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▼人材育成・講座
【2012 年度】
[静岡県熱海市] しんくみ大学（一般社団法人全国信用組合中央協会）
[東京都東大和市] 中小企業支援担当者等研修専門研修「地域活性化のためのコミュニティビジネス支援」（独立
行政法人中小企業基盤整備機構）
[埼玉県北足立郡] コミュニティビジネスの実例から学ぶ（財団法人いきいき埼玉）
[千葉県千葉市] 地域ｺﾐｭﾆﾃｨの再生～ひととのつながりとまちの活性化～ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽの現状と課題（市町村職
員中央研修所）
[東京都北区] コミュニティビジネスセミナー（北区）
[東京都荒川区] 荒川コミュニティカレッジセミナー（荒川区）
[東京都八王子市]はちおうじ志民塾（八王子市）
[山口県岩国市] "実践！コミュニティビジネス（ＣＢ）による まちづくりコミュニティビジネスを成功例・失敗例ととも
に考えよう！"（いわくに市民活動支援センター）
[東京都練馬区] 練馬区コミュニティビジネス講座
[新潟県新潟市]コミュニティビジネスによる地域課題解決（新潟市中央区）
[愛媛県伊予市]四国サイコーダイガク講義（独立行政法人中小企業基盤整備機構四国本部）
[静岡県藤枝市] コミュニティビジネス実践セミナー（藤枝商工会議所）
[東京都杉並区] すぎなみ地域大学コミュニティビジネス入門セミナー（杉並区）
[徳島県徳島市] コミュニティビジネス創業セミナー（徳島市）
[徳島県美馬市] コミュニティビジネス創業セミナー（美馬市地域雇用創造協議会）
[横浜市神奈川区] かながわコミュニティカレッジコミュニティビジネス実践塾（神奈川県立かながわ県民活動サポ
ートセンター）
[埼玉県入間市] 彩の国いきがい大学ボランティア、市]民活動の基礎知識（財団法人いきいき埼玉（いきがい大
学入間学園）
[東京都港区] 港区コミュニティビジネスセミナー（港区）
[東京都豊島区] 社会貢献ビジネスフォーラム～あなたの力が 地域を元気にする もう一つのシゴトのかたち～
社会起業のはじめかた』（豊島区）
[埼玉県さいたま市]社会起業のはじめ方 （埼玉県立浦和図書館）
[富山県富山市] 地域コミュニティフォーラム（富山ボランティアセンター）
[埼玉県蕨市] コミュニティビジネス講座（蕨市）
[福井県福井市] 事例から学ぶ～コミュニティビジネスの始め方（福井市）
[青森県五所川原市] コミュニティカフェは元気の源～新たな地域コミュニティの拠点としてのコミュニティカフェの
可能性～（青森県）
[神奈川県横浜市] “先輩起業ママに聞く”「私にもできるかも！好きを仕事にする方法」（地区わ Job）
[新潟県新潟市・上越市・長岡市] 地域支え合いネットワークづくりセミナー（新潟県）
[埼玉県春日部市] コミュニティビジネスの実例から学ぶ（財団法人いきいき埼玉いきがい大学春日部学園）
[東京都東久留米市] 私も地域もイキイキする働き方（東久留米男女平等推進センター）
[東京都豊島区] コミュニティビジネス講座実践編（公益財団法人としま未来文化財団）
[さいたま市浦和区]退職後のための創業準備セミナー「実践者から学ぶ成功のポイント」（公益財団法人さいたま
市産業創造財団）
[東京都板橋区] コミュニティビジネス起業セミナー（板橋区）
[福島県広野町] 地域コミュニティ形成実践講座
[千葉県千葉市] 中心市街地の再生～まちの活性化と都市]交通政策～①（市町村職員中央研修所）
[東京都渋谷区] 福祉とコミュニティビジネス（東京都行政書士会）
[東京都杉並区]すぎなみ地域大学「NPO 法人のための助成金活用セミナー」（杉並区）
[山梨県南都留郡道志村] 木材活性コミュニティビジネスセミナー（道志森林再生協議会）
[神奈川県横浜市] かながわコミュニティカレッジ社会起業実践塾「社会起業」とは

【2011 年度】
[千葉県館山市]館山コミュニティビジネスフォーラム＆セミナー
[神奈川県横浜市磯子区]市民活動団体の課題と処方箋（磯子区）
[埼玉県蕨市]職員研修（蕨市）
[埼玉県]福祉分野のＣＢ成功の秘訣（埼玉県）
[東京都北区]コミュニティビジネスシンポジウム＆セミナー（北区）
[大阪府]大阪市職員研修 ＣＢと行政の連携について（大阪市）
[山形県新庄市]「新しいカタチの地域力」（新庄市）
[東京都]コミュニティビジネス講座（しごとセンター）
[三重県]市民活動センター研修＆商工団体向けＣＢ研修（津）
[神奈川県]コミュニティカレッジ協働編（神奈川県）
[東京都]セカンドステージ大学・コミュニティビジネス講座（立教大学）
[千葉県館山市]館山地域活性化支援事業（館山市）
[徳島県徳島市]コミュニティビジネス入門講座（徳島市）
[東京都]ソーシャルビジネス／コミュニティビジネス支援講座（東京都行政書士会）
[静岡県熱海市]しんくみ大学（一般社団法人全国信用組合中央協会）
[埼玉県さいたま市]経営指導員等研修 コミュニティビジネス研修（社団法人埼玉県商工会議所連合会）
[東京都東大和市]中小企業支援担当者等研修 専門研修（中小企業基盤整備機構）
[神奈川県横浜市]開催講座・NPO マネジメント講座（かながわコミュニティカレッジ）
[神奈川県横浜市]開催講座・社会起業／コミュニティビジネス実践講座（かながわコミュニティカレッジ）
[東京都千代田区]市民による地域づくりの仕事～コミュニティビジネスとは～（公益財団法人東京しごと財団）
[滋賀県近江八幡市]協働サロン 2011・コミュニティビジネスセミナー（公益財団法人淡海文化振興財団）
[埼玉県さいたま市]地域福祉実践講座（埼玉県）
[東京都三鷹市]若者支援員養成講座（NPO 法人文化学習協同ネットワーク）
[東京都板橋区]大東文化大学講義 日本の起業社会（大東文化大学）
[神奈川県横須賀市]横須賀市市民協働推進セミナー（横須賀市）
[富山県富山市]NPO 実務講座・NPO のためのコミュニティ・ビジネス入門（富山県民ボランティア総合支援センタ
ー）
[徳島県美馬市]コミュニティビジネス創出セミナー（美馬市地域雇用創造協議会）
[徳島県徳島市]コミュニティビジネス創業セミナー（徳島市経済部経済政策課）
[東京都練馬区]コミュニティビジネス講座（武蔵大学）
[島根県雲南市]コミュニティービジネスセミナー（NPO 法人日本エコビレッジ研究会）
[青森県青森市]コミュニティビジネス事業者育成セミナー（NPO 法人 NPO 推進青森会議）
[埼玉県蕨市]わらびコミュニティビジネス講座（蕨市）
[東京都豊島区]コミュニティビジネス入門講座（公益財団法人としま未来文化財団）
[東京都千代田区]地域・社会を元気にする仕事!～ソーシャルビジネスで働く!～（公益財団法人東京しごと財団）
地域活性化のためのコミュニティビジネス支援（中小企業基盤整備機構）
[埼玉県春日部市]コミュニティビジネスの実例から学ぶ（いきがい大学）
[神奈川県逗子市]逗子市男女共同参画啓発事業講座１／ありのままの自分を見つけて見つめる～発見！いまだ
からこそできること～（NPO 法人エンツリー）
[徳島県鳴門市]コミュニティビジネス創業セミナー(鳴門市地域雇用創造協議会)
【2010 年度】
［青森県青森市］コミュニティビジネス講座（青森市）
［東京都］しんくみ大学（全国信用組合中央会）
［徳島県徳島市］NPO 自立支援塾・コミュニティビジネス（徳島市）
［山梨県上野原市］上野原コミュニティビジネス講座（上野原市）

［千葉県館山市］館山コミュニティビジネス講座
[福井県福井市]コミュニティビジネスを学ぼう！（ふくい産業支援センター）
［東京都］コミュニティ・ビジネス＆創業支援講座（全国信用組合中央会）
［徳島県鳴門市］コミュニティビジネス創業セミナー（鳴門市）
[東京都杉並区]コミュニティビジネス起業実務講座（すぎなみ NPO 支援センター）
[東京都]市民による地域づくりの仕事～コミュニティビジネスとは～（東京しごと財団）
[東京都]女性のためのコミュニティビジネス実践講座（学術・文化・産業ネットワーク多摩）
［滋賀県東近江市］地域資源を活用して、ビジネスモデルを組み立てる（淡海ネットワークセンター）
[神奈川県横浜市]かながわコミュニティカレッジ
[東京都八王子市]志民塾・コミュニティビジネス講座（八王子市）
[富山県富山市]ＮＰＯ講座（富山県民ボランティア総合支援センター）
[東京都練馬区]練馬コミュニティビジネス講座（武蔵大学）
[東京都]行政書士会研修 ＳＢ・ＣＢ支援講座（行政書士会）
[東京都]豊島区職員研修
[東京都]コミュニティビジネス講座（しごとセンター）
[東京都]セカンドステージ大学・コミュニティビジネス講座（立教大学）
[横浜市旭区]左近山団地の安心な未来を考える勉強会
[山梨県道志村]世代を超えて安心して暮らせるむらづくり」プロジェクト
【2009 年度】
［青森県］コミュニティビジネス起業講座（ＮＰＯ推進青森会議）
［千葉県千葉市］千葉市コミュニティビジネス起業化講座（千葉市）
［岐阜県岐阜市］コミュニティビジネス講座（岐阜市）
［富山県高岡市］ＮＰＯ公開講座（高岡市）
［東京都品川区］品川区コミュニティビジネス起業講座（品川区）
［埼玉県］彩の国いきがい大学・地域創造科
［福井県大野市］コミュニティビジネス講座（大野市）
［徳島県徳島市］NPO 自立支援塾・コミュニティビジネス（徳島市）
［東京都八王子市］志民塾・コミュニティビジネス講座（八王子市）
［東京都］しんくみ大学（全国信用組合中央会）
［千葉県千葉市］千葉市コミュニティビジネス起業講座（千葉市）
［千葉県千葉市］職員研修・コミュニティビジネス
［神奈川県］ＮＰＯマネジメント講座（神奈川県）
［埼玉県］彩の国いきがい大学（川越校、蕨校）
「ボランティア・市民活動の基礎知識」
【2008 年度】
［神奈川県横浜市］コミュニティビジネスセミナー（よこはまＣＢｓｍｉｌｅｓ）
［千葉県白井市］コミュニティビジネスセミナー（白井市）
［秋田県大館市］コミュニティビジネス講座（大館市）
［神奈川県横浜市］地域ではじめるライフワーク講座（神奈川県再チャレンジ学習支援協議会／横浜市）
［東京都北区］北区ＮＰＯ・ボランティアカレッジ「コミュニティビジネスの可能性」 （北区ＮＰＯ・ボランティアぷらざ）
［東京都港区］行政とＮＰＯ、コミュニティビジネスとの協働（電源地域振興センター）
［埼玉県さいたま市］コミュニティビジネス起業講座（さいたまＮＰＯセンター）
［千葉県千葉市］座学じゃ分からないコミュニティビジネス起業化講座（千葉市）
［東京都豊島区］ＮＰＯ・社会貢献活動入門セミナー（豊島区/区民活動センター運営協議会）
［東京都］コミュニティビジネス講座（東京しごとセンター）
［鳥取県鳥取市］コミュニティビジネス講座（鳥取市）

［東京都板橋区］50 代&60 代のための地域入門実践・活動講座（板橋区/板橋フォーラム）
［神奈川県逗子市］コミュニティビジネス講座地域で思いをカタチにするために（逗子市）
［東京都葛飾区］シニアのための社会参加セミナー・入門編（葛飾区）
［東京都墨田区］コミュニティビジネス支援セミナー（墨田区）
［東京都北区］コミュニティビジネスセミナー（北区）
［東京都中野区］コミュニティビジネス入門講座（中野区）
［東京都千代田区］コミュニティビジネスアドバイザー講座 2008 (NPO 法人コミュニティビジネスサポートセンター）
［東京都］しんくみ大学（全国信用組合中央会）
［千葉県柏市］コミュニティビジネス起業講座（柏市）
［東京都］団塊世代の地域回帰講座（NPO 法人国際ボランティア事業団）
［東京都］中間支援人材育成講座（NPO 法人コミュニティビジネスサポートセンター）
［埼玉県吉川市］吉川コミュニティ・アクション・カレッジ（NPO 法人ＮＰＯネットよしかわ）
［千葉県千葉市］千葉市コミュニティビジネス起業講座（千葉市）
［神奈川県］ＮＰＯマネジメント講座（神奈川県）
［埼玉県］彩の国いきがい大学（入間校、浦和校）「ボランティア・市民活動の基礎知識」
［東京都］明治大学・公共経営学特別講義
「地域再生における多様な主体の連携の可能性－コミュニティビジネスの可能性」（明治大学）
［神奈川県川崎市］コミュニティビジネス入門！『はじめの一歩講座』（たまフォーラム）
［東京都足立区］足立区職員研修（足立区）
［埼玉県］ＮＰＯ運営力講座（埼玉県）
［福井県高浜市］たかはままちづくり実践講座
［福島県郡山市］コミュニティビジネス講座 （郡山市市民部市民協働推進課市民活動サポートセンター）
［長野県岡谷市］コミュニティビジネス入門講座（岡谷市）
［千葉県松戸市］新しいカタチの地域力！（まつど市民活動サポートセンター）
【2007 年度】
・ＮＰＯマネジメント講座（主催：Ｍｙｓｔｙｌｅ＠こだいら）
・ＮＰＯ入門（三井住友銀行主催）
・市民活動とコミュニティビジネス（八王子学園都市大学・いちょう塾）
・蕨市における市民参画と協働について
・ＮＰＯ入門（ちよだボランティアセンター主催）
・コミュニティビジネス講座（八王子学園都市大学・いちょう塾）
・坂戸市コミュニティビジネス講座
・学びあいカレッジ特別講座「協働と市民参画」
・彩の国いきがい大学・地域創造科（伊奈町）
・しんくみ大学（全国信用組合中央協会）
・社会経営研究会講座「ＣＢの組織と経営」
・厚木市ビジネス起業講座
・彩の国いきがい大学・浦和コース、大宮コース
「行政、企業、住民等の協力による地域づくり」
・足立区ＮＰＯ入門（足立区ＮＰＯ活動支援センター）
・コミュニティビジネスアドバイザー講座 2007
・コミュニティビジネスコーディネーター講座 2007
・コミュニティビジネス講座（北区・ネスト赤羽）
・コミュニティビジネス・ランチセミナー（さいたまＳＯＨＯベンチャー協議会）
・品川区・地域コーディネーター養成講座
・神奈川県ＮＰＯマネジメント講座
・京都府八木町商工会「コミュニティビジネス創業入門セミナー」

・千代田ボランティアセンター「ＮＰＯ入門」

・横浜市緑区・コミュニティビジネス入門講座

・さいたま市福祉コミュニティビジネス起業講座
・徳島県ＮＰＯ自立支援塾
・横浜市ＮＰＯビジネス講座
・厚木市 ビジネス講座
・足立区ＮＰＯステップアップ講座
・秋田県能代市コミュニティビジネスセミナー
・品川区コミュニティビジネスステップアップ講座
・足立区・団塊世代回帰事業セミナー
・柏市コミュニティビジネスセミナー
・東京都レクリエーション研究大会
「市町村レクリエーション協会の効果的運営方法」
【2006 年度】
・葛飾区コミュニティビジネス起業講座
・コミュニティビジネスコーディネーター認定講座
・いわき市「コミュニティビジネス講座」
・茨城県水戸市、土浦市「コミュニティビジネス講座-団体経営と財政基盤-」
・群馬県「コミュニティビジネス実践講座」
・品川区「コミュニティビジネス起業講座」
・彩の国いきいき大学（地域創造科）
・わらび学びあいカレッジ「まちづくり仕掛け人講座 2006」
・品川区コミュニティビジネス専門講座（子育て、高齢者福祉、まちづくり）
・コミュニティビジネスアドバイザー認定講座
・品川区コミュニティビジネス起業講座
・相模原コミュニティビジネス講座
・コミュニティビジネス・コーディネーター講座 2006
・社会経営研究講座
【2005 年度】
・ちよだコミュニティビジネス講座
・世田谷区コミュニティビジネス講座（生活工房）
・鹿嶋・潮来・佐原コミュニティビジネス起業化講座
・地域密着型創業講座（コミュニティビジネスによる創業） さいたま商工会議所
・パワーアップ講座（ＮＰＯ法人キープラネット主催）
・いわき市 コミュニティビジネス起業講座
・豊島区コミュニティビジネス支援講座
・千葉市コミュニティビジネス起業講座 （03、04 年度受講生のフォローアップ）
・我孫子市コミュニティビジネス相談会
・しんくみ大学（全国信用組合中央協会）
・品川区コミュニティビジネス講座
・栃木コミュニティビジネス講座（栃木産業交流センター）
・相模原コミュニティビジネス勉強会（全３回）
・我孫子市コミュニティビジネス起業講座
・島原市コミュニティビジネス起業講座
・コミュニティビジネスアドバイザー認定講座 (A コース、B コース)
・埼玉県蕨市「わらび学びあいカレッジ-まちづくり仕掛け人-」

【2004 年度】
・千代田区職員研修
・葛飾区職員研修
・栃木県産業振興センター「コミュニティビジネス創業の手法」
・東京都葛飾区「葛飾区コミュニティビジネス講座」（入門編・実践編）
・埼玉県蕨市「わらび学びあいカレッジ」
・我孫子市コミュニティビジネス起業講座
・多摩大学アートマネージメント講座
・千葉市コミュニティビジネス起業化講座
・上智大学地域貢献講座
【2003 年度】
・関東経済産業局/コミュニティビジネス事業化講座
・千葉県千葉市「コミュニティビジネス起業講座」
・埼玉県桶川市「コミュニティビジネス起業講座」
・千葉県館山市「コミュニティビジネス起業化講座」
・東京都葛飾区「葛飾区コミュニティビジネス・NPO 講座」
・栃木ボランティアセンター「コミュニティビジネス NPO 講座」
【2002～2004 年度】
・千葉県我孫子市「コミュニティビジネス入門講座」
「コミュニティビジネス起業講座」
【2002 年度】
・東京都北区「北区におけるコミュニティビジネス・NPO 講座」
・東京都北区「コミュニティビジネス NPO 独立起業講座」
.
▼講演会・シンポジウム
【2012 年度】
[東京都杉並区] 地域貢献ビジネスの展望（杉並区）
[東京都杉並区]すぎなみ地域大学「コミュニティビジネス講演会～実践者に学ぶ成功の秘訣～」（杉並区）
[岩手県花巻市] 地域コミュニティフォーラム（あしたの日本をつくる岩手県協議会）
[福岡県福岡市] SB・CB フォーラム 2012in ふくおか「社会的起業のススメ」（福岡市）
[愛媛県四国中央市] コミュニティ・ビジネス講演会（社会福祉法人四国中央市社会福祉協議会）
[青森県五所川原市] 地域密着型ビジネスの可能性～コミュニティビジネス(CB）とは～（青森県五所川原市）
[さいたま市浦和区] 実践！今“求められる商店街・商店とは？”（さいたま市商店街・商店応援プロジェクト）
[東京都千代田区] 地域社会の活性化につながる仕事！～コミュニティビジネスを知ろう～（公益財団法人東京し
ごと財団）
[長野県長野市] まちなか暮らしのコミュニティビジネス！～住民主体の長野の特性を活かしたまちづくり～（なが
のまち暮らしネット）
[埼玉県蕨市] 蕨市のブランドづくり（蕨人・わらんちゅ）についての講演会（蕨商工会議所）
[埼玉県さいたま市]福祉分野のコミュニティビジネス成功の秘訣（埼玉県）
【2011 年度】
・市民活動連携づくりパワーアップフォーラム（ひらつか市民活動センター）
・ひろさきコミュニティビジネスフォーラム 2011（特定非営利活動法人 NPO 推進青森会議）
・高崎商工会議所講演会（高崎商工会議所）
・商店街の活性化を考えるシンポジウム 2012（福岡県商店街振興組合連合会）

・市民活動パワーアップ講演会（ひらつか市民活動センター）
・地域コミュニティの活性化に向けた戦略を学ぶ（愛媛県・社協職員連絡会事務局）
・まるごと松戸ファンド・交流会（NPO 法人 CoCoT）
・とわだコミュニティビジネスフォーラム 2012（NPO 法人 NPO 推進青森会議）
・わらびネットワークステーションオープニング講演会（蕨市）
【2010 年度】
・広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会 総会＆キックオフフォーラム
・豊島区社会貢献フォーラム
【2009 年度】
・広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会 総会＆キックオフフォーラム
・ソーシャルビジネス全国フォーラム
・セカンドリーグ埼玉設立記念記念フォーラム
・広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会 シンポジウム
・港区コミュニティビジネス
・セカンドリーグ千葉設立シンポジウム
【2008 年度】
・広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会 総会＆シンポジウム
・鯖江市＆福井県コミュニティビジネスセミナー
・パルシステムセカンドリーグ食・農コミュニティビジネスモデル事業成果報告会
・茨城県 まちの創業セミナー
・板橋区コミュニティビジネスシンポジウム
・埼玉県蕨創業塾（蕨商工会議所）
・ソーシャル・アントレプレナー・ギャザリング（ＳＩＪ主催）
・あだちＮＰＯカレッジＮＰＯ・ＣＢ入門講演会
「あなたのまちにあつまりどころをつくろう」
【2007 年度】
・コミュニティビジネス立ち上げセミナー（広島県福山市）
・平成１８年第２回 まちの創業セミナー（茨城県主催）
・シニアネットフォーラム２１ in ２００７
・広域関東圏コミュニティビジネスシンポジウム２００７
・コミュニティビジネスシンポジウムｉｎ小平
・ボランタリーフォーラムＴＯＫＹＯ２００７（東京ボランティア・市民活動センター）
・環境コミュニティ・ビジネス成果発表会（経済産業省）
・柏市コミュニティビジネスシンポジウム
・埼玉中央青年会議所例会（地域ニーズに応えるコミュニティビジネス）
・品川コミュニティビジネスシンポジウム
・立教大学「コミュニティビジネスの継続力」
・コミュニティビジネスシンポジウム（埼玉中央青年会議所主催）
・足立区コミュニティビジネス・ＮＰＯシンポジウム
・東京都レク・コーディネーター会セミナー「コミュニティビジネスとは」
・全国レク大会研究フォーラム「【2007 年】問題に余暇の支援者ができること」
・青森コミュニティビジネスシンポジウム
・札幌コミュニティビジネスシンポジウム
・帯広コミュニティビジネスシンポジウム

・沖縄コミュニティビジネスシンポジウム
・品川区コミュニティビジネスシンポジウム
【2006 年度】
・武蔵大学「コミュニティビジネス講演会&シンポジウム」
・ニューパブリック研究会「公的施設活用のための NPO 法人との連携の可能性と課題」
・コミュニティ・ビジネス経験交流会 2006(東京労働局)
・広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会総会・シンポジウム
・千代田イノベーションカレッジ 2006
・相模原コミュニティビジネスシンポジウム
・厚木市「厚木と市民を豊かにするコミュニティビジネス」
・草加市市民塾セミナー「起業で社会貢献」
・社団法人中小企業研究所「成熟社会とコミュニティビジネス」
・川越市ＮＰＯ法人設立に係る研修会
・さいたま市「地域を豊かにするコミュニティビジネス」
・コミュニティビジネスシンポジウムｉｎ小金井
・三重コミュニティビジネスセミナー
・北九州市コミュニティビジネス講演会
・福井県「地域助け合いビジネス塾」（福井中小企業大学校）
・中国地域環境コミュニティ・ビジネスセミナー(広島/中国経済産業局)
・松阪市コミュニティビジネスセミナー「市民活動、社会貢献で利益を生むコツ」
【2005 年度】
・武生市コミュニティビジネス講演会
・環境コミュニティ・ビジネスと企業との連携について（甲府）
・相模原・町田コミュニティビジネスフォーラム
・コミュニティビジネスシンポジウム ｉｎ 南房総
・岩手コミュニティ・ビジネス経験交流フォーラム
・広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会総会・シンポジウム
・自治体ご担当者のための「コミュニティビジネス最新情報」勉強会
・コミュニティビジネス・フォーラムｉｎあおもり
・行田商工会議所 コミュニティビジネスセミナー
・葛飾区シニア社会参加セミナー
・としまＮＰＯ推進協議会 ＣＢ中間支援機関勉強会
・埼玉コミュニティビジネス講演会（熊谷、さいたま市）
・埼玉県戸田市「市民活動にもビジネスの感覚を取り入れよう」
【2004 年度】
・新潟県「にいがたコミュニティビジネスシンポジウム」
・岐阜県「コミュニティビジネスの現状と可能性」
・福井県「地域助け合いビジネス塾」
・多摩市コミュニティビジネスシンポジウム
・千葉市コミュニティビジネスシンポジウム
・我孫子市コミュニティビジネスシンポジウム
【2003～2004 年度】
・蕨市商工会議所「蕨市でのコミュニティビジネスの可能性」の勉強会

【2003 年度】
・世田谷文化生活情報センター「生活工房」にて講座実施
・上智大学 公開講座にてコミュニティビジネス講座実施
・長野県「コミュニティビジネスシンポジウムｉｎ佐久」講演・シンポジウム
【2002～2003 年度】
・広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会 総会・シンポジウム
・我孫子市「コミュニティビジネス・シンポジウム」
【2002 年度】
・生協にて「コミュニティビジネスを活用したまちづくり」の講演

▼受託事業 ・助成事業
【2012 年度】
[東北～関東] 復興支援型地域社会雇用創造事業（内閣府）
[東京都北区]東京都北区創業支援施設ネスト赤羽指定管理者受託（東京都北区）
[埼玉県さいたま市]コミュニティビジネス支援体制構築業務（さいたま市）
[東京都足立区] 足立区ＮＰＯ活動支援センター業務委託（足立区）
〈助成〉東京都地域中小企業応援ファンド（地域資源活用イノベーション創出助成金）
[東京都練馬区] 練馬区コミュニティビジネス推進サポート事業業務委託（練馬区）
[新潟県新潟市] 超高齢地域支え合いモデル事業 アドバイザー委託業務（新潟市）
[東京都杉並区] すぎなみ地域大学「コミュニティビジネス入門セミナー」運営業務委託（杉並区）
[徳島県徳島市] コミュニティビジネス創業セミナー業務委託（徳島市）
[徳島県美馬市] コミュニティビジネス創出事業委託（美馬市地域雇用創造協議会）
[東京都港区] コミュニティ・ビジネス支援事業（港区）
[東京都八王子市]はちおうじ志民塾基礎課程運営業務委託（八王子市）
[東京都八王子市]はちおうじ志民塾専門課程および卒塾式運営業務委託（八王子市）
[東京都豊島区] 「コミュニティビジネス講座実践編～まちづくりの実際を学ぶ」業務委託（公益財団法人としま未
来文化財団）
[東京都板橋区]コミュニティビジネス活性化支援セミナー事業委託（板橋区）
[東京都杉並区] すぎなみ地域大学「コミュニティビジネス講演会～実践者に学ぶ成功の秘訣～」運営業務委託
（杉並区）
[東京都杉並区] すぎなみ地域大学「NPO 法人のための助成金活用セミナー」実施委託（杉並区）
[東京都北区]生産地連携事業（北区商店街連合会）
[東京都北区]コミュニティビジネスセミナーの企画・運営委託（北区）
[東京都足立区]パークエンジェル育成事業（足立区）
[パルシステム生活協同組合連合会]セカンドリーグ事業推進支援事業
【2011 年度】
［東京都板橋区］板橋区コミュニティビジネス支援事業
［東京都北区］北区創業支援施設ネスト赤羽施設運営
［東京都足立区］ＮＰＯ活動支援センター運営委託
［パルシステム生活協同組合連合会］セカンドリーグ事業推進支援事業
［東京都八王子市］はちおうじ志民塾
〈助成〉東京都地域中小企業応援ファンド（地域資源活用イノベーション創出助成金）
（財団法人東京都中小企業振興公社より助成）
〈助成〉都内産品販売活動支援事業助成金（東京都）

〈助成〉生産地連携事業（東京都北区） 〈助成〉
［静岡県沼津市］コミュニティビジネス講座（ぬまづ産業振興プラザ）
［千葉県館山市］館山地域活性化支援事業（館山商工会議所街なか情報発信事業）
［関東］内閣府地域社会雇用創造事業
〈助成〉文京区被災地特産品販売事業（東京都文京区）
［総務省］官民連携型人材育成普及実証研究事業
［東京都足立区］パークエンジェル育成事業
【2010 年度】
［東京都板橋区］板橋区コミュニティビジネス支援事業
［東京都北区］北区コミュニティビジネス事業
［東京都北区］北区創業支援施設ネスト赤羽施設運営
［東京都足立区］ＮＰＯ活動支援センター運営委託
［経済産業省］地域新事業創出発展基盤促進事業（地域新事業活性化中間支援機能強化事業）
［関東経済産業局］地域新成長産業創出促進事業（社会課題解決型ビジネス活性化事業）
［パルシステム生活協同組合連合会］セカンドリーグ事業推進支援事業
［東京都港区］港区コミュニティビジネス支援事業
［東京都八王子市］はちおうじ志民塾基礎コース
〈助成〉東京都地域中小企業応援ファンド（地域資源活用イノベーション創出助成金）
（財団法人東京都中小企業振興公社より助成）
〈助成〉都内産品販売活動支援事業助成金（東京都）
〈助成〉生産地連携事業（東京都北区）
【2009 年度】
［東京都板橋区］板橋区コミュニティビジネス支援事業
［東京都北区］北区コミュニティビジネス事業
［東京都北区］北区創業支援施設ネスト赤羽施設運営
［東京都足立区］ＮＰＯ活動支援センター運営委託
［経済産業省］地域新事業創出発展基盤促進事業（地域新事業活性化中間支援機能強化事業）
［関東経済産業局］地域新事業創出発展基盤促進事業（コミュニティビジネス推進事業）
［パルシステム生活協同組合連合会］セカンドリーグ事業推進支援事業
〈助成〉東京都地域中小企業応援ファンド（地域資源活用イノベーション創出助成金）
（財団法人東京都中小企業振興公社より助成）
【2008 年度】
［東京都杉並区］杉並区コミュニティビジネス支援事業
［東京都北区］北区コミュニティビジネス事業
［東京都北区］東京都北区創業支援施設ネスト赤羽施設運営
［東京都足立区］ＮＰＯ活動支援センター運営委託
［経済産業省］地域新事業創出発展基盤促進事業（地域新事業活性化中間支援機能強化事業）
［関東経済産業局］地域新事業創出発展基盤促進事業（コミュニティビジネス推進事業）
［埼玉県狭山市］狭山元気大学開設プラン策定支援業務委託
［パルシステム生活協同組合連合会セカンドリーグ準備室］セカンドリーグ事業推進支援事業
〈助成〉ママが働ける地域づくり推進事業（独立行政法人福祉医療機構より助成）
〈助成〉東京都地域中小企業応援ファンド（地域資源活用イノベーション創出助成金）
（財団法人東京都中小企業振興公社より助成）

【2007 年度】
・東京都北区創業支援施設ネスト赤羽施設運営
・東京都足立区ＮＰＯ活動支援センター運営委託
・高齢農業者とつくる元気な地域づくり推進事業（独立行政法人福祉医療機構より助成）
【2006 年度】
・福島県いわき市「いわきコミュニティビジネス事業」
・東京都北区創業支援施設ネスト赤羽施設運営
・東京都墨田区「次世代ものづくり人材育成支援事業」
・東京都葛飾区「公共施設地域運営モデル事業支援業務委託」
・東京都杉並区コミュニティビジネス支援事業
【2005 年度】
・東京都北区創業支援施設ネスト赤羽施設運営
・厚生労働省コミュニティビジネス集中支援モデル事業
・農村振興連携調査事業（農林水産省）
・東京都北区コミュニティビジネス支援事業
・葛飾区高齢者参加型コミュニティ推進事業（独立行政法人福祉医療機構より助成）
【2004 年度】
・イノベーションカレッジ(財団法人中小企業センター)
・コミュニティビジネス・ワンストップ相談窓口事業(厚生労働省委託事業)
【2003 年度】
・福岡県久留米市コミュニティビジネス支援事業
【2002～2004 年度】
・千葉県我孫子市「我孫子市コミュニティビジネス支援事業」
・平成 15 年度小規模事業活性化推進（市民活動活性化モデル事業／経済産業省）
「我孫子市をモデルとしたＩＴ技術を活用したコミュニティビジネス等 市民活動支援事業」の実施
・福祉コミュニティによる「まちづくり」推進事業(独立行政法人福祉医療機構より助成)
【2002 年度】
・ＮＰＯ受託事業「コミュニティビジネス人材育成講座」
特定非営利活動法人ＮＰＯ事業サポートセンターと連携して雇用能力開発機構東京センターより受託
中央大学四谷校舎にて実施

2002 年 4 月～6 月 200 時間のカリキュラムにて 34 名の受講生

（雇用保険受給者）を対象に実施
・「多摩ニュータウン空き店舗活性化支援事業」
多摩ニュータウンの空き店舗３店舗を活用し 「コミュニティオフィス」
「コミュニティカフェ」「コミュニティギャラリー」を企画・運営支援)
▼調査研究
【2010 年度】
・エンジェル税制の利用に関する検討会（関東経済産業局）
【2009 年度】
・中心市街地活性化支援事業(NTT データ経営研究所)

【2008 年度】
・CB 中間支援機関のビジネスモデルに関する調査（三菱総合研究所）
【2007 年度】
・環境省・コミュニティ・ファンド選定評価委員会
・環境省・コミュニティ・ファンド等を活用した環境保全活動事業選定評価委員会
・行政とコミュニティビジネスのパートナーシップに関する調査研究（リベルタスコンサルティング）
・再チャレンジのための学習支援システムの構築（文部科学省）
【2006 年度】
・コミュニティビジネスの経営力向上ノウハウに関する調査研究委員会
【2005 年度】
・「コミュニティビジネス支援マニュアル」作成協力
【2004 年度】
・「コミュニティビジネス創業マニュアル」作成協力
・企業の社会貢献活動を活用したコミュニティビジネス支援策に関する
調査研究 委員参加(日本総合研究所)
【2003 年度】
・我孫子市の地域調査
・経済産業省
「企業の社会的責任と新たな資金の流れに関する研究会」第７回
【2002 年度】
・厚生労働省
「雇用創出企画会議」(コミュニティビジネスの資料提出及び発表)
▼パブリッシング
【2011 年度】
・しんくみ「ソーシャルビジネスに求められる金融機関とは」2011.3
【2010 年度】
・しんくみ「地域から信用組合が期待されていること」2010.5
・日刊工業新聞

「地方特産品の直売所（ふるさと美味いもん市場）」の記事 2010.9

【2009 年度】
・中西哲生のＪＵＳＴ ＪＡＰＡＮ
・読売新聞記事「地域交流カフェ急増中 運営資金調達に課題」 2009.5.12
【2008 年度】
・のんびる５月号 発信！地域ネットワーク（パルシステム）
・しんくみ ６月号 「コミュニティビジネスと創業支援」
・【2009 年】トップが語る１日１語 「私の夢 会社の夢」 （ＰＨＰ研究所）
・日経新聞記事 中小企業支援ファンド 2008.10.3

【2007 年度】
・新しい公共とＣＢ支援（地方自治研修【2007 年】5 月号）
・市民と進めるＰＤＣＡ（公職研【2007 年】6 月刊）
【2006 年度】
・グローバルネット 【2006 年】1 月号
「コミュニティビジネスがあなたと地域を豊かにする」
・読売新聞 2006.3.19

「退職後はコミュニティビジネス」

・パートナー（33 号【2006 年】12 月／蕨市発行）「地域みんなで支えよう」
・Ｏｎｅ‘ｓ ｎｅｘｔクラブ 50ｓ 2006 冬号（三井住友銀行発行）
・2007 トップが綴る「仕事の指針・心の座標軸」（ＰＨＰ研究所）

「第二の人生はＮＰＯ活動で社会貢献」
「楽しく充実したライフワーク」

・柏市コミュニティビジネスシンポジウム （2007.3.9「産経新聞」、2007.3.10「東京新聞」）
【2005 年度】
・労働統計調査月報 【2004 年】7 月号 「コミュニティビジネスと雇用政策」
・「富と活力を生む！コミュニティビジネス―地域・市民の夢と経済を実現する！」(書評 PDF)
(日本地域社会研究所／大川新人著)
・山梨新報 【2005 年】3 月 4 日
「コミュニティビジネスの意義と現状」
・信用組合 【2005 年】4 月号
「コミュニティビジネスの現状と地域金融機関との関係について」
・朝日新聞 【2005 年】5 月 27 日
「退職シニアは地域ビジネス」
・日経グローカル 【2005 年】7 月号
「コミュニティビジネス 進化する支援策見えてきた課題」
・日経グローカル 【2005 年】9 月号
「コミュニティビジネスアドバイザー講座＆コーディネーター講座」
・日経新聞 【2005 年】10 月 2 日
「ＮＰＯの借入なぜ増える？」
・ガンバル！元気社長＆スペシャリスト 【2005 年】10 月
（ＮＰＯ法人キープラネット発行）
▼委員、その他
委員、その他
【2012 年度】
・広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会事務局
・地域新成長産業創出促進事業（ソーシャルビジネスノウハウ移転・支援事業）審査委員（経済産業省）
・水産庁産地協議会活動支援における中間支援組織の育成方策検討委員会（アールピーアイ）
・足立区協働パートナー基金審査会委員（東京都足立区）
・福島県県産品振興戦略策定委員（福島県）
・さいたま市 CSR 推進委員（さいたま市）
・新しい公共円卓会議（内閣府）
・文京区産学官連携イノベーション創出協議会委員（東京都文京区）
・社会的就労支援事業に関する調査検討委員会（みずほ情報総研株式会社）
・豊島区まちづくりバンク（公益財団法人としま未来文化財団）
【2011 年度】
・国土交通省 国土審議会政策部会委員
・国土交通省 半島アドバイザー

・一般社団法人ソーシャルビジネスネットワークに参画
・三条市まちなか再生支援専門家派遣事業（財団法人地域総合整備財団）
・グッドプラクティス集+DB 作成協力（経産省地域経済活性化対策調査事業）
・ソーシャルビジネス・ケースブック作成協力
・さいたま市 CSR 認証制度設計に関する調査研究（財団法人地方自治研究機構）
・持続可能な社会づくりを担う事業型環境 NPO・社会的企業支援活動実証事業
マニュアル改定委員（一般社団法人環境パートナーシップ会議）
・助成金提供企業とのマッチング企画研修（パルシステム生活共同組合連合会）
・マニュアル検討委員会（パルシステム生活共同組合連合会）
・街元気サイト コラム執筆（株式会社三菱総合研究所）
・豊島区まちづくりバンク（公益財団法人としま未来文化財団）
【2010 年度】
・埼玉県蕨市元気な商店街づくり検討委員
・東京商工会議所北支部 シナジースキーム事業検討委員会
・ちよだプラットフォームスクウェア運営協議会・事務局
・立教大学・セカンドステージ大学講師
・墨田区産業振興会議・商業部会委員
・東京都足立区協働推進事業審査員
・新潟県三条市・まんなかプロジェクト総合プロデューサー
・国土交通省・国土審議会政策部会委員
・経済産業省・ソーシャルビジネス推進研究会委員
・立教大学セカンドステージ大学講師
・国土交通省・半島アドバイザー
【2009 年度】
・埼玉県蕨市元気な商店街づくり検討委員
・東京商工会議所北支部 シナジースキーム事業検討委員会
・ちよだプラットフォームスクウェア運営協議会・事務局
・東京都足立区協働推進事業審査員
・環境負荷低減国民運動支援ビジネス推進事業委員（経済産業省）
・立教大学・セカンドステージ大学講師
・ソーシャルビジネス推進イニシアティブ委員（経済産業省）
・国土審議会・政策部会委員（国土交通省）
・墨田区産業振興会議・商業部会委員
・東京都足立区協働推進事業審査員
【2008 年度】
・神奈川県再チャレンジ学習支援協議会・委員
・埼玉県蕨市元気な商店街づくり検討委員
・東京都府中市協働推進懇談会委員
・東京商工会議所北支部 シナジースキーム事業検討委員会
・広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会・事務局
・ちよだプラットフォームスクウェア運営協議会・事務局
・東京都足立区協働推進事業審査員
・環境負荷低減国民運動支援ビジネス推進事業委員
・立教大学・セカンドステージ大学講師
・セカンドリーグ埼玉（ドゥーコープ）準備会委員

・豊島区区民活動センターあり方検討会委員
・墨田区産業振興会議・商業部会委員
・成熟社会での起業を考える研究委員会（財団法人地球産業文化研究所）
・CB 中間支援機関のビジネスモデルに関する調査委員会委員（関東経済産業局）
・ＳＢ／ＣＢ事業基盤強化検討会（経済産業省）
・ソーシャルビジネス推進イニシアティブ委員（経済産業省）
【2007 年度】
・調布市地域ポータルサイトビジネスモデル協議会参加
・東京商工会議所北支部 シナジースキーム事業検討委員会
・ちよだプラットフォームスクウェア・エージェント運営委員
・環境コミュニティ・ビジネス事業推進委員会委員（経済産業省）
・我孫子市コミュニティビジネス推進協議会・事務局
・墨田区産業振興会議・工業部会委員
・足立区・提案型協働推進事業審査員
・広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会・事務局
・パルシステム 食・農コミュニティビジネスモデル事業委員
・神奈川県再チャレンジ学習支援協議会委員
・府中市協働推進懇談会委員
・セールスレップ協同組合専門委員
・足立区・提案型協働推進事業審査員
・経済産業省・ソーシャルビジネス研究会委員
【2006 年度】
・彩の国いきがい大学カリキュラム策定委員
・経済産業省 少子高齢化時代の地域活性化検討委員会委員(地域活性化検討委員会)
・三重県コミュニティビジネス振興研究会委員
・蕨市市民参画懇話会委員
・墨田区産業振興会議・工業部会委員
・環境コミュニティ・ビジネス事業推進委員会委員（経済産業省）
・関東ＮＰＯセンター情報交流会（中央労働金庫主催）
・エコ・イノベーションに関する意見交換会（経済産業省）
【2005 年度】
・わらび学びあいカレッジ「ＮＰＯ勉強会」
・地域づくり団体（ＮＰＯ法人）との意見交換会(農林水産省)
・H17 年コモンズ新産業創出事業(長野県)審査員
・ＣＢしながわ設立説明会
・ちよだボランティアセンター運営委員
・埼玉県コミュニティビジネス支援検討会
・全国商工会 小規模企業問題懇談会メンバー
【2004 年度】
・日本青年会議所褒賞委員会審査委員
・千代田区職員派遣研修受け皿団体(２名)
・山梨県コミュニティビジネス研究会参加
・館山市 CB 中間支援機関設立準備会 委員
・(財)広域関東圏産業活性化センター

・自治体の行政改革とＰＦＩ等民間のビジネスチャンスについて調査研究（ＰＦＩ研究会）
・NPO 法人寄付付保険事業(ソニー損害保険株式会社と提携)
・H16 年コモンズ新産業創出事業(長野県)審査員
・我孫子市コミュニティビジネス推進協議会 事務局
【2003 年度】
・四国経済産業局コミュニティビジネスの調査研究会・会議参加
・林野庁「グリーンコミュニティ」会議に参加協力
・関東経済産業局「コミュニティビジネスに関する自治体分科会」
・各種機関誌・雑誌などでの記事・コラム掲載
【2003 年度】～
・関東経済産業局「広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会」幹事
・コミュニティビジネスポータルサイト(あびこ CB ネット)の企画・管理・運営
CB 支援サイト あびこ CB ネット
地域ポータルサイト あびこタウンネット
・緑の募金・pointrial（ポイントリアル）システム開発
【2002 年～】
・厚生労働省「雇用創出会議」参加
【2002 年度】
・北区インターミディアリー発足会議に参加協力

