
ミライづくり起業塾 2020 
地域の可能性・⼈々の想いに触れ、阿蘇・南⼩国をフィールドに⾃分の“ミライ”を創る。

SMO南⼩国 
 

未来づくり事業部



『ミライづくり起業塾 2020』とは

地域の“ミライ” × ⾃分の“ミライ” 
重なり合う「地点」を、具体的にイメージするための６⽇間。 
 
AI化やIotなどの技術⾰新、経済の循環化、新しい働き⽅など、⽬まぐるしく変化する昨今の社会。 
そのような状況の中、果たして⾃分の“ミライ”は、誰かに任せたままでよいのだろうか？ 
 
 
南⼩国町には、⾃分の⽣き⽅を表現するために地域を選んだ⼈たちがいます。 
 
⼟地の持つ⼒、歴史や⾵⼟、⽂化や資源、そして⼈々の魅⼒。 
 
それらの地域の可能性や⼈々の想いに触れ、阿蘇・南⼩国をフィールドに、⾃分の“ミライ”に繋がる、 
チャレンジプランを描いてみませんか？ 
 
 
地域や社会の課題を、⾃分ごとに。 
 

そして、⾃分を⽣きるために。 

あなたのプランやビジョンを、メンター陣・コーディネーターたちが全⼒でサポートします！ 
『ミライづくり起業塾』で、皆様をお待ちしています！！



『ミライづくり起業塾 2020』の魅⼒

① 充実した３⽇間×２回のコンテンツ

② 豪華なメンター陣・コーディネーターのサポート

③ 実践のバックアップ

阿蘇・南⼩国町をフィールドに、⼟地の⾵⼟や資源を知るフィールドワーク、地域のキー 
パーソンとの交流など、地域をしっかりと体感できるコンテンツを⽤意。 
また、３⽇間×２回という設計にしており、１回⽬の起業塾からアイデアを再考して現実 
味のあるプランとして具体化し、⾃分の⼼境の変化などを⾒つめることのできるプログラ 
ムになっています。

地域活性・社会起業家育成など、ローカル・イノベーションの最前線で活躍する豪華な 
メンター陣やコーディネーターが、あなたのプランづくりをサポートします。 
『ミライづくり起業塾』でしか得られない、貴重な時間にしてもらえたらと思います。

ミライづくり起業塾で、⾃分のミッションと⽣業とが繋がるプランを作り、南⼩国町で実 
践してみませんか？ 
起業型地域おこし協⼒隊・まちづくりインターンシップ・お試し移住など、ミライづくり 
起業塾の運営⺟体であるSMO南⼩国が、あなたのチャレンジをサポートします。



ミライづくり起業塾 2020 
−2020年度 南⼩国町 起業型地域おこし協⼒隊 選考プログラム−

第１ターム・テーマ  『⾃⾝の“地域ミライプラン”をつくる』

第２ターム・テーマ  『地域で⾃分を⽣きるための“リアリティ”を持たせる』

実施⽇ ： 2020年 １２⽉ ４⽇（⾦） 〜 １２⽉ ６⽇（⽇） 2泊３⽇ 

実施⽇ ： 2021年 2⽉ ５⽇（⾦） 〜 2⽉ ７⽇（⽇） 2泊３⽇ 

参加者の皆さんには、まず⾃⾝のチャレンジプランを考えてもらい、 
そこから起業塾のプログラムを通して、⾃⾝のプランをブラッシュアップしていきます。 
 
また、今回から“テーマ型” （実際に地域が必要としているテーマから、⾃分の興味が 
あるものを選択し、プラン化していく） も募集します！



⾼橋 ⼤就 ⽒
⼀般社団法⼈東の⾷の会事務局代表、 
オイシックス・ラ・⼤地株式会社 
執⾏役員・海外事業部⻑ 

1999年に外務省に⼊省後、2003年から05年に 
かけて在⽶国⽇本⼤使館勤務を経て、08年より 
マッキンゼー・アンド・カンパニー⼊社。11年 
震災直後から同社を休職、11年6⽉、東の⾷ 
の会発⾜とともに事務局代表に就任。 

柳原 秀哉 ⽒ 佐藤 智⾹ ⽒
DHE株式会社 代表取締役社⻑ 

デジタルハリウッド株式会社に創業2年⽬より 
ジョインし、2003年 デジタルハリウッド・ 
エンタテインメント（株）創業。 
2016年株式会社くまもとDMC⽴上げ業務⽀援 
（コンサルティング）を経て、2017年からSM 
O南⼩国⽴上げ業務⽀援（コンサルティング） 
に携わる。2019年より、南⼩国町ローカルベン 
チャー推進事業のアドバイザリーに就任。

『ミライづくり起業塾 2020』のメンター陣 ①

阿蘇さとう農園 代表 
 
プロダクトデザインを学び、関⻄で就職。 
H24年７⽉の九州北部豪⾬災害後にUターン。 
H26年から就農。 
H28年10⽉に「阿蘇タカナード」の販売開始。 
阿蘇地域にしかない伝統野菜「阿蘇⾼菜」の 
種⼦を活⽤したマスタード加⼯品を中⼼に、 
阿蘇にしかない資源を活⽤する事業を展開し 
ている。



『ミライづくり起業塾 2020』のメンター陣 ②

NPO法⼈ETIC.代表理事 
 
早稲⽥⼤在学中の1993年、学⽣起業家⽀援の全国ネットワー 
ク組織として創設。 
 
以来、若い世代が⾃ら社会に働きかけ、仕事を⽣み出してい 
く起業家型リーダーの育成に取り組み、これまで300名を超 
える起業家を輩出。⽇本初のソーシャルベンチャーのビジネ 
スプランコンテストSTYLE、NEC社会起業塾等を⼿がける。 
04年からは、地域における⼈材育成⽀援のチャレンジ・コミ 
ュニティ・プロジェクトを開始。現在全国60地域で展開中。 
11年からは震災復興⽀援にも注⼒し、100のプロジェクトに 
リーダーを送り込み、コミュニティ再⽣、産業復興等の⽀援 
に取組む。

宮城 治男 ⽒（仮決定）

株式会社SMO南⼩国 
最⾼執⾏責任者（COO）

安部 浩⼆ ⽒

株式会社SMO南⼩国  
未来づくり事業部 部⻑職

安部 千尋 ⽒



① ⾃分が関⼼のあるジャンル（地域課題・社 
会問題など）と、⾃分の⽣業とが重なるプ 
ロジェクトテーマを決める。

② 起業塾参加⽇までに、それがどのような地 
  域×⾃分の⽣業のプラン・プロジェクトな 
  のかを考え、SMO南⼩国からもらう所定の 
  プランシートに記⼊する。

③ ❷で参加者が考えたプランをベースに、地 
  域・南⼩国町に実際に⾜を運んで得た情報 
  や、地域で活動する⼈々・メンターやコー 
  ディネーターによる助⾔などをもらい、プ 
  ランのブラッシュアップ（⾃⾝の地域ミラ 
  イプラン化）を⾏っていく。

『ミライづくり起業塾』の進⾏イメージ



『ミライづくり起業塾』のテーマイメージ
未来・地域・南⼩国町が求める、社会課題へのアプローチ×⾃⾝の⽣業とは？

・次世代のためになること全部・“産み育てる”のアップデート

・中⼭間地のMaaS・ミライの働き⽅をつくる −まちの⼈事部−

・循環型経済を⽣み出す地域づくり ・21世紀型教育の実践

地域を次の世代に引き継げるような、循環可能な地域 
ビジネス。また、それをサポートするもの。 
                      など

変化する新しい時代にフレキシブルに対応できる⼈材 
を地域で育てるための、地域教育型ビジネス。 
                      など

地域での新しい働き⽅提案・⼈財や⼈のスキル・技術 
などのシェアなど、働く⼈の流れをつくる。 
                      など

地域の⾼齢者や、新しい観光へのアプローチとして 
期待されているMaaSビジネス。 
                      など

これらのテーマではなくても、あなたが「このビジネ 
スプランは、地域のためになる！」と考えるプランを、 
ミライづくり起業塾でブラッシュアップ！！

⼦どもを持つ家庭に、地域でもより⾃由でクリエイテ 
ィブな働き⽅ができるような、サポートビジネス。 
                      など



        様 

場所 : 熊本県・南⼩国町 
期間 : 2020年 ⽉ ⽇

①
======== ============

１４:２０ 
メンター講和

1０:３0 
発表会

====================
２１：００ 
終了

ミライづくり起業塾 2020 ① 
−2020年度 南⼩国町 起業型地域おこし協⼒隊 選考プログラム− 

各⾃事前課題の 
プラン（原案）を発表

9：３0 
MOG集合

②

13:30 
起業塾スタート ================

１６:３０ 
プランの発表

１７:４０ 
1⽇⽬ 

プログラム終了
メンター⾼橋⼤就⽒による 

講和

PM

AM

PM

============
２１:３０ 

各⾃宿舎着
（以後、⾃由時間・就寝）

参加者 
メンター・コーディネーター 

⾃⼰紹介

1２:３０ 
昼⾷================

チェックイン・発表準備 
メンター・コーディネーター相談

================================

③
AM

【参加者・事前課題内容】

４０分 （途中１０分休憩） 2時間 （途中１０分休憩）

第１ターム・テーマ 『⾃⾝の“地域ミライプラン”をつくる』

１８:００ 
MOG発====

移動

１８:３０ 
交流会スタート

【備考】

2時間半

地域プランの 
ベース共有と 
サポート陣との 
顔合わせ 

プランの課題や 
フィードバック 
内容との 
照らし合わせ

２⽇⽬の内容を 
落とし込んだ 

プランのブラッシュ 
アップと発表

（フィールドワーク）

寄宿（⼣⾷）後は、各⾃翌⽇の発表準備

事業プランへの落とし込み（精度） ＜ フィールドワーク体験（実体験）   事業プランの精度よりも、ここでは地域の“リアル”（体験・出会い）に触れさせることにるショック（理解・ 
感動・衝動）の⽅が⼤切。次回（第２回）への参加につなげることを重要視する。（理解の深度は、第２回の 
課題とする）

フィールドワークでの学び・気づきを 
反映したプラン発表 

メンター・コーディネーターによる 
フィードバック ※ ここでのポイントは、プランの精度（事業性）というより、 

  机上で考えたプランと、フィールドワークを経た後の 
  変化を参加者⾃⾝が⾃覚し、プランに地域社会的な 
  現実性（リアリティ）を持たせること。 ex）地域の現状・ニーズ 等

・事前のオンラインワークショップ？ 
 （ディスカバー作⽤） 
・地域事業プラン（仮説づくり）

１時間（途中１０分休憩）
====



        様 

場所 : 熊本県・南⼩国町 
期間 : 2020年 ⽉ ⽇

①
============ ====================================

１４:４０ 
フィールドワーク

1０:３0 
発表会

===================
２１：００ 
終了

ミライづくり起業塾 2020 ② 
−2020年度 南⼩国町 起業型地域おこし協⼒隊 選考プログラム− 

各⾃ 
感想を発表

9：３0 
MOG集合

②

13:30 
起業塾スタート 

１６:５０ 
チェックアウト

１７:３０ 
MOG発

事前課題の内容を踏まえた 
地域パートナー等へのヒアリング

PM

AM

PM

＝＝＝

============
２１:３０ 

各⾃宿舎着
（以後、⾃由時間・就寝）

参加者 
メンター・コーディネーター 

チェックイン
各⾃ 
談笑

1２:３０ 
昼⾷================

チェックイン・発表準備 
メンター・コーディネーター相談

================================

③
AM

【参加者・事前課題内容】

１時間１０分 2時間１０分

第２ターム・テーマ 『地域で⾃分を⽣きるための“リアリティ”を持たせる』

１８:００ 
MOG発

移動

１８:３０ 
交流会スタート 
（⾝内で）

【備考】

2時間半

地域プラン 
起案のための 
不⾜情報の収集

プランの 
最終調整 
＋α

（ワークショップ）

寄宿（⼣⾷）後は、各⾃翌⽇の発表準備

フィールドワークでの学び・気づきを 
反映したプラン発表 

メンター・コーディネーターによる 
フィードバック

・中間オンラインワークショップ？ 
・ヒアリング事項の洗い出し

追加のヒアリング・フィールドワークも可

発表会 
（フィナーレ）



昨年度のイメージと、実績（モデル）紹介

ミライづくり起業塾 2020 
−2020年度 南⼩国町 起業型地域おこし協⼒隊 選考プログラム−



2019年度『未来づくり起業塾』の様⼦



昨年度『未来づくり起業塾』の実績（その後のイメージ①）

當房 こず枝 さん 

 
2019年度『未来づくり起業塾』参加者 
その後、南⼩国町・起業型地域おこし協⼒隊の 
メンバー（隊員）として、2020年度から活動を 
開始。 
 
⽊⼯家具職⼈としてのスキルや⾒地を活かし、 
地域産業の事業承継をテーマに、黒川温泉⼊湯 
⼿形制作の貴重な技術を、次世代の職⼈と共に 
受け継いでいくプロジェクト（地域ビジネス） 
を⽴ち上げる。 
 
現在は、地域パートナーである職⼈の河津さん 
とともに、SMO南⼩国のサポートを受けながら 
プロジェクトを進めている。



昨年度『未来づくり起業塾』の実績（その後のイメージ②）

ジョヴォー・ナタリーさん 

 
2019年度『未来づくり起業塾』参加者 
その後、南⼩国町の農業の課題を、⾃⾝のキャ 
リアを活かしてテクノロジーを⽤いて解決する 
というテーマを掲げ、2020年度から活動を開始。 
 
現在は、南⼩国町でも有名なハーブ農園・レス 
トラン「あっぷるみんと」のオーナーである地 
域パートナー・梅⽊さんの元で、どぶろく造り 
（※）や農作物の獣害被害を防ぐしくみ作りな 
どを、SMO南⼩国のサポートを受けながらプロ 
ジェクトとして進めている。 
 
 
※ 地域の資源でもある「どぶろく特区」の活⽤と保持 
 の取り組み。



『ミライづくり起業塾 2020』 期間終了後のイメージ

起業型地域おこし協⼒隊員として、南⼩国町で 
⾃分のソーシャルビジネスプランにチャレンジ！

SMO南⼩国・未来づくり事業部のコーディネーター 
として、地域プロジェクトを担当する！ 他にも、地域パートナーとのマッチングや 

移住サポートなど、 
 
あなたと地域との関わり合い⽅を考える。 
 
メンター・コーディネーターが、 
あなたのブランづくりをしっかりと 
サポートします！！

南⼩国町・起業型地域おこし協⼒隊の選考 
も兼ねる、この『ミライづくり起業塾 2020』 
を通して、⾃分の地域ビジネスプランを 
実⾏に移してみる。 
 
⾃分の⽣業×社会貢献という、新しい地域 
ビジネスの形を⾒出し、新しい⾃分の⽣き 
⽅を⾃然豊かな阿蘇・南⼩国で実践してみ 
ませんか？

阿蘇・南⼩国町に未来視点で必要なプロジェ 
クトやテーマに携わる⼈を募集しています。 
 
⾃分の興味のあるジャンル、得意なスキルな 
どと、テーマにあるの地域プロジェクトとが 
重なる！！という⽅におすすめ！ 
ぜひこの機会に地域とともに、⾃分のスキル 
やキャリアを活かしてみませんか？

地域活性・まちづくりに関連する⼈材育成 
・学校教育・地域産業活性など、担当者と 
してプロジェクトの起案や伴⾛を⾏う。 
 
⾃分の興味のあるジャンル、得意なスキル 
を活かし、南⼩国町で地域プロジェクトに 
携わる仕事を、私たちと⼀緒にやりましょ 
う！！

“テーマ型”のビジネスモデルと 
⾃分のチャレンジプランを重ね合わせてみる！

NEW!!



ミライづくり起業塾 2020 実施スケジュール

リリース・募集

リリース・募集

オンライン⾯談・選考

オンライン⾯談・事前ワークショップ

第１回 未来づくり起業塾 
実施予定⽉ 
（１２⽉初旬）

第１回 未来づくり起業塾 
実施予定⽉ 
（２⽉上旬）

起業型地域おこし協⼒隊 
⾯談強化⽉ 

起業型地域おこし協⼒隊 
調整強化⽉ 

選考⽉広報⽉

プランのブラッシュアップ⽉ 
（WEB相談会実施）

オンライン⾯談・事前ワークショップ


