一般社団法人遠野みらい創りカレッジ＆有限会社ウィルウィンド 共同企画

とは、
遠野みらい創りカレッジが2012年から築いてきた岩
手県遠野市との関係性を基盤に、東北企業を中心とし
たチャレンジ企業が、産官学民のサポーター共に東北
での事業共創の可能性を探るプログラムです。
全行程は約半年から1年間、次の3つのフェーズから
構成されています。
≪第1フェーズ 仮想事業構築編≫
≪第2フェーズ ビジネスモデル構築編≫
≪第3フェーズ ビジネスモデル構造化編≫
岩手県遠野市土淵町 遠野みらい創りカレッジ

今回は≪第1フェーズ：仮想事業構築編≫の募集です。

みんなの未来共創プログラム全フェーズ（約1年）
希望者のみ先に進みます

今回募集!

（各自実施）
事業検証編
仲間内での
プチ
トライアル

第2フェーズ

ビジネスモデル
構築編（3日）
・顧客の特定
・提供価値の検討
・収益構造の検討

第3フェーズ
（各自実施）
実証実験編

ビジネスモデル
構造化編(3日)

計画に
基づいた
実証実験

・ビジネスシステ
ムの構造化
・収益システム
の構造化

※未来新聞®とは未来に起きるかもしれない出来事について未来の日付をつけて、
あたかもそれが既に起きたことであるかのように新聞記事形式で書く手法です。

プログラムには、各チャレンジ企業のテーマに沿ってカスタマイズしたフィールドワークや、第三者と
の事業共創を短期間で可能とする「未来新聞®ワークショップ」、およびビジネスモデル構築支援等、
事業の現実化を促進する様々な手法が組み込まれています。

第1フェーズ：仮想事業構築編

プログラム内容と募集要項

◆プログラムの目的

◆2つの参加形態
①チャレンジ企業としての参加

②サポーターとしての参加

主体的に取り組みたいテーマ(※)を持ち、
地域を牽引しながら遠野、および東北での事
業共創にチャレンジする企業です。
主な対象者：遠野および東北の企業

地域活性化や事業共創方法について学びたい、
遠野や東北の課題について知りたい等の目的
で参加いただく法人、もしくは個人です。
主な対象者：全国の産官学民の皆様

※チャレンジ企業がこれまで取り組んだテーマ：ヘルスケア／教育／生活サービス／交通／地域産品活用／観光 等
チャレンジ企業OB&OG ■2016年度 農家民宿「Agriturismo大森家」/エーザイ(株)/(株)北日本朝日航洋/ケア・グラント(株)/
(有)千葉木工所/遠野交通(株)/(社副)とおの松寿会/(協組)ノッチ・アート遠野 ■2015年度 上閉伊酒造(株)/(株)立石工務店/
(有)ツクバ精密/(株)トーノ精密/遠野バイオエナジー(株)/遠野民泊協会/(株)ナチュラルサイエンス/三菱ガス化学(株) ■2014年度
(株)岩手県北観光/(税法)三部会計事務所/大日本印刷(株)/東洋SCトレーディング(株)/まつだ松林堂/(合)もくもく絵本研究所 他

◆内容とスケジュール
遠野における2泊3日の「共創セッション」、東京と遠野をTV会議で結んだ「ブラッシュアップ
セッション」、再び遠野に集結して行う「発表セッション」、全行程約2か月のプログラムです。

1

2

STEP

内容

備考

共創セッション
＜2泊3日＞
2018年
1月26日(金)-28日(日)

●チャレンジ企業によるテーマ発表
「魂のプレゼン」
●地域課題を理解するフィールドワーク
●講義「アイデア発想法」
●未来新聞®ワークショップ
●チャレンジ企業間でのコラボ案検討

▶場所
遠野みらい創りカレッジ

中間セッション

●未来新聞の中間発表
●アイデアブラッシュアップ

＜平日夜間＞
2月16日(金)
18時〜21時
3

発表セッション
＜１泊２日＞
3月3日(土)-４日(日)

「遠野―東京」間でTV会議を活用します

●アイデア検証フィールドワーク
●コラボアイデア検討
●市長への仮想事業構想発表会

※宿泊には民泊体験も含まれ
ています。

▶場所
遠野みらい創りカレッジ
六本木
▶場所
遠野みらい創りカレッジ

希望者のみ：事業検証＜仲間内でのプチトライアル＞に向けた相談会

◆参加費
参加の形態（チャレンジ企業orサポーター）、宿泊の有無等によって、参加費が異なります。
下記までお問合せください。

◆お申込〆切
１．チャレンジ企業
２．サポーター

お申込〆切
お申込〆切

2017年11月30日(木)
2018年1月12日(金)

◆お申し込み、お問合せ
遠野みらい創りカレッジ「みんなの未来共創プログラム」事務局担当＜佐々木＞までご連絡下さい。

お電話でのお申し込み・お問い合わせ
0198-60-1276
電子メールでのお申し込み・お問い合わせ info@tonocollege.org

セッション時の様子
街の声を聴いて
アイデア検証
市長の前で
仮想事業構想を発表

サポーターと共にアイデアを出し合う

プログラム参加者の声
株式会社北日本朝日航洋
佐々木崇様

上閉伊酒造株式会社
代表 新里佳子様

2016年度 チャレンジ企業

2015年度 チャレンジ企業
2016年度 サポーター参加

異業種のサポーターからいただいた多くのア
イデアから、パズルの組み合わせのように新し
い考えが出てきて、とても心強く感じました。事
業の創出だけでなく、社員教育・人材育成にも
大いに活用できると感じています。
先日はプログラムOBのチャレンジ企業が中心
となって行った「天空ウエディング」（遠野市の
高清水展望台で実施）で、自社のドローンを
使ったはじめての空中撮影を行いました。個人
向けサービスはまだ行っていない弊社にとって、
貴重な実証実験の場となりました。

参加前は不安ばかりでしたが、サポーターか
らのアイデアに大いに刺激を受けました。
未来新聞は、実現不可能とも思えるアイデア
を実現する原動力になる手法です。プログラム
参加直後、未来新聞でも描いたイタリア、サレ
ルノ市（遠野市と姉妹都市）に派遣が決まり、
今の仕事に大きく影響を与えています。漠然と
した思いを持ちながら進むべき道に迷っていた
り、手法を学びたい人に参加を勧めたいです。
今は、プログラム参加者とのコラボで事業を
実施する新たな枠組みをみんなで企画中です。

岩手県北自動車株式会社
宮城和朋様
2014年度 チャレンジ企業

未来への夢があり、かつ多様な人材交流ができ
る研修の価値の高さを感じています。
今は、参加時にヒントをもらった「エネルギーや
食の重要性」「人と人とのつながりの価値」
などを震災復興からの学びを求めて三陸を訪
れる方々にお伝えしたり、県や市町村と協働
で「移住体験ツアー」も実施しています。
個人的には、遠野市役所さんをはじめ、様々な
団体や企業をターゲットに、当プログラムを体験し
ていただければ、この萎びていく一方の地方も活
気付くきっかけになるのでは、と強く感じました。

高清水での「天空ウエディング」の様子(2017年6月)
2016年度のプログラムで描かれた未来新聞が
様々なチャレンジ企業とのコラボレーションによって実現
岩手日報や朝日新聞、NHK等のメディアでも取り上げられました

遠野みらい創りカレッジとは
「遠野みらい創りカレッジ」とは、遠野市と富士ゼロックス株式会社が協働で行なう地域振興のための
活動で、遠野はもとより全国共通の地域課題解決と地域創生へつながる新たな価値づくり・仕組みづくり
を目指しています。
中学校再編により閉校となった中学校校舎（旧土淵中学校）を最小限の改修によって研修施設として活
用し、さまざまな立場の人や知恵が集う「場」を創出。地域資源を活用し地域住民と企業・団体、大学、
自治体などの連携を促すプログラムの企画運営や活動支援を行なっています。

◆コンセプト

◆カレッジ利用者数

遠野みらい創りカレッジは、企業・大学・
自治体など様々な立場の人が地域に入り連携
することでそれぞれの課題を発見し、成長支
援のため知恵を出し合える場「ふれあうよう
に学ぶ場」として設立されました。

企業

官庁
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商品開発の種

新しい行政サービス
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H26年度 362 57 139 357 1,01 105 602 433 142 34 228 98
大学
リアルな地域研究
DHC̲G

地域
くらしやすい環境

H27年度 116 284 462 771 1,75 493 124 372 145 273 317 212

DHC̲G

H28年度 39 98 177 641 1,48 986 345 614 149 174 156 187
H26年度
H27年度
H28年度

◆プログラム
現在、7つの領域で約20のプログラムが実施されています。
プログラム領域
交流

暮らし
文化

産業創造

概要

みらい創り活動

自然や文化・食や芸術等題材の連携促進活動

みらい創りキャンプ

オープンテーマの対話会・ワークショップ

中高一貫学習
プログラム開発

地域を題材にした中・高生向け教育プログラム開発

学際連携

大学生の地域貢献研究活動の実践・政策提言

地域研究

医療・伝承・防災等地域が求めるテーマ検討

地域創生

地域リーダ育成を主眼においた研修等の課題発掘・プロジェクト

産業創造

協賛企業や地元企業とおこなうビジネスモデル検討

＜お問合せ先＞
一般社団法人遠野みらい創りカレッジ
〒028-0555 岩手県遠野市土淵町土淵4-21-6
ＴＥＬ： 0198-60-1276
ＦＡＸ： 0198-60-1279
Ｈ Ｐ： tonocollege.org

