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2017 年度 事業報告 2017 年 6 月～2018 年 5 月 

 

１．2017 年度を振り返って 

 

◆起業の学校 

・起業の学校は 13 期（13 期入学 9 名）が終了し、14 期開校にいたった。 

・通信クラス 5期（入学 8名）を実施した。 

 

  ＜昨年度起業した卒業生＞ 

  ・チームシリウスジャパン（パーソナルコーチ） 

  ・TEA PLACE MAHOLA（紅茶教室、各種ワークショップ） 

  ・ヒーリング SPA サロン HAPUNA（マナ整体） 

  ・NPO 法人 TEAM 創心（児童発達支援・放課後等デイサービス） 

 

◆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・若者総合相談センター運営受託（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） 

 

◆NPO のための情報編集講座の実施 

 イシス編集学校との共催で、NPO のための情報編集講座を実施した。 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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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 13 期 

【事業概要】 

  事業期間：2017 年 6 月～2018 年 2 月（開校：5月） 

  場所  ：愛知学院大学名城公園キャンパス 

  対象  ：身の丈の起業を目指す人 

（前期：9名、後期：7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

12 期起業の学校を開校した。 

＜前期課程＞ 

 内容 外部講師 

第 2回（6月 3日） 社会動向・事例研究  

第 3回（6月 17 日） 
ビジョンづくり 

起業ワークショップ 
 

第 4回（7月 1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 15 日） ニーズ分析・商品開発  

第 6回（7月 29 日） ビジネスモデル・数値計画  

第 7 回（8月 19 日） 事業構想・事業計画  

第 8 回（9月 2日） 実践研究（現場見学） 
株式会社にんじん 

一社）愛知ＰＦＳ協会 

第 9回（9月 16 日） プレ試験・ブラッシュアップ  

第 10 回（9月 30 日） プレゼン演習・前期修了試験 指南役：経営者・専門家等 
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＜後期課程＞ 

第 1回（10 月 21 日） 事業プラン発表・目標設定  

第 2回（11 月 18 日） 要所解明・リサーチ  

第 3回（12 月 16 日） シナリオプランニング  

第 4回（1月 20 日） プレゼン演習  

第 5 回（2月 24 日） 卒業試験・交流会 指南役：経営者・専門家等 

 

 

 

● 起業の学校 フォローアップ（個別指導） 

＜個別指導＞ 

  事業期間：2017 年 6 月～2018 年 5 月（随時） 

  場所  ：起業支援ネット事務所（名古屋市）他 

  対象  ：起業の学校卒業生（11 名） 

  従事者数：1名 

 

● 起業の学校 14 期 

【事業概要】 

  事業期間：2017 年 5 月～（終了：（前期）2018 年 9 月 （後期）2019 年 2 月） 

  場所  ：貸会議室東桜 

  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（9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

14 期起業の学校を開校した。また、広報活動として、2018 年３月に身の丈起業相談会

を実施し相談 16件、無料公開講座を３回開催した。 

◆無料公開講座Ⅰ 身の丈起業の極意（参加者 22 名） 
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 無料公開講座Ⅱ 理念体感ワークショップ（参加者 23 名） 

 無料公開講座Ⅲ 創発型起業のススメ（参加者 23 名） 

 

（２） 起業の学校通信クラス 5 期 

【事業概要】 

  事業期間：2017 年 8 月～2018 年 2 月 

  対象  ：身の丈の起業を目指す人（8名） 

  従事者数：3名 

 

【事業内容】 

  メーリングリストとスクーリング（計４回）を活用して、自分らしい生き方・働き方

を模索したい方、身の丈の起業を目指す方を対象に通信クラス 5期を開校した。 

 

 

（３） NPO のための情報編集講座「ＭＡＤＡＲＡ」 

【事業概要】 

  事業期間：2017 年 9 月 18 日、11 月 23 日、12 月 23 日 

 場所  ：ウインクあいち、貸会議室 WA東桜 

対象  ：情報編集、情報発信に興味がある NPO代表、職員、起業家、他 

  従事者数：2名 

 

【事業内容】 

  イシス編集学校との共催にて、情報編集、情報発信に関する基本的な考え方、情報と 

の向き合い方、扱い方を学び、体感する情報編集講座を実施した。 

  第１回目は公開講座形式 40 名で総論を学び、第２回、第３回は少人数制（10 名程度） 

でじっくり自団体を見直す機会とした。 

 

 

２） 相談・支援事業 

（１） 起業・経営総合相談 

【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 
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【事業内容】 

 起業を目指す人を対象に、個別の相談を行った。 

  

項目 担当者 参加者 

起業・経営無料相談 久野美奈子・鈴木直也 16件 

起業・経営有料 久野美奈子・鈴木直也 5件 

 

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。 
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３．受託事業 

１） 教育・訓練事業 

（１）研修受託 

●高浜市コミュニティビジネス創出支援業務 

・コミュニティビジネスチャレンジャー発掘プログラム 

 ・コミュニティビジネスチャレンジャー個別支援プログラム 

・コミュニティビジネスチャレンジャーフォロー個別相談、個別サポート 

 

●知多市「ちた仕事起こしゼミ」 

 講座 ３回、個別相談 ２回 計５回 

 受講者 ７名（定員６名） 

 

 

（２）講師派遣 

委託元 内容 

ふれ愛名古屋 医療福祉ケア基礎研修 

中部プロボノセンター プロボノ研修 

あいちコミュニティ財団 イロリバ ゲストスピーカー 

輝く女性 ソーシャルビジネスプランコンテストあい

ち 2017 事前研修、キックオフ研修、報告会 

名古屋市 NPO派遣研修対象職員向け研修 

日本政策金融公庫 ソーシャルビジネスセミナー（岐阜市、東海市、豊田

市） 

岐阜市 コミュニティビジネスセミナー 

とよた市民活動センター 事業運営セミナー 

ぎふ NPO センター 資金力アップセミナー（自主事業のつくり方） 

美浜町 コミュニティビジネスセミナー 

犬山市民活動支援センターの

会 

市民活動交流フォーラムパネリスト 

地域福祉サポートちた コミュニケーションとマネジメントセミナー 

東海若手起業塾 最終審査会審査員、10周年記念イベント司会 

名古屋市立大学 コミュニティビジネス、ソーシャルビジネスについて 

名古屋工業大学 コミュニティビジネス、ソーシャルビジネスについて 
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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 

     ※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 

      「よりそいネットワークなごや」として受託 

事業期間：2017 年 6 月～2018 年 5 月（委託契約期間 2017 年 4 月～2019 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 14 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） 

◆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 

     ※NPO 法人こども NPO、NPO 法人子育て支援の NPO まめっことのコンソーシア 

      ム「なごや子ども・子育て未来プロジェクト」として受託 

事業期間：2017 年 6 月～2018 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 17 名） 

 

（３）ウィルあいち 女性のための起業相談 

 委託者 ：公益財団法人あいち男女共同参画財団 

 事業期間：2017 年 6 月～2018 年 2 月 

 場所  ：ウィルあいち 

 対象  ：起業を目指す女性（6枠×5 日＝30 名） 

 従事者数：1名 

 

（４）各種委員 

委員として提言・審査等を行った。 

研究会等 主催 

知多市まち・ひと・しごと総合戦略有識者 知多市企画情報課 

知多市人財・志事ツクール推進ネットワーク 知多市企画情報課 

名古屋市市民活動の推進にかかる懇談会 名古屋市市民経済局 

名古屋市旧那古野小学校施設活用事業者評価委員 名古屋市住宅都市局 

愛知県輝く女性ソーシャルビジネスコンテスト審査員 愛知県産業労働部 

犬山市市民活動促進委員会 犬山市地域安全課 

 

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。 

 


