
【INACOME】起業者と地域課題のマッチングプログラム 実施レポート 

 

作成日：令和3年3月12日（再提出） 

作成者：（株）FoundingBase眞鍋勇貴 

 

 

■属性 

受入希望自治体 ：高知県北川村 

地域課題テーマ ：地域資源を活かした新たな事業の創出 

マッチング起業者：（株）FoundingBase眞鍋勇貴 

 

 

■レポート内容 

1. 提案概要 

 

＜テーマ＞ 

地域資源を活かした新しい教育の実現 

 

＜提案内容＞ 

   ①中学生対象の公営塾の設立と運営 

    公営塾で学習サポートや学生の好奇心を育む授業、挑戦の後押しをする企画を実施し、      

VUCA時代と呼ばれる予測困難な時代をたくましく生きていける人材を育成する。 

    「コトを創るために必要な力」、「コトを進めるために必要な力」の両輪を育む。 

    具体的には地域資源である農業（ゆず）モネの庭（アート）を授業の題材とし、 

    地域のプレイヤーとコラボした教育を展開していく。 

 

   ②教育魅力化コーディネーターの導入 

    学校・地域・公営塾を接続させ、地域全体での教育を実現させる。 

    また、学校の中に入り、教員のICT活用サポートや 

    地域資源を活用した総合的な学習の時間の企画運営に努める。 

 

 

2. 調査報告 

 

＜調査スケジュール＞ 

2/22 一般社団法人日本の農村を元気にする会代表理事（北川村副村長）、北川村教育委 

員会（次長）とオンラインで打ち合わせ 

   ●北川村の魅力調査 



 

2/24 一般社団法人日本の農村を元気にする会代表理事（北川村副村長）MTG 

   ●教育の現状調査 

    ・小学校放課後塾について 

    ・中学生について 

    ・総合的な学習の時間について 

 

2/25 一般社団法人日本の農村を元気にする会代表理事（北川村副村長）、北川村教育 

委員会（・次長・職員）オンラインで打ち合わせ 

   ●地域の人・行政のニーズ調査 

   ●中学生対象の公営学習塾設置についてのニーズ調査 

 

2/26 一般社団法人日本の農村を元気にする会代表理事（北川村副村長）オンラインで 

打ち合わせ 

     ●地域資源を活かした教育の可能性調査 

 

 

 

 

 

 

  ＜調査結果の詳細＞ 

2/22 一般社団法人日本の農村を元気にする会代表理事（北川村副村長）、北川村教育 

委員会（次長）とオンラインで打ち合わせ 

 

   ●地域の魅力調査 

    ①モネの庭「マルモッタン」 

     ・ワイナリー誘致に失敗し、その代替として2020年2月にモネの庭を建設 

     ・現在の村長が渡仏し、モネの庭建設が実現 

     ・フランスの画家クロード・モネが住んだ家とその庭をクロード・モネ 

      財団の指導を仰ぎながら、モネの精神と共に再現 

     ・世界で唯一モネ財団から公認をもらったモネの庭 

     ・中国人観光客が多く訪問 

      

    ②ゆずの宿 

     ・2018年6月リニューアルオープン 

     ・国内初のCLT工法 

     ・日帰り入浴も可能 

 



    ③中岡慎太郎館 

     ・徳川幕府に代わる新しい国作りに奔走した人物 

     ・中岡慎太郎名言 

      「人としての価値は、家柄ではなく、自分自身が何をなすかによって決 

       まる。」 

     ・中学生とコラボして総合的な学習の時間を実施 

     ・中岡慎太郎がゆずを植えたことがきっかけとなり、村でゆず栽培が広まった 

と言われている 

 

    ④農業（ゆず） 

     ・村の基幹産業 

     ・全国シェアの約10%を占める 

     ・全住民のおよそ３分の１がゆず農家 

     ・アメリカやフランスにも出荷 

     ・スマート農業の実践 

 

 

2/24 一般社団法人日本の農村を元気にする会代表理事（北川村副村長）とオンライン 

で打ち合わせ 

 

   ●小学校放課後塾について 

    ・原則、月火木金（祝祭日は休み）実施 

    ・月木が高学年、火金が低学年夏休みなどは変則的 

       

   ●中学生について 

    ・ほとんどの生徒が部活動に加入 

    ・部活動についても水曜と土日のどちらかが休み 

     現状大会等を除けば日曜休みのことが多い 

    ・過去３年の学力調査結果をみても数学と理科が全国平均以下のことが多い 

     

   ●総合的な学習の時間について 

    ・小中連携した９年間のプログラム「北川学」 

    ・それぞれの学年で約50〜70時間実施 

    ・ゆず農家やモネの庭ともコラボ 

    ・北川村のPR動画作成  

     →小５四国コンテンツ映像フェスタ2020最優秀賞受賞 

 

 

 



 

 

2/25 一般社団法人日本の農村を元気にする会代表理事（北川村副村長）、北川村教育 

委員会（次長・職員）とオンラインで打ち合わせ 

 

   ●地域・行政のニーズ調査 

    ・全員が安芸高校に入学できるだけの学力を身につける 

    ・３人に１人の生徒がいずれは北川村に帰ってくる 

    ・将来ゆず農家になる人を増やしたい 

    ・アート教育の実践 

    ・食育の実践 

    ・外国語学習の強化 

    ・幼少期からフランス語の習得 

 

   ●中学生対象の公営学習塾設置についてのニーズ調査 

      対象 ：小５〜中２ 

      生徒数：27名 

      

      ①現在学習塾に通塾していますか？ 

       ・している ：1名 

     ・していない：26名 

    

    ②公営学習塾を設置した場合、通塾したい（させたい）と思いますか？ 

     ・思う     ：15名 

     ・思わない   ：4名 

     ・どちらでもない：9名 

 

    ③週あたりどのくらいの開設を希望しますか？ 

     ・週1〜2回：19名 

     ・週3〜4回：5名 

     ・週5〜6回：0名 

 

    ④どのような内容を望みますか？（複数回答可） 

     ・受験対策        ：19名 

     ・ICTを活用した学習            ：7名 

     ・学校の宿題対応     ：12名 

     ・一斉型の授業      ：1名 

     ・個別対応学習      ：13名 

     ・興味関心を高める探究学習：9名 



 

       

2/26 一般社団法人日本の農村を元気にする会代表理事（北川村副村長）とオンライン 

で打ち合わせ 

    

   ●地域資源を活かした教育の可能性調査 

    ・モネの庭マルモッタン 

         →アート教育の実践。近年「アート」が教育業界・ビジネス業界で注目されてい

る。コトを進めるために必要な論理的思考力や課題解決能力も重要であるが、

これからの時代はそれらの能力以上に「コトを創るために必要な力」、構想

力や課題発見力が必要となってくるのではないか。幼少期からアートに触れ

ることは必須となる時代かもしれない。 

    ・ゆずの宿 

        →観光×教育で何かできないか。建築としても面白いので、探究授業建築編な 

どは可能かもしれない。実際に建築家の方をお呼びして、ゆずやの宿をフィ

ールドに子どもたちに建築というものを身近に感じてもらうプログラムは面

白いのではないか。そこから、村にある空き家や遊休不動産を活用したプロ

グラムを学生に考え、何か実行してもらうのは面白いかもしれない。 

    ・中岡慎太郎館 

       →ただの歴史を知る教育ではなく、中岡慎太郎の生き様を知り、「自分はどうあ

りたいのか」、「自分はどんな人生を歩みたいのか」を考えるキャリア教育

が面白いかもしれない。中岡慎太郎は「人としての価値は、家柄ではなく、

自分自身が何をなすかによって決まる。」という言葉を残している。子ども

たちに、そのように問いかけるのも面白い。  

    ・農業（ゆず） 

         →すぐに思いつくところであれば、ゆずを使った商品開発がある。しかし、もう

一歩深く踏み込んだ教育を実践したい。どのように実現させるかは今後検討

だが、現在北川村ではスマート農業技術の開発・実証プロジェクトを実施し

ている。最新の技術を活用した農業に関わることで子どもたちに農業の面白

さを感じてもらいつつ、ビジネススキルも身につくような教育を実施したい。 

 



 
 

＜考察＞ 

   調査の結果、北川村にはアート（モネの庭マルモッタン）や食（ゆず）、歴史（中岡慎 

太郎館）、観光（ゆずの宿）など教育に活かせる様々なコンテンツがあることが分かった。 

また、教育においては、総合的な学習の時間や外国語学習にも力を入れて取り組んでお

り、さらなる発展が見込めると感じた。このような地域資源を活かした特徴ある教育も必

要であるが、「中学生対象の公営学習塾設置についてのニーズ調査」の結果を見ると、家

庭から一番求められているのは「受験対策」、つまり学力のUPである。 

学力をしっかり担保しつつも、地域資源を活かした新しい教育を実践し、将来的に北川

村に戻ってきたくなるような教育を実践していきたい。 

 

 

3. 対象地域における今後の事業展開 

 

 本来の提案内容通り、まずは中学生対象の公営塾の設立と教育魅力化コーディネーター

の導入をすすめていく。 

 公営塾に関しては、基本的に学力をUPすることを目的としたものとするが、生徒の興味

関心を育む授業や生徒が一歩踏み出すような機会を設ける。塾として成果を出し、徐々に

「コトを創るために必要な力」を身につける教育に徐々に比重を移していく。 

 教育魅力化コーディネーターに関しては、まずは学校と地域や公営塾をつなげる役割を

担う。また、総合的な学習の時間など、学校内の教育の魅力化を図り、行く行くは学校と

公営塾がうまく連携した新しい教育モデルを作っていきたい。まずは、中学生を対象とす

るが、今後小学生や幼児教育にも手をひろげ、一体となった教育事業を作り上げていく。 



  5〜6月：中学生対象の公営塾を開設 

  6〜7月：教育魅力化コーディネーターの導入 

     8月：マルモッタンとコラボしたアート教育を実施 

   10月：ゆず農家とのコラボ授業実施 

   12月：中岡慎太郎館とのコラボ授業実施 

     2月：ゆずの宿とコラボした建築をテーマにした授業実施 

   

 

 

以上 



【INACOME】起業者と地域課題のマッチングプログラム 実施レポート 

 
作成日：令和 3 年２月 28日 

作成者：茨木久美子 
■属性  
受入希望自治体 ：高知県北川村 
地域課題テーマ ：地域資源を活かした新たな事業の創出  

マッチング起業者：茨木久美子 
 
■レポート内容 
1. 提案概要 

 
＜テーマ＞ 
のらなきゃ村（そん）！日本で一番チャレンジングな若者たち！ 
 
＜提案内容＞ 

私は今スタートアップ企業におり、プラットフォーマーとしてこれから日本で新た
なビジネスモデルを展開していく。このプラットフォームで、地域活性化を目的とし
た「農村」が参画可能な企画推進を考えた。しかしながら初動…という障壁があり、
突破力（若い力）が必要な状況である。村のチャレンジングな若者たち「農村インポ
ッシブル」でのご縁、地域資源を活かした新たな事業の共創を思案した。  
北川村の豊かな自然と人の温かさにアバターを介して触れ、心揺さぶられる想いが

湧き上がり、北川村の活性化は私にとって使命であると心得た。志士：中岡慎太郎の
ストーリーと「ゆず」や「モネ」、名産や加工品、他ジビエ等を中心とした商品の数々
を全国へ PR すること。地元の名産をこの新たな形の EC プラットフォームで販売す
ることは、地方の個の豊かさ、“地域創生”“エリア内の活性化”につながる。北川村を
はじめ高知県の方々が地元の名産を全国へ PR“シェア（販売）”する、この図式は今後
日本全国の地域の活性と雇用を生み出す。 
中長期的にはアイデアソンで発案したイベントも推進していく。まずは短期的な 

施策として、北川村ブランドの PR、名産品の周知、販路開拓に向け、社内新規事業
を企画推進（ピポット）しながら、自身のノウハウを活かしていく。 

 
2. 調査報告 
 

■2月 18日 19 時〜（オンラインにて） 



実施計画検討のため、高知県北川村の地域活性化協議会との打ち合わせ 
 

内容： 
茨木より、アイデアソンでの発案企画共有。 
スタートアップ企業の概要説明。“地方創生”現施策（地元 TV 局との提携）の共有。 
 
質疑応答： 
北川村にとって地元 TV局を介すことのメリット 
→制作サポートや情報拡散の可能性がある（地方 TV 局毎に差異あり） 
北川村にとって地元 TV局を介すことのデメリット 
→数％のフィーは地元 TV 局に落ちる仕組みになる可能性が高い 
商品選別は TV局マターとなる 

 
 
■2月 19日 10 時〜 LoveStock JAPAN, Inc.  
CEO、COO と打ち合わせ 
 
内容： 
昨夜の高知県北川村の地域活性化協議会との打ち合わせ内容の報告と相談 
 
決定事項： 
地方創生事業について、地方 TV 局と農村との棲み分けとスタート時期 

  →TV局とは別軸とし農村毎での展開を目指す。 
農家や個人商店がプラットフォームと契約となると作業負担が大きい。 
農村の名産品を PR する（販売できる）ことは、他プラットフォームとの差別化とな
り、価値は高い。 
農村との企画を 4月のグランドオープンで展開する。 
 

窓口は企業か村か… 
→プラットフォームは企業毎の登録システムである。農家や個人商店の場合、登録や
契約や運営、規格素材の制作等の作業負担が考えられる。農村（例：楽天でページ運
営をされている「ふるさと納税」の業務委託先の企業）毎の登録を思案、また村は、
予算（補助金）等での制作サポートが得られないか思案した。 
 
 
■2月 24日  13 時 30 分〜（オンラインにて） 



実施計画検討のため、高知県北川村のふるさと納税ご担当者の方との打ち合わせ 
（NPO 法人 中岡慎太郎先生顕彰会 事務局長：マツモト様、一般社団法人日本の農村
を元気にする会代表理事（北川村副村長）：野見山様） 

 
内容： 
茨木より、アイデアソンでの発案企画共有。 
スタートアップ企業の概要説明。“地方創生”現施策の共有。 
4 月中旬予定のグランドオープンでの展開について可能性とスケジュール感確認。 
 
マツモト様、野見山様より 
→村から業務委託で、村の名産販売を担っている。（ふるさと納税対応等） 
自分一人もしくはもう一名の計 2人で対応している。 
5 月にNPO 法人の報告会があり、マツモト様で決められないことは 5 月に決める
ことになる。 
来期に、オフィシャルサイト通販運営（販路拡大）を予定していた。 
タイミングとしては良い。 
前向きな気持ちはあるが契約の締結等、ハードルがある。 
野見山様より北川村活性化協議会との契約では、とのご提案。 
（NPO もしくは北川村活性化協議会との契約について社内法務担当に確認中） 
 
茨木 
→ミニマムスタート。アイテムはセット組で 1つ〜３つまでがベスト。 
ブランドストーリーは北川村の PR 動画をイメージ。 
その PR動画に馴染むアイテムが望ましい。 
電子契約となるが契約書フォーマット（機密保持契約書・基本契約書）を事前に
確認いただく。商品カード（食品用）と必要規格素材を、野見山様にメール添付
にて送付。無理のない範囲での社内プレゼン用のサンプル提供と、タレントの方
へのサンプル（ギフティング）について確認。 
グランドオープン参画可能かをご返答いただく。 

 
 

■2月 26日  13 時 00 分〜（オンラインにて） 
実施計画検討のため、北川村ゆず王国：加藤様、一般社団法人日本の農村を元気にす
る会代表理事（北川村副村長）：野見山様との打ち合わせ 

 
内容： 



茨木より、アイデアソンでの発案企画共有。 
スタートアップ企業の概要説明。“地方創生”現施策の共有。 
4 月中旬予定のグランドオープンでの展開について可能性とスケジュール感確認。 
 
加藤様より 
→出荷作業の人的リソースに懸念。（繁忙期あり） 
セット組み（ガラス瓶の商品もあり）作業や大量の緩衝材等が考えられる。 
ケース毎の販売を希望。 
チーズケーキは冷凍保存の為、別倉庫からの個別発送となる。 
キャラクターの「ゆずキング」はイラストのみ。（ぬいぐるみや着ぐるみは無い） 
ゆず王国の動画やサムネイル素材について、自社制作では無い。 
 
野見山様より 
→北川村の取り組みとして、チャレンジできるかもしれない。 
（グランドオープンに向けて準備可能な範囲で） 
 
茨木より 
→グランドオープンはミニマムスタート。（30 社強、SKU は 100 以内を予定） 
1000万人フォロワーへのアプローチを予定。 
予算感（在庫ロック）の共有。（地方創生事業は一般企業とは違う仕組みとなる） 
在庫ロックの商品が必ず売れるという確約、またタレントの方が必ず拡散する（で
きる）という確約はない。売れるように魅せること、拡散方式について探ってい
る状況。試行錯誤を重ね、精度を上げていく。 
チーズケーキやつぶつぶゆずはタレントの方が好み、拡散の可能性が高い。 

 
＜動画制作案＞ 
制作案① 
→北川村（エモーショナル編） 
 手持ち素材を編集し、より情緒的に仕上げる 
制作案② 
→フェス（フィクション）※２ 
→ゆず合戦（フィクション）※２ 
制作案③ 
→ゆずキング（ゆず王国キャラクター）※１と自社オフィシャルキャラクターを活用 



 
 

＜考察＞ 
北川村との 3回の ZoomMTGの結果、村の施策として取り組むことで、共創可能と

判断した。通販で売れるための売り方のコツ※３として、①SNS を活用する、②スト
ーリーを語る、③食べ方を提案する、がある。北川村は既に資源や名産品を活用した
SNS 施策を行なっており、その素材を活用できる為、素材はほぼ揃っている。 
また、プラットフォームの特性上、在庫数など北川村側でもコントロールできるシ

ステムであり、無理なく長期的にも運用可能と判断した。 
更に、PR の観点から初動はフォロワー数の多いタレントを抱える芸能事務所との協

力体制であることから、PR 効果が特に期待できる。 
高知県出身また四国出身のタレントの方が、地元を PR できるよう、引き続き出身地

の確認を進めていく。ステルスマーケティングにならないよう気をつける必要がある。 
今後の課題として、販売計画として数字が見込める状況にもっていくことがプラッ

トフォーマーとしての課題であり、それにより生産計画が立てられ、雇用の創出、そ
してより豊かさが得られると考える。 
 
３．対象地域における今後の事業展開 
 

高知県北川村が掲げている「日本一若者がチャレンジできる村」と、4 月から日本
でスタートする新しいビジネスモデルを鑑みると、共に「挑戦」であることから、タ
イミングとしても“地域創生”が躍進する、そんな可能性を感じる。 
また挑戦といっても、できるだけリスクがなくコストもかからないビジネスが有効

であると考えられる。当社のビジネスモデルは Missionary の役割を兼ね備えており、
機能としてライブコマースもあり、小さなコミュニティーにも対応する。北川村ブラ
ンドの PR、名産品の周知、販路開拓の面において課題解決に貢献することが可能で
ある。今後の展開として、以下のスケジュールで引き続き事業展開に向けて検討を続
けていく。 
 

３月上旬：商材選定、北川村側の事業スキーム 
３月中旬：規格素材共有（無い場合は、要制作） 
３月下旬：芸能事務所でのプレゼン※茨木（高知県や四国出身のタレントの方を優先） 
４月中旬：プラットフォームのグランドオープン（キャンペーンスタート） 

 



＜出典＞ 
※１＜北川村 HP＞ 
※２＜農村漁村アイデアソン高知県北川村 FB＞ 
※３＜Makuake HP＞                          以上 
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