
FUKUOKA CITY

*

発行／福岡市スタートアップカフェ 　　編集長／吉見 喜恵 （福岡市スタートアップカフェ）　　デザイン／南野 佐代子 （株式会社九州TSUTAYA） ※本誌の無断転載・掲載禁止

Fukuoka Growth Next

Rocket Road 株式会社
代表取締役 泉 幸典さん

#05

STARTUP CAFE

Member
Interview

Rocket Road株式会社
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会社情報

福岡市スタートアップカフェを利用して、実際に起業された方をご紹介！！

Rocket Road  
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起業前、及び起業後の各成長段階における、仕事に対する満足

感については、収入を除く全ての項目について、起業前よりも起
業後の創業期の方が、仕事に対する満足感が格段に向上してい
ることが分かります。しかしながら、収入については起業後の創
業期よりも起業前の方が、満足感が高く、また、起業後の成長段

階について、創業期と成長初期を比較してみると、いずれの項目

についても、創業期よりも成長初期の方が、満足感が低下してい

ます。起業した企業は創業期や成長初期に直面する様々な課題

を解決し、乗り越えていくことによって安定・拡大期を迎え、満足

感が向上していくことが分かります。
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成長初期には、環境の変化から、家族の理解・協力が課題と認識されて
いますが、拡大していくほど、量的な労働力の確保から質の高い人材確

保が課題と認識されています。

本データによると、起業家コミュニティに参加した理由として、「相談相手や知識を

得るため」などが並んでいますが、起業に関心のある方々含めて、60％以上はコミュ
ニティには参加していません。参加しない理由としては、参加することにメリットを感
じないという理由が 40％以上でありながら、次いで、起業家コミュニティの存在を

知らなかったという方が多く、身近にコミュニティがない、という理由もあるようで

す。

『（創業3年以内）起業済みの方限定 フリートーク ～第1回～』

スタートアップカフェでは、起業済みの方限定のフリートークイベントを開催しています。

第１回は、起業 3 年以内の方々を集めてのフリートーク。8 名の起業家の皆さんに参加いただきました。

個人事業の方はもちろん、企業オーナーなど業種業界もバラバラの起業家が集まり、それぞれのぶつかっ

ている悩みや課題を共有し、ざっくばらんに情報交換が行われました。

「税理士ってどうやって選んだ？」「実際いくらくらい費用をかけている？」「人材確保の方法は？」

など皆さんが抱える課題は様々でした。起業した方同士だからこそ、理解・共感できる部分も多くあるの

ではないかと思います。今後も起業家の皆さんのリアルな声をもとに、起業家の皆さんが参加するメリッ

トを感じていただけるよう、定期的に開催していきますので、どうぞお気軽にご参加ください！

EVENT REPORT 福岡市スタートアップカフェ（スタカフェ）で
定期的に開催される様 な々イベントを、レポート♪
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起業家が起業に関心を持ったきっかけについて、男女・年代別に行われた調査

（「起業・創業の実態に関する調査」三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング）による

と、男性は周囲の起業家や経営者の影響を受けながらも、49 歳以下、50 ～ 59 歳

の年代においては、勤務先ではできないことを行うために、そして 60 歳以上は、家

族・友人・取引先等の勧めによって起業に関心を持っていることが分かります。

女性について見てみると、女性は、男性に比べて、家族や友人等の周囲からの起業

の勧めが起業のきっかけになることが多く、また、若い年代は周囲の起業家・経営

者の影響や周囲の勧め、家庭環境の変化で起業に関心を持っており、年代が上が

るにつれて、事業に活用できる資格・免許の取得や、さらにその資格・免許を活か

してやりたいことが勤務先でできないといったきっかけになっていることが分かり

ます。
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業務内容

社会的評価

仕事と生活の調和

収入

仕事のやりがい・達成感

「収入の減少」や「事業の成否」についての不安は減少する一方で、「自身の健康や気
力」についての不安が増加。時間の制約がなくビジネスに打ち込める分、自身の健康
や精神状態のバランスを崩してしまうケースも多いのかもしれません。

※数値は、起業前と起業後で、各項目について「不安を感じる」と回答した人の割合。

※数値は、それぞれの時期において、各項目を「課題と感じる」と回答した人の割合。

「起業・創業の実態に関する調査」（ 2016 年 11月 三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング ( 株 ) )　※創業年月（2006 年 1 月～ 2011 年 1 月）の法人及び個人事業主 30,000 社 (うち、特定非営利活動法人 1,000 法人 )
を対象に郵送で実施したアンケート調査。回収率 10.9％ ／ 「2017 年度中小企業白書・小規模企業白書」（中小企業庁）
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