
熊本イノベーションスクール Project 180
2021年度 活動報告書

Project 180 は、熊本県下の中小企業の次代を担うリーダーが、

大都市圏から参加する県外パートナーとチームを結成し、共に学び、

共に考え、共に成果を出す、実践型の事業創造プログラムです。
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熊本イノベーションスクール Project 180は、熊本県下

の中小企業の次代を担うリーダーが、大都市圏から参加

する県外パートナーとチームを結成し、共に学び、考えな

がら成果を出す、実践型の事業創造プログラムです。

経営者や幹部、社員といった肩書、そして大企業や中小

企業といった立場から一旦離れ、皆がフラットに議論する

ことで新たな事業アイデアを作っていきます。研修では、

各領域の最前線で活躍するメンターによるアドバイスに

加え、熟練のファシリテーターがリードしていきます。

2020年に始まったCOVID-19（新型コロナウイルス感

染症）の世界的流行により、昨年の第3期に引き続き、

今年も現地とオンラインのハイブリッドで開催しました。

働き方やビジネスモデルの変革を迫られ、世界全体の

価値観と行動が変化する今、熊本を舞台に、これからの

時代に向けて、新しい価値を生み出す必要があります。

Project 180（通称ワンエイティー 以下、180）は2018年

にスタートし、今回の第4期が最後の開催となりました。

2021年度は県下の企業8社の次代リーダーと、東京や

福岡などの大都市圏から参加した県外パートナーの16

名がチームを組み、新規事業の創造に挑みました。

時代の流れとともに、イノベーションの見え方も少しずつ

変わっていきます。加えて、昨今では「パーパス経営」と

いう言葉を聞く機会も増えました。社会の表面的な移り

変わりに惑わされず、大きなうねりを捉える。地域に根ざし

ながらも、世界の変化に目を向ける。180は、そんな企業

のあり方を考えるきっかけとなるプログラムです。

将来的な自社の基幹事業となり得るビジネスを生み

出し、チームをリードする役割を担う。熊本県下にあ

る中小企業の経営者や事業承継の候補者、幹部

候補など、熊本と企業の未来をつくっていく人たち

熊本や企業を外部から俯瞰・分析し、次代リーダー

に対して問いかけ、議論を促進する役割を担う。首

都圏の大企業やクリエイティブ業界などで中心的な

存在として働きながらも、地域を志向する人たち
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About Project 180

10/23-24 12/11-1210/99/8 9/17-19 11/3 11/21

集合研修② 集合研修③リモート研修①事前研修 集合研修① リモート研修② リモート研修③

自社資源の分析 アイデアの検討 ビジネスモデルの構築オープニング クロージング

オープンセミナー＋説明会
  企業見学ツアー

マテリアリティの検討
  パーパスの設定

ギャップ分析
  ビジョンの立案

機会領域の抽出
  ストーリーテリング

成果発表会
  フォローアップ相談会

次代リーダー 県外パートナー

Schedule 2021
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Project 180 とは

ディレクターからのメッセージ

参加企業・チームメンバー

メンター紹介

人吉への視察

チーム紹介

メンタートーク

180サミット

第4期を終えて

1／藍の村観光チーム

2／アドシンチーム

3／親和商事（青柳）チーム

4／タケモトデンキチーム

Snapshots

5／TAS ART チーム

6／テンジンチーム

7／林酒造場チーム

8／實取耕房チーム

About Project 180

Greetings from the Director 

Participating Companies and their Partners

About Mentors

Hitoyoshi Study Tour

Mentors Discussion

180 Summit 

Messages from the Organizers
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熊本企業の次代リーダーが県外のクリエイティブな若手人材と共創し、

自社の新たな事業を生み出す活動＝Project 180が始まって、4期が

終わりつつあります。熊本を舞台に、農業、林業、食品加工、酒造、化学、

機械製造、建設、卸売、小売、飲食、観光、情報サービス、エネルギー、

企画･デザインなど幅広い分野にわたり、今年は8社、31人、4期合わ

せて30社、110人が、3回の集中的な週末合宿を含む約4ヶ月のプロ

グラムを通じて、各社の未来を担う事業をチーム一丸となって構想し、

形にしてきました。プログラム終了後も活動を続け、新規事業創出に

結びつき、あるいは参加企業と県外人材の関係性が発展し、オープン

イノベーションの土台となってきたことは、いわゆる「研修プログラム」とは

一線を画すものであり、本事業の重要な特長だと考えています。

180が輩出した次代のリーダーたちは、自社の重要なポジションに昇格、

着想した事業の実現に向けて漕ぎ出し、また、業種を超えてコラボレー

ションを始めるなど、熊本のビジネスシーンを書き換えつつあります。全国

放送番組への出演、国内外のアワード受賞、スタートアップイベントでの

大賞受賞など、東京など県外で注目を集める場面も増えています。県外

のクリエイティブ人材たちは、熊本をはじめ日本の地域と東京を結んだ多

拠点居住を開始し、地域で創業するケースも出てきています。一社一社、

一人一人の事業創造という「点」が結び合い、「面」を織り成しつつある

のではないでしょうか。熊本がイノベーションの新たなホットスポットになっ

ていく様を、この4年間、企画･運営サイドで見続けることができたのは

役得でした。

今年も新型コロナウイルスの影響が続き、全員集合がままならない状況

が続きました。集合研修初日は台風14号が九州を直撃し、強風と高波

が残る上天草へフィールドリサーチに赴き、文字通り波乱の幕開け。

恒例のリロケーション合宿の目的地は、令和2年度の水害の爪痕がまだ

痛 し々い人吉へ。復興活動をリードするコミュニティのリーダーたちから、

地域の課題と展望を聞き、熊本ならではのビジネスの難しさとチャンスを

知りました。最終発表では、第1期から連続してご指導いただいてきた

メンター 3名が熊本に勢揃い。変化の時代を見据えた本質的議論を、

参加者たちと繰り広げました。新型コロナウイルスが象徴するように、

一寸先の見通しも定かでない昨今、未来に向けた挑戦の難易度はます

ます上がっていますが、だからこそここで挑戦することに価値があるという

認識、そして覚悟を新たにしました。

本事業は若林恵さん、山田遊さん、鈴谷瑞樹さん、山口高弘さん、4名

の傑出したメンターシップなくしては実現しませんでした。本レポートの端々

で、メンターの影響を示す展開が示されていることが、その証左の一部で

す。メンター各位の献身的なご貢献に、ここで深く御礼申し上げます。

熊本イノベーションスクール

Project 180 ディレクター

株式会社リ･パブリック 共同代表

田村 大

ディレクターからのメッセージ
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参加企業･チームメンバー
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Team Members
藤川 護章 （藍の村観光株式会社 代表取締役）
藤川 真理子 （藍の村観光株式会社）
河村 統治郎 （県外パートナー）
岸本 啓佑 （県外パートナー）

会社概要
上天草市で観光施設の運営を中心に、商品の企画・販売を手掛けている。総
合物産館「藍のあまくさ村」をはじめ、2015年には「リゾラテラス」をオープン、自社
農園も持つ。2022年にはワーケーションリゾートを建設予定。
website: https://ainomura.com/
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藍の村観光チーム

Team Members
光澤 陽介 （株式会社アドシン 代表取締役社長）
藤田 朋大 （株式会社アドシン WEBディレクション部 部長）
池村 竜也 （県外パートナー）
江口 省悟 （県外パートナー）

会社概要
熊本市北区で、印刷物からウェブサイト制作まで、幅広い媒体の企画からデザイ
ンまで一貫しておこなうデザインコンサルティング会社。ECサイトの構築やマイク
ロビジネスの支援など、ユーザー視点に立ったものづくりを得意としている。
website: https://e-adshin.com/

アドシンチーム

Team Members
竹本 雄一 （タケモトデンキ株式会社 代表取締役）
寺崎 一樹 （タケモトデンキ株式会社 部長）
鹿児島 藍 （県外パートナー）
中村 晃子 （県外パートナー）
＊平尾 元 （数回代理で参加）

会社概要
熊本市北区にある電気工事会社で、省エネ推進事業として太陽光発電と蓄電
池の普及にも努めている。「みらいの子ども達の笑顔を守ること」をビジョンに掲
げ、近年は講演やワークショップの企画なども手掛けている。
website: https://www.takemoto-denki.com/

タケモトデンキチーム

Team Members
倉橋 篤 （有限会社親和商事 代表取締役社長）
倉橋 恭加 （有限会社親和商事 女将）
五所 辰翔 （県外パートナー）
町田 萌 （県外パートナー）

会社概要
熊本市の下通で郷土料理を運営。熊本地震を機に、2020年には本店をリニュー
アルオープン。近年はSDGsへの取り組みや、冷凍保存による仕込みの簡略化
や従業員の働き方改善など、飲食業界の先頭で活動している。
website: http://aoyagi.ne.jp/outline/

親和商事（青柳）チーム

Team Members
田崎 新二 （株式会社 TAS ART 代表取締役）
中川 悠 （株式会社 TAS ART webデザイナー・テクニカルエンジニア）
長岡 秀樹 （県外パートナー）
福本 忠宏 （県外パートナー）

会社概要
菊陽町で、システム開発を事業の中心にしているウェブ制作会社。複雑な管理シ
ステムやレンタルシステムの構築を得意とし、ウェブの外観にとどまらない総合的
な顧客･ユーザーニーズに応える仕事を手掛けている。
website: https://tas-art.com/

TAS ART チーム

Team Members
小泉 幸子 （株式会社テンジン 総務部 取締役）
御書 寛樹 （株式会社テンジン メディアサポート事業部）
大浦 一泰 （県外パートナー）
常盤 匡史 （県外パートナー）

会社概要
熊本市内で、IT関連の総合サポートサービスを展開している。セキュリティに関す
る相談やサポートをはじめ、全国に配置しているパートナーと連携した即時・現地
対応が特徴。IT機器のリースや販売、ウェブ制作も手掛けている。
website: https://www.tenjin-net.co.jp/

テンジンチーム

Team Members
實取 義洋 （實取耕房 代表）
黒住 奈生 （県外パートナー）
佐々木 秀仁 （県外パートナー）

会社概要
菊池市で、無施薬無農薬の水稲栽培を中心に幅広く農業に関わる個人農家。
江戸時代の古代米「穂増」の復活や菊池の名産品、水田ごぼうの栽培のほか、
中山間地域における農業の価値や持続可能性を伝える活動もしている。
website: https://www.facebook.com/実取耕房-543821239004536/

實取耕房チーム

Team Members
林 泰広 （有限会社林酒造場 杜氏）
林 浩平 （有限会社林酒造場 将来の１６代目）
駒井 恵太 （県外パートナー）
長谷部 湧也 （県外パートナー）

会社概要
創業300年を超える、人吉市球磨地域にある酒造。米焼酎「極楽」は、独特の味
わいと変わらない製法でつくられ、2020年には焼酎で世界初のヴィーガン認証を
受けた。2021年には、フランスで開催されたコンクールにも入賞している。
website: http://www.gokuraku-shochu.jp/

林酒造場チーム
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編集者･ライター。早稲田大学第一文学部フランス文学科卒業後、平凡社『月刊

太陽』編集部を経て2000年にフリー編集者として独立。『WIRED』日本版編集

長を経て黒鳥社設立。著書『週刊だえん問答 コロナの迷宮』、『はりぼて王国年

代記 週刊だえん問答2』 、『さよなら未来』、責任編集『次世代ガバメント 小さくて

大きい政府のつくり方』。「こんにちは未来」「〈働くこと〉の人類学」「「blkswn 

jukebox」「音読ブラックスワン」などのポッドキャストの企画制作でも知られる。

0706

About Mentors
メンター紹介

若林 恵

Kei Wakabayashi

黒鳥社 コンテンツ･ディレクター

東京･南青山のIDÉE SHOPのバイヤーを経て、2007年、method（メソッド）を

設立。工場見学を軸に据えたイベントとして国際的にも知られる「燕三条 工場の

祭典」の全体監修も務める。 グッドデザイン賞審査委員など各種コンペティション

の審査員や、教育機関や産地での講演など、多岐にわたり活躍中。モノが生まれ

る現場から、商品開発、ブランディング、そして店舗の運営やディスプレイまで、

ものづくりの全行程を知る視野の広さと精細な分析眼を踏まえたクリエイティブな

提案を数多く実現している。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』など。

山田 遊

Yu Yamada

method inc. 代表取締役

2012年12月 福岡県福岡市に「博多図工室」を設立。ハードなものづくり

（製造）からソフトなものづくり（IT）まで、幅広い知識と経験をもとに、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。3Dプリンタ、レーザー

カッター、CNCミリングマシンなどのデジタル工作機器のアドバイスも多く行う。

2017年、熊本県阿蘇郡南小国町にて「ファボラボ阿蘇南小国」の立ち上げに

かかわる。2019年より福岡市で地元エンジニアコミュニティの支援を行う。各地

の地域性に根差した製品開発を地元の人が主体となって継続できる体制構築

への協力を行っている。

鈴谷 瑞樹

Mizuki Suzutani

エンジニアカフェ福岡 コミュニティマネージャー／博多図工室

社会課題解決とビジネス成立を両立させることに挑戦する事業支援を中心に、

これまで延べ100の起業･事業開発を支援。 社会に対する問い･志を、ビジネス

を通じて広く持続的に届けることに挑戦する挑戦者を支援するためにGOBを創

業。 自身も起業家･事業売却経験者であり、経験を体系化して広く支援に当たっ

ている。 前職･野村総合研究所ではビジネスイノベーション室長として大手金融

機関とのコラボレーションによる事業創造プログラムであるCreateUを展開する

など、個社に閉じないオープンな事業創造のための仕組み構築に携わる。 内閣

府「若者雇用戦略推進協議会」委員、産業革新機構「イノベーションデザイン

ラボ」委員。 主な著書：「いちばんやさしいビジネスモデルの教本」（インプレス）、

アイデアメーカー（東洋経済新報社）

山口 高弘

Takahiro Yamaguchi

GOB Incubation Partners 代表

Kumamoto Innovation School Project 18O Kumamoto Innovation School Project 18O
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2回目の集合研修では、熊本県南部の人吉市を訪れました。人吉は、2020年7月の豪雨で甚大な被害を受け、今でも

復興が続いています。1日目は、2021年7月に新たにオープンした観光拠点施設「HASSENBA」の代表取締役である

瀬崎公介氏から、いかにして経営を立て直したのか、その舞台裏を伺いました。その後、宿泊先の「ホテルサン人吉」で

は、水害以前からSDGsに盛んに取り組む代表取締役兼女将の村田優子氏から、水害の影響とホテルの取り組みに

ついて教えて頂きました。2日目は、旧国民宿舎を活用した総合交流拠点「くまりば」にて研修を実施しました。研修の

合間に球磨川を船で渡り、街を歩き、今まさに復興中の人吉のエネルギーを感じました。2日間で多くを学び、熱い議論を

続けた研修生。人吉の視察が、彼ら／彼女らに示唆を与えてくれたようです。

H i t o y o s h i  
S t u d y  
To u r

人吉への視察

Kumamoto Innovation School Project 18O Kumamoto Innovation School Project 18O
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島から世界へ

新しい観光の風を吹かす！

天草の地で、常に時代を先取ってきた

ワーケーションリゾートの確立を通して

従業員と地域に活力を取り戻す

Team Members

藤川 護章 （藍の村観光株式会社 代表取締役社長）

藤川 真理子 （藍の村観光株式会社）

河村 統治郎 （県外パートナー）

岸本 啓佑 （県外パートナー）

Kumamoto Innovation School Project 18O Kumamoto Innovation School Project 18O

Q. 初回の研修では、藍の村観光株式会社が運営する二つ

の観光拠点を見学させて頂きましたが、改めて、会社の歴史

や事業展開について教えていただけますか？

藤川：藍の村観光株式会社は、日系ブラジル人二世の父が、

憧れの日本に移住し、1955年に創業した商店が始まりです。

当時は学生服の販売をはじめ、日用品を扱う事業が中心でし

た。その後、衣料品店として事業を拡大し、1990年には天草

地方の玄関口に『藍のあまくさ村』を開業し、天草の生産者さ

んや加工業者さんとの協業を始めました。私の代ではリゾラテ

ラスとリゾラファームを開業し、今はワーケーションリゾートを計

画しています。

Q. 常に時代を先取りするような事業を展開されていますが、

計画中のワーケーションリゾートをもとに新たな事業アイデア

を考えてみて、いかがでしたか？

藤川：当初は、コロナ後の世界におけるワーケーションに活路

を見出し、施設をどう活用するかを考えていました。開業に向け

たビジョンはあったものの、パーパスを定める中でやや短期的

だったことに気付きました。県外パートナーとのディスカッション

やメンター陣の言葉を受けて、集客や事業拡大の前に、解決

したいのは観光業が抱える人材面の課題であり、真のステーク

ホルダーは従業員だと再確認できました。

Q. 解決したい課題やステークホルダーについてずっと議論さ

れていて、最終的には従業員や地域が抱える人材の話に立

ち返ってきたのは印象的でした。

真理子：ワーケーション施設を運営する方とお話した際に「全

国どこの施設でも、空間や設備は似たりよったり」だと言ってい

たのを思い出します。だからこそ、利用する側になって迷った時

は、最終的に“人"で決めているとおっしゃっていました。そうし

た側面が、今後はより強まっていく気がします。

藤川：短期的なビジョンに留まることなく、会社として本来目指

したい方向性を考える機会になったことは、本当に良かったと

思っています。

Q. 藤川さんは藍の村観光に入社前、他の企業で営業や商

品開発を経験されていたと伺いました。そうした経験が、今の

行動力や数々のアイデアに繋がっていると感じます。県外

パートナーのお二人は、地域で活躍している若手経営者と

チームを組んでみて、いかがでしたか？

河村：藍の村観光は、熊本、というより地方にある企業の中で

も群を抜いていると感じました。東京にいると感じられない独特

のバイタリティがあって、サラリーマンとは持っている視点が圧

倒的に違うと痛感しました。研修が始まった時点では、建設予

定の施設にどうやって人を集めるかが議論の中心でしたが、話

を進めるうちに、いかにして地域や従業員を巻き込み、地域を

活性化していくかに焦点が移っていきました。良い意味で感覚

で仕事をされている部分があって、驚きが多かったです。プログ

ラムそれ自体もですが、何よりも藤川さんと関われたことは、こ

れまで受けたどの研修よりも学びが多かったと感じています。

岸本：藤川さんのような経営者と一緒にチームを組めたことで、

自分自身を相対的に見つめるきっかけになりました。一番印象

に残っているのは、藤川さんがおっしゃる「世界観」という言葉

ですね。課題からビジネスモデルをつくるのではなくて、先にラ

イフスタイルを作ってから提示し、そこに時代が追いつけばいい

という感覚には、経営者の視座の高さを感じました。今の生活

ではなくて、数十年後の未来をつくりたいと常におっしゃってい

て、サラリーマンにはない感覚で新鮮でした。私は、フルリモー

トでの参加でしたが、研修終了後はチーム全員が東京で集まる

ことができました。初めてだと感じないくらい話も弾んで、とても

楽しかったですね。

Q. 藤川さんは、お二人とチームを組んでみていかがでしたか？

藤川：河村さんと岸本さんは、抽象的な私の意見を言語化して

くれて、本当に助かりました。二人のおかげで、私自身がイノ

ベーションできた気がします。お二人が言うように、地域での

仕事はやりながらなんですよ。ワーケーションリゾートの建設も

3期に分かれていて、もちろん計画は立てるのですが、進めて

いくうちに変わってくる部分が必ずでてきます。その結果、次に

どの手を打てばいいかが分かったりします。企画から実践、そし

て評価まで一貫して関われるスケールとスピードが地域で仕事

をする何よりの魅力で、都会にいると経験しづらいのかも知れ

ません。一方で、家族経営から組織へと変わらなければいけな

いとも思っています。特に、メンターの若林さんのコメントを受け

て「一番大切にしたいステークホルダーは誰か？彼らの課題は

何か？」を以前にも増して真剣に考えるようになりました。従業

員やお客さんの視点に立てば、事業の見え方も変わると心に

留めておくことは、本当に大切だと感じました。

Q. 最後に、県外パートナーのお二人からも参加してみての感

想を聞かせてください。

河村：岸本さんは一度話をしっかり広げてから議論を前に進め

ていくので、そのやり方は自分も取り込んでいきたいですね。藤

川さんの経営者としての考えはもちろん、山口さんの講義も非

常に大きな学びでした。

岸本：これまでは人のやりたいことに寄り添ってきましたが、メイ

ンプレイヤーとして、自分なら何がしたいかを考えるきっかけにな

りました。プロジェクトを走り終えたことで自信にも繋がったので、

これを機に、もう一度自分と向き合っていくつもりです。

藍の村観光チーム1

A
in
om
ur
a 
K
an
ko

A
in
om
ur
a 
K
an
ko

チーム紹介



1312

社会的な孤立を解消する

コミュニティのありかた

印刷物やウェブ、様々な手段で

顧客の思いをデザインし

社会から取り残される魅力と価値に寄り添い、つなぐ

Team Members

光澤 陽介 （株式会社アドシン 代表取締役社長） 

藤田 朋大 （株式会社アドシン WEBディレクション部 部長）

池村 竜也 （県外パートナー）

江口 省悟 （県外パートナー）

Kumamoto Innovation School Project 18O Kumamoto Innovation School Project 18O

Q. 最終発表会で、自社の重要課題を『ひとり親世帯の貧困･

孤立･教育問題』とされていましたね。どういう経緯で、最後の

事業アイデアに至ったのでしょうか？

光澤：研修が始まってしばらくは、家具業界の課題解決に絞っ

て事業アイデアを考えていました。創業から今でも、家具屋さ

んの折込チラシやDM、カタログを作らせて頂いていて、大切な

ステークホルダーだからです。しかし、初回の集合研修の次の

日に開催された180サミットで、方向転換しました。

池村：頻繁にメンタリングをしてくださっていた山田さんからもた

くさんのアドバイスを頂き、事業アイデアの方向性は柔軟に考

えることができましたよね。

江口：人吉での集合研修で途中経過を発表した際も、まだ何

を新規事業の中心とするかは決まっていませんでした。ただ、プ

レゼンを観察してくれていたファシリテーターや他の参加者の

方から、熱がこもっていた部分を客観的に教えていただき、いく

つかの事業アイデアを検討しました。

藤田：ファシリテーターの方から「本当に、心からやりたいこと

は何か？」と問われて、それでようやくステークホルダーを定める

ことができましたね。

光澤：対象とするステークホルダーを「ひとり親世帯の母子」

にしたのは、私の個人的な経験が背景にあります。幼少期に

母親を亡くしていてつらい思いをしたこと、昨年離婚して、子ど

もに対する罪悪感や後ろめたさがあったことです。メンターの山

口さんによるビジネスモデル構築の研修で、考えたステークホ

ルダーに一層の確信が持てました。私と藤田だけではここまで

出来ませんでしたし、二人が間に入ってくれたおかげで議論が

前に進みました。何より、チームで考えることが楽しくて、ワクワ

ク感が部活のようでした。

Q. 初めてチーム全員が揃った人吉の研修では、年の差を感

じさせないほど、すごく仲が良かったですよね。江口さんからみ

て、最後に発表した事業アイデアはいかがでしたか？

江口：光澤さんは前職で芸能業界にいらっしゃったこともあり、

興味･関心が非常に多岐に渡っていました。本当にフォーカス

したい部分について、最後は「ひとり親世帯の母子」というキー

ワードが出てきましたが、それも深層心理に眠っていたので、対

話を通して表に出していくことの難しさを感じました。後になっ

て、ステークホルダーが女性にも関わらず、男4人だけで事業

アイデアを考えてしまっていたことに気付いたので、今後は女

性へのヒアリングもしていこうとチームで話していました。

Q. アドシンのお二人は、新規事業を一から組み立ててみて

いかがでしたか？

藤田：新しい事業アイデアや、営業の手段などについてはこれ

までも社内で考える機会はありました。ただ、第三者に入っても

らって、チームで短期間で考えるというのはまた違った経験で、

非常に良い機会でした。 とはいえ、ひとり親世帯の母子の支

援となれば、今アドシンが手掛けている事業からは少し距離が

あるのも事実です。女性を含む社内外の方 と々も話して、近々

始められる形を引き続き模索したいと思います。

光澤：藤田が言うとおり、ステークホルダーが定まったものの、

現状との距離も遠いですし、やるとなれば資金的な準備も必要

です。一度社内に持ち帰って再度検討し、事業アイデアを詰

めていきたいです。参加当初から、1年後には事業化したいと

考えていたので、手前の部分でなにが出来るかを考えながら、

まずは対象とするステークホルダーの女性たちにヒアリングして

いく予定です。

Q. 県外パートナーのお二人は、チーム内で役割分担などはさ

れていたんですか？

池村：お互い、どういうポジションで関わるのかは明確に意識し

ていなかったと思います。意見を出して、本当にやりたいと思え

る事業アイデアをいかに導くかを考えていました。

江口：そうですね、分担はしていなかったと思います。ただ、

池村さんは議論の中でまだ詰まっていない部分を見つけて指

摘してくれました。おかげで、より着実に、最後のステークホル

ダーまで一歩ずつ近づいていけたと思います。

池村：普段の仕事とは違って、会社のトップと直接話しながら、

チームで進めていく体験は楽しかったですね。

Q. 創業者は基本的に、自分が持つ思いを胸にやりたいこと

に向かっていく一方で、2代目には特有の難しさがあると思い

ますが、いかがですか？

光澤：180を終えた今、まさに感じているのが「会社として目指

したい方向と、個人としてやりたいことの差をどう考えるか？」で

す。まだ明確な答えは出せていませんが、パーパスの重要性は

強く感じましたし、社員と一緒に参加できたことで、会社として目

指したい方向を考えながら共有できたのはとても良かったと思っ

ています。最終発表の後、親和商事（青柳）の女将さんや、藍

の村観光の藤川（真理子）さんが話しかけてくれました。そこで、

お互いのチームで助けたいステークホルダーや対象にしている

業界が近いことを改めて感じました。正直、他のチームの発表

の凄さに驚愕して、悔しい思いもしました。今後は反省点も踏

まえて、他の熊本企業と協働できる可能性を模索しながら事業

アイデアを更に磨いていきたいです。

アドシンチーム2
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食を通じた“生きがい"を

全ての人に

熊本の地震を乗り越えて様々な挑戦を続ける親和商事

食を通じて“職"をつくり

食を中心としたコミュニティの形成に挑む

Team Members

倉橋 篤 （有限会社親和商事 代表取締役社長）

倉橋 恭加 （有限会社親和商事 女将）

五所 辰翔 （県外パートナー）

町田 萌 （県外パートナー）

Kumamoto Innovation School Project 18O Kumamoto Innovation School Project 18O

Q.親和商事さんは、研修が始まった当初から一貫した課題意

識をお持ちでしたよね？

倉橋：はい。最終発表でも重要課題として挙げた「飲食業界

の閉塞感」です。どこで、いつ、どういう形で飲食に関わるにし

ても、場所や設備、経費などの初期費用が高く、辞めるのも容

易ではありません。一方で、競争が激しい業界なので、食に関

する技術や知識はなかなか共有されません。結果的に価格が

上がり、お金を持っている人だけの限られた楽しみになってし

まっていると感じていました。180に参加したことで、そうした業

界の閉塞感は打ち破る必要があると改めて感じましたし、その

ためのヒントもたくさん頂きました。もともと、マイクロビジネスの

構想はいくつかあったので、今はそれらを少しずつ動かし始めて

います。

Q.廃棄予定の食材を使った商品開発や、冷凍設備による仕

込みの簡略化など、本当に様々な取り組みをされていますよね。

倉橋：2021年の10月からは、急速冷凍庫を導入して使い始

めました。若いスタッフがたくさんいるのですが、将来のビジョン

をどう見せるかによって、彼らの働き方も大きく変わります。私

だったら、ただ単にやることだけを教えられるよりも、どういった

形で社会に還元できるのかを知りたいと思うので、人への仕事

の任せ方は非常に大切だと感じています。

女将：従業員たちにどうやってビジョンを伝えるかは難しいです

が、模索しながらやっています。中小企業の経営層の特徴は、

プレイングマネージャーしかいないことで、常に人が足りていると

は言えません。だからこそ、従業員たちをモチベートして、彼らが

自発的に、楽しく働ける環境づくりが必要だと思います。

Q.お二人とも非常に活動的でいながら、同時に勉強家でも

いらっしゃいます。メンターからのアドバイスやコメントはいか

がでしたか？

倉橋：めちゃくちゃ良かったですよ。厳しい指摘を受けたことも

ありましたが、メンタリングを通して徐々に、優しい方々なんだと

心の底から感じました。研修の始めに厳しい言葉を掛けられた

ことで、県外パートナーの二人にも火が点いたんじゃないかと思

います。

Q.県外パートナーお二人の、メンターへの印象を聞かせてく

ださい。

五所：若林さんからの言葉を受けて、それまで曖昧だったステー

クホルダーの具体化に向けて議論ができました。研修の終盤

では、方向性を決めるためにみっちりメンタリングして頂き、それ

までの議論で出たキーワードについて、優先順位や要不要の

整理を手伝ってくださり、本当にありがたかったです。

町田：社会全体や企業の未来を考える機会は、これまであまり

ありませんでした。メンターからのコメントを受けて、これからの時

代はきれいごとではなく、本当の意味で救われる人がいる仕事

をしなければいけないのだと、強く感じることができました。

Q.親和商事のお二人とチームを組んでみて、いかがでしたか？

五所：お二人の仲が本当に良くて、加えてアイデアもたくさん

お持ちでした。普段の仕事とは違って、クライアントではなく同

じチームのメンバーだと意識し始めてからは、一段と議論が前

に進むようになったと感じました。最後に明確な納品物がない

分、難しい面もありましたが、老舗かつ熊本の飲食業界の先頭

を走る企業と一緒になって、パーパスやアイデアを検討できた

のは本当に刺激的で、とても良い経験でした。

町田：お二人とも、普段から本当に多岐に渡って物事を考え

ていらっしゃって、正直、180に参加しなくても良かったんじゃな

いかと思うほどでした。参加した理由を聞くと「今までの考え方

を変えたい」とおっしゃっていて、女将さんは研修のたびに、他

の研修で学んだことを共有してくださって、お二人のまっすぐな

姿勢に心を動かされました。

Q.お二人は、議論を進める上でどういった役割だったのでしょ

うか？

町田：私は白黒ハッキリした性格なので、常に何らかの方向性

を定める意識で臨んでいました。一方で、一度でアイデアや方

向性を決めようとはせず、何度も繰り返し議論することで、少し

ずつ前に進み、パーパスやステークホルダーを徐々に明確にす

ることができたと思います。

五所：町田さんがしっかり意見を言ってくれたので、とてもやり

やすかったです。

女将：五所さんは、私たちの意見をきいて可視化してくれまし

た。あとで見てみると「自分はこういうことを話していたのか」と

気付くことも多くて、情報をまとめる力が本当にすごかったです

ね。

Q.最後に、ご夫婦で参加されてみての感想と、今後について

教えていただけますか？

倉橋：二人で参加できたことで、共通認識を持って課題に取り

組むことができ、将来の展望をお互いが歩みを揃えて考える

貴重な時間になりました。180への参加で、経営の軸が固まっ

たのが一番の収穫でした。最近では外部から、冷凍事業の

視察依頼などが少しずつ増えてきました。3年目のコロナ禍と

いうこともあって、特に飲食業界では困っている人、課題がまだ

まだたくさんあります。そんな今だからこそ、料亭もレストランも、

農家も酒屋も、みんなが手を取り合って協力していく必要が

あります。業界全体が感じている閉塞感や違和感を少しでも

取り除いて、飲食業界に携わる人が皆、生きがいを感じられる

ように、引き続き取り組んでいきます。

親和商事（青柳）チーム3
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子どもを信じ

世代間の笑顔を繋ぐ

熊本から変えていく

地域と子ども、そしてエネルギーの未来

Team Members

竹本 雄一 （タケモトデンキ株式会社代表取締役）

寺崎 一樹 （タケモトデンキ株式会社 部長）

鹿児島 藍 （県外パートナー）

中村 晃子 （県外パートナー）

＊平尾 元 （数回代理で参加）

Kumamoto Innovation School Project 18O Kumamoto Innovation School Project 18O

Q.タケモトデンキの竹本さんと言えば「子ども」がキーワードで

したね。会社の理念でもあり、事業アイデアを考える上でも、

通底した大きなテーマになっていましたが、その背景を教えて

頂けますか？

竹本：タケモトデンキは、私が23歳のときに独立して作った電

気工事の会社ですが、特に太陽光発電や蓄電池の普及と

いった、環境問題の解決に寄与する事業に力を入れています。

近年、より一層多くのメディアで気候変動が大きな社会問題と

して取り上げられるようになりました。このまま地球環境が崩れ

てしまうと、私たちの世代とは違って、今、そして未来の子どもた

ちが外で自由に遊べない日が来てしまうかも知れません。そうな

らないためにも、会社のビジョンとして『みらいの子ども達の笑

顔を守ること』を掲げています。

Q.子ども想いの、竹本さんらしい理念ですね。最終発表の前

日にはメンターの3名が同時にチームに入って議論されていま

したが、大きな変化はありましたか？

竹本：最終発表で掲げた『太陽を味方に、笑顔の世代間連

鎖を熊本から創っていく』というパーパスにあるように、ステーク

ホルダーを子どもに絞る必要はないと気付きました。以前、会

社で主催したイベントに大人子どもを含めて1300人も集まっ

てくれたことがありました。その経験から、大人が未来を語れば、

そのエネルギーは子どもにもしっかりと伝わると実感しました。

一度で終わらせずに、世代を超えて環境への意識が連鎖して

いく。そんな社会を、大好きな熊本から実現したいという想いが、

パーパスに繋がりました。

Q.メンター陣も、タケモトデンキさんのパーパスについて褒め

ていらっしゃいましたよね。寺崎さんは普段、現場仕事が多い

と思いますが、一緒に参加されてみていかがでしたか？

寺崎：メンターやファシリテーターからの言葉で、これまで考えも

しなかったようなアイデアを出すことができました。自社だけでは

思い描けなかった未来について語れたのは、県外パートナーの

お二人の力が大きかったです。

中村：寺崎さんは、普段は落ち着いていらっしゃいますが、ここ

ぞという場面で意見をくださる方でした。常にユーザー目線で、

シンプルかつ的を射た意見は、竹本さんの強い思いと良いバラ

ンスが取れていたと思います。

寺崎：普段は日々の業務に追われていて、なかなか先のことを

考える時間がとれないのですが、180に参加したことで、大き

な視点で社会を捉えることができて、とても勉強になりました。

Q.現場にいるからこそ分かる、率直な意見もとても重要です

よね。県外パートナーのお二人は、役割分担などは意識され

ていたのでしょうか？

鹿児島：パーパスやステークホルダーについて話をしていると、

話がついつい抽象的になりがちでした。私は議論を定着させ

て、チームメンバー全員で共有できる形に落とし込むのを意識

していました。

中村：普段の仕事では、ビジネスの世界を大きな単位で見て

いるので、業界を問わずに参考になる情報やアイデアを、経験

をもとに共有することを心掛けていました。

鹿児島：なによりも、チームがとても楽しかったですね。今でも

定期的にミーティングをしていて、私たち県外パートナーが、引

き続きどうやって関わっていけるかを探っているところです。

Q.竹本さんは、お二人の活躍にはとても感謝されていました

よね。

竹本：私や寺崎は、太陽光やエネルギー関係の情報について

は普段からアンテナを張っていますが、それ以外の分野につい

ては知らないことも多くあります。県外パートナーの二人や、人

吉の研修で中村さんの代理で来てくれた平尾さんからは、情報

をたくさん頂きました。他の参加企業のことや事業アイデアも

知れて、とても刺激になりました。

Q.メンターからのコメントやアドバイスはいかがでしたか？

竹本：最終発表の後に、若林さんから頂いた「子どもを本当に

信用しているか？」という言葉には感銘を受けました。子どもが

好きだからこそ、なによりもまずは信用して、委ねてみようと思い

ます。大人は上から教える立場という固定概念から脱却する、

良いきっかけになりました。

寺崎：山口さんのビジネスモデル構築の研修もとても良かった

です。「模倣されるビジネスをつくるのが重要」という話は新鮮

で、今でも印象に残っています。

Q.最後に、全体を振り返って竹本さんから一言お願いします。

竹本：プログラムを終えて、自社が目指したい方向に確実に向

かっている実感が持てました。県外パートナーやメンター、他の

参加者からもたくさん刺激を受けたことで、今では読む本が変

わったほどです。鹿児島さんや中村さん、平尾さんのおかげで、

自社だけでは絶対に出てこないような事業アイデアを考えるこ

とができたと、寺崎と二人で話しています。足元から何をすべき

かが見えてきたので、「良いアイデアだった」で終わらせずに、

少しずつ実行に移していきます。

タケモトデンキチーム4
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ナレッジを共有し

中小企業の伴奏者になる

ICTのエンジニア集団として

中小企業が抱える課題に対し

知を共有して地域をエンパワーメントする

Team Members

田崎 新二 （株式会社 TAS ART 代表取締役）

中川 悠 （株式会社 TAS ART webデザイナー･テクニカルエンジニア）

長岡 秀樹 （県外パートナー）

福本 忠宏 （県外パートナー）

Kumamoto Innovation School Project 18O Kumamoto Innovation School Project 18O

Q.TAS ARTチームの皆さんは一体感と安定感があって、常

に落ち着いて議論を進めてらっしゃった印象ですが、プログラ

ムを終えていかがでしたか？

田崎：弊社はウェブサイトの制作が主な事業で、システムの構

築が強みですが、社会問題からビジネスを考えて、いかにイン

パクトのある事業を生み出すかというスタンスを知れたのが一

番の学びでした。具体的にはパーパスやステークホルダーと

いった、普段の業務ではなかなか考える機会がなかった対象と

真剣に向き合うことができました。

中川：社会問題について考えることはあっても、実際にビジネ

スとして持続するような事業アイデアをつくるのは新鮮な体験

でした。社内で話していると、ときに価値観の違いから意見が

ぶつかることもあります。新規事業については、これまでも取り

組んでみたいとは思いつつ、実践には至らなかったので、今後

仕事をしていく上で参考になる、貴重な機会でした。

田崎：中川や県外パートナーのお二人、他の参加者を含めた

皆さんの意見や価値観の違いが知れたことも、大きな学びでし

た。私自身の考えがブラッシュアップされて、新しい感覚を身に

つけることができましたし、具体的なサービスの検討にも繋がり

ました。最終発表では、ナレッジ（知識）の共有サービスを提案

しました。マニュアル化がされていない中小企業の中でも、特

に顕著な建設業界を選び、暗黙知を形式知化していくオープ

ンイノベーション型の事業アイデアです。

Q. 議論をすすめる中で、具体的にはどういった学びがありま

したか？

中川：ナレッジは技術の一つだからこそ、オープンにする部分と

しない部分をしっかり考える必要があります。しかし、例えばオー

プンにする範囲を社内に限れば、もう少し柔軟に扱えて、生産

性や会社の価値も高まります。社長や県外パートナーとチーム

になって話し合ったことで、様々な意見を知ることができ、非常

に良い機会でした。

田崎：私も、社員である中川と一緒に参加できたのはとても有

意義だったと感じています。社内では話してこなかった内容を

議論できましたし、県外パートナーのお二人と話したことで自分

の意見を相対的に捉えられるようになりました。

Q.県外パートナーのお二人は、TAS ARTのお二人とチーム

を組んでみていかがでしたか？

長岡：田崎さんの事業ビジョンや会社のミッションが始めから

しっかり固まっていたので、私としても非常にやりやすかったで

す。チームでの議論を通して、田崎さんの考えをなぞりながら、

整理していくことができました。事業アイデアを具体案に落とし

ていくうえで、山口さんのビジネスモデル構築の研修もとても参

考になりました。自分自身の学びとして今後も活かしていけると

思います。

福本：私も、TAS ARTさんと同様にBtoBの仕事に関わって

いますが、田崎さんとの会話を通して、クライアントに信頼され

る人はどういう人かに、改めて気付かされました。中川さんはチー

ムの中で一番の若手だったこともあり、いつも刺激的な意見を

くれて、私にとってはどれも新鮮でした。加えて、議論の全体像を

言語化して可視化する能力は、さすがデザイナーだと感じました。

Q.メンターの若林さんも、田崎さんの持つ人脈やクライアント

に寄り添う姿勢は、貴重なアセットだとおっしゃっていました

よね。会社として、180での学びは今後どのように活かせそう

ですか？

田崎：最終発表での事業アイデアの完成度は7割ほどで、残

りの3割は、中川と議論しながら詰めているところです。今回、

180ではじめて会社のパーパスを定め、社会の視点から経営

を考える貴重な機会を得ました。今後も、定期的にパーパスを

練り直していきたいと思います。

最終発表は、プログラム修了後に社外取締役にも聞いてもらい

ました。今後は、180で得た学びを、社内で数回に渡って共有

していく予定です。事業アイデアの実現に向けて、課題も多い

ですが、まずはスモールスタートで、中小企業が主役となれる

ように伴奏していきます。

TAS ART チーム5
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技術と”心”のサポート集団が考える

社会にとって必要なケアとはなにか

IT技術の発展に伴って、便利になり続ける社会

一方で、技術に戸惑い、置いていかれる人たちがいる

彼らに寄り添った新しいサポートのあり方を考える

Team Members

小泉 幸子 （株式会社テンジン 総務部 取締役）

御書 寛樹 （株式会社テンジン メディアサポート事業部）

大浦 一泰 （県外パートナー）

常盤 匡史 （県外パートナー）

Kumamoto Innovation School Project 18O Kumamoto Innovation School Project 18O

Q. まずはじめに、会社の事業と参加のきっかけについて教え

ていただけますか？

小泉：テンジンはIT関連のサポート業務が主な事業です。熊

本だけでなく、全国にパートナーやクライアントがいて、即座に

対応できるスピード感とフットワークの軽さから、特に中小企業

の方からご支持を頂いています。コロナ禍で受注していた仕事

が減り、会社としても新しい事業展開を考えていきたいと思い、

参加しました。

Q. 初回の研修が終わった後、社長さんとオンラインでお話し

されたそうですね。いかがでしたか？

常盤：初回の研修で事業アイデアについてディスカッションし

ていると、小泉さんは社長さんに寄り添ったうえで、会社として

今なにをすべきかを考えていらっしゃいました。その後、社長さん

とお話ししてみると、「やりたいことをやればいい」と、小泉さん

の背中を押してくださいました。

大浦：私は残念ながら参加できなかったのですが、その後の流

れを大きく変えるきっかけになったと思います。それまで、社長さ

んや小泉さんのお父様である会長さんに対して遠慮されている

部分がありましたが、徐々に小泉さんの意見がきけるようにな

り、議論も進みやすくなったと感じました。

Q. テンジンチームの皆さんは、一度議論を始めると休みなく長

時間続けていらっしゃったのが印象的でした。御書さんは入社

されたばかりでしたが、参加して感じたことをお聞かせください。

御書：新規事業について考えるのははじめての経験だったの

で、最初はなかなか上手くアイデアを出すことができませんでし

た。しかし、メンターや県外パートナーの方々が様々な角度で意

見をくださり、私自身もすこしずつ考えをまとめられるようになりま

した。他の参加企業の方ともお知り合いになれましたし、他の

業界から質問を受けることで改めて、自社の強みや現状を深く

理解することができました。

Q. メンターや他の参加者から言われて印象に残っている言葉

などはありましたか？

御書：パーパスを決める中でメンターの鈴谷さんから「ITの環

境を整えることで、クライアントが本当にやりたいことが実現で

きるお手伝いをする」という言葉を頂き、とても参考になりました。

常盤：鈴谷さんからは他にも「テンジンがやりたいことは、野球

部のマネージャーのようなポジションなのではないか？」と言われ

たことで、事業アイデアを考える際の軸ができましたよね。

大浦：そうですね。メンターからのコメントはどれも目から鱗で、

他のチームに対するアドバイスであっても、自分たちに引き寄せ

て考えることができたので、とても助けになりました。

Q. 最終発表を終えて、いかがですか？

小泉：テンジンはこれまでIT関連の技術支援に力を入れてき

ましたが、これからは技術だけではなく、それを使う人の“心”の

支援という領域にも事業を展開できないかと考えているところ

です。技術の発展が目覚ましい昨今、必ずしもITに強い人ば

かりではないので、これからは今より一層必要になると思いま

す。社会福祉のような形で、これまで自社が培ってきた技術力

や人と人との繋がりを、必要としている方々に届けていきたいと

思います。

テンジンチーム6
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攻めの酒造が考える

球磨焼酎の未来

300年の歴史を誇り

熊本県球磨地方で焼酎を作り続ける林酒造場

お酒離れが叫ばれる現代で

焼酎にはいかなる可能性があるのか

Team Members

林 泰広 （有限会社林酒造場 杜氏）

林 浩平 （有限会社林酒造場 将来の16代目）

駒井 恵太 （県外パートナー）

長谷部 湧也 （県外パートナー）

Kumamoto Innovation School Project 18O Kumamoto Innovation School Project 18O

Q.林酒造場さんは、4期に参加された企業の中で最も歴史が

長いですよね。180に参加して、どういった学びや気付きが

ありましたか？

林：刺激と学びが多いプログラムでした。議論の末にでてきた

会社のビジョン「焼酎文化をツイストし、ひらく」は、今後の経営

に活かせると思いますし、何らかの形で組み込みたいと考えて

います。ただ、私たちの会社は家族経営かつ小規模という特

殊な環境でもあるので、上手く合わせる必要があると思ってい

ます。180での学びは、これから新しいことを始める際の参考

になりますし、なにより甥っ子の浩平にとっては非常に刺激が

多かったのではないかと思います。

浩平：印象に残っているのは、10年後の目標を定めるワーク

です。たくさんアイデアを出していく中で、将来的に会社として

どうありたいのか、何がしたいのかを整理することができました。

Q.メンターやファシリテーターからのアドバイスやコメントはい

かがでしたか？

浩平：人吉の研修で若林さんから「アイデアが浮かばない時

は、自分の好きなモノやコト、ブランドから掘り下げるといい」と

言って頂いたおかげで、その後のディスカッションをスムーズに

進められたと思います。

ファシリテーターの鈴木さんには「取引先が驚くようなアイデア

は何かを、常に考えなければいけない」と教えて頂きました。自

分本位ではなくて相手の立場に立てたことで、具体的な事業

アイデアに繋げることができました。

林：メンターの言葉は本当に勉強になりました。豊富なデータ

や経験からおっしゃっていて、一つ一つが腑に落ちて、考えを

前に進めることができました。

Q.県外パートナーのお二人は、いかがでしたか？

駒井：私の母方の実家が製麺所を営んでいるのですが、林酒

造場さんの想いや考えに共通する部分を感じたので、自分ごと

のように考えることができました。製麺所の代表は私の叔父で、

将来は、私も経営に関わっていきたいと思っていたので、林さ

んと浩平さんの関係にも近く、自分自身に対する気付きも多

かったです。一方で、会社の課題を見つけるワークは少し苦労

しました。林酒造場さんは、課題を感じて何か新しいことを始め

たいというより、やりたいことがたくさんある中で、何から、どうやっ

て手をつけていくかが重要なポイントだったと感じました。

長谷部：林さんも浩平さんも、ご自身の考えをしっかりもってい

らっしゃって、歴史と伝統のある企業とチームを組めたことは、

東京などの都市にいてはなかなか得られない貴重な体験でし

た。研修では、他の企業さんの話も聞けたことで、チームで議

論を進める際に参考になりました。

Q.お二人とも九州に縁がありますよね。今後の活動について

も教えて頂けますか？

長谷部：私は元々熊本県の出身で、2022年の春に東京から

熊本に戻る予定で、ものづくりやデザインコンサルティングの

業界に身を置きます。偶然ですが180にも縁のある会社と聞い

ています。180で改めて感じたのは「大人が本気で取り組むモ

ノづくりの面白さ」でした。4期のプログラム中、現地参加はで

きませんでしたが、これからは180を通してできた繋がりも活か

していきたいです。浩平さんとは年も近いので、引き続き一緒に

何かできればいいなと思っています。

駒井：私は数年前に東京から鹿児島に移住し、ものづくりを通

して人と人との関係性を深め、広げていけるような活動を続け

てきました。180への参加を通して、改めて母方の家業と向き

合うことができました。これからは、自身のルーツを再び見つめ

直し、できることを模索したいと思います。

Q.林さんから、最後に一言お願いします。

林：180への参加は非常に意義があったと思います。しかし、

数ヶ月で結果がでるようなものだとは思いません。今は他の参

加企業の方とのコラボの話があったりして、少しずつ出来るこ

とから始めています。林酒造が貫いてきた“攻め"の姿勢は変

えず、これからも球磨の地で、焼酎を作り続けます。

林酒造場チーム7
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中山間の農家が

オーガニックを諦めないために

オーガニック農業で知った生きる奇跡

農家が誇りを持ち続けるために

地域も地球も守っていく

Team Members

實取 義洋 （實取耕房 代表） 

黒住 奈生 （県外パートナー）

佐々木 秀仁 （県外パートナー）

Kumamoto Innovation School Project 18O Kumamoto Innovation School Project 18O

Q.最終発表後の総評で、メンター陣より絶賛の声を頂いてい

ましたね ！ 特に山田さんは「180のメンターを4年間やってきた

けれど、一つの到達点だと思う」と言われていました。ご自身で

はどう感じていらっしゃいますか？

實取：メンターの皆さんの的確なアドバイスと、一緒になって本

気で取り組んでくれた県外パートナーに支えられたからこそだと

思っています。おかげで、今回のプログラムで作り上げた事業

アイデアには一切迷いがなく、とてもすっきりしています。他の

参加企業の方々から学ぶことも多く、出会えてとても嬉しかった

です。

黒住：最終発表の後にメンターの皆さんからコメントを頂いたと

き、「こんなに褒めてもらっていいものか」と、私自身が一番驚

いていました。

Q.今回の事業アイデアに行き着くまでに、様々な葛藤があっ

たと思います。これまでの経緯を教えていただけますか？

實取：生まれ故郷の菊池市龍門に戻ってオーガニック農業を

始めてから、10年が経ちました。精神的にもしんどい時期に、

一人で農業に向き合ったことで生きる幸せを感じ、自然に生か

されていると改めて気付きました。『農 is know』は、そうした経

験から、県外パートナーの二人と一緒に導き出した言葉であり、

農家としての私のパーパスです。ようやく美味しいお米が作れ

るようになって自信もついてきた一方で、実は、稲作によるメタ

ン排出量がかなり大きく、環境に負荷を与えているという課題も

ありました。「里山がなくなっても誰も困らない」と認めたくない

農家の本音と真剣に向き合うためにも、私のような中山間地

域の農家が、農業を諦めないための“武器"を持てないだろう

か。そのためのアイデアが、カーボンクレジット事業

『SATONOU OFFSET』です。

Q.「J-クレジット制度※」を活用して、農家だけでなく行政への

横展開や企業への研究領域の提供など、非常に広い視野で

ビジネスモデルを構築されていましたね。方向性やアイデアの

検討を繰り返されたのではないかと思いますが、流れが大きく

変わった瞬間などはありましたか？

實取：最終的な事業アイデアへと方向性が大きく変わったの

は、メンターの山口さんによるビジネスモデル構築の研修でし

た。「当事者の課題を解決するのではなく、関わる人たちを巻き

込む大きな仕組みをつくることが大切」というアドバイスは、最

終的な事業アイデアに大いに活きています。

佐々木：山口さんに「構想の規模も方向性も良い」と言われて

からはチームの士気も高まり、最終発表に向けた事業アイデア

の検討が一層加速した気がします。

Q.事業アイデアの完成度に加えて、チームワークも非常に素

晴らしかったと思いますが、いかがですか？

實取：最初の研修が終わった後、佐々木さんが龍門までバス

を乗り継いで田んぼや畑を見に来てくれたんですよ。当時は私

が二人に対して少し遠慮していた部分があったのですが、彼の

真摯な姿勢を見て、遠慮するのはやめようと思いました。その

頃から、二人をがっかりさせたくない、本気で取り組もうという気

持ちが大きくなったように思います。

佐々木：研修の際には必ず後泊して、現場を回って農家さんと

実際に会い、實取さんと同じ目線になるように努めました。私は

以前、行政で働いていましたが、これまで知らなかった農家さん

の姿や地方の課題を直接見聞きすることができて、視野が広

がりました。

Q.県外パートナーのお二人が、それぞれの立ち回り方や役割

をしっかり意識されていたことも、實取さんにとっては非常に

大きな助けになっていたと思いますが、いかがですか？

佐々木：實取さんと黒住さんは、サステナビリティや循環型

経済の豊富な知識があったので、事業を構想する際、私は

発言をあえて控えていました。二人の知識を遮ることなく事業

構想に活かすことが、チームとして最高のアウトプットにつなが

ると思ったからです。黒住さんは、實取さんの考えを次 と々言語

化して、具体に落とし込んでくれました。私は最後に「物分かり

の悪い」質問をすることで、事業のコンセプトやアイデアをより

強固にすることに貢献できたかなと思っています。事業アイデ

アが固まってからは、私は自治体と連携していく上で予想される

課題を洗い出したり、補助金や助成金をいかに活用していくか

といった、元行政マンとしての知見をフルに活用することで、よ

り具体性を持ったプランへと練り上げていきました。

黒住：實取さんがやりたいと思うことを追求して、課題設定や

事業のコンセプトをつくることができて本当に良かったです。個

人的には、ステークホルダーである農家さんの本音を言語化で

きたときが、チーム全体が自信を持てた瞬間だったと思います。

實取：『SATONOU OFFSET』をビジネスとして組み立てられ

たのも、黒住さんの言語化力のおかげです。佐々木さんはプロ

グラムの開始当初から、遠慮がいらない相手だと態度で示して

くれました。なによりも、私の話をよく聞いてくれて、たくさん質問

もしてくれました。当たり前すぎて説明不足になっていた部分

を、辛抱強く何度も問いかけてくれたおかげで、誰にでも伝わる

事業アイデアになったと思います。

Q. 最後に、今後の活動に向けて一言お願いします。

實取：180への参加とお二人との出会いを機に、“一人で

頑張る"を卒業することにしました。共感してくれる仲間を集め

ながら、事業アイデアを実現させるために少しずつ動き始めて

います。良いプランだと評価して頂き、プレッシャーも感じていま

すが、後悔のないように実行していきます。県外パートナーの

二人には、180で考えた事業アイデアを形にすることで、いつか

必ず還元したいですね。

實取耕房チーム8
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※J-クレジット制度：温室効果ガスの排出削減量を国が認証し、適切な森林管理に

よるCO2等の吸収量として取引する仕組みのこと
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田村：4年連続で開催してきた180も今年度でいよいよ終わ

りです。最終発表会後の総評でも話題になりましたが、第4期

は経営者が多かったことや、多くのチームが共通する課題意識

を持っていたことが特に印象的だったように思います。過去と

比べてみて、4期全体の印象はいかがでしたか？

鈴谷：4期は特に、最終発表の直前まで悩んでいるチームが

多かったと思います。ただ、それはいいことなんですよ。仮に途中

で素晴らしいアイデアが出て、チームの意識が揃ったとします。

すると、批判的な思考が停止して、どこに課題とリスクがあるか

を考えられなくなる。

県外パートナーが熊本企業の経営者や幹部の考えに触れて、

まるごと受け入れてしまう気持ちも理解できます。普段の仕事

で、経営層と関わる機会の少ない人にとっては尚更です。180

のような、事業創造のプログラムやワークショップで一番大切

なことは、手数の多さです。一度考えたアイデアを潔く切り捨て

たり、あるときには別の形で組み込んでみる。最終発表の直前

まで、あっちに行ったりこっちに行ったりを繰り返していたチーム

が多かったので、その点は例年に比べて良かったと思います。

山田：そうですね。特に印象に残っているのは、やっぱり實取

耕房チームの発表です。4年間、メンターとして180を見てきま

したが、正直、あのプレゼンには結構震えました。

4年間で間違いなく一番良かったし、自分で同じように考えたとし

ても、あそこまでの完成度にはなりません。かつ、最後に発表した

チームだったこともあって、180の到達点を見た気がしました。

若林：彼らはとても優秀でしたね。研修の途中では最終発表

と全く違う内容だったので、より驚きが大きかったです。全体的

に見ても、今年は平均点が高かったと思います。180のキー

ワードの一つ「イノベーション」について言えば、今年は実感を

持って受け止めることができました。世間で言われるDXの話と

結びつくことで、地に足の着いた提案ができていたチームが多

かったんじゃないでしょうか。

田村：今年は昨年までの研修とは内容を大きく変えて、パーパ

スに代表されるような、会社の根本に関わる部分の議論に多く

の時間を割いたのですが、いかがでしたか？

山田：そのおかげか、経営者自身のモチベーションが例年とは

少し違いましたね。自分たちの存在意義を意識することで、議

論の方向性やアイデアの目的を、一人称ではなく社会視点に

立って考えられていたと思います。

イノベーションという言葉からは「一山当てる」ような劇的な変

化やアクションが想像されがちですが、それが良い意味で払拭

できていたのは、非常に良かったですね。

鈴谷：経営陣と一緒に参加した社員にとっても良かったと思

います。社会という大きな視点に立つことで、上司や経営幹部

に対する忖度も生まれにくい。経営者自身からも、社員により良

く会社を知ってもらい、同じ目線で事業をすすめたいという期待

を感じました。

田村：どんな新規事業をつくるかにフォーカスするのではなく、

会社の歴史や強み、課題意識の深堀りに加えて「会社の社会

的存在意義とはなにか？」を考える時間をかけたことで、地域や

ステークホルダーと共に、自分たちが目指したい方向性を探っ

ていたチームが多かったですよね。各チームの事業アイデアを

聞いてみて、どう感じましたか？

山田：どのチームも方向性は少しずつ違ってはいましたが、い

かにして仕事をつくっていくかという共通点があったのは面白

かったですね。マイクロビジネスの創出につながる提案が多

かったと思います。少し残念だったのは、多くの提案が何かを与

えることを目指すばかりで、地域や従業員、大切なステークホル

ダーから何を得たいのかが見えていなかったことかな。作り上げ

た新しい場所やサービスから受け取れるものは何か、会社に

とってどういうメリットがあるのかを考えれば、熊本企業同士が連

携する意味や可能性も、自ずと見えてくると思います。

若林：チーム間の共通点を活かせるかどうかは、結局、普段か

ら人の話がきけているかどうかの問題だと思います。頻繁に

会ったり話をしていたとしても、そこから共通の興味や課題を取

り出して言語化できていないのであれば、非常にもったいない。

今の生活、同じコミュニティであっても、出合い方さえ組み替え

れば、新しい情報や刺激は得られるはずなんですよ。外に出れ

ば新しい世界が開けるとは限りません。何よりも大切なのは、人

の話をきくことです。熊本企業の参加者にとっては、ステークホ

ルダーが本当に求めていることを知るために、県外パートナー

にとっては、経営者の考えを引き出すために必要な力です。

鈴谷：特に、県外パートナーは多少無知なフリをしてでも、物

分かりの悪い質問をしなければいけません。経営者の言葉に同

調するのではなく、これまで空気感で理解されてきたことを言葉

にして、問い返す。そうすることで、熊本企業の参加者にとって

もきくことが意識されますし、そのためのドライバーが、県外パー

トナーの役割だと思います。

田村：一人でやろうとせずに、人の話をきいて、互いに意見を

交わしながら事業を模索することは、熊本に限らず、これから地

域での仕事を考える上で非常に重要だと思います。4期は経営

者が多かっただけに、ここで終わらずに、実践へと進むチームが

いることに期待したいですね。

若林：そうですね。これからの世の中が進む方向はある程度決

まっています。DXとSX（サステナビリティ･トランスフォーメー

ション）は更に加速しますし、加えて、メンタルヘルスが社会的な

課題としてど真ん中に現れてきます。企業主導の社会から、市民

やコミュニティ主導の社会への移行というこれからの流れは、

マイクロビジネスの提案という4期の共通点とも、ある程度符合

します。大切なのは、そこに関わるステークホルダーとの関係を、

生産者と消費者のように固定的な関係で捉えるのではなく、

両者は常に入れ替わるという意識を持つことです。主客が転倒

している良い例は、まさにこの180です。会社の仕事とは別で自

主的に地方に出向き、経営者とともに新規事業を考えている。

見方を変えれば、お金を払って働きに来ているとも言えます。

普通に考えると、働いたらお金をもらうはずが、逆のことが実際

に起こっています。極端な例かも知れませんが、ある種の思考

実験として、常に別の可能性を考えるのは有効ということです。

田村：180自体が、一つの実験だったのかも知れませんね。

今年で180は終わってしまいますが、既に次のステップに

向かって進んでいるチームや参加者もいらっしゃるので、引き

続き、180で生まれた縁が繋がっていくと良いなと思います。

メンターの若林さん、山田さん、鈴谷さん、改めて、4年間ありが

とうございました。

ENTORS ISCUSSION

Project 180 第4期を振りかえって

若林 恵 × 山田 遊 × 鈴谷 瑞樹

Kumamoto Innovation School Project 18O Kumamoto Innovation School Project 18O
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第1回目の集合研修を終えた翌日、「180サミット」と題して、

1期から3期までの修了生、そして4期生を交えた交流会を開

催しました。第4期で最終年となる今年度、現地参加26名、

オンライン参加20名、総勢50名以上の方々にお集まりいた

だきました。

1期から3期まで、各期代表チームにご登壇いただき、180で

の活動を振り返っていただくとともに、今でも続く県外パート

ナーとの交流や、その後の会社の発展についてお話し頂き

ました。

1期からは「くまもと☆農家ハンターチーム」、2期からは「利

他フーズチーム」、3期からは「RKKチーム」にご登壇頂き、現

地とオンラインを繋ぎながら、当時の姿を彷彿とさせるお話し

に、会場は大いに盛り上がりました。

終了後は、各参加者が自由に交流し、4期生にとっては、

180の先輩から話を聞きながら、実際の事業アイデアへと

繋がる気づきも得られた貴重な機会になったのではないかと

思います。

交流会の裏では、オンライン参加だったメンターの若林恵氏と

ディレクターの田村大がトークを繰り広げ、ときにはオンライン

参加者も話に加わり、修了生の活躍ぶりに現地とオンライン

ともに盛況だった180サミット。修了生からは「毎年開催して

ほしかったぐらい良かった！」という声も挙がり、180という小さ

くも強い繋がり、縦にも横にも伸び続ける豊かな関係性に、

改めて熊本の可能性を感じていただいたのではと思います。

Kumamoto Innovation School Project 18O Kumamoto Innovation School Project 18O
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Project 180のウェブサイトを更新し、第1期から第4期までの

チームの紹介や修了生のインタビューを掲載しています。

是非ご覧ください。

https://www.project180.team/

Information
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Messages from the Organizers

3332

熊本イノベーションスクールProject 180の第4期を受講された県内

企業の皆様、そして県外からご参加いただいた県外パートナーの

皆様には、心から感謝申し上げます。また、運営をお願いしています

㈱リ･パブリック様をはじめ、（一社）フミダス様、㈱熊本日日新聞社

様、ご指導いただいたメンター･講師の皆様にも、御礼申し上げます。

熊本県では、会社の原動力となり、開発から事業化、マーケティング

まであらゆる部門を有機的につなぎ、他の社員を巻き込みながらイノ

ベーションを創造する、プロデューサー型人材「社内イノベータ」の

育成に取り組んでいます。このProject 180は、県内企業の次世代

の後継者や経営幹部候補の皆様が、都市圏の感度の高いサポート

メンバーとチームを結成し、新規事業を起こすプロセスの実践を通じ

て、ノウハウ習得を目指すプログラムです。

今期は、新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラインを活用

したプログラムとなったため、新規事業創出に向けた検討や議論に

苦慮する場面も多々あったかもしれません。しかし、このプログラムで

生まれた出会いやネットワークは、今後のビジネスにおいても必ず

役立つことと思います。

約４ヶ月間という限られた期間でしたが、チーム一丸となって新規事

業のアイデアを模索し、メンターや講師の方々のアドバイスを受けな

がら試行錯誤を重ねた経験が、新しい発見や学びを得るきっかけと

なれば幸いです。そして、本プログラムが、今回ご参加いただいた

方々や、これからイノベーション創出に取り組みたいとお考えの県内

企業の皆様の一助となることを期待しております。

Project 180の現場は常に活気で溢れていた。

参加企業の新しい事業を生み出そうという意思、それに呼応するよう

に楽しみながらこれまでの経験や知識を活かしサポートする都市部

人材、そしてこの想いを着地させるためにこれからの行先を見据え

アドバイスするメンターたち。熱い現場がここにあった。

この現場を生み出した一つのキーワードは『自分たちのありたい姿は

何だ？』である。

熊本は元々からの課題である少子高齢･人口減少に合わせて、長期

化するコロナによる経済の停滞に拍車がかかり、企業も大きな岐路

に立っている。現状の見通しが大きく揺らぐ中で、今必要なことは

『自社の社会でのありたい姿』を見定めることだ。自分たちのありたい

姿が見えない中では新しい挑戦は進まない。しかしこれは自分たちだ

けでは中々整理することができない。自分たちのありたい姿、進みた

いレールを、新規事業を題材にして斜めから、大所から都市部人材、

メンターたちと喧々諤々決めていく。一旦遠回りかもしれないが、今こ

そ『急がば回れ』だと今回の参加者と共に感じた。

今回でProject 180は一旦区切りとなるが、参加頂いた企業の

皆様、都市部人材の皆様、メンターの皆様、そしてこのプロジェクトを

推進頂いた熊本県の皆様に心より御礼を申し上げると共に、これか

らも皆様との関係を大事に活動していきたいと考えています。有難う

ございました。

Project 180集大成の年。初回に180サミットと題して第１期生から

４期生が集い、参加当時の提案を振り返りながら、更に進化した活動

内容、そしてそれに対するメンターからのフィードバックを最初に見聞き

できた第４期生は、格段に恵まれたところからのスタートでした。

今年は熊本企業参加者のほとんどが経営者。ビジネスとして何をす

るのか以前に、企業としてどうあるべきなのかをプログラムを通して問

い続けられたこの３か月間は、他の研修ではない特殊性でもあり有益

な時間だったのではないかと思います。

今年は例年にも増して、メンターが各企業/経営者の特性に応じて

寄り添い、献身的に叱咤激励する愛あるメンタリングが印象的でした。

これまでの４年間も、本質的な問いを投げ続けてくれたメンターがあっ

てこそのProject 180。熊本で事業をやることの意義、そしてこんな

世の中だからこそ、今の、その企業の「当たり前」に対して問い続ける

ことの重要性を頭と体に刻み込まれた参加者たちの今後の展開に

期待しています！

主催：熊本県商工労働部

企画･運営：一般社団法人フミダス 
代表理事  濱本 伸司

企画･運営：株式会社リ･パブリック
ファシリテーター 鈴木 由香里

田村 大

岡 千世

鈴木 由香里

廣瀬 花衣

清水 淳史

濱本 伸司

濱本 由美

竹村 寿美礼

町田 孝裕

松山 雄大

Hiroshi Tamura

Chitose Oka

Yukari Suzuki

Kae Hirose

Atsushi Shimizu

Shinji Hamamoto

Yumi Hamamoto

Sumire Takemura

Takahiro Machino

Yudai Matsuyama

リ･パブリック

リ･パブリック

リ･パブリック

リ･パブリック

リ･パブリック

フミダス

フミダス

フミダス

熊本日日新聞社

熊本日日新聞社

Shinsuke Nakayama ライナーノーツ

Staff

八幡 憲子

高坂 葉月

有田 悠作

小笠原 晟一

Noriko Yahata

Hazuki Kosaka

Yusaku Arita

Seiichi Ogasawara

リ･パブリック

リ･パブリック

リ･パブリック

フミダス

Support Staff

ロゴ･ブックデザイン

中山 慎介

Ayumi Takaki

Aki Shimizu

はちどりPHOTO

そらのいろ

写真撮影

高木 あゆみ

志水 亜妃

Creative Staff

主催：熊本県商工労働部 

企画･運営： 一般社団法人フミダス

当部は、次の取組みを通じて、地域経済の回復･持続的な発展と新時代を牽引する産業

の形成を目指しています。

○新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業等に対するパッケージ支援 ○

「新しい生活様式」に合わせた事業者のビジネス展開及び生産性向上の取組みに対す

る支援 ○中小企業の経営力強化 ○多様な人材の活躍推進 ○空港周辺地域を核と

した新たな産業･企業集積（知の集積）の推進 ○再生可能エネルギーの導入推進

地域の未来をつくる人材育成を主眼に高校・大学と連携した地域の担い手を育てるキャ

リア教育プログラムの開発や、ソーシャルイノベーターの育成を行っています。また、熊本

の災害支援やまちづくりにも深く関わり、産学官連携の地域復興･地域活性化の取り組

みを行っています。

企画･運営： 株式会社リ･パブリック

企画･運営： 株式会社熊本日日新聞社

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。

1942年に設立し、７８年間熊本の郷土紙として地域のニュースや話題、身近な情報や

広告を発信しています。また熊本市内の中心部には、熊本の成長を願う様々な支援機関

･団体が地域課題をサポートし、課題解決や中心市街地活性化に取り組むことのできる、

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」も運営しています。

Kumamoto Innovation School Project 18O Kumamoto Innovation School Project 18O


