
１ 事業費 ７億円（平成22年3月24日交付決定）
２ 事業期間 平成22年3月24日から平成24年3月31日まで
３ 事業目的

次の３分野において、社会起業インキュベーション事業及び社会的企業人材創出・インターンシッ
プ事業を行うことにより、雇用創造のネットワーク・システムを構築し、社会的企業による継続的
な雇用創造を図る。

(1) 自然資源を活用した雇用創造分野（森林ビジネス、地域資源活用ビジネス）
(2) 地域づくりによる雇用創造分野（まちづくりビジネス、中山間地域ビジネス）
(3) 安心安全を確保するための雇用創造分野（食農ビジネス、福祉介護・医療ビジネス）

４ 事業内容
(1) 社会起業インキュベーション事業
(2) 社会的企業※人材創出・インターンシップ事業

※ 社会的企業
少子化、環境被害、地域の衰退などの社会的課題について、事業性を確保しながら、
自主的かつ積極的に取り組むＮＰＯ法人等をいいます。

平成２２年８月９日

三遠南信地域連携ビジョン推進会議

三遠南信地域社会雇用創造事業

１

内閣府の「地域社会雇用創造事業」に応募し、採択（５３事業者の応募のうち、採択は全国12事業者）

資料②



社会雇用創造事業による県境を越える雇用創造
ネットワーク構築

① 課題認識

製造業の激変・中山間地の衰退

県境地域の一体化・250万流域都市圏の創造

２

地域の多くの分野での派遣切り等による雇用危機

→地域の社会不安へ

大学や産業、行政の緊密な連携による分野間の雇

用流動化

自治体・経済団体連合体であるSENAが産業間の人

材流動の媒体・ネットワークとなる

１ 課 題

２ 対 策

３ 流れの

創出



②事業対象人材と雇用創造分野

事業対象人材 地域社会雇用創造事業 社会雇用創造分野

起

業

社
会
的
企
業

Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
団
体

行

政

○企業内からの起業
（シルバー層、スピンアウト）
→研修経験者・企業

○ふるさと起業人材
（大都市流出層）
→高校卒業生、東京事務所

○地域内起業
（主婦、学生）
→市民活動、大学

○全国からのＩターン起業

○製造業関連非就職者
（中小企業労働者、期間労働
者）→商工会議所、組合

○その他
（学生、シニアなど）

インキュベーション人材

インターンシップ人材

インキュベーション
事業

創造的社会起業
ネットワーク構築

90人（雇用450人）

インターンシップ
事業

地域再チャレンジ・
ネットワーク構築

800人

○自然資源分野
・森林ビジネス
（林業、森林案内、森林療法、
CSR活動）

・地域資源活用ビジネス
（地域観光参加、自然エネル
ギー利用）

○地域づくり分野
・まちづくりビジネス
（まちづくりコーディネー
ター、イベントサービス業、
交通サービス、飲食関連）

・中山間地域ビジネス
（山間居住サポート、山間産
物加工）

○安全安心分野
・福祉介護・医療ビジネス
（福祉、介護、障害者施設）

・食農ビジネス
（農業、農産品販売）

雇用創造

３



インターンシップ事業インキュベーション事業

外部委員 選定・評価委員会

ＳＥＮＡ社会的企業人材育成委員会

外部委員 運営委員会

インキュベー
ション機関

インキュベー
ション機関

インキュベー
ション機関

コーディネート機関 コーディネート機関

○三遠南信８信用金庫 ○三遠南信住民セッション
（NPO団体等）

③推進体制及び基金の運用・管理方法 ○基金の管理方法

ＳＥＮＡ事務局で管理（規程設置）

特別会計の設置（基金繰入金、事業経費）

○基金の運用方法

銀行その他の金融機関への預金により運用

○基金からの支払い事務の管理方法

出納員の設置（浜松市会計管理者）

ＳＥＮＡ

森林
NPO 観光公社

中山間地
NPO 農芸会社

協力
機関

協力
機関

自然エネル
ギー会社 ・・・

協力
機関

協力
機関

協力
機関

協力
機関

協力
機関

協力
機関

協力
機関

協力
機関

４



④社会的企業人材創出・インターンシップ事業

５

6月 3日 研修生受入機関募集 プレスリリース
6月 7日 第１期研修生受入機関募集説明会 遠州
6月 8日 第１期研修生受入機関募集説明会 南信州
6月 9日 第１期研修生受入機関募集説明会 東三河
6月18日 第１期研修生受入機関の決定
6月21日 第１期研修生募集開始 プレスリリース
7月 9日 第１期研修生募集締切
7月14日 第1期研修生面談会・第２期研修生受入機関募集説明会 遠州
7月15日 第1期研修生面談会・第２期研修生受入機関募集説明会 東三河
7月16日 第1期研修生面談会・第２期研修生受入機関募集説明会 南信州
7月20日 集合研修開始 遠州
7月21日 集合研修開始 東三河
7月22日 集合研修開始 南信州

２ 取組状況

・２４機関（研修コース29本 ・研修生受入枠194名）

遠州地域 10機関 83名 東三河地域 11機関 103名 南信州地域 3機関 8名

・対象分野別期間数

①自然資源 6機関 6コース ②地域づくり 11機関 16コース ③安心安全 7機関 7コース

（１）第1期研修生受入機関の決定

１ 事業期間 平成24年3月31日まで
２ 目標 インターンシップ修了生 800人
３ 研修期間 30日間 （2年間で6期開催、各期の研修実施期間概ね3ヶ月程度の中で開催）

（研修生受入機関での分野別研修26日間、SENAが実施する集合研修4日間）
４ 研修生受入機関 研修修了生1名につき135,000円を交付

への交付金
５ 研修の受講料 無料
６ 活動支援金の支給 年収見込額が基準を下回るなどの条件を満たす方に支給

１ 事業概要



④社会的企業人材創出・インターンシップ事業

６

３ 今後の予定

平成23年11月～

平成24年1月

平成23年7月～

10月

平成23年4月～7月平成23年1月11日
～3月31日

10月1日～12月24日研修実施期間

平成23年9月～

10月

平成23年6月～

7月

平成23年2月～3月11月～12月8月16日～9月14日研修生募集期間

平成23年9月頃平成23年5月頃平成23年2月頃10月末頃8月6日研修生受入機関
募集 締切

6期5期4期3期2期

平成23年度平成22年度期別

項目

（３）インターンシップ事業 第1期研修生の決定

応募者数 １０４名 遠州地域３３名 ／ 東三河地域６８名 ／ 南信州地域３名
決定者数 ９６名 遠州地域２９名 ／ 東三河地域６５名 ／ 南信州地域２名

・ＮＰＯ法人 ケアーサポート楡の木

・有限会社 トライアングル・トラスト

・イシグロ農芸有限会社

・ＮＰＯ法人 ふぃ～る工房

・ＮＰＯ法人 しんしろドリーム荘

・NPO法人 福祉住環境地域センター

・NPO法人 てほへ

・社団法人 奥三河ビジョンフォーラム

・豊橋技術科学大学地域協働まちづくりリサーチセンター

・ＮＰＯ法人 穂の国森づくりの会

・株式会社 リージョナルブレインズ

・社会福祉法人 天竜厚生会

・株式会社 ミリカネット

・ＮＰＯ法人 日本語教育ボランティア協会

・株式会社 浜名湖国際頭脳センター

・ＮＰＯ法人 浜名湖館山寺温泉観光街づくり協議会

・ＮＰＯ法人 湖西なろっぷスクール

・ＮＰＯ法人 地域づくりサポートネット

・ＮＰＯ法人 ニューパートナーシップ研究所

・ＮＰＯ法人 浜松NPOネットワークセンター

・NPO法人 三遠南信アミ

・かぶちゃんファーム 株式会社

・おひさま進歩エネルギー株式会社

・株式会社 南信州観光公社

東三河地域
遠州地域

南信州地域
（２）第1期研修生受入機関（地域別）



⑤社会起業インキュベーション事業

７

１ 事業概要

(1)内 容 新たな雇用を創出するため、三遠南信地域において社会的企業の創業・事業化を目指す方を支援

「社会起業プラン・コンペティション」により優秀な事業計画を選定し、その策定者に対して起業のための各種研修会の開催、

起業アドバイザーの紹介等を行うことで起業の支援をする。起業した場合には、「起業支援金（上限280万円）」を交付。

社会起業インキュベーション事業を広く周知し、社会起業の啓発や社会起業プラン・コンペティションの説明を目的とした「社会

起業シンポジウム」を開催

(2)事業期間 平成24年3月31日まで

(3)目 標 2年間の事業期間中に90名が起業することを目指す

(4)その他 2年間の事業期間中に4回の社会起業プラン・コンペティション(第1期～4期）を行う

(1)概 要 １次審査 地域審査委員（地域の企業アドバイザー）による書類審査

２次審査 社会起業インキュベーション選定評価委員会（企業経営者、学識経験者等により構成）によるプレゼン

テーション 審査

１次審査通過者に対しては、２次審査に向けた事業計画のブラッシュアップ指導あり

(2)応募要件 三遠南信地域において、地域内の課題・ニーズに対応した社会的企業を起業し、かつ継続的に事業を展開できる方

応募主体は個人（現在企業やＮＰＯなどの団体、任意のグループに所属している場合でも個人として応募可能）

起業する事業は、新たに企画されたもの（建設・土木事業でないこと）

(３)スケジュール ア 募集期間 ・第１期 ８月１８日から ９月３０日まで ・ 第２期 ８月１８日から１１月３０日まで

イ 審査

２ 社会起業プラン・コンペティション

１２月下旬１２月中旬１２月上旬第２期

１０月２９日１０月中旬１０月８日第１期遠州地域

１２月下旬１２月中旬１２月上旬第２期

１０月２６日１０月中旬１０月５日第１期南信州地域

１２月下旬１２月中旬１２月上旬第２期

１０月２５日１０月中旬１０月５日第１期東三河地域

２次審査ブラッシュアップ１次審査期地域



⑤社会起業インキュベーション事業

８

9月上旬7月中旬12月下旬10月下旬2次審査

8月下旬7月上旬12月中旬10月中旬ブラッシュアップ

8月中旬6月下旬12月上旬10月上旬１次審査

8月中旬6月下旬11月30日9月30日締 切

5月8月18日募集開始

４期３期２期１期

平成２３年度平成２２年度期別

項目

４ 今後の予定

３ 社会起業シンポジウム

(１)概要 社会起業家の方々をパネリストとしてお招きし、事業内容等の報告をいただき、社会的企業について理解を深める。

また、社会起業プラン・コンペティションの説明会を行う。

(２)開催日時・会場

ホテルヴィラくれたけ9月 8日 18:00～遠州地域

飯伊地域地場産業振興センター２階研修室8月27日 18:00～南信州地域

豊橋サイエンスコア １階サイエンスホール8月18日 18:00～東三河地域

会場開催日時地域



⑥社会雇用創造事業予算

９

３４７，４００３５３，０００７００，４００計

預金利子１００３００４００２ 雑収入

基金からの繰入金３４７，３００３５２，７００７００，０００１ 繰入金

説明H23予算H22予算全体予算項目

説明H23予算H22予算全体予算項目

３４７，４００３５３，０００７００，４００計

１００３００４００５ 予備費

内閣府との連絡調整に要する費
用等１０，５００１０，５００２１，０００

４ 事務連絡

調整費

事務所賃借料、パソコン等機器賃
借料等１７，２００１７，５００３４，７００３ 管理経費

起業支援金、活動支援金、管理
業務委託料、監査法人委託料等３０８，２００３１３，３００６２１，５００２ 事業費

事務局補助員人件費等１１，４００１１，４００２２，８００１ 人件費

歳入

歳出

(単位：千円）

(単位：千円）



10

お問い合わせ先

三遠南信地域社会雇用創造事業 インターンシップ事務局

〒440－0888 愛知県豊橋市駅前大通二丁目46番地 名豊ビル6階

《事業受託団体：社団法人東三河地域研究センター》

ＴＥＬ：0532－21－6647 ／ ＦＡＸ：0532－57－3780

ＵＲＬ http://www.sena-internship.jp/

三遠南信地域社会雇用創造事業 インキュベーション事務局

〒441－8113 愛知県豊橋市西幸町字浜池333番地の9

《事業受託者：株式会社サイエンス・クリエイト》

ＴＥＬ：0532－44－1127 ／ ＦＡＸ：0532－44－1128

ＵＲＬ http://www.sena-incubation.jp/


