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2014 年度 事業報告 2014 年 6 月～2015 年 5 月 

 

１． 2014 年度を振り返って 

１）2014 年度 基本活動方針 

 

 

 

  

 

基本的には、2013 年度の基本方針を踏襲し、その取り組みをより具体的に進化（深化）・発

展させる。 

 

 １）起業の学校による、新たな地域課題解決及びコミュニティ創造の担い手育成 

 起業支援ネットのこれまで蓄積してきた「起業の学校」を中心としたコミュニティと、

その運営のノウハウを最大限活かし、10 期目を迎えた本校とともに、通信クラスを本格的

に展開する。同時に 10 周年記念イベントを実施し、これまでの起業の学校の取り組みを可

視化させるとともに、その総括を行う。同時に 11 期に向けて、大幅な改革についても着手

する。 

 

 ２）協働・連携型の起業後支援・事業創出支援 

 地域課題がより多様になり、また深刻化する中で、その課題解決の担い手もますます多

様に、またスピード感を持って成長することが求められている。こうした中で、専門性や

現場対応力には優れるものの、組織運営やその基盤作りについて課題を持つ団体と協働・

連携し、起業支援ネットの持つ運営力・推進力を活用して支援し、現場の課題解決力の増

大に貢献するべく、協働・連携型の起業後支援・事業創出支援を行う。 

 

 上記２点を基本方針とし、2014 年度事業を実施する。 

 

 コミュニティビジネス・ソーシャルビジネスが少しずつ社会の中に定着するに伴い、そ

の「成果」への「評価」についても、新たな局面を迎えていると感じており、その評価の

在り方自体が新たな社会課題を生み出しかねない状況には危機感を感じている。 

 思えば、起業支援ネット立ち上げ時にも、また起業の学校を開校した折にも、「支援対象

を選ばない」（むしろ、支援対象から選んでもらうことを目指す）とした方針には賛否両論

があった。しかしながら、常に起業支援ネットは「必要としてくれる人材や組織があるな

らば、そこで彼らとともに最善を尽くす」という道を選んできた。それは、社会課題解決

「起業の学校を軸とした起業支援」と 

「協働・連携型の起業後支援・事業創出支援」による、 

地域で新たなコミュニティを創出・促進する人材及び組織の支援 
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を志すことにおいて、より早く効果的な手段を求めるという発想そのものが、社会課題を

生み出してきた構造と酷似していることへの私たちなりの答えでもあった。 

 「変革は弱いところ、小さいところ、遠いところから」という言葉の意味を今一度しっ

かりと噛みしめつつ、「自らが社会のリスクを引き受けて新たなコトを起こすと決意した人

材や組織」への敬意を決して忘れることなく、また自らの支援の力量を上げるよう最大限

の努力を怠らず、心して支援に向き合いたい。 

 

２）2014 年度振り返り 

 

◆起業の学校 

・起業の学校は 10 期（10 期入学 14名）が終了し、11 期開校にいたった。 

（10 期入学 16 名） 

・起業の学校 10 周年記念の集いを実施した。 

・昨年度は、起業の学校の卒業生のうち、8期生 1名が起業した。 

     ライフスタイルショップ oh !happy day 

・福島キャンパスを開校した（福島キャンパス入学 4名） 

 

◆名古屋市就労訓練事業の推進モデル事業受託（一般社団法人日本ダイバーシティ推進協

会、一般社団法人草の根ささえあいプロジェクトとのコンソーシアム） 

 名古屋市健康福祉局からの受託事業として、一般社団法人日本ダイバーシティ推進協会、

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクトとのコンソーシアムにより「名古屋市就労訓

練事業の推進モデル事業」の運営に取り組んだ。 

 本事業は、生活困窮及びその他の様々な問題から、就労に何らかの課題を抱える方が、

本格的な就労に向けた準備の一環として「働く経験の場・実習の場」をコーディネートし、

生活困窮状態の方の自立をサポートするものである。 

 起業支援ネットは、主に事業企画・運営事務、会計等のバックオフィス機能を担い、本

事業の下支えを行っている 

 

◆名古屋市子ども・子育て支援センター運営受託（特定非営利活動法人こども NPO、特定非

営利活動法人子育て支援の NPOまめっことのコンソーシアム） 

 名古屋市子ども青少年局からの受託事業として、特定非営利活動法人こども NPO、特定非

営利活動法人子育て支援の NPO まめっことのコンソーシアムとして、名古屋市子ども・子

育て支援センター（758 キッズステーション）の運営を受託した。（2015年 4月～ 4 年間） 

 本事業は、名古屋市の子育て支援の拠点施設として、社会全体で子育て家庭を支えるこ

とをめざし、子育て広場の運営、各種講座イベント、企業・大学等との連携に取り組むも

のである。 
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 起業支援ネットは、主に企業連携、ワークライフバランスの推進等、子育て支援の現場

ではない部分を担いながら、現場が社会とつながりながらより適切な運営ができるような

サポートを目指している。 

 

◆組織体制 

 2015年 3月 川原利香退職 

 2015年 4月 戸上昭司入職（福島キャンパス担当） 

 

＜総括＞ 

 基本活動方針で掲げた １）起業の学校による、新たな地域課題解決及びコミュニティ

創造の担い手育成  ２）協働・連携型の起業後支援・事業創出支援 の 2 点は概ね達成

することができた。 

 起業の学校では、10 周年記念の集いを開催し、約 100 名の指南役・卒業生の方々にご参

加いただくことができた。10 周年記念とはいえ、ただ単に来し方を振り返るのみの場では

く、そこに集った方々が「今」そして「これから」を語り合い、交し合っていたことが、

非常に印象的であり、改めて、この 10 年間、様々な形で起業の学校を支えてくださった多

くの方々に感謝したい。 

 その 10 周年の集いでも発表したとおり、2015年 5 月からは、起業の学校の 11 期ととも

に、「福島キャンパス」が開校した。広報・集客面では苦戦し、4 名の受講生での開校とな

ったが、素朴でシンプルな学びの場が形成されていることに手ごたえを感じている。まず

は、福島の第 1 期をしっかりと丁寧に回しきり、次への展開を見据えたい。 

 名古屋キャンパスの 11 期は、前期・後期を分けてのカリキュラムの初挑戦となる。10 期

の際も感じたが、起業の学校に集う生徒のみなさんの起業テーマの中に、深刻で複雑な社

会課題が増えている。ひとりでもやるという覚悟、同時に柔らかに他者とつながるスキル、

起業家にとって必要な資質を起業の学校においていかに高めるかが、改めて問われている

と感じている。 

 具体的な事業を通した協働連携については、複数の現場支援型の事業をコンソーシアム

形式で受託したことにより、現場団体への様々な貢献の仕方を学び、経験を積み重ねてい

る真っ最中である。その奥深さを感じつつ、今後の起業支援及び起業後支援において、真

の「課題解決力」をもった起業家、事業の創出の重要性を改めて感じた 1年となった。 
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２．自主事業 

１） 教育・訓練事業 

（１） 起業の学校 

● 起業の学校 10 期 

【事業概要】 

  事業期間：2014 年 6 月～2014 年 11月（開校：5 月） 

  場所  ：貸会議室名古屋 WA 東桜 

  対象  ：身の丈起業・コミュニティビジネスの起業を目指す人（14名） 

  従事者数：3名 

 

【事業内容】 

身の丈起業を目指す方、自らの起業プランをブラッシュアップしたい方を対象に、第

10 期起業の学校を開校した。 

 

 内容 外部講師 

第 3回（6 月 14日） ビジョンづくり 

起業ワークショップ 

 

第 4回（6 月 28 日） 未来予測・事業コンセプト 

グランドデザイン 

 

第 5回（7 月 12日） ニーズ分析・商品開発  

第 6回（7 月 26 日） ビジネスモデル・数値計画  

第 7回（8 月 9日） 簡易事業計画 － 

第 8回（8 月 23日） 中間試験 指南役：経営者・専門家等 4名 

第 9回（9月 6日） 実践研究 久保博揮氏（一般社団法人日本

ダイバーシティ推進協会） 

奥田順之氏（NPO 法人人と動物の

共生センター） 

第 10回（9月 20日） 事業計画 － 

第 11回（10月 4日） 事業計画 － 

第 12回（10月 18日） シナリオプランニング － 

第 13回（11月 1日） プレゼンテーション － 

第 14回（11月 22日） 卒業試験 指南役：経営者・専門家等 4名 
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● 起業の学校 10 期 フォローアップ（個別指導） 

＜個別指導＞ 

  事業期間：2015年 1月～随時 

  場所  ：起業支援ネット事務所（名古屋市） 

  対象  ：個別指導希望者（5 名） 

  従事者数：1名 

 

● 起業の学校 11 期 

【事業概要】 

  事業期間：2015年 5 月（終了：（前期）2015年 10月 （後期）2016年 2月） 

  場所  ：貸会議室名古屋 WA 東桜（名古屋市） 

  対象  ：身の丈起業・コミュニティビジネスの起業を目指す人（14名） 

  従事者数：3名 

 

【事業内容】 

コミュニティビジネス・身の丈起業を目指す方、自らの起業プランをブラッシュアッ

プしたい方を対象に、第 11 期起業の学校を開校した。 

 

（２） 起業の学校 【福島キャンパス】の開校 

【事業概要】 

 事業期間：2015年 5 月～2015年 6 月（終了は 2015年 11月） 

 対象  ：身の丈起業・コミュニティビジネスの起業を目指す人（4名） 

 従事者数：1名 

 

【事業内容】 

 月 1回の講義と、メーリングリストを活用した課題の提出を約 2週間間隔で実施。 
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（３） その他 

● 東海若手起業塾実行委員会への参加 

【事業概要】 

事業期間：2014 年 6 月～2015年 5 月 

従事者数：1名 

 

 

２） 相談・支援事業 

（１） 起業・経営総合相談（無料）・テーマ別相談（無料） 

【事業概要】 

 事業期間：通年 

 場所  ：起業支援ネット事務所（名古屋市） 

 対象  ：起業を目指す方、経営者等 

 従事者数：2名 

 

 

【事業内容】 

 起業を目指す人を対象に、個別の無料相談を行った。 

  

項目 担当者 参加者 

起業・経営総合相談 関戸美恵子・鈴木直也 10名 

女性のチャレンジサポート相談他 久野美奈子 11名 

 

（２） 起業・経営総合相談（有料） 

【事業概要】 

 事業期間：通年 

 場所  ：起業支援ネット事務所他（名古屋市） 

 対象  ：起業を目指す方、経営者等 

 従事者数：2名 

 

【事業内容】 

経営者や起業志望の方を対象に、有料の相談を行った。 

 項目 担当者 参加者（延べ） 

起業・経営総合相談 関戸美恵子他 12件 
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３） 出版事業 

今期、該当する事業は特になかった。 

 

４） 交流事業 

● 起業の学校 10 周年記念の集い 

起業の学校 10 周年記念の集いを開催した。また 10 周年記念誌を作成し配布した。 

実施日 ：2014 年 11月 22日（土） 

場所  ：名古屋国際会議場 

対象  ：起業の学校卒業生、指南役 

参加者 ：97 名 

従事者数：4名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５） 調査・研究事業 

今期、該当する事業は特になかった。 
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３．受託事業 

１） 教育・訓練事業 

（１）研修受託 

● 長久手市住民起業支援講座 

【事業概要】 

委託者 ：長久手市 

事業期間：2015年 10月～2015年 2月（計 6回） 

場所  ：長久手市 

対象  ：コミュニティビジネスの起業を目指す人  

従事者数：1名 

 

● 江南市事業型 NPO支援講座 

【事業概要】 

委託者 ：江南市 

実施日 ：2015年 10月 20日 

場所  ：江南市 

対象  ：コミュニティビジネスの起業を目指す人  

従事者数：1名 

 

 

● その他受託講座・講師派遣 

日時 委託元 内容 

2014 年 7 月 8 日 名古屋市総務局 NPO派遣者向け研修 

2014 年 9月 27 日 愛知県国際交流協会 外国人住民のための起業講座 

2014 年 10月 24日 中村区生涯学習センター 女性セミナー 

2014 年 11月 12月 NPO 法人すけっとファミリー 接遇講座 

2014 年 12月 イーブルなごや コミュニティビジネス入門講座 

2015年 2月 7日 NPO 法人中部プロボノセンター プロボノ研修 

2015年 2月 19日 知多市社会福祉協議会 活動継続のポイント 

2014 年 12月～ 

2015年 2月（4回） 

大垣商工会議所 創業塾 

2015年 3月 8日 知多市岡田コミュニティ 地域における青少年育成 

2015年 4月 13日 NPO 法人地域福祉サポートちた ビジネスマナー研修 

2015年 5 月 28 日 名古屋市立大学 コミュニティビジネスについて 
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（２）研修生受入 

● 愛知県現場体験研修（NPO）受入 

【受入概要】 

委託者 ：愛知県 

実施期間：2014 年 7 月～11月 

場所  ：起業支援ネット事務所 

対象  ：愛知県 2 年目職員 3名 

 

● 名古屋市職員研修「NPO派遣研修」受入 

【受入概要】 

委託者 ：名古屋市 

実施期間：2014 年 8 月～12月 

場所  ：起業支援ネット事務所 

対象  ：名古屋市職員 1名 

 

２） 相談・支援事業 

（１）名古屋市子ども・若者総合相談センター事業 

【事業概要】 

委託者 ：名古屋市子ども青少年局 

事業期間：2014 年 6 月～2015年 5 月（委託契約期間 2013 年 6 月～2017年 3月） 

場所  ：名古屋市教育館 5階 

対象  ：40歳未満のひきこもり・ニート・不登校等様々な課題を抱える当事者および 

その保護者・家族  

従事者数：3名（起業支援ネットの人員。当事業全体では 11名） 

【事業内容】 

◆開所日：月～土（祝祭日除く） 10 時～17時 （休業日：日・祝祭日） 

◆職員体制：常勤５名 非常勤３名（精神保健福祉士、社会福祉士、産業カウンセラー、

キャリアコンサルタント他） 

     その他専門員：臨床心理士、精神科医、各専門アドバイザー（子育て・コミュ

ニケーション・発達障害他） 

◆業務内容：１）電話相談 ２）来所相談 ３）訪問相談 ４）専門相談 

５）リファー ６）同行 ７）モニタリング ８）ケース会議 

◆その他：名古屋市子ども・若者支援協議会の運営事務局 

     子ども・若者支援にかかわる公的機関・民間機関（NPO 等）のネットワーク形成 

     ・代表者会議の開催 

     ・実務者会議の開催 
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（２）名古屋市就労訓練事業の推進モデル事業 

【事業概要】 

委託者 ：名古屋市健康福祉局 

事業期間：2014 年 6 月～2015年 3月（委託契約期間 2014 年 6 月～2015年 3月） 

対象  ：生活困窮状態にあり就労を希望する人、またその実習を受け入れる事業所  

従事者数：4名（起業支援ネットの人員。当事業全体では 10名） 

 

【事業内容】 

◆名古屋市における就労訓練事業のあり方に関する調査・研究 

◆就労訓練事業に関する普及啓発及び事業への参加促進 

 （パンフレット・ホームページの作成、フォーラムの開催等） 

◆就労訓練事業の立ち上げ支援 

◆就労訓練事業の実施・運営支援及び協力事業所のフォローアップ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）女性の再チャレンジ相談 

委託者 ：公益財団法人あいち男女共同参画財団 

事業期間：2014 年 6 月～2015年 2月（偶数月の第三水曜日） 

場所  ：ウィルあいち 

対象  ：起業を目指す女性 

従事者数：1名 
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（４）名古屋市子ども・子育て支援センター事業 

【事業概要】 

委託者 ：名古屋市子ども青少年局 

事業期間：2015年 4月～2015年 5 月（委託契約期間 2015年 4月～2019年 3月） 

対象  ：主に乳幼児期の子育て中の子育て家庭、子育て支援者  

従事者数：1名（起業支援ネットの人員。当事業全体では 12名） 

 

（５）アドバイザー派遣 

期間 派遣先 内容 

2014 年 8 月～2015年 3月 コミュニティ・ユース・

バンク momo 

せとしんプロボノプロジェクト 

2014 年 8 月～2015年 3月 コミュニティ・ユース・

バンク momo 

とうしんプロボノプロジェクト 

2014 年 6 月～2015年 3月 名古屋ライトハウス 人材育成に関する支援 

2014 年 6 月～2015年 3月 NPO 法人ふれ愛名古屋 人材育成に関する支援 

2014 年 6 月～2014 年 5 月 医療法人財団はるたか会 在宅医療にかかわる人材育成プログラ

ム開発 

2014 年 9月～11月 知多市 多文化共生円卓会議ファシリテーター 

 

（４）各種委員 

委員として提言をした。 

研究会等 主催 

愛知県産業労働計画策定委員会 愛知県産業労働部産業労働

政策課 

 

３）出版事業 

今期、該当する事業は特になかった。 

４）交流事業 

今期、該当する事業は特になかった。 

５）調査研究事業 

今期、該当する事業は特になかった。 

 

 


