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とよたで女性の起業できますプロジェクトとは

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
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開催実績・概要①

総受講人数

207人

セミナー開催

16回
＊オリエンテーション・相談会含む

●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、相談会は除く。無回答除く）

～２０代 8人

３０代 69人

４０代 66人

５０代 31人

６０代～ 0人

合計 176人

※延べ人数

起業している 36人

起業に向けて動き出している 44人

正社員で働いている
（育休含む）

26人

パートで働いている 29人

専業主婦 18人

その他 38人

合計 200人
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～20代

4%

30代

40%

40代

38%

50代

年代

起業している

19%

起業に向けて動

き出している

23%

正社員で働いている（育休含む）

14%

パートで働

いている

15%

専業主婦

9%

その他

20%

受講者の現在の状況
（複数回答）

アンケートより



●受講生の構成 （連続講座は一人1カウント。無回答除く。）

開催実績・概要➁
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白色申告

11%

青色申告

10%

一年以内に

届け出予定

6%時期は未定だが 出したいと

思っている

54%

出す予定なし

19%

開業届申告状況
白色申告 15人

青色申告 13人

一年以内に届け出予定 8人

時期は未定だが 出したいと
思っている

74人

出す予定なし 26人

合計 136人

アンケートより

無回答除く

52

0

11

48

57

38

5

32

22
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豊田市広報

新聞

豊田市HP

PJチラシ

eight FB

eightブログ

eightスタッフ

eightHP

友人・知人

その他

講座を知ったきっかけ
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開催実績・概要③

参加前の 「モヤモヤ」した気
持ちが軽くなった

76人

具体的にやることがはっきりし
た

36人

起業に対して前向きになれた 75人

新たな課題が見つかった 64人

起業とは違う働き方を考えよう
と思った

2人

特に変化はない 8人

その他 7人

合計 284人

アンケートより

29

18

89

76

54

18

49

22

0 20 40 60 80 100

起業をしているが 前に進んでいないこと

起業はしているが 何をしたらいいか分からない

どのように起業をしたらいいかわからない

自分の資格や技術をどのように仕事に活かしたらいいか分からない

どのような働き方が自分に向いているのか分からない

自分の好きなこと得意なことが分からない

子育てや家庭と仕事の両立について

その他

講座に参加する前にどんなことで悩んでいましたか？

（複数回答）無回答除く

参加前の 「モヤモヤ」し

た気持ちが軽くなった

28%

具体的にやることがはっ

きりした

13%

起業に対して前向きにな

れた

28%

新たな課題が

見つかった

24%

起業とは違う働き方

を考えようと思った

1%

特に変化はない

3%
その他

3%

「起業に対しての自分の気持ちの変化」

複数回答

無回答除く
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開催実績・概要④

平均モヤモヤ度
受講前

平均モヤモヤ度
受講後

3.8

2.5

講座受講前と受講後のモヤモヤ度の変化を教えてください

アンケートより

受講前5

32%

受講前4

46%

受講前2

15%

受講前1

7%

受講後5

3%

受講後4

26%

受講後3

2%
受講後2

50%

受講後1

19%

受講前

受講後



講座スケジュール

期間：平成３０年６月から平成３１年３月

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）

■講師紹介

鬼木理恵（おにきりえ）

㈱eight
国家資格キャリアコンサルタント

前田恭子（まえだきょうこ）

㈱eight
国家資格キャリアコンサルタント
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千葉真由美（ちばまゆみ）

㈱eight
国家資格キャリアコンサルタント

2018年度の「とよたで女性の起業で

きます．プロジェクトは

実際に開業し、事業化する女性を増

やすことを目指す。

「起業に興味がある」層より「起業

したい意思がある」層を入口ター

ゲットとする

雇用や資金調達など事業の幅を広げ

る講座を充実させる。

実践の場を提供し、受講者のトライ

＆エラーを連携しながら支援する。



●前期オリエンテーション

６月２６日（火）２３名参加

内容：前期講座の説明と

ミニセミナー「オープンマインドで未来を描こう」

●後期オリエンテーション

１０月１０日（火）１４名参加

内容：後期講座の説明と

ミニセミナー「忙しい私にもできるわたし時間の作り方」

［主管］とよた男女共同参画センター
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講座内容① オリエンテーション

受
講
者
の
感
想
（
抜
粋
）

受
講
者
の
感
想
（
抜
粋
）

・やれる範囲でやれる所までやってみようと気持ちが前向きになった。
・自分のキャリアを見返すことができてよかったです。
・子供と離れて自分だけについて久々に考えました。親としてだけでなく自
分を大切にしてもよいと一緒に話し合いをしていた方と話していて気づき、
とても安心しました。
・同年代で同様な目標を持った方に出会えたこと。
・とても前向きな気持ちになりました。ほかの方の意見や考え方を聞くこと
ができとても参考になった。今後色々な講座に参加したいです。
・自分一人で考えているとなかなかスタートできそうでできないのですが、
人と話をすることで前向きに考えられるようになってよかったです。
・起業は夢のような話だと思っていましたがとても前向きになれました。今
の自分にできることがありそうな気持ちになれました。
・仲間に出会えそう。自分のやりたい方向の再確認ができた。

・グループシェアすることで新しい視点や方法を教えて頂けて感謝です。声
に出してみるメリットは大きかったです。
・eightさんがどんな団体でどんな講座をどんな人に向けて開催しているの
かとてもよく分かりました。特に「就業経験が浅く、管理・経営に関する能
力が乏しい」というような話を聞いて、まさに私だと思いました。
講座の内容も興味あるものでワークも今からできる事を見つけられました。
・自分のための時間について普段ゆっくり考えることがありませんでしたが
ゆとりの時間を持つことは大切だなと感じました。
・前田さんのおっしゃる通り「口に出してみる」という行動が第一歩だと思
いました。一人で考える時間が多い中、話す相手を増やすことも大切だと思
いました。
・書き出してみることでやりたいことなど再確認できました。セミナーに出
ながら頑張っていこうと思います。
・わたしの時間づくりの講座がとっても為になった。なかなかやろうと決断
できできない事を決断できました。明日から頑張ります。
・ワークで他の人に話す、アウトプットすることでまた一歩踏み出せそう。



講座内容②

●仕事における「自分の好きや得意を知ろう」講座
７月６日（金）１９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

●軸を見つける「自分サイズの起業スタイルを考えよう」講座
７月１３日（金）２２名参加

内容：様々な事例を示しながらワークを通し自分らしい働き方を探る

［主管］とよた男女共同参画センター
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受
講
者
の
感
想
（
抜
粋
）

受
講
者
の
感
想
（
抜
粋
）

・自分のことなのになかなか「文字」として出てこないとわかったこと。自己分

析ができたこと。

・新たな自分の好きを知れた部分と「やっぱりこれだ！」と思えたこと。

・同じような悩みを持っている方々が年代問わずいることがわかった。

・自分の向き不向きが明確になった。

・自分の苦手を知れた。今後につなげられるようにしたい。自分が得意なことが

改めて分かった。

・色々な方とお話しできて自分についていろいろな角度から見つめられたことと

今後についてイメージしていたことの視野が広がってよかったです。

・まだわかりませんが楽しく参加させていただいています。

・いろんな方の考え方が聞けて良かった。

・意外と時間に対して意識が無かったことに気付けたこと。

・何をどうしたいのかまとめる為の時間が作れてなかったことが大きかったことに

気付きました。

・「自分が何を大切にしたいか」を改めて可視化できた。

・さらにヤル気が出てきました。

・毎回楽しい。

・自分の潜在意識に目を向けることができて面白かったです。具体的に動き出して

いなくても講座に参加したり思いを巡らせることで前に進めている気がして嬉し

かったです。

・初めて漠然と考えていた起業プランを話せて一歩進めたことが嬉しかったです。

・いろんな方と話すことで新しい考え方を知ることや自分の考え方を知ることがで

きました。

・起業にはいろいろな形があると知ったこと。

・頑張って進んでみたいです。ここに来るだけでも勇気もらえます。



講座内容③

●「ビジネスでInstagramを活用しよう」講座

７月２４日 ２４名参加

内容：Instagramをビジネスで活用する利点と基本的な方法

●成功者から聞く！魅せ方使い方

「ハンドメイド作品を アプリで売ってみよう」講座

８月２４日 １８名参加

内容：楽天株式会社運営のスマホアプリの活用方法と実践ワークショップ。

商品の撮影のコツと梱包方法。また、作家さんを招き、体験談などお話しいただく。

［主管］豊田商工会議所
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受
講
者
の
感
想
（
抜
粋
）

受
講
者
の
感
想
（
抜
粋
）

・ストーリーズなど増えていく機能についていけなくてどんなものか知れたのが良

かった。

・自分で調べて使ってみること。得意な人に聞くこと。

・ビジネスアカウントへの切替、プロフィール編集が分かったこと。

・ハイパーラプスなど知らなかった機能を知れたこと（このようなことを発信した

かったのでよかった）

・ストーリーズを使ってみようと決心出来ました。よく分からずビジネスプロ

フィールにしていましたがインサイトの活用法が分かりました。

・自分の知識のなさに愕然としましたが学ぶ要点の一つが理解できた。（言葉、操

作がよくわからない）

・ビジネスをInstagramで発信することのイメージが少し具体的になりました。

・作品を売るにはどうしたらよいか教えてもらえた。ほかの参加者さんに客観的

な意見をもらえた。

・ラクマの利点を知れた。

・個人の努力次第であることを痛感した。

・今まで全く出店したことがなかったですが実際にやってみようと思いました。

・実用的な写真の撮り方や梱包の仕方を学べて勉強になりました。

・目の前が開けたこと。

・インスタや楽天さんなどなかなか自分では受けない講座が良心的な価格で受け

られて楽しかった。



講座内容④

●やってみよう！クラウドファンディング講座

９月１８日 １６名参加

ゲスト講師 「世界一やさしいレストラン」プロジェクト 代表の村瀬麻衣さん

内容：クラウドファンディングについての内容や提供会社、メリット・デメリットなど。
また、実際に成功された方を招き、立上げの経緯やプロセス、プロジェクトに対す
る想いなどお話しいただく。

●iction!コラボ 起業にまつわるお金のあれこれ基本のキ講座

１０月１９日 ２３名参加

内容 ：起業するうえで重要なお金と向き合うことの大切さと自分の労働価値の確認。

開業届、青色申告、税金など基本的な知識を学ぶ

［主管］豊田商工会議所
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受
講
者
の
感
想
（
抜
粋
）

受
講
者
の
感
想
（
抜
粋
）

・実際にクラウドファンディングを経験した方のお話を聞けたことがよかったです。

・自分の知らない知識がたくさん得られた（・クラウドファンディングにも色々メリッ

トデメリットがある・リターンについての目安・市役所南館にチラシを持っていけるこ

と・人脈のある人を頼る）

・クラウドファンディングをするにあたって、色々な会社があることが分かった。経験

談がとても具体的でよかった。

・クラウドファンディング・・活動は知っていましたが名前と結び付いていませんでし

た。勉強になりました。

・クラウドファンディングや今、自分がしていることに対するモチベーションがアップ

しました。

・同じようにいろいろ志を持った人がいるというのを知れてもっと頑張ろうと思った。

・申告などの手続きを難しく考えていましたが必要なことだということがよくわかりま

した。

・青色申告をやってみよう！と思うキッカケになりました。

・シミュレーションはワークシートをやってみると自分の足りていないところに気づけ

るので良かった。お金のことは、いまいちよく分からず、難しいので避けていましたが

向き合うべきだと考えさせられました。

・青色申告について調べようと思った。起業に向けて具体的なプランを立てようと思う

ようになった。すでに起業に向けて動いている周りの女性たちのおかげで刺激を受けた。

・マインドと開業届について、そして扶養控除についてよくわかりました。会社員でお

金は受け取ることばかりだったので本当に基礎が分かりよかったです。

・開業届を出したのでちゃんとしなきゃ！と自分のおしりをたたくための参加でした。

気持ちが引き締まったと思います。

・分かっている事、分かっていたが制度の変更があったなど、自身の「つもり」も多い

と自覚できました。



講座内容⑤

●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 12名参加

１1月６日・１３日・２７日 1２月４日・１８日

（最終日 プレゼンテーション大会）

１７ページ～２１ページに実践レポート

［主管］ものづくり産業振興課

● 専門家が勢ぞろい 起業なんでも相談DAY

１月２３日 ２９名参加 ６相談ブース開設

専門家が６つの相談ブースを構え、起業したばかり・これから起業したい女性達が

気軽に相談できる場として相談会を開催

＜相談ブース＞

●税理士 寺田靖子税理士事務所

●行政書士 かわむら法務事務所

●豊田信用金庫

●起業女性専門デザイナ― hitonowa

●中小企業診断士・ライター 言葉工房トム

●女性起業サポート （株）eight

［主管］豊田商工会議所
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講座内容⑥

●仕事の幅をひろげる

クラウドソーシング活用講座 ～お仕事受けたい人編

2月８日 ８名参加

（ゲスト講師：クリアデザイン 北原康子さん）

内容：クラウドソーシングとは何か。どう活用するか。先輩からクラウドソーシングを活用し

て事業する心構えやメリットデメリットを伺う。

●仕事の幅をひろげる

クラウドソーシング活用講座～お仕事依頼したい人編

２月２２日 ４名参加

内容：クラウドソーシングという仕組みを利用して、自分の本業以外の仕事を依頼するにはど

うしたらいいかを学ぶ。どのようなサービスがあるのか、何を依頼できるのか、また

講師の体験談など。

［主管］豊田商工会議所
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受
講
者
の
感
想
（
抜
粋
）

受
講
者
の
感
想
（
抜
粋
）

・クラウドソーシングの存在を知った。実際に成功された方のリアルな話を
聞けたこと。自分のビジネスを始める勇気が出ました。
どのように利用したらよいか具体的でよく分かりました。
・経験者の方のお仕事を通したご経験をたくさん聞かせていただきとても学
びになりました。売る場所を選択するというお言葉が心に残ってます。たく
さんの名言をメモメモしました。
周囲に本気でクラウドソーシングやって活用できている人がいない（少し
やってみて・・・まで）ので、実際の人から聞けるのはとてもよかったです。
そんなに気張ることないと思えました。
ほとんど知識のない分野だったのでこういうやり方もあるなぁと思いました。

・eightさんの成功事例、失敗事例、やっぱり実例が聞けるのが嬉しいです。
・何でも自分でやろうとしないで頼めることは頼もうと思いました。
・頼めることを頼む場があること。自分が手放すことで得られるもののイ
メージができたので良かったです。



実践レポート 起業プラン作成講座

（講座内容）
DAY１ 事業の資金について学び、自分の事業の資金計画を作成。
DAY２ 身近な商品、店舗を例題にしたマーケティングを学び、ターゲットの設定。

自分のターゲットに合わせた発信ができているかの振り返り。
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、自信を深めた。
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。講師

より個別のアドバイスを受け 事業について考えを深め、資料を作成。
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Ｄａｙ１
11月6日
（火）

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
11月13日
（火）

HOWレクチャー
[SNSでの発信力と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
11月27日
（火）

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
12月 4日
（火）

プレゼン資料作成
[個別に対応しながらプレゼン資料をブ
ラッシュアップ]

ワーク
[プレゼン資料をつくろう]

Ｄａｙ５
12月18日
（火）

9:30～
14:00

公開プレゼンテーション
ゲストの前で起業プランを発表します。
発表7分 講評/質問 3分 入替2分

DAY1～DAY4 私の起業プラン作成講座 受講者１２名



実践レポート 起業プラン作成講座

●「OKDOG PROJECT（オーケードッグプロジェクト）」柴犬に特化した雑貨制作販売

●～ケアを受けたくても受けられないお母さんのために～
『おかあさんのためのサロン』 出張型ケアサロン

●「マフィンと土鍋と本のおうち Our Timeつくろう、自分らしい時間」ママ向けサロン

●ベトナムレストランinとよた ベトナム料理店経営

●すべての家事をコンパクトに 大切な毎日にわくわくを♪ 整理収納アドバイザー

●-学齢期にきっかけと刺激を-移動する駄菓子屋 駄菓子屋イベント主催

●最期まで在宅で安心して過ごせる訪問看護ステーション 訪問介護士

●「大切な方への贈り物をより素敵に演出するお手伝い」 ラッピング講師

●育児をもっと楽しむわたしになる♪ 女性のためのやさしいボディワークサロン ゆじゅ

●お仕事帰りや休日に 気分転換のひとときを フラワーアーティスト

●～企業とママを繋ぐ～ チーム ドローンママーズ ドローンイベント販売

●「個人事業をより華やかな物にする彩華ITサポート 起業女性のためのITサポート

DAY５ 12月18日 私の起業プランプレゼンテーション大会 参加者１１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
先輩企業女性 特定非営利活動法人 起業支援ネット 久野様
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1人7分間の持ち時間で、講座を通して作成した自分の事業をゲストアドバイザー、一般
参加者の前でパワーポイントを使用して起業プランをプレゼンしました。
ゲストアドバイザーからは「年を追うごとにレベルが上がって素晴らしいプレゼンテー
ションばかりだった」という激励や、今後の事業をさらに進めるための的確なアドバイス
をいただきました。
それぞれのアドバイスはこれから更に事業を進めていくためにきっと役立つことと思いま
す。
ランチ交流会では、元城町でカフェをオープンしている先輩起業女性”Mayple&May”の小
野さんの軽食をいただきながら、アドバイザーの方々や応援に駆けつけた仲間からさらに
アドバイスや感想を得るなど、お互いのプレゼンの感想を伝えあったりしながら交流を深
めました。
昨年までの起業プラン作成講座参加者も観覧に来ていただくなど、4年目に当たる今回の
講座はさらに充実したものとなりました。



実践レポート 起業プラン作成講座

この講座に参加してよかったことは何ですか？
・ターゲットがはっきり決まったこと。
・自分の中の思いを表明出来たこと、起業を実現するために…数値化する事の大切さを学ん
だこと。
・プランを発表するにあたって明確にできたこと、それに際して足りないもののアドバイス
をもらえたこと。何より仲間や支えてくれる人がいて孤独ではないと知れることがよかった
です。 そして、今回の講座で作った地盤にどんな課題があるのかを知る機会を頂けたことが
大きく、方向性を決めれたことが大きかったです。
・自分のやりたいことが明確になりつつあります。
・起業の志しを持つたくさんの方々にお話が出来てとても良かったです。
・自分がどんな形で起業したいのか、具体的にイメージすることができるようになりました。
・自分のやりたい事の方向性がはっきりしたことです。
・公開プレゼンで専門家のアドバイス・視点を聞くことができたこと。
・自分の想いが分かった、家族と話し合えた。
・事業について、今まで曖昧にしたまま進んできたこと、特にターゲットやコンセプトなど
を見直し、設定することが出来ました。それを発表し聞いてもらうことで、自分の事業への
思い入れも強くなりました。なにより、挫けそうな時、一緒に受講した方々の頑張りに励ま

されたことや、様々な考えに触れられたことは、とても貴重な経験・財産となりました。
・やりたい事のその先を想像し考える事が出来た。
・自分を客観的に見ることができた。人から自分の強みを見つけてもらえた。

この講座で一番学んだことは何ですか？
・思いを言葉で表すという芯の大切さ。
・起業という言葉は一つだけど様々な方法があることを知りました。
・起業の形があいまいだと人に伝えることも個人事業主としての在り方も厳しくなること。
人に伝えるには自分の思い描く図がしっかりしていないと絵空事になってしまうか伝わらな
いことを感じました。 そして、期限を決めてプレゼンをするにあたって、家庭とのバランス
取りをどのようにしていくか…その進め方は本当に大切だと思いました。 子どもがいれば不
測の事態も起こるし、それに対しての対策も考えた上でどうやって進めていくのか…その難
しさと大切さを実感しました。 そして仲間や先輩方とつながって孤独にならないことの有難
さと大切さを実感しました。
・ぶれない心、やり続ける決意。
・楽観的に考えながらマイペースに確実に夢に向けて進むことです。
・同じ業種が多くある中で、いかに自分らしさを出しターゲットをしぼることが大切かがわ
かりました。
・事業計画の組み立て方と、いろんな方との出会いが、いかに大切かということを学びまし
た。
・資金計画を具体的に考えることで、商品の価格設定の重要さに直面しました。
（起業することへの心構え）
・自信を持つことの大切さ、でしょうか。私はとにかく自分に自信がなく、理想も目標も小
さく小さくなりがちでした。講座で、他の受講生の方から自分の良いところを誉めていただ
いたりして、本当に嬉しかったので、自分自身でも少しは認めてあげられるようになれたら
と思います。
・｢事業」であるという事はどういう事か、という事を改めて学びました。
・金額の設定。自分よがりになりがちだったので、買いたいと思われるためにはどうするべ
きか？頑張れば買えそう！と思える金額はいくらかなど、考えさせられました。
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白色申告

8%

青色申告

8%

一年以内に届け

出予定

17%

時期は未定だが 出したいと

思っている

42%

出す予定

なし

8%

未記入

17%

開業届提出状況
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実践レポート 起業プラン作成講座

満足度5

58%

満足度4

42%

5回の満足度

8
6

5
3

2
2

1
1
1
1
1
1

2

0 5 10

学ぶ場を増やしてスキルアップしたい

HPやSNSで今回のプランについて発信をしていきたい

仲間を増やすためのアクションを起こしたい

開業届を出したい

これまでとは違う手法で事業を展開していきたい

もっと事業計画をブラッシュアップしていくため支援機関に相談…

企業へのアプローチをしてみたい

資金を得るために支援機関に相談に行きたい

もっと事業計画をブラッシュアップしていくため支援機関に相談に…

開業届を出したい

企業へのアプローチをしてみたい

特に変化はない

その他

起業プランを実現するために起こしたい行動（複数回答）

30代

50%40代

42%

50代

8%

年代
起業し

ている

16%

起業に向け

て動き出し

ている

17%
正社員で働いている

（育休含む）

33%

パートで働

いている

17%

専業主婦

17%

その他

0%

受講者の状況

5

4

2

1

0 1 2 3 4 5 6

新たな課題が見つかった

具体的にやることがはっきりした

起業に対して前向きになれた

その他

起業に対しての自分の気持ちの変化
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8
8

5
4
4

3
3
3

1
1
1
1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

一緒に活動する仲間づくり

起業や経営の知識・ノウハウ

開業資金の調達・開業後の資金繰り

認可・許可などの手続き

仕入先や顧客の確保（顧客開拓、人脈開拓）

家事や育児等との両立

仕入先や顧客の確保（顧客開拓、人脈開拓）

人材の確保・育成

記帳(ハンドメイドの棚卸を重点的に)・イベント運営の仕方

家事や育児等との両立

起業や経営の知識・ノウハウ

認可・許可などの手続き

受けてみたい講座（複数回答）

実践レポート 起業プラン作成講座

「わたしの起業プラン作成講座」成果と改善点
＜成果＞
自分の好きを仕事にしていきたいと、起業という道を進み始めてはいるものの「お客様からお金を頂いて事業
をする」ことに対しての向き合い方が分からなかったり、自分のお客様を思い描いていなかったり、発信に対
しての知識などが不足していた女性起業家の皆さんが、4回の講座とプレゼンテーションを通して、しっかり
と自分の仕事に向き合い、どうしてこの仕事、起業の道を選び、誰の何を解決するために事業をするのかを改
めて考える場となりました。しかるべき人に自分の事業をプレゼンテーションし、アドバイスをもらうことに
より まだ足りない事やできること・するべきこと・方向性を認識し、さらに今後の事業を発展させるための
知見とモチベーションを高めることができました。また、連続講座を通して、仲間を得ることもでき、今後の
起業に大きな力を持つことができたと思います。
＜運営に関しての課題、改善点＞
発表者の資料締切が直前だったこともあり、ゲストの方への資料展開が事前にできていないことでアドバイス
頂くことに負担をお掛けしました。
このような、ゲストにコメントを頂くような際には、事前に資料をお渡ししておく、誰から誰にコメントを頂
くかなど決めておくなどの配慮が必要であったと感じています。

7

6

6

3

3

2

2

1

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8

経営に関するセミナー・講座

先輩起業家や専門家による助言や指導が受けられる相談窓口

起業家同士が情報交換をしたり刺激を受けたり出来る場

保育施設や家事支援、介護支援等サービスの拡充

低金利融資制度や税制優遇措置

起業家同士が情報交換をしたり刺激を受けたり出来る場

家賃補助やインキュベーション施設など、ハード面への支援

事業開始後の一般向けPRの場(イベントなど)

保育施設や家事支援、介護支援等サービスの拡充

どんな支援を期待するか（複数回答）

＜主管 豊田市役所ものづくり産業振興課＞



プロジェクト報告会＆交流イベント IDOBATA SUMMIT

３月８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 トークセッション
●パネルディスカッション

「起業で出会った人・コト・わたし」

コーディネーター
前田恭子（㈱eight）

パネラー
田中真美子《美と健康サロン Be-jin》

ボディートーク療法認定施術士 ジェモセラピスト
郡山真喜子《coco*chi》ハンドメイド作家
柴田なつ美 《Atelier Happiness》 チョークアーティスト

●３分スピーチ
「起業プロジェクトで見つけた新しい可能性」

８名のプロジェクト参加者が「起業プロジェクトで見つけた新しい可能
性」をテーマに想いをスピーチ

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

＜主管＞豊田商工会議所
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これまでの起業プロジェクト受講生の活動紹介①

みよしの特産品の柿を使ったカ
レーを高校の売店で販売。
MYC代表 小林 理果さん

2018年
「私の起業プラン作成講座」受講
輝く女性ソーシャルビジネスプラ
ンコンテストあいち2018
協力機関賞受賞

◎起業 PJ に参加 して 一番変わったことは何ですか
全てが変わりました。パートをしながらだったので、誰かに指示
されてやっていた仕事が、自己責任になり、毎日悩みます。
良い意味でも悪い意味でも自分自信が看板商品です。私のファン
になってもらえたら、自分の商品も認めてもらえると思って色々
な方に出向いて口説いて歩きました。

◎私の活動と起業 PJ との関り
仕事を始めると、目の前の仕事をこなすことで毎日が過ぎて行き
ます。カレーを売る→売れた‼️終わり。
しかし、PJに参加する事により、メンバーから、様々な意見をも
らったり、勝手に柿カレーの行方を考えてくれたりします。

◎今後の計画を教えてください
自分が責任を持ってやれる範囲で進めて行けたらと思っていま
す。現在、三好高校、豊田西高校 今後拡大予定。
自分も子供達にとっては母であり、うちで働いてくれる人達もお
母さんです。多くの母を助けたいし、助けられたい。一人でも多
くの人がカレーで繋がっていけたら良いと思います。

ママと子どもの体幹トレーニング・
キッズコーチング

hugme 大橋 恵さん
2018年
「私の起業プラン作成講座」受講

IDOBATA SUMMIT スピーカー
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◎起業 PJ に参加 して 一番変わったことは何ですか
やりたいことをやる→仕事としての意識が強くなりました。自分
の職種以外の起業している仲間と出会ったことで自分の周りから
は出なかった意見を聞くことができる仲間ができました。
自分が気づいていなかった自分のサービスの魅力まで違った立場
から語り合えたのも大きかったです。

◎私の活動と起業 PJ との関り
自分の活動を一度まとめたことにより、今は自分が思い描いてい
たところのどこまで進んでいるのか、もしくは立ち止まっている
部分はどこなのかが明確に今でも感じることができます。実際約
１年が経ち、デビュー講座受講前までにここまでは進みたいと自
分で意識して動いていました。

◎今後の計画を教えてください
キッズコーチング講座開催を名古屋で開始。
バランスボール・親子レッスンを定期開催。
・子どもの才能を見つけて伸ばす方法
・自分の体を見つめながら子育てをすること
ここをママに伝えていくことで「今日の自分も好きになる」ママ
を増やしていく。
またそれ行うことで自分の好きを実現できる、未来を切り開くマ
マを増やしていきたい！



クリアデザイン 北原康子さん
2018年
「私の起業プラン作成講座」受講
IDOBATA SUMMIT スピーカー

2019年
クラウドソーシング活用講座
お仕事受けたい人編 ゲスト講師
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これまでの起業プロジェクト受講生の活動紹介②

◎起業 PJ に参加 して 一番変わったことは何ですか
自分の考えていることを口にすることへの恐怖心が少なくなっ

た。母親になることは仕事人としては終わってしまったという思
い込みを外すことができた。
家庭を預かり子どもを育てるケアワーカー的立場と外の世界に向
けた仕事はどちらも等しく重要であり、これまでの働く価値観と
は異なる取り組みを前向きに捉えられるようになった。

◎私の活動と起業 PJ との関り
一人で考えていると不安で思考停止したり、自分にできるわけ

がないとマイナスに考えてしまうことが多く、現状維持以上のこ
とへの行動が鈍ってくるが、曖昧な気持ちや妄想レベルの理想を
受け止めてくれる場所があることでやってみようと行動へシフト
できる。母親になったことはキャリアのマイナスではない、とい
うエイトさんの姿勢が失った自信を取り戻すのに大きく役立つ。
また、業種はちがえど個人事業主や起業という働き方をする人と
の接点が増え、悩みや疑問を共有できる。

◎今後の計画を教えてください
企業理念や行動指針を確立し、中長期的なビジョンを持ち、

日々の判断・選択をより早く、迷いを減らしたい。個人事業主で
ありながらチームでも仕事ができるような体制づくりを目指した
い。

北原さんの作品



起業プロジェクトを通して

「とよたで女性の起業できます．プロジェクト」

は3年目。「起業」が働き方のひとつとして選択

肢となり、それを起業プロジェクトという形でと

よたという街が応援していることが周知されてき

ていると実感できた年でした。

2018年度はスタート地点を「起業に興味がある」

層よりフェーズを上げ、「起業したい意思があ

る」層を中心にプログラムを組み立てました。ま

た、雇用や資金調達など事業の幅を拡げる講座を

充実させました。

近年、ネットの活用で必ずしも出店場所やオフィ

スを構える必要がなくなってきたことが起業にト

ライしやすくなった理由のひとつとして挙げられ

ます。

今年度は新しくフリマアプリ、クラウドソーシン

グ、クラウドファンディングといった新しいツー

ルの知識やノウハウについての講座を取り入れま

した。講座にはゲストとして、実際に活用してい

る先輩女性起業家を招いてお話いただきました。

顔を合わせて商売をしなくても済むようになった

からこそ、直接話を聞く機会を提供できたのは意

義あることでした。

また今年はスタンプカードを取り入れたこともあ

り、継続して講座を受講してくださる方が多くい

らっしゃいました。通期の学び合いで、プロジェ

クト終了後も続く繋がりができたのは嬉しく思い

ます。これまでの受講生のように、彼女たちが支

えあい切磋琢磨し事業を継続していく未来を楽し

みにしています。ただ、起業プロジェクトで芽生

えたタネを、継続して支援していく仕組みができ

ていないことは課題と感じております。今後の豊

田市における女性起業支援の取り組みに期待し、

私どもも協力していきたいと考えます。

株式会社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

当センターが担当した「モヤモヤさん」を対象とした講座では、ご自身の好きなことや得意分野など

改めて自分自身を見つめ直していただいたことにより、コレカラを考える良い機会にしていただけた

と思っております。講座前は不安そうな顔をしていた受講者の方々が楽しそうにワークに取組む姿や、

講座後の生き生きとした晴れやかな表情がとても印象的です。また、本講座を通して出会った仲間と

の繋がりは、これから皆様の心強い支えになっていくことと思います。

今後も、自分らしく輝く豊田市の女性の皆様を応援させていただきます！

豊田市役所 生涯活躍部市民活躍支援課 とよた男女共同参画センター 三谷奈央

約１か月間に及ぶ「わたしの起業プラン作成」講座では、㈱eightの前田先生による指導の下、ター

ゲットの明確化や事業に対する自身の想いの確認を行っていただきました。ブラッシュアップを重ね

挑んだ公開プレゼンでは、発表をやり遂げ、達成感に満ち溢れた受講生の皆さんの顔がキラキラと輝

いていました。アドバイザーの方々からいただいた助言や一緒に頑張ってきた仲間たちは、受講生の

皆さんにとって宝物になったことと思います。豊田市は今後も、皆様の活躍を応援しています。

豊田市役所 ものづくり産業振興課 西田 莉乃

2016年10月、鬼木様との思わぬ出会いからスタートした「女性の起業支援プロジェクト」。豊田市

はじめ関係各位の皆さまとともに豊田商工会議所も一緒に歩ませていただきました。

昨年末には、経済産業省主催「女性起業家支援コンテスト（ジョキコン）」で、㈱eightが最優秀賞

を受賞され、本事業が全国的に認められたことは発案者として喜びに堪えません。

一定の役割を終えた今、本事業は暫くお休みさせていただきますが、近い将来、新たなプロジェクト

として、起業をお考えの皆さまとお会いできることを楽しみにしています。 豊田商工会議所では、

起業を思い立った日から、事業計画の作成、開業資金のご相談開業後の記帳、確定申告まで一気通貫

で支援させていただきますので、起業をお考えの女性のみなさま、遠慮なくご相談ください。

豊田商工会議所 中小企業相談所長（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、女性ならではのユニークな

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熱い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「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 杉浦 浩
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