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(2)  (財)高知県産業振興センター「ベンチャーキッズスクール」 

 

◆教育の対象者 

○高知県香北町立香北中学校の生徒 

※ものごころの付く年代に、地元に根ざした起業意識を育てるために中学生を対象とす

る。 

◆教育の実施者 

○(財)高知県産業振興センター 

※高知工科大学や高知高専などと連携して、「ベンチャーキッズスクール」の他にも、

起業家育成事業に積極的に取り組んでいる。 

◆教育プログラム実施のコーディネーター 

○(財)高知県産業振興センター 

◆教育プログラムの企画者 

○(財)高知県産業振興センター 

○高知工科大学アントレプレナークラブ 

※高知工科大学は橋本現知事の提案により、1997 年に開学された工学系単科大学（公設

民営）である。 

※高知工科大学アントレプレナークラブは、2000 年度は総勢 20 人以上で活動している。

この取り組み以外にも、個人でも積極的に活動を行っており、ある女子大生は大学の

そばにコンビニを経営している。 

◆協力 

○香北町教育委員会 

○香北町商工会 

○(株)セルフウイング 

◆教育プログラム企画の背景・経緯 

○2000 年１月、早稲田大学大江建教授、(株)総合コンサルティングオアシスが、小中

学生に対する起業家教育の取り組みを高知工科大学起業家コースで紹介した際に、

興味を持ったコース長の加納教授、田路助手が県職員（(財)高知県産業振興センタ

ー）もその場に呼んで、話を聞いたことが直接のきっかけとなった。 

○その後、すぐに(財)高知県産業振興センターの中で実施に向け検討を行った。既に、

国や県の予算は固まっており、財源は(財)高知県産業振興センターの自主財源を利

用して行うことに決定した。 

○３月に、早稲田ベンチャーキッズ R キャンプに「ビッグブラザー」として高知工科

大学アントレプレナークラブの大学生が参加し、実地に指導員研修を受けると同時

に、大江建教授の理念に共感した。 

○ (財)高知県産業振興センターでは、推進体制づくりのため、県教育委員会に協力を

要請し、市町村の教育委員会に直接アプローチすることに関して承諾を得て、懇意

にしていた香北町教育委員会に連絡した。 

○さらに、香北町教育委員会から紹介された香北町商工会青年部の協力も得た。 

○「生徒会を中心に生徒の中に活気がある」ということで、香北中学校を香北町教育

委員会より推薦してもらう。香北中学校に話を持ちかけたところ、校長が積極的に

協力してくれた。生徒会を中心に告知を行い、参加者を募集した。 

○同時に、毎年行われている香北町のイベントにあわせて開催日を決定した。 

○企画段階から香北町と高知工科大学アントレプレナークラブと連携し、高知版の「ベ

ンチャーキッズスクール」プログラムを作る。香北中学生との顔合わせ以降、参加

する中学生の意向を優先する形で進行させた。 

○体制と実施日について、早稲田大学大江教授に報告したところ、指導などの窓口と
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して(株)セルフウイングを紹介してもらい、マザー牧場での「早稲田ベンチャーキ

ッズ Rキャンプ」の資料をもらい、参考とした。 

◆教育プログラムの目標 

○多感な時期に起業を学ぶことで、起業を将来の選択肢として捉えられる子どもを育

てる。 

○将来的には、地域のあるいは日本の産業の振興につなげていきたい。 

◆教育プログラムの目的 

○自らの事業アイデアをビジネスとして実践させることのおもしろさを知る。 

○「知識偏重」の詰め込み型教育の中で見過ごされつつある、創造力・応用力・失敗

をおそれないたくましさの育成。 

○講師として参加する高知工科大学アントレプレナークラブの大学生は、ベンチャー

キャピタリストとしての視点を生で勉強する。 

◆教育プログラムの内容 

○実施期間・回数・頻度・延べ時間 

・2000 年 10～11 月のうち５日間を合同の作業日とし、グループによっては、販売日

の１週間ほど前から毎日作業（主に製造）を行った。（ただし、香北中学生と、高知

工科大学アントレプレナークラブの大学生との顔合わせを含む準備は 2000 年７月

より開始） 

・販売日はイベントにあわせて、11 月 19 日の午前中から４時間程度で実施した。 

○実施場所 

・「香北いきいき合衆国」（2000 年 11 月 18～19 日に香北町アンパンマン・ミュージ

アム前広場で開催）という地域イベントの中でスペースを借りて出店 

※「香北いきいき合衆国」は 10 年以上前から香北町で毎年実施されているイベントで

ある。物産展やこども広場などを備えている。 

・座学や製造作業などは、学校の教室あるいは、家庭科室などを利用した。 

○対象者の人数規模 

・中学生 16 名。 

・１年生～３年生まで参加したが、１年生が最も多かった。 

・４人で１チームを構成。 

○プログラムの内容 

・マーケティングや仕入れ、製造、販売までの一連のカリキュラムを地域社会の協力

を得ながら体験するプログラムである。 

・地域イベント「香北いきいき合衆国」の中でスペースを借りて出店する。アンパン

マンのふるさととしてつくられたアンパンマン・ミュージアム前広場で開催される

イベントであるため、同ミュージアムの年間 20 万人の集客力を活用した。 

・グループ編成は生徒たちの好きなように組ませる。 

・カリキュラム 

※市場調査：ウォークラリーをしながら現地を見学・調査し、商材を決定する。どんな

人が来ているか、あるいはどんな商品が好まれるか、商店主や客に現場でインタビュ

ーするなど積極的にリサーチした。 

※事業計画：商材ごとにチーム編成し、仕入れから販売に至る事業計画作成。商材は当

初事務局側で用意する予定だったが、自分たちで選びたいという中学生の意向を尊

重。 

※事業費調達：チームの仕入れ資金は、各チームに講師として参加する大学生が仮の「銀

行」となり、１チームあたり 36,000 円の融資を受けて調達する。当初は、「銀行」を

設置する予定はなかったが、事前の報道を通じて支給金の存在が子ども達に伝わって

おり、「リスク」を理解させることが困難と考えられたため、改めて「銀行」を設置

した。 

※仕入れ：商材・原材料は当初、事務局側であらかじめ用意する予定だった。しかし、
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「自分たちで選びたい」という子ども達の意思を尊重し、購入したい物を香北町商工

会の協力のもとそろえるという形式に変更した。しかし、市内量販店の価格の方が安

いというケースも発生し、事務局が同行して市場価格を調査し、事務局が「問屋」と

して仕入れ、子ども達は「問屋」から仕入れる形式に再度変更した。ただし、ここで

遠方への調達には費用がかかることを教えるため、高知市への仕入れには１人 1,500

円、もう少し近い南国市や土佐山田市への仕入れは１人 1,000 円の交通費を請求し

た。 

※製造：商品はクッキー、編み物など比較的作業の要するものがあった一方、不要品を

持ち込んだり、提供されたため製造作業はほとんどない物など様々だった。しかし、

不要品をフリーマーケット的に販売する場合も、刺繍を加えるなど、必ず手を加える

こととした。製造には講師として参加する大学生も携わった。 

※販売・決算：積極的に販売を展開。決算ではプログラム独自の損益計算書に基づき収

支を計算し、利益を配分した。原資は決算終了後、講師費用（大学生のアルバイト代）

に充てられた。４チーム全てが黒字となり、１人あたり 2,500 円の利益が出たチーム

も見られた。赤字のチームが出た場合は、使わせてもらった中学校の掃除を行っても

らう予定だった。（結果として、全員で掃除を行った） 

○講師 

・高知工科大学アントレプレナークラブの大学生８名 

※１チームに２人ずつ講師としてつく。 

※講師となって参加する大学生が「銀行」となって融資するため、会社を上手に経営さ

せるように指導しないと、自らのアルバイト代である事業資金が回収できない仕組み

となっている。 

○使用教材 

・(財)高知県産業振興センターと高知工科大学アントレプレナークラブの大学生とで

協力して作成した。 

◆教育プログラム実施にかかる事業費 

○講師謝礼：高知工科大学アントレプレナークラブの学生に対して、１人あたり 18,000

円を(財)高知県産業振興センターが支払う。 

○(財)高知県産業振興センターの 2000 年の事業予算は 50 万円である。 

◆教育プログラムの効果 

○中学生は最も多感な難しい年頃で、大人の言うことをなかなか聞けない時期である。

当プログラムでは、中学生にとって、身近なお兄さんやお姉さんにあたる大学生が指

導に当たることで、気楽で聞きやすい環境になった。 

○中学生は収入を得て非常に喜び（収入は、販売日の１日で稼いだような感覚でいる生

徒もいる）、また来年もやりたいと、終了後に話していた。 

○中学生は、一つ一つの段階を終了していくごとに、その達成感が顔に現れており、一

生懸命やればできるという、自信につながっていることが分かった。情操教育として

の有効性を感じた。 

○事業計画の倍の材料を仕入れてしまったチームは（商品はクッキー）当初予定の倍の

数の商品を製造してしまった。しかし、販売時に「店舗から出て販売してはどうか」

と講師として参加する大学生が声をかけると、積極的に広場中で客に販売を行い、結

局完売した。さらに、他のチームもその状況をみて、積極的に販売するようになった。

○普段受動的に学んでいる大学生が指導する立場となり、生の投資家の立場を実感し、

勉強となった。自ら起業家教育「事業」を実施したという点で、それ自体が「起業」

体験でもある。また、県の産業振興担当セクションや地域の商工会などと接触する機

会を得て、事業のサプライヤーとして関わることが、企業支援をする側のロジックを

垣間見る経験となっている。 

○商売では儲けが少ないため、跡取りが店を継がず、サラリーマンになるのもしょうが

ないという風潮でいた、商店街の店主たちが自分たちの商売を見直すきっかけとなっ
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た。中には、子ども達を次回のベンチャーキッズスクールに参加させてもらえないか

と、言っている人もいる。 

◆教育プログラム実施にあたっての課題 

○最初の市場調査の段階では、自分たちがこれから何をしようとしているのか、その全

体像を子ども達が十分理解していなかったため、何をして良いのか分からない様子だ

った。こうした状況を軌道修正する上で、講師として参加する大学生の間でも全体像

についてしっかりしたイメージの共有が重要であった。 

○講師となって参加する大学生と、当プログラムに協力した香北町商工会のメンバーと

の間でプログラムに対する認識の違いがあり、指導側と認識を共有させる必要があっ

た。 

※講師となって参加する大学生は「生徒達が、ビジネスの一連の流れを体験していく中

で失敗するのであれば、それも重要な体験ではないか」と考えており、何を売るかは

生徒達の判断に任せた。しかし、社会人からは「何を売れば儲かるか、何だったら商

売上安全か」といった助言が多く聞かれた。 

○(株)セルフウイングのサポートが大きく、専門的な機関の存在は重要である。教材作

成の際のアドバイスや、決算時の説明などで主に協力してもらった。また、その後も、

(株)セルフウイングがプログラムの成果をいろいろな形で紹介してくれ、全国の各県

の産業振興センターや、自治体から問い合わせがある。結果として広告窓口の役割を

担ってくれている。 

○香北町商工会には仕入れで協力してもらう予定だったが、（プログラム内容に記した

ような）仕入れ方法を変更する事態が生じ、協力体制の作り方には十分な工夫が必要

である。 

○製造では、講師として参加する大学生と中学生との年齢が近いために仕切りが難しく、

中学生が遊んでしまう傾向も見られた。 

○延べ５日間のプログラムは長いと感じており、2001 年度は３日間で実施したいと考え

ている。これは、学校の先生の負担が大きいためである。準備時には中学校を利用す

るため、そのたびに先生には同席していただくことになり、結果として負担をかけて

しまった。学校は製造の拠点として多機能を備えており、有効である（調理室、裁縫

室など）。今後、継続していくためには、利用者側と学校の立場のギャップを埋め、で

きるだけ、学校現場の負担を少なくしていく必要がある。 

◆今後の展開 

○2001 年度は、2002 年冬に香北町で実施した。 

○その際には 2000 年度の課題を踏まえて以下の点を検討した。 

＊仕入れの仕組みについて産業振興センターが中心となり、関係機関と連携調整する。

＊企画当初に、スタッフ全員にトレーナートレーニングを実施する。 

＊講師となって参加する大学生も段取りをつかんでおり、３日間の日程とする。短縮

にあたっては、市場調査、その検討会を集中的に実施する。また、2000 年は仕入れ

に１日をかけたが、商材を決定後、中学生自身が買い付けずに、事務局が仕入れを

行うことで短縮する。 

○高知市教育委員会にも関心を持ってもらっており、2002 年度に実施すべく企画してい

る。その際には、高知市の生徒に香北町に来てもらい、学生間の交流も同時にできる

のではないかと考えている。 

○事業資金については、国や県、中小企業総合事業団から支援を受けたいと考えている。

◆行政・企業・地域社会による支援の状況 

○産官学が連携して企画段階から携わっている。その中でも、主催者である第３セクタ

ー(財)高知県産業振興センターは事業年度の縛りなくすぐに事業が実施できる上に、

商工会や教育委員会との継続した人レベルの連携ができあがっており、柔軟な対応が

可能となっている。また、組織内の風通しの良さも、決定から実行までのプロセスが
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非常に早い要因となっている。 

○企画担当者は、「まずはやってみよう」という視点に立ち、積極的に周囲の関係団体に

協力を求めていった。 

○香北町商工会には、出店スペースの一等地をベンチャーキッズスクールに割り当てる

よう配慮してもらったり、テントの無料貸与、机、イス、展示施設などの提供という

形で、積極的に協力してもらった。また、この他市場調査の際には、実際に売れてい

る商品はこんなものである、というように生の声を提供してもらったり、仕入先を口

利きしてもらうなど、講師として参加する大学生のアドバイザーとしての役割を果た

していた。今後も積極的に関わっていきたいと言ってくれている。 

○香北町は、高知県の中でも活気のある町の一つであり、「香北いきいき合衆国」や「物

部川流域地球元気村」など、多くのイベントをこれまで実施してきている。特に、行政

の動きが早く、イベントなどの請負も手慣れている。 

◆その他 

○企画担当者は「楽しむ」ことに重点をおいて、活動に取り組んでいる。 

○(財)高知県産業振興センターでは、「ベンチャーキッズスクール」の他、以下のような

起業家育成事業を実施している。要望にすぐに応える迅速さと共に、ネーミングを含

め、分かりやすくかつおもしろく相手に伝える情報発信力を備えている。 

＊高知県産業振興アライアンス会議：１～３次産業を問わず希望する産学官の会員で

全体会議を構成し、ここの力を分散させることなく、費用対効果を含めてその力を

最大限に引き出し、新産業の創出に向けて情報交換を行うネットワーク 

＊高知県起業家セミナー：国内外の有識者や起業家を講師として招き、高知工科大学

でセミナーを開講する。参加費は１コース（４～５日間）20,000 円。地元の工場で

働く人たちが高知工科大学で講義を聞きたいとの要望を(財)高知県産業振興センタ

ーに寄せたことをきっかけとしている。 

＊女性起業家セミナー「創業コロンブス」：30～40 代の県内の女性創業者が自分たち

の体験やノウハウを次世代に生かしたいという意図で立ち上げた協同組合次世代創

研に協力を仰ぎ、ビジネスマナーから企画、事業計画の立案までをレクチャーする。

セミナー開催時には、託児所が用意されている。 

＊産学交流ウィークエンドサロン：「学の敷居が高い」という声に応える形で、主に高

知高専の先生に協力を仰ぎ、大学にぶらっと行って話ができるサロンを開設。ニー

ズに応じて、大学内や(財)高知県産業振興センター内で場所を提供している。また、

反対に先生が工場の製造現場を見学するツアーも実施し、相互に行き来するプログ

ラムとなっている。 

＊創業のススメ：起業のプロセスを分かりやすく説明した手引書を発行。 

◆照会先 

○(財)高知県産業振興センター 振興部支援課 主幹 岡田 忠明氏 

               総務部総務課 主幹 川崎 聡氏 

・〒781-5101 高知市布師田 3992-2 

・TEL:088-846-7087 FAX:088-846-2556 
(資料)(財)高知県産業振興センターヒアリング 

(財)高知県産業振興センター資料 

   中小企業総合事業団創造的中小企業支援部「平成 12 年度ベンチャー関連情報収集・提供・調査事

業 ベンチャー企業事例・起業家教育事例調査報告書」（2001 年１月） 

 

  


