
2021 年度（9 期）事業報告 
2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで 

公益財団法人みんなの夢をかなえる会 
 

 

当法人は、平成２６年３月１４日から公益財団法人として活動をしており、９期目にあたる

当期は、事業目的をさらに高いレベルで達成する為、下記のとおり公益事業活動を実施した。 

 

Ⅰ．普及啓発事業（公益事業１） 

 

（１）みんなの夢ＡＷＡＲＤ１２の開催 

本法人は、２０１０年から「みんなの夢ＡＷＡＲＤ」を開催し、定款第 3 条に定められた目

的を更に高いレベルで普及・啓発をする為、夢を持つことの大切さに気づき、夢を持つことの

きっかけをつかんだ方の素敵な夢を応援し、「みんな」が素敵な奇跡をおこし、「みんな」が

雇用や納税を増やし、「みんな」が地域社会の発展に貢献し、「みんな」が幸せになるよう

「みんなの夢ＡＷＡＲＤ１２」を開催した。 

「夢を追い、挑戦し、強い意思と明確なビジョン」を有し、その事業活動が、社会問題を解

決することにつながり、「地域活性化と成長」及び「現代社会における様々な問題の解決」が

両立した持続可能な社会をつくり出す「ビジネスモデル」ならびに「夢追い人」を、「グラン

プリ」として認定。 

「みんなの夢ＡＷＡＲＤ１２」のプレゼンターは、サポート企業から様々な支援を得ること

ができる仕組みとし、本法人が継続的な実現の支援をおこなっていく。これまでの活動から更

に一歩踏み出し、「みんな」が夢を持ち、夢を実現できるように普及と啓発を行い、「みん

な」が夢を追いかけ、夢を実現できるように継続的な支援をして能力を開発していく。 

 

【みんなの夢ＡＷＡＲＤの選考基準について】 

共感性と社会性：みんなをワクワクさせ、共感できること。 社会を良くするものであること。 

 SDGsの実現に寄与していること。 

事業性：優れたビジネスモデルであること。具体的な事業計画が策定されていること。 

 実現に向けた取り組みがスタートしていること。 

 

【概要】 

開催日：２０２２年３月２日（水） 

開催場所：渋谷公会堂→ＰＬＡＹ ＳＴＵＤＩＯ（東京都渋谷区）でオンラインライブ配信へ変更 

エントリー者：２２３名 

サポート企業：３２社 

視聴回数：延べ１７５０回（YouTube） ※２０２２年５月２３日時 

 

■選考スケジュール 

１． エントリー ２０２１年９月１日〜１２月３１日 

当法人ホームページ専用フォームから広く一般にエントリーを受付けました 

２． 一次選考（書類審査結果発表）２０２１年１月７日 

選考通過人数：４５名（うち３名辞退） 

投稿された内容を元に、事務局により一次選考通過者を決定し、サイトにて発表しました 

３． 二次選考（プレゼンテーション動画＆集団面接審査結果発表）２０２２年１月２８日 

選考通過人数：６名 

投稿された内容と面接により二次選考通過者を決定し、サイトにて発表しました 

４． 開催方法の変更 ２０２２年１月２８日 

新型コロナウィルス感染症拡大の防止策として、会場を無観客とし、オンラインによる 

ライブ配信へと変更しました 

５． 渡邉美樹代表理事が個別カウンセリングをオンラインで実施 

２０２２年１月２７日 ファイナリスト６名 



６． 長倉シュタッフ牧子氏によるプレゼンテーション指導をオンラインで実施 

全体：２０２２年２月４日・２月１６日 ファイナリスト６名 

個別：２０２２年２月１１日～１５日・２月１７日～２８日 

７． 青木茂雄業務執行理事が個別カウンセリングをオンラインで実施 

個別：２０２２年２月１０日 ファイナリスト６名 

※この他に、渡美塾でのフォローアップを予定していたが、感染症の影響を加味して中止 

８． 前日に長倉シュタッフ牧子氏によるリハーサル兼プレゼンテーション指導を実施 

全体：２０２２年３月１日 ファイナリスト６名 

９． 最終選考・無観客オンラインによるライブ配信 ２０２２年３月２日 

最終選考では、二次選考を通過したファイナリストによるプレゼンテーションを実施 

最終審査委員により受賞者を決定しました 

  

■賞について 

無観客オンラインによるライブ配信で開催された３月２日の最終選考会においては、全ファ

イナリストの発表後に審査委員の審査により、「みんなの夢ＡＷＡＲＤ１２」グランプリを決

定した。みんなの夢ＡＷＡＲＤ１２グランプリには、『廃棄フルーツで世界中の親子を幸せに

したい！』という夢を語った猪原有紀子（いのはらゆきこ）さんが選ばれました。 

夢支度金としてグランプリには 100 万円、準グランプリには 50 万円を贈呈。両者に渡美塾

のオブザーバー参加権を贈呈。グランプリには共催の「一般社団法人ソーシャルビジネス・ド

リームパートナーズ」から、最大 2,000万円の出資を検討。（両者協議の上、詳細を決定） 

 

■みんなの夢ＡＷＡＲＤ１２ファイナリストのマッチング実績 

当法人は、みんなの夢ＡＷＡＲＤ終了後、ファイナリストの夢が実現するための支援も行う。

定期的にファイナリストと連絡を取り、サポート企業とのコーディネートやファイナリストへ

のアドバイス等を行い、夢の実現に向けてファイナリストに伴走している。 

前述した、みんなの夢ＡＷＡＲＤ１２ファイナリストへの支援企業とのコーディネートを実施

している。なお、過去のファイナリストの企業マッチングも継続して実施している。 

 

 

（２）高校生みんなの夢ＡＷＡＲＤ２の開催 

「高校生みんなの夢ＡＷＡＲＤ」は、定款第 3 条に定められた目的を、裾野を拡げて更に多

くの若者に向けて普及・啓発し、支援・能力開発をする為の学習プログラム＆ＡＷＡＲＤであ

る。※学習プログラムについては公益事業２―（２）を参照 

全国の高校生を対象として、様々な社会問題・SDGs・社会起業家について学ぶ機会をオンラ

イン学習プログラムで展開し、社会問題を解決するビジネスアイデアを考えて発表してもらう。

「みんな」をワクワクさせ、「みんな」が夢を持ちたくなる素敵な夢に贈られるＡＷＡＲＤで

ある。 

その事業活動が社会問題を解決することにつながり、持続可能な社会をつくり出す「ビジネ

スプラン」ならびに「高校生」を、「グランプリ」として認定。 

 

【高校生みんなの夢ＡＷＡＲＤ２の選考基準について】 

共感性と社会性：みんなをワクワクさせ、共感できること。 社会を良くするものであること。 

 SDGsの実現に寄与していること。 

実現可能性：ビジネスプランの売上高の根拠や戦略があるか。 

 

【概要】 

開催日：２０２１年８月４日 

開催場所：渋谷ヒカリエ→ＰＬＡＹ ＳＴＵＤＩＯ（東京都渋谷区）でオンラインライブ配信へ 

エントリー者：全国４８校１５３名 

サポート企業：３２社 

 

■選考スケジュール 

１． ソーシャルビジネス学習プログラム＆公式ホームページの完成 ２０２１年３月 



２． エントリー ２０２１年４月１日〜７月１２日 

当法人ホームページ専用フォームから広く一般にエントリーを受付けました 

３． 一次選考（書類審査結果発表）２０２１年７月 

選考通過人数：１０組 

投稿された内容を元に、審査委員により選考通過者を決定し、サイトにて発表しました 

４． 開催方法の変更 ２０２１年７月 

新型コロナウィルス感染症拡大の防止策として、会場を無観客とし、オンラインによる 

ライブ配信へと変更しました 

５． ファイナリストフォローアップ講座をオンラインで実施 ２０２１年７月 

講師：長倉シュタッフ牧子氏、青木茂雄業務執行理事 

６． 最終選考・無観客オンラインによるライブ配信 ２０２１年８月４日 

最終選考では、選考を通過したファイナリストによるプレゼンテーションを実施 

最終審査委員により受賞者を決定しました 

 

■賞について 

無観客オンラインで開催された８月４日の最終選考会においては、全ファイナリストの発表

後に審査委員の審査により、「高校生みんなの夢ＡＷＡＲＤ２」グランプリを決定した。高校

生みんなの夢ＡＷＡＲＤ２グランプリには、『金環日食が勝敗を分けた!?源平盛衰記が描く合

戦を世界最高水準のプラネタリウムで体験する歴史探訪ツアー』という夢を語った尾崎光（お

ざきひかる）さんが選ばれました。 

グランプリには受賞した高校生の事業計画や夢に関連する国内外研修旅行に行くための旅行

券１０万円分、準グランプリには５万円分を贈呈。 

 

 

Ⅱ．支援・能力開発事業（公益事業２） 

 

（１） 渡美塾（渡邉美樹実践経営塾）の開催 

本法人は、定款第 3条に定められた目的「国内外に在住するものに対して、夢を持ち、夢の支

援を実現するための事業を行う」に従い、経営者・事業承継者・起業家・経営指南を生業とする

ものを対象とし、本法人代表理事の渡邉美樹を塾長とした実践経営塾を開講した。 

本経営塾は４回の講義で経営の要諦である「理念」「ミッション」「ビジョン」「戦略」など

について学ぶと共に、最新のトピックス解説や塾生からの Q&A、個別経営相談などを通じて塾生

の経営力向上を支援することを目的とする。 

 

■年間スケジュール・塾生数 ※感染症拡大防止で休講有り２開講 

２０２１年４～１１月  第１期開講（月１回開催・合計４回） ８２名 

２０２１年１２～２０２２年４月 第２期開講（月１回開催・合計４回） ９１名 

 

■入塾対象者 

・起業を目指している方 

・中小企業経営者、起業家 

・第二創業者、事業承継の後継者 

・経営指南を生業としている方（経営コンサルタント、税理士等） 

・みんなの夢ＡＷＡＲＤの受賞者 

 

■渡美塾の開催について 

・開講時期 ２０２１年４月～２０２２年３月 

・会場 ワタミ夢大学（ワタミ本社８F) 

・開講期間 １開講につき４回講義（講義は月１回/年３回開講） 

・参加費用 ２０万円（税別） 

※参加塾生の紹介は１６万円（税別） 

 ※法人会員（サポーター）の役員又は従業員は１６万円（税別） 

 ※みんなの夢ＡＷＡＲＤ（サポーター）の役員又は従業員は１６万円（税別） 



 ※リピーター参加は６万円（税別） 

 ※後日動画配信による遠隔参加は１２万円（税別） 

 

 

（２） ソーシャルビジネス学習プログラム２について 

高校生みんなの夢ＡＷＡＲＤにエントリーする為の事前学習プログラムで、高校生に“夢”(＝

社会における自らの役割)を見つけてもらうことを目的として、無償公開しているオンライン学習

プログラムである。 

本プログラムは、１６本の講義動画（合計３１８分）と講義毎のワークシートから成り立って

いる。高校生は、社会問題や SDGsについて学び、自ら解決したい社会問題を見つける。そして、

社会問題を解決する社会起業家の事例とビジネスの基礎を学び、社会問題を解決するビジネスア

イデアを考える。 

文部科学省『高等学校学習指導要領解説／総合的な探究の時間編』にある「自己の在り方や生

き方に照らし、自己のキャリア形成の方向性」を考える教材として、ビジネスや起業への関心の

有無に関係なく、すべての高校生にご活用いただけるプログラムである。 

 

■ソーシャルビジネス学習プログラム２のカリキュラム 

1.渡邉代表理事「ソーシャルビジネスを学ぶ意義」 

2.社会問題について考える 

2.1.あなたが生まれてきたからこそ起こる素敵な奇跡を起こせ！ 

社会問題に関心を持とう 

2.2.世界の社会問題（１）貧困・飢餓・教育＋SDGs 

2.3.世界の社会問題（２）気候変動など 

2.4.日本の社会問題（１）日本全体の課題 

 ～人口減少・少子高齢化・いじめ・男女格差など 

2.5.日本の社会問題（２）地域の課題 ～ 陸前高田の視点で 

3.社会問題を解決している企業 

3.1.社会問題を解決している企業の取り組み例 

3.2.みんなの夢 AWARDより（１）ファイナリストのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ動画と解説 

3.3.みんなの夢 AWARDより（２）ファイナリストのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ動画と解説 

3.4.みんなの夢 AWARDより（３）ファイナリストのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ動画と解説 

4.社長になろう！ビジネスモデルを考えよう！ 

4.1. ビジネスモデルと戦略（ベンチマーク） 

4.2. 売上と利益 

4.3. エントリーシートの書き方 

 
■ソーシャルビジネス学習プログラム２の視聴数 

  延べ視聴数：３２９０回 

 

 

Ⅲ．その他 

 

（１） 会費について 

本法人の事業目的である、『国内外に在住するものに対して、夢を持ち、夢の実現を支援する

ための事業を行う。誰もが「夢」を持ち、「夢」を追いかけ、それによって一人ひとりが自らの

持つ資質を磨き高め、生き生きと暮らすことで、「夢溢れ、『ありがとう』が飛び交う社会の実

現」に寄与することを目的とする。』（定款第 3 条）活動について賛同いただき、公益財団法人

サポーターとして支えていただく。 

持続可能な社会を実現することは、若者や起業家に限った目標ではなく、世界全体、つまり

「みんな」で取り組むべき目標である。 



本法人の活動主旨に賛同していただいた法人・個人の方に、サポーター（会員）となっていた

だき、下記の区分により会費を頂戴した。 

 

① 法人会員（サポーター） 会費（年額）：一口 120,000 円 ３４社３６口 

・みんなの夢ＡＷＡＲＤ 招待 

・みんなの夢ＡＷＡＲＤ 交流会招待 

・高校生みんなの夢ＡＷＡＲＤ 招待 

・渡美塾 優遇価格で参加可能（正規受講費の 20％割引：16万円(税別)） 

 

② 一般会員（サポーター） 会費（年額）：一口 6,000円 ６０名６１口 

・みんなの夢ＡＷＡＲＤ 招待 

・高校生みんなの夢ＡＷＡＲＤ 招待 

 

③ みんなの夢ＡＷＡＲＤ（サポーター） 会費：一口 500,000 円～1,000,000円 ３２社３２口 

・みんなの夢ＡＷＡＲＤ 招待 

・みんなの夢ＡＷＡＲＤ 交流会招待 

・みんなの夢ＡＷＡＲＤ サポート支援表明参加権 

・高校生みんなの夢ＡＷＡＲＤ 招待 

・高校生みんなの夢ＡＷＡＲＤ サポート支援表明参加権 

・渡美塾 優遇価格で参加可能（正規受講費の 20％割引：16万円（税別）） 

 

※その他人的ネットワークや公式 HPを通じ、法人・個人寄附、会員募集を行った。 

 

以上 


