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Ⅰ．事業概要

Ⅱ．課題・事業設計の振返り

Ⅲ．今回の事業実施で達成される状態（アウトプット）※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。
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後半部分で起業家⽀援カリキュラムの内容を、プレゼン発表に備えたビジネスプラン作成に注⼒した
結果、塾⽣5⼈の全員及び既にイントレプレナーとして起業を企業の開発課題として実践している
フェロー1⼈の参加を含む合計6⼈が、ビジネスプランを発表した。特に、社会起業家育成を事業とす
る社会起業⼤学に外部講師として業務委託したことで、プレゼン内容に深みと外国⼈ならではの社会
的課題を強調した起業家案を発表することができた。その結果、発表会にコメンテーターとして招聘
した外部の有識者、参加者から⾼い評価を得た。

塾⽣５名、フェ
ロー10名

広島には起業に関⼼がある外国⼈留学⽣（卒業⽣及び修了⽣を含む）が⼀定の規模いるが、⾼度外国
⼈材の卒業後の進路の多くが⽇本企業等の就職率の低さ（30％台）、あるいは進学、⺟国での就職で
しか機会がないという現状である。⽇本での「起業」（「経営・管理」ビザを取得）のための学習機
会やビザ取得の制度的な学びについては想定通りにニーズがあったと考える。

起業家⽀援カリキュラム（通称：ワークショップゼミ）として当初計画の4コマ（「事例研究」、
「イノベーション論」、「ビジネス⽇本語」、「ビジネスプラン作成」）を実施。コロナ禍の対⾯型
ワークショップの困難さに配慮し、オンラインカリキュラムの実施を強化し、また、社会的課題解決
のソーシャルビジョンの重要性を踏まえ、「ビジネスプラン作成」の6回分を社会起業⼤学に業務委
託。その結果、合計1１回の起業家⽀援カリキュラムを消化した。なお、未消化の「ファイナンスプ
ラン」、「就労ビザ（「経営・管理」等の在留資格）の申請」、「会社の資本⾦等の専⾨的知識」の
習得は次年度以降の課題として、初年度は「ビジネスプラン（ファイナンス除く）作成」に注⼒し
た。

②塾⽣のニーズに沿ったカ
リキュラムが完成している
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個別伴⾛者制度を導⼊することで、塾⽣のテーマに沿った専⾨家⽀援の導⼊やITツール（Slack、
Zoom）を活⽤して塾⽣、フェロー、伴⾛者、専⾨家の相談体制を設けたため、塾⽣が気軽に相談で
きる体制が確⽴でき、⽬標値を上回る数量的効果があった。

平均理解度
97.5％

塾⽣の⽇本語能⼒のレベルが⾼かったため、理解度が⾼い数値となった。（塾⽣の⽇本語能⼒検定試
験は5⼈中4⼈がN1レベル）
⼀⽅で、塾⽣の⼀⼈は、N3レベルの⽇本語能⼒であったため、⽇本語による講義についていくこと
ができず、後半、出席率が低下した塾⽣もいた。全体としては、⽇本語スキルの不⾜や理解度不⾜
は、伴⾛者個別⽀援でカバーすることができ、⽬標より⾼い理解度を達成することができた。

③塾⽣が気軽に相談できて
いる（⽬標値：⼀⼈あたり
毎⽉2回（延べ80回））

④塾⽣及びフェローに交流
機会が提供され、出会いが
⽣まれている（⽬標値：毎
回10名（延べ70名）） 交流会の参加⼈

数
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コロナの影響により、前半は⼤々的に交流会を開催することが出来きず、起業家⽀援カリキュラム
（ワークショップ）実施後に、ワークショップ参加間で開催した。また、塾⽣の起業テーマに関する
オンラインオープンセミナーを開催し、終了後に参加者との交流会をオンラインで開催した。感染状
況が落ち着いてきた11⽉以降、シェアオフィスのオープンスペースを借りて、他の国際交流団体を交
えた交流会を⼤規模に開催した。その結果、11/07の国際交流会で43名の参加があった為、⽬標の数
値を上回る結果となった。

⑤塾⽣が起業に必要な能⼒
を⾝に付けている（⽬標
値：80％）

延べ103回

講座の理解度

理解できた、あ
る程度理解でき
たとの回答が
80％以上

相談を受けた件
数
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⑥結果 ⑦考察

①起業を志す塾⽣及びフェ
ローが集まっている（⽬標
値：塾⽣5名、フェロー10
名） 塾⽣及びフェ

ローの⼈数
塾⽣数5名、フェ
ロー数10名

⑥塾⽣のビジネスプランが
⽀援者等に発表できる段階
まで完成している（⽬標
値：5件）

発表会でのビジ
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広島県内の大学等に在籍している留学生及び広島県内の大学等を卒業して日本の企業等で勤務しており、広島県内で起業を希望する者

外国⼈留学⽣の中には⽇本において起業を志す層が⼀定数存在している。コロナの影響で起業に向けたノウハウを⾝に着ける機会、先輩起業家やエンジェル（⽀援者）との交流機会などが失わ
れ、さらには孤独・孤⽴の問題を抱えていた。本事業では具体的なビジネスプランを持ち起業を志す外国⼈留学⽣（卒業⽣・修了⽣を含む）5名が塾⽣として参加。また、具体なビジネスプラン
は有していないが、起業や本講座に興味関⼼を持った外国⼈留学⽣10名がフェローとして参加した。
全10回のセミナーに加えてオンラインを活⽤した交流会を実施。
また塾⽣1⼈に1⼈の伴⾛者が付き、ビジネスプラン作成だけにとどまらず、⽇本での⽣活の相談対応を⾏い孤独・孤⽴の防⽌に努めた。
ビジネスプラン発表会を11⽉に実施し、塾⽣5名に加えてフェロー1名の計6事業のプレゼンテーションを実施した。

起業を志す塾⽣、フェローは計画通り15名（塾⽣5名、フェロー10名）が参加した。起業⽀援の機会を求めるニーズがある⼀⽅でその機会が損失しているという課題設定については想定通りだっ
たと考える。
起業に向けた学びと、交流機会の拡⼤という事業設計については、参加者の声などから⼗分に期待に応えることができたと考える。
ただし、当初は対⾯型の交流会を想定していたが、コロナの状況が想定以上に深刻でオンラインへの切り替えを余儀なくされた。11⽉頃に広島のコロナの状況が改善したタイミングで、対⾯型
の交流会および発表会を実施できたが、オンライン対応についてはもっと準備が必要だったと考える。

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 広島の未来を開く伴走型＠外国人起業塾

資⾦分配団体名: 中国5県休眠預金等活用コンソーシアム 2022年1⽉20⽇
一般社団法人グローカル人財ネットワーク実⾏団体名:

実施時期: 2021年03月～2021年12月
事業対象地域: 広島県

事業対象者:

事業実施概要

課題設定、事業設計に関

する振り返り



Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

⑤講座（他社主催含む）
の実施（6回実施）

計画通り

【起業家⽀援カリキュラム】
起業家⽀援カリキュラム（通称：ワークショップゼミ）として、原則として毎⽉、⼟曜⽇の午後（16：00〜19：00）に開催。各回ともアントレプレナーシップの専⾨家を招聘し、外国⼈
起業家を輩出するための基礎的知識、専⾨的知識の吸収を中⼼に、塾⽣のニーズに対応したカリキュラム編成した。なお、コロナ禍の影響により、対⾯でのワークショップゼミの開催、専
⾨家を招聘したカリキュラム編成が難しくなったため、オンラインを中⼼とした講義形式に変更。７⽉からの起業家⽀援カリキュラムの講師として、社会起業⼤学に業務委託することとし
た。11⽉の塾⽣のプレゼンテーション発表の共通課題については、社会的課題解決を重視し、メンバー間（塾⽣、伴⾛者等）の起業プランの社会的課題、塾⽣のミッションを意識した意⾒
交換を重ねた。また、事業プランについて異⽂化間の共通課題、社会的課題として伴⾛者と共に議論した。その結果、当初予定の基本的知識の吸収と起業プランに必要な社会的課題解決の
意識が向上したものと評価している。（結果として「ソーシャルビジネスのプラン作成」をテーマに8⽉以降の6回分を社会起業⼤学に業務委託）
その概要は下記のとおりである。
①4⽉17⽇（⼟）「外国⼈起業の事例研究」（講師：おおいた留学⽣ビジネスセンター 事務局⻑代理 専⾨員 太神 みどり）使⽤テキスト：講師作成レジメ
②5⽉29⽇（⼟）「ベンチャービジネス概論」（講師：広島国際学院⼤学 教授 ⽵元 雅彦）使⽤テキスト：「社会⼈基礎⼒を養うアントレプレナーシップ論」使⽤テキスト：講師作成
レジメ
③6⽉26⽇（⼟）「ビジネス⽇本語の意義」（講師：当社団理事 近藤正憲）使⽤テキスト：講師作成レジメ
④ 7⽉17⽇（⼟）「社会に貢献するビジネスとは？」（講師：社会起業⼤学 学⻑ 林 浩喜 使⽤テキスト：講師作成レジメ
⑤8⽉28⽇（⼟）「社会課題と⾃分らしさ」 （同上）以下、6回分を業務委託
⑥9⽉11⽇（⼟）「より良い社会に向けたミッションとビジョン」（同上）
⑦9⽉25⽇（⼟）「市場環境分析と事業コンセプト」（同上）
⑧10⽉16⽇（⼟）「マーケティングプランニング」（同上）
⑩10⽉30⽇（⼟）「ビジネスモデリング」（同上）
⑪11⽉13⽇（⼟）「事業プレゼンテーションの準備」（同上）  ⇒以上の結果、合計11回の起業家⽀援カリキュラムを消化した。
プレゼン発表に備え、別途、個別のプレゼンコンサルを原則3回、社会起業⼤学に業務委託。

【ビジネス⽇本語特別講座】
6⽉開催のワークショップゼミ「ビジネス⽇本語の意義」の開催後、塾⽣からの「ビジネス⽇本語」への要望が⾼まったため、当初の予定にはなかったものの、希望者を対象としてオンラ
インによる「ビジネス⽇本語」講座を開講した。講師は理事の近藤が務め、テキストとして⽇本漢字能⼒検定協会主催の「BJTビジネス⽇本語能⼒テスト」に関する問題集（3種類）を使
⽤した。プレテストと、ポストテストの実施により、能⼒の伸びを検証した。
＜実施内容は以下の通り＞
 ・プレテスト                6⽉8⽇〜6⽉18⽇
・講座：第1回  6⽉30⽇ 第2回  7⽉28⽇ 第3回  8⽉25⽇ 第4回  9⽉22⽇ 第5回  10⽉20⽇

・ポストテスト    10⽉28⽇〜11⽉5⽇
※利⽤テキスト

『BJTビジネス⽇本語能⼒テスト公式模擬テスト＆ガイド』、『BJTビジネス⽇本語能⼒テスト聴解・聴読解実⼒養成問題集』、『BJTビジネス⽇本語能⼒テスト読解実⼒養成問題集
＜評価と課題＞
プレテストとポストテストの⽐較によれば、分野別の成績の平均で、聴解分野では4.99%、聴読解分野では3.10%、読解11.75%の成績向上が⾒られた。今年度の最終プレゼンテーション
実施者はすべて、本講座の受講（⼀部参加も含む）者であり、プレゼンテーションの質の向上など、参加者の⽇本語コミュニケーション能⼒の向上に資する活動ができたものと評価でき
る。反省点として、今回は受講⼈数が対象者15⼈中、8⼈と少なく、さらに、能⼒の伸びの検証となるプレテストの受験者が7名、ポストテストの受験者3名と少なかった。次年度も引き続
き、「ビジネス⽇本語講座」を開設し、未受講者への指導を⾏いたいと考えている。

事業実施以降に目標とす

る状況

次年度末（2023.3）に塾⽣から最低⼀⼈が広島県で起業（スタートアップビザの取得含む）した状態が、広く喧伝され、以後、起業を希望する（元）留学⽣が、先輩起業家や同じ⽴場の仲間と
の交流（グローカル⼈財ネットワーク含む）を通じて孤⽴や孤独が解消され、起業に必要な知識が⾝に付き、将来の起業への展望が持てている状況。

考察等

起業を志す塾⽣に当該社団が運営する外国⼈起業塾の開設講座を通して、次年度以降の起業ビジネスプランを明確化することができた。しかしながら、外国⼈起業家を輩出するための、地域の
インセンティブ、外国⼈起業家のための政策は広島県では未だ未整備な状態である。特に外国⼈留学⽣においては、例えば⼤分県では経産省が主導する地域の留学⽣が在学時にスタートアップ
ビザを取得し、卒業後、スタートアップビザで引き続き起業を準備できるほか、⾏政指定のインキュベーション施設を活⽤することで、留学⽣が起業に必要な資本⾦500万円を300万円に減額で
きる制度がある。また、福岡市では内閣府の国家戦略特別区の指定において、⾏政指定のコワーキング施設や創業サポートセンターを活⽤することで、⽇本⼈のみならず、外国⼈材の起業促
進、交流会を通して、新たな⼈脈を形成することができる「居場所」づくりが実施されている。そのため、今後、期待できるアウトカムを実現するためには、広島県を中⼼とした産学官連携を
強化した外国⼈起業家⽀援策が必要とされる。

活動 進捗 概要

ほぼ計画通り

募集⼿段として、広報チラシの作成や⼝コミ、SNSを活⽤したネット広報が主体となった。また、⼤学等の広報において、外国⼈留学⽣の就職⽀援が限定される環境下
で、外国⼈起業の募集については、総じて理解が得られない状況であった。コロナ禍で募集営業もままならず、オンライン上での募集に限界があったが、理事・伴⾛者の
⼈脈、就職⽀援の実績を活かし、対象者へ個別対応した結果、塾⽣募集の5⼈は計画通り完了した。フェロー10名については⽋員が⽣じたが、順次、広報営業を⾏い、期
中に10名の募集を完了した。今後の募集はオンラインとリアルな募集活動の同時開催とセミナーや相談会を開催して、丁寧に説明する必要がある。

①塾⽣及びフェローの募
集

②塾⽣のニーズに沿った
カリキュラムの作成

ほぼ計画通り

③ビジネスプランや⽣
活・メンタルをサポート
する相談対応（伴⾛⽀
援）の実施（80回実施
（5⼈×2回×8⽉））

計画通り

④定期交流会の実施（7回
実施、他者主催のピッチ
参加含む）

ほぼ計画通り

塾⽣のニーズに沿ったカリキュラムの作成の当初案は⼀般化した起業に関する基本的で共通した課題である。当初設定した課題に関する標準カリキュラム６つのカリキュ
ラムを実施していくなかで、誰にも共通したテーマを優先的に7⽉まで計4回、実施した（「事例研究」、「イノベーション論」、「ビジネス⽇本語」、「ビジネスプラン
概論」）。8⽉以降は、コロナ禍に対応したオンライン講義に変更し、11⽉末のプレゼンに備えた専⾨的な個別指導も取り⼊れ、塾⽣達のテーマに沿った「ビジネスプラ
ン」を作成するために、外部の起業専⾨家（社会起業⼤学）に業務委託し、計6回を「個別ビジネスプラン作成」に取り組んだ。また、プレゼン発表に備えた個別指導も塾
⽣1⼈に2回以上の専⾨家⽀援で対応し、プレゼン準備をした。しかしながら、当初予定していた「ファイナンスプラン（資本⾦確保）」や具体的な起業ビザ（「経営・管
理」、「スタートアップビザ」、「労務管理論」）については次年度以降の課題として、カリキュラム設計を6⽉に再設定した。

また、オンライン講義を行うにあたって、Zoom稼働条件を満たすパソコンが必要であった。その為、自己資金より条件を満たすパソコンを購入し、そのパソコンを必要
とする塾生＆フェロー計7名にパソコンを貸与した。（事業終了後（2年後）に譲渡予定）

塾⽣、フェローに対するビジネスプランに係る個別伴⾛⽀援⼜は⽣活・メンタル⽀援等、各塾⽣に寄り添った伴⾛型⽀援を各塾⽣の⽀援担当者を決めて実施した。また、 
ITツール（Slack、Zoom）を活⽤して塾⽣、伴⾛者、専⾨家の接点をポータルサイト内で設けたため、塾⽣が気軽に相談できる体制が整備できた。個別伴⾛⽀援は原則、
塾⽣5⼈に対して⽉2回を8ケ⽉間で実施したが、範囲を拡⼤し、既に起業しているフェローについても同様の体制で臨んだ。また、8⽉から社会起業⼤学に業務委託して実
施したワークショプゼミでは各伴⾛者の出席も義務ずけ、プレゼン内容のフォローと個別伴⾛を実施した。その結果、個別伴⾛⽀援回数は61回、ワークショップ対応型⽀
援は26回実施し、トータル87回となり、計画通りの結果となった。

計画では4⽉〜10⽉を対象期間とし、塾⽣5⼈とフェローを対象に、企業、⾏政、教育関係者他の参加者を招聘し、オンライン⼜対⾯型で毎⽉1回の開催を予定していた。
結果として4⽉はワークショップゼミ開催後に対⾯参加者（塾⽣1名、フェロー1名、伴⾛者4名で実施したほか、4⽉24⽇（⼟）にキックオフ交流会を塾⽣、フェロー、伴
⾛者で開催する等、毎⽉、ワークショプゼミ終了後、7⽉迄、体⾯の交流会を開催した。以下、5⽉29⽇（⼟）は、ワークショップゼミ終了後、対⾯式の交流会を実施。6
⽉29⽇（⼟）は3回ワークショップゼミ終了後、市内のインド⼈塾⽣（アディ）のインド⽂化交流会をオープン開催（塾⽣の起業家ビジョンのテーマ（アーユルベーダの
普及）を発表した。
＜オープ特別企画＆交流会（概要は以下のXの２の広報制作物（2),(3)の広報チラシを参照＞
塾⽣及びフェローによるオープンセミナーの開催及びオンライン参加者とのオンライン交流会の実施
①実施⽇：7⽉24⽇ ②発表者：鄭⽴⺠、基調講演（ゲスト：⽥村太郎）終了後オンラインによる交流会を開催
②実施⽇：8⽉24⽇ ②発表者：アクラフ・ボブル、基調講演（理事：近藤正憲）終了後オンラインいよる交流会を開催



Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など

Ⅶ．事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動

Ⅷ. 他団体との連携

広島県の外国⼈起業家のインキュベーション施設の管理元、プレゼン⼤会の発表の⽬的、2年⽬以降の就労ビザの規制緩和を申し込む。

9/30 18：30からひろしまCampsと共同主催でイベント開催：塾⽣3⼈、フェロー1名の起業アイデアと何故、ひろしまで起業したいかをテーマに、9⽉時の「Meet up Camps」を共同開
催。地元の⽇本⼈起業家家⽀援関係者等の参加者と意⾒交換を実施。参加者数：20⼈超。

当社団のポータルサイトで当該団体のHPをリンクし、全国ベースの留学⽣の就職⽀援情報を共有。

当社団のポータルサイトで当該団体のHPをリンクし、福⼭市の外国⼈を中⼼とした就労情報を提供。⼈材のマッチングビジネス他、⺠間企業として、東部地域の外国⼈⽀援の活動をして
いる。コロナ助成⾦の広島県の採択企業。この機会を通じて、常時、外国⼈情報、特に特定技能に関する情報を共有、次年度、福⼭地区の特定技能の試験対策講座の開設を計画中。

当社団のポータルサイトで当該団体のHPをリンクし、福⼭地区の⽇本語学校の留学⽣に関する⽣活⽀援、スピーチコンテストを開催。外国⼈留学⽣が⽇本で暮らす課題についての情報を
共有。

当社団が開催する毎⽉最終⼟曜⽇に開催している起業家⽀援カリキュラム（ワークショップゼミ全７回）の後半部分の４回及びプレゼン発表に備えた専⾨家⽀援（６回）を業務委託。
ソーシャルビジネスプランの作成⽅法として、「社会課題と⾃分らしさの整理、より良い社会に向けたミッションとビジョン、市場環境分析と事業コンセプト、マーケティングプランニ
ング、ビジネスモデリング」のカリキュラムを依頼し、塾⽣たちのソーシャルミッションの重要性、明確化を明らかにすることができた。また、プレゼン発表に備えた個別専⾨家⽀援も
併せて業務委託（以上は期中の事業変更としてNPO法⼈「ひろしま国際センター」の許可の上で実施。

当該事業運営のための居場所作りのために、事務所をシェアスペースとして借⼊れ、オープンスペースは塾⽣他ネットワークの会員の交流（伴⾛⽀援の実施場所として活⽤）、多⽂化共
⽣団体、関係先企業他の交流会を企画していたが、コロナ禍の緊急事態宣⾔の発動により利⽤が制限され、事業期間のほぼ全般をを通して、多⼈数のイベント開催ができない状態であっ
た。そのため、主にワークショップゼミの対⾯開催場所として、オンライン配信場所として、伴⾛⽀援場所、開催前後の打合せの会議室として利⽤。しかしながら、コロナ禍が緩和され
た11⽉以降は施設を積極活⽤し、11⽉8⽇は「⾷を交えて国際交流」を開催。起業塾に興味のある多⽂化共⽣団体を招聘し、⼤規模な交流会を開催することができた。（参加者：43名）
12⽉16⽇（12:00 〜14:00 ) 「いいオフィス」会員間のランチ会の開催（参加者20名）

福岡市中央区⼤名地区で地元の起業家を⽀援すべくコ・ワーキング施設を運営している団体（マネージャー：⽜島光）と社会的課題を共有し福岡の事例を参考としている。同社の紹介に
より外国⼈のインターンシップ⽀援をしている団体「⼀般社団法⼈You make it」と情報共有をするとともに、今後の連携事業を検討している。また、12⽉23⽇（⽊）に福岡市創業⽀援
課及びグローバルスターアップセンターを訪問し、福岡市の外国⼈起業家のスタートアップの事例、「経営・管理」ビザの取得について情報共有をし、広島のスタートアップ事業の次年
度の⽅針（「スタートアップビザ取得」のための事業計画）を明確にした。

⼤分県のスタートアップの事例研究（「おおいた留学⽣ビジネスセンター」の事業運営）を深め、最⼤課題の「資本⾦500万円の軽減策」を広島で実現するため、継続的な専⾨家⽀援を
お願いしている。

プレゼン発表に備えたビジネスプラン作成に注⼒した結果、塾⽣5⼈の全員及び既にイントレプレナーとして起業を企業の開発課題として実践しているフェローの参加を含
む6⼈が、ビジネスプランを発表した。特に、起業に必要なマインド、ミッションの重要性を事業とする社会起業⼤学に外部講師として業務委託したことで、プレゼン内容
に深みと外国⼈ならではの社会的課題を強調した起業家案を発表することができた。また、コメンテーターとして招聘した外部の有識者からも⾼い評価を得た。
◆発表した塾⽣（含むフェロー1名）の⽒名
＜プレゼン概要は以下URLを参照。＞
・孔翔⾵（中国出⾝：広島⼤学⼤学院卒業）
・セルバラージ・トーマスプラブ（インド出⾝：広島⼤学⼤学院在籍）
・キム・ソンファ（韓国出⾝：県⽴広島⼤学卒業）
・ナノットカール・アデイテヤ（インド出⾝：広島YMCA専⾨学校卒業）
・鄭 ⽴⺠（台湾出⾝：広島⼤学⼤学院在籍）
・アクラモフ・ボブル（ウズベキスタン出⾝：広島⼤学⼤学院卒業、イントレプレナー、フェロー：オンライン参加）
◆コメンテーター（招聘した外部有識者）の⽒名：
・⻑⾕川達也        広島県商⼯労働局イノベーション推進室チーム課⻑
・武⽥ 明彦        公財）ひろしま産業振興機構ひろしま創業サポートセンター センター⻑
・清⽼ 伸⼀郎        デロイトトーマツ シニアマネジャー（公認会計⼠）
・⾼橋 昭彦        中国地域ニュービジネス協議会専務理事
・⻄岡 賢（さとし）        ㈱広島ベンチャーキャピタル 執⾏役員
・原⽥ 伸夫        ⻄京銀⾏地域連携部 地域振興室⻑
・盧濤（ロトウ）        広島⼤学⼤学院マネジメント研究科⻑
・増⽥ 勇希        NOP法⼈）ひろしまNPOセンタープロジェクトマネジャー
 
※ビジネスプラン発表会に関する詳細、塾⽣の紹介は下記URL参照
https://hingt.net/20211128-1

当初の計画ではオフライン活動（対⾯での講座、相談、交流会など）を予定していたが、コロナの影響により、オフライン活動を出来なくなった。その代わりにオンライン活動（zoomを利⽤し
た講座、クラウドサービスを利⽤したコミュニケーション、SNSでの発信）を充実させ、遠⽅にいる専⾨家の⽀援を⼗分に活⽤することができた。
SNSの活⽤により、交流会参加者が増え、当団体に興味を持った⽅々から連絡を頂き伴⾛者となるなど、良い影響が多い結果となった。

・塾⽣たちの伴⾛⽀援による変化について
塾⽣と伴⾛者が共に起業に向けて⾏動した結果、様々な相談を⾏うほどの親交となった。交流会で出会いが⽣まれ、伴⾛者以外とも交友を広げることができていた。
また、塾⽣達のビジネスプランを伴⾛者と具体化していく中で、社会的課題（働き⼿の不⾜、後期⾼齢化社会での介護サービス、サバイバーの⽀援）に関連するビジネスであった。そのビジネ
スプランをソーシャルミッションと紐づけることを社会起業⼤学協⼒のもと伴⾛⽀援を⾏った。塾⽣達にとって、難しい⽇本語が出てくる講義であったが、伴⾛者の⽇本語⽀援の結果、より理
解が深まった。事業終了後の塾⽣に対する事後アンケートで、⾃⾝のビジネスプランを明確化することができたとの回答を頂いた。
・講座について
今年度の講座を通じて、塾⽣達のビジネスプランを明確することができた。しかし、塾⽣達には実際に起業するにあたった「ファイナンスプラン」、「就労ビザ（「経営・管理」等の在留資
格）の申請」、「会社の資本⾦等の専⾨的知識」の習得ができていない。次年度以降の課題として、その為の講座を計画する。

⑥当社団主催のビジネス
プラン発表会の実施

計画通り

想定外のアウトカム、活

動、波及効果など

課題を取り巻く変化

⼀般社団法⼈留学⽣⽀援ネット
ワーク

株式会社グローバルキャリア研究
所

（福⼭の）外国⼈留学⽣を⽀援す
る会

社会起業⼤学株式会社

㈱LIG  いいオフィス

有限会社トラスト／ウィズス

クエア福岡／一般社団法人リ

エートス

⼤学コンソーシアム⼤分及び「おおいた留学⽣ビジネスセンター」との連携

連携先

広島県商⼯労働局イノベーション
推進チーム

イノベーション・ハブ・ひろしま
Camps

実施内容・結果



Ⅸ．インプット ※事業完了⽉の⽉次収⽀管理簿の⾦額を⼊⼒ください。（精算⾦額と⼀致させる必要はありません）

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

3.広報制作物、購⼊物等でシンボルマークの活⽤
⽅法（事例）

シンボルマークを掲載したチラシを作成し、イベントごとに紙媒体チラシ配布、facebook掲載、ホームページ掲載を実施
シンボルマーク使⽤の上記イベントチラシの事例：(3), (4), (5)

4.報告書等

当社団のポータルサイトで報告書の要旨を掲載予定

①規程類※の整備実績
※規程類：定款・規程及び準ずる⽂書類(指針・
ガイドライン等を含む)

状況 内容

3,500,000 3,523,190 100.7%

◆交流会とオープンセミナー毎にチラシを作成
(1)インド⽂化交流会（6⽉26⽇）
https://hingt.net/archives/358
(2)オープンセミナー「これからの地域社会と⽇本語」（7⽉24⽇）
https://hingt.net/archives/374
(3)オープンセミナー「ウズベキスタンと⽇本を繋ぐ⼈材交流」（8⽉24⽇）
https://hingt.net/archives/392
(4)国際交流会（11⽉7⽇）
https://hingt.net/archives/454
(5)外国⼈起業塾プレゼンテーション（11⽉28⽇）
https://hingt.net/archives/520
(6)ランチ交流会（12⽉16⽇）
https://hingt.net/archives/607

計画額

差額23,190円は⾃⼰資本⼝座から⽀出

Ⅹ. 広報実績 

広報内容 内容

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・
WEB等）

◆活動内容、イベント広告を当社団のポータルサイトで掲載するほか、以下、メディアで活動内容等イベント案内が掲載された
・広島経済レポート
https://hingt.net/archives/689（8/24ウズベキスタンオープンセミナー）、（11/28塾⽣のプレゼンゼンテーション）
・中国新聞朝刊（11⽉23⽇朝刊）
https://hingt.net/archives/684 （11/28塾⽣のプレゼンテーション）
・peatix→無料広告を活⽤し、イベント記事を作成
・facebook→有料広告を活⽤し、イベント記事を作成

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したも
の

情報公開規程に定める⽅法により公表・公告を実施した。

1. 社員総会、評議員会、理事会は、規程類の
定める通りに開催されていますか。

はい 社員総会規程、理事会規程に基づき、定時社員総会及び理事会を開催した。

インターネットのセキュリティ対策、個⼈情報の取り扱いについて実施。
（例：個⼈情報を得た際は、利⽤範囲を事前に当⼈へ周知し、利⽤範囲内で使⽤する。その後、削除した）

事業年度終了時に監事による内部監査を実施予定。

4.コンプライアンス委員会またはコンプライ
アンス責任者を設置していましたか。

はい コンプライアンス規程でコンプライアンス責任者を設置した。

5.ガバナンス・コンプライアンスの整備や強
化施策を検討・実施しましたか。

はい

6.報告年度の会計監査はどのように実施しま
したか。
（実施予定の場合含む）（複数選択可）

内部監査

2. 利益相反防⽌のための⾃⼰申告を定期的に
⾏っていますか。

はい 役員の利益相反防⽌のための⾃⼰申告等に関する規程、倫理規程に基づき実施した。

3.関連する規程類や資⾦提供契約の定めどお
り情報公開を⾏っていますか。

1.事業期間に整備が求められている規程類の
整備は完了しましたか。

完了
規程等を整備し、団体のホームページへ掲載した。
https://hingt.net/about

2.上記設問1で「整備中」の場合は、事業開
始時と⽐較して、整備状況がどのように改善
されたかを記載してください。

-

全て公開した
団体の下記ページにて公開した。
https://hingt.net/about

3.整備が完了した規程類を⾃団体のwebサイ
ト上で広く⼀般公開していますか。

4.変更があった規程類に関して資⾦分配団体
に報告しましたか。

変更はなかった

②ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

はい

合計

補⾜説明

事業費 直接事業費
管理的経費 112,464 88.1%

実績額 執⾏率
3,410,726 101.1%3,372,390

127,610



Ⅻ. その他

 当社団は4つのテーマ（外国⼈の起業家⽀援、IT⽀援、ライフキャリア⽀援、ネットワーク形成）を掲げて活動をしている。このなかで、今事業年度（2021.2〜2022.1)は新型コロナウイルス対応緊急⽀援の助成⾦に恵ま
れ、特に外国⼈留学⽣を中⼼とした起業家⽀援の事業に専念する機会を得ることができた。
 次年度（2022.2〜2023.1)は、今年度に引き続き、外国⼈起業塾の運営を継続していく。具体的には外国⼈起業塾の5名を継続的に⽀援し、塾⽣の起業ビジョンの実施計画書の作成、資⾦調達の⽅法の選択、「経営管理」
ビザの取得、会社の設⽴登記の達成までを⽬標としている。そのために、広島県イノベーション推進チームをはじめ、ひろしま産業振興機構の「ひろしま創業サポートセンター」、㈱ひろしまベンチャーキャピタル等の
助成⾦の確保をしたうえで、広島⼤学の産学連携部⾨等のとの産学官連携強化を図り、グローカルの地域づくりを推進していく所存である。
 特に県内で外国⼈起業家を輩出していくため、広島県の国家戦略特別区域の活⽤し、外国⼈創業活動促進事業との連携を図ることとしたい。例えば、外国⼈の創業に当たり、Co-workingスペースの活⽤、資本⾦の軽減
化により、起業のハードルとなっている「資本⾦原則500万円相当」の軽減を図る。（この事業の実施に当たっては、⼤分県の「おおいた留学⽣ビジネスセンター」による外国⼈留学⽣起業者へのインセンティブ提供の先
⾏事例を研究して取り組みたいと思う）
 また、あわせて、今後、当社団の管理運営資⾦の安定的確保を得られるような制度設計、⾃⼰資本の活⽤、新たな助成⾦の取得を視野に⼊れ、継続的に伴⾛型外国⼈起業塾（2年間）の事業運営ができるよう、基盤整備
を図っていく。

7.本事業に対して、国や地⽅公共団体からの
補助⾦・助成⾦等を申請、または受領してい
ますか。

いいえ

8.内部通報制度は整備されていますか。 はい 内部通報（ヘルプライン）規程でヘルプライン窓⼝を定めた。

⾃由記述


