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【募集要項】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集期間：２０１４年８月１日（金）～９月１６日（火）１７：００必着 
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昨年度の受賞団体 

趣旨 
 

大阪ＮＰＯセンターは市民社会の創造を目指しています。 

その社会を実現するために、社会課題を解決する 

ソーシャルビジネスのさらなる広がりが必要不可欠です。 

そこで、大阪ＮＰＯセンターがソーシャルビジネスを 

発掘・サポートし、ネットワークを紡
つむ

ぎだすことによって 

笑顔あふれる社会をつくります。 

 
 

概要 
 

“ソーシャルビジネス 

 プランコンペ近畿”は、

社会課題の解決につながる 

ソーシャルビジネスの事業 

プランを応援・表彰し、 

サポートしていきます。 

 

当プランコンペの対象となるソーシャルビジネスとは、様々な社会に存在する課題を 

正当な対価を得て解決する事業であり、収入を得る経済活動と理想を実現する社会活動 

とを両立させ、事業を持続することが求められています。 

2008年より実施している本事業は、近畿からソーシャルビジネスを発信するプラット 

フォーム的な役割を担っています。現在活躍している多くの社会起業家を輩出しており、 

近畿でソーシャルビジネスを志す事業者にとっての登竜門となっています。 

社会にプラスの変化を与える“志”のある方々からの応募をお待ちしております。 
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 新たなことにチャレンジするきっかけとなる。 

 

 密かにもっていたアイデアを多くの人に伝え、 

知ってもらうことができる。 

 

 自分のプランを客観的に検証することができる。 

 

 選考委員の質問やコメントからアドバイスがもらえる。 

 

 同じ志をもつ仲間と出会え、ソーシャルビジネスの 

ネットワークを作ることができる。 

 

 支援機関やサポーターと共に、事業プランの 

ブラッシュアップができ、その後もサポート！ 

 

 最終プレゼンテーションでは、ソーシャルビジネスに 

関心がある 150名以上の目の前で、自分のプランを 

発表することが自信につながる。 

 

 自分のプランに共感してくれるファンを集めることが 

できる。 

 

 選ばれることで、モチベーションがアップし、 

活動にさらに弾みがつく。 

 

 自身の夢の実現につながる。 

 

 

 

 

 

ソーシャルビジネスプランコンペに参加するメリット 

メリットがいっぱい！！ 
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賞構成 

 

 

 

 

 

応募要項 

 

対象プラン 社会をより良くするソーシャルビジネスプラン 

 

選考対象 ・新たなソーシャルビジネスのプランをお持ちの方々 

 ・新たなソーシャルビジネスにチャンレンジされている方々 

 

募集期間 2014年 8月１日（金）～９月 16日（火） 

 

スケジュール 応募締切：2014年９月 16日（火）17：00 必着 

 一次選考（ 書 類 審 査 ）：９月 25日（木） 

 ～ 一次選考後、ブラッシュアップ期間があります ～ 

 ブラッシュアップ事業プラン提出締切：11月 3日(月) 

 二次選考（プレゼンテーション審査）：11月 11日(火) 午後 

 最終選考（プレゼンテーション審査、会場投票）：11月 22日(土) 午後 

 

応募方法 ① ホームページ（http://www.osakanpo-center.com/）の 

 「ソーシャルビジネスプランコンペ近畿」のページから 

 「募集要項」「申請書」をダウンロードください。 

 ② 募集要項をご確認ください。 

 ③ 申請書を記入し、事業内容がわかる資料があれば添付ください。 

 提出するプランは１プランとし、正１部、副４部（副は複写可） 

 を郵送または持参で大阪ＮＰＯセンターまで提出してください。 

（クリップ留め） 

 ＊提出された書類は、選定審査事務以外の目的には使用しません。 

 また、提出された書類は返却できませんので、ご了承ください。 

グ ラ ン プ リ 

ＧＲＡＮＤ ＰＲＩＺＥ 

（１本）賞金３０万円 

準 グ ラ ン プ リ 

ＳＥＣＯＮＤ ＰＲＩＺＥ 

（１本）賞金１０万円 

特 別 賞 

ＳＰＥＣＩＡＬ ＰＲＩＺＥ 

（２本）賞金５万円 

＊スケジュール 

イメージも 

ご覧ください 

賞と応募要項 
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応募対象 ・近畿２府５県（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、 

 和歌山県、福井県）において実施する事業プランをお持ちの 

 個人・団体・企業や、実際に事業を始められた個人・団体・ 

 企業等 

 

※事業主体の法人格は問いません。 

特定非営利活動法人、社団法人、財団法人、社会

福祉法人、株式会社、有限会社、ＬＬＰ、ＬＬＣ、

組合、任意団体、個人などの応募が可能。 

 

 

・すべての選考スケジュールに参加可能 

 であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書の提出先 申請にあたってのご質問やご相談も受け付けています。 

及び 問合せ先 大阪ＮＰＯセンターまでお気軽にお問合せください。 

 

認定ＮＰＯ法人 大阪ＮＰＯセンター（開所時間 平日 9:30～17:30） 

〒541-0046 

大阪市中央区平野町１丁目７番１号 堺筋髙橋ビル 5階 

ｔｅｌ ０６-６２２３-３３０３  ｆａｘ ０６-６２２３-３３０６ 

 ＷＥＢでのお問合せについては大阪ＮＰＯセンターのホームページ「お問合せ」画面よりお願いいたします。 

 

 

 

 

大阪ＮＰＯセンター 検索 
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申請書提出締め切り  

 

 

一次選考（書類審査）  
開催場所：大阪ＮＰＯセンター 

（大阪市中央区平野町 1-7-1 堺筋高橋ビル 5F） 

 

 

● 期間内に、自身の事業プランを再度検討し、 

 新たに「ブラッシュアップ事業プラン」を提出いただきます。 

 

● サポーターによる支援を希望される方はマッチングのうえ、 

 サポートがつきます（２回程度） 

 

● 同じ志をもつソーシャルビジネス事業者との交流会なども 

 実施予定 

 

ブラッシュアップ事業プラン 提出締め切り  

 

 

二次選考（プレゼンテーション審査）  
開催場所：大阪ＮＰＯセンター 

 

 

最終選考（プレゼンテーション審査、会場投票） 
開催場所：大阪ガスビルディング３階ホール 

（大阪市中央区平野町 4-1-2） 

 
 
※大阪ＮＰＯセンターより選考に関わらず提出された事業プランについてお話をお伺いすることがあります。 

スケジュール（イメージ） 

 

9/25 

木 

11/3 

月 

11/11 
PM 火 

11/22 
PM 土 

ブラッシュ 

アップ 

期間 

9/16 

17:00 

火 
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一次選考通過後、事業プランに共感し「応援したい！」という気持ちをもつ 

サポーターが、グランプリ獲得に向けて一緒に伴走してくれます。 

 

支援期間 一次選考（書類審査）～二次選考（プレゼンテーション審査） 

 二次選考までに提出されたプランをブラッシュアップし、 

 再度申請した事業プランを提出していただきます。 

 

支援内容 ● 魅力・実現性のあるプランにするためのブラッシュアップ 

 プレゼンテーションへのアドバイス 

 事業プランや個人・団体のＰＲ 

 あなたの事業プランに共感する大切なファン 

 

選考方法 「ソーシャルビジネスプランコンペ近畿 選考委員会」が、 

 以下の選考基準で審査し、選定します。 

 社会性 

 継続性（事業性） 

 実現力 

 インパクト・独創性 

等を総合的に評価し、選考します。 

 

※最終選考においては、会場に集まった参加者にも投票していただき、 

その結果を選考に反映させます。 

 

 

 

主催 認定ＮＰＯ法人大阪ＮＰＯセンター 

後援（予定） 近畿経済産業局 

協力（予定） 大阪市、大阪府、大阪商工会議所、大阪青年会議所 

 一般社団法人関西ニュービジネス協議会、ＩＡＧ 

 近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング 

大阪ＮＰＯセンターサポーターによるブラッシュアップ支援 

主催協力 
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ご参考 > これまでの受賞団体一覧 
 
２０１３年 ＜一般部門＞ 第６回 

グランプリ 大きな歯こども基金 
撤去冠のリサイクル益を活用することで、経済的に歯科治療

支払い困難な子ども（家庭）の窓口不安を支援する事業 

準グランプリ コミュニティガーデングリーンガーデン グリーンガーデン農園事業 

特別賞 ｐａｔｃｈ－ｗｏｒｋ Grandma’s Gift「輝かしい生涯現役社会をつくろう！！！」 

特別賞 株式会社テイクス 
清掃会社の空き家維持管理サービス、 

「京都空き家キーパー」 

２０１３年 ＜地域密着型プラン＞ 

グランプリ 
大阪市立鶴見商業高等学校 

地域連携プロジェクト 
つるみふれあい SHOPプロジェクト 

   

２０１２年 ＜一般部門＞ 第５回 

グランプリ ジューニコミュニティケア 
写真を見ながら自由にデイサービスを選べる 

介護情報サイト「介護ライブラリ」 

準グランプリ 特定非営利活動法人Ｄ×Ｐ 「クレッシェンド」 

特別賞 株式会社ディーラリエ 
クリエイティブなプロ主婦集団によるリアルににぎわう 

集客イベント｢ドリマム｣プロモーション 

特別賞 いえしまコンシェルジュ 
空き家ゲストハウスを拠点として、島内住民が主体となって 

実施する観光まちづくり事業 

２０１２年 ＜学生部門＞ 

グランプリ ＢＨＡＧ レンタルリクルートスーツ 

   

２０１１年 第４回 

グランプリ ＮＰＯ法人近江八幡市中間支援センター 沖島よそものコロッケ事業 
   

２０１０年 第３回 

グランプリ 株式会社ミライロ らくらく大学ナビ～自宅で手軽にオープンキャンパス～ 

準グランプリ 有限会社ビィマインド 産後ケア事業 

特別賞 オルウィン株式会社 防災ぬいぐるみ「なまずん」の企画・製造・販売 

特別賞 特定非営利活動法人子どもデザイン教室 みんなが得する－子どもデザイン教室のデザインサービス事業 

   

２００９年 第２回 

グランプリ 株式会社くらしかる 老前整理（生前整理） 

準グランプリ 株式会社坂ノ途中 飲食店による、有機野菜販売事業 

特別賞 Ｎ.Ｔ.トータルケア株式会社 介護施設への就労による新日系人ファミリーの自立サポート 

特別賞 おもしろ農業 おもしろ農業 

   

２００８年 第１回 

スタートアップ部門 

グランプリ 特定非営利活動法人スマイルスタイル スマイルスタイル 

パワーアップ部門 

グランプリ 株式会社ユニディア 海外での日本留学サポートセンターの設立 

特別賞 ハニー・ビー 知的・発達障害児（者）への就労サポートと家族支援 

特別賞 株式会社クリップオン・リレーションズ 
特別なニーズを持つ子どもたちのための 

家庭教師派遣事業 あしたねせんせい 
 


