
NextCommonsLabが
地域おこし協力隊制度を活用して
プロジェクトを進める起業家を募集

ビールプロジェクトでは、
醸造家2名、ホップ農家1名を募集



2017年11月株式会社遠野醸造 設立 2018年5月醸造所兼パブを開業
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ビールの里構想　実現に向けて

1. 10年後、20年後の未来に向けて の3年後の計画
　　　・具体的にどんな機能や人が必要なのかを整理
　　　  その上で誰が何をやるのかを決めていく
　　  ・面で取り組む計画へのシフト
　　  ・1つの大きな組織を作るのではなく、多数のプレイヤーが共存する生態系

2. 体制の変更・マネジメント組織の設立
・上記の計画を進める上での適切な体制とバランス
・プロデュース＆マネジメント組織をつくる

これから必要なこと



現在

ビールの里

現状のプレイヤーの役割・機能を整理して
足りない役割のプレイヤーを作る
＝株式会社BrewGoodの設立

この要素をベースに走っていくGOAL【ビールの里要素】を実現する

飲む：市内の３つのブルワリーでは遠野産
           ホップを使ったビールが飲める

食べる：多様な地元産のビールのおつまみ

体験できる：ビアツーリズムの多様化

泊まれる：ビールの里体感ゲストハウス

学べる：ホップ博物館、各所で学べる場

買える：ホップやビールにまつわるお土産

＋チャレンジを増やす仕組み

3年後

新たな計画＆組織体制の変更



飲む
・上閉伊酒造・遠野醸造にき、第3の醸造所が建設
　ビールづくりが体験できる場所
・市内で遠野産ホップを使ったビールを堪能できる

BEER 
EXPERIENCE 遠野醸造

株）BrewGood
地銀

第3ブルワリー
仮) Brewing Tono Lab

ファンド

ホップ提供
醸造参加

技術指導
免許取得サポート

企画コーディネート
人材募集

遠野市

・市民、ホップ農家、観光客がビールづくりを体験できる場
所をつくりたい
・ビアツーリズムでホップ畑・ブルワリーを巡り、最後にビー
ルを作るというコンテンツをつくりたい
・遠野市に3つめのブルワリーができると、人口あたりの醸
造所の数はポートランドと並ぶ（ 9000人に1つの醸造所）

背景・詳細

・ブルワリーのコンセプト設計
・事業計画立案
・プロジェクトマネジメント
・資金調達、クラウドファンディング実施
・人材募集
・広報、PR

株）BrewGoodの役割

※資金調達次第では
　地域おこし協力隊制度の活用

出資・融資

KIRIN

出資・出向
研修提供

JR

連携企業

※出資は未確定事項

参考：第3ブルワリーの開業について 
「誰が、何をするのか」「何が足りないのか」を整理



BeeeExperience

ふるさと公社

遠野市
（行政）

KIRIN

TKプロジェクト

ホップ
組合 後方支援

金融機関

JR

不動産会社

ビールの里
協議会 BrewGood上閉伊酒造

遠野醸造

KIRIN

遠野市

より民間主導で自由に挑戦できる体制に移行
多様な方々とアイデアを出し合いながらビールの里づくりに挑戦する

市内飲食店

おつまみ
研究会

旅館

ホテル

農家民泊

酒屋

雑貨
教育機関

商店街

体制変更に向けて



ビールの里・遠野の取り組み内容について

2018年11月26日
キリン株式会社
CSV戦略部
浅井隆平



遠野のホップを通じた「まちづくり」の取組みについて



私達の街の宝物「ビールの魂・ホップ」
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遠野とキリンが共に抱える課題

背景にあるもの

【遠野市ホップ生産ピーク時】※遠野市調べ

・生産者数 昭和４９年度 ２３９戸
・作付面積 昭和５８年度頃 １１２ｈａ
・生産量 昭和６２年度 ２２９ｔ

※平成３０年度の生産者数は３３戸と減少し続けている。

ホップ生産者と生産量の減少

【遠野市平成３０年のホップ生産状況】
・生産者数 平成３０年度 ３３戸
・作付面積 平成３０年度 ２３ｈａ
・生産量 平成３０年度 ４３ｔ

5分の１



日本一のホップ栽培面積を誇る岩手県遠野市
地域の宝物「ホップ」を最大限活用したまちづくり

ホップの里からビールの里へ
～日本産ホップとクラフトビールで日本のビアカルチャーをもっと面白く！～
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遠野が新たなビール文化を醸成し、世界へ発信！
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遠野とキリンの解決策～ホップの里からビールの里へ～

＜６月＞キリンＣＳＶ社員研修 ＜７月＞親子で生き物観察会 ＜８月＞遠野ホップ収穫祭（ﾋﾞｱﾌｪｽ）

＜８月＞遠野ビアツーリズム ＜10月＞横浜オクトーバーフェスト ＜10月＞フレッシュホップフェスト

“遠野産ホップIBUKI”を遠野市民の誇りへ
ホップを基点に遠野市内交流人口の増加と農業の活性化！

７５００人が来場！



街の宝物を最大限体感できるコンテンツ

遠野ビアツーリズム
～ホップを知るとビールがもっと美味しく楽しくなる♪～

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=iRNGZVe8uZk 6

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=iRNGZVe8uZk


ビアツーリズムガイドマネージャーの新設

～遠野産ホップの魅力の伝道師～

初代ビアツーリズムガイドマネージャー
美浦純子さん（ネックネーム：MJ）
⇒地域おこし協力隊制度の活用

「ホップを知るとビールがもっと
美味しく、楽しくなる♪」

【プロフィール】
・横浜市から移住
・元フランス雑貨店 店長
・接客、おもてなしのプロフェッショナル

【ミッション】
・ビアツーリズムの事業化
・ビアツーリズムガイドの発掘・育成
・遠野の魅力をビールで１つにつなぐ
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ビアツーリズムガイドマネージャーの新設遠野ビアツーリズム

↓①ホップファーマーから学ぶ！ホップ栽培講座！
※年間の栽培の様子を紙芝居形式にて
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遠野ビアツーリズム

↓②今だけ！ここだけ！ホップファーマーによる収穫作業を見学
（ガイドレクチャー付き）
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遠野ビアツーリズム

↓③ホップの乾燥センターを工場の見学（ガイドレクチャー付き）
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ビアツーリズムガイドマネージャーの新設遠野ビアツーリズム

↓④ホップさんの気持ちになる！高さ体験
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ビアツーリズムガイドマネージャーの新設遠野ビアツーリズム

↓⑤ホップ博士になる！ホップクイズ！

↑⑥一生の思い出を！ホップ畑で乾杯！
レッツ！ホッピーーーング♪
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遠野ビアツーリズム

↓⑦醸造家体験！フレッシュホップを仕込み窯に投入！
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遠野ビアツーリズム（旅行会社タイアップ）



遠野ビアツーリズム（旅行会社タイアップ）
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ホップ=遠野市民誇りへ

土淵小学校
（３～６年生がホップについて学習）

遠野中学校
（「遠野を盛り上げるプロジェクト」）

遠野緑峰高校
（草花研究班のホップ和紙の取組み）

遠野市内の学校教育の現場に遠野のホップの取組が浸透！
遠野産ホップが我が町の誇りに醸成へ
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ＴＫ（遠野×キリン）プロジェクト

平成１９年から遠野産ホップや遠野の食材を発信するＴＫプロジェクト
を発足させ、様々な取り組みを展開。

※遠野市では、産業部の中にキリンと地域活性に取り組む担当者を置いている。
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将来を担う地域リーダー
（ホップ農家）

サポートを惜しまない行政リーダー
（遠野市のキリン担当）

ホップで地域を活性化させる覚悟を
持った農家支援室室長

・人材の発掘、育成
↓

・想いの共有
↓

・クラスター形成
↓

・ビジョンの作成

TKプロジェクト

KBM岩手支社
CSV推進部
調達部
R＆D

国産ホップ（街の資産）= 住民の誇りへ
国産ホップの価値化 = 地域活性化(CSV)へ

信頼があり、未来に覚悟を持てる
地域リーダーの発掘が一番重要
なポイント。

「ビールの里」に向けた体制

• 地域リーダーを発掘し、行政・民間・キリンが一体となったクラスター形成が新しい取組みを可能にする知見を得た。

農作物の販売支援・商品開発を
担う、遠野ふるさと公社



ＴＫプロジェクトの運営委員会組織体制（例）
19
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TKプロジェクトの進化 ⇒ 行政と企業主導型から民間主導型へ

産業振興部長

農林畜産部長

遠野ホップ農協

遠野アサヒ農園
（遠野パドロンＰＪＴ）

農林畜産部
農家支援室

経営企画部
まちづくり再生担当

産業振興部
商工観光課

（委員長）

（副委員長）

生涯学習スポーツ課
（じんぎすかんマラソン）

遠野ふるさと公社

（委員）

+

+

～2015年

2016年～

上閉伊酒造（遠野麦酒）
（ZUMONAビール）

2017年～

Next Commons
（まちづくり会社）

KB岩手支社
（KC CSV）



いざ！遠野はビールの里へ！

新たな展開 ～NextCommonsLab 遠野～の発足
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ビールの里に向かってグツグツ動き出しています！

ビールの里・遠野の中心市街地（遠野市役所横！）に遠野産ホップを活かした
「香る」クラフトビールを造る「マイクロブルワリーパブ：遠野醸造」がオープンしました！！



ビールの里に向かってグツグツ動き出しています！

ビールの里構想を具現化のために、これから市民・行政・企業が一体と
なって議論を重ね、遠野のまちの未来のマスタープランを作りあげていきます！

醸造家の育成研修や
マイビール造りも楽しめる
「マイクロブルワリーラボ」

クラフトビールの量り売りを
していて、観光客も訪れる
お酒屋さん

そぞろ歩きを楽しみ、
ビールを中心にコミュニティーが
活性化する中心市街地
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プロジェクトの最高の成果 未来の仲間①新規就農者（ホップ生産者）の獲得

埼玉 奈良

神奈川 岩手（盛岡） 東京

３年で１２名の新規就農者（仲間）が加わった。
遠野産ホップの栽培減少が止まり、未来へと紡がれる光が見えた！

岡山 遠野
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ビールの里構想・第２ステージへ
農業法人BEER EXPERIENCE社の設立

～日本産ホップとクラフトビールで日本のビアカルチャーをもっと面白く！～
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ビールの里構想を加速させる新たな取組み

「ビールの原料や、おつまみ野菜など、ビール農業に特化した地域商社」

①ホップを中心としたクラフトビールの原料生産・調達と販売 ②ビールのおつまみ野菜生産と販売

～日本のビアカルチャーをもっとおもしろく～

BEER EXPERIENCE株式会社の設立

③ビールの里ブランド加工品の開発と販売 ④遠野ビアツーリズムの展開
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新たな農業法人（BEER EXPERIENCE社）事業概要

①日本産ホップ生産の拡大と高度化
・大規模かつ集約化により、高生産性と高品質を確保
・新規就農者育成プラットフォーム構築と、強い農業
経営体を確立
・ハープの一種ホップを使用した加工品の開発

②遠野パドロン生産の拡大と高収益化
・遠野パドロンの高付加価値化、加工品開発
・年間通じたビール農業ビジネスの確立

③ビアツーリズム事業
・産業資産の見学、体験ツアーの実施
・第3次産業としてのコンテンツ開発、情報発信

※将来的には、遠野産ホップを使用したビール醸造・販売や
醸造家を育成するマイクロブルワリーラボ事業も検討

■設立： 2018年2月 ■代表者：吉田 敦史
■資本金：500万円 ■従業員：7名
■出資金：キリン1.5億円、アグリビジネス投資育成(株)1億円

ビジネスモデル 事業内容

【農業法人 BEEREXPERIENCE社 概要】

「6次産業化」による製販一体化・垂直統合型
高付加価値・独自の事業モデルの確立」

第2次産業 ホップ・地域農産品の加工・
関連商品群の製造

第3次産業 ビール文化の発信・教育・
観光・交流・体験・飲食などの提供

第１次産業
ホップ・
パドロン・

関連食材生産



© Kirin Company, Limited 【機密性区分】（開示範囲）

ビールの里・遠野が目指す未来
現在 過程 未来

～いざ！ビールの里へ～

【地域と共に抱える課題】

⚫ 日本産ホップの減少

⇒農家の高齢化、担い手不足

⚫ 人口減少

⚫ 農業の衰退

観光産業の進化

新規就農者の獲得

【共に目指す50年後の未来】

⚫ 新たなビアカルチャーの醸成

⚫ 魅力ある農業食産業の発展

⚫ OnlyOneの商観光業の発展

⚫ 移住・交流人口の増加

市民の誇りの醸成

教育と人材育成

商業の発展（ビールの里ブランド）

新たなビアカルチャー
醸成への支援

遠野市と共に抱える課題を共有し、共に目指すべきビジョンを掲げて、
前例のないイノベーションに挑戦することで、課題を解決しながら、
ここにしかない価値（ワクワクする未来）を共創していく！
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