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特定非営利活動法人 石巻復興支援ネットワーク

応募担当者
氏名：

02-03

兼子 政慶

※応募者の団体紹介、女性起業家支援についての取り組みなどを記載ください。 （２００字程度）
東日本大震災から2ヶ月後に発足、仮設住宅コミュニティ支援からスタート。活動の中で受益者からニーズを吸い上げ事業を拡張し、現在は女性支援、まちづくり、創業支援など10以上の事業を推進。2012年より内閣府委
託事業から創業支援を実施。のべ600名以上の起業を支援。2013年より石巻市と日本ロレアル社と協働し女性の社会参画を推進するスクールを実施。のべ135名卒業、うち80名が地域の担い手となっている。

女性が、そのときの起業フェーズで
抱えていた特有課題(200字程度）

支援内容(200字程度）

連携支援者

女性起業特有課題のための支援ポイント・工夫した点(300字程度）

好きなことが「おかし作り」ということのみ
がわかっている状態で、事業としていくに
はどうしたら良いのかについて何もわか
らない状態であった。

起業をゴールに置いた「Eyes for Future by ランコム」説
明会にお越しいただき、説明と申請書記入のサポートを
実施。また、事務局マネージャーが創業支援部長でもあ
ることから、スクールを受けていく中での起業におけるマ
ネージャーへの相談を促した。

・石巻市
・日本ロレアル株式会社 ランコム事業部
→石巻市地域協働課と連携し、スクール
の会場や託児スタッフの手配などご協力
いただいた。ランコム事業部からはスクー
ルの企画運営費用や修了生への記念品、
修了式等式典の協働企画運営などにおい
て連携している。

やりたいことが煩雑していること、何がわからないかがわからない
状態であることに対し、起業における汎用的知識を習得できるス
クール受講をご案内した点。また、同フェーズの他者と出会うことも
狙いの一つとしており、他者を通じて自己分析する俯瞰視点の創
出する点。

スクール内容が汎用的であった為、ご自
身の事業にフィットしていないのではない
か、ここに自分がいてもいいのかなどの
不安があった。

フォローしていたマネージャーがIM研修を受講すること
となり、そのOJT対象者を提案、面談を実施していくこと
となった。何故おかし作りをやりたいのか、それを何故
（社会において）事業としていくのかを改めて考えてみて
はどうかと提案。また、当団体で開催する1,000人来客
規模のイベントへの出店も提案。

・石巻市
・団体内まちづくり事業部とイベント開催委
員会
→団体内まちづくり事業「石巻に恋しちゃっ
た」におけるサン・ファン石恋祭りの実行委
員を経験することで企画やオペレーショ
ン、チームで動くこと、石巻市担当者などと
やりとりをすることなどを経験いただけるよ
うに設計・連携した。受講生個人はスクー
ル事務局にてフォローした。

趣味や特技が高じて事業としようとしている起業者であった為、改
めてご自身の中で事業とする＜何故？＞を問うことで、その事業
の社会的な意義やバリュープロポジションを明確にしていただくよう
フォローした点。インプットと同時にアウトプットするフィールドを提
供し、知識やつながりが生かされていることを実感いただけるよう
フォローした点。実際に出店したことで隣り合ったワイン工房の事
業者と意気投合、協働商品開発に至り、当商品が大反響であった
為その後の商談もある予定である。

PPTでの資料作成をする上での操作、事 操作やビジネスモデル化について、IM研修OJT内の面 ・仙台の女性起業家（株式会社グリー
業をビジネスモデルとする中での具体
談にてフォローを実施。創業支援事業部におけるwebサ ディー 代表取締役社長 浜出理加さん）
性、戦略性に課題を抱えていた。
イト制作講座もご案内。また、ケーススタディができる
・石巻市（産業部産業推進課）
フェーズであると判断し同事業部の女性起業家ミート
・団体内創業支援事業部
フェーズ
アップイベントもご案内。当イベントは実際に活動してい →創業支援事業において女性の起業家に
2
る女性起業家をゲストに迎えご自身のこれまでのヒスト 特化した企画により、地域を担う女性起業
リーや事業経験などをシェアいただき、その後参加者と 家をフォローしたいという想いから委託元
ゲストとで交流を図るイベントである。
である産業部に相談、承認を得て市の委
託事業としてイベントを開催した。

学生結婚されている経歴から社会人経験があまりなく、パソコンの
経験に乏しいことから、操作説明のフォロー、また、知識を持ち帰っ
ても家庭では家事や育児に忙殺され落ち着いた頃には知識が抜
けてしまっていることから、面談時に実際に資料作りを実施してもら
いその場で随時サポートすることも実施した点。参加いただいた
web制作講座も同様形式である。また、事業に偏らずメンタル面に
も配慮し、ミートアップイベントを案内した点。

事業が明確になっていく上で、旦那様の
扶養との兼ね合いや、お子様が小学校
低学年と幼稚園児であることから工房を
自宅へ移設にしたいという、より具体的な
フェーズ 税務面の課題などを持っていた。

税理士などおつなぎした方へ相談する際に、未準備状態だと相談
内容が煩雑となる可能性を考え、事前に現状から相談事項を整理
する面談を実施した点。事業計画書などをはじめとする「言語化」
に苦手意識があることから、文字に落とし込む部分ではサポート、
プレゼンテーションなどトークに落とし込む部分では他の起業家交
流イベントなどをご案内している点。結果的に税理士への相談は
一度で解決され関係も構築できたようである。また、自ら計画書に
記載する文章をノートに書き、後日の面談の際に見せてくださっ
た。11月初旬には計画書は完成予定である。

フェーズ

フェーズ
0

フェーズ
1
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行政書士資格も持つ税理士を紹介。具体化された各課
題についてアドバイスいただいた。また、今後の資金調
達時などにおいて求められる事業計画書の作成サポー
トを実施。

・税理士（行政書士資格保有者）
→本税理士は地元が石巻市でこの地に想
いがあることもあり、女性起業家含む今後
の起業支援において財務無料相談の実
施、無料相談利用者からクライアントへの
移行フロー構築などで連携を取っている。

女性起業家支援コンテスト エントリーシート 【女性起業家シート】

02-03

氏名： 阿部 愛純
女性起業家自己紹介
(起業動機・これまでのキャリア） （300字程度）
幼少期に姉がつくったお菓子に「家でもお店のケーキが作れるんだ！」と感動し、以来おかし作りがずっと好きでした。大学では栄養学を専攻、同時にお菓子屋さんでアルバイ
トをしていました。私の地元は福井県なのですが、大学卒業後結婚を経て宮城県に来ました。現在は東松島市に居住しています。起業動機はシンプルで、自分の好きなおかし
作りで人を喜ばせることができればと考えた為です。
事業PR
私の事業は焼き菓子と生菓子の洋菓子製作・販売です。元々友人から依頼を受けてケーキなどを作っており、より多くの人に届けたいと考えイベント出店、口コミが広がり事業
化、起業するに至ります。個別依頼対応とイベント出店がメイン事業で、その中でつながるご縁から地域の素材を使用した商品開発や他事業者との協働商品開発なども実施
しています。商品開発実績としては、地元のワイン工房からワインに合うお菓子の開発依頼を受け、東松島市の農場から提供いただいた野菜とワイン工房事業者の地元であ
る塩釜市の塩をしようしたケークサレの納品があります。

相談した人・場所

支援内容(200字程度）

その結果(200字程度）

ご縁があり地元（東松島市）の市民センターにおける
マルシェにて出店していたところ、石巻復興支援ネット
ワークさんと、ランコム事業部さんによる女性育成スクー
ル「Eyes for Future by ランコム」の卒業生という高橋公
美さんがお客様としてお越しになり、起業における相談
や各種スクール・セミナーなどの情報提供を下さるよう
になった。公美さん自身もアーティフィシャルフラワーで
起業されています。

Eyes for Future by ランコムが起業家育成スクールと
して開講するということで説明会に参加しました。説明
会でスクールの説明を受けその場で受講を決め、申
請書を記入し提出しました。記入の際にはスクール事
務局の方が項目ごと簡単に説明しながらヒアリングし
てくださいました。

・スクールを受講することに至りました。
・スクールの申請書から現在の事業状況や、今後の
ヴィジョンを言語化する簡単な事業計画書のようなも
のだったので、受講前に今の自分のやりたいことと実
際にやることについての理解が整理されたように思い
ます。

スクールの授業内容が、大きいビジネス向 相談場所：石巻復興支援ネットワーク
けの内容に感じ、自分のような小さな個人 相談した人：スクール事務局マネージャー
事業主的な事業にすぐに使えないのでは
と感じていました。
フェーズ この時点では、工房またはお店を持つこと
1
を夢でその他は特に考えていませんでし
た。

石巻復興支援ネットワーク創業支援部マネージャーで
もあるスクール事務局スタッフにスクールの内容と自
分の事業との間に違和感がありこのまま自分は受け
ていてもよいのかと相談した。その時に、知識を学ぶ
時には、目の前のことにとらわれず自身の事業を一
歩引いて考えてみるなどをしてみてはどうかとアドバ
イス頂き、なるほどとその後も受講を続けました。

・単にお菓子を作って売るのではなく、事業による地
域活性化の想いが出てきました。これはスクールの受
講によって、同期の仲間などつながりが一気に増え
様々な人と出会えたからだと思います。
・自分の視野を広げること、広がった先にご縁がつな
がってそれが事業の成長や拡大につながること、その
為に事業を確立させ今よりも大きいイベントや出店し
たことがないマルシェなどに出て行こうと考えました。

ビジネスモデル構築など、スクールの中で 相談場所：石巻復興支援ネットワーク
与えられた課題に取り組む上で、具体的に 相談した人：スクール事務局マネージャー
やっていくことの順序や必要なこととやりた
いことの区別、関連することなどを整理す
フェーズ ることができていませんでした。
2
PPTにて作成とのことで、学生時代ぶりに
開いたところ操作につまづき作業が進ま
ず..。この時点でIT系に弱いということがわ
かりました。

IT系の課題については、マネージャーに相談し、サ
ポート頂きました。ビジネスモデル構築する上での情
報整理なども相談し、話したり書いて頂いたりする中
で整理され、ビジネスモデルを構築していきました。ま
た、今の売り上げや営業活動、工房を持つコストやそ
の効果などの情報を収集しながら考え、戦略を立てま
した。また、マネージャーが担当するコワーキングス
ペース事業の起業家交流イベントのご案内をいただ
きました。

・Eyes for Future by ランコムを修了しました。修了式
では受講生代表挨拶者として選んでいただき務めま
した。ビジネスモデルはKDDIウェブコミュニケーション
ズ様より企業賞を受賞しました。
・コワーキング主催の交流事業に参加するようになり
ました。実際の女性起業家（浜出理加さん）のお話を
聞くことで、失敗を恐れず考えすぎず想いのままに
やってみようという気持ちになることができました。

どんどん具体的になる中で、工房を建てる 相談場所：石巻復興支援ネットワーク
土地が見つからないのが今の大きな課題 相談した人：当該創業支援事業部マネージャー、税理士
です。また、自分のやりたいことと、ビジネ
スとしてお客様のニーズに応えるということ
フェーズ のギャップや、現実的にやりたいことをやる
には手が足りないなどの課題もあります。
3
工房は来年中に持つことが目標です。

スクールを修了し、具体的に事業計画書を作成して
はとご提案いただきまして、現在サポート頂きながら
作成しています。また、工房を持つことを来年に置い
て、日々の事業や工房関係の税務会計分野の相談
をマネージャーに紹介頂いた税理士の方に相談し、
色々と教えていただきました。今後は、作成した計画
書を元に工房の為の資金調達を予定しています。

・フェーズ0の色んなことが漠然としていて何から考え
ればいいのかさえ分からない状態から、スクールやマ
ネージャーとの面談を通して課題や想いがどんどん具
体的になり、何をすべきか・考えるべきかを自分から
見出して動けるようになったと感じています。
・夢としてみていただけの工房が、いつの間にか来年
に持つと目標設定していたり、売上、原価、PRなどと
いった言葉を理解して使えている自分に驚いていま
す。

フェーズ

抱えていた悩み・想い (200字程度）

おかし作り事業をやりたいという漠然とした
方針はあありましたが、具体的に事業とし
てやっていく時に何をしていったらいいの
か、何が必要なのか、お金関係など、まっ
フェーズ たく知識がなく、不安でした。とにかく、多く
0
の人にお菓子を届けたい、自分としても人
生を通してつくっていきたいという想いだけ
を持っていました。

女性起業家支援コンテスト エントリーシート案 【女性起業家シート】

03-04

氏名： 松本 千佳
女性起業家自己紹介
(起業動機・これまでのキャリア） （300字程度）
「食」に関しては、食べ歩きが好きだったというだけで、特に資格はありません。ネット通販より購入してくださった方には、一人一人に手書きのメッセージを添えてきました。『全国
の食卓に笑顔をお届けしたい』という想いをお伝えしています。農家さんの苦労を知る為、畑へ出て有機栽培の作業を手伝い、どれだけの苦労があって育った素材なのか、そし
て、それを手間暇かけて手づくりしている商品であると伝える事で、安心・安全を支持する方だけでなく、働く女性や子育て中のママからの支持も得てきました。
今後は、単純作業（材料の皮むきや、ラベル貼り）など、障がい者雇用を生み出す事業に発展したいです。
事業PR
八ヶ岳南麓（北杜市）で育った有機野菜で作るドレッシングの製造・販売事業を行っています。現ラインナップ4種類⇒胡麻・人参・玉ねぎ・牛蒡（牛蒡のみ期間限定）
【卸販売】・山梨県北杜市大泉町『ひまわり市場』・長坂町『豆の花』・山梨県甲斐市アマノパークス竜王店・アマノパークス敷島店・東京都PLAIN PEOPLE(プレインピープル) 青
山・六本木・丸の内・中目黒各店・国立市HOMEGROWN（ホームグロウン）など
【インターネット販売】（http://www.felicitaoffice.com/）

フェーズ

抱えていた悩み・想い (200字程度）

相談した人・場所

支援内容(200字程度）

その結果(200字程度）
ドレッシング作りを通して、廃棄する野菜の活用や地元農
家さんの宣伝になる機会が増え、その敷居は徐々に低く
なりました。
日本全国から注文が入るようにインターネット通販の知
識を取得。
マルシェや試食販売を積極的に行い、山梨県庁主催
co+she go toマルシェでは5時間で10万円を超える販売
ができ、60店舗中1番の売上を達成しました。

北杜市に移住してきて１２年。子どもの学校の関係でいく
つかのコミュニティとつながる事はできましたが、地元の
方たちと触れ合う機会は少なく、目に見えない壁を感じて
フェーズ きました。
自営業では生活費への不安もあり、パート先を辞める事
0
ができずにいました。

株式会社ファーマン（JAS認定有機野菜農場）
内藤勲（SNS発信のセミナー講師）
山梨県庁
株式会社山梨中央銀行
山梨県信用保証協会
日本政策金融公庫

山梨県北杜市産のオーガニック野菜を摂りたい健康を気
遣う層という顧客セグメントだけではなく、働く女性、子育
て中の忙しい方のために、お子様からお年寄りまで愛さ
れる味、無農薬野菜を材料にする事で安心して召し上
フェーズ がっていただける、そして冷蔵庫にあるものにかけるだけ
で一品できてしまう手軽に使えるドレッシングを求める顧
1
客セグメントへどのように情報発信をしていくのがよいか
を模索していました。

山梨県庁
株式会社山梨中央銀行
山梨県信用保証協会
日本政策金融公庫
クルミハーバルワークス（ハーブ製造販売）

【co+she go to 女性の起業を応援するプロジェク
ト参加2017年7月～12月】
❶起業を志す参加女性同士の交流を促進
❷販売戦略・プロモーション戦略・収益構造と資
金調達講座
❸女性ならではの「仕事スタイル」を創りだしてい
る先輩起業家の現場に訪問
❹支援機関や起業仲間へのプレゼンテーション
❺講座で知り合った仲間とコラボ商品開発・販
売）

2017年10月 地元TVにて 全国お取り寄せコーナーに出
演し、全国の系列TV局にてオンエアしていただく
2017年11月 全国紙anan（アンアン）にて、カラダにいい
もの大賞2017 ファイナリストに選ばれる
2018年6月５日 山梨日日新聞に掲載される
2018年6月 全国紙女性自身にて、栗原はるみさん絶賛
のドレッシングとして掲載される
クルミハーバルワークスさんのご依頼で「クルミとゴマのド
レッシング」を開発・提供

農家さんから野菜を仕入れ、他材料集め、野菜を洗うとこ
ろから切って調合し、充填、ラベル貼りまでのすべてを手
作業で行っております。
フェーズ 加工製造発送は自宅（マンション3階）で行っている為、荷
物の上げ下ろしや時間や労力のロスが多く発生していま
2
した。
メディアの紹介などが増え、急増な受注対応に追われ、原
価計算が全く出来ていませんでした。

株式会社山梨中央銀行
公益財団法人山梨中銀地方創生基金
山梨県信用保証協会
日本政策金融公庫
山梨県庁
NPO法人bondplace

【山梨中央銀行主催 女性起業家応援プロジェクト「女
性のための起業セミナー」参加2018年3月～6月】
❶事業をスケールアップするためのメンター制度で、1
対1での伴走支援を受ける
❷詳細な原価計算を一緒に行う
❸山梨中銀地方創生基金の活用を紹介される
❹ビジョンを語り、共感者とつながりを増やすためのプ
レゼンテーションを行う

胡麻・人参・玉ねぎ・牛蒡（牛蒡のみ期間限定）ラインナッ
プ4種類と大ボトル小ボトルごとの原価計算を行うことで、
食材のロスがかなりあったことや、作業の導線が悪いこ
とで商品製造数が頭打ちになってしまっていることが明
確になりました。
収益構造が具体的に把握できたことで、地域創生助成金
申請にチャレンジし、200万円の助成金を頂くことができ
ました。

悪天候等による、貴重な有機野菜の確保に苦労し、ロス
も含め、確実な材料確保は大変困難だと実感していまし
た。
空き家の多い山梨県でありながら、特に北杜市は賃貸の
フェーズ 物件がなく、特に移住世帯や母子世帯で営業として活用
3
できる物件が見つからない状況でした。

株式会社山梨中央銀行
NPO法人bondplace（コワーキングスペースaeru
含む）
株式会社ぐりーんふぁーむ八ヶ岳（有機米通販）

❶地元で商売をされている方を紹介される
（所有している倉庫の一部を安価で貸していただける
よう、地元農家で有機野菜を作っている方へ材料提供
を一緒にお願いしていただきました。）
❷工事費用の軽減
（建築会社に一括発注ではなく、電気・内装・設備・リサ
イクル業者を個別に紹介いただいたことで費用が半
減。）
❸リノベーション作業を手伝いっていただく
（倉庫の荷運びや塗装・板張り・備品搬入など）

探していた空き倉庫が見つかり、改築を加える事で加工
場を作る事ができる事になりました。
今後は、新たな加工場で材料、加工品の保管、発送作業
の一元化をはかり、時間・労力・人件費・材料のロスを徹
底的に削減し、増産していきます。
貸主さまがお米の通販を営んでいるので、協力し合い、
流通のコスト削減や発送の委託をしていきます。
工事費を徹底的に削減できました。
2018年11月8日オープン予定です。

❶集客につながる人気ブログセミナーに参加
❷山梨県庁主催 女性の起業を応援するプロ
ジェクト「co+she go toマルシェ」参加【2016年12
月】

女性起業家支援コンテスト エントリーシート案 【支援者シート】

03-04

株式会社 山梨中央銀行
団体名：
担当者氏名： 法人推進部法人推進企画課 武藤 拓路
※応募者の団体紹介、女性起業家支援についての取り組みなどを記載ください。 （２００字程度）

山梨県唯一の地方銀行。銀行本部に「創業・新事業サポートデスク」を設置している。「創業・新事業サポートデスク」では起業・創業支援の専担者を配置し、創業案件のサポートや支援メニュー
の企画・立案、外部機関との連携等の支援態勢を整備。2018年3月には当行主催による「女性のための起業セミナー」を実施し、連携団体と協力しながら、参加女性に対して継続的に創業アドバ
イスを行っている。

フェーズ

女性が、そのときの起業フェーズで
抱えていた特有課題(200字程度）

支援内容(200字程度）

連携支援者

移住世帯に関する偏見
地域コミュニティーへの参入の壁
生活費の不安

2016年12月
山梨県庁
【山梨県庁主催 女性の起業を応援するプロジェクトとの 山梨県信用保証協会
連携によるサポート】
日本政策金融公庫

当行が支援を行った松本千佳さん（ドレッシング製造販売）は
県外から移住したという境遇もあり、周囲に気軽に相談でき
る支援者がいなかった。特に女性の企業者は金融機関に対
して高い恐怖心、心理的ハードルを感じていることが多く、相
談したくてもどう相談すればよいのか悩んでいた。そこで山梨
県庁を通じて金融機関としてサポートする姿勢をお伝えした。
具体的には、山梨県庁主催のイベントに出席し実際に松本さ
んとお会いし、創業に対する思いを確認。起業家や創業者を
支援することに特化した当行の「創業・新事業サポートデス
ク」が対応した。

顧客セグメントとプロモーションのギャップ
販路開拓への壁

2017年7月～12月
山梨県庁
【co+she go to 女性の起業を応援するプロジェクトとの連携に 山梨県信用保証協会
よるサポート】
日本政策金融公庫
❶起業を志す参加女性同士の交流を促進
❷販売戦略・プロモーション戦略・収益構造と資金調達講座の
開催
❸女性ならではの「仕事スタイル」を創りだしている先輩起業
家の現場訪問
❹支援機関や起業仲間へのプレゼンテーション
❺講座で知り合った仲間とコラボ商品開発・販売支援

女性起業家に特有の課題として、想定ターゲットを正しく捉え
られていないことがあげられる。松本さんの場合、有機野菜
のドレッシングを事業に選んだきっかけは、自身が良いと感じ
たものを多くの人に食べてもらいたいとの思いである。その思
いが起業のきっかけにもなっている。起業後、一定数以上を
売り上げていくためには、製品に対してどのようなセグメント
の顧客がニーズを持っているのか詳細に想定していくことが
必要。また、想定したニーズを持っている顧客に効果的に情
報を伝えていくことも重要。女性の起業を応援するプロジェク
トにて主に上記2点についてアドバイスを行った。

2018年3月～6月
【当行主催女性起業家応援プロジェクト「女性のための
起業セミナー」開催】
❶事業をスケールアップするためのメンター制度で、1
対1での伴走支援を実施
❷詳細な原価計算を一緒に行う
❸山梨中銀地域創生基金を紹介
❹ビジョンを語り、共感者とつながりを増やすためのプ
レゼンテーションをペアで実施

受注が増加していく際、注文してくれた顧客に対して何とかお
届けしたいとの思いで製造を優先していった結果、収支管理
が疎かになってしまった。製造工程と収支計算の課題に注目
し、当行主催「女性のための起業セミナー」にて長期的な伴
走支援を実施。製造工程の課題は、新たな製造場所を探す
ために行員が現場を訪問し、実際に状況を確認。効率的な
製造のための物件探しのお手伝いを行った。また、収支計算
については、各商品の原価計算を実施し、利益が把握できる
ように長期的に指導した。収支計画が明確になったことによ
り、山梨中銀地方創生基金に申込み、採択された。

フェーズ
0

フェーズ
1

加工製造発送は自宅（マンション3階）で行っ
ている為、荷物の上げ下ろしや時間や労力
のロスが多く発生
生産量の限界
フェーズ メディアの紹介などが増え、急増する注文対
2
応に追われ、原価計算が全く出来ていない
お金に対する恐怖心

フェーズ
3

女性起業特有課題のための支援ポイント・工夫した点
(300字程度）

有機野菜の安定確保に苦労
北杜市は賃貸の物件がなく、特に移住世帯
や母子世帯で営業として活用できる物件が
ない

公益財団法人山梨中銀地方創生基金
山梨県信用保証協会
日本政策金融公庫
山梨県庁
NPO法人bondplace

2018年7月～
NPO法人bondplace（コワーキングスペースaeru
❶地元で商売をされている方を紹介
含む）
（所有倉庫の賃貸依頼、有機野菜を作っている地元農 株式会社ぐりーんふぁーむ八ヶ岳（有機米通販）
家へ材料提供依頼）
❷工事費用の軽減
（建築会社への一括発注ではなく、電気・内装・設備・リ
サイクル業者を個別に紹介。経費が半減。）
❸リノベーション作業手伝い
（倉庫の荷運びや塗装・板張り・備品搬入等）

新加工場を選定するにあたり行員も候補地へ共に訪問し、製
造効率面や今後の活用の広がりがあるかどうかも確認した。
女性起業者1人で新たなことを交渉していくのは心理的にも
ハードルが高いことが多いので、なるべく帯同訪問を行った。
今後は新製造場の改装の進捗管理や販路拡大に対して提
案していく予定である。
女性の起業家や創業者が困った時に、気軽に相談できる金
融機関として、創業前の段階で悩みを共有することで強固な
支援体制を連携機関と組むことが重要と考えている。

女性起業家支援コンテスト エントリーシート 【支援者シート】
応募者
団体名：

株式会社eight

応募担当者
氏名：

04-01

鬼木 利恵

※応募者の団体紹介、女性起業家支援についての取り組みなどを記載ください。 （２００字程度）
愛知県豊田市に拠点をおく、女性のキャリア支援をする企業です。就業している女性社員のキャリアデザイン研修や管理者向けの女性社員マネジメント研修などを実施しながら、働く選択肢として「起業支援」も行なってお
ります。自主事業であるママながら起業塾デビュー講座（託児あり）は、2018年１月開始で14期生を迎えます。また豊田市を中心に愛知県内の市町村にて起業講座の講師も勤させて頂いております。

フェーズ

女性が、そのときの起業フェーズで
抱えていた特有課題(200字程度）

支援内容(200字程度）

連携支援者

ママ友たちの活躍を見ることが増え、自分も 【2015年度】
豊田商工会議所
好きなことを仕事にしてやってみたいと思っ ◆豊田商工会議所主催 株式会社eight 企画/講師
株式会社eight
ていたが、何から始めていいかわからない。 「みつかった"好き"を仕事にしよう！」ママ向け起業連
つながりもなく、自信もない。
続講座を開催→初のマルシェ出店を果たす
フェーズ
⇩
0
◆マルシェ出店で友人とのトラブルを抱え（株）eightの
個別相談で、「起業にまつわる基礎知識」「仕事へのマ
インド」を整えることをアドバイス

これまでの商工会議所主催の起業講座は敷居が高いイメージがあったため
タイトルや内容を工夫。
①オリエンテーション1.5H：先輩ママ起業家をゲストに招いて、ママをしなが
ら起業で社会とつながることの可能性を感じてもらう内容。②実践講座４回
（各２H）：A好きを仕事にしてお金をとってもいいの？という女性特有のマイ
ンドから価値を高めて売るビジネスマインドを醸成。B起業の方法、種類を学
び自分にあった起業スタイルを見出す。C自分のサービス内容を整理し、
マーケティングの4Pに向き合う Dマルシェ出店に向けて魅せ方、集客方法を
学ぶ。③実践当日 eight主催マルシェ初出店

【2015年度】
◆Facebook活用講座、ママながら起業塾デビュー講座 株式会社eight
【2016年度】
◆豊田市商工会議所主催 株式会社eight 企画/講師 豊田商工会議所
「起業プロジェクト*オリエンテーション」「魅せ方講座」
*豊田商工会議所/豊田市ものづくり産業振興課/とよた ←４者連携プロジェクトスタート
市男女共同参画センター/豊田信用金庫の連携により、
"とよたで女性の起業できますプロエジェクト"が2016年
度からスタート。

eight主催の起業塾、商工会議所主催の起業講座、豊田市ものづくり産業振
興課主催の起業講座、とよた男女共同参画センター主催のプチ起業講座、
それぞれでeightが講師をさせて頂いていたが、主催がバラバラのため、「い
ま何が課題なのか、どの起業フェーズにいるのかわからず、どの講座を受
けるべきかわからない」女性達が多く、eightへの問い合わせが増えていた。
そこで、企画と講師を担う（株）eightが事務局となって横串を刺すことに。
フェーズ0-1を「もやもやさん」フェーズ1-2を「これからさん」フェーズ2-3を
「もっとさん」と示し一気通貫した起業支援をスタート。宇井さんへ必要な講
座を紹介しやすくなった。

少しずつ実践的な学びも増え、「とよたで女
性の起業できますプロジェクト」や「eight起業
塾」でのネットワークもでき、自信をつけてき
た。
フェーズ 自宅のガレージを改装して工房を作りたいと
2
いう目標もできたが、次のフェーズに進むに
当たって、資金計画や事業プランを見直す
必要が出てきた。

【2016年度】
豊田商工会議所主催 株式会社eightコーディネート
チャレンジショップスタート
【2017年度】
◆お金の基本のき講座、ママながら起業塾 経営管理
コース受講
【2017年度】
◆豊田商工会議所主催「記帳の基本のき講座」
◆商工会窓口へ創業補助金の相談

自宅のガレージを工房にするための準備が
スタート。これまでの数年間で参加した起業
プロジェクトや起業塾で得た絆の深い仲間と
ともに、新たなユニットを立ち上げて活動を
フェーズ 広げ始めた。
工房完成後のPRや事業を推進していくため
3
に、発表の場を積極的に得たいと考え始め
る

【2017年度】
豊田市ものづくり産業振興課主催「起業プラン作成講
座」
⇩
とよたで女性の起業できますプロジェクト「事業報告会
IDOBATASUMMIT」３分スピーチへのチャレンジ
＊年度末の事業報告会はプロジェクトの集大成。宇井さ
んは前年度パネラーとして登壇をお願いしたが、2017年
度は自ら手をあげスピーチに挑戦。これまでの歩みとこ
れからへの思いをぶつける場となった。

女性起業家の中でも特にハンドメイド作家やアーティストは。開業届
けや確定申告、日々の売上管理や資金計画から目を背けがちで、
必ず壁にぶつかる。（株）eight主催の起業塾デビュー講座では2017
年度より経営管理コースを新設し、受講を薦めた。４者連携事業の
起業プロジェクトでは、（株）eightの事務所近くで空き店舗を6ヶ月限
定で借りてチャレンジショップで実践を積む機会をつくった。宇井さん
にすぐに声をかけ、売上、利益、稼働率などに向き合い、仲間との協
働、資金計画、仕入れ先開拓など実践的な経験を積んでもらうこと
ができた。eightの講師陣が逐一売上報告や相談を受けてサポートし
た。

フェーズ
1

着心地の良い服を作って、実践講座で販売
してみたけれど、本格的に始めるに当たっ
て、集客とか出店ノウハウなどもなく、何をど
うしたら良いかわからない

女性起業特有課題のための支援ポイント・工夫した点(300字程度）

豊田商工会議所
株式会社eight
株式会社eight
豊田商工会議所

豊田市ものづくり産業振興課
ゲスト講師「豊田信用金庫」「豊田商
工会議所」
←４者連携

自信をつけ、次の目標として自宅のガレージを工房にする計画が具体化。
（株）eightからは、宇井さんに合うリフォーム業者や大工さんを紹介したり、
起業プロジェクトに参加していたことで親しみを持っていた商工会議所さん
へ補助金の相談をさせてもらうなどして準備を進めていった。同時に、起業
プラン作成講座に参加し最終日のプレゼンテーションにチャレンジ。改めて
自身の事業に対する思いを確認し事業企画をブラッシュアップ。PRの場とし
て活用し新たなつながりを獲得。1人で抱えこみがちな女性の個人事業だ
が、得意な人に仕事を外注していくことをアドバイスし、起業塾卒業生と新た
なユニットを組み工房を舞台に活躍の幅を広げている

女性起業家支援コンテスト エントリーシート 【女性起業家シート】

04-01

氏名： 宇井千春
女性起業家自己紹介
(起業動機・これまでのキャリア） （300字程度）
出産を機に看護師を辞め専業主婦に。子育てが落ち着いてきた頃に周囲の活躍している女性起業家に憧れ、マルシェ出店にチャレンジ。起業講座で服作りが好きだと確信
し、服飾学校で洋裁を学び、小学生の2人の息子を育てながら、家事育児の合間をぬって手縫いのリネンのワンピースや授乳服などの販売をスタートしました。現在は古材を
活用してつくった工房にてオーダー会などを開催しています。
事業PR
おしゃれが大好きな方々のｻｲｽﾞが合わない又ほしい服が見つからない、そんな悩みや問題をお気に入りの１枚で気分よく日々を過ごしてもらえるよう「毎日着たい、着心地の
いい服」をｺﾝｾﾌﾟﾄに洋服を作っています。素材は綿と麻が中心で、ｼﾝﾌﾟﾙなﾃﾞｻﾞｲﾝで、サイズを測ってのセミオーダー式で受注販売しています。夢だった自宅工房を2018年に
オープンさせ、オーダー会を定期的に開催。子育て中のママさんたちがわいわいおしゃべりしながらコーディネートを楽しむ時間も付加価値です。

フェーズ

抱えていた悩み・想い(200字程度）

相談した人・場所

支援内容(200字程度）

その結果(200字程度）

フェーズ
0

菓子教室を営むソレイユさんとママ友だった。す
でに活動しているマキさんが素敵に見えた。マル
シェで出店している人を見ては憧れるようになっ
た。ママ友の紹介でマルシェのチラシを見てeght
を知った。どうしたら出店できるのか。とにかく何
かやりたい、と思った時に講座を知り参加。そもそ
も、繋がりが皆無だった。つながりがなかったから
出店方法もわからない、それが大きな悩みだっ
た。

菓子教室を営むママ友から、株式会社eightが主催するマル
シェを紹介され、出店するにはどうしたら良いか問い合わせた
際に商工会議所と株式会社eightが企画した「みつかった好き
を仕事にしよう」連続講座を知り受講。
「服づくりが好き」と確信し、近所の洋裁教室に同時並行で通
い、マルシェ初出店を果たした。しかし、その後一緒に出店し
た友人とトラブル発生、株式会社eightの個別相談へ

「みつかった"好き"を仕事にしよう！」ママ向け起業
連続講座に参加し、自分の好きを確信。
マルシェ出店の後、友人とのトラブルを抱え（株）eight
の個別相談へ。ちゃんと起業を学んだビジネスマインド
の高い仲間と仕事をしていく必要性を感じることができ
起業塾を受けることを決意した。

マルシェでの売上目標を５万円と掲げて、6万円の売上
達成できた。服を出している人も少なっかた。終わった
後すぐに目標達成したか聞いてくれた中で誇らしげに
言えた。楽しかった。お客さんが来てくれて接客も上手
じゃないけれどつながりで聞いて来てくれた。eight主催
のマルシェの集客力も大きかったと思う。

マルシェに出店するにあたって、集客には必須の
SNS、Facebookを知らねばと講座を受けた。友人
と出店してトラブルになって、eightの起業塾デ
ビュー講座を受けることでビジネスマインドも高め
ていきたい、つながりを広げたいと考えていた。

（株）eight主催のママながら起業塾デビュー講座を受講。
その後、豊田商工会議所、豊田市とeightが連携した
「とよたで女性の起業できますプロジェクト」を案内され、
オリエンテーションを受講。
今自分に必要な、Facebook講座や魅せ方講座を受講しなが
ら、新たなつながりが広がていった。

ママながら起業塾では、家族を大切にしたいという思
いと、好きを仕事にして自立していきたいという思いを
どう具体的に叶えて行くか、夢や目標を持ち行動計画
をたてて実現して行くことの大切さをしっかり学ぶこと
ができた。

初出店したマルシェでの友人とのトラブルは、基本的な
ルールづくりをしておくことや、お金やビジネスに関する
人の常識はそれぞれ違うから、事前にしっかり話し合
いが必要だということを学んだ。起業塾のような場で
ベースを学んだ人と協働していきたいと思った。

お店を出したいという思いは全くなかったが、チャ
レンジ店舗の話に興味をもって、とりあえず説明
を聞きに行った。説明を聞いているうちにやって
みたくなった。そこで火がついて、一緒にやらない
かという連絡を最初に相談したソレイユさんに連
絡。しかし忙しいため断られ、eight起業塾同期、
説明会に一緒に説明会に参加していたハンドメイ
ド作家さんを誘った。

eightの個別起業塾を受けていた一級建築士の
女性起業家の方主催のサロンに参加し、なんとなく
「自宅のガレージを工房にしたい」「自宅前の広いスペース
を借りてマルシェをしてみたい」と語っていたのがこの時期。夢
のまた夢と思っていた。

何か企画がスタートするたびに、eightからお誘いがあ
り、素直にチャレンジしてきた。常に背中を押してくれる
存在。チャレンジショップを運営する間も、チームワー
クが乱れたときに話を聞いてくれ、前向きに諦めず最
後まで店舗運営ができた。

チャレンジショップリーダーとしてやった。みんなの力で
チームワークで乗り切れた。友達が少なかった。いろん
な能力を結集したからこそ、集客力があった。これまで
は、自分の都合や出張で出店していたが、お店を構え
ると毎日開けなくてはいけないプレッシャーを経験。工
房を構えるに当たっても大きな経験と学び、そして信頼
でいる仲間を得ることができた。

自宅の２階を工房としていたが、お金をかけてお
客様を迎えるためにちゃんとしたい。プロとして迎
えることで、お客様も安心するのではないかと考
えた。裁断するのに腰が痛くて、大きなテーブル
で裁断できるようになったら楽だろうなという思い
もあった。

（株）eight
豊田商工会議所

自己資金で工房をつくろうと思ったが、創業補助金が
あれば助かると思ったので、起業プロジェクトで知った
豊田商工会議所の担当者さんへ相談へ。補助金はな
かったので諦めがつき予定通り自己資金で工房を作る
ことを決意。自分の価値観に合う業者さんを（株）eight
から紹介を得て一気に話が進んだ。チャレンジショップ
の経験から店舗のイメージも浮かんできた。

eight起業塾卒業生のハンドメイド作家さんとユニットを
組んで活動をスタート。完成した工房を舞台にオー
ダー会を定期開催。苦手なSNS発信や写真撮影を外
注できるなど自立しながらも助け合える仲間を得たこと
は大きく、お客様の声を、思いをちゃんと大事にしたい
と価値観を共有。好きを仕事に憧れでマルシェ出店し
てから3年。今はプロとして、事業者としてお客様を大
事に歩みだしている。
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お金のこと、組織のことは（株）eightの起業塾を受講した。

とよたで女性の起業できますプロジェクト
「起業プラン作成講座」「事業報告会スピーチ」

