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園田：佐賀県こども未来課の園田と申します。よろしくお願いいたします。 

竹内：NPO法人鳳雛塾の竹内です。よろしくお願いします。 

尾﨑：NPOコヂカラ・ニッポンの尾﨑と申します。よろしくお願いいたします。 

園田：着席して説明させていただきます。佐賀県で取り組んでおります『子どもたちの志を育

て taiken事業』についてご説明させていただきます。 

本事業は佐賀で子育てをしたいと思ってもらえる佐賀県づくりを目指す、『子育てし大県プ

ロジェクト』の一つです。 

 たくさんのリアルな体験を通して、子供たちにいろいろなことに興味、関心を持ってもらい

たい。目を輝かせながら好奇心いっぱいに人生を楽しむ人になってほしい。そんな思いで実施

しています。 

 昨年度は県主催で佐賀ならではの仕事体験ができるイベントを開催しました。今年度はより

深く、より地域に根差した活動ができるよう企業や NPOが主催する、子供たちが主体的に関わ

る体験活動に補助金という形で支援を行う事業をしました。 

この事業の特徴は、単に金銭的支援を行うのみでなく、アドバイザーとして NPO法人コヂ

カラ・ニッポン様にご協力をいただいている点があるかと思います。これはコヂカラ・ニッ

ポン様の企業や地域の発展と実体験を通した子供の成長の二つを同時に実現することを目的

に活動されている部分が、佐賀県と同じベクトルであった点と、洋菓子の HIROTA 様と子供た

ちが共同して開発したお米のシューアイスでの成功支援のノウハウをお持ちであったという

点からご協力をお願いしたものです。 

シンポジウムやセミナーを通して、コヂカラ・ニッポン様との共通理念である、成功や正

解にこだわらず子供の主体性を優先し、子供が自ら企画または提案すること、子供たちを対

等の存在として扱うことを実施団体と共有できたこと、その趣旨に賛同いただいた団体にす



てきな企画を提案いただいたことが、本事業を進めていくなかで最も重要なポイントになっ

たと思っております。 

コヂカラ・ニッポン様のご協力の内容については、のちほど副代表・尾﨑様より詳しくご

説明いただきたいと思います。本事業は 100万円を上限として十分の十を補助する内容とし

ており、今年度は５件の募集に対して 13件の応募がありました。そのなかから７件を採択

し、ふるさと佐賀への誇りや地域の課題に目を向け、アイディアや情熱を持って地域課題に

取り組んでく、起業家マインドを育てていくべく県内各地で実施していただいているところ

です。 

そのなかから今回は一つ目の、NPO法人鳳雛塾様で取り組んでいただいてます 「SAGA アイ

スアカデミー」について、のちほど詳しくご紹介いただきたいと思います。 

そして二つ目、有田焼の陶磁器メーカー、アリタポーセリンラボ様で実施していただいて

いる「アリタ・フューチャー・センター・ラボ」では、クリスマスをテーマにした新商品の

開発を行いました。 

三つ目、佐賀の B級グルメ、シシリアンライスを活用して地域活性化に取り組む団体、佐

賀市はシシリアンライス deドットコムで実施いただいた、「学び考え伝える、佐賀さいこう

マインド」です。地元佐賀について学び、県外のお客様へのおもてなし方法を子供たちが企

画し、西日本 B1 グランプリで発表しました。 

四つ目、醤油の蔵元、丸秀醤油様で実施いただいている「発酵食品の魅力アッププロジェ

クト」です。発酵食品を使ったお菓子の開発を行いました。 

五つ目、農作物の生産者と消費者をつなぐ NPO法人 Succa Senca様で実施された「SAGA食

べ物語」です。子供たちが自ら自分たちの居場所を作ろうということで、佐賀の農作物を使

った子ども食堂のメニューを考え、作りました。 

六つ目、廃校となった学校を拠点に地域の活性化に取り組む、春日活性化委員会様が実施

されている「子ども映画プロジェクト in 嬉野」です。子供たちによる撮影、編集のドキュメ

ンタリー映画を撮影しました。 

そして七つ目、基山町商工会青年部様で実施されている「キッズドリーム基山」です。実

際の現場、プロの道具を使って仕事体験を行いました。 

すてきな事業をたくさん実施いただいているんですけれども、これを継続していただくと

いう点で、次の２点が課題になっているかと思っております。 

まず 1点目が PDCAのサイクルを回し、よりよい事業にしていくという点です。そのために

はきちんとした事後評価を行う必要があると考えており、参加者満足度を評価指標とし、実

施者である NPO様たちとアドバイザーであるコヂカラ・ニッポン様と入っていただいて評価

を行い、改善点について協議する会を 3月末に開催する予定にしています。 

２点目が自走的な活動に向けてどのように支援をしていくかという点です。補助金は継続

的に支給されるものではないため、資金の確保というものが今後の重要な課題になってくる

かと思います。そのために企業が自ら手を挙げてくることを理想として、ガバメントクラウ

ドファンディングなどの活用も視野に、積極的に成功事例を多くの方に発信してきたいと思

っております。 



では SAGAアイスアカデミーについて、NPO法人の鳳雛塾の竹内様よりご説明いただきたい

と思います。 

竹内：続きまして NPO法人鳳雛塾より SAGAアイスアカデミーの内容について紹介させていた

だきます。 

まず我々鳳雛塾というのは、鳳凰の雛を育てていくということで、人材を育てることをミ

ッションとして活動しております。小学生から中学校、高校、大学生に至るまでのキャリア

教育のコーディネーター、また大人向けにはビジネススクール鳳雛塾っていうものを開催し

ております。今日は SAGAアイスアカデミーへ至った経緯と活動内容を紹介させていただきた

いと思います。 

地元の名物料理、鯉のコラーゲンを使ったフェイスマスクですが、高校で実施している、

企画プラン授業である企画です。 

このプレゼン発表は、商品企画の提案を高校生たちがしてくれました。この発表を聞いた

大人たちの反応は、「商品化したら面白いじゃん」。そして、そういう大人たちの声を聞い

た高校生たちも期待に胸を膨らませてくれました。しかし残念ながら製造することができま

せんでした。高校生たちも製造に向けてモチベーションを上げていたにもかかわらず、で

す。 

そんな経験を通して、我々のなかにビジネスプランコンテストで終わるキャリア教育でも

いいのだろうか？という疑問が出てきました。もっとより良いキャリア教育の形に進歩させ

たいという思いが、ふつふつと湧き上がってきました。そして、我々のなかにキャリア教育

への新たな思いが芽生えてきます。机上の空論で終わらせたくない。実現するために壁を乗

り越えたときに本物のキャリア体験ができるんじゃないか、そんな思いです。 

では、なぜ先ほどのビジネスプランでは商品化まで行けなかったんだろうか。これは、そ

のビジネスプランコンテストの流れです。鯉のフェイスマスクの商品化ができなかった要因

をこのように考えています。 

製造原価の確保ができなかったことです。そして、企画を立ててから企業に相談に行った

ので、検討期間が短いということ。高校生はこのプランを発表して 1年もすると卒業してし

まうんですね。企業の事情を考えずに企画しているので、フィットする企業が見つけにくい

ということ。そして、そもそもゴールが商品化ではなくて企画を立てるっていうところで

す。 

そこで商品化するプロジェクトにするためにはまず資金の確保が必要です。鯉のフェイス

マスクでは、製造原価、そしてそのロットをどのくらいするのか、実際それが売ることがで

きるのかというのが、一つの大きなネックでした。 

次に、プロジェクトの作成段階から協力している企業が必要。最後に、そもそものゴール

を商品化をするプロジェクトにしておくということが大事。そういうことを考えていて、ど

うやったらできるんだろうか？ということを考えてました。 

そんなときに出会ったのが今回の補助金です。この補助金のおかげで資金の確保ができま

した。確定ではありませんが、いろんな方の知恵を借りながら企業さんとつながれる可能性

も広がりました。とにかく具体的に考えていこうという光が見えてきたということです。 



この補助金の対象は、先ほどの高校生とは違って小中学生です。小中学生が喜べる商品企

画はどんなんだろう？そして、その協力をしてくれそうな企業さんは？そういうことを考え

たときに、県の担当課長さんも私も、ある一つの商品が思い浮かびました。 

それは九州のソウルフード、ブラックモンブランです。九州出身の方、この会場内にいら

っしゃいますか？ ちらほらですね、九州。九州出身の方だったらだいたいご存じのソウル

フードです。子供たちもみんな大好きな人気のアイスなんですね。そして、このブラックモ

ンブランを想定して、基本コンセプトを考えてみました。 

九州のソウルフード、ブラックモンブランの竹下製菓株式会社さんに協力をしてもらっ

て、新しい佐賀のソウルフードを創造するプロジェクト。竹下製菓さんとの協力は必要不可

欠です。 

しかし、残念ながらそのとき、我々と竹下製菓さんとのつながりは全くありませんでし

た。そこで、佐賀県こども未来課さんから、小城市さんを紹介していただきました。小城市

さんというのは、竹下製菓さんが本社を置く町です。そしてその小城市を通じて、竹下製菓

さんにつなげていただきました。県の補助金を利用させていただくことで、こうした行政の

方の協力を得られるというのは我々NPOにとっては非常にありがたいことでした。 

こうしたご縁をたどっていくことによって、佐賀県さんの思い、竹下製菓さんの思い、そ

して我々鳳雛塾の思いが一致した、協力体制というものがとれていきました。 

そしてさらに、小城市さんが中学校の校長会で SAGAアイスアカデミーの紹介をしてくれま

した。そこで小城中学校の校長先生が、是非、学校としてこのプロジェクトに参加したいと

表明してくれました。この中学校さんが加わってくれることによって、行政、学校、企業、

NPO の思いが一つになったプロジェクトができあがっていきました。そしてその思いが形にな

ったのが、佐賀の新しい名物アイスを作ろう、SAGAアイスアカデミーです。 

ここからは SAGA アイスアカデミーの内容について紹介させていただきます。 

まず、参加者は小学生が 12名、中学生が 144名です。小学生は一般応募で、夏休みや土日

など、休みの日に活動しています。皆さん参加者、通ってる学校は別々です。 

中学生は２年生、総合の時間を使った取組です。ワークショップの流れはこのような感じ

です。商品企画に関する部分は竹下製菓の社長さんをはじめ、竹下製菓の方から直接学ぶこ

とができました。 

そして、小学生から三つ、中学生から 24の企画が出ました。コンテストを行って最優秀企

画賞を一つ、優秀企画賞を二つ選びました。この選ばれた三つの企画を試作して、具体的に

商品化へ進めている段階です。 

それでは商品化へと進んだ三つの企画について紹介をいたします。 

まず一つ、ここに載せたのは優秀賞の二つです。 

一つはカタナイス。刀をイメージしたアイスです。この企画の出発点は、アイスを食べた

あと、棒が散らかってると。そのゴミをなくすことはできないだろうか？じゃあそのために

は棒まで食べられたらいいんじゃない？じゃあ食べられる棒ってなんかないかな？というこ

とで、いろいろずっと考えていったんですけど、最終的には小学校４年生の子が、ネットで

食べられるお箸っていうのを見つけてきました。それが、い草の味、畳味のお箸です。 



そしてもう一つは梅恋です。これは、地元に牛尾梅林という梅の産地があります。その梅

を生かしたアイスです。赤い梅アイスと青い梅アイスの二つのアイスで、男性バージョンと

女性バージョン、２種類のパッケージを準備してくれました。 

そして最優秀企画賞、優秀企画賞、二つ、小学生だったんですけど、最優秀企画賞は、や

っと中学生がとってくれました。 

世界で初めてだと思います、透明なアイス。その名は、『ｔｈｅスケとるやん』。透明な

飲料からヒントを得ています。透明だからアイスの袋を開けると、すぐに当たりがわかって

しまいますが、そこが売りだそうです。このアイスについては、私が説明するよりも中学生

のプレゼンを直接聞いていただきたかったなという思いはあるんですけど、今日は私が説明

します。 

はじめは冗談半分の発想だったんですが、パッケージデザインやネーミングなどは、具体

的に考えていくなかで、だんだんと彼ら、彼女たちも本気になってきてました。楽しく企画

を立ててくれました。しかし透明なアイスには、竹下製菓さん曰く技術的に乗り越えないと

いけない問題が多々あると。実は大人がもしこれを出したらボツになるだろうと。しかし中

学生がこんな面白い発想をしてくれるので、是非がんばってクリアしていきたいということ

で、今、商品化に向けて、いろいろ技術的な問題をクリアしていただいている段階です。商

品化になったら、是非皆さんのお手元に届くようにできたらなと思ってます。 

このように SAGA アイスアカデミーは現在、まだ進行形で進んでいる段階です。この企画は

２年越しのプロジェクトということで進んでます。しかし、さらに継続して発展させたいと

思っています。 

次の課題は継続するということなんですが、継続するということで、今回のこの SAGA アイ

スアカデミーに関わっていただいたステークホルダーをここに挙げてみました。 

現在進行中なんですが、この関わる人たちが、今どのような思いを持っていただいている

かっていうことを紹介させていただきます。 

まずは子供たちです。ある活動の昼食時に、子供同士がしゃべっているのがちょっと聞こ

えてきました。学校ではいろんな意見を言ってもすぐに否定されるし面白くないけど、アイ

スアカデミーでは思ったこと、何でも言えるから楽しいって言ってくれました。ちょっと予

期せぬ発言でした。 

こんな発言は子供同士でのことなのか、それとも大人、もしくは先生との関係なのかはわ

かりませんが、自分の思いを思いっきりぶつけることのできる場、そういうものが非常に大

事なんだなということを感じさせられました。 

世間一般で認識されてるような子供の居場所っていうものとは少し違うかもしれません。

そういう存在とは別の穴を埋める存在になれてるのかなとも思いました。穴を埋めるという

よりは、埋まった穴に土台を築いて山を築いていく。そんな居場所になれたらいいなと思い

ます。 

これは、コヂカラ・ニッポンさんが、最初、チューター研修というのをしていただいたと

きに、場づくりということを言っていただきました。それが大きく生かされたことだと思っ

ています。学校の先生からも継続したいという意見をいただいていますし、企業の方も続い



て協力していただいております。保護者さんも複数の活動なんですけども、送迎をしていた

だいております。 

私が考える継続するためのポイントです。まずはみんなが、子供のためという理念を共有

するということ。一つのステークホルダーに負担がかかりすぎないということ。そして、誰

でもがメリットや喜びというのがないと、どこか一つに負担が偏ると、やはり継続っていう

のは難しいかなと思っています。 

そしてもう一つは資金ということです。今回、竹下製菓さんが商品化までということを考

えてくださったのには、商品化したときに、小城市のふるさと納税に出してもいいと言って

くださり、小城市さんにも内諾いただいたことが背景としてあると思います。 

ではここからはコヂカラ・ニッポンさんです。お願いします。 

尾﨑：はい。では、今回アドバイザーを務めさせていただきました NPO法人コヂカラ・ニッ

ポンとして、まず簡単にコヂカラ・ニッポンの説明をさせていただいたあとに、今回どのよ

うな立ち位置で関わらせていただいたかをご説明させていただきます。 

まず NPO法人コヂカラ・ニッポンは設立６年目でして、東京近郊中心にビジネスの世界で

も活躍をしていて、子育てもしていて、かつ地域活動にもいろいろ貢献をしているというメ

ンバーたちが、子供たちの力を引き出して日本を元気にしようという思いで立ち上げまし

た。 

すごく大切にしていることは、「良い体験をこちらから提供をする」というものではな

く、先ほども話題にのぼりましたが、やはり「貢献する」「自分が本当に役に立てるという

経験」こそが、子供たちにとって何よりのキャリア経験だということで、子供たちが実社会

において役に立つということを何よりも重要視しています。 

団体のメンバーがビジネスをきちんと知っていて、かつ子供たちと接していて、教育につ

いても知っていて、地域活動、PTAからはじまり自治体や商店街の活動に関わっているので

「どういうふうにビジネスに子供たちが貢献できるか？」とい考えることができるのが私た

ちの強みかなというふうに思っております。 

たとえば、コヂカラ地方創生ということで、千葉県船橋市で商店街の活性化のプロジェク

トが進んでいたり、また今は全国にメンバーがおりますので、沖縄県の西原町というところ

の高校生たちが都内に来て、百貨店なんかで自分たちの地元の商品を販売し PRをしつつ、マ

ーケティングとか、販売、接客についてしっかりプロから学ぶというプロジェクトをやって

いたりします。ちょうど今年も３月の３日、４日、５日と始まります。 

また秋田県の美里町というところで商品開発や、行政や大学と一緒に地方創生もしており

ます。あとはコヂカラ商品開発ということで、先ほども事例としてお話しをさせていただき

ましたが、お米のシューアイスを小学生の子たちが HIROTA様という会社さんと一緒に作りま

した。これが、過去最高益を出す商品になりました。 

２年間子供たちがお米の自給率を上げるにはどうしたらいいか？ということを考えに考え

抜いて、いろいろなところに営業に行ったけれどもなかなか相手にしてもらえないという経

験を経て、HIROTA様と出会い、これは商品化できないと何度言われてもあきらめず、商品の

提案をし続けて商品化をしました。 



もうこのメンバーは今高校生になっていますが、それでも毎回お祭りなどで販売するとき

は、戻って販売を手伝ったりというように、関わったメンバーがずっとその地元だったり商

品に愛を持ち続けるというようなことが実現できているプロジェクトでもあります。 

そのほかも、企業様と一緒にコヂカラのファミリーデーということで、企業の社員の子供

たちにその企業のことを考えてもらったり、新しいことを作ってもらったりしています。ま

た、コヂカラ研修も実施しております。子供達とのプロジェクトは共通言語もなければ報酬

でモチベーションを上げることもできないので、マネジメント力がかなりつきます。コヂカ

ラで得たマネジメント力を企業に伝えるプログラムになっております。 

これらの経験を踏まえて、今回佐賀県様から依頼を受けて総合アドバイザーという立ち位

置で関わらせていただきました。先ほど成功した事例をたくさん挙げさせていただきました

が、実はこの裏に何十倍も失敗をしたプロジェクトもありました。 

人が集まらない、商品化までなかなか行かない、商品化しても売れないなど、それらの失

敗もすべてノウハウ化を私たちはしておりまして、一つひとつ細かく企画段階で何が問題だ

ったのか、集客のときは何が問題だったのか、実施段階で何が問題だったのか、というとこ

ろを様々なプロジェクトメンバーが、自らの成功、失敗をきちんと分析をして、子供たちと

の力を引き出してうまくメリットを出す事業をするにはどうしたらいいかということを 1枚

の紙にまとめております。そのノウハウを活かして今回アドバイザーとして関わらせていた

だきました。 

具体的には、まずシンポジウムという形で、コヂカラ・ニッポンの代表の川島と県知事様

とでパネルディスカッションを行い、コヂカラの成功事例ですとか、子供たちと一緒に事業

を行う上での考え方などをお話しさせていただきました。 

そのあと補助金の説明会ではコヂカラセミナーということで、子供たちの力を引き出すに

はどうしたらいいか、など具体的なアドバイスや意見交換を説明会前に行いました。実際の

プレゼンテーションの場では私たちも審査に入らせていただいて、子供たちと一緒に本気で

作っていきたいというような団体を選ばせていただきました。 

さらに、集中セッションということで、個別事業ごとに、もっとこうすればよくなるので

は？というようなアドバイスをさせていただきました。あくまでもアドバイザーですので、

何よりも主催団体様たちがやりたいこと、本気の思いということをなしにして成功はしませ

ん。「それはうまくいかないですよ」と私たちも言える立場ではないので、今までの経験を

踏まえて、「もっとこうすればうまく行くかも？」というところをいろいろディスカッショ

ンさせていただきました。 

セッションの中で多かったのが、子供たちの主体性を大切にしながらも、スケジュール通

りに企画を動かして、きちんと商品化まで行くにはどうすればいいのか、という質問でし

た。 

バランスだったり、その関わり方みたいなところがわからないというような意見が非常に

多かったです。鳳雛塾様と話をしているときに、ファシリテーターがどこまで入るべきか？

というような話になり、じゃあそのファシリテーターの方々に対して講座を行いましょうか

というようなことになり、次のコヂカラ講座というものを行いました。 



鳳雛塾様のところは大学生が結構多かったので、今回関わってもらう大学生にも、ただ今

回ボランティアで関わるだけではなく自分たちの将来の就職活動だったり、自分たちにもメ

リットがあるというふうに思ってもらえるような新しい事業を作る、新しい商品を作るとは

どういうことかというところから、どういうような場作りをしていけば新商品というのが作

れるのかということをベースに受けていただきました。 

そのあとはもう、主催団体様たちが各々プロジェクトを進めていって、そのなかでもしわ

からないことがあればメーリングリスト等でご相談させていただくというような流れになっ

ています。 

３月 27日には、プレゼンや事業開発、発表会などをさせていただきます。実際一つの部屋

で、ずらりと資料をならべながら、これはどうしていこうか？というプロジェクトを行いま

した。大学生を中心にしたファシリテーターの講座も行いました。関わった様々な実施団体

さんからは「初めての経験なので、内部だけではなかなかいろいろなアイディアが出せませ

んでしたが、集中セッションでいろいろな話が聞けました」というご意見や「募集方法、子

供たちをどうやって選抜していくか、モチベーションの上げ方など具体的なところまでイメ

ージできました」というようなお話もいただきました。 

最後に、県の職員の方も私たちが入ることによって、具体的なアドバイスで見えてくるも

のがあったというようなアドバイスをいただきました。 

大人側が非常に本気だったということが、今回の佐賀のプロジェクトにおいては成功した

秘訣かなというふうに思っており、すごく面白いプロジェクトに関わらせていただいたなと

思っております。最後に園田さん、よろしくお願いします。 

園田：はい。すてきな事業に取り組んでいただいてますので、これが自走していけるように

引き続き取り組んでいきたいと思います。 

本日はご清聴いただきありがとうございました。 


