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とよたで女性の起業できますプロジェクト

人生を通して

「働く」をもっと楽しむために

好きなこと・やりたいことを軸に

自分で仕事をつくる

「起業」を考える女性に向けて

各種講座を通し、人や社会との繋がりの場

ステップアップの場を提供していく

プロジェクト
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事業開始の背景
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全国 豊田市
資料：国勢調査（平成22年）
第3次とよた男女共同参画プラン【概要版】

豊田市は全国平均と比較して男性の片働き世帯が多いことを背景に、専業主婦が多

い傾向にあります。平成22年に実施された国勢調査によると、25歳から34歳で特に

その比率が高いことがわかります。

また、平成25年度に豊田市で実施された豊田市男女共同参画社会に関する意識調

査では、「女性の就業継続支援」を求める意見も多く、女性の意欲や能力を仕事の

面で広く活かしていくことが求められています。

女性が仕事を持つことについての考え 回答数：1,338

女性は仕事を持たなくてもよい 1.2%

結婚するまでは仕事を持つ 7.1%

子供ができるまでは仕事を持つ 9.2%

子供ができたら仕事をやめ
大きくなったら再び仕事を持つ

48.3%

子供ができても、ずっと仕事を続ける 25.8%

その他 5.2%

不明・無回答 3.3%

資料：平成25年度
豊田市男女共同参画社会に対する意識調査
第3次とよた男女共同参画プラン【概要版】
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事業の役割

女性起業ならではの課題に応える支援

●キャリアのブランク
女性は、結婚、出産などのライフイベントによって働き方を大きく変
え、それによってキャリアにブランクを抱えている人が男性より多い
という事実があります。

●時間
家庭や子供との時間も大切にしたいという志向があり、また家族の長
時間労働や夜勤などの生活スタイルに合わせたりと、家庭内でもその
役割を求められ、時間管理が課題となりやすいのが特徴です。

●小規模・個人向け
男性の起業よりも小規模で、個人向けの身近なサービスが多いという
中小企業庁の調査結果もあり、そのサイズ感にあった支援が適切であ
ると考えます。

各機関が行っていた支援を一本化し連携
段階を追って成長できる仕組みづくり

将来的に事業として発展し
雇用を生み出すまでのサポート体制

●豊田市ものづくり産業振興課
本格的な女性起業家の育成

●とよた男女共同参画センター
女性の社会進出支援・啓発

●豊田商工会議所
女性起業志望者発掘・育成・支援、小規模事業者の起業支援

●豊田信用金庫

5



開催実績・概要①

総受講人数

240人

セミナー開催

26回
無料相談会・女性起業交流会含む

●参加対象
豊田市内で在住・在勤の女性または豊田市内で起業を目指す女性

●受講生の構成 （連続講座は一人1カウント）

～20代

7%

30代

57%

40代

29%

50代

6%

60代～

1%
＜年代＞ ～２０代 10人

３０代 81人

４０代 42人

５０代 9人

６０代～ 1人

合計 143

※延べ人数

起業を目指

している

51%

起業という選択肢を

含めて

何らかの形で働くこ

とを目指している

39%

まだ模索中

7%

その他

3%

＜目指す働き方＞ 起業を目指している 34

起業という選択肢を含めて
何らかの形で働くことを
目指している

26

まだ模索中 5

その他 2

合計 67

回答者：7/20,8/3,8/24講座参加者のみ 6



●受講生の構成 （連続講座は一人1カウント）

開催実績・概要➁

正社員

42%

契約社員

9%

派遣社員

7%

パートアル

バイト

21%

自営

4%

無職

9%

その他

8%

＜以前の仕事＞ 正社員 30

契約社員 6

派遣社員 5

パートアルバイト 15

自営 3

無職 6

回答者：7/20,8/3,8/24講座参加者のみ

正社員

2%
契約社員

3%

パートアル

バイト

27%

自営

24%

無職

31%

産休育休中

6%

その他

7%

＜現在の仕事＞
正社員 1

契約社員 2

派遣社員 0

パートアルバイト 18

自営 16

無職 21

産休育休中 4

その他 5

回答者：7/20,8/3,8/24講座参加者のみ

広報とよた

12%

チラシ・ポ

スター

18%

新聞記事

6%

(株)eightから

の紹介

31%

友人知人の

紹介

20%

その他

13%

＜講座を知ったきっかけ＞ 広報とよた 17

チラシ・ポスター 27

新聞記事 9

(株)eightからの紹
介

45

友人知人の紹介 30

その他 19

合計 147
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講座スケジュール

期間：平成２８年７月６日から平成２９年３月末

講座のプログラムは3段階
起業も視野に入れつつ働き方に迷っている方「モヤモヤさん」

起業へスタートを切って間もない方「コレカラさん」

すでに起業していてチャレンジの場を広げたい方「モットさん」

全講座託児あり

（予約制／有料）

●オリエンテーション
７月６日 ４７名参加

■講師紹介

鬼木理恵（おにきりえ）
国家資格キャリアコンサルタント
担当講座

日高千尋（ひだかちひろ）
プロコーチ／コミュニケーション講
師

田口さおり（たぐちさおり）
担当講座
「素敵！と言わせる魅せ方」講座
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講座内容①

●なりたい未来と仕事を考える「節目にやるべき３つのこと」講座
７月６日（水）２３名参加
内容：人生の節目に立った時の自分のキャリアを考えるヒントを伝える

・自分の節目を見つめ直すことにより全ていろいろなことが繋がり、自分も
しっかりと節目を迎えているんだということが実感できた
・今自分がどの位置にいるのか明確になった。方向性が間違っていないとわ
かり前に進める。「決めるのは自分だ」と再確認した。
・やりたいこと、やるべきことはわかっていて、なんとなくそのままにして
いたことに気づきました。まずは小さいことから一つ一つやってみようと思
いました。

●仕事における「自分の得意やタイプを知ろう」講座
８月３日（水）２３名参加
内容：価値観についてのワークなどを通し自己理解を深める

・沈んでいたものが浮かんできて自分の考えや方向性がはっきり見えてきま
した。具体的に自分のやれることを紙に書く洗い出しの作業が新たな気づき
を生みました。
・同じような環境や状況にありながらも行動している人がいる。自分も行動
して進んでいこうと思えました。
・本当にやりたかったことが見えてきて自信をもってやってもいいのかなと
思えるようになった。

●仕事もプライベートも大切！「ワークライフブレンド」講座
８月２４日（水）２１名参加
内容：キャリアチャート作成やワークを通し自分らしい働き方を探る

・今まではワークライフバランスをどうとっていくのか、バランスといわれ
るとうまく保たなければ、と思っていましたが、どうブレンドするのか、そ
の比率は自分が決めればいいんだと学べて気持ちが楽になりました。
・自分が大事にしているもの、しっかりとした軸を持つことの大切さ、自分
のことを知ることで方向が見えるとわかりました。
・人生を振り返りチャートにすることなんてなかったので、戸惑った。それ
を人に語るというのもなんだか恥ずかしいような・・・でも自分自身をみつ
めるすごくいい機会だったと思います。

［主催］とよた男女共同参画センター

受
講
者
の
感
想

受
講
者
の
感
想

受
講
者
の
感
想
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講座内容➁

●１derland（ワンダーランド）初出店者限定！

「イベント出店実践チャレンジ」講座全５回連続講座 ９名参加

９月９日（金）

1derland出店を目指し、自分自身は何者であるかを考える

・自分が考えていることがここまでバラバラだとは思っていませんでした。また
自分の売りたいものや伝えたいものを形にしていく難しさがどこにあるのか分
かったことが私にとって大きかったです。
・自分や自分の商品について説明する言葉、わかりやすく伝える言葉の大切さが
わかりました。

９月２３日（金）

1derland出店に向けマーケティングの色々を学ぶ

・少しずつスタートしていたもののマーケティングのことやフロント商品、バッ
クエンド商品のことは全く考えていなかったことに気づきました。
・迷い、混乱が少し溶けた。もっと考えねば。
・自分がやりたい好きなことを仕事にすると決めたからには全力投球するぞって
気持ちが強くなりました。

１０月７日（金）

1derland出店に向け、グループで動く、助け合う

・グループで助け合うこと、話し合うことで前向きになれるし支えあえることが
実感としてわかりました。
・ひとつのイベントをつくりあげるのに一つ一つの物事を大切にしなければなら
ないと感じた。

１０月１４日（金）

1derland出店に向け、自分の出店内容を確認する

・具体的な行動を起こすことで見えないものがさらに見えてきました。まだまだ
課題は山積みですが頑張ります。
・自分の中でまだ芯が整っていないなぁと痛感。自信を持って「こうする！」と
思えるようになるには自ら動くしかないなと思いました。

１０月１８日（火）【１derland当日】

1derland出店にチャレンジ＜出店内容＞

・小物販売 つまみ細工・ペーパーアート
・絵本読み聞かせ 英語・「怒らない子育て」
・無料相談 アドラー心理学・ペットのデンタルケア
・親子フォト撮影会
・パネル展示（ペット漢方）
・波動セラピー体験
・手作り絵本販売

▶ページに実践レポートあり
［主催］豊田商工会議所
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講座内容③

●イベント出店力アップ講座１「SNSでの発信力を付けよう」講座

９月１４日（水） ２０名参加

内容：そもそもSNSって何？／SNSを自分の事業で活用するにあたって

・SNSについて、また発信関連の情報に疎かったので受講を機に目的やどう使う

とより効果的か？具体的に知れてよかったです。

・いろいろな種類のSNSがあること、違いや使っている世代などがわかりやす

かったです。

・自分がやりたいと思っていることのターゲットの絞りが甘かったように思いま

す。そのことに気づかせていただきました。

●イベント出店力アップ講座２「素敵！と言わせる魅せ方」講座

９月２８日（水） １７名参加

内容：①あなたの価値の見える化（セルフブランディング）➁商品の魅せ方（撮影ス

タイリングのヒント）③イベントでの魅せ方（ブース設置の工夫）④VMD理論に基づ

いた売り上げに繋がる陳列方法⑤魅せ方基本ルール３つ

・写真を撮るときにいつも迷いがあったのですが今日参加して勉強になりまし

た。ディスプレイも見直すきっかけになりました。

・今までは商品作りのみで他はあまり手をかけていなかったけど、魅せ方がとて

も重要だということが改めて分かった。

・ほかの方の自己紹介を聞くと、いい話し方、ひきつけられる内容、よくわかっ

た。自分のことはわからない。活かしていきます。

●女性起業交流会 １１月２日 １２名参加

内容：自分の現在と未来を確認し、改めて踏み出す交流会

・いろいろな方のお話が聞けて楽しかったです。自分の価値観がかわってきたよ

うな気がします。お金に対する思いも控えめだったけど自信を持ってビジネスと

してやっていきたい。

●無料個別相談で次のステップへ「女性起業無料相談会」
９月２６日・１０月３１日・１１月２８日・１２月２６日

１月３０日・２月２７日・３月２７日 ２８名参加

［主催］豊田商工会議所

感
想
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講座内容④

●起業にまつわるお金や手続き大丈夫？「お金のアレコレ」講座

１１月１日 ２１名参加

内容：お金に向き合う／開業と確定申告について

・あやふやなお金のことが明確になった。気になるけど聞けない事や詳しいこと

が分かった。

・開業イコール税金を払う色々な手続きとか面倒なことが多いと思っていたが違

うとわかった。

・値段を安くしすぎるとサービス商品の価値を下げてしまうということに気づけ

て良かったです。

・「自信を持って」「自分の価値は他人と比べない」とやる気に繋がる言葉もあ

り同じ女性、同じ母親目線での言葉がうれしかったです。

●憧れのショップづくりを体験「レンタル店舗で販売実践」

前期：１０月１６日～１２月２３日 ４名参加

後期：１月２３日～３月２７日 ６名参加

▶ページ、▶ページに実践レポート

［主催］豊田商工会議所

●超実践！ここからスタート！「わたしの起業プラン作成」講座

全５回連続講座 9名参加

１月１７日・２４日・２月７日・２１日・２８日

最終日 プレゼンテーション

▶ページ、▶ページに実践レポート
アンケート結果

［主催］ものづくり産業振興課
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実践レポート①1derland 初出店チャレンジ講座

受講生

石川恵都子さん

赤ちゃん専門
フォトグラフファー
マタニティ～1歳の
お誕生日までの赤ちゃん専門
フォトスタジオ
Artemy（あるてみぃ）

◎出店チャレンジ講座に参加した理由
今までは誰かに誘われてイベントに参加していましたが、この
講座を知りはじめて自分から動いて出店したいと思いました。

◎参加してよかったこと
今までは同じジャンルの人と合同で出店していましたが、今回
は全く違うジャンルの活動をしている人とグループ出店だった
ので、色んな意見が聞けたし、遠慮することなく自分の意見が
言えました。お客様のひきつけ方など仲間からの学びが多かっ
たです。

◎もっとこうすればよかったと思うこと
直前まで自信がなく発信できず、予約が取れませんでした。前
もって告知や予約受付をしていれば客数を増やすことができた
と思います。売上・客数は目標の半分でした。

◎今後の活動にどう活かすか
今回の起業プロジェクトを通して、自分は今まで周りに合わせ
ていましたが、客観的に見られるようになりました。色んな幅
があっていい、自分で決めていいんだと気づきました。同業の
方もいる中自分を選んでもらえるように差別化をしていきたい
と考えています。

受講生

鬼頭祐子さん

漢方獣医師
漢方動物病院勤務

◎出店チャレンジ講座に参加した理由
出産を機に現場を離れて病院に復帰できるだろうかとモヤモヤ
していました。往診獣医師としての活動を視野に起業プロジェ
クトに参加しました。

◎参加してよかったこと
出店を目指す中で、テーマを漢方に絞りました。課題に取り組
む中で、以前から知っていた漢方動物病院に勉強のため話を聞
きに行き、感銘を受けそこで働けることになりました。
また、獣医であることを言わずに付き合っていた友人に、自分
のことを伝えられたのもよかったです。

◎もっとこうすればよかったと思うこと
イベント当日は５，６人のお客さまと話ができただけだったの
で、見せ方を工夫したり、もっと具体的に「無料ワンちゃん相
談」などわかりやすく打ち出してもよかった。足を止めてでも
話を聞いてみたいと思ってもらう工夫が足りなかった。

◎今後の活動にどう活かすか

漢方動物病院で勤務できるようになったので、現場で勉強しな
がら、自分でも学びを深めていきたい。
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実践レポート➁レンタル店舗（前期）

＜店名＞

おかしと雑貨の店 tete （テテ）

＜理念＞

人と人との【つながり】と

みんなの毎日が彩り豊かになるように

【手作り】を通して【tete】がお届けします

＜期間＞

１０月１６日～１２月２３日

総来店者数

513人
総売り上げ

514,640円

稲葉桂子
といろ（刺繍小物）

志水恵子
きらずや（野菜ソムリエ）

千葉三奈
1peace（アクセサリー）

大原弓佳
sun☆wind（人形洋服）

◎レンタル店舗に参加した理由
・屋外のイベントでは販売できない冷蔵菓子の販売に
チャレンジしたかった
・一人で店舗を持つのは資金、時間の面で難しいが、
チャンスだと思った
・自分を試してみたかった
・人脈づくりのため

◎参加してよかったこと
・商品が確実に多くの人に知られるようになった
・新たな出会い、つながりができた
・分野の違う仲間からのアイデアで作品に変化が生ま
れた

◎反省点、課題
・販売のため店舗に立ちながら製作もしなくてはいけ
ない。在庫が不足した。
・中盤売り上げも気持ちも落ち込んだ。
・シーズンものなどの集客が遅れて機会を逃した。

◎今後の活動
・商品を「鳥」のものに絞り込めたので特化していく。
イベントに出店予定。
・店舗を出す具体的な話が出てきている。
・委託販売先を増やし県外まで展開する。
・自分の商品が売れるターゲット層がわかったので
狙って出店や商品展開していく。
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実践レポート③レンタル店舗（後期）

＜店名＞

Co.labo（コラボ）

＜理念＞

私×あなた＝∞（無限大）

個性と個性のコラボレーションのなかで、自分の商品の
強みと弱味を知り、強みを伸ばしていく。コラボレー
ションすることで、幅の広い年齢層が好感を持てる商品
の提供を目指していく。

＜期間＞

1月２３日～3月２７日

総来店者数

616人
総売り上げ

1,056,674円

宇井千春
HAPPY CLOSET （洋服）

郡山真喜子
coco*chi（布雑貨、アクセサリーetc）

奥山祐代
ステンドグラス教室 Atelier Iris
（ステンドグラスなど）

幸森麻由
WANI＊WANI
（スタイ・ガーゼケット・ゴム）

藤井弥亜
m.Q（コットンパールアクセサリー）

鈴木未樹
Meetch（サンキャッチャー）

◎参加してよかったこと
・家賃などのリスクを負うことでいかに真剣に取り組めるか
と試すことができた。
・グループでの店舗運営という出店スタイルでチャレンジで
きたくさんの実りがあった。
・リピーターの方に多くご来店いただけた。
自分の好きな世界観を伝えられたのかなと少し自信になった。
・対面販売で商品に自信が持てた。
・ディスプレイで商品が売れたり お客様の声を聞けたりと
販売の面白さと奥深さを学べた。

◎反省点、課題
・時間の使い方が下手でした。時間の活用でもっと新作がで
きるはず。だが 家庭とのバランスも課題。
・製作→宣伝→接客の流れをスムーズにできなかった。SNS
への投稿がなかなかできなかった。
・商品に興味を持っていただけるよう様々工夫をしたが ま
だまだ足りなかったかなというのが正直なところです。

◎今後の活動
・ここに行けば商品が買えるという場所を定着させていきた
い。安定して製作していきたい。
・今回をきっかけに「まちなか」での定期的なイベント出店
をすることになりました。
・イベントへの出店申し込みをしつつ、委託販売も決定。
ワークショップも開催予定。
・今後はイベント販売をコンスタントにしていきたい。
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実践レポート④起業プラン作成講座

Ｄａｙ１ １月１７日

10:00～
12:00

WHYとHOW レクチャー
[資金の準備と稼ぐ力]

ワーク
[起業プランを立てよう１] 

Ｄａｙ２ １月２４日
HOWとWHAT レクチャー [価値を
売るマーケティングの視点]

ワーク
[起業プランを立てよう2]

Ｄａｙ３ ２月７日

WHATとSTRENGTH レクチャー [公
開プレゼンへ向けて！プレゼン
資料の作り方] 

ワーク
[起業プランを立てよう3]

Ｄａｙ４ ２月２１日
プレゼン資料作成

ワーク4 
プレゼン資料をつくろう
個別に対応しながらそれぞれプレゼ
ン資料を作り上げていきます

Ｄａｙ５ ２月２８日 9:30～14:00
公開プレゼン
ゲストの前で起業プランを発表します。
発表8分講評/質問 5分 入替2分

（講座内容）
DAY1 自分の事業の資金について学び資金計画を立てます。
DAY２ 身近な商品、店舗を例題にマーケティングを学びます。

また 自分はなぜ（ＷＨＹ）この事業をしているのか考える。
DAY３ プレゼン資料の基礎を学び 自分の資料へのイメージを膨らませ、

自分の強み「STRENGTH」をお互い伝えあい、自信を深めます。
DAY４ お互いのプレゼン資料について意見交換をしながらブラッシュアップして

いきます。講師より個別のアドバイスを受け 事業についてより深く考
えます。 16



実践レポート④起業プラン作成講座

●後藤小織「地元の紙製品を広げようプロジェクト」 地元 川之江市の紙産業活性化

●棚橋理紗「赤ちゃんから大人まで楽しめるコンサート♪」
「小さな子供がいても気兼ねなく参加できるコンサート」の主宰

●長坂亜希子「クチベタ起業女子を救う伝えたがり屋のデザイナー」
起業女子のかかりつけデザイナー

●河合柚香「ママの笑顔は世界を救う」 アドラー心理学講師

●水野由美子「5年後引退」 ビューティサロン経営

●石川恵都子「愛された記録を未来へ・・・」 赤ちゃん専門フォトグラファー

●両角祥子「Ribbon Time New Brand～つぼみ～」 クラフトフラワー講師、クリエイター

●高橋理恵子「和を輪で！！広げよう！」和雑貨「和ジアン」創作・販売

●都築愛可「メイクとファッションで女性をもっと幸せに」
メイクとファッションのサロン経営

一人8分間の持ち時間で 自分の事業をゲストアドバイザー、一般参加者の前でプ
レゼン。
講座受講の成果としてパワーポイントを使用して起業プランを発表しました。アド
バイザーからは今後の事業をさらに進めるための的確なアドバイスを頂くことがで
き 大いに参考になったようです。
また ランチ交流会では ゲストでお越しいただいた「きらずや」さんのお食事を
頂きながら アドバイザーの方々からさらにアドバイスや感想を頂いたり お互い
のプレゼンの感想を伝えあい交流を深めました。

DAY５ 2月28日 私の起業プランプレゼンテーション大会 参加者９名

ゲスト
豊田商工会議所 中小企業相談所 早川様
豊田信用金庫 経営支援部 杉浦様
きらずや オーナー 志水様
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実践レポート④起業プラン作成講座

起業プラン作成講座」に参加しての感想
・仲間ができたこと、自信がついたこと、いろいろな知識がついたこと、広がりに繋がった経
験となりました。

・大勢の人前で話すのが苦手でプレゼンなんて出来る訳ない…パワポって何？売上ずっと赤
字・・・なんて言ってずーっと向き合ってなかったことにやっと向き合えました。

・自分の起業ビジョン＝パラレルキャリアとしてやることが明確になりました。ターゲットが
自分の想定していた範囲を超えるようなアドバイスを頂けたのでとても参考になりました。

・とにかくメンバーとの出会いがよかったです。同じような悩み、希望を聞けて参考になりま
した。

・楽しかった。意識高い方々と知り合えてよかった。
・よかったです。起業しているママ。起業し始めたママ。みんなに勧めたい素晴らしい講座
だったと思います。

・自分の中の起業プランが明確になった。数字に目を背けていた部分があったが、しっかりと
打ち出すことでこうやって黒字にしていこう！と目標ができた。

・想いの原点まで立ち返ることで 想い―ターゲット―事業内容―商品―未来 が繋がりまし
た。とても有意義な時間でした。

・最初は横のつながりができるなら..ぐらいにしか思ってなかったのですがプレゼンに向け

回が進むにつれてやるぞってどんどん前向きになれました。

起業プランを作成してみての感想
・具体的かつ現実的にできた。家族の理解も深められ、応援してもらえるようになりました。
・自分を認めることが苦手で”自分はダメなやつ”っていつも思っていました。でも受講して
自分の良いところをたくさん言ってもらえて素直に嬉しかったしこれからも 頑張っていこ
うと思いました。

・自分の想いはしっかりとあるものの、いざ資金計画や経営となると甘くないことを痛感しま
した。杉浦さんにも言われたように”持続可能な”ビジネスを構築していきたいと思います。

・パワーポイントプレゼンをしたことが私にとって一番の成長や利益になりました。すごく集
中した2週間でした。

・なんとなく なんとなく 考えていたことが言葉で文字にしていくと何だか近い未来に叶い
そうな「ワクワク」した時間でした

「わたしの起業プラン作成講座」成果

5回の講座・プレゼンテーション大会を通じて 想いはあるものの事業としてどのように成

立させていったらいいのかの方法が分からずに活動をしていた女性起業家の皆さんが

もう一度 原点に立ち返り自分は何故今の事業を選択したのか、「だれに」「どのように」

「何を」届けるのかを考え それを聞いてもらうことにより さらに一歩進むきっかけを得

られました。アドバイザーの方による的確なアドバイスも大いに参考にされ、今後の事業が

広がっていくことが期待できる講座となりました。
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メディア実績

●中日新聞

●毎日新聞

●朝日新聞

●矢作新報社

●ひまわりネットワーク

●エフエムとよた
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プロジェクト報告会＆交流イベント IDOBATA SUMMIT

３月１０日（金）
１０時～１３時開催
とよた男女共同参画センター

１部
開会あいさつ
「とよたで女性の起業できますプロジェクト」報告会

２部「自分サイズで働く」を考えよう

●パネルディスカッション
「自分サイズで働くって？」

コーディネーター
ひだかちひろ

パネラー
小野聡美（Maple May）
宇井千春（Happy Closet）
平賀万美子（～love my home～）

●３分スピーチ
「起業プロジェクトで見つけた私の起業スタイル」

９名のプロジェクト参加者が自分サイズの起業スタイルについて発表

３部
井戸端会議（交流会）
パネラー、スピーカー、プロジェクト
主催者と話そう、つながろう

＜主催＞豊田商工会議所
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起業プロジェクトを通して① 受講生の声

プロジェクトに参加する前は何に悩んでいたか

・まず何を始めたらいいかが分からなかった

・本当に起業なんてできるのだろうか。本当に起業したいのかやりたい事がわからなかった。

・好きなことで起業なんてできるのだろうか。働きに出た方がいいのではないか。

・集客の仕方。・起業すると税金はどうなるのか。・青色と白色の違い

何が決め手になって申し込んだか

・具体的なプランがなくて モヤモヤしている状態でもOKだったため。

・女性のための講座であり、利用しやすい料金、託児があったこと。

・友人が活躍していたため。

・豊田市で女性の起業を応援し、起業できるため

・豊田市の地域性を知り、ネットワークを広げるため

講座に参加してよかったことは何か

・起業の仲間・交流が生まれた。

・自分自身を見直す時間が持てた。

・自分の道がハッキリとした。

・自分が興味をもってやりたいと願ったことを趣味のまま終わらせなくてもよいと分かった。

・自分のサービスの価値を知ることができた。

・仕事をすることで子供のこと、自分の生活をあきらめなくてはならないと思っていたが

考え方が変わった。

・税金についてある程度イメージが沸いた。

講座に参加して期待とは違った点、がっかりした点は何か

・質問をメールでしたり、フォローしてもらったりがなかったので聞きたくても

次の講座まで聞けなかった。気軽に聞ける体制だと良かったと思う。

・起業の手順が分かると思っていたが、精神面、心構えが主となっていたこと。

・出店準備からの講座では、商品陳列など形あるものに対してはよいと思ったが、

サービスを売る仕事については少し違うかと思い、参加を躊躇した。

・知り合い同士の輪が出来上がっていると、入りにくいと感じることがあった。

・数人のグループでのワークショップなどがあると色々な人と交流できて良かったかなと

思う。隣の人と話すぐらいで分野が全く違う人だったのでなかなか仲良くなれずに

終わった。
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起業プロジェクトを通して① 受講生の声

講座に参加してからの 自身の「変化」を教えてください

• 講師の先生の言葉が心に響き、逃げるよりはやってみよう！とチャレンジすることが増えた。
また、起業準備として、技術を習得する教室にも通い始めました。

• 自分自身の仕事について、話せるようになった。時間の使い方をよく考えるようになった。

• 交流を通して、行動するきっかけになった。今も迷いはあるが、受講前のやもやした感じと
は、全く違うもの。起業することは、自分としっかり向き合い続けることなんだなと学んだ。

• 以前から気になりつつ利用していなかったSNSの利用を始めた。

• 名刺を作った。豊田市には自分と同じような妻で母で嫁の女性が働こうと頑張っている姿を
見て、自分もやってみたいとモチベーションが上がった。

• 前向きになった、自信を取り戻しつつある、悩むより行動していて、それに応えてくれる人
がいる。

• 開業届を出して来年度から白色申告をする決心がついた。3年頑張ってやると大体結果を出し
ている人が多いとの言葉にやる気がでた。

• 自分の周りにいる同じように起業されてる女性達と繋がれて沢山の応援をもらったことが嬉
しかったです。

その他 メッセージ

• 子どもの預け先がない。保育園はいっぱいですし民間の託児は1時間１８００円…。

• 交流の場づくりはもっともっと行ってほしい。

• 豊田市は特に結婚を機にご自分のキャリアを積み上げる志半ばで仕事を辞め、豊田市に移っ
てこられた女性がたくさんいらっしゃると思う。出身地別の交流の場や企業が女性の就労率
アップのため？に配偶者の扶養手当をなくす方向で動いていることを踏まえ、行政と民間企
業がタイアップした取組を進めて欲しい。

• 私は結婚して家庭に入っている間に、パソコンが普及し、学ぶ機会がなかったので、もっと
勉強しておけばよかったと思ったので、そういった講座があると嬉しい。

• 他にも仕事をしていて、日程がなかなか合わず講座に参加出来ないのが残念です

• 起業プロジェクトに参加して、考え方、行動が変わりました。何も考えず過ごしていた日々
が、目標ややりたい事に前向きに向き合えるようになりました。ありがとございました！

• 私のターゲット、自分自身の強み、弱みも発見できてすごく良かったです。それ以上に相談
し、一緒に悩める仲間ができた事。すばらしい経験ができた事が私にとって大切な時間にな
りました。

• とりあえず行ってみようくらいで参加し始めた講座でした。今、起業にもつながるような新
しい仕事を始めたり、実際に行動していたり、自分でも見違えるほどの変化がありました。
また、その行動を認めてくれて協力してくれる人がいることに感謝しています。

• 今までは割と全て自分の力だけでやってきて、そうするものだと思い込んでいました。今は、
誰かに頼ってもいいし、自分の力をそれ以上にしていくことが、できることをもっと広げて
人生を切り開く近道なのかもしれないと思っています。
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起業プロジェクトを通して➁

年間を通したプロジェクト

・段階に適した講座を受講できた

・「モヤモヤ」から「モット」まで成長の道のりをサポートできた

・通期で学びあう仲間横のつながりができた

実践の場

・考える機会を提供し実践の場を通して成長できた

「とよたで女性の起業できますプ
ロジェクト」では
３機関が連携することで横軸とな
り、年間を通じた成長の道のりが
参加者の方にも実感できる縦軸と
なりました。
そこに、イベント出店やレンタル
店舗、起業プランプレゼンテー
ションなどの実践の機会があった
ことで、学んだだけで終わらない
成長がみられました。

豊田のまちなかを歩けば、起業女
性の常設店舗があって、「どうし
てる？」と気軽に声をかけられ、
励ましあう姿が、レンタル店舗の
実践を通してイメージすることが
できました。

そういった、広く、長く事業者と
してつながりあい、励ましあえる
仲間が豊田に増えていくことが想
像できます。起業プロジェクトに
参加したみなさんにはぜひ、そう
なって欲しいと願っています。

（株）eight 前田恭子
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「とよたで女性の起業できますプロジェクト」に寄せて

とよた男女共同参画センターは、性別にかかわらずその人が持つ「個性」「自分ら
しさ」を発揮できる人生を応援する施設です。このプロジェクトでは、モヤモヤさ
んを対象とした導入講座を担当しました。受講生の皆様には、ご自身のこれまでの
人生経験や得意分野を見つめ直し、これから進む道をどんな風に自分らしくデザイ
ンしていくか、考えるきっかけとしていただきました。そして、講師の日髙様や他
の受講生との出会い、交流が、何より心強いつながりになったことと思います。今
後も、官民連携のこのプロジェクトを通して、自分らしく働きたい女性を応援させ
ていただきたいと思います。

豊田市役所社会部共働推進室生涯学習課とよた男女共同参画センター 松田 彩世

本講座では、すでに起業を始めている方を対象とし、サポート機関である豊信様、
商工会議所様や先を行く女性起業家様と顔の見える関係を築き、もう一歩ステップ
アップすることが目的でした。鬼木先生から事業計画、ターゲットの明確化、自身
の想いを伝えるということに特化した内容をご指導いただき、公開プレゼンでは９
名全員が自身の起業プランについて堂々と発表し、アドバイザーから様々な意見を
いただくことで、さらにブラッシュアップされたことと思います。豊田市は各機関
と一丸となって、今後も皆様のご活躍を応援していきます。

豊田市役所産業部ものづくり産業振興課 高橋 いづみ

思い返せば2014年11月7日、フォレスタヒルズで開催された1Derlandが鬼木さん・日
高さんとの初対面でした。当時の私は中心市街地のにぎわいづくりを目指して、
「公共空地を活用した価値創造」を図るため、女性をプレイヤーに据えた民間の自
発的な経済活動の推進に向けて暗中模索の日々でした。そんな折、1Derland開催の
新聞記事を目にした私は渡りに船とばかり、お二人に協力をお願いして、女性の起
業支援を手掛けることとしました。 2015年度は、㈱eightと豊田商工会議所の共催で、
ママ向け起業連続講座に100名近いご参加をいただき、2016年度は、豊田市・豊田信
用金庫とも連携することで14テーマ延べ27回の事業に250名超の参加をいただきまし
た。多くの女性が、家庭以外の場所でも輝きたいと磨いてこられたスキルを起業に
つなげていただき、様々なステージで輝いていただけるよう微力ではありますが尽
力してまいりますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。最後になりましたが、
株式会社ｅｉｇｈｔのスタッフの皆さまには大変なご尽力をいただきましたこと、
感謝申し上げます。

豊田商工会議所 中小企業相談所 （経営指導員） 早川 秀喜

「わたしの起業プラン作成講座」における公開プレゼンテーションでは、女性なら
ではの視点とアイデアがあり、受講生一人ひとりの起業に対する思いが伝わりまし
た。起業するポイントとして、「やりたいこと」、「できること」、そして「利益
を生み出し継続し続ける」ことが大切であると考えます。豊田信用金庫は、事業計
画書の作成支援や資金支援を含めた様々なサポートを行い、目標に向かってがんば
る女性の起業者を応援します！

豊田信用金庫 経営支援部 部長代理 杉浦 浩
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