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趣旨 
 

大阪ＮＰＯセンターは市民社会の創造を目指しています。 

その社会を実現するために、社会課題を解決する 

ソーシャルビジネスのさらなる広がりが必要不可欠です。 

そこで、大阪ＮＰＯセンターがソーシャルビジネスを 

発掘・サポートし、ネットワークを紡
つむ

ぎだすことによって 

笑顔あふれる社会をつくります。 

 

 

概要 
 

“ソーシャルビジネス 

 プランコンペ”は、社会課題の解決につながる 

ソーシャルビジネスの事業プランを応援・表彰し、 

サポートしていきます。 

当プランコンペの対象となるソーシャルビジネスとは、様々な社会に存在する課題を正当な対価を

得て解決する事業であり、収入を得る経済活動と理想を実現する社会活動 

とを両立させ、事業を持続することが求められています。 

2008年より実施している本事業は、今年で第 11回を迎えます。 

ソーシャルビジネスを発信するプラットフォーム的な役割を担っており、現在活躍している多くの社

会起業家を輩出しています。ソーシャルビジネスを志す事業者にとっての登竜門となっており、多くの

社会起業家が夢を形にして全国で輝いています。 

社会にプラスの変化を与える“志”のある方々を本コンペを通して応援します。 
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 社会起業家が新たなことにチャレンジするきっかけを提供します。 

 

 密かに抱いていたアイデアを多くの人に伝えることができます。 

 

 プランを客観的に検証することができる期間です。 

 

 さまざまなジャンルの選考委員からの質問やコメントがもらえます。 

 

 ソーシャル意識をもつ仲間と出会え、ソーシャルビジネスのネットワー

クを作ることができます。 

 

 支援機関やサポーターと共に、事業プランの 

ブラッシュアップができ、その後も大阪 NPO センターのサポートがつき

ます！ 

 

 最終プレゼンテーションでは、ソーシャルビジネスに 

関心がある 100名以上の目の前で、自分のプランを発表することが 

でき、自信につながります。 

 

 サポーターや来場者など、自分のプランに共感してくれるファンを集める 

ことができます。 

 

 受賞することでモチベーションがアップし、活動にさらに弾みがつきます。 

 

 なにより、自身の夢の実現につながります。 

 

 

 

社会起業家を生み出すソーシャルビジネスプランコンペの仕組み 

メリットがいっぱい！！ 
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対象プラン 社会をより良くするソーシャルビジネスプラン 

 

選考対象 ・新たなソーシャルビジネスのプランをお持ちの個人及び団体 

 ・新たなソーシャルビジネスにチャンレンジされている個人及び団体 

 

募集期間 2018年 5月 14日（月）～7月 13日（金） 

 

スケジュール 応募締切：2018年 7月 13日（金） 17:00 

 一次選考（書類選考）：2018年 7月 27日（金） 

 ～ 一次選考後、ブラッシュアップ期間があります ～ 

 ブラッシュアップ事業プラン提出締切：2018年 10月 5日（金） 

 二次選考（ プ レゼ ン テー シ ョ ン 審 査 ）：2018年 10月末予定 

 最終選考（プレゼンテーション審 査 、会 場 投 票 ）：2018年 11月 17日（土） 

 

 

応募方法 ① ホームページ（http://www.osakanpo-center.com/）の 

 「ソーシャルビジネスプランコンペ」のページから 

 「募集要項」「申請書」をダウンロードください。 

 ② 募集要項をご確認ください。 

 ③ 申請書を記入し、事業内容がわかる資料があれば添付ください。 

 提出するプランは１プランとし、正１部、副 5部（副は複写可） 

 を郵送または持参で大阪ＮＰＯセンターまで提出してください。 

（クリップ留め） 

 ＊提出された書類は、選定審査事務以外の目的には使用しません。 

 また、提出された書類は返却できませんので、ご了承ください。 

 

応募対象  

・全国を対象とし、実施する事業プランをお持ちの個人・団体・企業や、実際に事業を始められた個人・

団体・企業等 

※事業主体の法人格は問いません。 

 

・すべての選考スケジュールに参加可能であること。 

※遠方の場合、スカイプでのサポート、プレゼンテーションも可能です。事前にご相談ください。 

 

応募要項 

＊スケジュール 

イメージも 

ご覧ください 
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選考方法  

経営者、学識経験者、金融機関等のメンバーで形成された 

「ソーシャルビジネスプランコンペ選考委員会」が、 

①社会性（社会課題の把握、対象者・ビジョンの設定、共感性、インパクト・独創性 等） 

②事業性（リサーチ・マーケティング、実現性、収支計画、実施体制 等） 

をもとに、厳正なる審査を行い、各賞を決定します。 

また、最終選考においては、会場からの投票による③共感性 が加点されます。 

 

 

申請書の提出先 申請にあたってのご質問やご相談も受け付けています。 

及び 問合せ先 大阪ＮＰＯセンターまでお気軽にお問合せください。 

 

認定ＮＰＯ法人 大阪ＮＰＯセンター（開所時間 平日 9:30～17:30） 

〒541-0046 

大阪市中央区平野町１丁目７番１号 堺筋髙橋ビル 5階 

ｔｅｌ ０６-６２２３-３３０３  ｆａｘ ０６-６２２３-３３０６ 

 ＷＥＢでのお問合せについては大阪ＮＰＯセンターのホームページ「お問合せ」画面よりお願いいたします。 

 

 

 

 

 

大阪ＮＰＯセンター 検索 



6 

Copyright © 2018 OSAKA NPO CENTER All Rights Reserved 

 

 

 

▶総合評価による賞 

 

 

 

 

▶企業や行政が独自の基準に合わせて設置する賞 

 

 

■presented by：大阪シティ信用金庫 

 応募されたプランのうち、大阪シティ信用金庫営業地区内（※）の事業を対象とします。 

事業に関するサポート 

受賞後、大阪 NPOセンターによるコーディネートのもと、受賞者の事業にかかる継続的な支援（大阪シ

ティ信用金庫による広報支援や連携コーディネートなど）を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■presented by：株式会社キリン堂 

 応募されたプランのうち、「健康・医療分野」の事業を対象とします。 

事業に関するサポート 

ブラッシュアップサポート 

受賞後、大阪NPOセンターによるコーディネートのもと、受賞者が必要とする資源と㈱キリン堂がもつ資

源をマッチングします。 

 

引き続き、企業や行政からオリジナル賞が続々登場予定 

グ ラ ン プ リ 

ＧＲＡＮＤ ＰＲＩＺＥ 

（１本）賞金３０万円 

準 グ ラ ン プ リ 

ＳＥＣＯＮＤ ＰＲＩＺＥ 

（１本）賞金１０万円 

特 別 賞 

ＳＰＥＣＩＡＬ ＰＲＩＺＥ 

（２本）賞金５万円 

各賞のご説明 

キリン堂賞 （１本） 事業に関するサポート 

大阪シティ信用金庫賞 （１本） 賞金 ＋事業に関するサポート 

※大阪シティ信用金庫 営業地区 

大阪市、東大阪市、守口市、門真市、大東市、八尾市、寝屋川市、堺市、松原市、柏原市、 

藤井寺市、羽曳野市、四條畷市、吹田市、豊中市、摂津市、茨木市、高槻市、交野市、枚方市  

尼崎市、大阪狭山市、高石市、箕面市、池田市、富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村 

泉大津市、和泉市、河内長野市、忠岡町、岸和田市、伊丹市、貝塚市、熊取町、泉佐野市 

田尻町、泉南市、奈良市、生駒市、生駒郡、香芝市、大和高田市、北葛城郡、葛城市 



7 

Copyright © 2018 OSAKA NPO CENTER All Rights Reserved 

 

 

 

申請書提出締め切り  
 

 

一次選考（書類審査）  
開催場所：大阪ＮＰＯセンター セミナールーム 

 

★審査結果は郵送にて通知します。 

 

【ブラッシュアップ期間】 

 

● 期間内に、事業者は自身の事業プランを再度検討し、  

新たに「ブラッシュアップ事業プラン」を提出します。 

● サポーターによる支援を希望される方は事務局によるマッチングのうえ、

サポートがつきます（２回程度） 

● 同じ志をもつソーシャルビジネス事業者との交流会などもあります 

 

 

ブラッシュアップ事業プラン 提出締め切り  

 

二次選考（プレゼンテーション審査）  
開催場所：大阪ＮＰＯセンター セミナールーム（予定） 

 

                    ★多様なジャンルの審査員による質問だけでなく、アドバイスもいただけます！ 

 

 

最終選考（プレゼンテーション審査、会場投票）  
開催場所： 大阪市内を予定 

 

★会場からの投票もあります！ 

 

選考スケジュール 

 

ブラッシュ 

アップ 

応募締切 

7月 13日（金） 

最終選考 
11月 17日（土） 

午後 

 

一次選考 

7月末 

プラン再提出 

10月 5日（金） 

二次選考 

10月末 

午後 
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一次選考通過後、事業プランに共感し「応援したい！」という気持ちをもつ 

サポーターが、グランプリ獲得に向けて一緒に伴走します。 

 

支援期間 一次選考（書類審査）～二次選考（プレゼンテーション審査） 

 二次選考までに提出されたプランをブラッシュアップし、 

 再度申請した事業プランを提出していただきます。 

 

支援内容 ● 魅力・実現性のあるプランにするためのブラッシュアップ 

⚫ プレゼンテーションへのアドバイス 

⚫ 事業プランや個人・団体のＰＲ 

⚫ あなたの事業プランに共感する大切なファン・サポーターの獲得 

 

 

 

 

 

主催 認定ＮＰＯ法人大阪ＮＰＯセンター 

後援（予定）  ＩＡＧ、大阪市、大阪シティ信用金庫、大阪商工信用金庫、 

  大阪青年会議所、 関西ニュービジネス協議会、 キリン堂、 

  近畿経済産業局、堺市、日本政策金融公庫、 

  阪南市ソーシャルビジネス支援ネットワーク 

ご参考）大阪ＮＰＯセンターサポーターによるブラッシュアップ支援 

主催・後援（予定） 
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ご参考 > 過去５年間の受賞団体一覧 

２０１7年 第 10 回 

グランプリ 

YY コンテスト賞 

株式会社松下村塾 お笑い芸人と楽しくやさしく政治を学ぶ「笑える！政治教育シ

ョー」の全国展開 

準グランプリ 
大阪シティ信用

金庫賞 

cocoloito 「学びの場」から始める高齢者の生き甲斐作り 

特別賞 

いえしまコンシェ

ルジュ賞 

スタディカルテ 
スタディカルテ－次世代の教育サービスによる教育格差の

改善－ 

特別賞 一般社団法人ウルノス 寄付付きオークションサイト『monokifu.com』運営事業 

エンゼル特別賞 あっと株式会社 健康無関心層への健康状態気付き醸成と毛細血管ケア養
成資格事業 

大阪市モデル事

業サポート賞 
一般社団法人痴漢抑止活動センター 学生とともに社会の意識を変え、電車内痴漢犯罪の解決を

目指す「痴漢抑止バッジプロジェクト」 

２０１6年 第９回 

グランプリ 株式会社 Lean on Me 障がい福祉サービス従業者向け e ラーニング研修 

準グランプリ 

エンゼル特別賞 
ＮＰＯ法人イクカツ 

「孤育てママを地球からゼロへ」未就園児ママ向け６０講座見
放題チャンネルの設置 

特別賞 Sｋｙlight Games Lyriko  Learn Languages with Music 音楽で言語を学ぶアプリ 

特別賞 

堺市長賞 
株式会社グランディーユ 

精神障害者・ニートを雇用するカフェの展開 
― 制度にとらわれない働き方を全国へ ― 

ハロウィ特別賞 合同会社 NAL 障碍者支援事業所をつないで大規模農業を実現 

キリン堂賞 

大阪市モデル事

業サポート賞 

株式会社ソレイユ 
子連れでおしごと！「ママのしごとば」ちょこっとワクワク！ちょ
こっとワーク！ちょこワク！ 

２０１５年 第８回 

グランプリ ミンナソラノシタ ママ達による福島こども応援プロジェクト 

準グランプリ ＮＰＯ法人 True Colors  
見えてる色はそれぞれ違う？ 

～色覚バリアフリー社会実現のために～ 

特別賞 ㈱フラップゼロ 「防災教育」に「エンターテイメント」を！体感型「防災シュミレーション」ゲーム 

特別賞 ママトリエ ママコミュニティ プニカ 

エンゼル特別賞 株式会社ラヴィコーポレーション ＷＩＬＬ ＷＯＭＥＮ ＣＬＵＢ（ウィルウーマンクラブ） 

２０１４年 第７回 

グランプリ Ｓｉｌｅｎｔ Ｖｏｉｃｅ デフ・コミュニケーション研修 

準グランプリ 照明塾（有限会社プロト商品計画） あかりバンク 

特別賞 特定非営利活動法人いけだエコスタッフ 家具と着物 Remakeでモノと人をつなげるプロジェクト 

特別賞 Ｓｔｉｃｋ Ｔｈｅａｔｅｒ 一都市一シニア劇団プロジェクト 

選考委員長特別賞 
大阪市立鶴見商業高等学校 

地域連携プロジェクト 
つるりっぷと仲良し・エコ手洗いキャンペーン２０１５ 

２０１３年 ＜一般部門＞ 第６回 

グランプリ 大きな歯こども基金 
撤去冠のリサイクル益を活用することで、経済的に歯科治療
支払い困難な子ども（家庭）の窓口不安を支援する事業 

準グランプリ コミュニティガーデングリーンガーデン グリーンガーデン農園事業 

特別賞 ｐａｔｃｈ－ｗｏｒｋ Grandma’s Gift「輝かしい生涯現役社会をつくろう！！！」 

特別賞 株式会社テイクス 
清掃会社の空き家維持管理サービス、「京都空き家キーパ

ー」 

２０１３年 ＜地域密着型プラン＞ 

グランプリ 
大阪市立鶴見商業高等学校 

地域連携プロジェクト つるみふれあい SHOP プロジェクト 

 

http://leanonme.co.jp/
http://ikukatu.com/
http://www.lyriko.com/ja/
http://grandeur-jp.com/
http://nal-sys.com/
http://soleil-osaka.jimdo.com/

