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Scenes

熊本イノベーションスクール Project 
180の基本コンセプトは"自社の未来を
つくる新規事業を、チームで生み出すこ
と”です。熊本県下の企業の次代を担う
人たちが、東京など都市圏の企業で働く
サポートメンバーとともに事業創造に取
り組みました。

今年度のプログラムは9月にスタート。12
月まで毎月1回、熊本に集まりました。2回
目の集合研修時は阿蘇での合宿でし
た。各研修の合間はオンラインを中心に
やりとりし、チームで自律的に分担しなが
らリサーチやプラン作成を進めました。
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Scenes

伴走してくださったメンター陣は、各領
域の最先端で活躍している実践家たち
です。世の中の流れを読み解き、時代を
先取りするクリエイティブな視点からの
アドバイスは、チームの議論に刺激をも
たらしてくれました。

美しい風景、肥沃な大地、そしてこの土地に育まれてきた人々の知

恵。一度、熊本を訪れるとその魅力に取り憑かれ、繰り返し足を運

ぶようになる。そんなパワーがここにはあります。東京で働き、暮らす

人々が、望んでも手に入れられない日常に、熊本の企業は根ざし、

業を営み、文化を編んでいる。そうであれば、この出会ってこなかっ

た両者̶熊本の未来を担う若き経営者と東京で活躍する創造的

な若手人材̶がタッグを組み、新たな熊本の可能性を見出すこと

ができないか。そんな発想から、「熊本イノベーションスクール 

Project180」は生まれました。

2018年にスタートした本事業。参加企業は農業、林業、食品加工

業、化学工業、機械製造業、建設業、卸売業、小売業、情報サービ

ス業など多岐にわたり、従業員規模も数名から数百名まで。企業

の所在地も県北から県南まで全域をカバーしてきました。東京など

都市部からの参加者は、大企業やメガベンチャーの社員、スタート

アップ経営者、フリーランサーなど所属先も幅広く、デザイナー、エ

ンジニア、企画･マーケティング、研究開発、マネジメントなど、経験に

裏打ちされた専門性を有するハイスペック人材が集いました。

熊本企業の次世代経営者・幹部候補1ないしは2名と、都市部か

らの参加者2ないし3名から成るチームは、10年後、20年後を見据

えたその企業のビジネスを構想し、調査し、具体的な事業プランを

策定しました。今すぐ始められることから、長期の成長に資するアイ

ディアまで。収益性と持続可能性を両立させていく事業計画を、4

回の熊本での合宿とその合間のオンラインディスカッションで形に

していきました。

通常の新規事業創造のプログラムでは、マネジメントやファイナン

スの専門家がアドバイザーとして関わりますが、Project180は中長

期の展望を持って自社の事業を構想することに主眼を置き、斬新

な目のつけどころで指南する、日本で指折りのクリエイターとテクノ

ロジストがプロセスをサポートする体制で臨みました。

「たかだか4ヶ月のプログラムで何ができるのか？」と訝る方も多い

でしょう。しかし、結果は企画･運営を担う私の想像すら超えるもの

でした。新製品･新サービスのプロトタイプを生み出し、テストマー

ケティングに突き進み、あるいは今後の持続的な成長に向けた、協

業の関係を結びました。プログラム終了後も足しげく熊本に通う都

市部人材の姿は、これからの地方での事業の明るい可能性を示し

ているのではないでしょうか。

2年目を迎えた本プロジェクトがどう始まり、どうやって進み、どんな

結果を生んだのか。以降のレポートは、その中間報告です。

Project180に関心を抱く熊本企業、都市部人材の期待値を示すも

のであり、さらなる熊本の可能性の開拓に向けたベンチマークとな

る資料でありたいと思います。熊本と都市部の一層の連携に向け、

本事業、そして本レポートが、意義ある貢献を果たすことを祈念い

たします。

熊本イノベーションスクール Project180 ディレクター

株式会社リ･パブリック 共同代表

田村 大
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Company Teams
参加企業とチームメンバー

Members
猪本 真也 （利他フーズ 代表取締役）
小牧 弘和 （サポートメンバー）
土居 将之 （サポートメンバー）
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株式会社利他フーズ

利他フーズは、「馬刺し・あか牛」をメインとした九州の特産品の
通信販売、馬肉を使用したプレミアムペットフードの通信販売を
手がける。スピード感のある動きで、新たな商品企画が生まれた。

Members
山部 元司 （熊本日日新聞社 販売局販売部）
永野 勝禄 （熊本日日新聞社 業務推進局広告整理部）
菊石 和徳 （サポートメンバー）
山上 早恵 （サポートメンバー）

株式会社熊本日日新聞社

今回、Project 180で議論するなかで出てきたテーマは「次世代
育成」。地域に根ざしているメディアだからこそ、将来を担う若い
人たちに向けてどんな事業が可能なのかを模索した。

Members
小村 哲典 （コムラ苗樹 代表取締役）
横手 綾美 （サポートメンバー）
大橋 まり （サポートメンバー）
高森 昂大 （サポートメンバー）

コムラ苗樹株式会社

コムラ苗樹は、熊本県球磨郡相良村を拠点に山に植える木の苗木
づくりを手掛けている。様々な課題を抱える森と社会のより良い関
係はどうやったらつくれるのだろうか？大きな課題に立ち向かった。

Members
松原 輝明 （サンワイーテック 電気工事部 施工管理課）
中村 浩之 （サポートメンバー）
吉澤 貴恵 （サポートメンバー）

株式会社サンワイーテック

サンワイーテックは、設計から電気・空調設備工事も含めてワ
ンストップで提供できる総合力が強み。今回のテーマは、エネル
ギー創蓄電連携システムを持ち、コミュニティに貢献できる建物
の企画。

Members
吉岡 茂 （オニザキコーポレーション 営業部 課長）
青木 晃治 （サポートメンバー）
福島 慎吾 （サポートメンバー）
野田 千尋 （サポートメンバー）

株式会社オニザキコーポレーション

オニザキコーポレーションは「つきごま」をはじめとした高品質の
ごまをつかった商品で知られる。今回のチームは、ごまの商品力
の高さに苦労しながら、「胡麻せんべい」を軸に議論を進めた。

Members
朝野 晃司 （金剛株式会社 総務･人事チーム）
井手口 亮 （サポートメンバー）
山下 福太郎 （サポートメンバー）
興梠 智紀 （サポートメンバー）

金剛株式会社

金剛株式会社の企業理念は「安心と先進で社会文化に貢献す
る」。金剛チームは、社会文化をつくりだす人であるアーティスト
の支援をテーマに定め、事業づくりに取り組んだ。
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Mentors
メンター

1971年生まれ。ロンドン、ニューヨークで幼少期を過ごす。早稲田大学第一文学

部フランス文学科卒業。大学卒業後、平凡社に入社。『月刊 太陽』の編集部ス

タッフとして、日本の伝統文化から料理、建築、デザイン、文学などカルチャー全

般に関わる記事の編集に携わる。2000年にフリー編集者として独立し、以後、雑

誌、書籍、展覧会の図録などの編集を多数手がける。音楽ジャーナリストとして

も活動。2012年、『WIRED』日本版編集長に就任、2017年退任。2018年、黒鳥社

（blkswn publishers）設立。近著に『NEXT GENERATION GOVERNMENT 次世代

ガバメント 小さくて大きい政府のつくり方』（日本経済新聞出版社）

倉成 英俊 Hidetoshi Kuranari

若林 恵 Kei Wakabayashi

黒鳥社 コンテンツ･ディレクター

東京都出身。南青山のIDEESHOP のバイヤーを経て、2007 年、method（メソッ

ド）を立ち上げ、フリーランスのバイヤーとして活動を始める。現在、株式会社メ

ソッド代表取締役。羽田空港第二ターミナル『Tokyo’s Tokyo』のグッズセレクト、

『国立新美術館』ミュージアムショップ「スーベニアフロムトーキョー」のサポート

ディレクション、『燕三条 工場の祭典』の全体監修などを手がける。著書に『デザ

インとセンスで売れるショップ成功のメソッド』（誠文堂新光社）。

山田 遊 Yu Yamada

Method 代表取締役

2012年12月福岡県福岡市に「博多図工室」を設立。3D プリンタ、レーザーカッ

ター、CNC ミリングマシンなどの機器を使い、ベンチャー企業の製品開発や、

アーティストの作品制作支援を行う。2017年9月、熊本県阿蘇郡南小国町に設

立された「ファブラボ阿蘇南小国」のファブマスターに就任、2019年3月退任。

2019年8月より、110年の歴史を持つ福岡市赤煉瓦文化館にオープンしたエンジ

ニアの交流拠点「エンジニアカフェ」のコミュニティマネジャーを務める。

鈴谷 瑞樹 Mizuki Suzutani

福岡市エンジニアカフェ コミュニティマネジャー／博多図工室

オブザーバー

三浦 崇宏 Takahiro Miura

電通Bチーム リーダー。自称21世紀のブラブラ社員。小学校の時の将来の夢は

「発明家」。1975年佐賀県生まれ。クリエーティブ局に配属以降、広告のスキルを

拡大応用し、各社新規事業部とのプロジェクトから、APEC JAPAN 2010や東京

モーターショー 2011、IMF/世界銀行総会2012日本開催の総合プロデュース、

佐賀県有田焼創業400年事業など、さまざまなジャンルのプロジェクトに携わる。

バルセロナのMarti Guixeから日本人初のex-designerに認定。

株式会社電通 ビジネスディベロップメント＆アクティベーション局 Bチーム代表

オブザーバー

博報堂･TBWA＼HAKUHODO を経て2017年独立。新規事業のプロデュース／

スタートアップのブランディング･PR ／キャンペーン･コンテンツの企画制作など

を手がける。「表現を作るのではなく、現象を創るのが仕事」が信条。著書に『言

語化力　言葉にできれば人生は変わる』（SBクリエイティブ）

Breakthrough Company GO 代表取締役　PR／ CreativeDirector
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ACTIVITY REPORT
チーム活動報告

Creating a brand new product in the pet foods 

Re-connecting with the community

How can we save the forest?

Creating energy for the community

Sweet sesame story

Supporting artists



reating a brand 
new product 
in the pet foods
これまでにない新たなペット向け商品をつくる
利他フーズは、「馬刺し･あか牛」をメインとした九州の特産品の通信販売、馬肉を使用したプレミアム
ペットフードの通信販売を手がける。スピード感のある動きで、新たな商品企画が生まれた。

半年で新たな商品をつくりあげる

熊本で得た新たな気づき

利他フーズチームは、4ヶ月のプログラムが終了し、１ヶ月が経つ

現時点で、すでに新商品のリリースが間近となっていますね。この

スピード感のある事業づくりはどうして可能になったのでしょうか？

猪本：ひとつは、プログラムが始まるにあたって、私自身が4ヶ月のプ
ログラムのなかで新しい商品を生み出そうと思っており、それを始め

からチームメンバーにも伝えていたことがあります。その上で、メンバー

となった小牧さん、土居さんが熱意で応えてくれたというか、3人でア

イデアを重ね合わせながら、それぞれの強みを活かしながら実現にむ

けて動けたというのが一番の理由だと思います。普通、新しいチーム

となると信頼関係を築くところから始まると思うのですが、今回メン

バーになってくれた2人は最初から前向きな気持ちがあり、スピード感

を持って動くことができました。

サポーターのお二人に伺います。熊本に通ってみて、何か新しい気づ

きとか普段の仕事が変わったとかはありますか？

土居：熊本に通ってみて気づいたのは、活用できるものの豊かさです。
今働いている東京のような大都市は人的リソースとか金銭的なス

ケール拡大にはいいかもしれませんが、熊本のような地域は、新しい

ものをつくりたいとなった時に、原料とか加工する施設とか豊かなリ

ソースが近くにたくさんありますよね。もともと日本酒に興味があり、学

生の時の研究で遠野の蔵元に通っ

ていたこともあったので、再認識に

近いかもしれません。地方都市は、

人口減などマイナスの変化に目が

いきがちですが、もしかしたらプラス

の変化も動き出せば早いのかもし

れないとも感じました。

小牧：僕は、普段の仕事への取り組み方が変わったと思います。もと
もとゴリゴリ仕事をやっている方だと思っていたのですが、今回皆さ

んとやらせていただき、上には上がいるというか、もっとやれるかもし

れないと思うようになりました。直近の出張でも、ある新製品の生産

ラインを立ち上げる仕事だったのですが、自分の業務の範囲を飛び

越えて、設計の人に意見を言ったり、仕様の変更を画策したり、今ま

での自分にはなかった動きをしていました。

４ヶ月のプログラムのなかで、何が大変でしたか？

猪本：最初はいろんなアイデアが出てきていました。せっかく社外の
皆さんとやるということですし、初めは制約を設けたくないなと思って

はいましたが、はじめの頃は、どうなることか、本当に実現にたどりつく

のかという不安もありました。

　例えば、はじめの頃は人を対象とした新商品（女性を対象としたコ

スメ商品）を考えていたのですが、途中でペットを対象に、これまでに

ないものを作れるのではないかという方向にシフトしました。メンター

の山田さんの「飲むのはどうだろうか？」というアドバイス、そして犬を

飼っていた経験のあるメンターの鈴谷さんの「老犬に肉を与えたら元

気になった」というお話も印象的でした。これまでにない商品なので、

本当に売れるのかという不安がないと言えば嘘になりますが、ある程

度いけるのではないかと思っています。

土居：個人的には、いま猪本さんがおっしゃっていた「この商品は本
当に利益を生み出せるのか」「この製品を作ることに意味があるの

か」というビジネスの不確実性を感じること自体が普段の仕事とは異

なる新しい経験でした。進め方については、決裁権がある社長がチー

ムにいたことで、非常にスムーズに意思決定ができたと感じています。

小牧：現在は、ウェブサイトや容器のデザインなどを詰めているとこ
ろです。2月末発売を目指して動いています。この冊子ができる頃には

購入できるようになっているはずです。ぜひワンちゃんの家族がいらっ

しゃる皆さんには試していただきたいです。

どのような商品になるのでしょうか？

猪本：ペットの犬を対象とした、食用のヘルシーホースオイルです。も
ともと利他フーズのメイン事業は馬肉の通信販売であり、馬肉をつ

かったペットフード事業も立ち上げ、順調に売り上げも伸びているの

ですが、今回はワンちゃん向けの天然馬油ということで、これまでにな

い商品になります。正直なところ、プログラム開始当時は、このような

事業アイデアになるとは予想していなくて、2人と調査したり、議論す

るなかで生まれてきた企画です。

3人揃って久留米のメーカーのスニーカーを履いているなど、とても

仲の良いチームのように見受けられましたが

土居：そうですね。年齢層も近く、全員がお酒好きということで、議論
もそうですが、プログラム中、よく飲みました（笑）。4ヶ月のプログラム

で4回の週末しかないということで、宿泊もAirBnBで広いところに泊ま

り、プログラムの時間以外にも議論を続けました。最終発表の前の日

などは、利他フーズのオフィスのすぐ近くに泊まることにして、遅くまで

オフィスで作業できたのも良かったです。まあ、飲んでいる時間も長

かったですが（笑）

小牧：年齢が近い先輩後輩みたいな感じでしたよね。それでもお互
い遠慮することなく「そこどうなの？」とつっこみあっていました。自分

は、普段の仕事では自分からどんどん意見を言ってという感じなので

すが、このチームでは静かめというかネガティブ要素を確認したりつ

ぶしていくという、普段とは違う役回りだったのも新鮮でした。

猪本：お酒好きというのは大きかったかもですね。自分としては、小
牧さん、土居さんがアイデアのところだけではなく、社内にはないネッ

トワークや文化みたいなものをもたらしてくれたのが新鮮でした。

例えば、今回の新商品のデザインに関しても、新たなつながりからお

C Team Member

猪本 真也 （利他フーズ 代表取締役）

小牧 弘和 （サポートメンバー）

土居 将之 （サポートメンバー）ACTIVITY REPORT
チ
ー
ム
活
動
報
告

株式会社利他フーズ
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願いしているのですが、発見や学びがあります。2人が所属している会

社は、利他フーズからすると大先輩といえる歴史ある会社なので、企

業文化や仕事の進め方からも学ぶことがありました。

人

肌

食

犬

べたつき･匂いが特徴。
また競合商品が多くあり
参入障壁が高い。

潜在ニーズとして
ありそうだが、

まだ兆しが見えない。

馬油特有の匂いで
好みが分かれるため、
対応が難しい。

健康ペットフード市場が
生まれつつあり、
高ポテンシャル。

※商品デザインイメージ

Design Nobuaki Fujimoto



e-connecting with 
the community

地域コミュニティとつながり直す
今回、Project 180で議論するなかで出てきたテーマは「次世代育成」。地域に根ざしているメディアだ
からこそ、将来を担う若い人たちに向けてどんな事業が可能なのかを模索した。

熊本ヒーローアカデミア

熊日の強みをどう活かしていくか

新たな事業案の「ヒーローアカデミア」に思い至った経緯はどんなも

のだったのですか？

永野：「熊本ヒーローアカデミア プロジェクト」という構想に至った
背景は、ひとつは人口減少や高齢化の進展などによって熊本のコ

ミュニティの一体感の低下が予想されるということがあります。もうひ

とつは、今回行った社員アンケートで2/3以上の社員が地域への貢

献や課題解決を熊日の使命と感じているとわかったことがあります。

山部：新聞をつくるだけではなく地域へ貢献するためにできることを
しなくては、とこんなに多くの社員が考えているとは思っていなかった

です。チームで地域の

未来を話し合っていく

と、やはり未来を担う

若い人たちとどう関わ

りを持っていけるかが

大事だよねという話に

なっていきました。

菊石：はじめの頃は「メディア」として何をするかという意識が強く、
地域の情報をもっと共有するために市民ジャーナリスト的に地域の

皆さんと一緒に記事づくりをしていくのはどうかというアイデアがでた

りもしていたのですが、最終的には「教育」にテーマを絞ろうとなって

いきました。始めの時点では、ほとんど出ていなかった「教育」という

分野にフォーカスしようとなったのは、チームとして重要な決断かつエ

キサイティングなターニングポイントだったと思います。

山上：メンターの倉成さんが詳しく教えてくれたことでもあるのです
が、かつて熊本には、地域の若者を育成する藩校「時習館」があり、そ

こでは地域の価値観を大切にした教育が行われており、輩出された

優秀な若者が地域の未来を担うという循環ができていたと伺い、同

様の取り組みができないかと考えました。

永野：若い人たちが主体的に地域課題に取り組む「次世代研修」
を起点にして、地域に新たなプロジェクトが生まれ、コミュニティの結

束が高まっていくような循環を創っていきたいというアイデアです。

今回のプログラムのなかで印象に残っている瞬間、出来事などは

ありますか？

山部：プログラムの最初で、会社の強みや歴史を見直すところから
入っていったところです。熊日の歴史にどういうものがあったのか、ま

た熊日の強みにはどんなものがあるのか、ということを社会環境の変

化や将来予測も取り入れながら、時間をかけて議論したのですが、

実際に、新規事業として立ち上がっていきそうでしょうか？

永野：先日、社内でも説明しましたが、具体的にどのような動きがで
ていくかは決まっていません。ただ、今回のチームで浮上してきた「教

育」というテーマは今後もキーワードになっていくと思っています。

山部：例えば、昨年熊日が上通にオープンしたコワーキングスペース
「びぷれす イノベーションスタジオ」を交流の場にしていこうという流

れはでてきているので、イノベーションスタジオと連動させるような動

きをつくっていけたらと思っています。

R 改めてあのような機会を持てたのが自分としては大きかったです。私

は長年販売一筋できたこともあって、普段は数字ばかりを気にしてい

ます。それが、会社のことを改めて見直すことができ、かつサポートメン

バーやメンターといった外から見た視点もうかがうことで、より俯瞰的

に会社のことを考えられるようになったと思っています。

永野：私も、会社を見つめ直す機会になりました。日頃は広告表現
や入稿データのチェックを行っており、広告の事はよく見ていました

が、改めて会社の特徴は何かという意識で新聞を見てみると実に

様 な々人や企業や地域の情報が詰まっているメディアであるという事

に気づかされました。熊日がこれまで歩んできた歴史をサポートメン

バーと振り返ると熊日は「熊本のファシリテーター」というキーワード

が浮かび上がりそこから一気に加速した気がします。

菊石：僕は、反省というか悔しい瞬間となりますが、最終発表会で
メンターの若林さんに指摘されたところで、新規事業をやる意義とか

社会課題というところよりも、どうやってお金にしていくのかというとこ

ろに重点が行きすぎたところです。それよりも、なぜやるのか、どうして

やるのか、という意義のところをもっと粘って考え抜いていくべきだっ

たと思っています。

山上：私は、地域貢献や次世代との接点確保のために次世代育成
事業をやりたい、という熊日さんの想いには強く共感しつつ、それをい

かに事業として成立させるかを最後まで悩み続けたことが最も印象

に残っています。今回のような研修事業案の場合、受益者である親

子や学校から予算をいただくハードルが高いため、営利事業ではな

く、公益事業として展開する可能性についても模索しました。

　収益源について悩んでいた際に、メンターの方から“アーカイブ

ツーリズム”というキーワードを出していただいたときのことも印象に

残っています。アーカイブツーリズムとは、熊日さんの強みである過去

の記事や情報、つまり膨大アーカイブを活用して、実はここはこういう

場所だったとか、こういう事があった、こういう人がいる、みたいなこと

を重ね合わせて、ブラ

タモリ的な楽しみ方が

できる観光を提案しよ

うという考え方です。実

際に熊日さんの中で

も、すでに編集者の方

が地域情報を絡めて

案内するツアーといった企画が好評だった事例があったようです。

最終的にマネタイズ案は詰め切れなかった反省がありますが、こう

いったキーワードは関係者間でアイデアを共有し、議論を前に進め

ることに役立つのではないかと感じています。

山部：熊日の強みと言ったらやはり地域をくまなく「取材」して、地域
の皆さんとのつながりがあることです。その強みをどう活かして事業を

つくっていくのか。まだまだ詰めていくべきことは多いですし、これまで

の新聞社のビジネスモデルを変えていくことの難しさも実感していま

す。しかし、チームメンバーの山上さん、菊石さんの熱量と柔軟な思考

･アイデアに触れ、内部で考えるだけでなく、積極的に外部の方々の

見識をどんどん取り入れていくべきだと気づきました。今後も、様々な

世代や職種の方 と々話しあい、個人としても、会社としても、新たな取

り組みにチャレンジしていけたらと思っています。
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Team Member

山部 元司 （熊本日日新聞社 販売局販売部）

永野 勝禄 （熊本日日新聞社 業務推進局広告整理部）

菊石 和徳 （サポートメンバー）

山上 早恵 （サポートメンバー）

株式会社熊本日日新聞社
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ow can we save 
the forest?

森を守るとはどういうことなのか？
コムラ苗樹は、熊本県球磨郡相良村を拠点に山に植える木の苗木づくりを手掛けている。様々な課題
を抱える森と社会のより良い関係はどうやったらつくれるのだろうか？大きな課題に立ち向かった。

山の未来を考える

今回、Project 180には、どんなきっかけで参加を決められたのでしょ

うか？

小村さんはいつも山のことを考えていらして、チームメンバーとは

知識や経験の差があったと思いますが、そこは問題にならなかっ

たのですか？

小村：昨年度のプログラムに参加されていた方から教えてもらった
のがきっかけです。弊社、コムラ苗樹は、山に植える木の苗木を作って

販売しています。近年は、山の整備も行っています。会社の売り上げと

しては、伸びてきていますが、林業は担い手が高齢化してて、近くにい

る自分からみても、これから山はどうなっていってしまうんだろうという

不安があります。苗木の需要もいずれピークアウトするのではないか

と予想しています。ならばその前に、既存事業のブラッシュアップや新

規事業を立ち上げたいと考えたのがきっかけです。

荒れた森を美しい森へ

今回、チームの皆さんで考えた事業アイデアはどういうものですか？

メンターからもいろんなコメントやアドバイスをいただいていましたよね。

小村：私は、むしろそこが良いと思っていました。知識の差があるの
は当たり前です。それより業界にいると見えない意見、言えない意見

をいただきたいと思っていました。なので、自分としてもダメだしはなる

べくせず、みんなの意見を引き出すことを自分に求めていました。

大橋：会った初日に「ぼくは林業については考え尽くしているから、
他の人の意見がほしい」とはっきりおっしゃっていましたよね。

横手：その初日に実際に小村さんのところまで車で3時間かけて行っ
て、その後もたくさん議論させていただきました。自分の会社でも紙や

木を使う文具や家具を作っているのでそれなりに山や森の課題につ

いて知っているつもりでしたが、表面的なことしか解ってなかったなぁ

と痛感しました。

大橋：そして、当たり前ですけれど、小村さんにとっては日々取り組ま
なくてはならない仕事や課題と隣り合わせです。そこに寄り添うのが

難しかったです。それこそ、私たちは現場を知らないし、感触も掴めて

いないわけです。歯がゆさもありましたが、小村さんがオープンな姿勢

でいてくれたのもあり、最初から最後まで楽しく取り組めました。

高森：ぼくは熊本の出
身で、一度帰省時にプ

ライベートで人吉に

伺って小村さんに山を

案内していただきまし

た。たった半日でした

が、やっぱり現場をみる

と理解が深まります。簡単に、森に人を呼ぼうよとか言えなくなりまし

た。西粟倉や飛騨などの先進事例も調べましたが、どこも長い時間を

かけて取り組んでいることがわかりました。

小村：「人吉･球磨 もりびとプロジェクト」というものです。簡単に言
うと、森づくりの情報（もりびと通信）や体験（もりの体験･イベント）、

モノ（もりのプロダクト）を通じて、人吉･球磨と都会に住む人たちを

つなぐ試みです。

高森：最終発表の時の若林さんのコメントだったと思いますが、そ
れって誰のためになるんだっけ？森って守る必要があるんだっけ？そ

もそも、人吉球磨の価値向上につながるんだっけ？という問いかけは

強く印象に残っています。

小村：「そんなに大変なら、やめちゃえばいいのに」ですからね（笑）。
でも、「森を守ろう」と言ったところで、自然環境としての森を守ってい

く話なのか、林業をサステナブルにしていくための話なのかで意味が

変わってきてしまうというのは確かにそうで、言葉の定義からしっかり

考えるようになりました。

プログラムを経験して、何か日々の仕事や考え方に変化はありましたか？

小村：日々の仕事をやっていると、まわすことに追われてしまって、何
でやるのかとか、意味みたいなものを考えることが後回しになってしま

います。チームの皆さんが主体的に考えて議論してくれたのが大きい

です。僕自身が林業をやりはじめた頃の思いを思い出させてくれたとい

うか。

大橋：え、そんな風に思っていたんですか？でも、嬉しいです。
小村：あとは、自然林って何だろうと考えるようになりました。その土地
にもともと生えていたものは何かとか、固有種を植えようとか。全国的に

そうした動きもあるのですが、自分の仕事のなかでも固有に埋まってい

るものをみながら提案するなど、幅が広がってきたかもしれません。

H 高森：「森と人がつながる ～森がととのう、人もととのう～」がキャッ
チコピーです。都会の人に林業の課題や森の実態を学んでいたき、実

際に人吉・球磨の空気にも触れていただくことで、森が整備されて

整い、関わっていただく皆さんの心も落ち着いて整うような事業にし

ていきたいという願い

を込めています。

横手：チームの議論
のなかでも、いろいろ

アイデアはでてきまし

たが、大事なのはお客

さんとなってくださる

皆さんとの関係性だと

思っています。ただ「モ

ノ」を買ってもらって終

わりではなく、年間を

通じて小冊子や贈り

物が届くとか、森の手

入れ体験に来ていただけるだとか、森をより身近に感じてもらえる楽

しい仕掛けを継続的に提供していける仕組みをつくることです。

大橋：私たちは「もりびと権」と呼んでいるのですが、クラウドファン
ディングで森を共同購入して、仕組みを作るのが大事なのではない

かと思っています。

小村：最初の目標として、捨てられてしまう杉を活用したクリスマス
ツリーを届けられるのかどうか、大きさとかデザインとか値段とかを考

え始めているところです。
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Team Member

小村 哲典 （コムラ苗樹 代表取締役）

大橋 まり （サポートメンバー）

高森 昂大 （サポートメンバー）

横手 綾美 （サポートメンバー）

コムラ苗樹株式会社
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松原：弊社サンワイーテックの事業内容としては電気設備･空調設
備･建築工事業をやっています。建物全体の設計だけでなく、中の電

気設備工事の設計施工にも技術と経験があるので、ワンストップで

提供できる総合的な設計施工技術があるところが強みです。

中村：最初の集合研修の時に会社も訪問させていただき、サンワ
イーテックに設計施工の「総合力」があるのだなということはすぐにわ

かりました。主力事業

がしっかりあって、むし

ろ現在の既存事業の

依存度が高いのが課

題といえば課題のよう

にみえました。

吉澤：私が印象深かっ
たのは、チームで議論するなかで「口下手な職人集団」というキー

ワードがでてきたのですが、高い技術を持った職人集団の強みを

もっとうまく伝えられれば、お客さんや会社に加わってくれる若い人材

にももっとアピールできるのではないかという点です。

松原：そうでしたね。チームで話し合うなかで弊社の「技術力・総合
力という強みを生かし、組織課題を解決できる次の主力事業をつく

る」ことが今後の長期的なミッションになるという結論に至りました。

弊社の現状や日頃感じていたことを整理しなおしたものではあります

が、社外のサポートメンバーの皆さんとじっくり議論するなかでうまく

言語化できたと思っています。

松原：はじめは、かなり壮大なアイデアを話していました。ホテルがつ
くりたい。介護施設がつくりたいというアイデアです。長期的に実現し

たいと考えていますが、まずはできるところからということで、マンショ

ンの大規模改築のコンサルティングや施工を行う事業を中心に議論

していました。

中村：実際にマンションのオーナーの方にお話をうかがったり、リノ
ベーションをテーマとしたイベントに参加したりしました。市場はある

のではないかという感触でしたが、私たちが提供したい「エネルギー

の創蓄電システム」まで踏み込んだ改築に前向きなオーナーさんが

多くいるかというとそうでもないということもわかってきました。

吉澤：オーナーの皆さんが改築時に「エネルギー」というさらなる付
加価値を加える投資をするかというと、そこまではしないというところ

ですね。それともうひとつ、私たちは太陽光発電を想定してリサーチを

進めていたのですが、プログラム後半になって「実際にやってみるとど

うなるのだろう」と数字的なところも含めて実現性を検討するところ

で、通常のマンションの敷地の大きさでの太陽光発電となると、どうし

ても発電量が少なくなってしまうというところが明らかになりました。

これでは収支がたたないなと。みんなが本業が忙しいなかというのは

ありましたが、実現性については、もっと早めに確認しはじめるべきで

した。

reating energy 
for the community

エネルギー創蓄連携システムで地域コミュニティに貢献する
サンワイーテックは、設計から電気・空調設備工事も含めてワンストップで提供できる総合力が強み。
今回のテーマは、エネルギー創蓄電連携システムを持ち、コミュニティに貢献できる建物の企画。

口下手な職人集団

サンワイーテックの事業についてはどんな議論から始まったのですか？

松原：廃校などの施設を改修し、エネルギーニュートラルあるいはプ
ラスのエネルギーを生み出せる建物にしていくことによって、災害時の

レジリエンスを高めたり、地域の人たちが活動しやすくしたいという建

物のハード面でのイメージはできてきているのですが、実際にどこで、

どんな建物で実践するのかという実践の課題と、実際にやる場所が

決まったとしても改修した建物のなかで何をするのか、つまりソフト面

での企画を詰めていかなくてはならないという課題があります。

中村：地域にどう貢献するか、地域の皆さんとつくっていくというとこ
ろはもっともっと考えなくてはならないところだと思っています。でも、

考えているだけでは何も進まないので、信頼関係が築ける地域や

パートナーと一緒に、まずは１つ実践してみたいです。

吉澤：それもあって、福岡県が主催し、公共R不動産が企画運営し
ている「公共空間逆プロポーザル* in 福岡」の参加の準備を進めて

います。幸い一般枠のプレゼンターとして登壇させていただくことに

なったので、引き続き3名のチームでProject 180で発表した内容を改

善し発表します。 （イベントは2020年2月21日開催予定）

今後にむけた課題はなんでしょうか？

エネルギーの創蓄電システムを地域のために

どんな事業アイデアを議論していたのでしょうか？

松原：私は、改めて自分たちの専門以外にも目を向けなくてはいけ
ないなと思うようになりました。プログラムに参加して議論するだけ

で、皆さんからいろんな情報が入ってきます。メンバーになってくれた

中村さんや吉澤さんも、いろんなつながりからいろんな情報を知って

いて、今回の事業アイデアも自分だけ、社内だけでは、たどりつけない

ところまでいけたと感じています。

吉澤：私も普段の仕事との違いを感じました。普段の仕事はミッショ
ンベースで、与えられた情報のなかで、やることや目標が決まっている

ところが大きいので、今回のように自由に議論して、見て、考えていくと

いう作業が純粋に楽しかったです。

 中村：私は、今回のような取り組みを自社でもやってみたいと思いま
した。強みを考えたり、社外の人たちと積極的につながったり、オープ

ンイノベーションが大

事だと会社としてもい

ろんな活動に取り組ん

でいますが、自分でも

できることをやっていき

たいです。

*「公共空間逆プロポーザル」とは、活用条件決定→公募→事業者の決定という従来の公共

空間活用プロセスを逆転し、民間事業者から自治体に向けてプレゼンテーションを行い、そ

のアイデアで遊休公共不動産を活用してもらいたい自治体は手を挙げるという、公共R不動

産が企画運営をしている、遊休公共不動産と民間事業者のマッチングを図るイベントです。

組織を越えたチーム活動からの学び

チーム活動が続いていくということですね。最後に、今回のチーム活

動からそれぞれどんな「気づき」があったか、教えていただけますか？

C
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Team Member

松原 輝明 （サンワイーテック 電気工事部 施工管理課）

中村 浩之 （サポートメンバー）

吉澤 貴恵 （サポートメンバー）

株式会社サンワイーテック 
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中村：そんな時にメンターの鈴谷さんから「長屋とか学校とか、面積
が広いところを考えてみたらどうだろうか」というアドバイスをいただ

き、学校や廃校を活用する方向に舵を切ることになりました。



吉岡：チームで楽しく新しいアイデアをだしあっていくというところと、
それが実際に実現できるのかというところのバランスが難しかったで

すね。実際に、商材やこれまでやってきたことは私が最も詳しいわけ

です。なので、どうしても保守的になるというか、いろんな制約が頭に

浮かんできてしまいます。しかも、今回 Project 180で社外の皆さんと

やるということで、いろんな意見やアイデアをいただきながら進めてい

きたいと思っていたので、自分だけで決めないようにしていました。

青木：そうだったんですか。僕も、今回すっかりごまの魅力に引き込ま
れてしまった1人なのですが、吉岡さんのスーパー営業マンぶりという

か、それこそ常にごまの売り方を考えて、行動しているところにも圧倒

されました。僕らが話すアイデアのほとんどすべてをやったことがある

か、少なくとも一度は考えたことがあるんですよ。

野田：例えば、駄菓子屋さんのエピソードが印象に残っています。吉
岡さんが駄菓子屋さんにいる時に、子どもとお菓子を買いにきたお母

さんたちに「つきごま」が売れるんじゃないかと思って置かせてもらう

ようになったという話です。実際、結構売れているとか。

福島：ありましたね。僕も最初は、ごま美味しい！面白い！だったので
すが、チームで考えれば考えるほど、ごま手強いな！と思うようになり

ました。

weet 
sesame story

ごま、ごま、ごま！

ごまという特徴のある商材について新たな事業をつくっていく難しさ

はどこにありましたか？

吉岡：このアイデアはもともと考えたことはありましたが、今回皆さん
と議論するなかでより詳しく検討し、これが良いのではないかと固まっ

ていきました。

野田：私が記憶に残っているのは、メンターの山田さんからの「熊本
ならこのお菓子！」というのがないよね、という話です。それがきっかけ

で、胡麻せんべいのことをより考えるようになって。

吉岡：オニザキの主力商品が「つきごま」なのは変わらないのですが、
現在「胡麻せんべい」もご好評いただいています。2019年に生産ライ

ンを増やしましたが、それでもフル稼働な状況です。とても嬉しいこと

胡麻せんべい工場の全国出張

今回の事業アイデアは、胡麻せんべいの工場を外にだそうという話

ですが、どういう経緯で決まっていったのでしょうか？

Team Member

吉岡 茂 （オニザキコーポレーション 営業部 課長）

青木 晃治 （サポートメンバー）

福島 慎吾 （サポートメンバー）

野田 千尋 （サポートメンバー）
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株式会社オニザキコーポレーションS
なのですが、もう少し長い目で考えると「つきごま」の主なお客様が60

代以上のシニアの皆さんだったり、売り上げと密接に関わる乾物の市

場規模が右肩下がり（家で料理をする人が少なくなっている）という

ところを考えると、お客様の認知と裾野を広げていくことが大事なこ

とになっていきます。そこで、より若い世代にも訴求できる「胡麻せんべ

い」の美味しさを知っていただくことで、オニザキ全体のブランド認知

を上げていきたいと思っています。

青木：先ほども話に出ましたけど、ごまをつかった新製品開発はすで
にいろいろされていました。我々がいろんなアイデアを言っても吉岡さ

んにあまり響かない（笑）。そんな時にでてきたのが「売らないで売る」

という言葉です。吉岡さんみたいな敏腕営業マンが動かなくても売れ

るような仕組みがつくれないだろうかと。

吉岡：逆説的ですよね。「売らないで売る」は確かに印象に残りまし
た。常に「売る」ことばかり考えていますから。

福島：商品力がとても強いので、商品は少し横に置いておいて、販路
のほうをもっと考えようという感じになっていきましたよね。

野田：そこから、胡麻せんべいの工場そのものを百貨店の催事など
に出展して、作り方をもっと見てもらえたらいいのではないか、という

話になりました。私は事前に工場を訪問させていただきましたが、実

際につくる過程をみてもらえれば、手がかけられていることも伝わりま

すし、より美味しいと思ってもらえるのではないかと思います。

青木：良さそうなアイデアになってきたなぁ思っていたら、研修の合
間、僕らが知らない間に吉岡さんが素早く動いていて、全国の百貨

店の実演販売のスケジュールがトントン決まっていましたからね。

吉岡：僕のなかでカチンとハマったんです（笑）。2020年1月末の福岡
から始まります。ポップアップ工場の製作が大変だったりしています

が、2020年は1年かけて実現販売で全国の百貨店を周る予定です。

ゆくゆくは、お菓子ブランドとして育っていくと良いなと思っています。

それが「つきごま」の販売にも良い影響をもたらしてくれると思ってい

ます。

Kumamoto Innovation School  Project 180 _23Kumamoto Innovation School  Project 180 _22

ごまの美味しさをとことん伝えたい
オニザキコーポレーションは「つきごま」をはじめとした高品質のごまをつかった商品で知られる。今回
のチームは、ごまの商品力の高さに苦労しながら、「胡麻せんべい」を軸に議論を進めた。



ACTIVITY REPORT
チ
ー
ム
活
動
報
告

Team Member

朝野 晃司 （金剛株式会社 総務･人事チーム）

山下 福太郎 （サポートメンバー）

井手口 亮 （サポートメンバー）

興梠 智紀 （サポートメンバー）

金剛株式会社

井手口：行ってみると郊外にドカーンと建物が現れて、迫力がありま
した。新しくできたばかりということで、カッコ良かったです。一緒にう

かがったメンターの山田遊さんも「やっぱりモノだよねぇ」と言って、展

示されている製品を触りまくってましたよね。

山下：ちょっとした工夫からイノベーションを生んでいる実例をたく
さん見せていただいて圧倒されました。たとえば、図書館でおなじみ

の移動が滑らかな丸ハンドル式の移動棚だったり、他にも「傾斜スラ

イド棚」は非常にシンプルな仕組みにも関わらず、地震の際の図書資

料の落下を阻止し、図書資料のダメージ軽減やケガ予防などの効用

がしっかりとあり、印象に残っています。図書館や博物館・美術館と

いった文化施設を特集した雑誌をつくっていたり、図書館の現場へ

働きにいったりと、徹底的に現場とのコミュニケーションを取りなが

ら、課題発見を繰り返しているのだろうと想像しました。

興梠：ものづくりというハード面に強い会社という印象でした。でも、
その後、国会図書館やアマゾンの倉庫の例など、率先して新しい領

域にチャレンジしているというお話もうかがって、仕事の進め方とか企

業文化とかソフト面にも先進性がある会社なのかもと思うようになり

ました。

upporting 
artists

アーティストを支援する仕組みをつくる
金剛株式会社の企業理念は「安心と先進で社会文化に貢献する」。金剛チームは、シャキア文化を
つくりだす人であるアーティストの支援をテーマに定め、事業づくりに取り組んだ。

金剛の強みを深掘りする

プログラムの一番最初に金剛の新しくできたばかりの工場をチームの

皆さんで訪問していましたが、その時の印象はどんなものでしたか？

朝野：ひとことでいうと「アーティスト支援事業」です。日本は経済的
にGDP世界第3位を誇るにもかかわらず、アート市場は、世界の3.1%

と経済規模に比べるととても小さいものです。アーティストとして食べ

ていくことも難しいです。そこで、美大の学生や若手アーティストが、よ

りつながりを作りやすく、作品を評価されやすくすることで、自立しやす

くするという事業アイデアです。

山下：自分自身も、アートの世界のフィールドワークを行ったり、アー
ティストやアーティストの卵である学生に直接インタビューすること

で、実際にすごい才能があるなと自分でも思うような子でもアーティ

ストとして生きていくのは難しいという現状を知り、これはなんとかし

なくてはならないという思いが強まっていきました。

井手口：若手アーティストの作品が知られるだけではなく、アートを
買う人、楽しむ人が増えることも大事だということで、企業向けの絵

画レンタル･販売サービスとして、作品を定額でレンタルしたり、気に

入ったら購入できるような仕組みを整える構想もあります。まさにアー

トの裾野を広げていくことにつなげたいです。

実際に、どんなアイデアなのでしょうか？

朝野：そうなんです。最終プレゼンの日に社長の日程が合わず、先日
やっと東京で社長へのプレゼンを行いました。「これはやっていかなく

てはならない事業だと思う」とも言ってもらえたので、今後社内のプロ

ジェクトが立ち上がっていく可能性があります。

山下：今回の事業アイデアはマネタイズのところが難しく、目先の数
字をどのくらい考えておくべきなのかというのはチームでいつも悩んで

いたところだったのですが、社長に実際に会ってみて、お金のこともも

ちろん大事だけれど、アートや社会文化の裾野を広げていくという本

質的な課題に関心がある方なのだということが伝わってきたので、今

後につながっていきそうだなという感触です。

　会社の皆さんにも理解いただきながら、外の人も巻き込みながら、

プロジェクトが立ち上がると良いなと思います。今回のサポートメン

バーの3名でも、何らかの形で関わっていけたら良いねと話しています。

プログラム修了後に東京で社長に向けたプレゼンを行ったと伺いま

した。反応はいかがでしたか？

朝野：いろんな可能性がある「何でもあり」の状態で議論がスタート
したのですが、紆余曲折をへて「アート」の領域にチャレンジしてみよう

ということになりました。理由のひとつは、弊社の企業理念にありま

す。「安心と先進で社会文化に貢献する」という企業理念があるので

すが、「社会に貢献する」ではなくて「社会文化に貢献する」となってい

るので、文化を守ったり、文化をつくったりすることに取り組んでいくべ

きだという話になりました。

興梠：金剛さんは図書館だったり、文化財の保管だったり、文化を
「守る」ことはすでにしっかりやられているので、文化を「つくる」方向

に貢献できたら、さらに

企業理念が光り輝くの

ではないかと。

アートに切り込んでいく

というところはみんなで

合意していて、そこはブ

レなかったですよね。で

も、メンバーそれぞれがどんどんアイデアがでてくるタイプだったので、

まとめるのが大変なところはあったと思います。

山下：大変でしたね（笑）。それぞれが言いたいことを言って、収拾が
つかなくなってくるとメンターのアドバイスを判断基準にしながら決め

ていく感じでした。普段の仕事では自分が言いたいことを言って、

リードしながら決めていくことが多いので、今回はみんなで言い合っ

て決めていく感じが新鮮で面白かったです。

井手口：ぼくも、みんなで模索していく感じが新しかったです。メン

事業アイデアについては、どのようにチームの議論が進んでいったの

でしょうか？

S ターのアドバイスもみ

んな違うこと言います

からね（笑）。チームで

アドバイスのここの部

分をパクろうと話した

りして、混沌とした議

論を楽しめるメンバー

ばかりだったのも良かったです。

朝野：私はそんな皆さんの議論のやり方そのものが新鮮でした。こ
んなに言いたいこと言い合ってても、険悪な関係にもならず、なんとか

まとまっていくものなのかと。カタカナワードが多かったのは最後まで

慣れませんでしたけど（笑）
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宮川洋蘭の代表取締役である宮川将
人さんは、2018年度のProject 180の
参加者です。洋蘭の栽培と販売を手が
けるかたわら、イノシシから地域と畑を
守る「農家ハンター」という活動の主要
メンバーでもあります。昨年度のプログ
ラムのなかでは「農家ハンター」の事業
について議論を重ねました。2019年度
のプログラムの締め括りとなる最終日
に駆けつけていただき、この1年の取り
組みをお話いただきました。

　私の本業は、お花屋さんです。元気な花をお

届けする花屋の三代目です。Project 180に参加

した当時は、本当に悩んでいました。それは、花

屋の仕事とイノシシの仕事のバランスをどうすれ

ばいいのだろうかという悩みです。1回目の研修

があった時に、フィールドワークとして皆さんに宮

川洋蘭まで来ていただき、ラン屋の仕事とイノシ

シの仕事を見て頂いて、そのあとの議論でも私

自身ずっと悩みに悩んで、最後に僕はやっぱりイ

ノシシの方に取り組みたいという話をしました。

その日の研修終了後に若林さんが肩を叩いて

おっしゃんたんですね。「宮川くん、やっぱ花の方

が良いんじゃない？」と（会場笑）。

　皆さんが今まで事業されてきて、こうして本気

で突っ込まれたりすることもなかなかないと思い

ます。その辺は、凄く損得を超えたような人たち

ばっかりだったんじゃないかなと、今となれば思

い出になっています。

　今も宮川洋蘭とイノシシの仕事をしているの

ですが、私は元々、栽培した洋蘭をインターネッ

トで販売するということを強みにしてきました。な

ので、自分のことをサイバー農家と呼んだりして

います。このサイバーの強みをイノシシの活動の

方でも活かしています。

　イノシシの活動は、農家ハンターと呼んでいて

「地域と畑は自分たちで守る」というコンセプト

で活動しています。農家とハンターを掛け持ちし

ている方や週末猟師の方は結構いらっしゃいま

す。でも、農家を主軸にしながら、ハンターとIT活

用の2つを強みに持っているところは僕たちしか

いないんじゃないかと思っています。

　僕らは、やっぱり地域の役に立つ事業をやり

たいと思っています。そして、自分たちにしかでき

ないような仕事をしたい、相見積もりをとられて

しまうような事業はしたくないと思ってます。その

ためのユニークな経営資源は何かというと、ひと

つはイノシシがどんどん増えていっていることで

す。それに加えて、ITスキルがあること、そして力を

貸してくれる農家仲間がたくさんいることです。

　実際、イノシシの問題は広がっています。皆さ

んも、先日のイノシシのニュースみたと思います。

東京でイノシシが走り回っている姿を。ああなっ

てしまうとなす術がありません。国の政策としても

ジビエの活用をバンバン推し進めようとしていま

すし、豚コレラの問題も絡んでいて、イノシシをど

うにかしなきゃいけないということになっていま

す。そうした状況もあって、三年前に立ち上げた

のが農家ハンターです。消防団のようなイメージ

で、ボランティア活動としてはじまりました。

　Project 180のなかで、忘れられない質問があ

りました。若林さんに言われました。「何で中山間

地域を守らなきゃいけないの？」「何で農業なん

か守らなきゃいけないの？」と言われました。そこ

から凄く考えました。中山間地域の人が減って

いって、今のまま何もしなければ、イノシシはどん

どん増えて、耕作放棄地が増えて、農家の所得

が減って、人が住めなくなってしまう。安心して子

育てもできなくなります。じゃあ、都会にでてくれ

ばいいじゃないか、山を降りてくればいいじゃな

いかと思うかもしれません。しかし、中山間地域と

いうのは、本当に皆さんの食の豊かさを支えてい

るところなんです。それは旬の野菜であったりと

か、旬のフルーツだったり、季節を感じたりするよ

うな手の掛かるような大規模農業とは違う農業

が、まさに中山間地域で育まれています。その中

山間地域が、今一番頭を悩ませているのがこの

イノシシの問題なんです。だから僕らはこれをや

ろうと思いました。

　農家ハンターの仲間で勉強したり、地域を守

る活動から始め、最終的には守るだけでは追い

つかないので捕獲する活動というのを始めまし

た。慈善活動だけでは罠などを買うことはできな

いので、これまで5回のクラウドファンディングに

挑戦して、総計１千万円ほどの支援をいただき

ました。全国の皆さんに支援していただいたおか

げで、箱罠などを購入して、農家の仲間に貸し与

えることができました。応援していただいた主に

都市に住む皆さんには、御礼品として農産物を

お送りするというモデルです。このお陰で、捕獲し

たイノシシがなんと今年は1年間で1000頭も集

まってきています。去年の倍ぐらいの数になって

います。

　順風満帆に見えますよね。1千万円で、どれだ

け豊かになったかと思われるかもしれません。し

かし、ちょうど1年前の僕の通帳残高は、ほぼな

くなるほどの危機に陥っていました。ネットフリッ

クスの引き落としができないという連絡がきて、

自分でも冗談でしょ？と思って通帳に記帳した

ら本当に大変なことになっていたんです。一生懸

命にやりすぎて周りが見えなくなっていたんです

ね。これじゃあ、どんなに持続可能性だとか中山

間地域を守るんだとか言っても、自分が残って

いかないということに気づきビジネスの必要性

を感じました。

　これは、Project 180 のメンバーと一緒に書い

たピクトグラムです。あれもやりたい、これもやり

たいとやや混乱していた頭のなかを整理するこ

とで、どうビジネスにしていくのかという青写真

を描くことができました。

　今までは捕まえたイノシシを土に埋めるしか

なかったんです。それが、今回「イノP」という事業

を立ち上げたことで変わりました。本当は「農家

ハンター株式会社」という名前になる予定でし

た。しかし、メンターの山田さんにこう言われまし

た。「全然響かない」「農家ハンターは絶対ダメ

だよ。この捕獲の背景が見えるようだと、そんな

んじゃ愛がない」と。そうです、まさに「愛がない」

と（会場笑）。「食べる人にとって本当に美味しく

食べられるようなものと自分たちがやっているこ

とを切り分けないといけない」などと、散々言っ

ていただきました。

　そこで、みんながワクワク思えて、耳に残るよ

うな社名は何かと考えて、イノシシプロジェクト

を略して「イノP」という名前にしました。2019年1

月に合同会社として立ち上げて、なんと県から

も出資していただくことになって8月には株式会

社になりました。

　ここまで、本当に大変でした。2019年1月29日

「いい肉の日」に会社を立ち上げて、施設をつく

るために最低限必要なお金が4000万円ほどで

した。どうやって調達したと思いますか？もちろ

ん宮川洋蘭じゃないです。ひたすら夢を語り続

けました。本当に夢を語り続けました。この

Project 180のなかで揉んでいただいた事業計

画書だったり、資料だったりを金融機関の人た

ちに見せながら一生懸命に説明して、2000万円

を２ヶ所から借りることができました。

　イノPとして新しく作った解体処理場ができた

ことで、今までは埋設するしかなかったイノシシ

さんを解体してジビエ肉にすることができるよう

になりました。ちょうど先日も、解体してスペアリ

ブを作ったのですが、クラウドファンディングの

返礼品になる予定です。赤身が多くて人には向

かないけれど、ペットが好きなところはオーガ

ニックペットフードとして購入いたただきます。そ

して、いままで活用で

きていなかったところ

は堆肥化・飼料化

して、メンバーの畑に

戻していくというサイ

クルも作り上げること

ができました。マイナ

スの資源をプラスに

できるというのをやっ

と実証できるように

なったんです。現場の

リーダーと新入社員

も採用しながら、進め

ていっています。熊本

を代表する企業にしていきたいと思っています

し、していけると信じてやっています。

　私たちがお肉として扱うのは、100頭捕獲した

なかの20頭くらいだけです。本当に美味しい最

高級のお肉のところだけです。これまで、ジビエ

といえば「B to B」のビジネスがほとんどです。し

かし、僕らは「B to C」もやって直接お客様に届

けたいと思っています。これができるのは、これま

で10数年インターネット販売をしてきた経験や

実績があるからです。

　イノPには、もうひとつ柱にしていきたい事業

があります。これはProject 180でもんでもらった

ものですが、他の地域でも鳥獣対策に取り組む

メンバーや人を育てていきたいという思いから、

行政を通じて農家の人たちを立ち上がらせるよ

うな事業を考えています。簡単に言えば、行政

向けのコンサルティングです。イノシシがでてくる

とみんな困るんです。イノシシにとっても困り事

です。イノシシの問題で困っている市町村でセミ

ナーを開催して、対策の提案をして、自分たちが

経験してきたフィールドの強みも活かし、最新の

IoT機器も導入して、数年かけて地域の人たち

が解決していくのをサポートしていくパッケージ

を準備しています。

　熊本の崇城大学の星合隆成先生が提唱し

ている「地域コミュニティブランド」という考え方

があるんですが、私はこれに凄く共感してます。

普通は、出来上がった商品で例えばシャツだと

これだけですよね（シャツを指差しながら）。こう

いう新しい商品ができましたっていうだけなんで

すけど、実はこの商品ができるまでが大変じゃ

ないですか。昨日の皆さんの成果発表会も華々

しかったかもしれないですが、その過程がとても

苦しかったと思うんですよね。私も4ヶ月苦し

かったです。僕らは、その苦しかったこととか、努

力とか失敗の情報を発信していっています。そこ

で応援団ができて、一緒に実現していくことで

ストーリーや共感を生んでいけると思っています。

　この効果を今感じているのはイノPのお肉が

でき始めたぞって言った時のみんなからの感触

です。正直に言えば、農家ハンターの知名度と

か表彰とかに関しては、ある程度自分たちでも

想定できていました。でも、ジビエを仕入れた

い、買いたいと言ってくれる人たちの数は、嬉し

いことに自分たちの想定の2倍から3倍です。そ

れは、僕らのここ２～3年の背景を知ってくれて

いる方が多いからだと思っています。皆さんを裏

切らないためにも、しっかりお肉のことについて

学びながら商品づくりをしています。

　最後に、イノベーションスクールで一緒になっ

た人たちとの関係がどれだけ大切かって話をし

ます。10月に東京に行きました。朝から財布を

持っていないことに気づきました。そのことを

フェイスブックのストーリーズにあげました。そう

したらですね、皆さんが大丈夫ですか？と声かけ

てくださいました。今日何で来てるんですか？食

事しましょうよと言って、5名ほどの皆さんが集

まってくださいました。六本木で中華料理を食

べながら、いろんな話をしました。

　この日、なぜ上京したのかというと、グッドデ

ザイン賞に選んでいただいたからです（会場拍

手）。選んだいただいたのはお肉とかそういうの

ではなくて、「地域コミュニティデザイン」という

部門でした。地域コミュニティを活性化してるよ

ね、新しいデザインをしているよね、と選んでい

ただきました。審査委員長さんがおっしゃったの

は、デザインというのは今までは有形なものば

かりだったけども、最近は社会課題解決に役割

があるってことです。僕らがやっていることはまさ

にぴったりかもしれないと思ってありがたかった

です。

　それでですね、グッドデザイン賞のホームペー

ジをみていただけるとわかりますが、名だたる審

査員が沢山いらっしゃるなかの、超重要閣僚み

たいなポジションに山田遊さんがいらっしゃるん

です（会場笑）。このProject 180という会って本

当すごかったんだなぁというのを、思い知りまし

た。なので、メンターの皆さんももちろんそうです

が、プログラムに関わっている皆さんとの縁をつ

なげていくのが一番大切、一番の宝になってい

くのだなと思っています。自分たちでできること、

熊本でできることは、ほんとにたかが知れていま

すけれど、夢や目標の実現を本気になって応援

してくださる人たちの力はかけがえのないもので

す。イノベーションスクールの卒業生として一緒

に頑張っていきましょう。

Farmer Hunter Wild-boar Project
農家ハンターの躍進

コラム
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INSPIRATION 1

Future of Societal Governance
これからの社会のつくりかた

メンターの若林恵さんからのアドバイスや問いかけは、いつもチームの思考を深めてくれます。プログラム最後の成果
発表プレゼンが終わった翌日は、参加メンバーがメンターとともにプログラム全体をふりかえる1日となりました。その
なかで、じっくりと若林さんのお話をうかがう時間もつくりました。若林さんの最近の関心である、社会のあり方、つくら
れ方について、イギリスの事例を中心に当日の様子をお届けします。

若林：この一年位ずっと、熊本のこのプログ
ラムに来たり、徳島の神山に行ったり、その間

に例えばデンマークでガバメント･イノベー

ションに取り組んでいる人を取材したり、イン

ド行政府のDX（デジタル･トランスフォーメー

ション）をやっているチームの人と会ったり、そ

ういう機会が結構ありました。問題意識とし

ては、今までの行政システムが、デジタル化し

て変わっていっている社会のあり方や人々の

生活みたいなものからどんどん解離していっ

ているのではないかというのがあります。民間

企業はデジタル対応をとにかくやらなきゃと

いうことで、これまでツリー型に編成されてき

た組織構造というのをもうちょっとプロジェク

ト単位でできるようにしようとか、部門横断で

教育開発できるようにしようとか、労務環境

をこういう風に整理しなきゃいけないとか、い

ろんなDXを必要に迫られてやってきました。

　その民間企業の基本的な組織構成の在り

方は、官僚制度からきています。トップダウン

で指示が行き渡り、基本的に縦割りで分業っ

ていうものをやっていくという仕組みです。

しかも属人性を一切排除していって、あらゆ

る部門に対してディスクリプションが明確に

あって、毎日そこの人が入れ変わったとして

も、その機構自体は作動し続けるっていう風

な考え方です。

　企業はそれを一生懸命アップデートしてき

ました。ただやっぱり社会全体のアップデート

ということを考えると企業だけでやっててもダ

メで、結局一番その核心にあって残ってしまっ

ているのは行政です。行政機構の本丸のアッ

プデートをどうするのかという話を、この一年

間くらい考えてきて、それを詰め込んだのが、

今回作った「New Government Generation: 

小さくて大きい政府のつくり方」という本です。

田村：行政とかコミュニティの話というとどう
して福岡が進んでいるのかとか、米国ポートラ

ンドでこんなことが起こっているとかの話が結

構出てくるのですが、今回の本の中ではそうい

う話はしていない感じですか？

若林：結構してます。本にもでてきますが、見
てきた中ではやっぱりイギリスが進んでるなと

ちょっと感動して帰ってきたんです。

　例えば、音楽業界の人間を集めて新しい

音楽の学校っていうプログラムをやっていた

のですが、そこの問題意識としては、例えば音

楽の文化が一個の山としてあったら要するに

そこの裾野が広くならないと山は高くならな

いっていう風な話です。裾野とは何かというと

ミュージシャンばかりいても音楽というのは循

環もしなければ、豊かにもならないんですよ。

それを支える人間の数がどれだけいるか、

そいつらがどれだけ有能かっていうことによっ

て初めて音楽というのはちゃんとエコシステム

として社会の中に実装されると考えて、そうい

う人間を育てましょうってことです。アーティス

トはほうっておいても出てくるんです。でもその

人たちをマネタイズしたりとか、ケアする人だ

とか、音楽業界を支えたいと思う人を増やし

ていきましょうという建てつけです。 

　他にも、行政に近いところで草の根っぽい

ミュージシャンコミュニティーのためのレッス

ンプログラムをやってる団体とか、日本だと

ジャスラックに相当する著作権団体が持って

いるファンドを運営しているところとかも見に

行きました。

　基本的には、若手のミュージシャン育成に

お金が回っているんです。結構大きいライブ

コンサート会場とかが、若い十代から二十代

のミュージシャンのためにあって、スタジオも

あって、インストラクターとかもいて、無料じゃ

ないけれどすごく安く提供されていました。半

分ミュージシャンのコミュニティーみたいなも

のがあって、どうそれをサステイン（維持）して

行くのかという話と、もうちょっと大きな都市

における文化っていうものをどういう風にサス

テインさせるかっていう問題意識を持って運

営されている感じでした。

　日本も一緒なのですが基本的に文化とい

うのは公共性が高いものなので、行政の管轄

にあったりというのは結構大きいです。でも、

日本でもイギリスでも、行政の予算がどんどん

削られていく中で一番最初に削られるのがそ

ういうところなんですよ、結局。なのでソレどう

するんだっけていう話の先行事例としてロン

ドンに見に行こうってなって行ってみたら、ま

あそれがすごくよくできてたんです。

田村：どこが素晴らしいんですか？
若林：行政に近い団体みたいなものがすご
くアクティブに動いているんです。とはいえ金

はないので、ちゃんと金がないなりに例えば

アーツカウンシル、ブリティッシュカウンシル、

それこそ著作権団体のPRS財団とか、公共放

送局のBBCとか。そういうところが、すごくうま

く連携しながら予算をかけずにいかに文化を

アクティベートするのかを考えて動いているよ

うに感じました。

　例えば、トゥモローズ･ウォーリアーズという

1990年代ぐらいから草の根でやってるジャズ

スクールみたいなのがあるんですが、アーツカ

ウンシルがその人たちに声をかけてサウス･バ

ンク･センターという公共文化施設の中に拠

点を作らせる。そうすると、ある種の社会的信

用が大きくなって活動がしやすくなります。実

際、ロンドンのジャズシーンって今すごく盛り

上がっているんですよ。

　草の根と行政と民間の間にいるような団

体をうまいことアクティベートしていました。

しかも、ある程度のところまでは面倒見るんで

すが、後から自走していけるような手伝い方を

していたんです。けっこうハンズオンですよ。ま

あ、このProject180のプログラムを音楽っぽい

ところでやっている感じです。しかも行政がど

んどん予算減らしてもちゃんと自走できてい

ます。

　それで、そこからミュージシャンが出てきま

したってなると、それをBBCの若手育成のプロ

グラムにふったりするんです。要するに、ちゃん

とミュージシャンが自分のキャリアをつくって

いけるんです。これってすごいよなと思って、結

構感動して戻ってきたんです。

田村：行政的には理想ですよね。そんな風に
ぜひになってほしいと思いますよね。

若林：今回本のなかでもしつこく書いている
んですけど、今までの行政の役割って、公共っ

ていうものを行政が全部税金で面倒をみな

きゃいけないという建てつけになっていたんで

す。でも、基本的にはそのモデルは、工業社会

のモデルなわけです。

　つまり、あるサービスを大量に同じものを

生産するのでコストが下げられて全国にバラ

まけるという考え方です。国民みんながある程

度貧しくてベーシックなニーズが満たされて

ないところにおいては、そのニーズを規格品と

して提供するのは理にかなっていたんですけ

ど、時代が進んでいくとニーズがきめ細かく

なったりして、この規格品マジくそなんですけ

どってなってきます（会場笑）。そうすると、いわ

ゆるサービスをもう無限につくってかないとダ

メになってきて、そんなことやっていると行政

が破綻する訳です。

　それがおそらく1970年代ぐらいに起きてき

たことです。特にアメリカの1970年代は行政

ぼろぼろだったんですよ。抱えきれない。だか

らアップデートしなきゃいけないという辺りで

いわゆる新自由主義っぽい考え方、小さい政

府って話が出てきます。行政がフルでサービ

スを提供するっていうよりも、民間に出した方

が価格競争も起きるので安くてより良いサー

ビスが届けられるだろうっていう想定をして。

それがレーガン、サッチャーの時代に起き、日

本で言うと中曽根さんですよ。その時に、JRの

民営化が進みました。国で持ってた公共交通

を民営化した方が、サービスもよくなるし、効

率よくなるという風に考えたんだけど、やって

みると確かにJR東日本は良かったですが、JR

北海道とか悲惨ですよね？そもそもマーケッ

トがないところで、しかも公共交通って好きに

値段釣り上げるみたいなこともできないです

し。という中で、公共的な空間というのがボロ

ボロになっていきました。

　つまり、大きい政府という考え方はそもそも

サステインできないし、小さい政府は基本的

に格差を広げるって話になります。そのどちら

でもない、第三の道というかオルタナティブな

道筋がないものかっていうことをアカデミック

な世界でも現場レベルでも考えてきたのがこ

の15年から20年ぐらいだったと思っています。

　それで、僕が結構重要だったんじゃないか

と思っているのが2010年に英国でキャメロン

が首相選挙に出た時に Big Societyという概

念を提示したことです。Big Societyというのは

行政がもはや全部抱えきれない、要するに一

種お手上げなんですよ。税収も基本的には増

えない。いくらうまく分配しようと思っても、も

う満遍なくみんなを満足させることができな

いんです。規格品なので基本的には細かい

ニーズにお金がでない。だから、もうちょっと

市民参加で公民連携しましょうみたいな話

です。もう一度社会の公的価値というのを

守っていこうっていう提案だったんです。

　でも、それがすごく評価が悪かったんです。

それでも首相になったのですが、結局国民の

一割ぐらいしか支持が得られませんでした。

　実は、今回ロンドンに行って思ったのはブ

レグジットとかあった時に、やっぱり行政はあ

てにならないから自分たちでやろうぜっていう

感じが意外とすでに浸透していているのかな

というところです。というか、もうほぼデフォル

トっぽくなっているような感じもあって、これ未

来っぽいなぁって思ったんです。もしかしたら

キャメロン以前からかもしれないですが、キャ

メロンが言っていた、行政がもうちょっと別の

やり方で、自分達で全部公共プログラムを企

画してデリバリーする形じゃないやり方で、開

発からデリバリーのところまで新しいやり方

でできないかという発想そのものは、妥当は

妥当だったのではないかと思ったんです。

田村：何かそういう風になってくれたらなぁと
思う反面、それって誰がやるんだろうという話

が結構出てくるなと思ってて。

若林：そうそう。やっぱり結局はそこの問題
なんですよ。かなりハンズオンな話になってくる

し、属人性のところが最後のところでものを

いうんです。イギリスの例えばアーツカウンシ

ルとかを見ててうまいなと思うのはそういうプ

レイヤーをちゃん見つけられているところだと

思いますし、そういう人たちとちゃんと敵対的

にではなく、いい形で組めているっていうとこ

ろです。行政というのは、実はそれの目利き

じゃないといけない、という話になっていくの

だろうなぁと思っています。行政が、民間にも、

草の根にも入っていって、規制はしないけれ

どある種のモデレーションをする。そういう意

味で行政府はある種のコミュニティマネ

ジャー的な役割になっていくと思っています。

それはそれで変わっていくのは大変だと思い

ますが。

田村：そういう新しいパブリックの時代に、
東京と地方という関係も変わっていくと思う

んですけど、地方がこれから考えるべきことっ

て何だと思いますか？

若林：基本的に中央集権だったものがなく
なりますって言った時に、中央は困らないです

よね。中央はずっと自立してきたから。自分た

ちは中央だと思ってきて、そもそも威張ってい

たしアイデンティティもあるのでそんなに困ら

ないです。だから逆に、地方は、俺ら地方は何

なのかって言った時のアイデンティティを多

分変えなきゃいけないんですよ。さっきも新聞

社の人に言ったんですけど「ぼくら地方紙じゃ

ないですか」みたいな話は、いや世の中地方

紙しかないという話になってきますよと。地方

紙なのでって言うのは自己卑下でもあるんだ

けれど、ソレってある種の甘えでもあるわけ

じゃないですか。なので、そこのメンタリティー

を変えなきゃいけないっていうのがこれから

の地方だと思います。
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メンターの山田遊さん、鈴谷瑞樹さんのアドバイスからは、お二人が常に「もの」や「ものづくり」に対して日々の実践と
考察を重ねていっていることが伝わってきます。プログラム最終日に、お二人にも「ものづくりとセンス」と題してお話を
うかがいました。それぞれのお仕事の話からはじまり、「もの」の背景や言語化できないことについて話題が進んでいき
ました。

岡橋：まずは、それぞれの今のお仕事のお話
を聞かせてください。

鈴谷：僕の今のメインは福岡にできたばかり
の「エンジニアカフェ」のコミュニティマネ

ジャーをやっています。コワーキングスペース

とかファブラボがあって、レーザーカッターの

サポートとかもやっていますが、自分のなかで

はエンジニアのコミュニケーションをどうよく

していくのかを考えながら取り組んでいます。

　それは世代間のギャップもそうですし、

社内とか社外とのコミュニケーションもそうで

すし、エンジニアは人間であるところが多分

一番面倒くさいんです。端的に言うと職人肌。

なので、そういう人達が、言葉だけじゃなくて、

プロトタイプをつくるとか、手を動かしながら

話すとか、創造的でかつ伝わりやすいコミュ

ニケーションをつくっていけないかなぁと思っ

てやっているところがあります。

　あとは、個人として中小企業の相談やコン

サルみたいなことをやっています。例えば、中

小企業の技術をどう残していくのかとか。具

体的に言うと、廃業していく中小企業の部品

屋さん、たとえばある製品の電池ボックスの

電極を曲げるだけというような会社。そういう

会社は、親会社からの発注がなくなると仕事

がなくなってしまうんです。中国の工場に仕事

を取られちゃったりします。でも、中国の工場

だと不良率が10倍ぐらいになって、親会社が

何でだろう？となって、切ったはずの日本の会

社に聞いてきたりするんです。

　それで、高齢のエンジニアが、自分のノウハ

ウは墓場まで持っていくものでもないし教え

にいってあげるよといって中国に教えに行くの

をコーディネートしたり、そんな仕事をしてい

ます。不良率を下げるというノウハウはなかな

か言語化できなかったりするので、そこをサ

ポートしたり、関係や順序を整理したりという

ことです。ある側面からみると技術流出です

が、技術が無くなってしまうよりは良いなと

思ってやっています。

岡橋：それは鈴谷さんが、元々 ITもそうです
し、中小企業のものづくりの現場もご存知だ

からこそ、言語の違い、分野の違いを乗り越

える翻訳だとか、発想だとかに強みがあるか

らこそできる仕事なのでしょうね。山田さんの

お仕事も聞かせてください。

山田：僕は元々、お店のバイヤーをしていて、
今でも自分のことをバイヤーと名乗っていま

す。小売の世界では、独立と言えば自分の店

を持つことくらいしか選択肢が考えられな

かったのですが、自分が店を出しても絶対に

サバイブできる予感がしなかったので、 その

後、ずっと悶 と々考えてたら、ある日、フリーラ

ンスの雇われバイヤーって、世の中にあまりい

ないなって気付いたんです。そこで、まだサラ

リーマン時代に、国立新美術館のミュージア

ムショップの立ち上げの仕事をさせていただ

いて、それがうまくいって独立し、今でも続け

ています。

　主な仕事はお店を作ること。最近だと、渋

谷スクランブルスクエアや、渋谷パルコの店

舗の立ち上げなどに関わっています。基本的

には、僕はモノが好きで、小売の世界で働い

てきたからこそ、モノにまつわる仕事であれ

ば、上流から下流まで全てを見ながら、様々

な仕事をしています。

　お店の仕事では、新しい商業施設に新た

な業態を作ることが、継続的にアクションとし

て行われているのですが、企業内部の人たち

だけでは、どうしても新しくならない、という問

題を、余所者で、お店を立ち上げることを一

から十まで全部知っていて、さらに実際にモノ

も仕入れることができる人間を雇ったほうが

解決が早いですよね、ということで仕事をい

ただいています。

岡橋：燕三条の仕事はまた毛色が違います
よね。

山田：もう7年間関わっているんですけれど、
問題意識は基本的にお店の仕事と変わりま

せん。 ものづくりの現場と、消費する場所の

距離をどう縮めるかということがテーマです。

お店の中で、ものづくりの背景をどう現場で

伝えるべきか、ということにずっと取り組んでき

たのですが、例えば百貨店に来るお客さまっ

て値段だけ見て「高いわねぇ」とか結構言う

んです。消費者という存在はなかなか心無い

んですよ。同時にありがたい存在でもあるんで

すけど。だから、売り場だけで伝えることに難

しさを感じて、むしろ産地（燕三条）に行って、

ものづくりの価値を見て、学んで欲しい。もの

づくりにおけるリテラシーを、もう少し一般の

消費者が意識してほしい、という思いでイベ

ントを開催しています。そうするとですね、現場

の工程とかをじっくり見学して貰い、職人から

話を聞くと、あれだけ高い高いと言われてい

たものが、みんなが 「これなら安い」と言った

りするんです。今回、オニザキさんの工場を外

に持っていくという構想もそうですが、普段見

ることができない現場を見てもらうと、ものの

見方が確実に変わります。

菊石：ものづくりをしている会社さんが、そも
そもストーリーがないってことってあるんです

か？ただものつくってますというような。

山田：ものづくりに携わっている人って、口下
手だからついそういうこと言っちゃうんですよ。

鈴谷：工場の人とかでも「大したものないで
すから」って言うんですよ。でも、現場に行った

らめちゃめちゃ面白い工場だったりします。工

場の人たちは、毎日見てますし、当たり前のも

のですし、毎日やってる作業ですし、誰でもす

ぐ教えればできると言うんです。でも、実際に

教えさせるとできないんです。本当は、そのくら

い複雑で難しいことをやっているということに

自覚がないんですね。だから、外の人の目線っ

ていうのは本当に大事だなと思うことが多い

です。

山田：その数値化できないこととか言語化
できないものってまだまだこの世界には多く

て、ものづくりの現場だけじゃなく、社会の中

にもたくさんあると思っています。

岡橋：そこを読み解いていくというか、ほぐし
ていきながら分かるよね、っていうのがお仕事

中に含まれているということですね。

山田：そうですね。
岡橋：そういう意味では、お二人が思う賢い
消費者ってどんな人ですか？あるいは、消費

者がもっとこうなっていけばいいのに、といっ

た思いはありますか？

鈴谷：もうちょっとわがままな消費者が増え
るといいなと思っています。女子高生とかが普

通にバック買って、他の子と同じバックが嫌だ

からって言って自分でデコったりするじゃない

ですか。ああいったことをみんなやってほしい

と思います。自分の我がままさを素直にスト

レートに表現できるだけの選択肢みたいなの

が用意されてて、自分で手を動かしてスワロフ

スキー貼りまくるとか。一度手を動かすこと、

手を動かすことの大変さもわかるので、これが

2万円するのかというのを納得できたりする。

手を動かしたことがないと、高いのか安いの

かという感覚が掴めない。なので、わがままな

人が増えてほしいなと思います。

山田：文化的成熟ということを考えると、日
本の小売の世界とか消費者ってあまりにも

稚拙だなって思うときがあります。もちろん大

切なお客様なんですけど。 例えばアートの展

覧会を開催すると、日本では「これって何です

か？」って聞かれることが多いんです。そういう

時には「あなたはどう思います？」って聞き返

すようにしています。考えればいいじゃんって。

アートって鑑賞する側がどう思うかでいいじゃ

んって。

　ヨーロッパで、普段は郵便局で働いてい

るって言う人が、作品を見て、俺はこう思う！っ

てはっきり言い切ってきたことがそれこそ印象

的でした。うーん、僕はちょっと違うかなぁ？と

か思ったりもしたんですけど（笑）、ただ、それ

はそれで全然良いと思うんですよ。それぞれの

解釈があるからこそ議論が生まれる。このこと

も、やっぱり非言語の話に繋がってくると思っ

ています。非言語的なものへの感受性とか、

意識って結構大事なことだと思っていて。

　消費者の話に戻すと、これはこういう価値

があるとか、こういう良さがあるということを意

識して選択することが、もうちょっと起こってき

て欲しいな、と思います。 売る側は言語化で

きない価値を説明しようとしなくなり、買う側

もそれを問いもしない。意識すらしなくなって

しまうと、もうどうでもいいものだけになってき

ちゃうじゃないですか。そんなの嫌じゃないで

すか。そういう部分をおざなりにしてきたツケ

が今、回ってきているような気がしてます。た

だ、これは小売とか消費者だけの話じゃない

ようにも思えます。

青木：そういう文化的な豊かさというものと、
例えば、ユニクロとか無印良品とかってどうい

う風に考えれば良いんですかね？最高のレ

ディーメードに最高のイメージを乗っけられる

集団とそれを受け入れるしかない消費者って

いう関係って、今の話のなかでいうと、どこに

成熟するポイントがあるのかなと。

山田：ユニクロとか無印良品って、まあ日本
で唯一の小売の勝ち組だけあって、本当に素

晴らしいじゃないですか。業態としても、フィロ

ソフィーも。でも、ポイントとしては、僕のク

ローゼットの中が全てユニクロの服だったり、

家の中にあるもの全てが無印良品であること

は許されないわけですよ。そんな暮らしをする

くらいなら、死んだ方がマシって思うんですよ

（会場笑）。

鈴谷：なんかですね。人って、自分はカテゴラ
イズ（分類）されるのは嫌だけど、何か新しい

ものが出てきたときに自分はカテライズした

いんじゃないですかね。お前ってこうだよね、と

言われたくないないのに、「典型的なおっさ

ん」とか言われたくないのに、自分が思考する

時は「これはこうだよね」ってカテゴライズした

いんですよね。だから、自分がカテゴライズで

きないものが目の前に来たときに、「なにこれ

嫌だこんなもの」と思うか「これ面白そうじゃ

ん」と思えるか、そこだと思うんです。自分のな

かで「カテゴリーできない」っていうカテゴリー

があるかどうか、メールとかだと未分類みたい

なフォルダがあるかどうかだと思うんです。

山田：小売の世界ではそれって真理で、ユニ
クロや無印良品になるか、もしくは超ニッチに

なるか。中間が存在しないこと自体、多分多

様性が失われていることでもあるので、結構

待ったなしの状況かもしれませんね。 無印良

品の商品で、全部家の中を整えると、余白が

もう無いですよね。割り切れないところがな

い。これも非言語とかに関係する話だと思う。

言語化できない余りの部分、余白みたいな部

分、言葉にならない部分。それが文化と言わ

れているものの正体なのでは？と時々思うん

です。だから、多様性を失っちゃ駄目だと思っ

ているし、それを言い続けているんですけど。

鈴谷：多様性も一昔前は縦割りで色んなジャ
ンルがあったように思うんですね。でも、今、僕

らは大量生産するものの上に生きていて、そ

れが空気みたいな存在になっています。無印

にしてもユニクロにしても、他の多様性や可

能性なりを引き出したり、支えるものになって

いけばいいのかなと思います。無印やユニクロ

がベースになって、ちょっと何かを加えたりし

て、自分なりの好み、思考、ジャンルをつくって

いくという意識を持つことが大事な時代に

なってきているんじゃないかなと思っています

し、そのために出来ることはまだまだあるん

じゃないかなと思っています。
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（編集･構成：岡橋）
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INSPIRATION 2

Value of the Unverbalizable
言葉に出来ないことの価値
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Books for Next Innovators6
次代のイノベーターのための6冊

日本の企業の8割以上がファミリービジネスだと言われている。ファミ

リービジネス経営の理論的なところだけでなく、ファミリーミーティング

の場のつくり方や事業承継の計画など、実践時に役立つアドバイスも盛

り込まれている。オーナー経営者が家族と企業の双方に目配りをしてい

くための指針となる良書。

クロスメディア・パブリッシング

同族経営はなぜ3代でつぶれるのか? 
武井 一喜

アトツギに焦点を当てた本書は、7社の事例を詳しく紹介している。それ

ぞれのアトツギたちが、それぞれ異なる条件や課題があるなかで、失敗や

成功を乗り越え、自分なりの経営を作り上げてきたストーリーを追体験

できる。

中央経済社

アトツギよ！
ベンチャー型事業承継でカベを突き破れ！
忽那 憲治

筆者は、「特定の分野で極めて高い競争力を持ち、国際市場で高いシェ

アを維持している、ものづくり企業」であるグローバル・ニッチトップ企業

（GNT企業）と呼ぶ。中小企業だからこそ生み出せるイノベーションがあ

ることを豊富なデータと事例で知ることができる。

筑摩書房

地域の力を引き出す企業: 
グローバル･ニッチトップ企業が示す未来
細谷 祐二

小さい会社が世界に付加価値の高い商品を売っていくための戦略を

「情報の輪」、つまりどこから情報を得て、本当に必要な情報や顧客とつ

ながるのかという視点から解説・提案している。世界に打ってでることを

漠然とではなく、具体的にイメージするのに役立つ。

日本経済新聞出版社

小さな会社が世界で稼ぐ
佐々木 隆彦

架空の会社の新規事業プロジェクトをストーリー仕立てで紹介しなが

ら、事業をつくっていくために大事なポイント、障害を乗り越えていくプロ

セスを解説している。フレームやシートも肝心なものだけを厳選している

ので、自分のアイデアも書き出して我彼を見比べながら読み進めていくこ

とができる。

英治出版

事業を創るとはどういうことか
三木 言葉

筆者の事業の定義は、世の中にある不平、不満、不安、不幸、不快など

「”不”のつくものの解消である」というシンプルなもの。トピックごとに説明

とワークシートが付属しているので、まず何か取り組み始めてみたいとい

う時に最適な1冊。

総合法令出版

新規事業ワークブック
石川 明
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域に根差した肌触り感のある仕事や会社がとても魅力的」。

東京参加者のふとした言葉に、あらためて熊本の可能性を感じ

ました。熊本の人からすると良くも悪くも地域との関係性が深く閉塞感を感

じることすらある仕事が、東京の人からすると肌触り、リアリティを感じる仕

事であり、魅力的に感じる。「東京を見習い、東京を目指せ」ではなく、お互

いがwin-winの関係をつくりながら、新しいイノベーションを生み出してい

く。Project 180の取り組みではそこに新しい熊本の未来を感じています。

（フミダス 濱本S）

年目となったProject 180ですが、あまり前例のないこのプログラムの

魅力をどう伝えると良いのか、冊子の構成に悩みました。最も工夫し

たのが、企業チームの活動を伝えるレポート記事です。参加者の皆さんの

会話やインタビュー、アンケートなどから対談記事として再構成していま

す。そうです、一部フィクションです。もちろん皆さんの了解を得ています。少

しでも臨場感が伝わっていたら嬉しいです。

（リ･パブリック 岡橋）

の裏テーマとして“癒し･交流・熊本の食”がありました。研修後ほ

ぼ毎回企画されている交流会では熊本の食を堪能しながら、世

代も住む場所も働く環境も違う方々が笑い合い共に研修の疲れを癒す姿

を見るのが何よりも楽しかったです。「熊本の夜は長い」と半ば嬉しそうに

おっしゃる姿が印象的でした。

（フミダス 濱本Y）

本内外のメンバーが各 の々経験を持ち寄ることで生まれる新鮮な

アイデアを、毎回ワクワクしながら見ていました。多様なメンター

のアドバイスがアイディアの方向づけに寄与したのはもちろんですが、熊本

の状況を知り尽くすフミダスの方々の指南があったのも、熊本からイノベー

ティブな事業を提案するこのプログラムにとって意義深かったと思います。

（リ･パブリック 高坂）

Facilitators’ Note

ファシリテーターズ後記

ORGANIZATION

STAFF

主催　熊本県商工観光労働部熊本県

当部は、次のような取組みを通じて、商工業者の方々の育成、支援に取り組んでいます。

①平成28年熊本地震で被災した企業の施設･設備の復旧の支援等による早期の事業再建。

②地域への経済的波及効果の高い事業への集中支援等による県経済を牽引する中小企業の育成。

③県南地域やオフィス系企業への重点化による新たな誘致戦略の推進。

④働く人がいきいきと輝き、安心して働き続けられる「ブライト企業」の認定等による地域を支え次代を担う人材の確保･育成。

⑤クルーズ船の寄港や国際スポーツ大会を契機としたインバウンド促進等による観光産業の革新･成長。

http://www.pref.kumamoto.jp/

FACILITATORS

田村 大
HIROSHI TAMURA

リ･パブリック

濱本 伸司
SHINJI HAMAMOTO

フミダス

CREATIVE STAFF

中山 慎介
SHINSUKE NAKAYAMA

ロゴ・ブックデザイン

廿浦 麻結
MAYU TSUZUURA

写真撮影

岡橋 毅
TAKESHI OKAHASHI

リ･パブリッ

濱本 由美
YUMI HAMAMOTO

フミダス

高坂 葉月
HAZUKI KOSAKA

リ･パブリック

企画・運営　株式会社リ･パブリック

イノベーションは人（イノベーター）なくしては起こらない。株式会社リ･パブリックは、未来を見据え、どのような地域や社会環境

であってもより豊かで暮らしやすい社会を生み出す人を育む会社です。持続的にイノベーションを生み出す「エコシステム（生態

系）の樹立」を目指し、官公庁や地方自治体とのプラットフォームの企画･運営他、グローバルなデザインスクールの実施、企業や

科学者とのフューチャーデザインラボなど、パートナーの特性や課題に応じたプログラムを提供しています。

http://re-public.jp

企画・運営　一般社団法人フミダス

地域の未来をつくる人材が育つエコシステムの構築をミッションに、産官学と連携した地域人材を育てる教育プログラムの開発

や起業支援、事業促進プログラムを軸としたイノベーターを育むエコシステムづくりなどに取り組んでいる。

http://www.fumidas-project.com/

熊

私

2

地「




