YOKOHAMA CHANGEMAKER’S CAMP
2013年度活動報告書

【主   　催】 　横浜市経済局 　
【問合せ】    事務局 　/    NPO法⼈人ETIC. 　横浜ブランチ 　  
TEL：03-‐‑‒5784-‐‑‒2115    MAIL：yokohama@etic.or.jp 　
担当：腰塚・望⽉月・浅野・関根
  
※当該事業は、NPO法人ETIC.が横浜市経済局より「ソーシャルビジ
ネス事業者支援事業」を委託され実施しております。

０. 　Yokohama  Changemakerʼ’s  CAMPとは？

特別なヒーローやカリスマ的存在のみならず、
様々な⽴立立場や役割を持つ⼈人々が、
個々の持てる強みやスキルを活かしながら
地域課題の解決に参画できる社会への仕組み作りが求められています。
 　
『Yokohama 　Changemaker's 　CAMP』では、
横浜市内で活動している8名の起業家の皆様を対象に
「異異業種混合、起業家応援チーム」を編成。
前半は『パワーウォームアップゼミ』
横浜でソーシャルビジネスに取り組む先輩起業家から学ぶゼミでインプットに集中。
その後、各コースに分かれ
専⾨門家や先輩企業経営者から成るメンター陣が集い、定期的に相談ができる
『ブラッシュアップミーティングコース』
社会⼈人有志のプロボノが、社会課題の現状把握や⽅方向性のリサーチを⾏行行う
『リサーチコース』
今年年「異異業種混合、起業家応援チーム」に加わってくださった皆様は、
総勢27名。
多様なバックグラウンドをお持ちの皆様が普段の⽴立立場や役割を超え、
起業家のために知恵を出し合う新しい社会起業家⽀支援のカタチ。 　
それが、「Yokohama 　Changemaker's  CAMP」です。
 　
この報告書では、半年年間のプログラムがどのような変遷をたどり、
起業家が取り組む事業がどのように発展したか、
また、地域社会にどのようなインパクトがあったのかを報告します。
横浜の多種多様なバックボーンをお持ちの皆様のご協⼒力力・ご参画があり、
このプログラムを作りあげることができました。
この場を借りて、御礼申し上げます。

※ʻ‘CAMPʼ’というプログラム名は、みんなが⾞車車座に座ってひとつの炎（＝これからのあるべき社会の姿であり希望）を
⾒見見つめながら語らう、というイメージを起点に名づけられました。
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１．Yokohama  Changemakerʼ’s  CAMPプログラム概要
●Yokohama  Changemakerʼ’S  CAMPが⽬目指すビジョン
「Yokohama  Changemakerʻ‘s  Camp」は、専⾨門性やスキルを有した横浜市⺠民の⽅方々と共に、地域の課題解決、地域資源の有効活⽤用に
繋がるソーシャルビジネス（起業家）を育てるプログラム。ソーシャルビジネスを新たに⽴立立ち上げる場合、事業化が困難で今まで誰も
担わなかった分野で新しいサービスを実現するため、様々な知⾒見見を持つ地域の⼈人々を巻き込み、知恵を出し合うことが有効だと考えら
れる。このため、本プログラムにおいては、起業家⾃自らが様々な関係者を巻き込みながら⼒力力強く事業の発展のために尽⼒力力していく姿勢
作りと、様々な協⼒力力者がソーシャルビジネスに関⼼心を持ち起業家⽀支援に関わりやすい場を創出していくことの2点を意識識して、プログ
ラムを組み⽴立立てている。

企業
⾏行行政

先輩
起業家

社会課題に
取り組む
起業家/NPO

NPO
⼤大学

社会⼈人

テーマは、地域⼈人材の巻き込み。
課題に取り組む仲間と⼀一緒に
向き合う半年年間。
今までにない、専⾨門性やスキルを有した
横浜市⺠民の皆様にご参画頂く、
新しい形の起業家⽀支援プログラムとしてキックオフ。

学⽣生

協⼒力力者が地域の中で継続的に起業家を応援する仕組みへ。

●プログラム概要 　〜～サポート期間は６か⽉月間。選べる２つのコース〜～
書類選考
7
・
8⽉月

  パワーウォームアップゼミ（全３回）
横浜でソーシャルビジネスに取り組む先輩起業家から学ぶ

14名
参加

障がいを持つ⽅方の仕事づくり、⼦子育てママの居場所作りなど各分野で事業を展開している先輩企業者から事業の⽴立立ち上げ⽅方、
ビジネスモデル等を学び、それぞれの事業モデルをカタチにしていく。

9⽉月

3名
参加

最終選考会

リサーチコース
10
・
11
・
12
・
1⽉月

⺠民間社会⼈人・⾏行行政職員の「プロボノ
チーム」による社会課題・ニーズ調査
社会的な課題を効果的かつ根本的に解決していくため
には、対象となる課題を構造的・定量量的に把握すること
が第⼀一歩。    リサーチコースは若若⼿手社会⼈人と⾏行行政職員の
⽅方々が応援団として「プロボノチーム」を形成し、⼀一緒
に社会課題の現状調査や事業の有効性をリサーチする。

5名
参加

  ブラッシュアップコース 　 　 　
経営者など業界のプロらによる
経営アドバイス⽀支援 　 　
横浜市内の経営者や、NPO理理事、⾏行行政職員など、様々な
⾒見見識識と経験を持ったメンターが⽴立立場を超えて事業プラン
をブラッシュアップ。市内のステークホルダーの巻き込
み⽅方や、販促・広報の⽅方法など様々な観点から先輩⽅方に
アドバイスを受けながら、社会課題への有効なアプロー
チを探る場。

    成果報告会

      横浜でソーシャルビジネスに興味を持つ総勢130⼈人が集まる中、参加起業家が成果をプレゼンテーション。
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2．パワーウォームアップゼミ詳細
●パワーウォームアップゼミ3回
 　 　学びとアウトプットの短期PDCAをまわす

ゼミ②

ゼミ①

ゼミ③
「ソーシャルを
 　 　ビジネスに転換する」

「現場を⾒見見てニーズを
                                                  つかむ」

「⾃自分の⽴立立ち位置を
⾒見見定め、協働視点をもつ」

  株式会社AsMama  
 　 　 　 　 　 　 　 　甲⽥田恵⼦子⽒氏

  ●起業家直伝ゼミ  

K2インターナショナルグループ
NPO法⼈人ヒューマン
 　 　 　 　 　 　 　フェローシップ
 　 　 　 　 　 　 　 　岩本真実⽒氏

  ●ワークショップ

 　⾃自分の取り組む社会課題
 　の現状・ニーズについて
 　調査結果を発表

事業のターゲットと、その周
囲のステークホルダーの調査
結果を発表

●起業家直伝ゼミ

●起業家直伝ゼミ

 　・どんなことに問題意識識を感じ、
 　 　事業をどう⽴立立ち上げてきたか。
 　・ニーズを知るための具体的⽅方法、
 　 　なぜ向き合うことが⼤大切切か？

 　・⾃自分の事業の対象者は誰？
 　 　どんな困りごとを抱えているのかを整理理。
 　・実態調査やヒアリング計画の⽴立立案。

  

次回までの
アクションプラン発表
⾃自分の⾜足で
現場をまわる

 　・どんなことに問題意識識を感じ、
 　 　事業をどう⽴立立ち上げてきたか。
 　・地域の中で出のような機能を
 　 　果たしているか？他事業者との連携状況。

●ワークショップ

・⾃自分の強みを明確化し、ミッションを
 　⾒見見極める。
・市内のステークホルダー洗い出し。
 　競合ではなく協働できる点は？

起業家同⼠士の
振り返りミーティング

    NPO法⼈人チルドリン 　
 　           　 　 　 　蒲⽣生美智代⽒氏 　
    NPO法⼈人
 　   　ワーカーズわくわく
 　       　 　 　 　    中野しずよ⽒氏 　 　

 　・どんなことに問題意識識を感じ、
 　 　事業をどう⽴立立ち上げてきたか。
 　・ソーシャルな課題をどのように 　
 　 　ビジネスに転換しているか？ 　
 　 　多岐に渡るビジネス⽅方法について。

●ワークショップ

・事業モデルの洗い出し。
 　どのような事業モデルの可能性があるか？

次回までの
アクションプラン発表

次回までの
アクションプラン発表

⾃自分の⾜足で
現場をまわる

⾃自分の⾜足で
現場をまわる

・各起業家のアクション進捗報告
・相互メンタリング

    

次回までの
アクションプラン発表
⾃自分の⾜足で
現場をまわる

起業家同⼠士の
振り返りミーティング

起業家同⼠士の
振り返りミーティング

・各起業家のアクション進捗報告
・相互メンタリング

・各起業家のアクション進捗報告
・相互メンタリング

    

次回までの
アクションプラン発表

    

今後の
アクションプラン発表

⾃自分の⾜足で
現場をまわる
＜写真：第３回⽬目のゼミ＞
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3．2013年年度度  参加起業家
NPO法⼈人あっちこっち 　 　
  厚地 　美⾹香⼦子⽒氏
若若⼿手アーティストの⽀支援と、
⾳音楽・アートによる
異異世代間の交流流と芸術振興

NPO法⼈人の経理理をサポートする会 　
⼤大澤 　正樹⽒氏
NPO法⼈人の会計経理理サポー
トをとおして、問題解決し
ていく場づくり

⽻羽根⽥田 　⼀一真⽒氏
横浜市における教育格差をな
くす為のプロジェクトファイ
ナンスのナレッジを活⽤用した
ソーシャルファンディング

⼀一般社団法⼈人  家族⼒力力向上研究所 　 　
  桑⼦子 　亜希⼦子⽒氏
⼦子ども達の社会化促進を⽬目指し
⺟母親の過保護や過⼲干渉を予防、
抑⽌止する
「エンパワーメント＊ママプロ
ジェクト」

株式会社  Cowalking
篠⽥田 　洋江⽒氏
歩くから分かるしあわせが、
いっぱい〜～新しいウォーキン
グイメージの普及とイベント
事業化〜～

株式会社エクセリーベ 　 　
⼤大橋 　稔⽒氏
オンラインでのメンタルケ
ア・キャリアカウンセリン
グで⼤大学⽣生を⽀支援

ＮＰＯ法⼈人ゆたかなビレッジ 　 　
⽥田邉 　直⼦子⽒氏
ハンディは個性！障がい者が
活躍できる社会を⽬目指した働
く場づくり

菊名こども学習会 　 　
松村 　智史⽒氏
低所得者世帯の⼦子どもたちへの学
習⽀支援活動＆サポート

株式会社フェアリーランド 　 　
  菊地 　加奈奈⼦子⽒氏
仕事も⼦子育ても全⼒力力で楽しめる社
会へ〜～⼈人事制度度構築と企業内保育
でパパママの能⼒力力を最⼤大限引き出
す〜～

マザーズキャリアナビ 　 　
  ⽥田邊 　雅⼦子⽒氏
明⽇日を変える！キキプロジェクト
「ママのパートから始めるキャリ
ア形成」と「中⼩小企業での教育研
修」の出会い
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ＮＰＯ法⼈人アーモンド
 　  コミュニティネットワーク 　 　
⽔水⾕谷 　裕⼦子⽒氏
⽣生きづらさを抱えた⻘青少年年と⼤大
⼈人のためにACN傾聴ワーカーを
育成、町の傾聴コミュニティカ
フェでこころのサポートを⾏行行う

株式会社グランドクロス 　 　
  堀川 　伸⼀一⽒氏
⼦子どもの未来をより良良くする為、
保育業界の質・⽔水準の向上へ
〜～保育⼠士不不⾜足解消の為の環境
づくり〜～

⼀一級建築⼠士事務所秋⼭山⽴立立花 　
  秋⼭山 　怜怜史⽒氏
⼦子育てと仕事を楽しく両⽴立立す
るための住環境
「ペアレンティングホーム」

⼀一般社団法⼈人  
こどもコミュニティサイト協議会 　
  ⼤大笹 　いづみ⽒氏
ネット社会に潜む⼦子ども達の危険。  
両親に問題意識識と正しい情報を伝
える仕組みづくり

●リサーチコース
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4  .    ブラッシュアップコースの活動報告
●プログラムの流流れ
 　キックオフ
 　＆第1回VBM

第2回VBM

第3回VBM

• 3か⽉月のゴール設定。
• ⾃自社の抱える課題・本プログラムで
解決すべきことを整理理。

• 第１回VBMの宿題に対するアクショ
ンを報告。
• 経営課題をメンターに相談。

• 第2回VBMの宿題に対するアクション
を報告。
• 経営課題をメンターに相談。

• 事業・アクションを説明し、相談。

• アドバイスを基に今後のアクション
を決める。

• アドバイスを基に今後の事業プラン
を計画。

週報

週報

週報
起業家同⼠士の
振り返り
・各起業家の進捗報告
・相互メンタリング

起業家同⼠士の
振り返り
・各起業家の進捗報告
・相互メンタリング

起業家同⼠士の
振り返り
・各起業家の進捗報告
・相互メンタリング

●株式会社フェアリーランド 　菊地加奈奈⼦子⽒氏
【事業の特徴】

 　社労⼠士でありながら、保育施設フェアリーランドを新たに仲町台に2013年年2⽉月に開園。
 　仕事も家庭も両⽴立立できる社会づくりや職場環境づくりを、企業と働くママの両⾯面からサポートする。

【キャンプ参加当初の課題】

 　・出産を機に退職したママの復復職や就職ができる職場環境をつくることで、企業の⼈人材確保や
 　 　やりがいある職場づくりをしたいと考え、事業所内託児保育の普及に取り組んでいた。
 　 　特に⼦子育てとの両⽴立立の難しい医療療分野などを対象に保育環境の整備を提案。
 　・事業所内保育導⼊入のみを提案することが「商品営業」に⾒見見え、問題意識識と提供ソリューションにねじれが⽣生じていた。

【VBM中の変化、メンターからの主だったアドバイス】

 　・「御⽤用聞き」になりがちな社労⼠士の⽴立立ち位置を⾒見見直した⽅方がいい。今までのように労・使関係での業務を請け負うのではなく、
 　 　「働くことと⼦子育て」を応援する⽴立立場として、会社づくりをトータルサポートする存在になりたいのでは？
 　・NPO設⽴立立におけるミッション、ビジョン、ターゲット等を明確にすること。

【プログラムを通しての変化】
社会課題の構造的理解

労働環境（
医療やクリエイティブなど）
ごとの働くママの課題整理をし、構造をより理解した。

対象者の明確化

プログラム参加前は事業所内保育に必要度の高いであろう業態のみを対象としていたが、
事業所内保育にこだわらないことを決め、企業全般を広く対象とした。

役割の明確化

プログラム参加前は保育園の受託経営で拡大を目指していたが
企業のワークライフバランスコンサルタントを目指した立場へと変化した。

業界把握とネットワーク作り 横浜市内の経営者とのつながりやイベント等により地域の仲間が増え、
解決方法の仮説

新たに想いを共有するN P O 設立を目指している。
プログラム前は、仕事と子育ても両立した社会を作るために事業所内保育の受託を目指していたが、

キャッシュポイントの確立

事業所内保育を前提とせず、働き方も提案するコンサルタントへ と解決方法の仮説が変化した。
事業所内保育から、コンサルタントへサービス形態が大きく変化した。コンサルタント業務は、
今後内容をブラッシュアップしていく予定である。

組織作り

プログラム前は、多くの業務を一人で担っていたが、学生インターン、ママインターンも、組織に巻き込んでいる。
また、N P O 設立（
予定）
に向け、理事も巻き込んでいる。

■成果

事業所内保育の委託から「誰もが働きやすい職場づくり」のサポートに事業をシフト。
課題（⼦子育てママの働く環境づくり）へのアプローチに⼀一貫性のある事業軸の構築ができた。
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●株式会社Cowalking 　篠⽥田洋江⽒氏
【事業の特徴】

 　・姿勢、ウォーキング講師として「美」に⽐比較的意識識⾼高い4,000⼈人以上を指導。

【キャンプ参加当初の課題】

 　・姿勢、ウォーキングの講師として、⾃自⽴立立は出来ている。
 　・しかし「美」だけでなく、より多くの⼈人に歩く楽しみや、姿勢の⼤大切切さを伝えたい。
 　・「健康」をキーワードにこれまでの「教室での講師」とは違った⽅方法を⾒見見出せないか模索索中。

【VBM中の変化、メンターからの主だったアドバイス】

 　・⾃自分にしか出来ないこと、⾃自分の特徴をもっと明確にする必要がある。 　
 　・「ただ歩かせること」に集中すべきで「健康」は、もはや語る必要がない。
 　・「歩くことでしか出来ないこと100本ノック」
 　・ソーシャルビジネスのあり⽅方にとらわれすぎず、シンプルに物事を考えるべき。

【プログラムを通しての変化】
変化軸

変化した内容

社会課題の構造的理解

これまで本人が体感していた歩く意味や効果が与える健康への影響度だったが、構造的に理解できた。
社会の医療費に関する課題を理解し、予防の大切さを確認した。

対象者の明確化

対象者ごとの働きかけの方法を模索していたが、対象者をあえて絞らないことを決めた。

役割の明確化

すでに興味をもつ人へのインストラクターから、ウォーキングを
楽しく推し進める発起人の立場へと変更した。（
インストラクター的なやり方では、裾野は広がらないと理解）

業界把握とネットワーク作り 日本ウォーキング協会とのつながりや、志近しいN P O との連携、横浜市との
つながりも出来た。
解決方法の仮説

非関心層にアプローチする方法が見つかっていなかったが、

キャッシュポイントの確立

運動家として「
自分が楽しく歩く姿を見せる」
事で、非関心層を巻き込む手法を見つけた。
運動家として活動することで生まれたコミュニティなどを武器に

組織作り

スポンサードモデルを想定することに決めた。
最初は組織にこだわらず、自分ひとりで出来る事から始めることに決めた。
日々の活動で周囲を巻き込み、少しづつ組織作りをしていく。

■成果 「⾃自分のスキル（ウォーキング）」を使って、「多くの⼈人を巻き込みたい」という「運動家視点」
 　で始め、事業に置き換える具体的な⽅方法を⾒見見つけた。

●マザーズキャリアナビ 　⽥田邊雅⼦子⽒氏
【事業の特徴】

 　マザーズハローワークの経験を経て、社労⼠士として独⽴立立。⼦子育てのために仕事を辞めてしまった
 　ママの就職や、その後60歳を過ぎても働くためのライフ＆キャリアプランの実現をサポート。

【キャンプ参加当初の課題】

 　・出産後の若若いママから50代のママまでを幅広くターゲットとしており、想定していたキャリアスクールのどこから
 　 　実現していったらよいか優先順位をつけるのが難しい。
 　・ママ向けキャリアスクール、就職⽀支援、アフターフォローとトータルサポートをしたいと考える中で、
 　 　限りある⾃自社のリソースとスキルで実現のハードルが⾼高い。
 　・ミドルママ戦⼒力力化に賛同してくれる企業といかにして出会うか、営業開拓拓にも課題あり。

【VBM中の変化、メンターからの主だったアドバイス】

 　・⾃自分の強みは何か？
 　・⾃自分ひとりで課題を解決しようとせずに、役割を絞るべき。他社との連携の道を考える。

【プログラムを通しての変化】
変化軸

変化した内容

社会課題の構造的理解

ママの子育てとキャリアについて、各ライフステージでの課題が明確化。

対象者の明確化

雇用する側の企業のニーズや課題をヒアリング。
幅広くママを対象としていたが、課題の深刻度や既存サービスの有無を考慮し
35歳以上の「
ミドルママ」
に焦点をしぼった。
自身の強みや価値を棚卸。想定していた事業の中で、他社と連携できる部分
を明確化した。

役割の明確化

業界把握とネットワーク作り 人材派遣会社など、役割分担のできる企業やステークホルダーを模索。
ママの採用に困っている組織へのマッチングやサポートを開始。
解決方法の仮説
キャッシュポイントの確立

サービスの中心を、ママのマインド＆スキルセットと
就職後のアフターフォローに絞って事業化。
スポンサードモデルによるキャリアスクールから、

組織作り

中小企業の人事・
採用サポートに大きく変化。
現在は、起業家1名を中心に事業運営中。
既に広いネットワークはあるので、今後協力者の巻き込みを図る。

■成果
 　 　

35歳以上のミドルママ向けのサービスとして対象とサービス内容が確定
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ブラッシュアップコース参加起業家の特筆すべき事例例〜～CASE1〜～
■市⺠民活動から事業体への変化を⾒見見せた事例例
【NPO法⼈人  アーモンド  コミュニティ  ネットワーク】⽔水⾕谷裕⼦子⽒氏
【事業の特徴】

 　 　
 　ー⽣生きづらさを抱えた⻘青少年年と⼤大⼈人を対象とした「傾聴学習会＋傾聴サポートグループ」

 　ー都筑区を中⼼心に15年年に及ぶ市⺠民団体実績があり、1万⼈人以上が「傾聴学習会」に参加。団体会員3つ、個⼈人会員93名。
 　ー北北⼭山⽥田に拠点「あ・る・く」を構え、⽣生きづらさを抱えた⻘青少年年と⼤大⼈人の居場所作りを実施してきた。

【キャンプ参加当初の課題】

 　ーメインの収益構造がなく、「あ・る・く」の家賃負担が毎⽉月持ち出しとなっている。
 　ー事業に具体的な戦略略がなく「⽣生きづらさを抱えた⼈人」との出会いを軸に活動を広げてきている。

■変化の特徴

⻑⾧長年年の活動で保持するスキルを、事業体へと変化する術を⾒見見つけることで、
より社会課題の解決を実現した。
●元々保持していたもの
・傾聴スキル、活動⼒力力
・地域でのネットワーク⼒力力
・傾聴学習会の継続的な開催

ボランティア
グループ

キ
ン
プ
参
加

●傾聴スキルをキャッシュポイント
 　へと組み替えた。
●サービスのフレームワークを作り、
 　戦略略を持って団体活動をしていくこ 　
 　とを決めた。

事業体
としての
組織

【メンターからのターニングポイントとなったアドバイス】

 　・「傾聴」の効果が分かりづらい。「聴くだけで意味があるのか？」
 　 　 　⇒多くの成果を出してきたアーモンド  コミュニティ  ネットワークの
 　 　 　 　「特徴的な傾聴」（聴くだけでなく相談者の問題を明確にして、具体的な⾏行行動につなげる⽀支援をしている）を
 　 　 　 　もっと⾔言語化する必要性を理理解。
 　・都筑区の受託が決まったのは良良かったが、それだけではいけない。受託はあくまでもツールである。
 　 　 　団体のアイデンティティは「⾃自主事業＝本来事業」にある。
 　 　 　⇒地域の中で役割を発揮しながら、本来事業を進めていくことを決めた。

【プログラムを経た成果】
変化軸

変化した内容

社会課題の構造的理解

元々、現場「あ・る・く」で多くのケースに遭遇し、地域や、対象者の関する課題の構造を理解していたため、
プログラム中の大きな変化はなかった。
無意識に「対象者は選んでいない」状態だったが、プログラムを経て対象者をあえて絞らず、
対象者の課題ごとのサービスを作ることに決めた。
傾聴は「目的」ではなく｢手段」。お困りごとに関する「コンシェルジュ」としての
機能を担保することが明確になった。
これまでも地域のネットワークはあった。しかし、自身の役割が明確になったことで
地域での立ち位置が決まり、連携先、連携方法がより浮き彫りになった。
プログラム前は生きづらさを抱えた人の個別対応をしてきたが、サービス設計を構築し対応していく事を決めた。

対象者の明確化
役割の明確化
業界把握とネットワーク作り
解決方法の仮説
キャッシュポイントの確立
組織作り

キャッシュポイントが見つかっていない状態から、自分達の傾聴スキルをたな卸しし、提供価値を整理。
課金できるサービスを見つけることができた。
組織に右腕的な立場の人が現れた。プログラムに参加したことで、団体内での代表自身のプレゼンテーション能力
も高まり方向性の共有、合意が取れやすくなった。代表者のリーダーシップの取り方に変化が現れた。

■成果

「あ・る・く」経営の安定化。「傾聴」スキルを⼟土台とした「⽣生きづらさを 　 　
 　抱えた⻘青少年年と⼤大⼈人」の初期相談窓⼝口として機能していくことを決めた。

【今後の事業展開】
「傾聴スキル」を活かして⽣生きづらさを抱えた⼈人々を適切切なサービス（⾃自主事業として展開するACN傾聴ワーカー
 　による個別サポート事業や、他団体との連携）につなげる。また、初期相談機能を充実させるための、
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 　ACN傾聴ワーカー育成プログラムも合わせて展開していく。

ブラッシュアップコース参加起業家の特筆すべき事例例〜～CASE2〜～
■ビジネススキルを活かしてソーシャルビジネスへ挑む事例例
【⼀一般社団法⼈人家族⼒力力向上研究所】桑⼦子亜希⼦子⽒氏 　 　
【事業の特徴】

 　ー代表の桑⼦子⽒氏は、ビジネスセクター出⾝身で事業の⽴立立ち上げを数多く経験してきた。
 　ー企業⼈人時代に「育成」「家族」に関する課題と出会う。中でも⺟母親の「過保護」「過⼲干渉」が幼稚園や⼦子どもたちに
 　 　与える問題に注⽬目し、家族向けマーケティング会社を設⽴立立。幼稚園を中⼼心にコンサルタント業務を実施。
 　 　幼稚園でのイベントも多数開催してきた。

【キャンプ参加当初の課題】

 　ービジネススキルを武器に、幼稚園開拓拓、協賛企業開拓拓は進むものの、
 　 　「協賛が進んでも社会課題（⺟母親のプチモンスター化現象）は解決していない」事に悩み、解決するための⽅方法を模索索していた。

⾃自⾝身の考える社会課題を⾔言語化し、⼈人に伝わるメッセージに落落とし込む。
協賛企業型モデルでなく、真に社会課題を解決に向かう⼿手法とモデルを構築。

■変化の特徴

⼿手法
思考

●元々保持していたもの
 　・営業⼒力力、企画⼒力力
 　・⼀一定のキャッシュポイント
 　 　しかし、社会課題は未解決。

キ
ン
プ
参
加

●まずは、プチモンスター度度をセルフ 　 　
 　チェック。⺟母親に⾃自覚を持たせ予防の
 　きっかけをうながす。そのデータを 　
 　元に幼稚園・⺟母親へと「予防プログラ 　
 　ム」を有料料にて提供。

社会課題
解決型の
ビジネス

【メンターからのターニングポイントとなったアドバイス】

 　・具体的なターゲット像がイメージできない。どこにいる、どんなママたちなのか、整理理するべき。
 　 　⇒「プチモンスター」という⾔言葉葉が⽣生まれ、⼈人に伝えられるようになった。
 　・本当に、困っているのは誰なのか？
 　 　⇒過保護、過⼲干渉の親がいる家庭と、将来的な引きこもりの因果関係に⾏行行き着いた。社会課題のフレームを
 　 　 　とらえなおすことができた。
 　・「当初考えていた企業協賛型モデル」で、本当にやりたい事（社会課題の解決）は出来るのか？企業に振り回されないか？
 　 　⇒起業協賛モデル以外のキャッシュポイントを⾒見見つけ、幼稚園課⾦金金型のサービスに変更更した。

【プログラムを経た成果】
変化軸

変化した内容

社会課題の構造的理解

課題の社会的損失における捉えなおしができた。課題が社会に与えるインパクト（過保護、過干渉の
保護者問題と現代の引きこもり等の社会課題との接点）を整理でき、なぜ「過保護、過干渉が問題なのか」を言語化できた。
プログラム前は課題を抱えた母親本人を対象としていたが、プチモンスター予備軍へとターゲットを拡大した。

対象者の明確化
役割の明確化
業界把握とネットワーク作り
解決方法の仮説
キャッシュポイントの確立
組織作り

幼稚園で企業協賛型のイベントの企画実行する立場から、この課題解決を中心に挑む専門機関
として取り組む立場へと変更した。
プログラム前は横浜市内でのネットワークは少なかったが、横浜市とのつながりや、起業家同士の連携が拡大した。
これまでは、イベントを通した遠回りな解決方法を実施、模索していた。しかし、よりダイレクトに課題解決を軸とできる
新サービスのあり方が見つかった。
プログラム前はキャッシュポイントは作れるが課題解決が難しいスポンサード型から、
課題解決に直接踏み込める幼稚園課金型へと変更した。
組織作りについては、起業家自身で事業の枠組みを練る時期だったため、プログラム期間内では積極的に取り組んでこなかった。
サービスインに向けてのタイミングでインターンシップ等を含め再検討する。

■成果

プチモンスターペアレンツを予防するための評価プログラムを実施するため
の戦略略と計画を⽴立立案することができた。

【今後の事業展開】
 　「プチモンスター度度」をはかるセルフチェックシートを無料料配布。その結果が、幼稚園や幼稚園ママへの
 　プログラム提供をする営業の元となる。2014年年はセルフチェックシートの開発、リリース予定。
      分かりやすい表現として「プチモンスター」という⾔言葉葉を⽤用いているが、表現⽅方法についても検討中。
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5.    リサーチコースの活動報告
●プログラムの流流れ

テ

• 各チーム顔合わせ
• 起業家よりプロジェクト説明
• 3か⽉月間のリサーチ計画策定＆役割分
担

ン
グ

中間報告会
【第1部】
 　昨年年度度プロボノ体験談
【第2部】
 　各チーム中間報告

ミ

ー

ミ

ー

キックオフ

テ
ン
グ

スカイプやメーリングリスト等のオンラインツールを使⽤用しながら、
タスクを分担し、着実にリサーチを進めていく。

〜～ボランティアとしてリサーチ活動を担ってくださったプロボノの皆さんの声〜～
⾒見見通しを⽴立立てて、仕事を分担し、リーダーシップを
発揮するということが、仕事の分担時において
フィードバックできたと思います。また、ある軸に
基づいて客観的事実を分類し説明するということの
必要性についても気づかされ、今後の資料料作成等に
役⽴立立てることができるのではないかと考えています。
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　(横浜市職員 　⼥女女性）

プロボノ定例例MTGでの議論論の様⼦子

リサーチを⾏行行う時や介⼊入プログラムを考える時に、研
究する⽴立立場以外の⽅方と概念念を共有する重要性を感じま
した。またひとり親の⽣生活実態や課題を知ることがで
き、⺟母⼦子世帯の⼦子どもの調査へ今後関わる際の準備と
なったと思います。 　
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（研究職 　⼥女女性）
とてもシステマチックで無駄のないミーティング内容
だったと思う。アジェンダを決める、時間配分をする、
議論論の順番を考える等、会議の基本を学ぶことができ
た。通常業務にも活かしたい。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（横浜市職員 　⼥女女性)

リサーチコース中間報告会の様⼦子
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●⼀一級建築⼠士事務所秋⼭山⽴立立花 　  秋⼭山怜怜史⽒氏
【事業概要】
 　⼦子育てと仕事の両⽴立立をする上で、シングルマザーの抱える課題を
 　住環境をシェアハウス『ペアレンティングホーム』という形式で
 　整えることで解決する。
【リサーチテーマ】
 　シングルペアレントの実態を調べ、どのようなことに悩み抱えて
 　暮らしているのかを調査しながら、ペアレンティングホームが
 　その課題にどのように寄与しているか探る。
【リサーチ内容】
 　・⽂文献調査：全国・横浜市内のシングルマザーのデータによる実態（数・⽣生活状況・補助制度度）、
 　 　既存調査⽂文献など
 　・ヒアリング＆アンケート調査（シングルマザーおよびペアレンティングホーム⼊入居者）
【成果】
 　・シングルマザーの現状をデータで把握することができたことに加え、実際に⼦子育てと働く上でのニー
 　 　ズの声を確認することが出来た。
 　・シングルマザーがひとりで仕事と育児を担う負担感を、ペアレンティングホームは包括的に「環境」
 　 　と「サービス」を提供することで、以下の３要素を軽減できるということが⾔言語化された。
 　 　１）育児を含めた時間の余裕、２）⽣生活や精神⾯面のサポートを得られる⾝身近なつながり、３）⼦子ども
 　 　にとってより良良好な家庭環境。 　
【今後の事業展開】
 　・リサーチ結果を参考にし、ペアレンティングホームは広告媒体（冊⼦子、ホームページ等）のリニュー
 　 　アルを図り、今回プロボノにより⽣生まれた新たなネットワークも活かすことで、働くシングルマザー
 　 　の新たな選択肢として認知度度を広げていく。また、サービス内容も検討し、ニーズに⾒見見合った提供を
 　 　⽬目指す。2014年年3⽉月には、横浜市⾦金金沢区で新たなペアレンティングホームをオープン。

●⼀一般社団法⼈人こどもコミュニティサイト協議会 　⼤大笹いづみ⽒氏
【事業概要】
⼦子どもがネット利利⽤用する中で事件に巻き込まれたり、事件を起こしたりすることを
防ぐために、主に学校を通じて、⼦子を持つ親や、⼩小学⽣生にネットリテラシーを
伝える活動を⾏行行う。
【リサーチテーマ】
学校を通じてではなく、⼦子を持つ親に直接的にネットリテラシー
を伝えることができる事業を⽴立立ち上げるため、⼩小学⽣生を持つ家庭のニーズや
本業界を取り巻く状況をリサーチする。
【リサーチ内容】
・⼦子どもが巻き込まれている事件の実態調査
・⼩小学⽣生の⼦子どもを持つ親に対するヒアリング(⼦子どものネット利利⽤用の現状、親がどのくらい⼦子どもの実態を把握しているかなど)
・親と⼦子が⼀一緒に参加できるネットリテラシーセミナーをトライアル実施し、起業家に改善提案を⾏行行う。
【成果】
・現在⾏行行われているネット関連セミナーは、巷で起きている事件を紹介したり、ネットに潜む闇を紹介するに留留まり、
 　参加後、親が実際にどのように対処すればいいか具体的な解決策まで⽰示していないことが多いことが判明。
・起業家が挑む課題が、⼦子どものネット利利⽤用に対する親の知識識不不⾜足と、⼦子どもと親のコミュニケーションのあり⽅方に起因しており、
 　ヒアリングを通じ、親が⾦金金銭を払ってでも参加したいセミナー「親⼦子参加型セミナー」の企画⽴立立案、トライアル実施をすることで
 　その効果を検証。
【今後の事業展開】
・今までの学校経由のセミナー受託以外に、直接親⼦子へネットの危険と、そのリスクへの対処策を伝えるコンテンツの型が完成。
 　「親⼦子参加型セミナー」を新たな事業としてスタート予定。
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●株式会社グランドクロス 　堀川伸⼀一⽒氏
【事業概要】
・保育園業界の抱える⼈人材不不⾜足や、こども達の笑顔のために保育⼠士が
 　いきいきと働ける環境が整っていない点に問題意識識を持つ。
・武蔵⼩小杉にて保育園を運営するとともに、保育園向けフリーペーパー
 　「MIRAIKU」を発刊。業界向けのポータルサイト運営、イベントなど
 　を通じて保育園、保育⼠士への情報発信を⾏行行う。
【リサーチテーマ】
 　保育業界の環境改善に挑戦。   　
 　保育⼠士不不⾜足解消へ向けた、保育⼠士の悩みと離離職原因調査
 　
【リサーチ内容】
・保育⼠士不不⾜足の現状について⽂文献調査。
・保育⼠士が魅⼒力力を感じ、⽣生き⽣生きと働き続けたいと思える保育業界に
 　なるために何が必要か、保育資格保有者をセグメンテーションし、対象ごとにヒアリングを実施。
【成果】
 　・新規就業者よりも離離職者数が上回り、深刻な保育⼠士不不⾜足である。
 　 　また、特に資格取得直後の訓練期の就業率率率⾃自体が他の福祉系要資格職に⽐比べ低いことが判明。
 　・離離職理理由については、給与の問題と、それ以外に職場の保育⽅方針などのアンマッチが多いことが分かった。
 　 　保育に対して志を⾼高く持って就職するも、保育園との価値観や⽅方針と合わずに離離職してしまうケースが多いことから、
 　 　保育⼠士が職場を選ぶのに必要な情報が⾜足りていないことが判明。
 　・ヒアリングの中で、保育園同⼠士での情報やノウハウを共有する機会が少なく、保育に関するノウハウやスキルを
 　 　各園の閉ざされた環境の中で試⾏行行錯誤していることが、保育⼠士の負担になっていることも明らかになってきた。
【今後の事業展開】
 　・リサーチ結果を参考し、グランドクロスとしては、保育⼠士に向けた就職のための詳しい保育園情報の発信や、
 　 　ブラックボックス化しがちな保育園の透明性UPに取り組むと共に、地域版の保育⼠士コミュニティサイトを新設し、
 　 　近隣隣の保育園同⼠士が保育に関するノウハウや情報、悩みを共有できる環境整備に取り組むことに決定。
 　 　2014年年春に横浜版コミュニティサイトを開設予定。
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6．2013年年度度  CAMP  ゼミ講師＆メンターの皆様
◆ゼミ講師＆ブラッシュアップミーティングコースメインメンター
株式会社AsMama 　代表取締役 　甲⽥田恵⼦子⽒氏
環境省省の外郭団体、環境事業団にて役員秘書と国際協⼒力力事業企画を兼務。2000年年、インターネットの台
頭に第⼆二の産業⾰革命到来を感じ、ニフティ株式会社に転職。海外事業⽴立立上メンバーとして海外⼤大⼿手IT会
社との提携やパートナーシップ業務に従事、マーケティングから事業企画、広報まで⼀一貫して⾏行行う。
産休・育休取得後はフルタイムで復復職。海外業務のほかＩＲ（投資家向け広報）主担当に就く。07年年、
より経営に携わりたくベンチャーインキュベーション、ngi  groupに転職、広報・IR室⻑⾧長に就任。
09年年11⽉月、代表取締役としてAsMamaを創業、今に⾄至る。

NPO法⼈人ワーカーズわくわく 　代表理理事 　中野しずよ⽒氏
結婚後、⼦子育ての経験を⽣生かし、近所の⼦子どもを対象に⾃自主的に預かり保育を実施。1989年年、⾼高齢化社
会を⽣生きいきと送るため、仲間とともに⽣生涯教育学級「グループわくわく」を⽴立立ち上げる。1992年年には、
地域でのたすけあい活動を⽬目的とする「ワーカーズわくわく」を設⽴立立。2000年年に介護保険事業に参⼊入し、
翌年年にはNPO法⼈人格を取得。以後、介護保険事業、障がい福祉サービス事業、保育サービス事業、⾏行行政
からの委託事業などを⼿手がける。現在、常勤職員数20⼈人、事業収⼊入は1.9億円。  横浜市内の市⺠民活動の
中間⽀支援役であるNPO法⼈人市⺠民セクターよこはまの理理事⻑⾧長を兼務している。

◆ゼミ講師＆ブラッシュアップミーティングコースメンター
K2インターナショナルグループ 　
NPO法⼈人ヒューマンフェローシップ 　代表理理事 　岩本真実⽒氏 　 　  

 　野村證券株式会社OL時代、コロンブスアカデミー（K2インターナショナルの前⾝身）にてボランティアを
開始。10年年間、海外にて不不登校児との共同⽣生活をしながら、就労⽀支援のためのレストラン、ブック
ショップ計４店舗の⽴立立ち上げに携わる。帰国後、統括責任者として170名以上の若若者⽀支援を通じて
まちづくりや就労の場づくりに取り組み、商店街の活性化や福祉事業との連携等を⾏行行う。湘南若若者サ
ポートステーション統括コーディネーター/にこまる250⾷食堂プロジェクトリーダー。NPO法⼈人ヒューマ
ンフェローシップ代表理理事を務める。

◆ゼミ講師
NPO法⼈人チルドリン 　代表理理事 　蒲⽣生美智代⽒氏
株式会社リバティ・ハート代表取締役としてママのインサイトマーケティングに携わるかたわら、2009
年年NPO法⼈人チルドリン設⽴立立。
「ママのコミュニケーション＆ママとのコミュニケーション」をテーマに、⼦子育て中のママたちが仲間
や地域・社会とかかわり、活動していくのをサポートする。具体的には、ママによるママのためのイベ
ント「ママまつり」の開催や、ママのためのコミュニティスペース「アトリエ*チルドリン」の提供、フ
リーマガジン「チルドリン」の発⾏行行など、5つの活動を中⼼心に運営。
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◆ブラッシュアップミーティングコース 　メンター
NPO法⼈人横浜コミュニティデザイン・ラボ 　理理事    宮島真希⼦子⽒氏   　 　 　
2010年年7⽉月末まで神奈奈川新聞社に勤務。在職中は記者を担当した後、2003年年5⽉月デジタルメディア局へ。
2005年年2⽉月、ユーザーとの相互コミュニケーションを狙い、国内新聞社で初めてウェブログをＣＭＳし
て導⼊入したコミュ⼆二ティサイト「カナロコ」を企画・開設。2007年年3⽉月、地域SNS「ハマッち！」⽴立立ち
上げに関わる。新聞社退社後、ハマっち！・横浜イベントナビなどを運営する株式会社シンフォシ
ティ・NPO法⼈人横浜コミュニティデザイン・ラボに参画し、⼈人の多様なつながりを活発にする地域情報
化について活動を続けている。

カーボンフリーコンサルティング株式会社 　池⽥田陸陸郎郎⽒氏 　 　   　 　   　 　
東レ株式会社機能製品事業部を経て、アウトドアフィットネス株式会社に参画し、BEACH葉葉⼭山の設⽴立立
に携わる。その後、カーボンフリーコンサルティングに⼊入社（グループ内異異動）し、取締役に就任。国
内の環境関連制度度に精通。⽇日本全国において排出権の創出、カーボンオフセット企画、国内クレジット
制度度における共同実施者のマッチング、普及活動（講演や研修など）に従事。その知⾒見見を活かし、⾃自治
体における環境をドメインとした活性化コンサルティングや、産学連携の取り組みのアドバイザーも⼿手
がけている。

関内イノベーションイニシアティブ株式会社 　代表取締役 　治⽥田友⾹香⽒氏   　 　
建設会社、⽇日本NPOセンター、シーズ＝市⺠民活動を⽀支える制度度をつくる会スタッフ、
財団法⼈人起業家⽀支援財団事務局⻑⾧長を経て、2013年年6⽉月から現職。起業家をめざす⼤大学⽣生等を対象にした
奨学⾦金金給付事業の⽴立立ち上げ、ソーシャルビジネス⼈人材育成⽀支援事業などを通じて、営利利・⾮非営利利の区分
けなく起業家⽀支援、プロジェクト⽀支援に取り組んできた。2011年年3⽉月開設のmass×mass関内フュー
チャーセンターの⽴立立ち上げに参画し、地域課題を多様な⽴立立場の⼈人たちの対話によって解決する機能を
もった、起業家のインキュベーション施設の運営に挑戦している。

NPO法⼈人ETIC.ディレクター 　⼭山内幸治⽒氏
⼤大学在学中に、国際的な学⽣生団体において海外インターンシップのコーディネートに従事。その後、
ETICの事業化に参画し、ベンチャー企業における⻑⾧長期実戦型  インターンシップ事業の⽴立立ち上げを⾏行行う。
2000年年3⽉月、ETICのNPO法⼈人取得に伴い、事業統括ディレクターに就任。
経済産業省省との連携により地域における若若者へのチャレンジ機会創出を⽬目的とした「チャレンジコ
ミュニティー創成プロジェクト」や「みちのく起業」などのプロデュースを⼿手掛ける。
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7.  ご協⼒力力いただいた皆様（敬称略略）
ゼミ講師
 　 　岩本 　真実 　 　      K2インターナショナルグループ 　NPO法⼈人ヒューマンフェローシップ
 　 　蒲⽣生 　美智代            NPO法⼈人チルドリン 　 　
 　 　甲⽥田 　恵⼦子 　 　      株式会社AsMama
 　 　中野 　しずよ 　 　NPO法⼈人ワーカーズわくわく 　

審査員  （コース選考時)
 　   　⼩小林林      悦夫                横浜市経済局
   　 　⽥田中 　聡⼦子 　 　    中⼩小企業診断⼠士
   　 　⽶米⽥田 　佐知⼦子 　    ⼦子どもの未来サポートオフィス
   　 　⼭山内 　幸治 　          NPO法⼈人ETIC.

 　

メンター 　(ブラッシュアップミーティングコース)
◆メインメンター

 　 　甲⽥田 　恵⼦子 　 　    株式会社AsMama
 　 　中野 　しずよ 　    NPO法⼈人ワーカーズわくわく

◆メンター

 　 　池⽥田 　陸陸郎郎 　 　    カーボンフリーコンサルティング株式会社 　
 　 　岩本 　真実 　 　    K2インターナショナルグループ 　NPO法⼈人ヒューマンフェローシップ 　 　
 　 　治⽥田 　友⾹香 　 　    関内イノベーションイニシアティブ株式会社
 　 　宮島 　真希⼦子 　    NPO法⼈人横浜コミュニティデザイン・ラボ
 　 　⼭山内 　幸治 　 　    NPO法⼈人ETIC.   　 　 　 　 　

プロボノ  （リサーチコース）
●ペアレンティングホームチーム（起業家：秋⼭山怜怜史）
 　 　太⽥田 　理理沙
 　 　越智 　真奈奈美
 　 　稼勢 　久恵
 　 　波柴 　純⼦子
 　 　濱⽥田 　洋平
 　

●親のネットリテラシーチーム（起業家：⼤大笹いづみ）
 　 　⻘青柳柳 　⿇麻⾥里里⼦子
 　 　池本 　⾹香⾐衣
 　 　伊藤 　理理恵
 　 　植⻄西 　雄司
 　 　河合 　太⼀一

●保育⼠士不不⾜足チーム（起業家：堀川伸⼀一）
 　 　沖⽥田 　郁雄
 　 　加藤 　健太郎郎
 　 　中原 　由紀
 　 　三⽊木 　育美
 　 　迎 　真⾥里里奈奈

その他、多数の皆様にインタビューや調査へのご協⼒力力を頂きました！  誠にありがとうございました。
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