


はじめに

　具体的に創業をお考えのみなさま、近い将来創業しようとお考
えのみなさま、あなたの “夢” が叶うよう、私たちに応援させて
ください。
　このパンフレットは、徳島県信用保証協会を利用して創業を目
指すみなさまのサポートガイドとして作成しました。創業を目指
すみなさまに、少しでもお役にたてれば幸いです。
　徳島県信用保証協会では、事業計画・収支計画・資金計画など
しっかりサポート。本パンフレットを参考に、創業を思い立ったら、
まずはご相談ください。



1
〃
2
〃
〃
3
〃
4
〃

5
7
8
9
〃
11
13
25
27

32
〃
33
〃
34
〃
〃
35
〃
36
37
38
40
48
49

第 4章 支援事例紹介 マッチング事例
　　　　　　　　　　創業支援事例
　展示ブース紹介
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　事業強力者等は、今後の営業展開や資金面の援助などが
期待できるなど、事業の成否に重要なポイントです。家族
の理解も、困難を乗り越えていくときの支えになってくれ
ます。

⑦　協力者およびネットワーク
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経歴&支援履歴



当協会がフォローアップの際に田上さんの
事業が新型コロナウイルス感染症の影響
もあり、需要が減少した情報を入手しまし
た。「貴金属や装飾品」と「カフェレストラ
ン」で相乗効果が発揮できないか竹内さん
に提案を行い、創業展示ブースの出展者間
同士のマッチング第一号となりました。

マッチング事例

●当協会のマッチング支援の経緯

田上さんは「実物を直接見てもらえる場ができ販路開拓につながる」竹内さんも「新規顧
客開拓ができ、ビジネスチャンスが広がる」と相乗効果に期待していただきました。

●マッチング支援の効果

１．コラボ商品のパッケージ化提案
プロポーズや結婚記念日向けに、田上さん
の指輪と竹内さんのフラワーケーキのセッ
ト商品化提案

２．商品提供の場の拡大
竹内さんの店内で田上さんの商品を展示
販売

●マッチング支援の内容

事業内容 貴金属や装飾品の製造・リメイク
SNS（Instagram） atelier.tagami

事業内容 カフェレストラン及び
 焼き菓子テイクアウト専門店
SNS（Instagram） nekoyama_ponta

アトリエタガミ ねこやまねこ/ねこやま菓子工房
田上　茂 氏
（タガミ  シゲル）

竹内 美香 氏
（タケウチ  ミカ）



当協会が合同会社キセキのフォローアップ
の際に、機能訓練の有資格者が退職したこ
とで、休業を余儀なくされている情報を入
手しました。障害者支援ツールの開発を手
掛ける合同会社ラシエイドに有資格者紹介
のご依頼を行いました。

●当協会のマッチング支援の経緯

合同会社キセキは機能訓練を実施できる有資格者を採用でき、7ヵ月ぶりに無事事業再開
する事が出来ました。また、「子供たちにも人気者のおじさんになりました。SNSの活用提
案など苦手部分もフォローしてくれてありがたい」と感謝していただきました。
合同会社ラシエイドも、「開発型事業なので開発中の「送迎時見送りシステム」を現場で
使ってみることで、改良点や問題点を確認したい」「介護する側される側双方により良いも
のにしたい」と意気込みを語ってくれました。

●マッチング支援の効果

合同会社ラシエイドの代表者である岩佐さ
んは、一般社団法人徳島県作業療法士会
の代表理事で、ご自身も作業療法士の有資
格者です。岩佐さんご自身が時間の許す範
囲で合同会社キセキの勤務を受託してく
れました。

●マッチング支援の内容

事業内容 重症心身障がい児対象の
 通所支援事業
URL http://miracle-kids.org/

事業内容 運転リハビリ支援システム等
 障がい者支援ツールの開発
URL https://lachiaid.jp

合同会社キセキ 合同会社ラシエイド
篠原 実智子 氏
（シノハラ  ミチコ）

岩佐 英志 氏
（イワサ  ヒデシ）



創業支援事例

四国八十八霊場を巡礼されるお遍路さんをはじめ、四
国周遊観光される方々の宿泊施設を提供。すだち庵を
承継する為に徳島へ移住。

令和元年に自分の歩きお遍路の情報ネットワークの中
で、すだち庵が閉鎖されると聞きつけ、この文化が途
絶えないために事業承継することを決意しました。お
かげさまで移住者の私を温かく迎え入れていただき、
歴史あるお宿を引き継ぐことができました。

引き継いだお宿は老朽化しており、改装費が最初の想
定以上に必要となり、資金調達の面では苦労しました。
徳島県のふるさと納税クラウドファンディングにチャレ
ンジし、最終的には目標金額の150万円を達成しまし
たが賛同者を募ることは大変でした。

宿泊所を通して新しいお遍路の形を模索すべく活動
していきます。十二番焼山寺は、十一番藤井寺からの
「遍路ころがし」という難所で、歩きお遍路の方には重
要なお宿になるので、お接待の気持ちで対応させてい
ただきます。また、今後は、お遍路さんをサポートする
アプリ開発が夢です。

●事業内容

●創業のきっかけ

●創業時の苦労や工夫したこと

●今後の展望

お宿  すだち庵

角田 雄士 氏
（ツノダ　タケシ）

代表

●H31.  1月 神奈川県でアミューズメントレンタル
  やカフェを経営。
●R3.  6月 神奈川県から徳島県へIターン移住
●R3.  7月 創業前相談
●R3.  7月 あったかビジネス認定
●R3.  8月 徳島県ふるさと起業家支援補助金採択
●R3.  8月 創業融資の実行

●業　種： その他の宿泊業
●所在地： 徳島県名西郡神山町下分字鍋岩180
●電話番号： 090-2677-8000
●Ｕ Ｒ Ｌ： http://sudachian.com/
●創業日： 平成31年1月

会社概要

経歴&支援履歴



木の家、薪窯をセルフビルドし、自家製酵母のハードパ
ンを焼くベーカリー。コミュニティカフェやゲストハウ
スとしても活用。

自然豊かな山で創造的な暮らしを求め、セルフビルド
で木の家を建て、薪窯のパン屋の営みを夢見て移住し
てきました。パンをきっかけに、自然の中で子育ての豊
かさや創作表現の喜びをシェアできる、地域の交流拠
点となるような場所にしたい想いがありました。子ど
もが生まれ、育児の中で、山暮らしの素晴らしさを改め
て実感しています。

セルフビルドの建築は時間がかかることは分かってい
て、熱い想いだけで資金面を乗り越えられるか不安を
抱えていました。 保証協会にアドバイスをいただきな
がら事業計画、収支計画を見直したことで、自信を持っ
て進めていくことができました。融資だけでなく、起業
家支援クラウドファンディングに挑戦する際にも、手厚
いサポートをしていただき感謝しています。

セルフビルドは道半ばですが、夢の第一歩である、手
作り薪窯のベーカリーをスタートすることができまし
た。 セルフビルドを続け木の家を完成させ、訪れる人
に癒しと感動を与える、コミュニティカフェ&ゲストハ
ウスを運営していきたいです。

●事業内容

●創業のきっかけ

●創業時の苦労や工夫したこと

●今後の展望

moku moku note Bakery & Cafe

●H20.  4月 愛知県から徳島県へIターン移住
●R2.  6月 創業前相談
●R2.  7月 あったかビジネス認定
●R2.  8月 徳島県ふるさと起業家支援補助金採択
●R2.  10月 まちしごとファクトリー2020 受講
●R3.  10月 創業融資の実行

●業　種： 菓子パン小売業
●所在地： 徳島県吉野川市美郷大野97番地　
●電話番号： 090-5452-0402
●Ｕ Ｒ Ｌ： https://instagram.com/mokumokunote/
●創業日： 令和2年7月

会社概要

経歴&支援履歴

吉野　秀 氏
（ヨシノ　シュウ）

代表



地域密着の接骨院。骨折、脱臼、捻挫を中心に「整復」
「固定」「後治療」を施して、患部の自然治癒力を高め
ています。

幼稚園から柔道を始め、中学生の時に肘を痛めまし
た。高校時代に肘の手術を行い、リハビリで接骨院にか
ようことになりました。その時に初めて柔道整復師の
仕事を知ることになりました。わたしも、人の役に立て
る仕事がしたいと強く思い、高校卒業後関西の専門学
校へ入学し、卒業後大阪のクリニックで修行しました。

創業を決めた時、仕事に対する知識はあるもの、創業
に関する資金計画や事業計画等の知識は全くなく何か
ら始めれば良いのか不安でした。店舗が決まり保証協
会に相談に行き、事業計画書を作成し創業へ導いて頂
きました。来てくれた患者さんが落ち着ける接骨院を
作りたく内装もこだわりました。

一人一人の患者さんと向き合い、丁寧な施術を心がけ
ています。
この接骨院に来てよかったと思ってもらえるよう日々
勉強に励んでいます。今後は接骨院も行いつつ、地域
に恩返しできるよう柔道教室も開設したいと思ってい
ます。

●事業内容

●創業のきっかけ

●創業時の苦労や工夫したこと

●今後の展望

とみ整骨院

森下 麻衣 氏
（モリシタ　マイ）

代表

●H21   中学時代に柔道全国大会と世界大会優勝
●H28.  4月 関西医療学園卒業後、
  整形外科よねだクリニック勤務
●R3.  5月 大阪府から徳島県へUターン移住
●R3.  9月 創業前相談
●R4.  1月 あったかビジネス認定
●R4.  2月 創業融資の実行

●業　種： 療術業
●所在地： 徳島県阿波市市場町山野上字大西10-6
●電話番号： 0883-36-9300
●Instagram： tomit_omi217
●創業日： 令和3年11月

会社概要

経歴&支援履歴
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コンテナハウスで、ヨーロピアンテイストの雑貨セレク
トショップ＆ハンドメイド作品の委託販売も行う。

創業塾や起業・創業セミナーなどを受講しながら「自分
の店を持つ」という夢を実現させるタイミングを考え、
末子の小学校入学を機に創業を決意しました。アパレ
ル業界の大量生産、大量廃棄という体質に疑問を持
ち、人とモノの関係性を見直す場所、モノを通じて人と
繋がれる場所にして、自分らしいセレクトショップを創
りたい想いがありました。

自宅敷地に設置したコンテナハウスを店舗にすること
によって低コストで店舗オープンの準備を進めまし
た。徳島ではあまり前例のないスタイルの店舗のた
め、事業計画を理解していただくために説明や資料の
準備が必要でした。創業前相談ではどうしても近視眼
的になりがちな事業計画に対して的確なアドバイスを
いただきました。

ここでしか出会えないモノ、買えないモノをコンセプト
に個性的な品揃えに磨きをかけ、枠に捕らわれず、個
人商店だからこそできることで地域の活性化に貢献し
たいと考えています。
自分の好きな世界観のドール専門店として展開したい
です。

●事業内容

●創業のきっかけ

●創業時の苦労や工夫したこと

●今後の展望

綺羅星雑貨店

正治 真紀 氏
（ショウジ　マキ）

代表

●H8.  4月 アパレル業界を中心に販売員、
  バイヤーとして就職
●R1.  11月 藍住町創業塾修了
●R2.  10月 女性起業塾修了
●R3.  2月 創業前相談
●R3.  3月 あったかビジネス認定
●R3.  3月 創業融資の実行

●業　種： その他の織物・衣服・身の回り品小売業
●所在地： 徳島県板野郡藍住町奥野字和田80
●電話番号： 050-8881-4900
●Ｕ Ｒ Ｌ：  https://kiraboshizakka10.shopinfo.jp/
●創業日： 令和3年4月

会社概要

経歴&支援履歴
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育児中のママをサポートする【子育て支援創造スペー
スミレア】とは、ママのためのワークショップや自然派
食品の販売を主事業としママ向けの企業紹介・求人サ
イトの運営、女性DX人材育成講座も行います。

私自身が産前から産後そして仕事復帰にあたり育児と
の両立の難しさから、幸せな子育てが苦しさで押し潰
されそうになりました。その経験から女性やママ『家
族』向けの切れ目のない継続的なケアが必要と感じま
した。そのケアを探して見たものの徳島では見つから
ない。ないなら自分が『チーム』で創りたい。1人でも多
くの女性やママと共に力を合わせて生きていきたいと
思いました。その姿と背中を未来ある子どもたちに見
せていく決心が創業のきっかけです。

民間の子育て支援事業の立ち上げは、徳島では前代未
聞で創業までとても大変でした。ビジネスとしてどう
運営していくのか確立できていない中、ブラッシュアッ
プし続けしっかり事業計画をたて、たくさんのご助言、
融資や補助金のおかげでミレアOPENが実現できまし
た。そして法人会員様向け事業の強化ができていま
す。

女性やママ、家族を包括的に支援する環境はコロナ禍
はもちろんですが少子高齢化社会が進む日本では継
続的に必要だと思っています。行政や企業そして、ひ
とりひとりが当事者＝『チーム』となり、良い循環を創
り出していきます。私にできること、女性総合支援ス
ペースの環境づくりに向けてひとつひとつ動いていき
ます。

●事業内容

●創業のきっかけ

●創業時の苦労や工夫したこと

●今後の展望

株式会社M i r e a

大西 実希 氏
（オオニシ　ミキ）

代表

●H27.  12月 家業の飲食店に就職
●R3.  7月 創業前相談
●R3.  7月 あったかビジネス認定
●R3.  8月 徳島県ふるさと起業家支援補助金採択
●R3.  10月 女性起業塾修了
●R3.  10月 創業融資の実行
●R3.  11月 藍住町創業塾修了

●業　種： その他の食料品小売業
●所在地： 徳島県板野郡藍住町東中富字直道傍示50-8
●電話番号： 088-676-3067
●Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.mireatokushima.com
●創業日： 令和3年6月

会社概要

経歴&支援履歴
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山間部を再生する収益確保手段としての小水力発電
事業。徳島県の山間部でエネルギー収益活動が出来る
様になり、賑わいづくりを可能にする。

自給自足の生活を目的に徳島県の山間部に移住しまし
た。しかしエネルギーの確保が最大の課題であるとわ
かり、小水力発電に着目しました。1年間の試行錯誤の
末、DIY試作機で2KWの発電に成功しました。地域の
方々を巻き込みFITで20年の売電を実施し、山に眠る
水資源を活用して山間部を豊かにしようと思い創業し
ました。

日本では民間の小水力発電の前例が殆ど無く問い合
わせる先も無く、電力会社や関係する官庁や金融機関
すべて手探りで交渉し、現在でも苦労が続いていま
す。現在の法律は電力会社が大型のダムを作り発電す
る事が前提に作られているので、すべてをクリアーす
るには大型のダム発電と同等の許可や書類そして審査
が必要になります。一部改正されていますがまだまだ
ハードルの高いものに成っています。
工夫した事は、相手は変わらないので自分が変わった
と言う事です。自分が変わらなければ何も話が進まな
いと実感しました。

小水力発電は、メンテナンスを怠らなければ何十年何
百年にもわたり電気をつくり続けます。FIT買取期間
中に借り入れの返済をする事が可能で、FIT終了後で
も山間部で自由に使える電気をつくり続けるので、山
間部で何世代にもわたり豊かに生活を送る事が出来る
様になり山間部を発展させる礎とする事が出来ると思
います。

●事業内容

●創業のきっかけ

●創業時の苦労や工夫したこと

●今後の展望

有限会社  鶴亀

●H27.  11月 東京都から徳島県にIターン移住
●H28.  9月 小水力発電事業のため休眠会社を復活
●R2.  7月 創業前相談
●R3.  10月 創業融資の実行

●業　種： 電気業
●所在地： 徳島県美馬郡つるぎ町一宇字赤松5-14
●電話番号： 090-2523-5336
●創業日： 平成16年7月創業
 （令和3年7月小水力事業着手）

会社概要

経歴&支援履歴

町田 愼介 氏
（マチダ　シンスケ）

代表

（割付・48・左頁）
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AIとクラウド分野(Googleアプリ連携、データ一元化、
業務効率化など)のIT活用を支援する事業。

前職のIT教育のベンチャー企業において、AIとWebを
学びたいというニーズを感じたからです。私の10年以
上のITエンジニアとしての実務経験、妻・祥子の約3年
のAI講師としての実務経験を活かし、DXを推進する
企業での人材育成の需要を見越して、AI・Web分野の
IT教育サービス事業を創業しました。

苦労した点は、Udemy(動画教材)の作成時間が想定
の4倍程度かかってしまい、計画通りにリリースが進ま
ず、売上げがなかなか確保できなかったことです。工夫
としては、外部サービスの購入、既存サービスの研究
など企画の精度を高めたことです。動画教材は、再収
録が難しく、手戻りのコストが高いためです。

動画教材で扱った技術を生かし、IT活用（システム導
入、IT人材育成など）を支援するサービスを提供でき
る会社にしていきたいと考えております。

●事業内容

●創業のきっかけ

●創業時の苦労や工夫したこと

●今後の展望

w y w y 合 同 会 社

藤澤 勇樹 氏
（フジサワ　ユウキ）

代表

●H20.  3月 早稲田大学ビジネススクール(MBA課程)
  卒業後、開発エンジニアとして様々な
  Webサービスの開発に携わる
●H31.  1月 IT教育サービスのベンチャー企業でCTOを担当
●R3.  3月 とくしまオンライン移住体験ツアーに参加
●R3.  5月 創業前相談
●R3.  7月 長野県出身 東京都から徳島県へJターン移住
●R3.  7月 あったかビジネス認定
●R3.  8月 創業融資の実行
●R3.  10月 まちしごとファクトリー2021　受講

●業　種： インターネット付随サービス業
●所在地： 徳島県徳島市南島田町2丁目58-3オレス南島田Ｂ棟
●電話番号： 090-4180-8401
●Ｕ Ｒ Ｌ：  https://wywy.jp/
●創業日： 令和3年7月

会社概要

経歴&支援履歴
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藍住町の老舗ジェラート店を事業承継し、地元食材に
こだわった手作りジェラート店「ファーレ」の創業。

当店のファンとして、20年前に先代オーナーがオープ
ンした当初から一顧客として利用していました。先代
オーナーが高齢で引退を考え、引き継ぎ希望者を探し
ていることを聞き、せっかくの味がなくなってしまう事
が残念で、事業承継を決意しました。家族も賛成してく
れたので、手伝ってもらう形で創業する事が出来まし
た。

オープンしてすぐ、たくさんの常連さんたちに来店い
ただき、長年藍住町で営んできた先代オーナーの人柄
と味は、本当に地元に愛されていたんだと実感しまし
た。お客様はもとより取引業者様とも人間関係を構築
できるよう丁寧なコミュニケーションを心掛けるよう
にしています。

基本的には今までお客様に愛された先代オーナーか
ら受け継いだレシピを踏襲し、少しずつ、承継した技術
を生かした新メニュー、新商品に取り組みたいです。今
後、地元の藍住町近辺の農家との連携や全国への通信
販売に力を入れていきたいです。

●事業内容

●創業のきっかけ

●創業時の苦労や工夫したこと

●今後の展望

手作りジェラート　ファーレ

矢島 秀樹 氏
（ヤジマ　ヒデキ）

代表

●H27.  5月 機械関係の営業職として就職
●R2.  11月 藍住町創業塾修了
●R3.  1月 創業前相談
●R3.  1月 事業承継
●R3.  3月 創業融資の実行
●R3.  6月 あったかビジネス認定

●業　種： 菓子・パン小売業
●所在地： 徳島県板野郡藍住町矢上川向5-1
●電話番号： 088-693-2377
●Ｕ Ｒ Ｌ：  https://www.instagram.com/gelato_fare/
●創業日： 令和3年1月

会社概要

経歴&支援履歴

（割付・50・左頁）



48

令和4年度 徳島県信用保証協会
創業支援ブースの紹介

当協会の創業展示ブースの設置経緯
当協会では、平成30年より、保証をご利用いただき創業された皆さまへのフォロー
アップ支援策として、4階コミュニケーションスペースにおいて商品やサービスをPR
する「創業展示ブース」を設置しています。
また、創業展示ブースの出展者を対象に、新型コロナウイルス感染症により厳しい環
境に置かれている創業者の新たな事業展開の一助となるように、令和3年5月にマッ
チング支援も始めました。

展示ブースの紹介
●長原皋月：書道家・書道教室

●綺羅星雑貨店：雑貨のセレクトショップ

●ゆいたび：藍染め製品・マスクの販売

●Bilton flower design：オリジナル造花のショップ

●艶肌（tuyaki）：藍を活用した化粧品

●ピクニック：犬のトリミングサロン

●川人紳平：動画クリエーター

●RERAISE：パーソナルトレーニングジム

●畑名みそ：みその製造販売

●ADLIB：バイクの電飾専門サービス

●アトリエタガミ：貴金属のオーダーメイドや修理

●ねこやまねこ/ねこやま菓子工房：八万町でカフェレストラン
　及び焼き菓子テイクアウト専門店経営

毎年10月を目安に出展事業者のリニューアルを実施しています。
展示PRをご希望があれば当協会までご連絡ください。

（割付・51・右頁）
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徳島県信用保証協会では、創業するみなさまを全力で
サポートするために「地方創生部 創業推進課」を設置しております。
まずは、お気軽にご相談ください。

地方創生部 創業推進課

https://cgc-tokushima.or.jp
E-mail：startup@cgc-tokushima.or.jp

（割付・52・左頁）
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四国経済産業局 令和4年度信用保証協会中小企業・小規模事業者経営支援強化促進補助金事業

（割付・56・表4）

地方創生部 創業推進課

https://cgc-tokushima.or.jp
E-mail：startup@cgc-tokushima.or.jp
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	201905保証協会パンフ改訂_ol-05

	2019.05.16_納品データ_Part6.pdf
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	201905保証協会パンフ改訂_ol-07

	2019.05.16_納品データ_Part8.pdf
	201905保証協会パンフ改訂_ol-08
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	2019.05.16_納品データ_Part27.pdf
	201905保証協会パンフ改訂_ol-27
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