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効果的な支援とは？ Effective Approach?
岩手県での２つの事業の教訓から
Lessons learnt from two projects in Iwate
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オックスファム・ジャパンの役割 Roles of 
Oxfam Japan

• 資金提供 Financial Support
• 必要に応じて 事業形成支援 Project 

Development Support, as needed
• 第三者評価 External Evaluation
• 政策提言 Advocacy
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対象と成果 Targets and outcomes
‘not easy targets’!

起業支援 Enterprise Development

• 「何かをしたい」という漠然とした望みを
もっている女性を支援 Supporting 
women who have ‘vague’ ideas of 
business.

シングルマザー就労支援
Job training for single mothers

• 「孤立」「混乱」「外に出たくない」と
いう状態 ‘Isolated’, ‘confused’, 
‘cannot go outside’

• 1年の起業講座終了後、66人の
参加者のうち6割の女性がビジ

ネスプランを作成、うち数人は実
際に起業 At the end of the 
year 60% of the participants 
developed their own business 
plan.(FY2013). Some actually 
started business.

• 3～6ヶ月のトレーニング期間後、
6人の参加者のうち、1人就労、4
人求職開始。 Out of 6 
participants, 1 started working 
while 4 started job seeking 
after 3 - 6 month training.



なぜ事業は成功したのか？

What made the projects 
successful?
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第三者評価より
Findings from the External 
Evaluations

３つの成功の鍵 THREE keys for success
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参画プランニングいわて
Sankaku Planning Iwate

起業に至るまでには家族や周囲の理
解、社会の体制が整っていない、家
事や育児との両立や相談相手の不足
など女性特有の困難さがあり、 女性

に特化した支援が必要とされている
。女性の起業には時間がかかる事例
が多い。女性の心の揺れに寄り添い
、長く、継続的に支援を行っている
。

Women face specific challenges 
such as lack of support and 
understanding from their families, 
burden of care work and lack of 
mentors. Therefore, we need to 
provide speicial suppot for women. It 
takes time.
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技術・技能支援
Skills Development

パーソナルサポートとエンパワメ
ント

Personal Support and 
Empowerment



Page 9

技術・技能支援
Skills Development

<起業・就業>パソコン
IT Skills

<就業>
実務研修
OJT

<起業>経験豊富な

地元のビジネスコン
サルタントを講師に
An experienced 
local business 
consultant as a 
lead lecturer
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パーソナルサポートとエンパワメント
Personal Support and Empowerment

• 「ことばにできないこと」「相談しても良いかわからないこと」に
も寄り添う Supporting conceptualization of ‘vague’ 
difficulties

• 家族や親せきとの関係 Relationship with families and 
relatives

• 子育てのこと、ケアワークのこと Care work
• 就業の相談、起業の相談 Work

その他, etc

一人一人のお困りごとへのきめ細かい対応がエンパワメントに
つながる
Psycho-social support for empowerment
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パーソナルサポートとエンパワメント
Peerl Support and Empowerment

<起業> 起業応援フェア
Women’s business 
Conference
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＋プログラム終了後の継続的な支援

起業・事業経営に関
する社会資源（公的
融資制度など）

行政機関

相談員

共助グループ

先輩起業女性

起業支援 就業支援
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ひとりひとりの力が活かされる復興へ

Empowered people, Effective Reconstruction
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