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１ TJ ラボの概要について 

１－１ 目 的 

「TJ ラボ」とは、環境・社会課題の解決を起点にしてビジネスを創出するソーシャルアント

レプレナーの発掘・支援プログラムです。「TJ ラボ」は、事務局が選考した４人のソーシャル

アントレプレナーに対して、現役企業経営者らのメンターが、ビジネスモデルの構築や組織運営

などについてアドバイスします。この取り組みを通じて、2050 年の社会を創る若者たちが、環

境課題を視野に入れたソーシャルイノベーションを起こす機運を高めていくことを狙います。 

 

 

 

１－２ 事業内容及びプログラムの手順 

① 「TJプレナー」及び「TJインキュベーター」の公募（11月 20日（水）正午締め切り） 

事務局が、「TJ ラボ」に「TJ プレナー」として参加したいソーシャルアントレプレナーを公募

します（自薦・他薦可）。TJ インキュベーターも同様に公募します（自薦・他薦可）。選考結

果は、11 月下旬に本人に告知するとともに、公式サイト上で発表します。 

 

② 第一回セッション「オープ二ングカンファレンス」（12月 6日（金）15：00～18：00） 

TJ プレナー、TJ インキュベーターらが集まり、TJ プレナーにビジネスプランについてプレゼ

ンテーションしてもらいます。その後、メンタリングしたい TJ プレナーに投票を行います。

（開催場所：渋谷「and Work」https://www.xandwork.com/shibuya ） 

タイムスケジュール： 

14：40～15：00 開場 

15：00～15：05 挨拶 

15：05～15：40 参加者自己紹介（各自１分程度） 

  15：40～16：10 TJプレナーピッチプレゼン（1人 5分＋質疑応答）    

    16：10～16：50 キーノートスピーチ 

  16：50～17：00 休憩 

17：00～18：00 ネットワーキングセッション 

投票について： 

 TJインキュベーターはメンタリングしたい TJプレナーを選択して投票いただきます。 

 

③  メンタリング期間（12月中旬～2020年２月） 

TJ インキュベーターには、TJ プレナーに対して 1 回 2 時間程度の相談・指導を最低２回してい

ただきます。打ち合わせの日程調整などは事務局（TJ コンシェルジュ）が調整します。 

 

④ 第二回セッション クロージングカンファレンス（2020年 2月 29日（土）14：00～17：00） 

TJ プレナーが TJ インキュベーターから受けたサポートの成果について発表します。（開催場所

：渋谷「and Work」https://www.xandwork.com/shibuya ） 

タイムスケジュール（予定）： 

13：40～14：00 開場 

14：00～14：05 本日の進め方について説明（事務局） 

  14：05～15：05 TJプレナー報告（1人 15分程度） 

  15：05～15：25 TJ インキュベーター報告（1 人５分程度） 

  15：25～15：35 挨拶 

  15：35～17：00 ネットワーキングセッション  

  

https://www.xandwork.com/shibuya
https://www.xandwork.com/shibuya
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２ TJ プレナー・TJ インキュベーターの公募について 

２－１ 応募方法 

■応募対象 

下表のような方が応募できます。ＴＪプレナーは他薦でも構いません。 
 

TJ 

プレナー 

・2050 年につながる環境・社会課題の解決につながる事業で起業している、ま

たは、起業準備中のミレニアル・Z世代（1980年～2000年生まれ）。 

◆福島県・福岡県を拠点に活動している、または、拠点として活動を考えてい

る（２拠点以上の活動も可とするが、福島県・福岡県を主たる拠点とするこ

と） 

TJインキ

ュベータ

ー 

・社会起業家や環境課題への意識が高い企業経営者等。 

・環境課題への意識が高い若手とつながることで自社の事業をレバレッジさせ

たいと考えているビジネスパーソン。 

・環境・社会課題への関心が高い、IT、SNS、経理、デザイン、法務、マーケ

ティングなどの専門家。 

◆在京６名以上、福島県２名以上、福岡県２名以上 

 
 

■募集人数 

TJ プレナー：4 人以上 

TJ インキュベーター：10 人以上 

 

■応募方法 

・ ダウンロードされた応募書類(応募様式)に下表の必要事項を記入し、応募期間内に事務局ま

でメールで提出してください。 
 

TJプレナー 

・「概要及び目的の新規性や独創性」 

・「環境・社会課題解決に向けた効果」 

・「自らが想像する2050年の社会と構想している事業とのつながり」の

３項目を各 400 文字以内で記載して下さい。 

TJ インキュベー

ター 

・「応募した理由」 

・「自社を巻き込めるか」 

・「2050 年の社会を想像した上で、メンタリングを行えるか」の 3 項目

を各 200 文字以内で記載して下さい。 

 

■応募期間 

・ 締め切り 2019年 11月 20日（水）[正午まで] 

・ 定数に満たない場合は、二次公募を行う場合があります。二次公募の実施については TJ ラ

ボホームページで告知します。 

 

■活動にかかる経費について 

・ TJプレナー及びTJインキュベーターの旅費・宿泊費は、環境省（事務局）が負担します。
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TJ インキュベーターに関しては業務（全セッションへの参加及びメンタリング）を果たし

た方には謝金をお支払いします。 

 

■その他 

・ TJ プレナーがノウハウなどを効率的に受け入れられるよう、調整役の TJ コンシェルジュ

が各種調整などの支援をします。 

・ TJ ラボでは、TJ インキュベーターからの支援内容はアイデアやスキルの提供に限ります。

資金提供は行いません。 

・ エントリーフォームに記載された内容は、本事業に関する目的以外には使用しません。お

預かりした個人情報は、個人情報保護法に基づき管理します。 

 

２－２ 選定方法 

・ 環境省担当者及び事務局により構成される審査委員会により、応募書類を審査して選定し

ます。なお、審査・選定にあたっては、必要に応じて事務局より面接を行う場合がありま

す。 

・ TJ プレナー及び TJ インキュベーターの決定については、11 月下旬に本人に告知するとと

もに、TJ ラボ公式サイト上で発表します。 
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３ TJ プレナー・TJ インキュベーター・TJ サポーターへのご依頼事項 

 

３－１ TJ プレナーへのご依頼事項 

キックオフ・ミーティング（12 月 6 日（金）15 時～18 時＠渋谷） 

１：「キックオフ・ミーティング」でのピッチプレゼンの用意をお願いいたします。資料を投影

しますので、12 月 3 日（火）中に事務局（tj@ipsus.jp）までお送り下さい。プレゼンの時間は 5

分厳守でお願いします。 

 

クロージングセッション（2020 年 2 月 29 日（土）14 時～17 時＠渋谷） 

１：メンタリング期間を通して、得た気付きや成果などを報告していただきます。報告する時間   

  は 1 人 15 分を予定しております。 

 

＊TJ ラボの公式サイトへ顔写真及びプロフィールを掲載します。お顔写真とプロフィール（250

文字以内）、事業内容（300 時以内）を 12 月 3 日（火）までに事務局までお送りいただけます

と幸いでございます。 

 

３－２ TJ インキュベーターへのご依頼事項 

１：キックオフ・ミーティング（12 月 6 日（金）15 時～18 時＠渋谷） 

クロージングセッション（2 月 29 日（土）14 時～17 時＠渋谷） 

――の全セッションへのご参加をお願いいたします。 

 

２：メンタリング期間（12月中旬～2020年２月） 

TJ プレナーに対して 1 回 2 時間程度の相談・指導を最低２回実施 

福島県・福岡県への出張メンタリング（１泊 2 日）への参加（宿泊費・交通費支給） 

 

＊メンタリングの注意事項 

 TJ プレナーへの資金提供の支援はできません。スキルの提供やリソースの提供などに限りま

す。 

 

＊TJ ラボの公式サイトへ顔写真及びプロフィールを掲載します。お顔写真とプロフィール（250

文字以内）、TJ プレナーへの応援メッセージ（150 字以内）を 12 月 3 日（火）までに事務局ま

でお送りいただけますと幸いでございます。 

 

 

３－３ TJ サポーターへのご依頼事項 

１：キックオフ・ミーティング（12 月 6 日（金）15 時～18 時＠渋谷） 

クロージングセッション（2 月 29 日（土）14 時～17 時＠渋谷） 

――の全セッションへのご参加をお願いいたします。  
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２：社内で TJ インキュベーターを１人出していただけますと幸いでございます。 

３：御社が持つリソースを TJ ラボで、無償でご活用させていただけますと幸いでございます。

＊TJ プレナーへの資金提供の支援はできません。 

 

＊TJ ラボの公式サイトへ企業ロゴを掲載します。ロゴデータ及びロゴ規定をお送りいただけま

すと幸いでございます。 

 

◆主催：環境省民間活動支援室 

◆「TJ ラボ」事務局（申請先／問い合わせ先） 

一般財団法人持続性推進機構 

メール：tj@ipsus.jp 

 

 


