

03-3603-1746

0120-39-7917

03-3617-0545

03-3356-8045

03-5789-6151

03-6402-3638

03-3493-8111

03-6807-8634

03-3422-6667

03-3384-6631

03-3439-1110

03-3893-6176

042-526-7766

03-5607-1131

03-3984-9111

03-3200-7123

03-3279-4632

03-3633-5505

047-703-2119

048-251-5880

03-3358-9433

03-3436-0126

03-3342-2415

03-5687-2640

03-3622-7138

03-3356-4167

03-3292-8281

本事業特設HP

（受付時間 平日 9:00～17:00）直通

Adv i se r



東京都、一般社団法人東京都信用金庫協会及び一般社団法人東京都信用組合協会は、地域に根ざした創業を支
援するため、地域金融機関（信用金庫・信用組合）を通じた低金利・無担保の融資と経営サポートを組み合わせた
「女性・若者・シニア創業サポート事業」を2014年5月に創設しました。
2016年12月に公表された「都民ファーストで
つくる『新しい東京』～２０２０年に向けた実行プ
ラン～」では、政策目標として、都内の開業率を
米国・英国並みの10％台とすることが掲げられ
ています。この目標を達成する手段の一つとし
て、「地域の金融機関を通じた低金利・無担保の
融資と創業アドバイザーによる経営サポートを
組み合わせて提供することで、若者・女性・高齢
者などの幅広い層が地域に根ざした起業をしや
すい環境を整備する」ことが記載されています。
このように、女性・若者・シニア創業サポート事業
は、「都民ファーストでつくる『新しい東京』～
２０２０年に向けた実行プラン～」に寄与する事
業となっております。

事業の内容

信用金庫・信用組合とアドバイザーの連携支援

女性・若者・シニア創業サポート事業について

固定金利1％以内
無担保
返済期間10年以内
据置期間3年以内

創業者への低利融資および支援メニューを提供します。

女性、若者（39歳以下）、
シニア（55歳以上）で、
都内における創業の
計画がある方又は
創業後5年未満の方
 （ＮＰＯ等も含む）

地域の需要や雇用を
支える事業 

融資条件 支援対象

保証人は
法人……代表者個人
　　　　　     または不要
個人事業主……不要

取扱金融機関ごとに
以下の範囲で設定

事業計画アドバイス
（セミナー・面談）

経営サポート 
経営アドバイス
※融資実行後5年間（原則年3回）

決算書作成アドバイス
※融資初年度のみ（原則全2回）

支援メニュー

融資前

無料

融資後

事業紹介

経営サポート（融資後）

融資相談

融資申込

アドバイザーの意見を参考に事業計画を審査

 事業計画アドバイス（融資前）

連 携

融資審査

融資実行

融資相談後、信用金庫・信用組合は創業者にアドバイザーを紹介

B A N K
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セミナー受講 個別相談1

1 2

3
5

2

4

6

※本事業と併せて取扱金融機関独自の融資を
利用する場合、表面記載の融資条件と異な
る可能性があります

創業者

信用金庫・信用組合

統括アドバイザーのコメント

創業者と共に東京を魅力的な街へ
本事業は、東京都内の地域課題解決や地域資源活用する新規創業者を

輩出し、一つでも多くの事業が継続していけるように資金や経営支援

を行います。東京都、東京都信用金庫協会、東京都信用組合協会、信用金

庫、信用組合、私達地域創業アドバイザーが一体となって創業者を支

援することで、東京を元気にしていく事業です。

地域で信頼があり、地域の事情に精通している信用金庫、信用組合及

び私達アドバイザーによる事業の連携により、創業者の事業継続や発

展につなげます。さらには地域経済の循環や地域雇用が進むことで創

業者とともに地域の活性化が出来るものと考えています。

創業は孤独であったり、信頼や実績が足りないことで壁にぶつかるこ

ともありますが、何より本事業の特徴である「一体的支援」を活用する

ことで一緒に魅力ある事業をつくっていきましょう。

特定非営利活動法人コミュニティビジネスサポートセンター（CBS）

代表理事　永沢 映

会社概要

融資限度額は
1,500万円以内
（運転資金のみは750万円以内）

地域創業アドバイザー

2002年9月設立。中間支援組織として、人材育成、運営ノウハウの提供、ネットワーク構築サポート、経営相談、創業支援施設等の
運営・管理、関連した国や地方自治体の委託事業を行っている。また、現場で自立的運営を伴うコミュニティビジネスの団体や個人の
支援を行っている。

※本事業の取り扱いは、平成46年3月までとなります（融資実行は平成36年3月まで）
※複数金融機関から本事業の融資を受けることはできません

女性の年齢要件は
ありません
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金融機関からの一言

当金庫は、お客様と近い距離で踏み込んだ

話ができる関係を大切にしています。融資に

あたっては、まずは事業計画、販路拡大など

のご相談に乗り、お金の話は二の次。融資

決定後も、お客様の事業が続く限り、支援を

続ける心意気で、伴走者として支援してい

きます。

鍜治様は、事業計画がとてもしっかりされ

ており、女性と子どもにターゲットを絞った

空手道場という着眼点に当初から面白さ

を感じていました。他との差別化ができていたことが審査のポイントでし

たが、今後オフィス街でどこまで女性や子どもを集客できるのかという点は、

フォローが必要かもしれません。定期的にお話させていただき、お力にな

れればと考えています。

〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北1-3-4-401
TEL  03-6383-0875
http://www.cb-sugiplu.org/

地域創業アドバイザーからの一言

〒164-8688 東京都中野区中野2-29-10
TEL 03-3384-6631
http://www.seibushinkin.jp/

支店長  根本 浩之
西武信用金庫　日本橋支店

１つ目の事例として、中央区日本橋にスタジオを構える「
まな

学び
や

舎 ひょうたん」の鍜治亜友子さんにお話を伺います。

「学び舎 ひょうたん」で鍜治さんが教えるのは、ご自身が子どもの頃から続けてきた空手と書道。「女性にも空手の

良さを広めたい」という大きな目標に向かって、長年の夢を実現するため、走り始めたばかりです。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
鍜治様の事業は、「女性が経営する都心部の
空手教室」というユニークさと、長年の
空手経験に裏付けされた講師力に強みが
ありました。創業当初から多くのイベント出演
やメディア掲載などがあり、華やかな印象で
した。しかしながら、業績はなかなか向上せず、
経営に苦労をされていた姿が強く記憶に
残っています。その要因は、教室運営の経験
不足にあると考え、地域創業アドバイザー
として、事業方針の見直しを鍜治様と一緒に
検討しました。
教室のクラス編成の主軸を、創業当初の

エクササイズ中心のクラスから、現在の女性・子ども向けの技術向上を
目指すクラスに移行してからは、事業に少しずつ安定感が生まれました。
私自身も、事業初期から経営のサポートをしてきたなかで、多くのことを
学ばせてもらっています。2020年東京オリンピック競技に選ばれたことで、
空手人気が高まり、それが事業の追い風となると期待してます。今後とも
しっかりと応援していきたいと思います。

日本橋では場所柄、子どもが少ないのですが、やはり「子どもに空手
を教えたい」と思い、勝どきのレンタルスタジオでも子どもの空手
クラスを始めました。資金もないので一度はお断りしようと思った
お話でしたが、スタジオを見せていただいたら、またその瞬間に
「ここでやりたい！」と気に入ってしまって。このお話は、嶋津さんの
アドバイスで足を運んだ中央区の支援施設などで知り合った方
からのご縁でした。嶋津さんには、この展開を決めてから事後報告し
たのですが、初めから相談すればよかったと後悔したほど、運営に
あたり細やかなアドバイスをいただきました。そのおかげで軌道に
乗せることができています。

エピソード

今の物件を気に入り、長年の夢の実現・創業を決意

ホームページで見つけた創業者向けセミナーを受講

金融機関に相談し、融資を受ける

創業までのフォロー

〒103-0022　東京都中央区日本橋室町1-9-9-4F
http://www.manabiya-hyotan.com/

鍜治 亜友子さん
空手道場＆書道教室　学び舎 ひょうたん

女性・若者・シニア創業サポート事業を知る

事業計画書を作成し、アドバイスをもらう

空手を教えるためのスタジオ探しを始める

事例紹介 01 # 
［ 2017 年度］

空手道場＆書道教室　学び舎 ひょうたん

鍜治 亜友子さん

ＮＰＯ法人ＣＢすぎなみプラス

事務局長  嶋津 幸男
ＮＰＯ法人ＣＢすぎなみプラス

女性と子どもたちに、空手の魅力を伝えたい。

イメージ通りのこの物件をどうしても諦めきれなくて。それを知人に
話したところ、この制度を紹介してもらいました。これをきっかけに、
ホームページで調べて、創業者向けのセミナーに参加しました。
そこで地域創業アドバイザーの嶋津さんと出会い、とても親身に相
談にのっていただけたので、これなら大丈夫だと勇気が湧き、創業に
向けて動き始めることができました。

どのようなサポートを受けたのでしょうか。

事業計画書の書き方、融資のことはもちろん、宣伝活動、体験会の
開催、生徒さんとのやりとり…など本当に何から何まで真剣に相談
にのっていただきました。周囲には起業している知人もおらず、誰に
も相談できない状態でしたので、本当にありがたかったです。一度
「このままだったら、やめたほうがいい」と強く言われ、気持ちが引き
締まったことがあります。自分が迷っているとき、混乱しているとき
にも、しっかり修正してくださる嶋津さんとの出会いがなければ、今
の状況はなかったと、心から感謝しています。

金融機関に対するイメージは変わりましたか。

「この物件を借りたい！」と思った当時、私は31歳。日本橋という立地を
考えても、借りられるわけがないと思っていました。しかし、西武信用金庫の
方からも寄り添ったアドバイスをいただき、結果的に融資を受けること
ができました。本当に、感謝ばかりです。

「学び舎 ひょうたん」の強みはどこにあると思われますか。

「女性限定の空手道場」というのは他ではあまり聞きません。私自身も
女性ですし、本格的な空手はちょっと…という女性も「空手エクササイズ」
なら始めやすいと思います。

今後はどのような展開を目指していますか。

空手はとても健康によく、年齢を重ねてからもできる全身運動です。これを
女性や子どもたちに広めるのが私の使命だと思っています。お客様から
「親子でやりたい」という声をいただくのですが、部屋が狭いので叶わない
状況です。今よりも広い場所を借りられるようになること、そしていつ
か、小さい子からおじいさん、おばあさんまで、ご家族みんなで一緒に
練習できる場にすることが目標です。

これから創業を考えている方に一言お願いします。

「女性・若者・シニア 創業サポート事業」は、融資後もアドバイザーの
サポートを受けられるところが魅力です。信頼できるアドバイザーや
金融機関のサポートがあったからこそ、私は夢を実現できました。「今だ！」
というタイミングがきたら逃さず、夢に向かって動き出してほしいと思います。

「学び舎 ひょうたん」の事業内容を教えてください。　

大人の女性と子どもたちに、空手と書道を教えています。空手は
女性の競技人口が少なく、敷居が高いイメージではないでしょうか。
まずは多くの女性に空手の良さを知ってほしいと考え、「空手エク
ササイズ」をメインに取り入れました。おしゃれな音楽に合わせて
気持ちよく体を動かしながら、心と体のバランスを整えるエクササ
イズで、気軽に空手が体験できる場を提供しています。また、子どもの
「空手＋学び」クラスでは、空手を通じて強くたくましく、礼儀正しい人間
を目指して指導し、体を動かした後は、書道や鉛筆書きで生徒さん
それぞれに必要な学びを行う“静”の時間を設けています。

なぜ空手と書道の教室を始めようと思われたのですか。

どちらも私が子どもの頃から続けてきた習い事で、いつかは教える側
になるのが長年の夢だったんです。大学では空手部に入り、大学院では
筋肉の研究をし、卒業後は事務仕事の傍ら書道の師範資格や空手
の段位を取得するなど、自分なりに準備を重ねてきました。「空手を
習いたい」という友人に教える練習はしていたのですが、自分の教
室で教えたいという気持ちが募り、レンタルスタジオを探し始めま
した。そんなときに知人から今の物件を紹介され、一目見た瞬間に
「ここで始めたい！今がそのタイミングだ！」と思い、決意しました。

「女性・若者・シニア 創業サポート事業」の融資制度はご存知でしたか。

情けないことに、それまではお金があれば資格を取ることに夢中で、
貯金はゼロ。まずはお金を貯めてから……とも思いましたが、私の

西武信用金庫
法人推進部



65

金融機関からの一言

当組合は、支店ごとに営業範囲が決まって
おり、そのエリアに密着した金融機関として、
地域に根付いた事業者様の支援に力を入れて
います。顔の見えるコミュニケーションを大切に
し、よりよい提案を行うなかで、お互いが
Win-Winになる関係を築けたらと考えてい
ます。
青木様は事業に対して意欲的で、将来に向け
てのビジョンや計画性もしっかりされており、
地域に貢献する事業を展開されています。
私共も外回りをする中で、この地域にちょっと

した困りごとがある方や、元気で体力のある高齢者が多いことは体感
していましたので、青木様の事業はこの地域の需要に合っていると感じ、
「女性・若者・シニア創業サポート事業」による融資をご提案しました。今後も
地域に根付いた事業をこのエリアで続けていただくだめ、金融支援だけで
なく、地域情報のシェアなども行いながら、積極的にサポートしていきたいと
思います。

〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-21-1光ビル3F
TEL 03-5846-9617
http://www.tkkc4.jp/

地域創業アドバイザーからの一言

〒142-0053　東京都品川区中延5-1-1
TEL  03-3786-8161 
shinkumi_br022@daisin.co.jp

業務課  土屋 佐織
大東京信用組合　荏原町駅前支店

２つ目の事例として、品川区中延商店街に事務所を構える「NPO法人 街のお助け隊コンセルジュ」の青木弘道さんに

お話を伺います。「超高齢化社会に温もりのある街づくり」を目指し、ちょっとした困りごとがある高齢者を、元気な

高齢者が “有償ボランティア”という形で支える仕組みを確立。その取り組みは、研究者や全国の商店街関係者など

各方面から注目されています。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
弊社は持続可能な経営の支援を行いながら、
地域の人や産業・経済の活性化も支援して
いきたいと考えています。青木様の事業は、
まさに地域に密着し、支援する側・支援される側
双方の高齢者の活性化を図り、さらには地域の
商品券を報酬とすることで、地域の商工業に
貢献している点も素晴らしいと感じました。人
と人とのつながりを大切にした、一見ア
ナログな事業ですが、人を見る目、物を見極め
る目をお持ちの青木様は、広い視野で物事をと
らえ、地域経済の活性化という波及効果まで意
識されています。支援する側も高齢者という

サービスは、限界もあるかもしれませんが、外部業者との連携や、信頼できる
若者を巻き込んでいくことで、高齢者が生き生きと働く場所の確保・拡大に
つながると期待しています。活動を広めるセミナー開催など新しい事業のご相談にも
のりながら、大東京信用組合様と一体となった支援で、事業が継続する
お手伝いをしていきたいと思います。

利用者の顔と名前を覚えるよう心がけています。なかなか苦労す
るのですが、街ですれ違うとき「〇〇さん、おはようございます！」
と声をかけるとよろこんでもらえますし、顔が見える関係になると
困りごとの相談もしやすくなります。創業当初は「ここは何をやっ
ているところなんだろう？」と不審に思われることもありました
が、利用者からのクチコミで親戚や友人へと評判が伝わり、少し
ずつ地域の人たちとの信頼関係を築くことができました。人脈の
広い人に「〇〇が得意な人、いない？」と相談して、作業ができる
人を紹介してもらうこともあります。

エピソード

個人で“有償ボランティア”としての活動を始める

NPO法人として事業を立ち上げる

事業の継続と発展に向けて、融資を受ける

創業までのフォロー

〒142-0053　東京都品川区中延3-7-9-101

青木 弘道さん
NPO法人　街のお助け隊コンセルジュ 理事長

継続に向け東京ホームタウンプロジェクトを活用

金融機関の担当者と出会い、本事業を知る

前身団体の倒産後、利用者から継続を嘆願される

事例紹介 02 # 
［ 2017 年度］

NPO法人 街のお助け隊コンセルジュ 理事長

青木 弘道さん

合同会社
東都経営力向上センター

副代表  兼松 万輝雄
合同会社東都経営力向上センター

高齢者が支え合う有償ボランティアで、街を活性化

そのタイミングで「女性・若者・シニア 創業サポート事業」を
利用されたのですか。

いいえ、NPO法人として起業して間もない頃は、寄付を募るなどして
活動資金を工面していました。ですが、欧米諸国に比べてまだまだ
ボランティアに対する理解が低い日本では、活動を継続していくことに
不安がありました。続けられなくなると困るのは、頼りにしてくれている
高齢者ですから。運営資金に困っていたときに偶然、大東京信用組合の
土屋さんが訪ねてきて、相談にのっていただくなかで、この制度の
ことを知りました。

金融機関に対するイメージは変わりましたか。

正直なところ、金融機関からお金を借りることには抵抗がありました。
ですが、「女性・若者・シニア　創業サポート事業」では無担保で融資が
受けられるというのだから、うれしい驚きでした。大東京信用組合さん
を通じて、地域創業アドバイザーの兼松さんをご紹介いただき、事業計画
書作成のアドバイスはもちろん、法人として拡大していくために必要な

心構えなど様々なことを教えていただきました。融資で資金源を確保できた
おかげで、次なる事業展開へも積極的に取り組める気持ちになれました。

次の事業展開とは、どのようなことですか。

高齢者問題は、日本全体が避けて通れない課題です。持続可能な
“有償ボランティア”が各地に広がれば、困っている高齢者をもっと救う
ことができます。私たちの活動に興味を持って、これから真剣に行動を
起こそうとしている人たちのお役に立てればという思いで、都内を
はじめ全国各地でセミナーを開催しています。そのための資料づくりなどの
準備にも、融資資金を充てることができました。

御社の強みや弱みはどこにあるとお考えですか。

営利追及事業とは違うので、高齢者の困りごとを解決するという使命を
最優先にしています。クーポン券で支払える作業だけでなく、「どんな困り
ごとも相談にのる」という気持ちで、水道やガス修理、大工仕事などは
提携業者に見積もりを取り、少し低価格で請け負ってもらいます。
コンセルジュの登録をしている作業者は約90名。90代までの高齢者を
中心に、大学生も活躍しています。一人暮らしの高齢者には、健康状態の
見守りを兼ねて定期的に電話をかけるのですが、大学生たちがボラン
ティアで手伝ってくれます。これからは、若い人たちをもっと巻き込んで
活動していきたいですね。

これから創業を考えている方に一言お願いします。

融資や補助金、助成金を始めから当てにしているような運営はうまく
いきません。ですが、有効に使えばいい薬になります。資金があれば、
新しいことにも挑戦できます。私もそれを心にとめて活動を継続して
いきたいと思います。

『街のお助け隊コンセルジュ』の事業内容を教えてください。

日常生活でちょっと困ったこと――例えば電球の取り替えや片づけ、
花壇への水やり…などの作業ができない高齢者（利用者）を、元気な
高齢者（作業者＝コンセルジュ）が助ける“有償ボランティア”を
運営しています。利用者は始めに購入するクーポン券で、作業内容に
見合った報酬を作業者に支払います。作業者が受け取ったクーポン券
は、利用者が購入した額の半額分の品川区共通商品券と取り替える
ことができ、残りの半額は当団体の運営資金になります。利用者は
速やかに低価格で問題を解決することができ、作業者は自分の特技を
生かして“街の人の役に立てる”という生きがいを感じ、働くことで
健康増進にもつながります。また、商品券の利用により商店街も
活性化し、皆が和やかな暮らしを営むことができるのです。

なぜ“有償ボランティア”が起業につながったのですか。

中延商店街でのこの活動は、かつて知人が運営していたNPO団体の
一部門としてスタートしました。継続が難しくなり閉鎖となった後も、
利用されていた近隣の高齢者から継続を望む声が多く、私が個人で
相談を受けるようになったのです。しかし、高齢者の福祉支援を自力で
継続して行うことの難しさを痛感し、東京都福祉保健局が実施する
「東京ホームタウンプロジェクト」のプロボノによる支援を受けたところ、
この活動の問題点や資金繰りなどの解決策を洗い出してくれました。
そのとき、信頼度を上げて利用者を増やすにはNPOにするのがよい
という話がでて、法人化にふみきりました。

大東京信用組合
荏原町駅前支店
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金融機関からの一言

当金庫は地域金融機関として、本事業のみ

ならず、Face to Faceで地域に寄り添うこ

とを大切にし、東京都の政策特別融資「そ

なえ」や、地域の女性若手世代を中心とし

た次世代女性の会「なでしこ」の運営など

にも取り組んでいます。

戸坂様は企業での長年のご経験やご人脈

を生かし、高齢者の社会参加や生きがいづ

くりに寄与する事業を行っています。更に、

女性の多様な働き方の実現に貢献するこ

とも目標とされており、社会に対する強い想いをお持ちです。当金庫とし

ましても、今後とも定期的に訪問させて頂き、様々なネットワークを活かし

ながら、一緒に地域の発展を目指していきたいと思っております。

〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-14-17アルテール新宿207
TEL  03-3366-3673(代表)
http://www.e-mc.jp/

地域創業アドバイザーからの一言

〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-20
TEL 03-3356-8045
http://www.shinkin.co.jp/saikyo/

次長  京野 浩司
西京信用金庫 上井草支店

3つ目の事例として、新宿区高田馬場駅近くに事務所を構える「株式会社ヒロ・エンジニアリング」の戸坂功さん

にお話を伺います。「株式会社ヒロ・エンジニアリング」は、長年経験を積んできたシニアが、定年後もキャリア

を活かして充実した人生を送れるよう、シニアと専門スキルを保有した若者の人材派遣を中心とした３つの事業

を行っています。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
戸坂社長は「人材こそ唯一の財産」という経
営理念で創業しました。一般的にエンジニ
アリング会社は、「こういう技術を持ってい
ます」「こういう分野が得意です」といったよ
うに、市場に訴求する場合が多く見受けら
れます。「技術」や「販売チャネル」に優位性
があっても、「人材」にこだわる社長の思い
が窺えます。近年「日本で一番大切にした
い会社大賞」が経済産業省や厚生労働省
後援のもとに、大臣賞や、中小企業庁長官
賞等で表彰され、話題になっています。そ
の審査内容は、「人を大切にする会社で、か

つ利益が上がっている企業が表彰基準」です。多くの欧米経営学者が唱え
る企業の目的は「利益極大化」ではなく、「社員の幸せや家族の幸せ」が第
一の目的となっており、これまでの経営学とはアンチテーゼともなる考え
方となっています。このような背景からも戸坂社長の「人材こそ唯一の財
産」の思想は、まさにこれからの働き方を考えるうえで根本となるものであ
り、この理念は企業の限りない発展につながるものと確信しています。

派遣先の窓口は人事部門が行うことも多いのですが、私自身人
事部門が長かったこともあり、長年勤めていた会社を含め、今
でも様々な会社に仲間が数多くいます。そういったご縁をきっ
かけに、フランクに様々な情報を交換できるのは、本当に有難
い限りです。とはいっても、それぞれ様々なお付き合いがある
ので、すぐさま結果に結びつくものではありません。それでも、
そのようなご縁のおかげで、事業に重要な人材を数多く派遣さ
せて頂くこともあります。やはり、自分の人生の蓄積を含めたご
縁の大切さを実感し、そういったご縁に日々感謝しています。

エピソード

東京都の専門家などに相談

制度融資で最初の資金調達

追加融資として本制度を利用

創業までのフォロー

〒169-0075　東京都新宿区高田馬場1-33-6-604
http://www.hiro-eng.com/

戸坂 功さん
株式会社ヒロ・エンジニアリング 代表取締役

保有資格  特定労働者派遣事業：届出受理番号「特13-318708」

相談時に地域金融機関を勧められる

西京信金の担当者に出会う

定年退職を機に創業を決断

事例紹介 03 # 
［ 2016 年度］

株式会社ヒロ・エンジニアリング 代表取締役

戸坂 功さん

イー・マネージ・コンサルティング
協同組合

代表理事  小林 勇治

イー・マネージ・コンサルティング
協同組合

定年後のシニアのキャリアを活かす事業を展開。

のない社会づくりや、若者がチャレンジ出来るような社会づくりに
関われることは、非常にやり甲斐や生きがいを感じています。

会社を運営する際に工夫していることがあれば教えて下さい。

現在の主たる事業は人材派遣業ですが、社員が一体となって事
業を進めて行くことが大切だと痛感しています。そこで、社員とコ
ミュニケーションを図れるよう、社内報で情報を共有したり、食事
会を開催し、毎月全員が顔を合わせる機会を作ったりしています。

「女性・若者・シニア創業サポート事業」は、どのようなご縁で利
用されたのですか。

設立当初は新宿区の制度融資を利用したのですが、追加融資の
際に、二つのご縁から利用することになりました。一つ目は、会社

の設立時に相談していた東京都中小企業振興公社の事業支援相談
員から、地域に密着した地域金融機関を勧められていたこと。二つ目
は、西京信用金庫の方が、タイミングよく飛び込み営業で度々事務所
に来ていたことです。

飛び込み営業がご縁だったのですね。

はい。私の不在時に何度か机に名刺があり、相談員のお話しなどもあ
りましたので、追加融資を検討する際に連絡し、この制度の内容や事
業計画書の作成などスピーディに、かつ親身に相談に乗って頂き、
色々細やかに対応してくれました。非常に信頼を感じています。

「女性・若者・シニア　創業サポート事業」については、どのように感
じていますか。

会社員を長く勤めていて、しかも、事前に時間をかけて創業の準備をし
ていたわけでもないので、当初は知らないことだらけでした。しかし、こ
の制度は、セミナーでの事業計画書の書き方を学べるところから、融資
前や創業後にアドバイザーに相談出来るなど、経営とは何かを知らな
い人にとって非常に素晴らしい制度だと思います。正直なところ、私も
最初から知っていたら、もう少し精神的にも余裕が持てたかなと思い
ます。

これから創業を考えている方に一言お願いします。

創業に一番大事なことは、「夢」や「理念」が重要だと思います。しかし、
それだけでは成り立ちません。夢の実現には適正な利潤の確保が大
切で、その両輪があって成り立つものだと思います。だからこそ、この
制度のようなきめ細かいサポートを利用して、シニアも女性も若者も、
自己実現のためにチャレンジして欲しいものと思います。　

現在の事業内容を教えて下さい。

現在は３つの事業を行っています。労働者派遣事業、請負・受託
事業、教育事業です。当社は、経験のあるシニアの技術者やスキ
ルのある事務職を非正規雇用者ではなく正社員として採用して
います。そして、中心事業である人材派遣事業ではその社員を航
空・宇宙メーカーなどに派遣しています。また請負・受託業務で
は、設計業務を受託して自社で対応するなどしています。

以前から創業を意識されていたのですか。

メーカーに長く勤めていましたので、当初は創業する意識は全くあ
りませんでした。しかし、定年退職が近づくにつれ、年金生活だけ
ではなく、健康の維持や生活の補填も考え、ご縁のある会社にお
世話になることや、夢実現に向けて創業するかを考え始めました。

なぜ創業が選択肢に入ってきたのですか。

私は人事部門が長かったのですが、先輩の中に定年退職後に元気
ややり甲斐を無くしてしまう人を見ていて、漠然と何かしたいとい
う想いはありましたし、若者や女性がもっと挑戦できるように何かを
したいという想いもあったからです。そこで先輩方に相談したとこ
ろ、創業を強く勧められ背中を押されたことがきっかけです。

ある意味では、夢を実現したとも言えますね。

はい。漠然と持っていた長年の夢が形になったとも言えます。やは
り、退職した方々が自分の価値を諦めて元気をなくしてしまうこと

西京信用金庫
融資部経営支援グループ
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金融機関からの一言

二階の食堂 代表  荘司 美幸さん

当組合は、地域信用組合として、一人ひとり

のお客さまの顔が見えるきめ細かなお取

り引きを通じ、地域社会の発展に貢献する

ことを基本方針としています。荘司様は、こ

れまでの多くの地域活動や現在の事業の

みならず、今回開業された鐘ヶ淵で懸念さ

れている独居老人の増加に対し、健康的な

食の提供や訪問による安否確認などが行

えるよう、将来的には宅配弁当を検討され

ています。これらは、まさに信用組合の「相

互扶助の理念」に合致します。今後については、「食」を通じ、多世代にわ

たる関係を構築し、子育て環境や高齢化などにまつわる多くの課題解決

に繋がる事業展開を期待しています。また、その計画を実現するために

も、当組合の持つ広く深い地域のネットワークなどを活かしながら、荘司

様の事業の発展に寄与していきたいと思います。

代表社員  猪田 昭一
合同会社SSN

地域創業アドバイザーからの一言

東信用組合
融資部

〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋１-５-３
TEL 03-3622-7156
http：//www.azuma.shinkumi.jp/

課長代理  市川 誠敏
東信用組合 本店 融資課

4つ目の事例として、墨田区鐘ヶ淵駅近くに店舗を構える「二階の食堂～kanegafuchi～」の荘司美幸さんにお話

を伺います。「二階の食堂～kanegafuchi～」は2店舗目の出店で、荘司さんや子育て世代のママが中心となって

働き、地域にお住いの方々に対し、丁寧にお出汁をひいたお料理とアットホームな空間を提供しています。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
荘司さんの事業は、店舗内で精米したばか
りの炊き立てご飯や、煮干しで毎日ひいた
出汁で作った味噌汁などといった、昔から
の懐かしさはあるものの家庭で毎日作るこ
とが難しい料理を提供する飲食店であるこ
とに一番の魅力を感じました。また、荘司さ
んは「主婦はシェフ」をテーマの一つとし、
主婦を積極的に雇用していますが、子供の
発熱による急な休暇取得などでスタッフが
いないといった状況を避ける体制を上手
に築いており、今後の時代に適合した経営

であると思います。また、子育て支援団体「すみだkomachi」の代表やイ
ベント「すみだ子育てメッセ」の実行委員長の経験もあり、子連れでも外
食しやすく、ちょっとした悩みを相談できるといった環境を提供しており、
地域のママたちと良い距離感を保っています。当社としても、地域金融機
関である東信用組合さんとも連携しながら、地域に浸透し長く愛されるお
店になるよう、応援していければと考えています。

地域の方々に愛される、アットホームな空間とお料理を提供。

ていたところ、非常に良いタイミングで良い場所が見つかりオー
プンを決意しました。

子育て中のママが働く場所を作りたいと思ったのは最初の店舗
からですか。

実は違います。私は、2011年の震災以降、食べ物や環境な
ど、色々な不安が広がる中で子育て支援活動を行ってきまし
た。そこで、ママが気軽に情報交換出来るお茶会や、物々交換
フリーマーケットなどを始めました。その中で、ママの集まる居
場所づくりや、子育てを理由に退職するママたちの働く場所
の必要性を感じました。ただ、自分の夢の実現と子育て支援が
当初別々だったのですが、経営するうち想いが一つになって
いきました。

「二階の食堂～ kanegafuchi～」では当初受けなかった融資に挑
戦しました。

以前から地域活動で知り合いだったアドバイザーの猪田さんに、相
談していたところ、この「女性・若者・シニア創業サポート事業」を
勧めて頂いたことがきっかけです。

金融機関に対するイメージは変わりましたか。

やはり、当初は普通の主婦には融資は厳しいと思っていました。しか
し、こうやって資金を提供してくださったことには驚きもしますし、感
謝もしています。

「女性・若者・シニア 創業サポート事業」については、どのように感
じていますか。

私の場合は、アドバイザーである猪田さんとは、地域活動を通して長
いお付き合いがあったことから、開業前から色々相談に乗って頂け
ました。しかし、普通はそういう方はいらっしゃらないでしょうし、どう
したら良いかわからないことも多いと思います。しかしこの制度は、
アドバイザーから様々なサポートが受けられることや、他の融資制度
と比べて条件面の良さもなどがあるので、とても優れている制度だ
と思います。

これから創業を考えている方に一言お願いします。

創業するのに一番大切なことは「等身大」を意識することだと思いま
す。出来ないものは出来ませんし、調子よくやろうとしても結局は出
来ないことがばれてしまいます。つまり、お客様はもちろんですし、金
融機関やアドバイザー、応援してくれる方々に正直に思いを伝える
ことが出来れば、きっと前に進むと思います。

どのようなきっかけで事業を始めようと思ったのですか｡

私の両親が飲食店を経営していた影響もあったのだと思います
が、昔から自分でも飲食店を経営したいと思っていました。その
想いから、自分で何年も前から簡単な事業計画書を作って、お店
作りをイメージしていました。また、税理士事務所で働いていた
ので、経営をイメージしやすかったこともありますね。実際に開
業したタイミングは、自分の年齢や子育てなどの環境、良い物件
や人に巡り合えたことが大きかったと思います。

そこで、最初に１店舗目の「二階の食堂」を浅草吾妻橋の近くで
開業したのですね。

カウンター7席くらいの小さなお店です。最初から大きなお店を
やるというよりも、自分で蓄えてきたお金で、自分の出来る範囲
でやりたいという思いがありました。そのため、最初は融資を受
けませんでした。それに、そもそも経営経験もなく飲食店経験も
ないので、融資を受けられるとも思いませんでした。

なぜ、その半年後に「二階の食堂～kanegafuchi ～」を2店
舗目としてオープンしたのですか。

理由は2つあります。吾妻橋のお店は小さいため、収益をあげる
のがなかなか難しいということ。二つ目は、子育て中のママたち
の働く場所を作りたいという思いが出てきたのですが、小さい
お店ではあまり人を増やすことが出来ず、ママたちの働く場所
に出来ない、ということです。その想いを持って次の出店を考え

2店舗目の場所の条件が、ママが子連れで来られるところ、少
し広めで人をある程度雇えるところ、そして、これまで子育て
が大変で、なかなかゆっくり話が出来なかったために、近所で
あること、などでした。正直、そんなにぴったりな場所はほと
んどありません。しかし、自宅の近くの通り沿いで、何年も前
から空いていたお店が入居者を探し始めたことを、偶然知る
ことができました。そこは、まさに条件もぴったりで、最初の開
業時には考えていなかった場所でもあるので、本当に良いタ
イミングだったと思いますし、様々なご縁を感じました。

エピソード

地域活動を通して支援者と出会う

経営をしながら新たな思いを持つ

融資を受けて2店舗目オープン

創業までのフォロー

〒131-0031　東京都墨田区墨田2-6-3
TEL 03-6327-6974
http://2f-shokudo.com/

荘司 美幸さん
二階の食堂～kanegafuchi～ 代表

様々な相談を経て1店舗目オープン

2店舗目の相談をしながら準備

以前から事業計画書を作成

合同会社SSN
〒131-0032 東京都墨田区東向島5-3-2
TEL  090-9975-1691 
https：//ssn-2015.jimdo.com/
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株式会社マウンドヘルシー 代表

塚越 由加吏さん

5つ目の事例として、足立区北綾瀬駅近くに事務所を構える「株式会社マウンドヘルシー」の塚越由加吏さんにお

話を伺います。株式会社マウンドヘルシーは居宅介護支援事業を行い、塚越さんは介護支援専門員（ケアマネー

ジャー）として地域のご高齢者のケアプラン作成に加え、訪問美容サービスなどをされています。

地域福祉ネットワークの構築を目指して。

セミナーは、他の参加者からも非常に刺激を受けて、予定して
いた時期より創業が早まったくらい楽しいものでした。

金融機関に対するイメージは変わりましたか。

やはり最初は堅いイメージや厳しいイメージがありました。しかし、
実際に対応してくれる瀧野川信用金庫の方々は、親身に相談に乗っ
てくれるので、今では、とても頼りになる印象です。

現在事業を行う上で、社会性なども含めて意識していることは
なんでしょうか。

ケアマネージャーは、お客様のことを考えることが第一です。
その一環として、介護される環境では後回しにされがちな髪
形やネイルなど、前職を生かした訪問サービスも提供してい

ます。それだけでも、皆さん非常に笑顔が増えます。また地域ぐ
るみで支援する体制を作ることも非常に重要ですので、知り合い
の訪問看護事業者の方なども含めて、今後広い連携を模索してい
ます。

「女性・若者・シニア　創業サポート事業」については、どのよう
に感じていますか。

この制度は、創業前のセミナーだけでなく、個別相談や事業計画
書へのアドバイスもありますが、何より創業後も支援が受けられ
るので、非常に頼りになります。

アドバイザーであるまちづくり北さんについては、どのような印象
をお持ちですか。

本当に頼りになると思います。創業に際しての様々な手続きや、
営業の準備、実際の資金管理など、創業前後は細かい点も含めて
本当に大変です。しかし、アドバイザーの杉山さんは、居宅介護
支援事業についても詳しい方で、多くの適切なアドバイスを頂け
るので、いつも非常に助かっています。

これから創業を考えている方に一言お願いします。

創業前には色々考えてしまうことも多いと思いますが、私のよう
に、「ワーキングマザーとして、より家族を大切にするため」の創
業も可能です。その際、この「女性・若者・シニア　創業サポー
ト事業」は、金融機関の方もアドバイザーも支えてくれるので、
とても心強いです。ぜひ、同じような仕事と家庭の両立に悩んで
いる女性も含めて、チャレンジして頂きたいと思います。

今回、どのようなきっかけで事業を始めようと思ったのですか。

前の職場でケアマネージャーとして働く中で、仕事と生活の
バランスなどを考えるうち、独立に対する意識が芽生えてき
たことがきっかけです。ただ、ケアマネージャーの資格を取
る前には、長年美容師として働いていたのですが、その頃から、
働きながら子育てもしなければならないシングルマザーだか
らこそ、もっと家族を大切にしたい、と考えていたことも大
きいと思います。

シングルマザーで、事業と家庭を両立することは可能ですか。

以前美容師として働いていた時は、仕事だけで正直体力的に
厳しかったですし、前の職場では、とても良くして頂いたの
で生活的には少し落ち着きました。しかし、やはり自分で事
業を行う方が自由の利く部分もあります。それに、自分が経
営していると子ども達も大変さをわかってくれて、色々なこ
とに協力してくれるようになりました。そういう意味では、
気持ちや生活の面で楽な部分もありますし、家族の絆が深まっ
たようにも感じます。

創業するにあたって、大変だったことはありましたか。

過去に作ったことのない事業計画書を作るところから、本当に
大変です。ただ、私の場合は、知り合いに勧められて参加した、
瀧野川信用金庫さんで開催されていた創業者向けセミナーで、
丁寧に教えて頂いたので、無事乗り越えることが出来ました。

独立しようと思いはじめた時に1番最初に相談したのは
父でした。父も経営者でしたので創業する事への意見を
聞きに行ったときに「大変だけどお前なら出来るよ」と
背中を押してくれた事が私に勇気をくれたと思います。
今は引退した父から「マウンドヘルシー」の社名を頂き
ました。その後も友人が一緒に事業所名「シャリテ」を
考えてくれたり、友人達からの様々な支援と家族の協力
があって創業が実現したのだと感謝しています。ご利用
者との縁も含め、人との縁をずっと大切にしていきたい
と改めて実感しました。

エピソード

事務所開設準備、退職

事業の安定化、発展に向け人員確保の準備

創業までのフォロー

〒120-0003　東京都足立区東和5-12-23-202
TEL 03-5856-2347
居宅介護支援1372110856、訪問美容サービス

塚越 由加吏さん

株式会社マウンドヘルシー
（「まごころ」でケアするシャリテ） 代表

融資の紹介を受けて申し込み

融資を受けて開業

金融機関からの一言

当金庫は、地域経済の活性化に向けた取

り組みのひとつとして、地域に根ざした創

業者の支援・育成の強化を図っておりま

す。創業前の各種ご相談から創業後のフォ

ローアップ、また事業が成長・発展して

いく中で直面する様々な経営課題に対して

も、本事業の創業アドバイザーとともに課

題解決に向けた支援を実施しております。

この度、ご縁あって塚越様の介護事業の

立ち上げ当初から経営のお手伝いをする

ことができました。元気のある方が一定の事業を開始して、それが地域

に受け入れられて、地元の方が笑顔になる。地域金融機関職員としてこ

んなに嬉しいことはありません。今後も、創業を志す皆様のチャレンジ

を応援していきたいと思います。

                   杉山 徳卓
まちづくり北株式会社

地域創業アドバイザーからの一言

創業計画は「将来に向けてのライフスタイル」

をイメージして作成するものです。

私たちは、仕事に対するやりがい、目標とする

収入、事業の継続性の３つの視点を原点とし、

融資はもちろん創業後の事業が継続できるよ

う支援してまいります。

塚越さんは、15年間美容師として活躍された

後、介護支援専門員の資格を取得し、ケアマ

ネージャーとして勤務なさっておりました。今

回、自らのキャリアとスキルを生かし、「将来に

向けてのライフスタイル」の実現に向け独立

創業されました。当初から自らの強みやサービス内容の差別化、ターゲットの選

定は明確でしたので、主に企業を経営する際に発生する諸々のリスクとそのソ

リューションについてお話をさせて頂きました。現在、次のステップに向け準備

されております。

本事業は、地域金融機関と私たちアドバイザーが、それぞれの役割でサポート

を行えるのが強みと言えます。今後も、よりスピーディーに、より効果的に創業を

支援できる体制を構築していきたいと考えております。

支店長代理  戸田 耕市
瀧野川信用金庫 蕨支店

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

まちづくり北株式会社
〒115-0055 東京都北区赤羽西2-21-1
ＴEL 03-5963-5415     FAX 03-5963-5826
http://www.machi-kita.jp/

瀧野川信用金庫
業務部

〒114-8571 東京都北区田端新町3-25-2 
ＴＥＬ 03-3893-6176
http://www.takishin.jp/

ケアマネージャーとして地域の信頼獲得

創業者向けセミナーを受講

マネージング
ディレクター
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金融機関からの一言

Pet Salon LOZAN 代表  山﨑 隆史さん

当組合は、「若者・女性を支援する組合」を

スローガンに、意欲的な創業者を支援サ

ポートする取組みを行っております。具体

的には、「創業支援室」の立上げ、都内信用

組合では初の「かんしん未来ファンド」（投

資支援）設立、若者・女性経営者同士のコ

ミュニティー「かんしん未来くらぶ」発足等

スタート致しました。

山﨑様は、強い意志やご経験を踏まえた高

い目標をお持ちで、当組合に足を運ばれる

前に、アドバイザーの個別相談など、事業計画書の作成を含む準備に、

しっかりと時間をかけていらっしゃいました。その計画を実現するために

も、当組合の持つ地域のネットワークなどを活かしながら、「かんしん未来

くらぶ」等も含め、様々な面で山﨑様の事業の発展に寄与していきたいと

思います。

代表理事  永沢 映

特定非営利活動法人コミュニティ
ビジネスサポートセンター

地域創業アドバイザーからの一言

第一勧業信用組合
未来開発部

〒160-0004 東京都新宿区四谷2-13
TEL 03-3358-9433
http://www.daiichikanshin.com/

副支店長  高川 育也
第一勧業信用組合 大森駅前支店

6つ目の事例として、品川区南大井に店舗を構える「Pet Salon LOZAN（ペットサロン ロザン）」の山﨑隆史さんに

お話を伺います。Pet Salon LOZANは、「人間基準」のサービスを提供するわんちゃんの美容室（サロン）で、使用

するシャンプーや販売するペットフードなど、良質な商品を取り揃えて営業しています。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
山﨑さんは女性に比べてあまり多くない男
性のトリマーで、独立開業支援や専門学校
でのトリマー育成指導など10年間ペット業
界での経験を積んで、いよいよ自身の理想
のお店を立ち上げることになりました。質
が高いこだわりの製品が並び、長い経験か
ら考え出したペット第一の視点で作ったお
店はとても魅力的です。一方で山﨑さんは
ペット保護活動にも積極的に取り組みたい
という課題解決の意識を持っていらっしゃ
います。私たちが専門としてきたコミュニ

ティビジネスでは、地域の連携や発信が大変重要な要素となります。高い
技術を活かした質の高いサービスのお店であると同時に、人とペットが
幸せに暮らせる社会を目指したお店であることも、地域を中心としたお客
様にしっかりと発信し、ファン（顧客）や一緒に活動する仲間を獲得してい
くことが重要ですので、地域密着型金融機関を目指す第一勧業信用組合
さんと共に今後とも応援していきたいと思います。

人も動物も、誰もが幸せになるサービスを。

切だと思います。東京都でも様々な取り組みが行われています
ので、どんどん情報を発信していきたいと思います。

ペットサロンを経営する際、意識していることは何でしょうか。

動物を大切に扱うことです。そのため、「人間基準」をモットー
に営業をしています。人間の通う美容室では、丁寧にシャン
プーやカットをしてくれますし、使用するシャンプーにもこ
だわっているお店が多いと思います。「Pet Salon LOZAN」
でも、人間と同じように、被毛や肌に良い良質なシャンプー
やケア用品を使用し、丁寧なトリミングや対応を心がけてい
ます。

販売しているペットフードやグッズなど、他のお店ではあまり見た
ことのないものが多いようですね。

健康に配慮し、原料からこだわっているものを数多く揃えていま
す。他店での取り扱い商品より、安心してペットにあげられる商
品が多いということもあり、お客様にも喜んで頂いています。

「女性・若者・シニア　創業サポート事業」については、どのよう
に感じていますか。

細かいサポートを受けられるので、心強いです。私は、トリマー
の開業などに関して知識はありましたが、改めて本事業で開催さ
れているセミナーで学べたことは、他の創業者と知り合える面も
含めて勉強になりました。また、個別相談で融資申請前に事業計
画書を見てもらうことができたことも大きいです。さらに、創業
後の支援が受けられるので、本当に心強いです。

アドバイザーであるコミュニティビジネスサポートセンターさんに
ついては、どのような印象をお持ちですか。

非常に丁寧に相談に乗ってくれるので、とても助かっています。
まだ開業したばかりで考えることも多いので、今後もさらに多く
の点でアドバイスを頂きたいと思っています。

これから創業される方に対して一言お願いします。

創業は、強い気持ちがあれば出来ると思います。しかし、第三者
からのアドバイスは、非常に重要です。その点、この「女性・若者・
シニア　創業サポート事業」は安心です。ぜひ、本事業を利用し
ながら、皆さんの夢や目標に向かって積極的に挑戦して頂きたい
と思います。

どのようなきっかけで事業を始めようと思ったのですか。

今まで、トリマーを養成する専門学校の教員として働いており、
業務の関係で、イギリスへ勉強をしに行く機会がありました。
そこで、動物の保護活動や人々のペットに対する意識の高さ、
日本よりもはるかに進んでいる法整備や様々な団体の取り組み
を実際に感じることができました。その後、自分に出来ること
は何だろうか、と考え始めたことがきっかけです。

シェルターなど動物保護活動を行う団体はたくさんありますが、
あえて違う形を選んだのはなぜでしょうか。

日本で動物保護活動に取り組んでいる多くの団体は、厳しい
経営の中、ボランティアに近い形で活動されていることが多
いのが現状です。もっとペット業界全体で協力できる体制が
必要だと思い、自分の経験や技術を最大限に生かせるのがペッ
トサロンでした。まずは、私たちトリマーがこの問題にしっ
かりと向き合う必要性を強く感じ、ペットサロンとして、ペッ
トを愛する方々と直接触れ合いながら情報を発信できる形を
選びました。

ペットの殺処分なども、多くの地域で課題となっています。

以前に比べ多くの自治体で取り組みが進み、殺処分ゼロを達成
した自治体も増えています。今後も継続しさらに発展させてい
くためには、ペットを飼っていない方々や、これからペットを
飼おうとする方々に対して、継続的に情報発信をすることが大

現在、定期的にトリミングの為に来店されるわんちゃんで、
来店当初はトリミングが苦手で少し暴れている子がいました。
飼い主の方にお話を伺うと、警戒心が強く落ち着かないため、
安心できるサロンを探しているとのこと。私は、笑顔になっ
てほしい一心で、いつも通り丁寧に対応しました。すると、
トリミングを受けていくうちにとても穏やかな表情になって、
飼い主の方にも非常に喜んで頂くことができました。今では、
いつも穏やかな表情でいらっしゃいます。この件で、改めて
自分の目指す方向性について、自信を持つことが出来ました。

エピソード

セミナーと個別相談を受ける

急ぎ融資申請

事業の安定化、発展に向け人員確保の準備

創業までのフォロー

〒140-0013　東京都品川区南大井5-18-10-1F
TEL03-3768-5922
http://www.petsalonlozan.com/

山﨑 隆史さん
Pet Salon LOZAN（ペットサロンロザン）代表

店舗物件との出会い

融資を受けて開業

専門学校で勤務しながら情報収集、退職

特定非営利活動法人
コミュニティビジネス
サポートセンター

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3-21 ちよだプラットフォームスクウェアA-205
TEL 03-5259-8091     FAX 03-5259-8092
http://cb-s.net/
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事例紹介 07# 

金融機関からの一言

合同会社アロハウェイ 代表  森脇 真理さん

お客様が事業を営まれる上で、問題点やお
悩み事等は必ずあるわけで、弊金庫では、
お客様のそういった問題点やお悩み事等
の解決のために二人三脚で取組み、事業
を成功に導くことを目標として日々尽力し
ております。
創業に関するご相談に際しましては、お客
様の目的やとりまく環境等を含め総合的な
お話を伺いながら、「顔の見える」コミュニ
ケーション力と、「フットワーク」の良さとい
う強みを活かし、お客様に最も適した形で

のお手伝いを考えております。森脇様におかれましても、そういった考え
のもとお手伝いさせていただき、今後においても定期的にお話を伺いな
がら、ビジネスマッチングや資金ニーズ等を含めた様々な形で、事業の発
展繁栄に尽力して参りたいと思います。本事業は、より良い形で成功への
サポートを行うものであり、この制度をたくさんの方々に知っていただき、
地域の活性化に繋がればと考えます。

代表取締役 堤 香苗
株式会社キャリア・マム

地域創業アドバイザーからの一言

城南信用金庫
融資企画課

〒141-8710 東京都品川区西五反田7-2-3
TEL 03-3493-8111
http://www.jsbank.co.jp/

祖師谷支店  飯塚 弘樹
城南信用金庫

7つ目の事例として、合同会社アロハウェイの代表森脇真理さんにお話を伺います。

合同会社アロハウェイは、サーフインシー、マツモトシェーブアイスなど、日本に入ってきていないハワイノース

ショアの大人気ブランドと独占的な販売契約を行い、イベントでの出店やインターネット販売などを行っています。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
森脇さんの事業は「ハワイが好き」という
想いから出発しましたが、創業というのは
そう簡単ではありません。しかし、森脇さん
はその想いをパワーに変え、自身のコネク
ションやご家族のキャリアを利用し、現地
のショップと良い関係を築くなど、事業とし
てしっかり立ち上げました。ただ、まだ個
（点）から、地域－周囲（面）への広がりが出
来ていないので、今後は事業の継続性の
中での巻き込み力が勝負だと感じます。ご
本人による継続的なハワイに関する情報

発信と、城南信金さんの的確な金融アドバイスや地域情報の提供、私た
ちの「ママ・主婦の方々が、いつも笑顔で元気に頑張る世の中を作ってい
く」というミッションに賛同してくれる全国10万人の弊社登録会員をつな
げ、ネットやリアル店舗のコラボなど、実際に手に取れる場を広げるサ
ポートをしていきたいと思っています。森脇さんを中心に三者がうまく連
携することで「三方良し」につながると考えています。

株式会社
キャリア・マム

〒206-0033 東京都多摩市落合1-46-1 ココリア多摩センター ５F
ＴＥＬ 042-389-0220（代表）
http://corp.c-mam.co.jp/

ハワイを愛する気持ち、縁がきっかけに。

常に親身に相談に乗ってくれて心強かったです。また、キラー
コンテンツを提供してくれるブランドオーナーの友人やイベン
ト関係者の協力、ママ友がスタッフとして手伝ってくれたこと、
そして何より家族の支え、そういった全てのご縁があったから
こその成功だったと思います。

地域創業アドバイザーのキャリア・マムさんについての印象を
お聞かせください。

キャリア・マムさんは、ご自身の店舗や非常に大きなネットワー
ク、創業や経営拡大のノウハウを持っています。いつでも相談
できる専門家がいるのは安心ですし、様々なご提案を頂いてい
ます。今後も、新規事業やマーケティングなどを含めて様々な
分野でご協力頂けるのは心強いです。

この事業で求められる社会性について意識されていますか。

当初は強く意識することはなかったのですが、お手伝いしてくれ
るママ友達の中には、家庭を支えることで働く機会を失った人た
ちがたくさんいました。そういった方々が、ご家庭の状況に合わ
せて楽しんで働ける場になっていたようです。本当にご縁に助け
られています。

お話を伺っていると、様々な支え合いやご縁を感じますね。
創業される際に大切にしていたものはありますか。

ハワイには＜オハナ＞というスピリットがあります。それは、ハ
ワイの人たちが尊いものとしている価値観で、すべてのご縁を大
切にして、助けあい、分かち合うことを大切にする精神です。ハ
ワイの方々は、私たちの先人が長い時間をかけてハワイで築き上
げてきたご縁も非常に大切にしてくれています。それは、私がハ
ワイを愛することになった価値観でもあり、創業のきっかけやイ
ベントの成功など、今までの全てが＜オハナ＞によるものだと考
えています。今の東京の人たちに、そういったご縁を伝えていく
ことで、東京により活気があふれ、より素敵な街になるのではな
いかと考えています。

これから創業を始められる方に向けて一言お願いします。

私自身、創業というものを強く意識することはありませんでした。
しかし、今回様々なご縁があって創業し、本当に大切な皆様の支
えと「女性・若者・シニア　創業サポート事業」のシステムや条件、
皆さんの為に継続するという強い意志があって事業を進めること
が出来ました。皆さんにも、様々なご縁があると思います。その
ご縁を大切にして、恐れずに挑戦して頂きたいと思います。

今回、どのようなきっかけで事業を始めようと思ったのですか。

きっかけは、「お台場ハワイアンフェスティバル」への参加・運
営協力依頼を頂いたことです。主催関係者の友人が、私たち家
族がハワイに長年住んでいたこと、人気ブランドのオーナー達
と現地の友人として培ってきた信頼関係があること、何よりハ
ワイを心から愛していること、などを知って声をかけて頂きま

した。

では、元から創業しようと思っていた訳ではないのですか。

創業は考えていませんでした。ただ、せっかく大好きなハワイ
文化を伝える機会ですし、お友達のブランドオーナーや、ハワ
イを愛するお客様、イベント主催関係者に喜んで頂けると思い
ましたので、この機会に参加・創業することにしました。

創業するにあたって大変だったことはなんでしょうか。

創業どころか事業計画書も書いたことがなかったので、資金計
画や人の手配、為替、タイトなスケジュールなど、本当に難し
いことだらけでした。

どのようにして乗り越えたのですか。

まず、事業計画書などについては主人に協力してもらい、資金
については城南信用金庫さんに相談しました。そこで出会った
担当の飯塚さんが、「女性・若者・シニア　創業サポート事業」
を強く勧めてくれたり、資金計画にアドバイスをくれたり、非

イベントでブランドを販売していると LONO、マツモト
シェーブアイスやサーフインシーなどを発見した大変多く
の方々が本当に嬉しそうに自分のハワイにまつわる体験談
を語っていらっしゃいます。ハワイ好きの方々は、ハワイ
文化を愛しているんだということを改めて実感しました。
私たちの事業は、単なる販売に留まらず、お客様を含めた
ご縁の集大成であり、自らもハワイの絆文化である＜オハ
ナ＞を実感しますし、皆様に伝えることのできる仕事であ
ることに誇りを持つようになりました。

エピソード

友人からのイベント参加・運営協力依頼

金融機関窓口で融資相談を受け、融資申し込み

イベントに出店して大成功。事業継続・発展

創業までのフォロー

〒157-0072　東京都世田谷区祖師谷6-5
http://www.alohaway.jp/

森脇 真理さん
合同会社アロハウェイ代表

創業を計画

アドバイザーとの面談後、融資実行

現地有名ブランドオーナーとの信頼関係の構築
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バイシクルガレージ轍 代表  田中 勲さん

8つ目の事例として、大田区蒲田駅近くにある「バイシクルガレージ轍」の田中勲さんにお話を伺います。

バイシクルガレージ轍さんは、自転車の修理販売、関連用品の販売など、自転車のお医者さんとして営業されて

います。

経験・地域の特性を活かした店舗作り。

現在まで、事業は上手く行っていますか。

皆さんのご協力もあり、当初予定していたよりも上手く行っている
と思います。本当に多くの人たちに支えられていると実感します。

創業するにあたって大変だったことはなんでしょうか。

最初は、今回の「女性・若者・シニア　創業サポート事業」が
始まっていなかったので、通常の創業融資を申し込みました。
共立信用組合の下川支店長には、その時からたくさんご支援頂
いています。ただ、創業計画書も書いたことのない素人の私が
融資の申請をするのですから、それは結構な手間がかかりまし
た。もし最初からこの制度があって知ることが出来たら、創業
の専門家であるアドバイザーのサポートを受けられるわけです
し、全く違ったと思います。

では「女性・若者・シニア　創業サポート事業」は追加融資として
ご利用されたのですね。

はい、そうです。金利は非常に低いですし、専門家のサポートも
受けられるし、そういった意味では追加融資を受けるリスクは低
いと判断しました。それに、借りられるうちに借りて、早めに次
の手を打つことも重要だと考えた部分もあります。

この事業で求められる社会性について意識されていますか。

特に意識したことはなかったですが、強いて言えば近所に自転車
屋さんがなかったところに自転車屋さんが出来ることは、近所の
人にとって役に立てているかと思います。あとは、仲間がたくさ
ん集まってくれるので、蒲田の活気の向上やネットワーク作りに
も繋がっているのかなと思います。

アドバイザーである新現役ネットについて教えてください。

今まで数回の面談を行って頂きましたが、やはり専門家が控えて
いてくれることは、安心感が違います。今は、自分の勉強も含め
て販促などは極力自分で行っていますが、今後の事業拡大や壁に
当たった時、どうしても自分で上手く行かない時などに力を貸し
て頂けるものと思っています。

これから創業を始められる方に向けて一言お願いします。

まず、これから創業する人にとって「女性・若者・シニア　創業
サポート事業」は、専門家のアドバイスが受けられるなど、本当
に手厚いサポートが用意されていると思います。これは、サポー
トの無い状況から始めたからこそ実感できます。だからこそ、使
えるものはしっかり使って、勇気をもって創業に挑戦してもらい
たいと思います。

今回、どのようなきっかけで事業を始めようと思ったのですか。

私は、もともと会社員でしたし創業することは考えていませんで
した。ただ、自分の培ってきた自動車ディーラーや自転車チェー
ン店での経験、私が１０年以上西蒲田エリアに住んでいたことで
出来た、たくさんの友人・飲み仲間・自営業の先輩、自身の生活
や仲間の話から西蒲田エリアに自転車屋さんがないことを実感し
ていたことなど、様々な要因が組み合わさって、創業することを
決意しました。

他業種へ転職してからの創業ということですが、
最初から計画していたものではないということですか。

その通りです。自転車チェーンへの転職も、最初から狙ったも
のではありませんでした。ただ、その時の経験と技術、自転車
屋さんが大きな資金を必要としない営業形態であることは大き
かったです。ある意味では偶然の作用も大きいかもしれません。

創業する際に、何を強みとして計画されていたのですか。

自動車ディーラーの営業として当たり前だった質の高いサービ
スが、自転車屋さんでは意外と行われていません。ですから、
ちょっとしたことでも自分が丁寧に対応して、質の高いサービ
スを提供することが差別化につながっています。また、今まで
の経験から、スポーツ車からママチャリまで、なんでも対応で
きることも自信があります。後は、地域特性に合わせた商品や
サービスの提供も、地元をよく知ればこそ出来ると思います。

創業以前に蒲田西口で開業することを決めていました。前
職（自動車ディーラー）の営業エリアが蒲田西口付近でし
たので、当時のお客様や近隣店舗の知り合い、飲み仲間も
多かったからです。そのため、創業計画時から仲間からア
ドバイスを受けたり、オープン前に近隣店舗にチラシやポ
スターを置かせてもらったり、お客様を紹介して頂いたり
等々、ご近所の皆さまからたくさんのご協力をいただき、
オープンして間もない段階から地域密着型の店として営業
できましたし、今までやってくることができました。本当
に関係者の皆様に感謝しています。

エピソード

創業融資を受けて事業開始

追加融資を受けて事業拡大

創業までのフォロー

〒144-0051　東京都大田区西蒲田7-41-3
http://bicycle-garage-wadachi.com/

わだち

田中 勲さん
バイシクルガレージ轍 代表

ニーズの把握と店舗探し（１年以上）

共立信用組合から本事業の紹介を受ける

金融機関からの一言

本事業の掲げる地域の創業者を支援・サ
ポートするという趣旨は、地域金融機関の
使命そのものであり、私共の掲げる「共存
共栄、発展存続、社会貢献」という基本理念
と合致します。
しかし、創業自体は簡単なものではありま
せんので、当組合としましては、まずは「開
業計画書」や「収支計画」について、特に注
意して拝見しております。これにより、融資
を行うか否か、つまりは想いだけではなく、
事業の継続・発展性などを検討いたします。

今後は、当組合とアドバイザーの持つ専門知識・経験などを提供し、当組
合の持つ狭域高密度・地域密着型金融の営業体制という特徴を生かし
て、様々な方面からサポートしていきたいと考えています。田中様の事業
の成功・成長と地域の活性化をつなげて行くことはもちろんですが、その
他の様々な事業者様のネットワークを広げていくことで、さらなる地域経
済の活性化、活気ある大田区の復興に寄与できるものと考えています。

理事長 福岡 政行
特定非営利活動法人　新現役ネット

地域創業アドバイザーからの一言

田中様は、自らが本当にバイシクル（自転
車）好きであるという情熱だけに留まらず、
ご自身が従業員として勤務していた時期に
持っていた、経営に対する様々な想いや経
験により事業を始められたとのこと。
これが何より田中様の持つ強みだと考えま
す。まずは、できるだけ早く事業を安定化
させ、継続性のあるものとしながらも、現在
進めている雇用や販売促進、次店舗展開
などの事業拡大に際して、一人では対応し
きれない局面などに備えていくことが大事

です。本事業は、低い金利など良い条件が揃っていますが、金融機関の視
点に加え、私たちアドバイザーの視点が加味されたことも非常に大きいと
思います。そこで、そのような本事業の利点を生かし、当NPOと共立信用
組合さんが地元での協力関係を築き、ご自分では気付かない点に対し、
事業が継続して発展するためのアドバイスをするなど、課題を乗り越える
様々なサポートを行っていきたいと思います。

西蒲田支店 支店長 下川 秀之
共立信用組合

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

特定非営利活動法人
新現役ネット

〒108-0014 東京都港区芝5-31-10サンシャインビル9F
TEL 03-5730-0161
http://www.shingeneki.com/

共立信用組合
業務部

〒143-0015 東京都大田区大森西１-７-２
ＴＥＬ 03-3762-7777　
http://www.kyouritsu.shinkumi.co.jp/
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