府中市市民活動センタープラッツ

NPO・ ソーシャルビジネス個別相談

こんなお悩みに
ひとつひとつお笞え します
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様 々な分 野 の
専 門家 に
よ︒
相談 できます
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社会課題に取り組んでいる皆さんへ。
お悩みを各分野の専門家にプラッツで相談してみませんか?

NPO・ ソーシャルビジネスに関する
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専 門 家 の詳 細 け

中 面 でご紹 介 ！

新型 コロナウイルスの感染拡大に伴 い、
これまでの日常が一変 し、新たな課題が生 じています。
ソー シ ャル ビジネ ス とは ?
社会 的課題 を ビジネスの手法 を用 いて解決す る
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もの です。身近 な地域対象の ものか ら国 内国外
含めて多種多様な社会的課題があ り、個人・団体・
企業などさまざまな担 い手 が取 り組んでいます。

令和3年 度個別相談アドバイザ ー紹介

n 法人設立 行政書士

創業 0起 業

東京都行政書士会府中支部と協定を締結 しています

北原有機夫

(き たはら
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多摩信用金庫

東京都行政書士会府中支部所属。2018年 度 より府
中市NPO設 立専門相談員。東京都の創業支援施設、
Startup Hub Tokyoで コンシェルジュとして、NPO
を始めとするソーシャルビジネスの創業及び会社設
立手続き等の相談を受けています。
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東京都行政書士会府中支部所属、2019年 度 より府
中市NPO設 立相談専門相談員。
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どのように自分 らしく仕事を通 して社会 に貢献す
るか、ワークライフキ ャリアの設計か ら現実的な
ビジネスモデル策定、マーケティング、技術的な
サポー トまで多種多様な経験 をもとに総合診療科
のようなご対応を しています。

最初 は趣味で始めたミニチュア ドールハ ウス制作
ですが、全国か ら、思い出の建物や風景をミニチュ
アで再現 して欲 しいという依頼 を継続 して頂 くよ
うにな りま した。好きをお仕事 に したい人のお手
伝いをさせて頂きます。
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く準備のつも りで、どうぞお気軽
'窓 口に行
に相談にいらしてください。

東京都行政書士会理事。行政書士ADRセ ンター東京
センター長。2016年 度 より府中市NPO設 立相談専
門相談員を担当 してきました。

ニュ中小企業診断士
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のではないでしょ
変なのではと思われる方は多し

竹内正也 (た けうち まさや)
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まちづ くりや創業支援に携わる職員が対応 します。
お客きまの幸せづくり 金融機 関の窓 ロヘ行 くの は、準備や資料作成が大

朝比奈信弘 (あ さひな のぶひろ)
東京都中小企業診断士協会認定ソーシャルビジネス
研究会副代表。事業計画書の策定および補助金等の
相談を承 ります。
行政と協力 しながら様々な活動をされたい方、地域
活動に興味のある方の相談に対応致 します。
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長田和弘 (お さだ かずひろ)

(た にもと
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廣瀬健 (ひ ろせ けん )
(― 社)ま ちづくり府中において中心市街地活性化に
取 り組んでいます。創業 や、行政・商工観光団体
との連携をご検討の際は是非 ご相談 ください。自
身の設計事務所の創業 ・経営や、市民活動の設立・
運営経験もお伝えいた します。

藤田昭江 (ふ じた あきえ)
広告代理店での経験 を活か し、プランデ ィング と
マーケティングを軸 と したサポー トを行 つていま
す。特性 を活か した肩書 きやキ ャッチ コピーを作
ることも得意です。天職に出逢 う、今の仕事をもっ
と天職にするお手伝いを します
1

東京都中小企業診断士協会認定ソーシャルビジネス
研究会代表/認 定NPO法 人シーズ・市民活動を支え
る制度をつくる会理事。SB創 業支援、ITツ ール導入 。
バ ックオフィス業務改善、経営計画策定、NPO組
織基盤強化、資金調達、認定NPO申 請支援等。

佐藤 一 樹

(さ

とう かずき)

団体の ビジヨン作 り、寄付・支援者集め、組織運営、
IT活 用など幅広 くご支援 します。
自身の運営するプロボノ団体を通 じてNPOの 伴走
支援を 10年 以上継続実践。東京都中小企業診断士
協会三多摩支部地域支援部副部長。
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日本最大の特許事務所 と一部上場企業知財部で 16
年の経験 を積んだ弁理士が、すべ ての案件 に親身
に対応いた します。知的財産権 で ビジネスを レベ
ルア ップ し、安心 と納得の 「笑顔の人」 にな って

卜」

いただ くための特許事務所です。
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片山峻 (か たやま たか し)
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税理士 (東 京税理士会武蔵府中支部所属)NPOや
ソーシャル ビジネスをは じめ、法人から個人まで、
会計や税務の ご相談 に幅広 く対応させていただき
ます。

￢

中間支援NPOの 経営経験を活かして、NPO・ ソー
シャルビジネス専門のバックオフィサーとして業
務改善や事業計画づくり、創業支援やスキルアッ
プ系請座の企画運営を行つています。

囃ョプレイングアドバイザー
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こんなあなたにすぐに使 えるコツやノウハウを教
えます。気の合 う仲間と地域活動や市民活動を始
め た い。Zoomや SNSな どITを 活用 した い。助 成
金 をも らいたい。個人情報の漏洩が心配。会社員
・・ など。
と地域活動を両立 したい 。

スキルノー ト主宰/フ アシリテーター
「伝わるオンライン」をテーマに2020年 より100
回超のオンライン研修等を開催。企業や団体にお
ける研修やイベ ン トのオンライン設計支援、事業
のオンライン化のご支援が I能 です。

関谷昴 (せ きや すばる)

小林渡

(― 社)Youth∧ ction

NHK番 組テキス トや雑誌、書籍、広告、オンライ

for Fuchu代 表理事
府中市内外の様々なネ ッ トワークをつなぎなが ら
プ ロジェク トを進 めています。他団体 と連携 した
い、プ ロジェク トを促進 したい、初めて計画を作
る際など、お気軽にご相談 ください

(こ ばや し

わたる)

ンイベ ン トの制作をしています。起業家や団体の
「まとめきれない思い」を 「編集」 し、文章やデザ
イン、WEB、 映像、配信などで 「相手へ伝わる形」
に変えるア ドバイスが可能です。
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そんな貴方を後押 しします。
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藤本玄太 (ふ じもと げんた)
保育±10年 経験後、2013年 親子カフェ kotocafe
を経営。次の相談を得意とし寄 り添います。
コミュニテ ィカフェ経営相談/起 業/仲 間づ くり/本
業の柱を複数作る/集 客/認 知向上/店 舗定休 日・空
き家空き時間の活用
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府中市で 10年 以上子育て支援活動を行 つてきた経
験で培 つたノウハ ウ、地域や行政 とのネ ッ トワー
クを活か した助言を行います。「地域で何かやつて

竹中裕晃 (た けなか ひろあき)
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NPO法 人ママチヤー リーズ理事長。
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成川綾 (な りかわ あや)

浪川真則 (な みかわ まさの り)
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中小企業や創業者のために 「伝わるデザイン」を
モットーにデザイン制作やア ドバイスをしている
現役のグラフィックデザイナーです。チラシ、ロゴ、
などPRの ためのデザインでお困りの皆さま、ご相
談がありましたら気軽にお申し込みください。
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主 に府中市 内で様々な市民地域団体 ・行政 。大学
な どの教育機関・企業の事業の相談 ・支援 ・実施
やネ ッ トワークづ くりを 10年 超担当。実施事業に
ついて、不足情報な どの提供だけでな く、さ らに
詳 しい人材のご紹介も。

プラッツ

イベ ン トなどのオンライン配信、動画 ・音声 コン
テンツ制作 について、団体やイベ ン トの規模 に合
わせたア ドバイスができます。
その他 に、クラウ ドフ アンデ ィング についてア ド
バイスも行 っています。

林丈雄

(は や し

たけお)

魅力的な人 と地域、資源をつな ぐ事業化 コーデ ィ
ネーターです。大学 に身を置きなが ら社会的企業
の経営に携わ ってきま した。全国の社会起業家や
行政、6次 産業化の支援経験も活か し、起業や事業
化を総合的にサポー トします。

運営管理団体・ NPO法 人
エンツリー職員も対応 しています。

吉田恭子

田代美香 (た しろ みか)

(よ

しだ きょうこ)

女性の社会参加支援、子育て支援な どを目的 とす
るNPOを 立ち上げ運営する中で、創業支援も手掛
けてきま した。それぞれの身の丈 にあ った創業、
FPの 立場か らのライフプランを絡めた創業計画 を
提案、サポー トしています。

市民活動中間支援組織での活動経験 を活か し、プ
ラ ッツでも事業企画やバ ックオフ ィス業務 を行 っ
ています。コミュニテ イビジネス、特 にコミュニ
テ イカフェ開設や空き家活用希望の方のお手伝 い
を していきたいと思います。

個別相談を体験 した人の声をご紹介

NPO立 ち上 げ相談

Ⅵ′
EBサ イ トの相談

A

コロナ禍でのイベ ン ト相談
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NPO法 人登記のための専門的な話しを聞
きたかつたので相談 しました。とでもわ
かりやすかつたです。具体的な指南をし
ていただいたので、前進できそうです。

WEBサ イ トの りニューアルを相談 しま
した。丁寧 に説明 していただき最高 で
した。も っと知
̀iらない方
l口 にも知 ってほ
しいです。

コロナで屋外イベ ント (マ ルシェ)開 催が
難 しく相談しました。リアルとオンライン
の考え方の違いから説明 してくださ り、
マルシェならではのコンテンツ提案をさ
れ、とてもわかりやすかつたです。

下記 のお申込みフォームか ら申請 してください。

申込み フォーム

様 々な分 野 の
専門家 に
よ︒
相談 でき ます

・ヾで ■
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色亀 相絆

相談 お申込み はこちらから
回

>>>

http:〃 bit」 y/3e14b9V
ご希望 の 日時を記入 して くだ さい。お申込 日から1週 間以上先 の日程 を入力 して ください。
ご相談内容を、プラッツか ら詳 しくお聞きすることがございます。
お 申し込み後 にア ドバ イザ ーと日程調整 をさせていただ き、プラッツから相談 日をお知 らせ いた します。
対面、オンライン等、ご希望をお伝 えください。相談 は無料、 1回 1時 間。年 3回 まで ご利用 いただ けます。

今までの相談例
●NPO法 人と一般社団法人のどちらが合つてる?

●ホームページやチラシデザインにア ドバイスしてほしい。

●ソーシャルビジネスを立ち上げるには?

●オンラインツールを活用して活動を広げたい。

●法人化したら、決算や財務はどうすれば ?

●補助金・助成金の書類の書き方を知りたい。

●コロナ禍において、事業を継続していくためには?

●こんなことをやりたいんだけど、事業として成 り立つていくかしら?

●事業のブランディングのアドバイス。

●特許をとるには ?

●クラウドフアンディングのやり方は?

etc".
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NPO法 人設立 ガ イダ ンス動画 を無料 で視聴 で きます

!

NPO法 人 の設立に関する解説を、東京都行政書士会府中
支部 さんの協力により、YouTubeで 限定公開 しています。
ただ し法改正等で内容 に修 正が生 じる場合、ご視聴 いた
だけない期 間があ ります のでご了承 ください。
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動画視聴 の申込み フォーム
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社会的課題 の解決をめざすために起業・ 新規事業を実施 しようとする方々を応援する
プラッツのソーシ ャル ビジネス支援 コーナーです。
みなさまのソーシ ャル ビジネ スを促進・サ
ポー ト・支援するためのメンター も在籍 して
い ます。事業 を進 めてい く中での課題 な ど
を、各分野のプ ロフェッショナルとして活躍
されているメンターヘ何度でもご相談 いた
だけます !事 業 の展開にお役立てください。
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申込みの詳細は こちら>
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専 門家 へ の相談や、落 ち着 いて作業 がで きるブース も完備 しています。

問合せ 府 中市市民活動 セ ンタ… プラッツ (京 王線府中駅南口直結)
〒183‐ 0023府 中市宮町1‐ 100ル・シーニュ 5F。

http:〃 www.fuchu¨ p:atzjP/

6F 8042‐
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319‐ 9703 E5042‐
info@fuchu… platzjp

319‐ 9714

