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１ せと・しごと塾とは？

～まちに「笑顔」をふやすビジネスをはじめませんか～

地域のニーズや課題の解決をビジネスとして継続
的に取り組む「地域ビジネス」の創業を目指す市民
のみなさんに、地域ビジネスを創業するために必
要となる知識等を学べる機会を提供することで、就
業の１つである起業が創出される環境づくりを図り、
地域経済の発展につなげること
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２ 事業開始の背景

企業誘致

陶磁器関連産業

地域ニーズに密着した仕事

働く場を確保する手段は？？（複数回答可）

商業や飲食業

22.2%22.2%22.2%22.2%

16.9%16.9%16.9%16.9%

52.6%52.6%52.6%52.6%

11.4%11.4%11.4%11.4%

41.3%41.3%41.3%41.3%

26.4%26.4%26.4%26.4%

0.0%0.0%0.0%0.0% 20.0%20.0%20.0%20.0% 40.0%40.0%40.0%40.0% 60.0%60.0%60.0%60.0%

市民アンケートの結果から（H16.2実施）

観光関連産業

新産業・ベンチャーの起業
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３ せと・しごと塾って何？？３ 果たす役割

第五次瀬戸市総合計画（平成18年策定）

瀬戸市の将来像：
自立し、助けあって、市民が力を発揮している社会

市民の交流と活力分野の計画：
市民の豊かな生活を支える働く場の確保と就業環境の整備

行政の果たす役割：
ベンチャー企業およびコミュニティビジネスなどの
市民の起業活動の支援を行う
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４ 目的（具体像）

はたらき方の1つである「起業」をテーマに、

◇想いや夢の持ち主を発掘し、

◇地域のキーマンを育て、

◇塾でその力を輪としてつなげ、

◇さらにその輪をもっと大きく地域（塾外）で広げ、

◇地域が力を発揮する環境（雰囲気）を創出するもの

せと・しごと塾とは、
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５ 基本戦略

◇チャレンジする機会の設定＆誘導
◇自ら頭、体を動かす機会を多く設定

◇プレゼンテーションやグループワークなど
塾生が他の塾生のことを深く知る機会の設定

◇自らコミュニケーションの起点に
◇メーリングリスト活用による情報交換

人材育成領域

人材交流領域
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４月７日より、以下の要件をすべて満たす方を対象に公募を開始

⑴ 瀬戸市で地域のためになる事業での独立・創業をお考え
の方で、開業前もしくは開業後１年未満の方

⑵ 熱い気持ちをお持ちの方

⑶ 平成２３年４月１日現在、瀬戸市内に在住もしくは在学、在
勤し、平成２４年３月まで継続して居住もしくは在学、在勤
が見込まれる方

⑷ 入塾から卒塾するまで継続して受講することが可能な方

⑸ ただし、⑶の要件を満たさない場合でも、⑴の要件を満た
すことに具体性があれば可とします

６ 対象者
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７ 実施体制

小坂英雄（（有）起業経営研究所 代表取締役、
（財）あいち産業振興機構 新事業コーディネーター）

�事務局運営における実務

�個別の事業計画作成支援

塾塾塾塾 長長長長

小林甲一（名古屋学院大学 経済学部 教授）

�事務局運営に係る助言

�個別の事業計画に係る助言

顧顧顧顧 問問問問

瀬戸市産業課商業金融係・瀬戸商工会議所
�事務局運営における実務

�塾生、卒塾生の精神的フォロー

�各種情報提供

事務局事務局事務局事務局
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８ ４期生の傾向

100％1376

7.7 ％11066～70

7.7 ％10161～65

7.7 ％10156～60

7.7 ％11051～55

0％00046～50

7.7％11041～45

23.1％31236～40

38.4％53231～35

0％00026～30

比率合計女男年齢

年齢構成･性別（平成23年7月4日時点）

・１４名の応募あり。１名が辞退
したため１３名となった

・３０歳代が中心であるものの、
多世代に渡っている

・すでに開業している者は４名

・第４期生の起業内容は、
高齢者、障がい者、子育ての
福祉関連が多いものの、多種
多様
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９ カリキュラム

座学・・・起業、経営に必要な知識や

経験を得るための講義

（１６日・５５．５時間）

実学・・・プレゼンテーションの機会

個別相談（３５回・１５０時間）
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１０－１ 座学

地元経営者の話(有)ｱｰｼﾞｭｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 代表取締役 松尾恵久美13:00～15:00金11月25日

10:00～15:00火11月 1日
プレゼンテーション講座小坂英雄（塾長）

10:00～15:00木10月20日

開業手続き、税務・経理知識税理士法人ちゅうぶ税経代表社員 石川一志13:00～16:00水10月 6日

顧客と対話するチラシづくり瀬戸市 柴田朋子13:00～15:00木9月22日

ＩＴ戦略について
事業計画のブラッシュアップ

小坂英雄（塾長）
瀬戸金融協会（瀬戸信）

13:00～16:00火9月 6日

事業化スケジュール
事業計画のブラッシュアップ

小坂英雄（塾長）
瀬戸金融協会（瀬戸信）

10:00～15:00木8月 4日

火8月 2日

金7月29日

火7月26日

木7月21日

火7月19日

木7月14日

事業計画作成知識
・経営理念
・事業領域
・自己の棚卸
・競合調査
・マーケティング
・プロモーションミックス
・資金計画、損益計画
・顧客、売上管理 など
グループワーク
～事業計画書を作成しましょう～

瀬戸金融協会
(瀬戸信用金庫・中小企業診断士)

10:00～15:00

月7月11日

起業家スキルＵＰ講座さわ経営研究室 代表 澤 芳美13:00～15:30木7月 7日

創業に向けて小坂英雄（塾長）13:00～15:30

せと・しごと塾に託した政策理念名古屋学院大学 経済学部教授 小林甲一10:45～11:15
月7月 4日

内 容講 師時 間曜日日程

（敬称略）
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アンケートから・・・
始めに小坂塾長の起業STORYを聴講して、「私も何かできるのではないか」と短絡的に思いました。
容易に起業できないことは分かっています。
しかし、チャレンジすることに意義があると思います。
失敗を恐れず挑戦していこうと強く思いました。

アンケートから・・・
今まで働いてきたのは、ただお金を稼ぐためという感じでした。
最近は働くことと自分の時間を持つことのバランスや、生きがいなどが
世の中でも言われるようになってきて、働くことをもう一度考えなくては
いけないと自分でも思っていて、お話をきいてさらにその思いが強く
なったと思います

１０－２ 座学の内容と受講後アンケート①

内容：せと・しごと塾の成り立ちや、理念。 「はたらくこと」についての講義

せと・しごと塾に託した政策理念 名古屋学院大学 経済学部教授 小林甲一氏

内容：塾生間の交流が図るための名刺交換ゲームを皮切りに、講師自身の体験や経験をもとに、
何のために創業したのか、創業がどういったものか、何をしていくことが大切なのか、など、
創業前、後における大切にしたいことについての講義

創業に向けて 小坂英雄塾長
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アンケートから・・・
数値に基づく講習ではなく、「心」に重点を置いた内容であり、具体例も豊富で、いろいろな場面が
頭に浮かぶことも多く、楽しく引き込まれていく講座でした。
プロ意識をもって、これから行動しようと思いました。
目線を変えていろいろ考えて行動します。

１０－２ 座学の内容と受講後アンケート②

内容：これから起業をしようとする人たちに必要とされるコミュニケーション能力や、“しごと”に取り
組む姿勢など、ビジネスの基本について、具体的な事例を交えた講義

起業家スキルUP講座 さわ経営研究室 澤 芳美氏

アンケートから・・・
数値に基づく講習ではなく、「心」に重点を置いた内容であり、具体例も
豊富で、いろいろな場面が頭に浮かぶことも多く、楽しく引き込まれてい
く講座でした。
プロ意識をもって、これから行動しようと思いました。
目線を変えていろいろ考えて行動します。

内容：事業立ち上げまでのフローや経営理念の重要性、事業計画を作成するにあたり必要な経営
戦略や資金計画について、ワークやプレゼンを多く取り入れた講義

事業計画作成知識 瀬戸金融協会（瀬戸信用金庫）酒向清治氏・佐野真隆氏
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１０－２ 座学の内容と受講後アンケート③

アンケートから・・・
みんなとグループワークできたことで、自分一人では得られなかった
ことがたくさんでした。
自分のことを分析することは全然できていなかったので、自分のことを
見直す大切な機会を頂けた と思います。
マーケティングはやりだしたら上限がなく思う。
根拠を言えるように、裏付けをとれるよう、活動していきたいと思います。

内容：グループワークにより４期生が実際に検討している事業テーマを３つ取り上げ、各グループで
事業計画書を作成し、最後に各グループの発表と評価を行うワーク

事業計画作成知識グループワーク(16時間）
瀬戸金融協会（瀬戸信用金庫）酒向清治氏・佐野真隆氏

アンケートから・・・
何をするにもスケジュールを立てることは大切で、それをする事によって、
事の進み方が全く違うとは思っていたが、実際に書いた事はなかったので、
その機会があって非常に良かった。頭の中が整理された様なすっきり感が
あります。しかし、開業までに何をいつやるのか、頭の中で考え、イメージし
てそれを紙に書き記す事で、夢の実現までのカウントダウンが始まった気
がする。期待もあるが不安も多くあり、カウントダウンが始まってしまった今、
その不安が解消されるのか！？と新たな不安も増えてしまった気がします。

内容：事業化までの進捗を管理するため、課題を洗い出し、優先順位をつけて一覧表にスケジューリング
するワーク中心の講義

事業化スケジュール 小坂英雄塾長
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１０－２ 座学の内容と受講後アンケート④

アンケートから・・・
ＩＴは本当に詳しくないので、１つ１つ説明を聞けて、分かりやすかったです。
商圏が狭くインターネットでの宣伝は必要ないと思っていましたが、デジタルもアナログも大切なん
だなと思いました。
本当はホームページとか知らないコトなので、どう手を出したら良かったのかわからなかったのでし
た。さっそく動いてみます。

内容：ＩＴツールの効用の概要から、具体的な活用方法まで実例を交え、そのメリット、デメリット、
注意事項などについて講義

IT戦略について 小坂英雄塾長

アンケートから・・・
講座を受講して、自分自身の不足しているところが分かりました。
自分が創業する思いばかりで、顧客の立場、ニーズを考えていないこと、もっと謙虚にならなければ
いけないと思いました。
顧客の側に立って考えることがいかに必要か、当たり前のことですが、忘れずにやっていきたいと
思います。

内容：常にお客様目線であることを軸に、事業計画におけるターゲットの
重要性と、そこへの伝え方など、グループワークを交えた講義

顧客と対話するチラシづくり 瀬戸市 柴田朋子
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１０－２ 座学の内容と受講後アンケート⑤

アンケートから・・・
個人個人にあわせてお話し下さり、参考になります。
会計ソフトの仕訳、ルーチンが分かったので、事業への対応ができそうです。
弥生会計で考えていますが、早めにトライしてみます。
もっと開業時の成功例、失敗例を聞きたかったです。

内容：開業の手続きの仕方、その際の注意点や、それに付随する各種届出、税金の種類や会計
処理、青色申告の方法などについて実際の様式を用いた講義

開業手続き、税務・経理知識税理士法人ちゅうぶ税経代表社員石川一志氏

アンケートから・・・
プレゼンの場は、会社の企画や営業だけだと思っていたが、相手に伝える場をプレゼンと考えられ
ることが学べました。
実際、名刺を渡す時もプレゼンの１つ。今していることを理由付けで理解できたことがよかったです。
「伝える＝話す」だけではダメなんだと分かり、しっかり「売り」が伝えられ、
なおかつ、人から人へ伝わる言葉を選ぶことも理解できました。

内容：プレゼンテーションの目的や説得力をもたせるために必要な要素、そのために必要な準備
などの具体的な内容についての講義と、個別にプレゼンテーションの実践

プレゼンテーション講座 小坂英雄塾長
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１０－２ 座学の内容と受講後アンケート⑥

アンケートから・・・
楽しいお話でした。あっという間の2時間でした。
起業準備が少し整ったあとなので、一つ一つのフレーズが参考になりました。
・困ったことは、出かけてでも人に聞いてみる
・考えてチラシを作る。使いまわしはしない
・書き出す！客観視して考える！
・「自分に自信がない」から、お客様の反応をよくみる など

内容：創業に至った経緯や創業から現在までのストリーにのせて、自身の実体験をもとに、経営理
念などの大切にしていることや、創業後の事業を継続することの難しさ、それをどうやって乗り
越えてきたのかなどの内容を中心に講義

地元経営者の話
有限会社ｱｰｼﾞｭｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 代表取締役松尾恵久美氏
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１１－１ 実学・個人相談の概要

○個人相談 塾生の悩み事など個々に合わせてタイムリーに対応する機能

午前１０時～午後３時（うち１時間休憩）
４月～ ７月

◆曜日不定

◆卒塾生、現役生ともに相談可

◆現役生の塾開講中は、相談件数が増加するため時間を延長

◆３０分/人の予約制

◆PCの操作方法等の簡易な相談は事務局でも対応

◆個室スペースだけではなく、開放スペースを用意し、他の塾生との意見交換等の
交流効果を促進

◆相談時間を利用して、小坂塾長によるミニセミナーを実施

午前１０時～午後４時（うち１時間休憩）８月～１２月

１月～ ３月

時間開催月
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１１－２ 実学・プレゼンテーションの概要

月

火

曜日

事業計画発表会（５分間の事業PR）
※一般公開（市民・関係者等、計１００名）

13：00～15：3012月19日

事業概要発表会（３分間の事業PR）
※非公開

13：30～15：308月30日

内 容時間開催日

○プレゼンテーション プレゼンの実践経験の場
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１２ その他①

Ⅰ メーリングリスト
１期生の時に自主的な発案により開始した、塾生間の情報交換のための
グループメールに4期生も参加し、塾生間の自己紹介が行われ交流の輪が広がった

Ⅱ Facebook
塾に関する一般向けの情報の発信だけではなく、グループ機能の活用により情報を共有。
メーリングリストよりも手軽で、「いいね！」により反応が確認できるため、塾生間に
深い交流が生まれた

Ⅲ 塾生向けホームページの開設
塾に関する塾生間の情報共有、及び相談予約の管理、塾生のブログ、ホームページの
リンクなど、公共性が低く市ホームページに掲載し難い内容を掲載し、利便性が高まった

ITツールの活用

卒塾生などが講師となり、塾生が自主的に企画した座学の場が
設けられた。
Ⅰ 9月 8日 育脳メソッド講座 2期生 水野貴久枝
Ⅱ 企画・運営 3期生 梶田清宏・水野あい子

10月 4日 コミュニケーションワークショップ① 講師 3期生 梶田清宏・水野あい子
17日 〃 ② 講師 事務局 小木曽基嗣

11月17日 〃 ③ 講師 3期生 池戸智美

臨時座学
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１２ その他②

12月1日に(財)あいち産業振興機構と共催により、
愛知県産業労働センターにて開催。
1期生・斎藤たか子さん、2期生・林かなこさん、
3期生・加藤悦子さんが出演。

主催：JICA（実施主体：名古屋大学大学院）
10月13日にベトナムの地域振興担当の行政官との意見交換、
及び交流会を実施

JICAベトナム行政官との交流

起業家ビジネスプラン発表＆パネルディスカッション
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１３ 全４期分の卒塾生統計

卒塾者の状況

男男男男
33%33%33%33%

女女女女
67%67%67%67%

男男男男 女女女女

卒塾者数７５人

（女性５０人,男性２５人 ）

8888 5555 6666 6666

9999 13131313

21212121

7777

0000

5555

10101010

15151515

20202020

25252525

30303030

1111期生期生期生期生 2222期生期生期生期生 3333期生期生期生期生 4444期生期生期生期生

途中退会者途中退会者途中退会者途中退会者なしなしなしなし！！！！

100％755025

5.3％42266～70

4.0％31261～65

5.3％41356～60

13.3％109151～55

10.7％88046～50

14.7％118341～45

24.0％1814436～40

18.7％147731～35

4.0％30326～30

比率合計女男年齢

年齢構成･性別（各期入塾日を基準）
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１４ 卒塾後の起業動向

◆起業した卒塾生、対外的活動を行っている卒塾生を合わせると７０％超

◆起業者数 ３１名（４１．３％）

◆開業していない卒塾生のうち、５割超の卒塾生が対外的な活動（講演、教室など）を行っ
ている
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１５ 報道機関等掲載記事

3期生 池田陽子さん、池田隆浩さん中日新聞（朝刊）H24. 3.31

4期生有志イベント中日新聞（朝刊）H24. 3.30

3期生 加藤悦子さん中日新聞（朝刊）H24. 3.18

4期生 三浦隆さん中部経済新聞H24. 3. 6

起業セミナー中部経済新聞H24. 3. 1

1期生 斎藤たか子さん中日新聞（朝刊）H24. 2.27

4期生 高島淳さん中日新聞（朝刊）H24. 2.25

4期生 高島淳さん中部経済新聞H24. 2.17

1期生 斎藤たか子さん中日新聞（朝刊）H24. 2.17

2期生 松村智子さん中部経済新聞H24. 1.23

4期生 発表会 卒塾式中日新聞（朝刊）H23.12.20

4期生 発表会 卒塾式中部経済新聞H23.12.20

3期生 山田貴子さん中日新聞（朝刊）H23.10.14

4期生 井上時彦さん中日新聞（朝刊）H23. 9.26

1期生 斎藤たか子さん中日新聞（朝刊）H23. 9. 1

4期生開講式中日新聞（朝刊）H23. 7. 5

4期生開講式中部経済新聞H23. 7. 5

せと・しごと塾生公募中部経済新聞H23. 4. 8

1期生 斎藤貴子さん中日新聞（朝刊）H23. 4. 2

3期生 加藤悦子さん中部経済新聞H23. 3.25

瀬戸市創業支援セミナー中部経済新聞H23. 3. 5

1期生 斎藤たか子さん中日新聞（朝刊）H23. 2.11

記事報道機関名日付

番組名「夕刊アツキー」
4期生 高島 淳さん

CBCラジオ

H24. 3. 8

番組名「ラッキー」
3期生 菱田真由美さん

中京テレビ

H23. 9.16

番組名「よるグリ」など
4期生 座学の様子

ｸﾞﾘｰﾝｼﾃｨｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ

H23. 8. 4

番組名「ぷれサタ」
3期生 菱田真由美さん

東海テレビ

H23. 4. 9

Webページ
「しんきんグローカル」

全国信金協会

H23. 3.31

内 容

掲載機関名
日付

新 聞 テレビなど


