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1. 1. 1. 1. 現状整理現状整理現状整理現状整理
ヒアリング内容 現行事業プランの課題

ターゲット
設定

・メインのターゲットは発達障害を持つ母親
・重要なステークホルダーは浦安市子ども発達センター
（事業展開をする領域で最も大きな公的団体。現在小田
氏も実習生としても参加）など

・発達障害の未就学児童を抱える実際の母親のニーズを把握
し切れていないところがある
・子ども発達センターについても第三者からニーズ等を引き出
すことが期待される
・各地域における発達障害のある幼児期の子どもの数、サー
ビスの充足度の把握

社会課題の
理解と共有

・日本において発達障害に関する社会的認知度はまだ低
い（発達障害自立支援法として障害として正式に取り上げ
られたのは2005年）

・事業プランの主眼は実際にケアサービスを展開することであ
り、社会全体に対して発達障害の正しい認識と対処方法を普
及啓発を図るのは中長期的な課題
・国、自治体の方針、施策の把握

事業の
訴求方法

・未就学児童の発達障害の認定は症状に関する判断が
難しく、また母親にとってセンシティブな問題であるため大々
的な営業等には困難な面がある
・基本的には、①市の検診（1歳半、3歳）、②発達センター
からの紹介を待つスタンス

・紹介で来る母親以外のアプローチをどうするか（ニーズをど
のように捉えて、来てもらえるようにするか）
・紹介を想定するとしても、浦安市には児童デイ事業を展開す
る事業者が複数存在しており、他事業者との差異化も検討す
る必要あり
・発達障害のある幼児期の子どもを持つ親の実態・ニーズ・意
識の把握

商品・サービス

・①こころの療育と②ことばの療育の大きく2本立て
・①こころの療育は、こころの教室という集団療育と特技
の教室という個性を伸ばす療育を展開
・②ことばの療育はことばの教室という言語認知治療とお
宅で教室という訪問療育を展開
・ことばの療育に重点をおきたい

・事業の「売り」（母親への訴求、他事業者との差異化など）を
どのように設定するか
・発達障害のある幼児期の子どもを持つ親の実態・ニーズ・意
識の把握
・競合のサービス内容の把握

提供価値
・発達障害を持っているお子さんを幸せにしたい。幸せに
なってほしい。

・顧客は誰なのか（子どもと母親双方を意識する必要性）
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�セグメンテーションおよびターゲティング

�幼児期（０歳～６歳）の子供の数

�ポジショニング

�発達障害の療育に特化した児童デイサ
ービスの提供

日本（H21,10）
757万5千人

千葉県（H22,4）
37万8千4百人

市川圏域
（浦安市＋市川市）（H22,4）

4万4百人

浦安市（H22,4）
1万4百人

うち、発達障害の子ども
520人程度※

1. 1. 1. 1. 現状整理現状整理現状整理現状整理　　　　STPSTPSTPSTP分析分析分析分析（（（（現状現状現状現状））））

※発達障害の子供の割合は5％として算出
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Customer（顧客）

・幼児期（０歳～６歳）のお子さんを持つ親
　-浦安市に在住
　-発達障害（と思われる）お子さんを持つ
　-子どもの発育について（遅いので）心配

している

Competitor（競合）

・こども発達センター
・こども発達センターが実施する幼稚園・

保育園への定期訪問
・その他の障害福祉サービス事業者

Company（自社）

・発達障害のある子どもに対する療育に
特化している

・「こども発達センター」での実務経験があ
る

・SCERTSモデルの活用

Channel（販路）

・自治体（浦安市）からの紹介
・こども発達センターからの紹介

1. 1. 1. 1. 現状整理現状整理現状整理現状整理　　　　4C4C4C4C分析分析分析分析（（（（現状現状現状現状））））



7

2. 2. 2. 2. 調査設計調査設計調査設計調査設計

ヒアリング

対象者 収集できる情報
対応する

事業プラン課題

対象者１：
2児の母
親

・子育て中の母親の意見
等
・児童相談に関する業務
に従事してきた専門的知
見

子どもを持つ母親
のニーズを把握

対象者２：
1児の母
親

・子育て中の母親の意見
等
・児童ケア関する業務に
従事してきた専門的知見

子どもを持つ母親
のニーズを把握

対象者３：
保育園経
営者

・子育てに関するビジネス
のプロとしての意見等

保育園のニーズ、
子育て関連事業に
関する考え方など
を把握

対象者４：
行政（市）

・市としての発達障害に関
する考え方、施策等
・民間事業者への考え方
等

事業基盤の確立等

対象者５：
公的団体
（センター）

・子ども発達センターとし
ての発達障害に関する考
え方、施策等
・民間事業者への考え方
等

事業基盤の確立等

7Copyright© 2010 SAL Research Project 100. All rights reserved.

文献調査

文献 収集できる情報 対応する事業プラン課題

発達障害支援グランドデ
ザインの提案（平成21年
6月）

発達障害者支援法に定め
られた発達障害のある子ど
もへの早期からの支援を具
現化するための、現状の課
題と今後の方向性の提案

国、自治体の方針、施策の把握

第四次千葉県障害者計
画（平成21年1月）

「障害のある人もない人も
共に暮らしやすい千葉県づ
くり条例」の実現計画

国、自治体の方針、施策の把握

各地域における発達障害のある
幼児期の子どもの数、サービス
の充足度の把握

浦安市障がい者福祉計
画　概要版（平成21年度
～平成23年度）

浦安市の障がい者施策全
般に渡る長期計画

国、自治体の方針、施策の把握

各地域における発達障害のある
幼児期の子どもの数、サービス
の充足度の把握

浦安市　障がい福祉に関
するアンケート調査結果
報告書（平成21年3月）

浦安市の障がい者の生活
実態・障害福祉サービスに
対する評価、今後のニーズ

各地域における発達障害のある
幼児期の子どもの数、サービス
の充足度の把握

発達障害のある幼児期の子ども
を持つ親の実態・ニーズ・意識の
把握

「平成21年度こども発達
センター利用者アンケー
ト」の調査結果について（
ご報告）

こども発達センターの利用
者の利用実態・意見・要望

発達障害のある幼児期の子ども
を持つ親の実態・ニーズ・意識の
把握

浦安市およびその周辺
自治体の障害福祉サー
ビス事業者のパンフレッ
ト等

競合のサービス内容 競合のサービス内容の把握
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3.3.3.3. ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング報告報告報告報告①①①①

対象者・
プロフィール

Aさま
仕事で臨床心理士として発達障害の子どもを持つ母親の相談に乗ってきた２児の母親

社会課題に対する立場、考
え方等

・児童相談所の勤務経験がある。療育施設などを紹介したいと考えていたが、受け皿が不足している
と感じていた
・発達障害は治療というよりも、スキルを自分自身でつけていかないといけない。

発達障害に関して困ってい
ること、望んでいること等

・母親は、できれば普通学級に通わせたい
・もし児童デイサービスに預けるのであれば、まずその施設にどういう感じの子どもがいるのか、また
親はどのような方がいるのかを確認したいと思う
・(児童相談所での経験で)親御さんの中には相談履歴が残るとその子どもに傷が残るという発想をす
る人がいた(縁談、就職etc)。
・通うことでよくなるのか、将来どうすればよいのかという不安を抱えている。

事業プラン内容に関する印
象等

・社会的な認知、親御さんへの理解の場が必要
例えば、お母さんたち向け勉強会がある良いと思う。交流も出来るし、悩みの共有もできる。
・お母さんたちの負担が大きいのでお母さんたちのサポートも重要。
例えば、幼稚園について、自分の子どもが幼稚園を嫌がったが、周囲から慣れれば楽しめるから大丈
夫というアドバイスがあったから続けることができた。親が変わると子どもへの影響は大きい

その他

・民間という部分については何かあったときの保証があるのかが心配される
・NPOはプラスのイメージがある
・資格や許可があると多いほど安心材料となる
・ちょっとしたトラブルがすぐ噂になる(風評被害のリスクがある)
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3.3.3.3. ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング報告報告報告報告②②②②

対象者・
プロフィール

Bさま
１児の母親、デイサービスに従事している専門家

社会課題に対する立場、考
え方等

・母親として、もし自分の子供が発達障害だったら受け入れはとても難しいだろう
・「発達障害」が世間に認知されていない=周りの理解が得られない
・専門の療育施設が少ない、十分なサービス(療育)が受けられていない

発達障害に関して困ってい
ること、望んでいること等

・専門の施設がない(少ない)、けれども親御さんは一生懸命育てている。
・発達障害ということが認知/浸透していないことも困っている。
・デイケアでは、高齢者も重度障害の児童もいた。どうしても、重度な障害の方のサポートが優先され、
発達障害の子に十分なサービスを提供できない。
・デイケアスタッフ全員が発達障害・療育の専門家ではない

事業プラン内容に関する印
象等

・自身は、福祉には興味もある。
・必要としているサービスとも感じている
・内容も好印象でもある。
・お客様がきてくれるのかな？　と感じる。

その他

・サービスを受けるかどうかの決め手に、先生個人が信頼できるか？　がある
・「普段の話し方」「電話での応答」「子供への接し方(子供好きがどうか)」などで判断する。

9Copyright© 2010 SAL Research Project 100. All rights reserved.
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3.3.3.3. ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング報告報告報告報告③③③③

対象者・
プロフィール

保育会社　経営者　Cさま
保育に関する専門家、経営者

社会課題に対する立場、考
え方等

・病院内保育施設が多くを占める。
・企業との契約にも寄るのだが、発達障害(と思われる)の子を受け入れ拒否はできない。
・しかし、乳幼児がいる保育施設で、多動児(ADＨD)がいると、危険/リスクが高まると感じている。
・普通、保育士は健常者を育てたいと考えてしまう。カリキュラムや指導要綱に沿った、保育を行い育
てていきたい/実感したい。

発達障害に関して困ってい
ること、望んでいること等

・今は、お母さんは非常にナーバスになっている。「専門的な施設」に行くこと自体がコンプレックスに
なっている。
・「お母さんの心が成熟していない＋子供は自分の一部。」と考え、だから発達障害を自分のコンプレッ
クスと感じてしまう。

事業プラン内容に関する印
象等

・ニーズはあるが、非常にニッチ
・ひとりひとりに対してカスタマイズしてサービスを提供するため、規模の拡大が難しい
・ビジネスとして、魅力的ではない
・営業が弱い

その他

・保育園へのコンサル事業(営業の強化)　　　
・保育園通園児でも通えるサービス(土日)
・経験則から、病児保育デイサービスの方がビジネスチャンスがあると感じる

10Copyright© 2010 SAL Research Project 100. All rights reserved.
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3.3.3.3. ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング報告報告報告報告④④④④

対象者・
プロフィール

行政
Ａ市市役所　障がい福祉課　Dさま　Eさま

社会課題に対する立場、考
え方等

・発達障害については、育児関連事業のセンターと家庭関連事業のセンター2カ所が主管。
・乳幼児健康診断によって早期発見・フォローを行っている。
・支援が必要な子供については、育児関連事業のセンターに情報を流し、親御さんにもセンターのご
案内をする

発達障害に関して困ってい
ること、望んでいること等

・通園部門のニーズが増加していて、希望通り支援できていない。
・週5日利用したい人を受け入れられていない。
・いかに民間に流していくか苦慮。
・軽度の発達障害児は民間に委託していきたい。
・市運営のセンターへの市民の評価を見ると、個別指導の対応への満足度は低い。

事業プラン内容に関する印
象等

・特性を持ったプログラムでないと集客は難しい。幼稚園や保育園でも発達障害児を受入れしている
中で、本当に利用者を獲得できるか？
・送迎があった方がよいのでは？(市民のニーズ、高給付ポイント)
・就学前（I型限定）ではなく、II型（学齢後）に拡張していくのはどうか（高給付ポイント)
・15％黒字となる事業計画が必要

その他

・療育手帳は取らずに児童デイを利用している人が多数いる。
・療育手帳もなく、児童精神科にも通院していない、障害受容ができていない家庭もある。
・検診時に、保健師が「この子は支援が必要」と判断して意見書を書けば、診断書と療育手帳がなくて
も児童デイ費用の支給決定ができるようになっている。

11Copyright© 2010 SAL Research Project 100. All rights reserved.
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3.3.3.3. ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング報告報告報告報告⑤⑤⑤⑤
対象者・プロフィール

子ども発達センター　職員　Fさま　Gさま

社会課題に対する立場、考
え方等

・発達センターにおける療育の目標：発達に遅れや障害等をもつ子ども達が将来地域の中で自立（自
己決定・自己選択）していける基盤づくり
①子どもへの支援：子どもの成長や発達の段階・状況の変化に応じた支援と乳幼児期における集団
療育と個別療育の一体的支援体制
②家族への支援：子どもを支える家族（子育ての基盤）への支援
③地域の中で支えていくための支援：日常的な生活環境の中での相談、支援

発達障害に関して困ってい
ること、望んでいること等

○現場の課題
・なるべく多くの子どもを診てあげたいが施設キャパシティ面や人員面で限界もある
・母親が発達障害や子どもへの理解を深めるのに時間がかかる
・児童デイは症状の重い子どもへの対処に時間が割かれてしまうため軽度の子どもへの対処が必要
○マクロ的な観点からの課題
・市として対応できることには限界があるため、民間の受け皿づくりが必要で、それはまだ足りていな
い

事業プラン内容に関する印
象等

・自宅に出向くというのは、センターでもできていないし、面白いと思う
・何か特化したもの（ターゲット設定をして、そこに専門的なサービスを実施など）が必要だろう
・送迎は単なる足として以上の部分（子どもが喜ぶなど）があるためあったほうが良いだろうが、人数
が少ない体制でどこまで出来るかというところもある
・母親から問い合わせが多いのは給食。センターでは設備がないため実施してはいない

その他

○母親のニーズ
・母親のニーズは様々で毎日通いたい親もいれば、特に友達との関わり（ソーシャルスキルトレーニン
グ）を何とかしたい親もいる
・保育園等との併用ニーズが大きい。しかし通常の保育のみではきちんとした個別の療育はできてお
らず先生も対処に困っている部分がある
・実は小学校に上がってからの方が療育ニーズが大きい。特にボーダーラインの子どもで普通学級に
通っている子どもなど。この部分は福祉に手厚い自治体ですら手薄な状態。

12Copyright© 2010 SAL Research Project 100. All rights reserved.
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3. 3. 3. 3. 調査結果中間調査結果中間調査結果中間調査結果中間まとめまとめまとめまとめ（（（（ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング総括総括総括総括））））

13Copyright© 2010 SAL Research Project 100. All rights reserved.

①①①①社会課題社会課題社会課題社会課題にににに対対対対するするするする立場立場立場立場、、、、考考考考ええええ方等方等方等方等
　・母親/福祉専門家：自分の子供が発達障害としたら受け入れるのが難しい
　・母親/臨床心理士/母親の代弁者：療育専門施設が不足、発達障害という言葉の認知が不足している
　・子ども発達センター：できる限り発達障害児にサービスの提供をしたいがキャパシティの限界がある
　・保育園経営者：預かる子の中に発達障害者がいると個別対応など困難である
　・市職員：ニーズに応える必要があると考えている

②②②②発達障害発達障害発達障害発達障害にににに関関関関してしてしてして困困困困っていることっていることっていることっていること、、、、望望望望んでいることんでいることんでいることんでいること等等等等
○受益側
　・療育に関する専門施設が少ない
　・「発達障害」が世間に認知されていない/理解されていない
　・療育を受けることによって、子どもが周囲の人たちと上手に付き合えるようになってほしい
　・療育を受けることによって、言葉の面など将来の不安を解消したい
○提供側
　・ケアサービス提供者として民間の受け皿が必要
　・個別指導等のニーズに応えたい

③③③③事業事業事業事業プランプランプランプラン内容内容内容内容にににに関関関関するするするする印象等印象等印象等印象等
　・概ね好印象、ニーズがある。是非やってほしい。
　・提供するサービスの専門化/個別化、営業面の工夫、収益/提供サービスの拡充(Ⅰ型だけでなく、Ⅱ型など)

　
　　などが課題

④④④④そのそのそのその他他他他
　・親としてはNPOはプラスイメージ（民間企業とは異なる印象）
　・保育園通園時でも通えるサービス、小学校に上がってからのケアサービスニーズが大きい
　・親として安心できる決め手は、先生個人が信頼できるか
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4444．．．．文献調査報告文献調査報告文献調査報告文献調査報告　　　　統計統計統計統計データデータデータデータ（（（（発達障害児発達障害児発達障害児発達障害児のののの割合割合割合割合））））

� 発達障害児の割合

�16％

�発達の遅れを持っている子供の割合（アメリカ小児科学会）

�6.3％

�小・中学校において、「知的発達に遅れはないものの学習面や行動面で著しい困難を示
す」と担当教師が回答した児童生徒の割合（平成14年、対象生徒41,579人）

�20.5％

�フィンランドにおいて就学前に学習の一部で特別支援教育を受けた子供の割合（04年～
05年）
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4444．．．．文献調査報告文献調査報告文献調査報告文献調査報告　　　　国国国国・・・・自治体自治体自治体自治体のののの方針方針方針方針、、、、施策施策施策施策

� 国（発達障害支援グランドデザイン）

�就学前の発見と支援

�全ての発達障害児等が幼稚園・保育所等において支援を受けることができ、そのための条件整備がな
されている

�教育環境整備

�全ての幼児児童生徒が発達障害について適切に理解し、発達障害児とともに健やかな学校生活を送
ることができる

�切れ目のない連携

�発達障害児等のライフステージを通して、「個別の支援計画」が策定・活用され、定期的に見直しが行
われている。また、学校は「個別の指導計画」を作成し、それに基づき日々の指導を行っている

�保護者支援

�保護者が必要なときにいつでも子育てに関する相談ができ、支援を得られる体制が整っている

�早期からの支援（医療、行政サービス等）を受ける際、保護者の経済的な負担を少なくする

�社会基盤の充実

�保護者団体、NPO法人等が行う支援活動への支援が行われている

• 日本発達障害ネットワーク（JDDネット）等との連携
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4444．．．．文献調査報告文献調査報告文献調査報告文献調査報告　　　　対象対象対象対象マーケットマーケットマーケットマーケットのののの状況状況状況状況

� 市川圏域の状況（浦安市＋市川市）

�総人口　 4万4百人（H22,4）

�人口の増加率が4.4％と高い

�15歳未満の人口比率が県平均より高い14％

�人口千人当たりの「障害のある人」は31人で、県で最も少ない

�児童デイサービス　定員80人に対し利用者191人（H20年度）

� 療育手帳交付者数

�千葉県　26,890人（H20年3月）

�うち、18歳未満　8,089人（約30％）

�浦安市実績

� 児童デイサービス

�事業者の数（独立行政法人　福祉医療機構より）

�浦安市　４事業者

�市川市　４事業者

�満足度（浦安市　障がい福祉に関するアンケート調査結果報告書（平成21年3月））

�希望する量が受けられない　71.4％（n=21人）

�事業者のサービスの質が不満　38.1％（n=21人）

年度 H17 H18 H19 H20

交付数 50 27 44 33
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4444．．．．文献調査報告文献調査報告文献調査報告文献調査報告　　　　事例紹介事例紹介事例紹介事例紹介（（（（こどもこどもこどもこども発達発達発達発達センターセンターセンターセンター））））

� 実績

� アンケート結果

� 浦安市による調査（浦安市　障がい福祉に関するアンケート調査結果報告書（平
成21年3月））（n=59人）

� 相談体制　満足：16.9％　ほぼ満足：39.0％　満足していない：42.4％

� 個別指導の内容　満足：18.6％　ほぼ満足：42.4％　満足していない：37.3％

� サービス内容　満足：10.2％　ほぼ満足：45.8％　満足していない：42.4％

� こども発達センターによる調査（平成21年度こども発達センター利用者アンケート
」の調査結果について（ご報告）

� 外来部門の利用回数（療育相談＋ことばの相談） （n=268）

• 6％の無回答を除く大部分が1ヶ月1回以下の頻度で利用

� 外来部門の内容と回数に対する満足度（療育相談＋ことばの相談） （n=268）

• 内容　満足：58.2％　不満：2.6％　どちらともいえない：27.9％

• 回数　満足：44.4％　不満：12.7％　どちらともいえない：30.6％

在園児数 相談・指導実件数

平成19年度　
　　

40 1,073

平成20年度　
　

50 1,122
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4444．．．．文献調査報告文献調査報告文献調査報告文献調査報告　　　　事業領域概況事業領域概況事業領域概況事業領域概況

受益者

支援の回数、内容共に充足しているとは言いが
たい。

支援者・賛同者

該当文献なし

競合

浦安市実施のアンケートとこども発達センター実
施のアンケート結果の差異から、比較的こども発
達センターの利用者の支援の回数と内容に対す
る満足度は、それ以外の事業者の利用者の満
足度と比較すると高い。

行政機関

「発達障害者支援法」の制定に伴い、発達障害
を社会問題と捉え、早期発見・早期支援、行政と
民間・各組織間の連携を深める必要を認識。こ
れらの実現に向け、各種の施策を展開。
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4. 4. 4. 4. 調査結果中間調査結果中間調査結果中間調査結果中間まとめまとめまとめまとめ（（（（文献調査総括文献調査総括文献調査総括文献調査総括））））

� 「発達障害者支援法」の制定に伴い、行政の意識は高まっており、様々な施
策が実施されることが想定される。

� 浦安市における発達障害の子供の数は500人前後と予想されるが、発達障
害の判断基準はあいまいであるため、実際のマーケットは大きくも小さくもな
る可能性がある。

� 浦安市における競合は４事業者程度である。各事業者の規模・定員などにつ
いては把握できなかったが、200～300人前後の子どもが何らかの支援を受
けていると考えられる。

� 競合のサービス内容・回数については、「こども発達センター」の満足度がそ
れ以外の事業者の満足度より比較的高いと推定される。

19Copyright© 2010 SAL Research Project 100. All rights reserved.
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5. 5. 5. 5. ステークホルダーステークホルダーステークホルダーステークホルダー分析分析分析分析－－－－ステークホルダーマップステークホルダーマップステークホルダーマップステークホルダーマップ

20Copyright© 2010 SAL Research Project 100. All rights reserved.

対象事業

発達障害児

親

保育所・
幼稚園

子ども発達
センター

県

業界団体
（JDDネット他）

顧客紹介

サービス
提供

受け入れ

対価支払

参加

サービス
提供

受け入れ親子

情報提供

協賛

認可・
監督

顧客

登録・
報告

メインターゲットメインターゲットメインターゲットメインターゲット サブターゲットサブターゲットサブターゲットサブターゲット

筑波大学

評価モデル検討

9割負担

・最も重要なメインターゲットは親

・サブターゲット（営業チャネル等）は子ども発達センター、保育所・幼稚園、市など

通所・通園

市

サービス
提供

連携連携

顧客紹介

評価実証

アドバイス

療育事業者

協力依頼

サブターゲットサブターゲットサブターゲットサブターゲット
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5. 5. 5. 5. ステークホルダーステークホルダーステークホルダーステークホルダー分析分析分析分析－－－－重要重要重要重要ステークホルダーステークホルダーステークホルダーステークホルダーのののの検証検証検証検証

ステーク
ホルダー

社会課題における
立場・見解

規模
（人数その他）

ニーズ
対象事業との

関わり

発達障害児 ・当事者

未就学児ベース
顕在化している人数：278名
（センター登録者）
潜在的人数：約500名（市の0
～5歳人口10400名×5％）

・子どものニーズを自身に確認す
るのは困難（外部から考えられる
中長期的なニーズとしては、個性
を活かして豊かな人生を送ること）

・サービスの受益者

母親 ・子どもの親
基本的には子どもの数と同
等の数を想定

・軽度な発達障害は受け入れが
難しい
・集団生活や言葉に関して何とか
して欲しいというニーズあり
・信頼でき、各子どもに合わせて
療育をしてくれるところが望まし
い

・育児の主体者であり、育児に関
して最も重要な存在

保育所・幼稚園
・子育てサービスを提
供

保育所15箇所
幼稚園14箇所
（市ＨＰ参照）

・発達障害児童等も受け入れて
いるが、個別に対応できていない

・未就学児童に対するサービス提
供

市
（浦安市）

・障害に関する支援者
人口約15万5千人（H17）
財政力指数1.62（H20）

・児童デイケア等、民間の受け皿
として質の高い事業者が必要

・児童デイサービスの認定、給付、
サービス提供等

公的団体
（子ども発達センター）

・障害に関する支援実
施者

常勤19名
非常勤30名
（センター資料参照）

・発達障害に関する需要にサー
ビス供給が追いつかないため（キャ
パシティの限界）、民間の受け皿
が必要

・児童デイサービス、グループ事
業、個別相談事業、巡回事業等

21Copyright© 2010 SAL Research Project 100. All rights reserved.
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6. 6. 6. 6. マーケットマーケットマーケットマーケット分析分析分析分析　　　　市場市場市場市場セグメントセグメントセグメントセグメント

� 現状のセグメンテーションおよびターゲティング

�浦安市の幼児期（０歳～６歳）の子供のうち、発達障害およびその疑いのある子供と
その親　

22Copyright© 2010 SAL Research Project 100. All rights reserved.

市川圏域
（浦安市＋市川市）（H22,4）

4万4百人

浦安市（H22,4）
1万4百人

うち、発達障害の子ども
520人程度

幼児期（０歳～６歳）の子供の数

預かって欲しい 教育・治療して欲しい

障害を受容できていない

障害を受容できている

一般保育ニーズ

・普通の子として育てたい
・障害に気づいていない

障害保育ニーズ
（特に小中学生のお子さん）

・働く間預かって欲しい
・自分の時間が欲しい

子育て教室・学習塾ニーズ

・普通の子として
教育を受けたい

専門療育ニーズ

・専門的な療育を
受けたい
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6. 6. 6. 6. マーケットマーケットマーケットマーケット分析分析分析分析　　　　競合競合競合競合マップマップマップマップ

23Copyright© 2010 SAL Research Project 100. All rights reserved.

教育・療育保育

サービス内容

得意とするお子さん

ほっと
浦安

こども発達
センター

保育所
幼稚園

おあしす

千楽
ココアハウス
ぽぽろハウス

対象事業

たちばな

障害ゼロ
（健常者）

障害重度
（精神・身体障害者）

障害軽度
（発達障害）

学習塾
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7. SWOT7. SWOT7. SWOT7. SWOT分析分析分析分析

強み

・発達障害のある子どもに対する療育
に特化している

・「こども発達センター」での実務経験
がある

・SCERTSモデルの活用

弱み

・販路の脆弱さ

・人的リソース不足

・信用、ブランドがない

機会

・「発達障害者支援法」の制定に伴う、
行政の意識は高まりと様々な施策の
実施

脅威

・発達障害に対する認知度の低さ、理解不
足
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8. 8. 8. 8. 中間報告中間報告中間報告中間報告まとめまとめまとめまとめ（（（（現行事業現行事業現行事業現行事業プランプランプランプランにににに関関関関するするするする示唆示唆示唆示唆））））
＜＜＜＜発達障害事業発達障害事業発達障害事業発達障害事業にににに関関関関するするするする需要面需要面需要面需要面のののの状況状況状況状況＞＞＞＞
　・近年の法律制定によって顕在化したマーケット
　・ニッチではあるが需要に供給が追いついていない状況
　・但し、未就学児の発達障害は判断が困難であり、加えて親の捉え方　
　　等も影響するため、需要のグレーゾーンが大きい

＜＜＜＜発達障害事業発達障害事業発達障害事業発達障害事業にににに関関関関するするするする供給面供給面供給面供給面のののの状況状況状況状況＞＞＞＞
　・行政が主として対応しているが、キャパシティを越えた需要があり、専門対応し切れていない
　・保育園等でも発達障害児を受け入れているが、個別対応しきれていない
　・児童ケアを実施する民間事業者が出てきているが、専門性など売りがないと評価されない
　　（顧客がつかない）
　・浦安市の特性として自治体によるサービスが充実しているため民間の入り込める部分は少ない
　・提供者の人柄に依存する面もあり、風評などに留意も必要

＜＜＜＜今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性（（（（案案案案）＞）＞）＞）＞
　・潜在マーケットをきちんとつかむためには専門性等を軸にした「売り」「安心感」が必要
　・ただし、事業として成立させるために営業チャネルの拡充、事業の複合化など収益確保も重要
（例）
　○営業チャネルの拡充
　・児童相談所/1歳児・3歳児検診/保育所・幼稚園等との連携強化(営業強化)

　・近隣行政(江戸川区/市川市)の認定(営業強化)

　○事業の複合化
　・保育園/幼稚園のコンサルティング(営業強化)（※学びサポート等とのバッティングの可能性）
　・Ⅱ型(学齢後)への対応や病児保育対応など(収益提供構造/高給付対象)

　・送迎・土日カリキュラム、給食のほか、お母さん向け勉強会開催など付加価値(サービス)

　・学習塾などパイの大きな市場の検討
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9999．．．．最終報告最終報告最終報告最終報告にににに向向向向けたけたけたけた検討方針検討方針検討方針検討方針

■事業プランに関する示唆

検討事項

短期的対応

（浦安市における起業）

・基本的に中間報告にて対応済み

（発達障害児の親向けアンケートは対応中）

中長期対応

（全国に向けた展開）

・・・・戦略戦略戦略戦略のののの整理及整理及整理及整理及びそれにびそれにびそれにびそれに基基基基づくづくづくづく示唆示唆示唆示唆

■プレゼンに向けた示唆

①ソーシャルインパクトを意識した事業展開のあり方検討

②発達障害に関する理解促進方法の検討

③（参考）審査員に関する情報整理



27

10101010．．．．戦略戦略戦略戦略のののの整理及整理及整理及整理及びそれにびそれにびそれにびそれに基基基基づくづくづくづく示唆示唆示唆示唆　　　　①①①①基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

■バランススコアカード（ＢＳＣ）に基づく整理

・企業や組織のビジョンと戦略を、4444つのつのつのつの視点視点視点視点から具体的なアクションへと変換し
て計画・管理し、戦略の立案と実行を支援するとともに戦略そのものも市場や
環境の変化に合わせて柔軟に適合させるための経営戦略立案・実行評価のフ
レームワーク

・4つの視点とは、「「「「財務財務財務財務のののの視点視点視点視点（（（（過去過去過去過去）」「）」「）」「）」「顧客顧客顧客顧客のののの視点視点視点視点（（（（外部外部外部外部）」「）」「）」「）」「内部業務内部業務内部業務内部業務プロセプロセプロセプロセ
ススススのののの視点視点視点視点（（（（内部内部内部内部）」「）」「）」「）」「イノベーションイノベーションイノベーションイノベーションとととと学習学習学習学習のののの視点視点視点視点（（（（将来将来将来将来）」）」）」）」

・4つの視点はそれぞれ独立ではなく、各指標間の因果関係に基づいて設定さ
れることが求められ、4444つのつのつのつの視点間視点間視点間視点間でででで一貫性一貫性一貫性一貫性のあるのあるのあるのある戦略戦略戦略戦略を策定するためのツー
ルとして、戦略戦略戦略戦略マップマップマップマップがある

現行現行現行現行のののの事業事業事業事業プランプランプランプランをををを戦略戦略戦略戦略マップマップマップマップのののの形形形形でででで整理整理整理整理
　（ＢＳＣとなるためには4つの視点それぞれにおける成果指標が必要であり、それは今後の検討事項）

＜バランススコアカードとは＞
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10101010．．．．戦略戦略戦略戦略のののの整理及整理及整理及整理及びそれにびそれにびそれにびそれに基基基基づくづくづくづく示唆示唆示唆示唆　　　　②②②②戦略戦略戦略戦略マップマップマップマップ

財
務

顧
客

業
務
プ
ロ
セ
ス

学
習
と
成
長

日本中の発達障害児が幸せになる
（小田さんの理念）

売上拡大（5年後）
66百万

コスト削減

利益拡大（5年後）11百万

療育プログラム
の確立

運営システム
の確立

ショッピングモール
への出店

療育プログラム
のパッケージ化

虐待・いじめ・不登校・引き
こもり・ニートなどの減少

（浦安市の発達障害児）
ことばと社会性の獲得

個別支援計画の
提供

発達障害に特化
した療育の提供

売上（3年後）
52百万

利益（3年後）5百万

こども発達セン
ターでの実習

業務改善PJの
実施

療育プログラム
の習得

ショッピングモー
ルとの連携

他NPOとの連携

多くの地域での
療育サービス提供

（事業地域の発達障害児）
ことばと社会性の獲得

他NPOへのノウ
ハウ移転

適切なITの導入

実績のPR 発達障害について
の啓発

他施設への療育コン
サルティングの実施

企業との連携

育児相談サービス
の実施

リソースの確保

・
・
・
・
・
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10101010．．．．戦略戦略戦略戦略のののの整理及整理及整理及整理及びそれにびそれにびそれにびそれに基基基基づくづくづくづく示唆示唆示唆示唆　　　　③③③③提供価値提供価値提供価値提供価値とととと実現可能性実現可能性実現可能性実現可能性のののの確認確認確認確認

� バリュー・プロポジションに基づく整理

＜バリュー・プロポジション＞とは

�今回の活用方法

� 提供価値：本事業が実現するものメリット。審査員への訴求ポイント

� 実現能力：事業そのもの

� 実現環境：事業プランであり、事業化のための施策

・事業プランが、各ステークホルダーにどのようなバリュー（価値）を提供するの
かを整理するとともに、その価値の提供方法を整理することで、事業の実現可
能性を確認するフレームワーク。

・このフレームワークでは３つの視点から事業を整理する。事業によってもたら
されるステークホルダーへの「提供価値」、それを実現する「実現能力」、「実現
能力」を発揮するための土台としての「実現環境」の３つである。

・チェックポイント

　-ステークホルダーに認められる（サービスの購入・協力）価値を提供できるか

　-実現能力によって本当に価値はもたらされるか（因果関係は十分か）

　-実現能力を発揮するための実現環境に不足はないか（因果関係は十分か）
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提供価値　（Value　Proposition）

実現能力　（Capability）

実現環境　（Enable）

支援施設支援施設支援施設支援施設でのでのでのでのサービスサービスサービスサービス提供提供提供提供
・パッケージ化された療育プロ
グラム
・やる気とノウハウのあるNPO
・ショッピング施設に併設
・駐車場、送迎バス

・発達障害の認知度向上
・ショッピングモール運営者との連
携
・ショッピングモールのファシリティ
・NPOとの連携、ノウハウ移転

・他施設とのコネクション
・補助金獲得？

・「こども発達センター」での
実務経験
・SCERTSモデルの活用

発達障害児発達障害児発達障害児発達障害児とそのとそのとそのとその親親親親
・発達障害に特化した療育
・個別支援計画
・利用しやすい場所
・利用しやすい費用

ショッピングモールショッピングモールショッピングモールショッピングモール運営者運営者運営者運営者
・来店客（20代～30代女性）
増、CS向上
・イメージアップ
・テナント収入

自治体自治体自治体自治体
・自治体価値向上
・発達障害児の対応先

企業企業企業企業
・従業員の生産性、ES向上
・イメージアップ

他施設他施設他施設他施設へのへのへのへの療育療育療育療育コンサルティコンサルティコンサルティコンサルティ
ングングングングのののの実施実施実施実施
・パッケージ化された療育
プログラム

育児相談育児相談育児相談育児相談サービスサービスサービスサービス
のののの実施実施実施実施
・療育プログラム

直営施設直営施設直営施設直営施設でのでのでのでのサービスサービスサービスサービス提供提供提供提供
・療育プログラム
・地域密着（浦安市）

・企業との連携
・発達障害の認知度向上
・サービススタイルの確定

10101010．．．．戦略戦略戦略戦略のののの整理及整理及整理及整理及びそれにびそれにびそれにびそれに基基基基づくづくづくづく示唆示唆示唆示唆　　　　④④④④バリューバリューバリューバリュー・・・・プロポジションプロポジションプロポジションプロポジション

自治体自治体自治体自治体のののの認可事業認可事業認可事業認可事業
・公的負担（利用者負担１
割）

他施設他施設他施設他施設（（（（幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・・・・保育園保育園保育園保育園・・・・託託託託
児施設児施設児施設児施設））））
・発達障害児の療育サービ
ス、ノウハウ
・発達障害児についての相
談先

・事業地域の自治体での
認可獲得
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� デリバリー（売り方）の施策の強化（明確化）

� どの事業についても、顧客の獲得が大きな課題であるが、特に浦安市の直営事業所の成功は
必須であるため、営業施策的なものが明示されていて、誰が見ても「これなら客が集まる」と思
えるようにまとめておく必要がある（営業紹介チャネルの明確化）

� ショッピングモールへの出店

� 出店する価値やメリットはあると感じられるが、事業性の有無や、どんなショッピングモールが
理想的なのかといった所の深掘りが必要

� 事業性という点では、出店コスト、空きテナントの有無、客層、競合テナントの有無などを調査し
ないと「なぜショッピングモールなのか？」という問いに答えられない可能性あり

� ショッピングモールとひとくくりにせず、ショッピングモールをセグメントし、成功する条件などをま
とめると、より説得力が出る

� 療育プログラムのパッケージ化

� 戦略マップを見ての通り、療育プログラムのパッケージ化が事業展開において重要な要素にな
っているが、 「パッケージ化」というのが具体的にどのようなものなのか、深めておく必要がある
（書籍なのか、DVDなのか、既にあるプログラムを利活用するか等）

� 育児相談サービス

� 詳細がわかりずらい。電話相談なのか、直接なのか。電話ならばいつでもかけれる（コールセ
ンター）なのか、予約式なのか。直接の場合、来店してもらうのか、企業まで行くのか等。 どう
いった形式で行うかによって、必要となる実現環境（リソース）が変わるため 深められずに中途
半端に出すなら、掲載しないという選択肢もありえる

10101010．．．．戦略戦略戦略戦略のののの整理及整理及整理及整理及びそれにびそれにびそれにびそれに基基基基づくづくづくづく示唆示唆示唆示唆　　　　⑤⑤⑤⑤プランプランプランプランにににに関関関関するするするする示唆示唆示唆示唆
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11111111．．．．プレゼンプレゼンプレゼンプレゼンにににに関関関関するするするする示唆示唆示唆示唆　　　　
　　　　　　　　①①①①社会的社会的社会的社会的インパクトインパクトインパクトインパクトをををを意識意識意識意識したしたしたした事業展開事業展開事業展開事業展開のありのありのありのあり方検討方検討方検討方検討

■基本的な考え方

・今回の事業審査の第一の基準として、「社会的インパクト」が挙げられており、
今後どのように社会的インパクトを与えられるように事業展開できるかは大きな
課題でもあり、事業審査のポイントとしての重要な点と考えられる

■社会的インパクトとは

・サービス等の提供により、人々の意識や行動変容を促し、社会的課題の解決を
より進ませる力、と考えられる

Ｉｍｐ＝ｆ（ＳＩｍｐ＝ｆ（ＳＩｍｐ＝ｆ（ＳＩｍｐ＝ｆ（Ｓ××××ＩＩＩＩ××××Ｎ）Ｎ）Ｎ）Ｎ）

　①影響源である他者の強度(strength; S, 地位や社会的勢力)、

　②他者との直接性(Immediacy; I, 空間的、時間的な接近)、

　③他者の人数(number; N)　の相乗関数

(Latane, B., 1981)

・心理学では「社会的インパクト理論」というものがあり、以下のように定式化

※ソーシャルベンチャーの場合、特に②、③が重要か
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11111111．．．．プレゼンプレゼンプレゼンプレゼンにににに関関関関するするするする示唆示唆示唆示唆　　　　
　　　　　　　　①①①①社会的社会的社会的社会的インパクトインパクトインパクトインパクトをををを意識意識意識意識したしたしたした事業展開事業展開事業展開事業展開のありのありのありのあり方検討方検討方検討方検討

社会性

事業性

事業

事業

創業

事業展開

どのようにどのようにどのようにどのように事業事業事業事業をををを
立立立立ちちちち上上上上げるかげるかげるかげるか

どのようにどのようにどのようにどのように事業事業事業事業をををを
展開展開展開展開するかするかするかするか

ノウハウノウハウノウハウノウハウのののの確立確立確立確立

＜インパクト検討に向けたベクトル（社会性と事業性）＞

社会性と事業性の両立
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11111111．．．．プレゼンプレゼンプレゼンプレゼンにににに関関関関するするするする示唆示唆示唆示唆　　　　
　　　　　　　　①①①①社会的社会的社会的社会的インパクトインパクトインパクトインパクトをををを意識意識意識意識したしたしたした事業展開事業展開事業展開事業展開のありのありのありのあり方検討方検討方検討方検討

＜社会的企業の水平展開パターン＞

事例名

（分野）

展開パターン 概要等

フローレンス

（病児保育）

サービスエリア拡大＋コンサ
ルティング

東京23区を中心にサービスエリアを拡大（ギ
ャザリング方式等も活用）。経済産業省の他
地域展開支援事業の活用により、鹿児島市
など遠方の組織に対してコンサルティング等
を実施。

スペースふう

（リサイクル食器）

組織連携（ノウハウ提供） 山梨県における取組だが、全国からの発注
に伴い、各地の趣旨を同じくする組織と連携
する事を決意。食器の他ノウハウなども提供
しながら、結果として市場のパイを拡大。

マドレボニータ

（産後ヘルスケア）

インストラクター養成 プログラムの開発及びそれを伝えるインスト
ラクターを養成し、厳しくチェックすることで高
品質での水準を確保しながら全国20箇所で
教室展開。
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直接性間接性

影響数　大

影響数　小

直営施設の
増大

教材の
開発

他地域組織
との連携

人材
育成

電話
相談

コンサル
ティング

＜事業展開方法のマッピング＞

11111111．．．．プレゼンプレゼンプレゼンプレゼンにににに関関関関するするするする示唆示唆示唆示唆　　　　
　　　　　　　　①①①①社会的社会的社会的社会的インパクトインパクトインパクトインパクトをををを意識意識意識意識したしたしたした事業展開事業展開事業展開事業展開のありのありのありのあり方検討方検討方検討方検討



36

＜（事業性を意識した）事業展開イメージ＞

発達障害児
への早期療育

教育

子育て・保育

その他（医療等）

事業展開

（パイの大きなマーケットへの接近）

業務のパターン化
（標準化）

業務フロー整理

アウトソーシング
（連携）

効率化

特に重要なステークホルダー
である母親向け等

11111111．．．．プレゼンプレゼンプレゼンプレゼンにににに関関関関するするするする示唆示唆示唆示唆　　　　
　　　　　　　　①①①①社会的社会的社会的社会的インパクトインパクトインパクトインパクトをををを意識意識意識意識したしたしたした事業展開事業展開事業展開事業展開のありのありのありのあり方検討方検討方検討方検討
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直営施設 コンサル
ティング

電話相談 他組織との
連携

人材育成 教材

療育 ○

運営施設の
増加

○

新規起業者
への助言等

△

メリット薄い

○

ＳＣを活用し
た展開

○

インターン
受け入れ等

○

絵本やアプ
リ開発等

子育て・

保育

○

保育園への
助言等

○

母親育児悩
み相談等

○

保育士受け
入れ等

○

保育士向け
テキスト等

教育 ○

学習塾

○

学校への助
言等

○

母親育児悩
み相談等

○

教員向けテ
キスト等

その他 医療 ○

臨床データ
販売

玩具 ○

玩具メーカ
ーへの助言

○

成長促進お
もちゃなど

＜今後に向けた事業展開（案）＞

療育特化型戦略

社会性、事業性とも
にインパクトが見込
まれる領域

11111111．．．．プレゼンプレゼンプレゼンプレゼンにににに関関関関するするするする示唆示唆示唆示唆　　　　
　　　　　　　　①①①①社会的社会的社会的社会的インパクトインパクトインパクトインパクトをををを意識意識意識意識したしたしたした事業展開事業展開事業展開事業展開のありのありのありのあり方検討方検討方検討方検討

分野拡大戦略
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＜その他事業プランへの示唆＞

■■■■事業事業事業事業（（（（戦略戦略戦略戦略））））のののの「「「「物語性物語性物語性物語性」」」」

■■■■ノウハウノウハウノウハウノウハウ化及化及化及化及びびびび事業展開事業展開事業展開事業展開にににに際際際際してのしてのしてのしての地域地域地域地域でのでのでのでのサポートサポートサポートサポート獲得獲得獲得獲得

○社会的企業として人々を惹きつける為には「ストーリー」が必要ではないか
　（ソーシャルインパクトのコアとなる）

　・何故その事業をやるのかという部分への「共感性」
　　（例えば自分の経験や、明らかに困っていることが明確なことなどの明示）
　・「そういうことで事業性の課題がクリアできるのか」という「意外性」・「納得性」
　　（例えばビジネス経験に照らしてこのように福祉の非効率性をクリア！）　など

・様式集（ワークシート等）、Ｑ＆Ａ、手順マニュアル、書籍、ＤＶＤ等

○ノウハウをどのように形式知するか（またそれを有効に機能させる暗黙知をどうするか）

○特に福祉分野の留意点として、地域でのサポートをどのように獲得していくか
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■基本的な考え方

・事業を審査する審査員の多くは発達障害に関しての知見が無いと考えられる
ため、発達障害に関する事業に理解・共感してもらうため、わかりやすいＰＲ方
法を検討する

・発達障害に関して逆に素人である視点を活かして案を考察

■ＰＲ方法

①具体的な例に基づき、具体的な問題の深さや難しさ、心情について触れる

②　「発達障害」と「疾病分類」について触れる

③社会認知の向上について触れる



404040Copyright© 2010 SAL Research Project 100. All rights reserved.

■子どもの心境
『死にたい』　　　『なんで産んだん？』

『クラスの全員がテストで八○点以上だったら宿題がなくなるねんか、今日宿題があるのは僕のせいや』

『お母さん、僕病気なん？　勉強できひん病気？』

『先生がみんなの前で、K君は病気だから仕方ないのよって言わはったんや』

■親の心境
『「産まなければよかった」と心のどこかで大きく叫んでいる自分が怖かった』

『健康に産んであげられなかった。将来、この子はいったいどうなるのだろう。不安で心が引き裂かれそう』

『私一人、死にたいと思う時があります・・・中略・・・「何てひどいことを！　最低の母親だ」と自分を責めた』

■周囲の理解/反応
『保護者からはクレーム殺到です。「息子をクラスから出してほしい、学校を代えてほしい、どうにかしてほしい」・・・
・ひどい言われようでした。懇談会でも、私と息子は吊るし上げ状態です。「ちゃんと、しつけをしているのか？」「な
ぜ、息子の友達に危害を与えているのに親として謝罪がないのか？」「何てひどい家なのか！」「どういうことなの
か？」』

＜＜＜＜案案案案①①①①　　　　具体的具体的具体的具体的なななな例例例例にににに基基基基づきづきづきづき、、、、具体的具体的具体的具体的なななな問題問題問題問題のののの深深深深さやさやさやさや難難難難しさしさしさしさ、、、、心情心情心情心情についてについてについてについて触触触触れるれるれるれる＞＞＞＞

『これなら・・・やれそう！』
『こんな方法だったらできる！』　　と前向きになる/生きる希望を持てる

早期療育、周囲の理解により

保護者手記[ぼくぼくぼくぼく、、、、字字字字がががが書書書書けないけないけないけない　　　　だけどだけどだけどだけど、、、、さぼってなんかいないさぼってなんかいないさぼってなんかいないさぼってなんかいない]より
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WHOによる国際疾病分類であるICD-10では、
* F80-F89 心理的発達の障害
* F90-F98 小児<児童>期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害　にほぼ該当し

米国精神医学会によるDSM-IVでは、
* 1. 通常、幼児期、小児期、または青年期に初めて診断される障害　　　に該当します。

医学医学医学医学////学術学術学術学術によるによるによるによる分類分類分類分類

-精神発達遅滞

-広汎性発達障害(PDD) 
　* 自閉性障害

* レット障害
* 小児期崩壊性障害
* アスペルガー障害
* 特定不能の広汎性発達障害

-学習障害(LD) 

-注意欠陥(ADHD)及び破壊的行動障
害(DBD) 

発達障害発達障害発達障害発達障害((((法律用語法律用語法律用語法律用語))))

発達障害者支援法（2条1項）
「自閉症、アスペルガー症候群その
他の広汎性発達障害、学習障害、
注意欠陥多動性障害、その他これ
に類する脳機能の障害であってそ
の症状が通常低年齢において発現
するものとして政令で定めるもの」

＜＜＜＜案案案案②②②②　「　「　「　「発達障害発達障害発達障害発達障害」」」」とととと「「「「疾病分類疾病分類疾病分類疾病分類」」」」についてについてについてについて触触触触れるれるれるれる＞＞＞＞

■「発達障害」は、日本の法律用語であり、そのような疾病はない

■「発達障害」に含まれる疾病分類は複数ある
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＜＜＜＜案案案案③③③③　　　　社会認知社会認知社会認知社会認知のののの向上向上向上向上についてについてについてについて触触触触れるれるれるれる＞＞＞＞

■広報部門/委員会の設置　(HP/教材のデザイン/動画撮影など)

例1)　サービスグランドのプロボノ(プロのボランティア)活用
　　　　http://www.servicegrant.or.jp/

例2)ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京　の投資・協働事業の活用
　　　http://www.sv-tokyo.org/

■マンガ冊子等の作成　

例1)　佐藤秀峰さん　代表作　「海猿」「ブラックジャックによろしく」など
　　　　作品内で、医療問題などを提起している。　右：第四巻　『共犯者たち』より

https://twitter.com/satoshuho
http://mangaonweb.com/creatorTop.do?cn=1

例2)　海堂尊さん　代表作「チーム・バチスタの栄光」「ゼネラルルージュの凱旋」など
　　　　小説家であり、医学博士(外科医を経て現在病理医)　自身の提唱するAiを社会に広めるために小説を書いた。
　　　　(論文では、社会に認知されない　と思ったため)

http://author.tkj.jp/kaidou/

■講演活動

東京都初の民間人校長、藤原和博さんが創設した　体験型授業『よのなか科』などで、中学生対象に講演活動をする　など。

http://www.yononaka-net.com/mypage/top/index.php


