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一般財団法人こゆ地域づくり推進機構（略称：こゆ財団）

◎こゆ財団は、2017年4月に宮崎県新富町が設立した地域商社です。特産品の販売と起業家の育成を事業としています。

こゆ財団
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 謎の地域商社、
「こゆ財団」ってなんだ？

I N D E X

一般財団法人こゆ地域づくり推進機構（略称：こゆ財団）は、

宮崎県新富町が旧観光協会を法人化して設立した地域商社です。

地域の人口減少を食い止め、行政機関にはなかったスピードで、

地域経済を活性化するためにさまざまな事業を行なっています。
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一般財団法人こゆ地域づくり推進機構

稼いで、町に再投資。

投 資

商品開発 人財育成

町役場

価 値

こゆ財団では、農産物をはじめとする町の資源を発見し、価値あるかたちへと磨き、

都市部のみなさんへと発信しています。得られた利益は、町の未来を支えるビジネス

を生み出すため、起業家の育成やまちおこし、福祉・教育に投資。持続可能な町づく

りを行っています。

都市部に対して、ライチや
野菜の販売、地域資源を活
用した加工品の開発・販売
を行い、稼ぎます。

地域版MBA（ローカルベン
チャースクール ）を通じて、
ビジネスで地域課題を解決
する人財を育成します。

起業家育成は町役場や各機関もバックアッ
プ。創業支援や町との関係づくりを後押し
します。
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2017年4月に設立した地域商社「こゆ財団」は、新富町を
含む児湯郡が持続可能な地域となるよう、さまざまな事業を
展開しています。どの事業も、新富町役場や町の皆さんのご
協力なくしては実現しません。私たちは地域とともに活動し、
いっしょにワクワクする地域をつくっていきます。

一般財団法人
こゆ地域づくり推進機構

設立 !!

20174 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月11
◉起業家育成塾スタート
◉国産ライチ収穫開始

◉「楊貴妃ライチ」リリース
◉ライチ収穫イベント開催

◉ライチが東京で  商品化
◉ライチ加工品の　開発開始

◉起業家育成塾 第1期修了
◉「こゆ夜市」初開催

◉東京でふるさと納税の
　啓蒙イベント開催
◉新規就農者の移住を支援

◉ライチ加工品販売開始
◉古民家改修イベント開催

起業家育成
スタート

起業家育成塾に若手農家やパン
店主、地域おこし協力隊など20
人の人財が集結。共に学びまし
た。

「児湯シータートル大学」
第１期開校

国内に1％しか流通していない国産ライチを
ブランド化。中でも1粒50g以上の大玉は大
きな話題に。

大ぶりの果肉にあふれる果汁

ロゴや箱を開発

森さんのライチ畑には全国
から取材や視察が集中。ラ
イチ畑の中から生中継をし
たテレビ番組も。

ライチ農家・森さんに
全国から取材が殺到

「月刊ソトコト」表紙&特集に掲載
表紙の撮影は商店街のスペース前で。特集では起
業家育成塾のメンバーを掲載していただきました。

新富町役場や旧観光協会職員、民間企業など、さ
まざまな出自と経験を持つ人財が集まりました。

多彩な人財でチームを結成
こゆ財団のはじまりはJR日向新富駅舎から。現在
は主にふるさと納税の運営を行なっています。

JR日向新富駅に事務所を開設

宮崎と東京で開催したイベントに森
さんも参加。生果に感嘆する参加者
たちと楽しく交流しました。

ライチ収穫記念イベントを開催

商店街の空き店舗を再利用

マタニティクリーム
国産ライチの種や皮、果
実からとったエキスでボ
ディクリームも開発。全
身の保湿にぴったり。

国産ライチで
加工品を開発

児湯郡の農家から集めた旬の野菜や果物の
セット。お茶や漬物などの加工品も詰め合
わせました。

ふるさと納税で
野菜・果物セットが好評

新富町商店街に新たなスペースを開設。オフィ
ス兼コワーキングスペースとして活用してい
ます。

スピード感のある
まち経営が必要だ！

◉「こゆソーシャルドリンクス」開始
◉「東京ハーヴェスト」に食材を提供

ライチ収穫シーズン

毎月第三日曜の「こゆ朝市」は11月から商店街に
移転。ますます多くの人出でにぎわっています。

「こゆ朝市」の舞台が新富町商店街に

1粒1,000円の「楊 貴妃ライチ」誕生

5月

76 月
●

10月

11月

9月

4月

50g以上の大玉は1粒
1,000円で販売。宮崎
空港やネットショップ
で注文が相次ぎました。

東京「カフェコムサ」では期間限定
でケーキとパフェに。銀座のお客様
にも好評いただきました。

高級フルーツカフェで
ケーキやパフェに

ビール
「楊貴妃ライチビール」を新富町
の酒店で限定販売したところ、3
時間で120本を完売するスマッ
シュヒット。

History
2017-2018

8月

児湯郡のおいしいものを集めた「こゆ朝市」。
毎月第三日曜を開催日として、スタートしま
した。

「こゆ朝市」スタート
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12月

ふるさと納税寄付額が
9億3000万円に倍増

◉新富町商工会、日本政策金融公庫
　と起業家育成にかかる協定締結
◉「こゆ朝市」来場者500人突破

◉「座論梅 梅まつり」開催
◉「移住定住促進ラボ」
　空き家を改修して開設

◉「幸せな町の料理教室」開催
◉「ANAのふるさと納税」
　に新富町が掲載

◉ふるさと納税寄付額
　が8億円を突破

持続可能な
地域の実現へ

乳製品加工業者、宮崎市内の高校生とのコラボで開発。
3日間で1,800個を売り上げました。

企業と高校のコラボでライチアイスを開発

児湯郡から集めた旬の食材に申し込みが集中。なかでも鶏肉
は肉厚なのにやわらかいと評判に。

返礼品の一番人気は 肉

12月 1

2015

2000万円

2016 2017

月 2 月 3 月

駅舎待合室をコミュニ
ティスペースに改装。内
閣府「シェア・ジャパン
100」に選出されました。

JR日向新富駅が
内閣府の事例に選出

2月

バレンタインに合わせて
国産ライチのチョコレー
ト（ホワイトトリュフ）
を開発・販売しました。

国産ライチの
チョコレート完成

1月

9億3000万円9億3000万円

新富町ふるさと納税寄附額

4億3000万円

検索新富町 ふるさとチョイス

3月

「地域を編集する学校」開校

県内はもとより、九州各県、遠くは関東からも受講生
が集結。ライティングと編集を学んでいます。

情報発信を志す人財が全国各地から集結

F A R M E R S
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Lychee
10 11

めて口にした時の衝撃が、自身をライチ栽培へと導
いた。
　きっかけは15年前。父親が農園の一角でライチを

育て始めたことだった。
「ようやく付けた実を初めて食べた時、あまりのおいしさに感
激しました。とにかく衝撃がすごかったんです」
　もともと町特産の洋ランを生産していたが、「父がつくった
ライチの味を再現したい」と方向転換。洋ランのハウスのほと
んどをライチの木に切り替え、10年前に本格的なライチ栽培
に乗り出した。
「味や香りが魅力的だったことに加えて、県内ではほとんど誰
も栽培していなかったことが、『やろう』という気持ちを後押
ししました」
　何度も壁にぶつかり、生産に至るまでには長い年月を要した。
地道に改良を重ねて、土地に合う品種を選り分けながら、年々
木の本数を増やし、5年目にようやく安定して実が採れるよう
になった。まとまった量を出荷できるようになったのは、今か
ら3年前のことだ。新富町にはライチの生産者が増えつつある

が、森さん親子がまさにそのパイオニア。試行錯誤の末、「ラ
イチはこの土地に合う作物だ」と身を持って証明してきたこと
が、今につながっている。
　森哲也さんがつくるライチは、外国産の冷凍ライチと比較す
ると、大きさは数倍。その迫力は段違いだ。
「父が何種類か育てていた中から、この土地に合った生産性の
高い品種を選抜しました。それで残ったのが、たまたま大玉の
品種だったんです」
　皮をむくと、ぷりっとした肉厚の果肉が現れ、噛んだ途端に
甘い果汁があふれ出す。圧倒的な品質を誇っているものの、森
さんはそのおいしさや価値を消費者に伝えきれずにいた。そこ
に目を付けたこゆ財団は、森さんと一緒にライチのブランド化
を進め、新ブランド「楊貴妃ライチ」として一粒1,000円で販売。
2017年度は8個入りを130ケース販売した。

　森さん自身も、東京で行われたイベントに登壇。ライチの試
食を提供しながら、むき方を手ほどきしたり、味わいの魅力を
語るなど、「楊貴妃ライチ」の認知度アップのために自らの言
葉で伝えてきた。
「迫力ある見た目だけでも驚かれるんですが、皮をむくとパン
と弾けるほど水分が飛び出し、口に入れた瞬間、香りがパーッ
と広がる。そのことにみなさん感激していました。一生懸命育
てたライチを『おいしい』と言って食べてもらえるのは、やっ
ぱりうれしい。お客さんの声を直接聞くことなんて、今までな
かったからね」
　森さんにとって、こゆ財団との出会いは大きな転機になった。
「やっぱり時代の流れに乗っていかないと、この町が進歩して
いかない。こゆ財団と一緒に取り組んでいることは、自分にとっ
てあまりにレベルが高いんですが、それをやらないと町全体が

伸びていかないと感じています。ライチのブランディングを成
功させることで、地元の農家仲間にこんなやり方があることを
知ってもらいたい。それが自分の役目だと思っています」
　農業人生をライチに賭けてきた森さんは、「ライチづくりは
とにかく楽しい」と、これまでの苦労をものともしない。周り
から期待や注目が集まっていることも、モチベーションにつな
がっている。
「ライチの可能性は無限大です。というのも、まだほとんどの
人が国産ライチのことを知りませんから。外国産の冷凍ライチ
のイメージを払拭するために、やるべきことはまたまだたくさ
んあります」 
　まだ知られていない国産ライチには、未知の可能性が秘めら
れている。その魅力が全国に広まり、「宮崎にライチあり」と
言われる日も、そう遠くはないかもしれない。

一粒1,000円のライチを世界へ！

森　哲也 さん

◎ライチ農家

Lychee
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ジュアルな普段着に長靴を
合わせた格好で、颯爽と畑
に入っていく。肩の力の抜

けたスタイルがどこまでも潔い。この
若き就農者が、2017年9月、福岡県か
ら新富町に移住した石川美里さんだ。
　農業人口の高齢化や担い手不足に伴
い、全国各地で耕作放棄地が増加して
いる。石川さんはこれらの社会課題の
解決に向けて、新富町で新たなビジネ
スをスタート。高齢者を雇用し、耕作
放棄地で有機野菜を生産・販売するこ
とで地域を活性化しようと、「みらい畑

株式会社」を設立した。
「農業人口が減少する中、若者の新規
就農が追い付いていない現状がありま
す。ならば発想を変えて、若者に代わ
るプレイヤーとして定年退職後の高齢
者の方々を雇用できないかと考えまし
た。高齢者が経済的な余裕を持って第
二の人生を楽しめる社会をつくれたら、
若い人たちも将来にもっと希望を持て
るんじゃないかと思うんです」
　農業の担い手として期待されている
若者ではなく、定年退職後の高齢者を
雇用することで生産者を確保するとい

う新たな発想で、低価格な有機野菜の
生産・販売をめざす。
「昨年6月、土屋町長にお会いして、こ
のプランの話をしたときに、『ぜひ新富
町でやってください』と言っていただ
きました。よそ者が農業の世界に入る
のは、ハードルが高いと思っていたの
ですが、新富町はすごくオープンかつ
ウエルカムで、『ここでやりたい』とい
う気持ちがすぐに固まりました」
「農業の現場を知らずして経営はできな
い」と、移住後は起業とともに新規就
農も果たし、町の農家の協力を得なが

ら農業を実践している。
「新富町は人がすごくあたたかい。農業
の指導をしていただいている農家の出

口喜重郎さんは、お家でご飯を食べさ
せてくれたり、おかずを持たせてくれ
たりとすごく面倒をみてくださり、家
族であたたかく迎え入れてくれます。
町の方々もよく声をかけてくれますよ」
　こゆ財団は、石川さんと役場、地元
のベテラン農家の間を取り持ち、スムー
ズに事業を開始するためのコーディ
ネートを担当。石川さんの挑戦を町が
応援できる体制を整えた。
「こゆ財団はよそ者と地域をつなぎ、事
業のスピードをぐんと後押ししてくれ
る頼もしい存在です。一人で立ち上げ
たので不安もありましたが、常に大き
な支えになってくださいました。こゆ
財団がなければ、新富町での起業はで
きなかったと思います」
「みらい畑株式会社」のオフィス機能は、
こゆ財団のソーシャル・デザイン・ラ
ボ内にあり、石川さんは毎日畑とラボ
を行き来している。
「ラボに来れば、こゆ財団の方々がいて、
ちょうどいい距離感でいろんな話や相

談ができます。起業後も、町の人たち
にサポートいただきながら、ビジネス
を前に進めることができ、『一人だけど
一人じゃない』と思えることはとても
心強いです」
　今後は農業のノウハウを習得しなが
ら、高齢者が腰を曲げずに農作業がで
きる補助器具の開発など、身体に負担
をかけない農業の実現に向けて本格的
に取り組んでいく。まずは新富町でき
ちんと利益が出るビジネスモデルを確
立し、ゆくゆくは全国に広げることが
目標だ。
「社会課題の解決に自分の人生を賭け
てみたい。それが私の生きるモチベー
ションです」
　石川さんには、そう笑顔で言い切っ
てしまう底知れぬ強さがある。社会の
役に立つために、人生を賭けてできる
こと。その一点を曇りのない目で見つ
め、つくり出した “生涯の仕事”。その
大きな一歩を、この町で踏み出した。

カ
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福岡県から移住し、起業。農業経験ゼロからの挑戦。

「社会課題の解決に自分の人生を賭けてみたい。
それが私の生きるモチベーションです」
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年以上も前から、独自の方
法で農業にITを取り入れてき
た福山望さん。新富町のア

グリテック農家のパイオニア的存在だ。
ピーマンのハウス内にセンサーやカメ
ラを導入して、生育や土壌の状況を記
録し、収量増などの成果をあげている。
　父親の影響で中学生の頃、パソコン
に触れ始めた。Windowsの発売前で、
インターネットも普及していないとい
う時代にあって、興味と好奇心でパソ
コンの使い方を独学した。
　家業である農業の道に進み、自ら経
営を始めようという23歳の頃、「農業
にパソコンの技術を活かせないか」と
考えるようになった。それから、日々
の価格や収量の変動を記録しようと地
道にエクセルに入力し、手探りながら
分析を始めていった。データをとるこ
との大切さに自ら気づき、たった一人
でいち早く実践してきた先見性に驚か
される。
「アグリテックが進化してきたのは、こ
こ5年くらいのこと」と言う福山さん。
ITの進化とともに、アグリテックは急
速な発展を遂げてきた。
「今は何でもインターネットにつながる
時代になり、誰もがITを安価に取り入
れられるようになりました。監視カメ

ラなども安くて性能がいいものがどん
どん出てきています。そういうものを
自分なりに組み合わせるだけでも、ア
グリテックになるんです」
　事務所内にあるパソコンでは、ハウ
ス内の環境がリアルタイムで追跡され、
温度、湿度、照度、二酸化炭素濃度な
どのデータが収集されている。これら
のデータは、手持ちのスマートフォン
でも手軽にチェックできる。「一からプ
ログラムを組むとなると大変ですが、
今はフリーのソフトやアプリがたくさ
んあります。必要なものをうまく組み

合わせて、お金をかけずに自分が使い
やすいようにつくり込んでいます」
　福山さんはデータをとるだけでなく、
それらの統合や分析も自ら行っている。
データを読み解き、活用できる技術を
持っていることも強みだ。“最小限の投
資で最大限の成果” を生み出している。
　アグリテックを推進するこゆ財団は、
豊富な知識と経験を持つ福山さんとの
共同研究をスタート。福山さんは、こ
れまで独学でIT技術を取り入れ、試行

錯誤を重ねながらアグリテックを進め
てきたが、こゆ財団の協力を得たことで、
町の農家と積極的に関わりながら、そ
のノウハウを若い世代に広げようとし
ている。若手きゅうり農家の猪俣太一
さんも、福山さんの手法を取り入れ、
新たな挑戦を始めた一人だ。
「若い人たちにはどんどん挑戦してもら
いたい。早くから始めれば、それだけ
メリットは大きいと思います。興味が
あるなら、すぐにやってみることです

ね」
　町の農家を巻き込むことは、福山さ
んにとっても念願だった。というのも、
データをとる農家が増えれば、新富町
全体のデータ量も増え、データの信頼
度はアップする。それによって、これ
まで実現できなかった高度な分析も可
能になるからだ。「自分たちの世代は、
新富町をよくしていく使命がある」と
力強く語る福山さん。この取り組みが
進めば、町の農家がもっと幸せになれる、

いい循環が生まれていきそうだ。
「これからAIが普及するとはいえ、何も
かも機械で管理するというのも味気な
い。農作物を買ってくれる方々の気持
ちを考えながら、どこをどう機械に任
せるのかをじっくりと選択していきた
いですね」
　好きが高じて、自己流のDIYでアグ
リテックに取り組んできた福山さんに、
ようやく時代が追いついてきた。
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20年前からデータの重要性に着目。
若い世代にアグリテックを伝授するパイオニア。
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全国に流通しているきゅう
りは、高い技術で品種改良
を重ねた結果、たくさん収

穫しやすいもの、見た目が整っている
ものがほとんどだ。一方、日本に古来
から伝わる在来種や珍しい品種の流通
量は減少の一途を辿っている。そんな
現状を受けて、新富町の若手きゅうり
農家3人が立ち上がった。きゅうりの

生産量日本一の宮崎できゅうり農家を
営む自分たちが、「本当においしい」と
言われる希少なきゅうりを受け継ぎ、
多くの人に届けたいーー。そこで2017
年9月、耕作放棄地を活用して「きゅ
うりラボ」を開設。身の半分が白い「半
白きゅうり」や極太で果肉が柔らかい
「加賀太きゅうり」など、全国各地から
集めた8種類の希少品種の栽培をス

タートした。
「きゅうり農家なのにきゅうりの原型を
知らないし、食べたこともない。その
ことに危機感を覚えて、新たなチャレ
ンジとして始めました。希少品種は、
普段つくっている品種改良されたきゅ
うりの20分の1しか身がとれないと言
われるほど栽培が難しい。試行錯誤し
ながら育てているところです」

　動き出すきっかけは、こゆ財団が運
営する起業家育成塾「児湯シータート
ル大学」だった。猪俣さんは一期生と
して受講したが、同じ受講生の中に同
年代のきゅうり農家が2人いたことか
ら、3人で一緒に何かやってみようと、
チャレンジできることを探し始めた。
「自分たちの課題は、年間通してきゅう
りの単価を少しでも上げること。安定
していい価格を維持するためには付加
価値を生むことが不可欠です。とはい
え、今つくっている品種ではつくり方
を変えたとしても大きく変わりばえし
ないので、昔に戻って希少品種を育て
るしかないと思い至りました」
　そこで活動資金を得るために、希少
なきゅうりの栽培企画を立ち上げ、ク
ラウドファンディングを実施し、50万
円以上の資金調達を達成。希少きゅう
りを復活させる活動が実現することに
なった。
「やっぱり『児湯シータートル大学』と
いう場が大きかったですね。クラウド
ファンディングをやってみたのも、こ
ゆ財団のみなさんの後押しがあったか

らこそ。ゴールは設定せず、とにかく3
人で勢いだけで始めました」
　高校卒業後、教師になろうと山梨大
学教育学部に進学。しかし、大学の授
業より農業に興味を持つようになり、
家業を継ごうと故郷に戻ってきた。前
例を踏襲するのではなく、「新しいこと
にチャレンジしたい」という思いが人
一倍強かった猪俣さん。そんな思いが
年々募る中、「児湯シータートル大学」
が立ち上がったのは、偶然ではないの
かもしれない。
「こゆ財団の人たちは、フットワークが
軽くて実行力がすごい。挑戦している
姿がすごくお手本になるし、刺激にも
なっています。見ていて勇気が出ます
ね」
「児湯シータートル大学」を受講したこ
とをきっかけに、農家同士のつながり
が生まれ、首都圏に共同出荷する新た
な農家グループをつくろうという動き
も出てきている。
「同じ作物をつくっている農家同士が、
横でつながる機会はこれまでなかった
んです。でも自分たちのチャレンジを

きっかけに農家がつながり、共同栽培
や勉強会を行うことで経験や技術を共
有することができれば、もっとお客様
に喜んでもらえるものがつくれるはず
です」
　さらには、農家同士がもっとお互い
に学び合おうと、猪俣さんの呼びかけ
で地元農家が集まる飲み会を開催。こ
れまで新富町には、先頭に立って「集
まろう」と呼びかけるような若手農家
のリーダーはいなかったが、猪俣さん
は率先してそのポジションに立とうと
している。
　今や「新富町に頑張っている若手きゅ
うり農家がいる」という噂は宮崎中に
広まり、町外のイベントに呼ばれて登
壇することも増えてきた。一歩を踏み
出せば、見える世界は大きく広がる。
今30才という猪俣さんのポテンシャル
は、果てしない。

クラウドファンディングで50万円の資金を獲得。
耕作放棄地で希少なキュウリを守る。

今
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「前例を踏襲するだけでは意味がない。
新しいことにチャレンジしていきたい」
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地元女性起業家が企画し、移
住者と共に立ち上げ、新富町
内の商店街にオープンしたお
店です。女性の創業を支援し、
チャレンジできる場づくりを
行なっていきます。
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新富町役場
まちおこし政策課
から出向中

黒木 雅史

　英語の教師をめざし、学生時代はカ
ナダに留学。外の世界を見て気持ちが
変わり、「地元のために働こう」と新富
町に戻ってきた。役場の “若きエース”
として、こゆ財団の立ち上げスタッフ
に抜擢され、ふるさと納税の業務を担
当。受発注のシステム管理や問い合わ
せ対応から、返礼品として扱う新たな
商品の発掘まで、業務全般を担ってい
る。
　こゆ財団設立1年目の2017年度は、
ふるさと納税の寄付額を昨年の４億円
から10億円にすることが目標。返礼品
の数を大幅に増やし、プロによる商品
撮影、web広告の掲載、寄付者へのメ
ルマガの配信など、行政にはできない
スピーディーかつ細やかな情報発信で
成果につなげている。
　中でも人気なのが、複数の農家から
旬のものを選りすぐった少量多品種の
オリジナルセット商品。販売開始後、
わずか2カ月で1200万円の寄付額を記
録した。
「町内のいろんな農家さんをまわって旬
の商品を集め、まとめて梱包して出荷
するというのは、行政ではなかなか難
しい。小回りが利いて自由に動けるこ
ゆ財団だからこそ、できることです」　
また今年度はふるさと納税の新たな試
みとして、ただ注文を受けて発送する

だけでなく、商品のストーリーや農家
の思いをしっかりと伝えることでサ
ポートしたい人を募る「クラウドファ
ンディング」の仕組みを取り入れた。
「返礼品のやりとりだけで終わってしま
うのではなく、寄付者の方々と町がつ
ながっていける仕組みとして、これか
らも続けていきたい。今までスポット
ライトのあたらなかった農家さんたち
のやりがいにもつながっています」
　黒木さんはこゆ財団で働き始めて、
日々感じていることがある。
「役場では何をやるにも予算ありきで、
町民を意識した事業を行うことが求め
られますが、こゆ財団では事業の決済
がすごくスピーディーで、やりたいと
思ったことがすぐに実行できる。例え
ば、この返礼品は今月すごく売れそう
だから同じ値段で量を少し増やせば、
かなりの売れ行きになるんじゃないか
ということも、すぐに行動に移せてし
まうんです」
　このスピード感と実行力がこゆ財団
の大きな強み。黒木さんは、町内の農
家や事業者との関わりを通して、「こゆ
財団は何かやってくれそう」「一緒に何
かやってみたい」という期待や意欲が
生まれていることを肌で感じている。
「こゆ財団では日々学ぶことが多いです
ね。役場に就職して7年になりますが、

財団で働き始めてから自分の思い描い
ていた世界があまりに狭かったことを
痛感しています。ここで学んだことを
役場に持ち帰ることができれば、もっ
と何かできることや変えられることが
あるんじゃないかな。今は漠然とそう
思っています」
　こゆ財団と役場の間で人事交流を加
速させ、役場に新しい風を吹き込みた
いーー。そんな新たな思いも芽生えて
いる。
「こゆ財団には明確なビジョンがあっ
て、それを達成するためにスタッフが
それぞれ動いています。一つひとつの
業務が “目的を達成するための一助に
なる” という実感を持って動けるし、
成果が目に見えるのでやりがいも大き
い。そんな現場にいることで、自分自
身の成長を日々感じています。こんな
ことを多くの役場職員が体験できたら、
きっとおもしろい町になる。僕と同じ
若手世代は、どんどんこっちに来てやっ
てほしいなと思っています」
　黒木さんの成長は、きっと新富町の
ためになる。そんな若手職員を増やす
ため、こゆ財団はいつでもオープンな
場所として、町に開かれている。

STAFF

“成果が目に見えるので
“やりがいも大きいですね。”

ふるさと納税寄付額を倍増。ふるさと納税寄付額を倍増。
地元特産品の価値を全国へ！地元特産品の価値を全国へ！



新富町観光協会
・元職員
鈴木 伸吾
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　鈴木さんは、こゆ財団のベースと
なった新富町観光協会の元職員。立ち
上げと同時にこゆ財団のスタッフとな
り、「こゆ朝市」の運営を担当している。
「こゆ朝市」は、2017年5月の第一回
目から新富町役場文化会館前の広場で
行ってきたが、11月からは町のメイン
ストリート、るぴーモール虹ヶ丘商店
街に場所を移動して開催するように
なった。そこには、「シャッター通りに
なってきた商店街にもう一度活気を取
り戻したい」というこゆ財団の思いが
ある。
「ゆくゆくは文化会館から商店街まで
ずらりと店舗が並ぶような朝市にして
いきたい。それには100店舗ほど集め
ないといけないのですが、そこに少し
でも近づければと思っています」
　会場を商店街に移して開催すること
に、商店街の店の人たちも前向きで、
「いよいよ始まるんだね」「じゃあ私も
何か出そうかな」という期待や喜びの
声が多かった。鈴木さんは、想像以上
に町の人たちが協力的だったことに心
底ホッとしたという。
　また出店している飲食店や農家から
は、「こゆ財団がスタートした今こそ、
自分たちも動くべき」という前向きな
声を耳にするようになった。
「商店街や農家のみなさんは『何かや

りたい』という思いはあったんですが、
これまで先頭に立って動く人がいな
かったんです。こゆ財団のような町の
人たちと一緒に動ける団体ができて、
一歩を踏み出したことを、喜んでくれ
ている方は多いと思います」
　鈴木さんは「町のイベントに関わり
たい」という思いから観光協会に就職
したものの、当時は「何かしらイベン
トをすれば人が集まるだろう」という
単純な考えしか持っていなかった。し
かし、「こゆ朝市」の運営に携わる中で、
「実際はそんなに甘い世界ではない」
と考え方がまったく変わっていった。
「ある時、上司に『自分がお客さんの立
場だったらどう？』と言われたのが一
番大きな気づきでした。これまでは、
そこに考えが行き着かなかったので。
自分たちが主導ではなく、まずはお客
さんの目線に立てるようになったこと
が、自分の人生においても、大きな出
来事になりました。いい経験をさせて
もらっています」
　お客さんに満足してもらうために、
鈴木さんは、品ぞろえ、安さ、新鮮さ
を第一に考えながら、より多くの商品
や出店者を集めようと動いている。
「まずは出店者と商品をもっと増やし
て、多くの農家さんにお店に立っても
らい、お客さんと気軽に会話をして、

笑顔が生まれる。そんな町にしていき
たいし、毎月第三日曜日はそんな日で
ありたい。商店街から国道を挟んで文
化会館まで、たくさんのお店が並んで、
『あそこに行ったらいろんなものがあ
る』『第三日曜日は新富町に行こう』と
言ってもらえるようになることが一番
の目標です」
　鈴木さんがその先に見ているのは、
「若者が残りたい」と思えるような町。
自分が高校卒業後、町から出てしまっ
たからこそ、ここに残るという選択肢
を当たり前のものにしたいー。こゆ財
団で奮闘しながら、そうなる日をひそ
かに夢見ている。

STAFF

こゆ朝市でまちなかを活性化。こゆ朝市でまちなかを活性化。
新しい“稼げる市場新しい“稼げる市場”をつくるる！

“自分主導ではなく、お客様の目線に
“立てるようになりました。”
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新富町役場
まちおこし政策課
元臨時職員

永住 美香

　転勤族で各地を転々とし、ようやく
故郷の新富町に戻って来たのが2016
年3月。15年以上離れていたこの町に
仕事で関わっていきたいと、役場の臨
時職員募集に応募し、まちおこし政策
課に配属された。町のイベント運営や
ふるさと納税のサポート業務を行って
いたが、こゆ財団の立ち上げをきっか
けに声がかかり、スタッフとして関わ
ることに。こゆ財団の顔となる広報を
中心に、会計、ソーシャル・デザイン・
ラボの管理、起業家育成塾「児湯シー
タートル大学」の運営サポートなど幅
広い業務を担当している。
「こゆ財団ではスピーディーにいろん
な企画が立ち上がり、それらが実際に
動いています。口先だけでなく行動で
きていることが、すごくいいなあと思っ
ています。スタッフも少ない中、たく
さんのことが同時に進んでいて大変な
部分もありますが、とにかく前に踏み
出しているところがとっても魅力的で
す」
　起業家育成塾の運営、ライチのブラ
ンディングや商品開発、毎月第三日曜
日の「こゆ朝市」と、挙げればキリが
ないほどの事業の数々。永住さんは、
日々やりがいを感じながらも、「なかな
か達成感が得られない」という正直な
思いも持ち合わせている。

「毎日精一杯やっていますが、実際に
自分がどれだけやれているのかが見え
てこなくて。やらないといけないこと
がたくさんあるので、達成感を得るに
はまだ早いのかもしれません。という
のも、私は今まで接客業を主にやって
きて、今やっている広報や会計はどれ
も初めての仕事。なぜ引き受けたのか
というと、挑戦することでその先に何
かがあるような気がしたから。不安よ
り先に、『やってみよう』という思いに
駆り立てられたんです。わからないこ
とやきついこともありますが、多くの
人たちとのつながりの中で、こういう
仕事をさせてもらってありがたいと
思っています」
　こゆ財団には上も下も分けへだてな
く、「みんなで一緒にやっていこう」と
いうあたたかな空気がある。
　「地元にこういう団体ができて素直
にうれしいですね。町のみなさんも、
きっとそう思っているはず。でも今は
まだ『何をやっているんだろう』とい
うのが正直な気持ちだと思うんです。
少しずつこゆ財団の思いや実践してい
ることを地域に伝えていって、周辺の
町にも『みんなで何かやっていこう』
という機運が広がっていけばいいなと
思っています」
　もちろん、まだスタートしたばかり

のこゆ財団では、成功だけでなく、失
敗も多い。
「大丈夫かなと思うこともありますが、
上司たちがみんな本当に前向きなの
で、下を向いている暇はないですね。
元気さや前を向く気持ちがないと、こ
ゆ財団ではやっていけないので、私も
とことん明るくサポートしていきたい
と思っています」
　いずれは地域のことを知り尽くし、
「自分の目で見た町の魅力を自分の言
葉で伝えられるようになりたい」とい
う目標がある。上昇気流の時も、困難
にぶつかった時も、こゆ財団を明るく
照らせる存在であるために。
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起業家の育成や広報に奔走！起業家の育成や広報に奔走！
こゆ財団の想いを人へこゆ財団の想いを人へ、地域へ 。地域へ 。“不安より先に、やってみよう！

“という思いに駆り立てられたんです。”
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ない＜らい顔が利くし、話も実行もでき すね。 なって。そこで2か 月前にイベントで出

る。僕の中で、それを
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新富ガ
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と呼ん 会った地域プロデュ ーサーの齋藤潤一＜

でるんですが、啓二くんの新富力はすこ んを思い出し、相談したところ、代表理

いんです。それがなければ、こゆ財団は ‘‘井の中の蛙
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だった役場職員が、 事になってくれました。それで議会も無

前に進みません。彼の実行力をどう活か 街を変えようと外の世界に飛び出した 事に通り、こゆ財団がスタートできたん
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

すかというのは、僕自身のテ ー マだった

かもしれません。 ーこゆ財団発足のきっかけ、そして二人

の役割は？

岡本 そういう話をすると、僕は邦男＜

んと一緒にやってきて、すこ‘いなと思う 岡本 僕は役場で認められたかったか

のは、人への接し方が丁寧なんです。僕 ら、仕事はいっぱいして、わかりやすい

は外に出たことがなく、怖いもの知らず 成果も出してきたんです。でも街はまっ

なので、雑なんですよ。邦男くんとやっ た＜変わらないどこるか、どんどん元気

てきたことで、自分がすこく小さい人間 がなくなっていって。町を変えるために

だというのもわかったし、カスやなとい は外に出た方がいいと思って、観光協会

うのもよくわかった（笑）。一人ひとりと をベースに新しいまちづくり団体を外部

しっかり向き合おうと思えたのも、彼に につくろうと提案しました。でも計画書

人をリスペクトする姿勢を見せてもらえ を議会に提出したとき、「公務員しかやっ

たから。そういう意味でも、こゆ財団が たことがなく、新富町から出たこともな

できたことは自分自身すごくよかったで い役場職員にできるのか」という話に

です。運命を感じますね。

高橋 僕はもともと知り合いだった潤一

くんから、2017年2月に 「新富町に地域

づくりのチームをつくろうとする動きが

あるけど、興味ある？」と言われて、そ

の場で 「興味ある」と伝えたんです。そ

の後、改めて 「どうする？」と聞かれた

ので、 「やる」と即答しました。僕は勤め

人だったんですが、 「地域に入って仕事

がしたい」とずっと思っていたので、こ

れ以上ないチャンスやし、すぐにでもや

りたいなと。その後、啓二くんと初めて

会いましたが、第ー印象はすこい勢いが

ある人やなと思いました。役場の人なの

に、アウトロー感がすごくあって（笑）。

岡本 いやいや（笑）。僕は仕事はいっ

ばいしてきたけど、すこくも何ともなく

て。アホでカスだった僕がよく役場から 高橋 そうあるべきじゃないかと思いま

外に出たなと思いますよ。潤一くんには、 すね、むしろ。こゆ財団が種火になって、

「啓二が外に出て、地域を変えていきた いろんな事業が生まれていって、ゆるや

いと思っているからこそ、代表理事に かにつながっていく。僕らはそれを
“
こ

なった」という思いがあって。その気持 ゆ経済圏
＇

と呼んでいますが、そこまで

ちに応えたいし、地域をどうにかしてお いって初めて経済効果が出せるのかなと。

もしろくしたい。だから、これまでやっ

たことのない販売や営業の仕事にも挑戦 岡本 立ち上げや最初の仕掛けはこゆ

しています。 財団がやってい＜けど、実際に事業を回

高橋 仕事の分担としては、進行中の事

業は僕が担当して、啓二くんはおもに新

していくのは、独立したオ ー ナ ーさんと

いう形ですね。

しい事業の立ち上げを進めています。で 高橋 そう。もちるん財団のつながりは

もこれから役割はどんどん変わっていく あるけど、独立してしっかり事業を回し

やろうし、僕らだけでやりきれない部分 てもらう。それは僕たちの仲間として。

も出てくると思う。そこは新しい人材を こゆ財団のDNAを分けていくような考

迎えたいという気持ちもありますね。 え方ですね。同じ地域の未来をめざして、

僕らがDNAを振りまいていく。その成

岡本 うん、これからスタッフは増えて 果として、持続可能な地域の未来が完成

いくと思うんですよ。 するという。

高橋 確実に増えますね。ここが雇用を 岡本 ライチビールも地元の酒屋さんと

生んでい＜ことが何より重要だと思う。 組んでやっていますしね。ああいう小さ

こゆ財団が活力を帯びて、人も増えて、 な事業を大きくしていくのは、一人では

いろんな人材がいて、というわかりやす なかなか難しい。僕らみたいに背中を押

さや見え方って大事だなと。そういう意 す人がいないと決断できないので、こゆ

味では、僕ら自身が成長して雇用も生む 財団と一緒にやった方がいいと思ってい

ところまでやっていく必要があるかなと て。その積み重ねで、町を生き生きとし

思っています。 たものに変えていきたいですね。

岡本 それはすe＇くあると思う。広島県

尾道市の 「ディスカバーリンクせとうち」

は、地域をなんとかしようと4人で立ち

上げた会社なんですが、そこからいろん

圧倒的な存在になるために、

とことん尖ったことをやってい＜

な人たちと連携して、今は分社化してい 一2017年を振り返って、どんな一年で

ます。こゆ財団もそれに近いんじゃない したか？

かなと思っています。

高橋 「地域に特化した仕事をしたい」

29 
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失敗は当たり前！
 

楽しもう !! 
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新富町ふるさと納税ポータルサイトのご案内

ふるさとチョイス　新富町 検索

ふるさとチョイス

全国1788自治体、15万点以上の特産品を掲載しており、
寄附する自治体を選べる「ふるさと納税総合サイト」。
新富町への寄附をしてくださる方の約半数はこちらのサ
イトからのお申込みです。

ANAふるさと納税　新富町 検索

ANAのふるさと納税

ANAのふるさと納税サイトから寄附をされた方には、
寄附金額100円につき1マイルがプレゼントされるのが
大きな特徴。マイルはANAの特典航空券などと交換で
きます。

楽天ふるさと納税　新富町 検索

楽天ふるさと納税

楽天が運営するふるさと納税サイト。寄附の申込み手続
きが簡単で、楽天の会員情報を使って買い物と同じ流れ
で簡単に寄附ができます。楽天スーパーポイントも使え
ます。

宮崎県新富町ふるさと納税特設サイト 検索

新富町ふるさと納税特設サイト

一般財団法人こゆ地域づくり推進機構が運営する特設サ
イト。他のふるさと納税ポータルサイトにはないレアな
商品が掲載されていることもあるので、こちらもぜひご
覧ください。

宮崎県児湯郡新富町は、東京ドーム約460個分の農地が広がる、農業のまちです。7月下旬から収穫が始まるお米をはじめ、全
国トップクラスの生産量を誇るピーマンやキュウリ、トマトなどの栽培が盛ん。国内に1％しか流通していない国産ライチや、
マンゴー、エリザベスメロン、キウイ、シャインマスカットなど、一年を通じてさまざまなフルーツも収穫されています。また、
ほとんど地元でしか流通していないブランド牛「JAこゆ牛」や、品評会で数々の賞に輝いているお茶の栽培、養鶏、養鰻も活発です。

宮崎県児湯郡新富町は、東京ドーム約460個分の農地が広がる、農業のまちです。7月下旬から収穫が始まるお米をはじめ、全
国トップクラスの生産量を誇るピーマンやキュウリ、トマトなどの栽培が盛ん。国内に1％しか流通していない国産ライチや、
マンゴー、エリザベスメロン、キウイ、シャインマスカットなど、一年を通じてさまざまなフルーツも収穫されています。また、
ほとんど地元でしか流通していないブランド牛「JAこゆ牛」や、品評会で数々の賞に輝いているお茶の栽培、養鶏、養鰻も活発です。

40,000件以上のふるさと納税寄附!
人気の返礼品が揃ってます。
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　こゆ財団が発足して3年間は、今後の事業展開を模索し、準
備を進める “胎動期” という位置付けで考えていました。とこ
ろが、蓋を開けてみると、代表理事である齋藤潤一さんの「失
敗してもいいから、とにかくやろう」という教えもあって、ふ
るさと納税を通して町のPRを行ったり、商品開発をどんどん
進めたり、農作物の販路を拡大したりと、フットワークが良す
ぎるくらい、いろんなことをバンバンやっていて、すばらしい
と思っています。その一方で、スタッフみんなが猪突猛進に
なってしまうと、いつか脱線しないだろうかという心配もあっ
て、私は「あまり急ぎ過ぎるな」とみんなに言ってるんですけ
どね（笑）。
　こゆ財団の取り組みを通して、若手農家にやる気が生まれ、
ふつふつと闘志が湧き始めていることを何より頼もしく思っ
ています。さまざまなメディアに取り上げられることで、彼ら
のモチベーションが高まるだけでなく、周りの農家への波及

効果も大きい。東京だけでなく海外にも目を向けて、農産物
の販路を拡大していこうと動いているこゆ財団は、今の時代
に合っているし、若手農家にとって刺激になっているはずで
す。　
　今後のこゆ財団に期待することは、やっぱり人づくりです
ね。一歩を踏み出す若者が一人でも多く出てくれば、周りも
変わってきます。そんな中でも、ただ稼ぐだけでなく、成功し
たノウハウを町の人たちに伝えたりと、地域に貢献できる人
が増えてほしい。どんなときも忘れてはいけないのは、地元愛、
これしかありません。こゆ財団を見ていると、常に地元愛を
持って行動していて、「新富町をなんとかしたい」という思い
が伝わってくるんです。役場内では、すでにこゆ財団の勢い
に感化された職員も出てきています。めざすは、お互いに刺
激し合える関係になれること。役場も負けてはいられません。

“さまざまなメディアへの露出が若手農家の闘志に火をつけています”

新富町役場
生涯学習課
課長

出口 敏彦

S U P P O R T E R

お互いに刺激し合える関係に。

役場も負けてはいられない！



一般財団法人こゆ地域づくり推進機構 
齋藤潤一

一粒１０００円のライチ 
起業家育成



５キーワード 

1. シリコンバレー 

2. 震災を機に地域づくりに 

3. 経営学修士(MBA)  

4.慶應大学、スタンフォード
大学研究、地域商社代表、
NPO代表 

5,地域のしごとづくりが専門

#大阪箕面市出身 #長崎・奈良の田舎育ち #B型 #牡牛
座 #地域 #旅 #食 #健康 #企画  #ビジネスモデル構築 
#ワーカホリック #肋骨折れても会議 #patagonia #両
親と毎年旅行 #占い好き #占いで人生を生きている。



ビジネスで 
地域課題を解決する

Mission



英語も話せないまま渡米

Denys Prykhodov / shutterstock.com

自己紹介 
シリコンバレー > 地方創生 

http://shutterstock.com


英語も話せないまま渡米

Denys Prykhodov / shutterstock.com

関西大学を辞めて 
アメリカに。

http://shutterstock.com


きっかけは、親戚の交通事故死



Denys Prykhodov / shutterstock.com

シリコンバレーで働く

http://shutterstock.com


時価総額 約１００兆 
201８年

*google検索結果のスクリーンショットより



世界で見た地域 
英語に変えてみよう



英語も話せないまま渡米

Denys Prykhodov / shutterstock.com

チャレンジしたいと思い 
帰国

http://shutterstock.com


あこがれの日本



wikipediaより

シャッター通り



wikipediaより

耕作放棄地



wikipediaより

町への愛や誇りが 
壊れていく。。



ビジネスの仕組みを地域にいれる



¥

笑顔とお金 
地域には、両方必要。



Concept & Vision 

amazon.comより

1973年、イギリスの経済学者が、無限の資本経済とエネルギー社会の限界をとなえた本を出版しました。 

スモール イズ ビューティフル 

（英：Small Is Beautiful: Economics As If People Mattered） 

そして今、約50年の時を経て、人類は、その危機に直面しています。 

http://amazon.com


実績紹介
ビジネスでたくさんの 

地域課題を解決してきました。



2015©NPO法人まちづくりGIFT

補助金０。325万円集めてNYへ



19才 350万円



平均年齢70才のおばあちゃんのカフェ



人口約350人離島ジオパーク認定



人口７０人の島で、 
特産品の大名タケノコで雇用創出へ



1粒1000円ライチのブランド化



東京ミッドタウン 
地域ｘデザイン展に選出



2015©NPO法人まちづくりGIFT

地方創生の成功事例に選出

©amazonのスクリーンショット



シリコンバレー流で地域づくり 
日経新聞で紹介される

©日経新聞



1勝99敗
計画的に早く 

たくさん失敗する



スタンフォード大学には 
失敗学の講座もある

©dschoolのスクリーンショット



プロトタイプが大事



シリコンバレー流、地域づくり

発見
FI ND

磨く
BRUSH

発信
SPREAD

持続可能な
まちづくり

01

0203



1.発見



2.磨く



3.発信









弱いつながりが、地域を救う

マーク・グラノヴェッター はアメリカ合衆国の社会学者。スタンフォード大学社会学部教授で、現代の社会学に大きな影響を与えた。彼の唱えた中で、
最も洞察力を見せた説は「弱い紐帯の強み」として知られる、共同体の中での情報の伝播に関するものである。wikipediaより引用



事例研究： 
1粒1000円のライチ 



宮崎県新富町



�41

人口約17,000人



�42

東京ドーム460個分の農地



日本一のお茶
�43



�44

航空自衛隊新田原基地



�45

日本遺産認定



こゆ財団とは？ 
財政難を背景に、スピードまちづくりを目的に 

観光協会を解散。飛び出した公務員。フォーブズ岡本





１粒1000円ライチ



なぜライチ？

https://www.kudamononavi.com/graph/category/ca=42/ku=153



ライチ茶を開発



イオンx学校と商品開発



新宿KONNEで販路開拓



ライチケーキ銀座でHow much?



稼いだお金で 
起業家育成に投資



起業家が増える



農業経験０ 
福岡から移住して、農業ビジネスで創業



教育経験０。子ども教育 
AI/プログラミング教室を開講



Uターン男子 
アグリテックで収量20%アップ



ふるさと納税３０億円請負人 
大手広告代理店から移住



新商品を開発



シャッターが開く



人が集まる



企業が集まる



女性の創業を支援する 
カフェの設立



アイスクリーム専門店の開業



古民家カフェが開設



地元酒屋が梅酒を開発



小学校でお金の教育



第３日曜日 朝市



商工会議所や日本政策金融公庫と連携



役員も強化



慶応SDMと共同研究



全国メディアでも続々



内閣官房シェアリングエコノミー
100選に選出



1粒1000円。飛ぶように売れました。

お金を稼ぐ



�76

人財に投資をする



視察者（273名:2017-18年）



さらなる飛躍100名の起業家を採用



世界一チャレンジしやすい街を目指して 
幸せに生きる働く人を増やそう！ 



結論

縦軸を抑える

出典：amazon.com

http://amazon.com


オンリー１、ナンバー１
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