～社会を変えるソーシャルビジネスの担い手になりませんか？～

「ソーシャルビジネス トライアル東海・北陸リーグ」
-持続可能な未来を創るビジネスへの起業支援プログラム
持続可能な未来を創るビジネスへの起業支援プログラムグラム-

【募 集

要 項】

ソーシャルビジネス─。
自らの働きを通して、地域・社会の課題を解決する。地域資源の活用を通して、地域に新しい
循環を生み出す。そんなビジネスが今、注目を集めています。
地域の未来をつくるのは、誰か一人のヒーローの偉業ではなく、日々をもがきながら、それで
も、
「気づいたこと」を放置せず、その解決策を考え抜き、仲間や社会の共感を巻き起こしなが
ら、一歩を踏み出そうとする小さな一人ひとりの営みに他なりません。
その一歩を、ソーシャルビジネスという形で実現させようとするあなたが、多くの人と出会い、
磨かれ、想いを形にしていくために。
新しく生まれるソーシャルビジネスの芽を応援することを通して、持続可能な社会という豊か
な森を育むために。
ソーシャルビジネスの起業支援プログラムを提供します。

応募〆切
応募〆切 : 2011年
2011年 4月 15日（金
15日（金）
日（金）
（消印有効）
※別添の実施要綱もあわせてご確認ください。

★ソーシャルビジネスとは？
「社会性」「事業性」「革新性」があり、環境、福祉、教育、貧困、食・農業など、地域お
よび地球規模の社会的課題に対してビジネスの手法でその解決に挑み、持続可能な経済・
社会の実現を目指し、一歩ずつ自らの手で社会変革を起こしていく事業です。

※「ソーシャルビジネス トライアル東海・北陸リーグ」とは
全国９地域においてソーシャルビジネス ネットワーク大学（最終ページ参照）が提供する、地域課題を
解決し、地域や社会の新しい未来を創造するソーシャルビジネスの担い手育成事業です。
本プログラムは、内閣府地域社会雇用創造事業による交付金を受け、社会的企業家の育成支援を専門と
するソーシャルビジネスネットワーク大学推進コンソーシアム主催のもと、東海・北陸キャンパスの運営
により実施される起業支援プログラムです。
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開催エリア
ソーシャルビジネストライアル東海・北陸リーグは、愛知県・岐阜県・三重県・富山県・石川県
を対象に開催します。原則として、事業設立または事業展開の中心となるエリアが上記東海・北
陸 5 県での事業であることをお薦めします。
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応募資格
以下の要件をすべて満たす個人。


2012 年 3 月までに起業する意思がある人



事業プランプレゼンテーション当日に必ず参加が可能である人。



愛知県・岐阜県・三重県・富山県・石川県での事業設立または展開を考えている人



新たに起業し、社会的課題をビジネスを通じて解決したいと考えている個人（社内ベ
ンチャー、既存組織内における新規事業開発等は対象となりません）



内閣府「地域社会雇用創造事業」のうちソーシャルビジネス・インキュベーション・
プログラムの他事業者における起業支援対象者ではない方。



18 歳以上（高校生を除く）の男女

【想定する事業プラン】
福祉・介護・子育て、就労・起業支援、農林・漁業振興、地球温暖化防止・リサイクル、まちづく
り・商店街振興、地域資源を活かした観光・産業振興等で雇用・就業機会を創出する事業プラ
ン。これらは一例であり、社会が抱える課題を解決する事業プランであれば、テーマは自由です。
※同一の事由により、国の助成金などを受給していない事業プランが対象となります。
※建設・土木事業は対象となりません。あらかじめご了承ください。
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選考基準
【社会性】社会的課題（地域課題）を的確に把握し、その解決のための取り組みをミッショ
ン等 として掲げ、それを事業内容に適切に反映しているか
【事業性】ミッションをビジネスの形に表し、継続的に事業活動を進めることのできるビジ
ネスモデルを描けているか
【実現性】ビジネスモデルを実現するための資源および計画を持ち合わせているか。
【革新性】地域・社会にとって、新しい社会的商品・サービスの仕組みを提案することがで
きるか 。
【共感性】地域・社会からの共感を得て、様々な関係者の巻き込みを図ることができる事
業か。
※平成 23 年度起業支援対象者は、2 名を予定しています。

ビジネスプランコンペ～起業支援までの流れ
ビジネスプランコンペを通じて選ばれた起業支援対象者に対して、資金的支援を含めた
起業支援サポートを行います。
STEP1:事業プランの公募
本プログラムでサポートする事業プランを募集します。
STEP2:書類選考
応募されたプランを書類選考します。書類選考の結果は、応募者全員に通知します。
STEP3:説明会・面接審査
＜開催場所：愛知県名古屋市＞
一次選考を通過した応募者を対象に説明会と面接審査を開催します。
日程については別途一次選考通過者にお知らせいたします。
STEP4:事業プランプレゼンテーション
＜開催場所：愛知県名古屋市＞
公開でのプレゼンテーションを行い、起業支援対象者を決定します。
STEP5:起業支援（2011 年夏～）
面談の上、スタートアップサポートを開始します。（約半年間）
＜サポート内容＞
メンターによるハンズオン支援（事業計画に沿った起業準備支援・ソーシャルキャピ
タル形成支援）
・専門家とのマッチング・起業に向けての費用の一部助成等
※ 起業支援金は起業達成後の給付となります。
STEP6：地域活動報告・交流会

各地域の支援者等を招き、東海・北陸リーグの報告会を開催します。
STEP7：全国活動報告会
全国規模での報告会に参加し、地域～全国のソーシャルビジネスネットワークを広げます
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日程
1

事業プランの公募

2 月上旬 ～ 4 月 15 日

2

一次選考（書類審査）
一次選考（書類審査）

4 月下旬

3

説明会・面接審査
説明会・面接審査

5月

4

事業プラン
プレゼンテーション

6 月 18 日（土）

5

起業支援

6 月～

6

地域活動報告・交流会

平成 23 年 11 月

7

全国活動報告会

平成 24 年 2 月

応募方法
•

提出物
－ 応募用紙
－ その他補足資料（任意）
※応募用紙は下記ホームページからダウンロード、または事務局で配布します
URL：http://blog.canpan.info/sbleague-th/

•

提出方法
メールによる提出、もしくは下記応募先住所にご郵送またはご持参ください。
※電子メールの送信に伴うデータの漏洩等のトラブルや郵送事故による不達に
ついては責任を負いかねますので、ご了承願います。
※電子メールの送信におけるデータの容量は 5ＭＢ以内にてお願いします。
それ以上の場合は、事前に連絡をお願いします。

•

応募締め切り

2011 年 4 月 15 日（金）
日（金） 消印有効
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＜注意事項＞※応募者は、応募時点で下記の事項に合意されたものとします。
・応募プランは応募者本人のプランであり、新しく企画された、未発表のものを原則とします。
・提出された応募書類は返却いたしません。
・本事業期間内において、同じ個人が、内閣府地域社会雇用創造事業による「起業支援金」を、
異なる事業者から提供されることはできませんのでご注意ください。重複が確認された場合、応
募プランが認められなくなることがあります。
・自由応募部門の応募プランに関する知的財産権は、原則として応募者に帰属します。企画内容
に著作権・商標権・肖像権など第三者が権利を有するものを使用する場合は、応募者が必要に
応じてあらかじめ法的手続きを行うものとします。
・応募プランの公表や二次的使用の権利（※）は、運営団体であるソーシャルビジネスネットワー
ク大学東海・北陸キャンパスに帰属し、応募者は著作者人格権を行使しないこととします。
※実施報告（一般向けの Web や報告書等）を目的として、応募企画名、企画概要を掲載すること
があります。
・個人情報保護の関係上、応募書類に記入された内容は、当事業に関連する目的以外で用いる
ことはありません。

【応 募 先】
〒453-0021 愛知県名古屋市中村区松原町 1-24COMBi 本陣 S102
特定非営利活動法人起業支援ネット内
ソーシャルビジネス ネットワーク大学東海キャンパス
E-mail：aile@npo-kigyo.net
【応募に関するお問い合わせ】
ソーシャルビジネス ネットワーク大学東海キャンパス
（特定非営利活動法人起業支援ネット）
TEL：052-486-4101
E-mail：aile@npo-kigyo.net
【事業全体に関するお問い合わせ】
事業全体に関するお問い合わせ】
ソーシャルビジネスネットワーク大学東海北陸キャンパス
（事務局：特定非営利活動法人起業支援ネット）
担当 久野、木村
TEL：052-486-4101
E-mail：aile@npo-kigyo.net
URL：http://blog.canpan.info/sbleague-th/

5

担当：久野・野田

＜ソーシャルビジネス ネットワーク大学について＞
地域および地球規模の社会的課題に対して、ビジネスの手法でその解決を担う「社会的企業
家（ソーシャル・アントレプレナー）」の育成・支援とネットワーキングを目的として、全国９地域にお
いてソーシャルビジネス╱コミュニティビジネスの支援を行う下記１０団体で構成される「ソーシャル
ビジネス ネットワーク大学推進コンソーシアム」が運営する大学事業です（学校教育法上の「大
学」ではありません）。全国９地域にキャンパスを持ち、プログラムを実施します。
※インターンシッププログラムは、中国、四国、九州キャンパスのみでの実施となります。
※ビジネスプランコンペは全キャンパスでの実施となります。
（詳細は各キャンパスにお問い合わせください。）
～ソーシャルビジネス ネットワーク大学（推進コンソーシアム構成団体）～
（本部）東京都港区南青山1-20-15 ROCK1st 3F
株式会社ソシオ エンジン・アソシエイツ
（北海道キャンパス）北海道札幌市中央区北5条西6-2-2 札幌センタービル13F
財団法人北海道地域総合振興機構
（東北キャンパス）宮城県仙台市青葉区大町2-6-27 岡元ビル4F
特定非営利活動法人せんだい・みやぎＮＰＯセンター
（関東キャンパス）東京都千代田区神田錦町3-21 ちよだプラットフォームスクエアA-205
特定非営利活動法人コミュニティビジネスサポートセンター
（東海・北陸キャンパス）愛知県名古屋市中村区松原町1-24 COMBi本陣 S102
特定非営利活動法人起業支援ネット
（近畿キャンパス）大阪府大阪市福島区吉野4-29-20 大阪NPOプラザ201号
特定非営利活動法人大阪ＮＰＯセンター
（中国キャンパス）広島県広島市中区八丁堀3-1 幟会館2F
特定非営利活動法人ひろしまＮＰＯセンター
（四国キャンパス）徳島県徳島市吉野本町2-4-2
特定非営利活動法人市民未来共社
（九州キャンパス）宮崎県宮崎市橘通東3-1-11 アゲインビル2F
特定非営利活動法人宮崎文化本舗
（沖縄キャンパス）沖縄県北中城字島袋1487
特定非営利活動法人しまんちゅビジネス協議会
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