歴代
事 務 局スタッフ
座談会

高校生ビジネスプラン・グランプリ

そしてこれから
5 年間の軌跡、
高校生ビジネスプラン・グランプリの企画・運営に携わる日本公庫 創業支援部。
第1回大会からの歴代担当者が、立ち上げの経緯、企画立案の裏話やエピソード、
高校生ビジネスプラン・グランプリへの思いなどを語り合った。

立ち上げ～第1回大会

ゼロからのスタート、
最初は散々だった出張授業

斎藤 当初、
「本当にそんなニーズはあ

立見 日本公庫の創業支援のノウハウを

るのか」と、多くの指摘を受けました。

「起業教育の現場に還元する」というコ

そこで、創業支援部や創業支援センター

ンセプトにしたので、最初からです。

濱田 高校生ビジネスプラン・グランプ

のスタッフが各地の高校を回ってヒアリ

斎藤 出張授業の教材は、日本公庫が創

リ立ち上げの経緯から始めましょう。

ングしたところ、
「ぜひやってほしい」と

業者向けのセミナーで使っている資料を

立見 創業支援グループでは毎年春先、

いう先生からの回答がすごく多かった。

参考にして作りました。

その意見をまとめて、ようやくゴーサイ

立見 最初の出張授業は散々だったね。

るか」をテーマに話し合っていて、以前

ンが出ました。

京都の高校で出張授業をやらせてもらっ

からコンテスト開催のアイデアはあった

濱田 出張授業は、最初から組み込まれ

たけど、全然、高校生に響かなくて……。

んです。大学生を対象にする案も出たけ

ていましたか？

斎藤 「もっと高校生が食いついてくれ

「どうすれば創業の機運を盛り上げられ

れど、それはほかでもやっているから、
高校生でいこうという話になりました。
濱田 高校生を対象にすることには、反
対意見もあったんじゃないですか？
立見 日本公庫が足を踏み入れたことの
ない分野だし、どの年齢層まで起業教育
をするのか整理ができていない状況だっ
たので、これでいいのかという思いはあ
りましたね。
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左／第1回大会グランプリの宇和島水産高等学校。スピーチで観客を魅了した翠簾屋大雄さんは、
「社会のために役立ちた
い」
と、大学の社会福祉学科に進学した 右／エントリー数が第1回大会の1,546件から171件増えた第2回大会

そうな、身近な事例を取り入れないとダ
メですね」って、立見さんと話した記憶
があります。
立見 理屈っぽくて教科書みたいだった
ので、クイズ形式や対話形式の要素を
取り入れていったんです。それからは、
徐々に浸透していきました。
濱田 「ヒット商品は何ですか」といっ
たコンテンツですよね。時代に合わせて
多少変わりましたけど、今もそのフォー
マットは残っています。ところで、
「高

岡崎支店 国民生活事業
融資第二課長

創業支援部 創業支援グループ
グループリーダー

立見大作

斎藤健一

五反田支店 国民生活事業
融資第二課長

河本祥忠

校生ビジネスプラン・グランプリ」
のネー
ミングはどうやって決めたんですか。

んです。こうした経緯から、
「次からは

斎藤 分野別の候補者をリストアップし

斎藤 みんなで名前とキャッチコピーの

何とかしよう」と話し合い、第2回大会

て、一人ずつお願いにうかがいました。

案を出し合って決めました。“ ○○甲子

からまともな賞状になりました。
今となっ

立見 起業に理解のある各界の著名人が

園 ” とかいろいろ出たけど、
「高校生ビ

ては “ レアもの ”の賞状です（笑）
。

審査員になってくださり、毎回、高校生

ジネスプラン・グランプリ」がいいとい

斎藤 最終審査会の反響は大きかった

たちに温かい言葉をかけていただけるの

う意見で一致しました。

ですね。グランプリに輝いた宇和島水

は、とてもありがたいです。

み

す

や だ いゆ う

立見 キャッチコピーはなかなか決まり

産高校（愛媛県）
の翠簾屋大雄くんの素

濱田 第2回大会では参加校が207校、

ませんでした。まず「無限大」がいいと

晴らしいスピーチにみんなが感動して、

エントリー数は1,717件に伸び、それに

いうことになり、それと何を組み合せる

日本公庫内でも「これはいいイベントだ」

対応するために第3回大会から Web 受

かを考えて、最終的に「創造力、無限大」

と認識されたんだと思います。マスコミ

付システムが導入されました。

に決まったんです。

にも取り上げられました。

斎藤 応募数が多くて対応が追いつか

濱田 第１回大会からエントリー数が

立見 高校生たちのプレゼンテーション

ず、このままだと応募したのにエント

1,546件って、相当多いですね。

のレベルが高かったことに救われました

リー登録がないとか、書類を紛失し

立見 実は、締め切りの前々日には

ね。どの高校のプレゼンテーションも

てしまったとか、取り返しのつかない

100件しかエントリーされていなくて。

すばらしくて、あらためて彼らのポテン

トラブルが起きてもおかしくない状況

目標が500件だったので焦っていたら、

シャルの高さを認識しました。あれを見

だったので、システム化せざるをえな

最後の2日間でワーッと。

て、
「全国にはまだまだすごい高校生が

かったんです。

斎藤 郵便がドバーッと届いて、めちゃ

いるはずだ」と感じたから、
次につながっ

永松 私が創業支援部に異動してきた

くちゃ盛り上がりましたね。

ていったんじゃないですか。

濱田 1,546件の書類審査は大変だっ
たんじゃないですか。
立見 審査よりフィードバックのコメン

第2回～第3回大会

大会の仕組みづくりと
周知活動に注力

トを書く作業が大変でした。

濱田 第2回大会からは、最終審査会の

永松 「ベスト100」は、当初の予定に

参加者にメッセージパネルを書いても

はなかったと聞きました。

らったり、学校賞を日本公庫の支店が届

斎藤 予想外に応募プランのレベルが高

けるかたちに変えたり、映像配信を始め

くて、ファイナリストにもれたプランに

たり。数々の新しい試みが始まりました。

もぜひ賞をあげたいという話になって、

立見 第2回大会の映像配信はお試しと

急遽「ベスト100」という賞をつくりま

いう感じでしたが、評判が良かったので

した。

第3回大会から正式に始動したんです。

立見 急いで台紙を買ってきてプリン

濱田 この回から、審査員もほぼメン

ターで印刷して、私が賞状を手作りした

バーが固まりましたね。

上／最終審査会参加者たちが書いたメッセージパネル
下／審査員のメンバー。起業に理解のある各界の著名人
が顔をそろえた

35

立見 税理士の先生が、このページをい
つも見ていると言っていたよ。
永松 ずっと見てくださっている方が多
く、
「これだけファンの離脱率が少ない
のはすごい」と業者の方から褒められま
した。個人的には、もっと「いいね！」
が増えてほしいんですけど（笑）
。
第4回大会～第5回大会

創業支援部

創業支援部

永松伸悟

創業支援部

濱田健志

早原詩津香

早原 キャラクターやノベルティグッズ

時、ちょうど Web による応募受付シス

立見 応募数が増え、すべての高校で

を作り始めためたのは、第4回大会から

テムの導入が始まりました。右も左もわ

出張授業を行うのはマンパワー的に無

ですよね。

からない状態で担当になったので、本当

理ということになり、第2回大会の頃か

永松 第3回大会の最終審査会用チラシ

に苦労しました。

ら開発を始め、第3回大会のタイミング

に使った写真と同様の写真が、他のイベ

濱田 システム化にあたって、
「どうして

でリリースしました。青稜高校
（東京都）

ントでも使われていたことがわかり、汎用

も導入してほしい」機能はありましたか？

の河崎奎太さんが「gacco」を受講して

的な写真はやめようという話から、
思い切っ

斎藤 応募状況をリアルタイムで集計

応募し、第3回大会のグランプリを取っ

てイラストのキャラクターを作りました。

できる機能は必須だと考えました。ホー

たことは、その効果を実証する意味でも

早原 二次元バーコードのシールも、こ

ムページ上での応募入力作業を、担当

印象深かったですね。
「gacco」は高校

のときからですね。

の先生にしてもらうか、高校生にしても

生だけでなく、一般の方がビジネスプラ

永松 周知を高めるには、パンフレット

らうかで、かなり悩みました。その当時

ンをつくる際にも勉強になる内容だと思

だけでなく日常的に手に取って使っても

は Web 申し込みが全体の4割程度でし

います。

らえるツールがいいだろうということで、

たが、今はどうですか？

早原 私が現在、運用を担当している

付箋とかペンとかいろいろな案が出たん

濱田 エントリーはほぼ Web による申

Facebook も第3回大会からです。

ですけど、学生なら誰でも使うという理

し込みで、９割を超えています。ところ

永松 日本公庫をもっと若年層に周知し

由でクリアファイルになりました。

で、オンライン講座の「gacco」も、

なければならないという課題があり、
「そ

河本 二次元バーコードのシールは、

第3回大会からですよね。これはどうい

の一手としてSN Sが有効だろう」
「SNS

Facebookのページの認知度を上げるこ

う経緯で始まったんですか？

にもいろいろあるけれど、実名が使われ

とと、ホームページを PR しようという

る Facebook がいいだろう」と。情報

ことで、作ることになりました。最初は

発信できるコンテンツやリスクを考えた

名刺に印刷するつもりでしたが、再生紙

ときに、やはり高校生が対象のビジネス

への印刷が難しくて、安価に作れるシー

プラン・グランプリがいいということで

ルになりました。ところが、これが大き

スタートしました。

すぎても小さすぎても読み込めず、相当

左 ／ 第3回 大 会では、
「gacco」受 講 生 の 河
崎奎太さん（青稜高校）
がグランプリに輝いた
下／第4回大会グランプ
リの三国丘高校。生徒
や先生、家族ら大所帯
で受賞を喜んだ

第4回大会から作り始めたノベルティグッズ

（中央上はグランプリのトロフィー）
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OB・OGの中から
ついに起業家が誕生

第４回大会からは
イラストのキャラクターが登場

苦労しました。それなのに、あまり使わ
れることもなく、翌年から名刺の裏に印
刷されることで、お役御免になりました。
濱田 最終審査会で OB・OG のインタ
ビュー動画を流したのも第4回大会から
です。
永松 OB・OG のメッセージは、応募し
た高校生や、次回以降の応募を考えてい
る高校生にエールを送る目的で採用する
ことになったんです。そして、まずは出
演メンバーを集めることから始めました。

日本公庫が全国各地で展開している出張授業では、事務局も講師
を務めている。2017年度の出張授業実施先は300校！

河本 創業支援センターに頼んだら、大
会後も連絡を取っている OB・OG が15

つかむきっかけになりました。

した。残念ながら、試作品をつくるとこ

人くらいいると。そのなかには起業準備

立見 高校生ビジネスプラン・グランプ

ろまでいったものの受験勉強が始まり、

中の方、就職予定だったけど大会参加を

リを経験した高校生が、実際に起業して

時間切れになってしまいました。あれは

機に進学した方もいて、すごくいいもの

特別講演者として登場するというシナリ

今でも忘れられません。

が撮れたので最終審査会で流すことにな

オは、われわれの夢ですね。

斎藤 僕が印象に残っているのは、青稜

りました。
斎藤 OB・OG のインタビュー動画は、
試しに第3回大会の交流会で初めて流し

高校の河崎さんかな。応募前に「相談

過去、現在、
そして未来

若者の創業マインドの
向上をめざし、
さらなる発展を

できますか」と連絡があったので、日本
公庫に来てもらって応募方法などをレク

てみました。

早原 これまで高校生ビジネスプラン・

チャーしたのをよく覚えています。その

河本 そのときの評判が良かったので、

グランプリに携わってきたなかで、印象

あと応募してくれたビジネスプランを見

大々的にやったのが第4回大会の最終審

に残っているのはどんなことですか？

たらすばらしい内容で、最終的には本当

査会です。その背景にはホームページが

斎藤 提出されたビジネスプランのフィー

にグランプリを取っちゃったんです。彼

あるんです。以前から、ホームページを

ドバックのコメントを、すごく時間をかけ

が受賞スピーチで、
「斎藤さんにはお世

充実させたいという思いがあって、そこ

て書いたことは忘れられませんね。丁寧

話になりました」と言ってくれたときは、

を見据えて、まず OB・OG を撮り、次

に一件一件コメントを返すのは大変でし

本当にうれしかったですね。

に先生のインタビュー動画を撮影しまし

たが、高校生たちの思いをじかに感じる

河本 出張 授業で地方へ行くと、純朴

た。それは斎藤さんが第3回大会でして

貴重な経験でした。

な高校生たちが一生懸命プランをつくっ

いたことを拡充した感じです。

河本 忙しかったけど、ほかの仕事では

ている姿を目の当たりにします。よく覚

早原 OB・OG 会も初めて開催されま

なかなか得られない、創造する楽しさが

えているのが、奄美高校（ 鹿児島県）の

したね。

ありました。それより何より、高校生の

生徒たちです。高校生ビジネスプラン・

永松 回を重ねることで過去の参加者も

笑顔に癒やされました。そのおかげで頑

グランプリに参加した後も地元の酒造

多くなり、OB・OG とのつながりも大事

張れたのかなっていう気がしますね。

会社と組んでリキュールを造ったりして

にしたいということで、2017年の夏に声

立見 われわれの創造力も無限大になっ

をかけたところ、20人ほど集まりました。

たということですね（笑）
。

立見 反響はありましたか？

早原 みなさんの印象に残っている学生

永松 ありましたね。OB・OG 同士で交

やチームについて教えてください。

流を深めてもらい、創業支援部とのつな

立見 すぐ思いつくのが、ぐんま国際ア

がりができればと考えていたのですが、思

カデミー高等部（群馬県）の川田祐嘉

いがけず、
すでに起業している方が現れて、

さんです。私は、彼女からアプリをつく

「えっ!?」という驚きもありました。

ゆ

か

りたいという相談を受けて、真夏の渋谷

濱田 OB・OG たちの動向や、会社を

で一緒にベンチャーキャピタルを回った

立ち上げたい、起業したといった情報を

り、アプリ開発の会社を訪問したりしま

応募プランすべてに目を通し、フィードバックの
コメントを書く創業支援部スタッフ
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いて、
「鹿児島の物産展があるから来て

います。

ください」と呼ばれて行ってみたら、彼

早原 最後に、今後の高校

らが商品を売っていて……。その姿を見

生ビジネスプラン・グラン

たとき、この仕事をやっていて本当によ

プリへの期待を聞かせてく

かったと思いました。グランプリは回を

ださい。

重ねるごとにエントリー数が増えていま

立見 高校生ビジネスプラ

す。今後も、本気で起業を考える高校生

ン・グランプリに参加して

だけでなく、地方の普通の高校生も参加

達成感を味わうことも大事

できる大会であってほしいです。

ですが、高校生には、自分

2018年8月10日 に 大
阪で開 催された「 第2回
OB・OG会 」。前 回 の2
倍 以 上 の50人が 参 加
し、大いに盛り上がった

がやる気になれば何でもで
きることに気付いてもらい
たい。そういうイベントであってほしい

ほしいです。それと、全国には約5,300

し、それが結果的に起業につながれば、

の高校があるので、より多くの高校生に

本当にすばらしいと思います。

参加していただき、もっと裾野が広がれ

斎藤 「起業教育の推進」に貢献すると

ばいいと思います。

いう原点を忘れてほしくないですね。地

濱田 高校生ビジネスプラン・グラン

鹿児島・奄美大島での出張授業。高校生たち
の笑顔がスタッフの元気の源

道に出張授業に出かけて高校生たちと

プリは、やりがいのあるおもしろい業務

ふれ合い、彼らが何を考えているのか

です。これは私自身にも言えることです

永松 私が印象に残っているのは、第4

を知り、その目線を失うことなく続け

が、まず担当者自身がこの仕事を楽し

回大会に参加した三国丘高校（大阪府）

てほしいです。

むことが必要かな、と。その熱はきっと

です。ファイナリストに1チーム、セミ

河本 私も、出張授業に出かけ、高校

周囲にも伝わり、高校生ビジネスプラ

ファイナリストに2チーム残っていたの

生と直接話をすることに、すごく意義が

ン・グランプリがさらに盛り上がること

で、最終審査会には、先生、生徒、親

あると思っています。ただ「エントリー

につながるはずです。

御さんが大所帯で参加されました。彼ら

してね」ではなく、今の高校生が何を考

早原 私は4月から高校生ビジネスプラ

は見事グランプリに輝いたのですが、発

えているのかを理解し、しっかりサポー

ン・グランプリの仕事を担当しています。

表の瞬間、受賞当事者だけでなく、一緒

トしていかなければなりません。それと、

今までの業務とまったく違うのでわから

に来ていた生徒や先生、親御さんがみん

グランプリを取るためのテクニックに走

ないことだらけですが、今日、先輩方の

な立ち上がってワーッと大喜びしていた

ることなく、高校生ならではの自由な発

お話を聞いて、みなさんがすごく思い入

んです。その姿を見たとき、セミファイ

想でビジネスプランをつくってほしいと

れを持って仕事をされていたことがわか

ナリストのメンバーたちもみんなで練習

思います。

りました。これから第6回、第7回と続

を重ねてきたんだろうなということがわ

永松 OB・OG とのつながりは、これ

いていきますが、原点を忘れることなく、

かり、すごく感動しました。

からの大きなテーマでもあるので、もっ

さらなる発展を目指して頑張っていきた

濱田 私は、立教新座高校（埼玉県）の

と彼らとつながる機会を増やしていって

いと思います。

小川嶺さんです。地区表彰式でインタ
ビューしたとき、一つひとつの質問に対
して、自信をもって受け答えする姿がす

創業支援部 ベンチャー支援グルーブ グループリーダー

ごいと思ったのが最初の印象です。彼に

金子孝幸

は、その後も出張授業の講座に来ても

歴代事務局スタッフ座談会は、会話が途切れること
なく大いに盛り上がりました。それぞれが笑顔で当時の
ことや担当業務のことを語っていましたが、言葉の端々
に、
「高校生ビジネスプラン・グランプリ」業務に対する
“誇り”が垣間見えました。
歴史を作ってきた歴代の担当者たち、そして、それを
引き継ぐ現役の担当者たち。“誇り”を襷に、
「高校生
ビジネスプラン・グランプリ」
を進化させていくことがわれ
われの使命です。これからも大いに盛り上げていきます。

らったり、OB・OG 会に参加してもらっ
たり。定期的に連絡を取っていますが、
会うたびに成長していて、自分も成長し
ないといけないと、いつも刺激を受けて
います。昨年、彼は会社を立ち上げたの
で、今後も成長を見守っていきたいと思
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たすき

“誇り”を襷に、
さらなる進化を

沖縄での合同出張授業の様子

