
『地域をますます元気に・新事業研究会』

研究員募集説明会へようこそ

事業構想大学院大学
重藤 さわ子



説明会の流れ
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①研究会の趣旨・概要説明（２０分）

②募集要項、申込み方法の説明（１０分）

③質疑応答（１５分）

④個別相談（残りの時間）



事業構想家の育成を目指す、事業構想大学院大学
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新規事業担当者（及び将来携わりたいと希望する者）

事業承継者（及び事業承継予定者、第三者承継を希望する者）

ベンチャービジネス、ソーシャルビジネスで起業を目指す者

行政や地域組織に属し、社会変革を志す者

新たな構想により自社を持続発展させたいと考える経営者

育成する人材
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「事業＝ビジネス」というわけではありません

• 企業・組織は、それが私企業であれ公企業であれ、設立の目的や使命（ミッション

＝社会の中で果たす機能の表明）を持ちます。

• 企業・組織は、その持続可能な存続・成長の一環として、ミッションに
沿う形で個別の事業を立ち上げ、営み、あるいは廃止します。それは非営利

組織や官公庁などでも同様です。

• すなわち、事業とは、費用と労力を投入し、有形無形の価値を生み出す活動の
まとまりを指し、営利、非営利、公共、共同、慈善などの種別があります。

• 絶えず変化し続ける環境の中で、事業を持続可能なものとしていくためには、繰り返し

的ではない、イノベーティブな、すなわち前例のない創造的な特性を要求されます。

5
引用文献：日本プロジェクトマネジメント協会編著『プログラム＆プロジェクトマネジメン
ト標準ガイドブック（改訂3版）』2014年、日本能率協会マネジメントセンター、 p39-41）



理想の姿
（経営資源の
新結合）

ギャップ

発想転換と

突破する
アイデア

構想計画

価値創造
レベル

「イノベーションとは非連続の変化」
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事業構想を考え構築する人を育成する
クリエイティビティを重視した
従来の枠を超えた
新しい社会人向け大学院です。

修士課程２年間
校舎は南青山。表参道駅から１分
入学定員は１学年９0名（４校）の少人数制
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「地域をますます元気に・新事業研究会」とは？

小田原をますます元気に、魅力的な地域にしていくための

新事業開発を目的として、事業構想大学院大学が実施
する研究会です。6回の研究会を通して、

小田原のありたい未来を描き、

地域にある資源や、皆さまの知見・経験などを最大限

活かし、結び付けていくことで、

地域で新たな価値を創出する事業を構想

していきます。



中山間地域でも町外に依存している食料

資料：家計調査結果（島根県中山間地域研究センター）の
うち３世帯分から作成

0 1 2 3 4 5 6 7 8

米・粉（小麦粉、米粉等）

パン（総菜パン、菓子バ…

めん類（生めん、乾め…

めん類（インスタント）

めん以外のインスタント・…

生鮮野菜・キノコ・海草

野菜・豆・海草の加工製…

生鮮果物・果物の加工製…

牛乳・乳製品・卵

生鮮肉・肉加工製品（ハ…

生鮮魚・魚加工製品（干…

油・調味料

菓子

総菜おかず

弁当

コーヒー豆粉・ココア粉・…

ボトル・缶飲料

アルコール飲料

外食(給食､賄い以外)※…

外食(給食､賄い以外)※…

その他

万円

旧町内

旧町外

○外食、アルコールは町外購入が多い
→１世帯当たり年間約８万円が町外移出

（１）食費

（２）住居光熱費

○灯油・ガス代など住居光熱は大部分町外
流出→年間約11万円（ O町平均）

○肉類、菓子類などの支出が特に高い

→町内購入が多いが､町内生産でないため、
販売手数料除く約10万円は町外移出

１年間の食費支出

O町8世帯分から作成（子育て世帯）

購入先でみると

消費額でみると

注）藤山浩氏2015年シンポジウム「地域内経済循環からひ
らく地域の未来」@東工大での発表スライドを一部加工
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長野県富士見町落合地区の食料・燃料の購入状況
（単位：100万円、全世帯・事業体/年）

燃料（冷暖房・給湯用の灯油・重油） 118.5

（割合）

(39.9%)

(16.3%)(83.7%)

食料 617.8 410.8 57.5(60.1%)

項目 域内購入額 域外購入額 地元産購入額（割合） （割合）

(5.6%)

(0.0%)23.1 0.0

地元産購入率
が低い！

地元購入率が高くても、地元産購入率が低いことも

注）環境省第Ⅲ期環境経
済の政策研究『低炭素・
循環・自然共生の環境施
策の実施による地域の経
済・社会への効果につい
て』研究成果より
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2015年光熱費推定
約600億円/年
(多くは域外流出)

小田原市の経済流出状況

民間セクター
の経済規模

4,578億円に対し

13%

注）e-konzalの市町村別CO2推定と、

経済産業省都道府県別エネルギー消費
統計、エネルギー別単価などより、歌
川学氏（産総研）推定

注）小田原箱根
商工会議所調べ

（2016年1月25日発表）



「分断」から「結合」へ
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ヒト、モノ、カネ、
コトが流出、衰退
し、結果として衰
退する地域経済

ヒト、モノ、カネ、コトが連結、循環、蓄積
する地域循環共生の新たな価値創造
シナリオの構築へ
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地域資源活用のよくあるパターン
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（出所）政府広報オンライン 暮らしに役立つ情報
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201502/3.html

佐賀県白石町

頭はタマネギ、体はイチゴ、
レンコンのポシェットに海苔
と稲穂のかみかざり…白石町

の特産物が一目で分かる特産
物PRキャラクター『しろいし
みのりちゃん』

目の前は茶畑のワイナリー

所属：白石町特産物PR推進協議会

伊勢丹新宿店出店がゴール！？
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多種多様な地域資源
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(1) 自然環境 ： 山，森林，川，湖沼，
湿地帯，海洋，水，土壌，大気等

(2) 社会的ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ ： 道路，
橋，鉄道，上・下水道，電力・ガス等

(3) 制度資本 ： 教育，医療，金融，
司法，文化等

『一つの国ないし特定の地域に住むすべての人々が、ゆたかな
経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社
会を持続的、安定的に維持することを可能にする』ための資産

出典：宇沢弘文『社会的共通資本』岩波新書、2000年



地域一丸となって、地域の理想の姿に近づいていくために

地域を変える
社会を変える

気づく

共有し
結ぶ

アクション
を起こす



開催日 カリキュラム（予定）

① 1/20（月） 小田原の資源（経営資源・知見・経験）を見直す・整理する

② 2/3（月） 小田原の理想を描きながら、小田原の地域資源を見直す・整理する

③ 2/10（月） 事業アイデアの発表・フィードバック

④ 2/17（月） パートナーシップ・連携による新事業の検討

⑤ 3/9（月） 実現可能性に向けた、クリエイティビティ・コミュニケーションの検討

⑥ 3/23（月） 最終発表会と実現に向けてのフィードバック

実施期間：2020年1月～3月
実施回数：全6回
時 間：4時間／回（10時30分～15時15分）

前半：10分30分～12時30分（120分）
後半：13時15分～15時15分（120分）
昼食・休憩：12時30分～13時15分（45分）スケジュールとカリキュラム
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あるべき姿・ありたい姿を描き、アイデアを膨らませ、実現可能な事業構想へと落とし込んで行く

研究会
①・②

研究会
⑤・⑥ 研究会

③・④
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【各回の進め方】
第1回（1/20）：あるもの探し

小田原の資源（経営資源・知見・経験）を見直す・整理する

【前半】
・研究会の趣旨説明
【ミニ講義】本研究会が目指すもの（重藤）
・参加者自己紹介

【後半】
・全体ワーク（あるもの探し）
・振り返り
・次回迄の宿題の確認

地域を
歩き、調べ
（※今回は各自）

まとめ
みんなで
共有・共感土の人

風の人
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【各回の進め方】
第2回（2/3）：あるもの探しからアイデア出しへ

小田原の理想を描きながら、小田原の地域資源を見直す・整理する

【前半】
・第2回趣旨説明（重藤）
・全体ワーク
宿題の確認、あるもの探しへの反映

【後半】
・グループワーク
（小田原の理想と新結合のアイデア出し）
・次回迄の宿題の確認

19



エネルギー × 農地
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再生可能エネルギー × 水田

太陽光発電 × 無農薬酒米 ➡ 日本酒

ソーラーシェアリング 新ブランド日本酒

どんな？

どんな？

何を？

何を？

耕作放棄されそうな

小田原市「市長の日記」2018.7.11

小田原ならではのストーリー

イメージ



観光 × 農地
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体験 × みかん畑

ボランティア × 無農薬みかん ➡ みかんジュース

新ブランド商品

どんな？ どんな？

何を？

何を？

耕作放棄された

地域内外からの

ボランティアツーリズム

小田原ならではのストーリー

参考）小田原かなごてファーム（https://www.kanagote-farm.com/index.html）

http://www.linkline.co.jp/
https://www.kanagote-farm.com/index.html


福祉 × 製品づくり
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働く場 × 無添加石鹸

➡ 新ブランド石鹸

表舞台に出るための
高付加価値商品

どんな？
どんな？

何を？

障がい者自立のための

小田原ならではのストーリー
出所）株式会社リンクラインHP （http://www.linkline.co.jp/）

http://www.linkline.co.jp/


ヒト × 商店街 × 水
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同級生 × 空き店舗 × 真澄の水

新会社 × 駅前カフェ・ダイニング × かき氷

駅前アンテナショップ 地産型新商品開発

どんな？ どんな？

何を？

何を？

富士見ならではのストーリー

真澄
富士見蔵仕込水純氷

出所）兆しHP（https://kizashi-station.com/concept/）

https://kizashi-station.com/concept/


【各回の進め方】

第3回（2/10）：事業アイデアの発表・フィードバック

新事業のアイデアを発表し、フィードバックを得る

第4回（2/17）：

パートナーシップ・連携 実
現
可
能
性

第5回（3/9）：
クリエイティビティ・

コミュニケーション

新結合のアイデア
小田原ならではのストーリー

【前半】ゲスト講師の講義
【後半】ゲスト講師も交えた

構想のブラッシュアップ

【前半】【後半】研究員による発表（10分程度）＋フィードバック（10分程度）

【前半】ゲスト講師の講義
【後半】ゲスト講師も交えた

構想のブラッシュアップ
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【各回の進め方】

第6回（3/23）：最終発表会と実現に向けてのフィードバック

構想計画を、具体的な実行プランと共に示し、共感を得る

出所）富山市事業構想研究会、月刊「事業構想」2020年1月号「官民共創の好事例から未来を探る」

イメージ
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専門領域

地域経済・資源論、温暖化対策と地域活性化、
研究開発評価・マネジメント

学位

農学修士, PhD（農業経済） 英国ニューカッスル大学

京都大学農学部卒業、同大農学研究科修了。英国ニューカッスル大学、農業・
食料・農村発展学部にてPhD取得（2006）。東京農工大学21世紀COEプログラ

ム研究員（講師）、同大生物システム応用化学府、産官学連携研究員を経て、
2008年より科学技術振興機構（JST）・社会技術研究開発センター（RISTEX）、
アソシエイトフェロー。2013年4月から東京工業大学グローバルリーダー教育
院特任准教授。2018年4月より現職。

略歴
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講師兼ファシリテータ： 重藤 さわ子


