
内閣府・地域社会雇用創造事業 社会的企業人材創出・インターンシップ研修講座 

  
 

 

■日程：２０１０年９月１３日（月）～１０月２２日（金）平日の１０時～１７時 

■会場：函館市地域交流まちづくりセンター 

■定員：２０名（受講者１５名以上で開催、なお応募者多数の場合は書類抽選になります） 

■受講対象者： 

「介護・地域福祉」「農林業・環境・地域循環エネルギー」「就労・起業支援」の各分野に関心をお持ちの方 

■応募期間：９月１日（水）～９月６日（月） 

■応募方法： 

・ 申込用紙に必要事項をご記入の上、履歴書（写真付き）、本研修参加への志望動機（Ａ４で１枚程度・様式自 

由）と共に以下の連絡先まで郵送してください。 

申込用紙は http://www.hit-north.or.jp/hokkaido/ からダウンロードできます。 

・書類選考の上、受講決定の合否について通知書を送付いたします。 

（ご提出いただいた応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。） 

・活動支援金（15 万円）の助成対象研修講座です。詳細はお問い合わせください。 

・研修にかかる交通費、宿泊費等は自己負担となります。 

■研修の特徴・概要 

 NPO 法人などの社会的企業で就労を希望する方が、社会的企業の理念や基礎を学んだ上で、就労の際に必

要となる実務の知識やパソコン技術などを身につけることのできるカリキュラムです。また、社会的企業での

就労体験や、起業プラン演習を通じて、研修後の就労先の具体化を図ります（就労先を斡旋する事業ではあり

ません）。 

この講座は、基本研修（１０日間）、実地研修（１０日間）、総括研修（１０日間）で構成し、月～金の１日

６時間、 週５日（３０時間）×６ 週間＝１８０ 時間で行われます（詳細は別紙参照）。 

ぜひ、この機会に「社会的企業とは何か」「ＮＰＯとは何か」「ＮＰＯで働くためには何が必要か」などについ

て学んでみませんか。 

 

■研修申込・お問合わせ 

特定非営利活動法人 ＮＰＯサポートはこだて 

〒０４０－００５３ 函館市末広町４－１９ 函館市地域交流まちづくりセンター内 

電話 ０１３８－２２－９７００ ／ ＦＡＸ０１３８－２２－９８００ 

 

・内閣府地域社会効用創造事業実施主体／「北海道地域再生推進コンソーシアム」 

※本コンソーシアムは、「社団法人 北海道総合研究調査会（代表団体）」「特定非営利活動法人ねおす」、「特定非営利活動法人 地

域生活支援ネットワークサロン」、「特定非営利活動法人 北海道ＮＰＯサポートセンター」）により構成されています。 

・研修実施主体／特定非営利活動法人 北海道ＮＰＯサポートセンター 

・協力団体／特定非営利活動法人 ＮＰＯサポートはこだて 

 

就労支援６週間コース 



基礎研修（１０日間 ６０時間）

午前の部 午後の部

回 日時 １０：００～１２：００ １３：００～１７：００

1 9月13日 入校式、オリエンテーション 「まちづくりってなに？

（月曜日） アイスブレーキング 講師/函館市地域交流まちづくりセンター 

センター長 丸藤 競

2 9月14日 ＮＰＯの基礎知識① 函館のＮＰＯのこれまでの歩み

（火曜日） 講師/函館市地域交流まちづくりセンター 講師/ＮＰＯ法人どうなん「学び」サポートセンター

センター長 丸藤 競 理事　横内 輝美

ＮＰＯで働くということ

講師/NPO法人NPOサポートはこだて 斉藤 喜美恵

函館のＮＰＯ実例紹介②

講師/NPO法人スプリングボードユニティー21 

理事長 折谷 久美子

3 9月15日 ＮＰＯ基礎知識② 接遇の基礎

（水曜日） 講師/ＮＰＯ法人工房虹と夢 池田 晴男 講師/NPO法人NPOサポートはこだて 水戸部 忠弘

実例紹介②

講師/北海道坂本竜馬記念館 館長 三輪 貞治

実例紹介③

講師/NPO法人ＮＡＴＵＲＡＳ 代表 赤石 哲明

4 9月16日 まちづくりと起業 ＮＰＯ活動活性化の裏技

（木曜日） 講師/むげん空間小春日和 代表 大野 友莉 講師/函館市地域交流まちづくりセンター 

センター長 丸藤 競

実例紹介④ 実例紹介⑤

講師/アカシア会 野村俊幸 講師/NPO法人日本障害者・高齢者生活支援機構

能登 正勝

5 9月17日 実例紹介⑥ 実例紹介⑦

（金曜日） 講師/NPO法人はこだて街なかプロジェクト 講師/NPO法人函館野外劇の会 石川 泰隆

 理事長 山内 一男 事業の流れを知る

社会企業とは？ 講師/サイエンスサポート・函館 事務局 

講師/ベンチャー企画 大久保 彰之 金森 晶作

6 9月20日 自分を知ろう① 自分を知ろう②

（月曜日） 講師/㈱北海道ラボラトリー 國分晋吾 講師/㈱北海道ラボラトリー 國分晋吾

7 9月21日 自分の長所を活かし方① 自分の長所を活かし方②

（火曜日） 講師/㈱北海道ラボラトリー 國分晋吾 講師/㈱北海道ラボラトリー 國分晋吾

8 9月22日 パソコン講座① パソコン講座②

（水曜日） 講師/㈱ビットアンドインク 仙石 智義 講師/㈱ビットアンドインク 仙石 智義

9 9月23日 パソコン講座③ パソコン講座④

（木曜日） 講師/㈱ビットアンドインク 仙石 智義 講師/㈱ビットアンドインク 仙石 智義

10 9月24日 パソコン講座⑤ パソコン講座⑥

（金曜日） 講師/㈱ビットアンドインク 仙石 智義 講師/㈱ビットアンドインク 仙石 智義

実地研修 説明・目標設置他

講師/函館市地域交流まちづくりセンター 

センター長 丸藤 競

インターシップ事業「就労希望コース」カリキュラム

裏面に続きあり



実地研修（１０日間 ６０時間）

函館市内のＮＰＯ法人などで就労体験研修を実施する。

総括研修（１０日間 ６０時間）

午前の部 午後の部

回 日時 １０：００～１２：００ １３：００～１７：００

21 10月12日 実地研修の報告① 実地研修の報告②

（火曜日） 講師/函館市地域交流まちづくりセンター 講師/函館市地域交流まちづくりセンター 

センター長 丸藤 競 センター長 丸藤 競

ＮＰＯ法人の会計基礎

講師/ＮＰＯ法人会計是うむ専門家ネットワーク

理事・事務局長 瀧谷 和隆

22 10月13日 「労働」は？働くことの基礎知識 事業プラン作成術

（水曜日） 講師/ＮＰＯ法人工房虹と夢 池田 晴男 講師/シーニックバイウェイ北海道支援センター

23 10月14日 パソコン会計① パソコン会計②

（木曜日） 講師/ＮＰＯ法人北海道ＮＰＯサポートセンター 講師/ＮＰＯ法人北海道ＮＰＯサポートセンター

中西 希恵 中西 希恵

24 10月15日 パソコン会計③ パソコン会計④

（金曜日） 講師/ＮＰＯ法人北海道ＮＰＯサポートセンター 講師/ＮＰＯ法人北海道ＮＰＯサポートセンター

中西 希恵 中西 希恵

25 10月18日 コーチングを身につける① コーチングを身につける②

（月曜日） 講師/コーチステーション 飯田正男 講師/コーチステーション 飯田正男

26 10月19日 マネジメント① マネジメント②

（火曜日） 講師/コーチステーション 飯田正男 講師/コーチステーション 飯田正男

27 10月20日 コミニケーションとビジネスマナー① コミニケーションとビジネスマナー②

（水曜日） 講師/心理カウンセラー・マナーインストラクター 講師/心理カウンセラー・マナーインストラクター

小林 恵理子 小林 恵理子

28 10月21日 自己アピール① 自己アピール①

（金曜日） 講師/心理カウンセラー・マナーインストラクター 講師/心理カウンセラー・マナーインストラクター

小林 恵理子 小林 恵理子

29 10月22日 広報と広報誌の作り方① 広報と広報誌の作り方①

（金曜日） 講師/タウン情報誌 ジャム函館 講師/タウン情報誌 ジャム函館

代表取締役 川崎 啓太 代表取締役 川崎 啓太

30 10月25日 振り返り① 振り返り②

（月曜日） 講師/函館市地域交流まちづくりセンター 講師/函館市地域交流まちづくりセンター 

センター長 丸藤 競 センター長 丸藤 競

修了式

※研修内容の詳細については、予定ですので、変更になることがあります。

研修先予定　ＮＰＯ法人ＮＰＯサポートはこだて、ＮＰＯ法人函館市青年サークル協議会、ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 茜

　　　　　　　 　ＮＰＯ法人ＮＡＴＵＲＡＳ、ＮＰＯ法人工房虹と夢、ＮＰＯ法人北海道坂本竜馬記念館実行委員会

　　　　　　　 　ＮＰＯ法人ファミリーサポーターさわやか、ＮＰＯ法人日本障害者・高齢者生活支援機構

９月２５日～
１０月１０日

まで



申込み日 平成２２年　　　　月　　　　日

ふりがな 昭和

平成

年　齢 歳

〒　　　　　－

自宅）

携帯）

活動支援金

の助成

▼活動支援金の助成を希望する方のみご記入ください。

※活動支援金の助成の可否について選考するため、下記①～⑤にお答えください。

■その他の添付書類

申込用紙（本紙）を記載の上、履歴書（写真付き）、志望動機（A4 で1 枚程度・様式自由）を同封して、

下記宛てに郵送してください。

■申込用紙郵送先・問い合わせ先

特定非営利活動法人 ＮＰＯサポートはこだて

住所 〒０４０－００５３　函館市末広町４－１９ 函館市地域交流まちづくりセンター内

電話 ０１３８－２２－９７００

研修実施主体／特定非営利活動法人 北海道ＮＰＯサポートセンター
協力団体／特定非営利活動法人 ＮＰＯサポートはこだて

ＦＡＸ

１．希望する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．希望しない

名前

生年月日 年　　　月　　　日

住所

電話

内閣府地域社会効用創造事業実施主体／「北海道地域再生推進コンソーシアム」

　　　 家族と同一世帯とみなします。

②世帯全体で保有する金融資産が800 万円以下である

　 の給付を受けたこと（または申請をしたこと）はない

⑤今までに、「地域社会雇用創造事業」における「活動支援金」

れたことはない

④過去3 年間に不正行為により、国の給付金等の支給を停止さ

社会的企業人材創出・インターンシップ事業

就労希望コース（函館）研修生申込用紙

①申し込み時点で年収見込が200 万円以下、かつ世帯全体の年

　 収見込が300 万円以下である

　　※家族からの扶養を受けている場合（別居している場合も含む）は、

③現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない

はい　　　・　　　いいえ

はい　　　・　　　いいえ

ない　　　・　　　ある

ない　　　・　　　ある

所有していない　・　所有してある
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