
特定非営利活動法人
未利用資源事業化研究会

10年の歩み

メルマガ特別号



「１０周年に寄せて」

特定非営利活動法人未利用資源事業化研究会、通称“ミリケン”も早いも
ので昨年12月で設立以来10年が経ち、今年3月には10周年記念講演会を
オンラインで開催致しました。ここ数年、SDGsやサーキュラーエコノミーが

注目され、それに伴って天然資源や廃棄物の有効活用に対する取り組み
が急速に活発化してきました。ミリケンは未利用資源の発掘とその有効活
用の必要性を10年前から提唱してきましが、いままさにミリケンが目標とす
る活動への期待度が大きくなってきたのではと感じています。
ミリケン設立10年を機に、過去10年の活動を振り返るとともに、今後10年

、ミリケンのやるべきことについて会員の皆様と共に考え、行動に移して行
きたいと思っています。引き続きミリケンへの御協力、どうぞよろしくお願い
いたします。

2022年5月 ミリケン理事長 木村照夫



特定非営利活動法人
未利用資源事業化研究会

設立認証年月日: 2011年12月16日
団体ID:1172233478

本法人は、国立大学法人京都工芸繊維大学の学内組織にとして平成22年11月に設

置された「未利用資源有効活用研究センター」の活動において形成された、産官学ネ
ットワークである任意団体未利用資源有効活用研究会を母体として、平成23年12月
に設置いたしました。

研究会では参加メンバーのネットワークを活かし、未利用資源を有効に活用するため
の、アイデア作り、アイデアを可視化するためのサンプル作り、ビジネス化のための
課題の抽出、関連企業および農林漁業者のマッチング、フォローアップなどビジネス
プランや連携体を生み出す上で基礎となる取り組みを実施しています。



事業目的

1 ．未利用資源を活用した新

たな産業の創生

２．未利用資源を活用した地

域の活性化事業の創生

３．未利用資源を活用した農

商工等の連携事業の創

生支援



理事長 木村 照夫
副理事長 井沢 真吾
同 河野 武平
理事 遠藤 裕之
同 渡邊 能行
同 佐藤 健司
同 田畑 友啓
同 安樂 武夫
同 早川 雅映
同 海東 英和
同 芝山 義雄
同 田村 哲志
監事 土江田雅史

理事長 木村照夫
副理事長 遠藤裕之
同 田村哲志
理事 佐藤健司

早川雅映
海東英和
井野晴洋
武田至弘

監事 十江田雅史

役員

設立当初 現在

活動会員
正会員



平成24年2月24日
設立記念講演会の開催 2012年



近畿経済産業局農商工等連携対策支援事業に認定



第１回マッチングフォーラム
開催（2012．6.15） 主な事業

１．農商工連携に関する定期的マッチング
フォーラム開催

２．各地域未利用資源情報交換会開催
（H.24は網野にて開催）

３．未利用資源事業化プランコンテストの開催

４．アグリビジネス創出フェア２０１２への参加

５．全国の未利用資源のデータブック推進事業

６．その他の活動



第２回マッチングフォーラム開催（2012.9.6）

NPO安全な食べものﾈｯﾄﾜｰｸ･ｵﾙﾀｰ
代表 西川 滎郎 氏

(株)ｴﾑｽｸｴｱ･ﾗﾎﾞ
代表取締役 加藤 百合子 氏



第３回マッチングフォーラム開催（2012.11.24）

講師：手林 慎一 氏
（高知大学自然科学系農学部門准教授）

演題：農作物残渣からの新資源
～万願寺とうがらしで花粉症対策～



各地域未利用資源情報交換会開催
～まるごと未利用資源「網野」を探る1泊2日ツアー～



第１回未利用資源事業化ビジネスプランコンテストの開催
ーＭＩＴとの連携ー



ビジネスプランコンテスト最終候補者メンタリング合宿
10月27・28日 ｉｎ愛媛県越智郡上島町



第１回未利用資源事業化ビジネスプランコンテスト最終審査会

最優秀賞

『腐り・カビによる変色部分を交換可能と
する福祉施設用木製浴槽の開発』

発表者 (有)環プロダクツ 吉川 秀男

優秀賞

『島かんきつ３６５』

発表者 NPO法人 しまの大学
白川 誉・武田 公一



第１回未利用資源事業化ビジネスプランコンテスト審査員の方々

大阪大学大学院国際公共政策研究科 教授

星野 俊也氏
(株)いろどり 代表取締役
横石 知二氏

(株)エムスクエア・ラボ 代表取締役
加藤 百合子氏

日本MITｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞﾌｫｰﾗﾑ副理事長
本橋 健氏

現在、２０１３年第２回未利用資源事業化ビジネスプランコンテスト実施に向けて準備中



第４回マッチングフォーラム開催

『ジビエを利用した発酵食品』
京都工芸繊維大学准教授
井沢 真吾 氏

『アカモクの機能性と利用の可能性』
京都府立大学大学院教授
佐藤 健司 氏

パネルディスカッション

『新たな日本農業のとびらを開く』
パネラー
武田至弘氏 近畿経済産業局 室長
村上静史氏 農業生産法人(株)天野 代表取締役
青木御夫妻 自然耕房あおき 代表と奥様（京丹後市）
廣野御夫妻 株式会社いととめ 代表取締役と奥様（京丹後市）
森下忠廣氏 フードプロデュース空 代表



全国の未利用資源のデータブック推進事業



第５回マッチングフォーラム開催

『農商工等連携の認定から５年。
農業未経験、食品加工未経験者が

到達した視点と技術』
㈲創造工房 代表取締役
早川 雅映 氏

『オーガニックの世界で生産者と販売者を
繋ぎ明日の農業を支援する』
エフティピーエス(株)代表取締役
徳江 倫明 氏

パネルディスカッション

『明日の農業を生き抜く。農商工連携が未来を拓く！』
パネラー
石津大輔氏 針江のんきぃふぁーむ
伊藤幸蔵氏 ㈱米沢郷牧場 代表取締役
村山日南子氏 お米の勉強会 事務局
徳江倫明氏 エフティピーエス(株)代表取締役
早川雅映氏 ㈲創造工房 代表取締役
海東英和氏 元滋賀県高島市市長



徳島県上勝町研修旅行 2013.9.14～15

会員の方々で当ＮＰＯ法人の雛形ともなる上勝町を１泊２日で訪問し、村興しの
中心であった横石氏より葉っぱビジネスの苦難の成功体験をご講演頂き、上勝
町の運営実態を案内してもらった。



アグリビジネス創出フェア２０１３への参加

10月23日～25日 東京ビッグ

サイトで開催され、連携支援
先の商品や当NPOの活動に

ついて紹介すると共に、広く
連携、支援、パートナー募集
を行いました。



第6回マッチングフォーラム開催

『嚥下食、咀嚼食分野で求められる農産物を
知り、新たな農商工連携の可能性を探る』

金谷栄養研究所 所長
金谷 節子 氏

パネルディスカッション

『食品加工の専門家に聞く、今、
求められている農産物とは？』

パネラー
金谷節子氏 金谷栄養研究所 所長
中川彰二氏 (株)テンセイジャパン 会長
吉見慶二氏 ヤマエフーズ㈲執行役員営業部長
森下忠廣氏 フードプロデュース空 代表



2012年6月15日金曜日
第１回マッチングフォーラム
グローバルスタンダードの中で農業経営に求められている課題

2012年9月6日木曜日
第２回マッチングフォーラム
農商工連携事業を語る

2012年11月21日水曜日
まるごと未利用資源網野を訪ねるバスツアー
ユニーク地場産業めぐり農商工連携事業視察旬のカニで地域の方々との交流会

2012年11月24日土曜日
第３回マッチングフォーラム・ビジネスプランコンテスト
未利用資源を利用したビジネスプランの実例・具現化に向けて

2013年2月23日土曜日
第４回マッチングフォーラム
さあ、あしたの農業を始めよう

2013年7月13日土曜日
第５回マッチングフォーラム
さあ、明日の農業を始めよう part2

2013年11月9日土曜日
第６回マッチングフォーラム
新しい分野での農商工連携の可能性を探る

2014年3月23日日曜日
第７回マッチングフォーラム
もったいないから農商工連携でビジネスを創る

2014年10月4日土曜日
第８回マッチングフォーラム
農商工連携でシーズとニーズのマッチングによる事業化を探る

2015年2月21日土曜日
第９回マッチングフォーラム
農商工連携で地方の未利用資源素材の商品化を探る



その他の活動

・廃鶏の再飼育による新たな事業化研究
アカモクを利用した新たな卵の事業

(2013年2月23日定期フォーラムにおいて発表)
京都府立大学、京都府立海洋試験場との連携

・万願寺唐辛子の葉の有効活用事業の研究
高知大学との共同研究

・各分科会活動



分科会活動（2013年）

現在「野菜シート事業分科会」として当事務局において毎月1回の割合で、皆さんのア

イデア・意見を交換しながら色々な観点から事業化に向けてブラッシュアップする会

合を重ねております。

関連事業者の方、一般の方々の参加でより現実的な試行錯誤を行いながら、核とな

るシーズを見いだすべく活動を行っています。



キャラ弁プロジェクト

未利用資源を使った

「手作り野菜シートキット」



2013年１０月２日 野菜シート分科会より

ミリケンフーズ株式会社が誕生しました



参加:37名2017年7月16日



メルマガの発行（2016年～）
（編集長：田村副理事長）

創刊号：価値の創造 フルーツガーリックにおける価値創造
第2号：今、乾燥に何が必要か
第3号：経験経済学に学ぶ
第4号：粉粒技術
第5号：食品保蔵・加工
第6号：食品の高付加価値化～その１
第7号：食品の高付加価値化～その２
第8号：食品の高付加価値化～その３
第9号：甘酒ワークショップ
第10号：何でも紙にします！
第11号：抄紙の原理と応用
第12号：セルロースナノファイバー
第13号：分離技術
第14号：感性
第15号：鉄ミネラル
第16号：葉っぱプロジェクト
第17号：夢を語る～その１
第18号：夢を語る～その２
第19号：プラスチックごみ
第20号：商品開発のいろは
第21号：SDGｓとミリケン
第22号：持続可能社会と衣服
第23号：森と土壌の健全化
第24号：サーキュラー・エコノミ（循環経済）
第25号：21世紀はミネラルの時代
第26号：ＳＤＧsと家庭科
第27号：新しいリサイクルの形を創造する(株)カラーループ
第28号：サステナブルな世界とは
第29号：過熱水蒸気による食材のアップサイクル
第30号：エコプロ2021見聞録



2015年11月29日日曜日
第１回情報交換会 (シリーズ“未利用資源に如何に価値を付与するか”)
フルーツガーリックに学ぶ価値創造

2016年2月20日土曜日
第２回情報交換会 (シリーズ“未利用資源に如何に価値を付与するか”)
今、乾燥に何が必要か

2016年6月25日土曜日
第３回情報交換会 (シリーズ“未利用資源に如何に価値を付与するか”)
経験経済学の視点に学ぶ

2016年12月10日土曜日
第４回情報交換会 (シリーズ“未利用資源に如何に価値を付与するか”)
３回連続サタデーセミナー食品の高付加価値化 〜食材の取り扱いと加工による価値創造〜

2017年7月16日日曜日
甘酒ワークショップ
発酵を知る！甘酒の魅力新発見！！〜家庭で出来るチョット豪華な甘酒の作り方を学びます〜

2017年5月31日水曜日
第５回情報交換会 (シリーズ“未利用資源に如何に価値を付与するか”)
あの未利用資源が、こんな簡単に農作物に価値を与える！～鉄ミネラル供給技術と農業・自然回復への可能性～

2017年10月14日土曜日
第６回情報交換会 (シリーズ“未利用資源に如何に価値を付与するか”)
何でも紙にしてしまおう! 〜抄紙の原理と応用について〜

情報交換会

Cont.



2018年2月21日水曜日
平成３０年度第１回見学会
紙はこうして作られる！〜板紙のいろは〜

2018年3月17日土曜日
第7回情報交換会 (シリーズ“未利用資源に如何に価値を付与するか”)
〜何でも分離できるって本当ですか！〜

2018年5月16日水曜日
第8回情報交換会 (シリーズ“未利用資源に如何に価値を付与するか”)
〜感性で付加価値化を目指す！〜

2018年8月4日土曜日
第9回情報交換会 (シリーズ“未利用資源に如何に価値を付与するか”)
鉄ミネラル技術が拓く美容と健康と農業、そして地球環境〜鉄ミネラルとコラーゲンの再生
・エネルギー代謝〜

2019年6月26日水曜日
第10回情報交換会
（一社）日本繊維機械学会・繊維リサイクル技術研究会 設立１８周年記念講演会と共催

2019年9月25日水曜日
第11回情報交換会
（一社）日本繊維機械学会・繊維リサイクル技術研究会と共催

2019年12月11日水曜日
第12回情報交換会
繊維製品はいかに作られ、いかに処分されようとしているのか

Cont.



2020年11月25日水曜日
第13回情報交換会
コロナ禍における故繊維、古着リサイクル業界の今

2021年1月8日金曜日
第14回情報交換会
サーキュラーエコノミーの最前線

2021年4月27日火曜日
第15回情報交換会
研究会メンバー、今何してる

2121年6月18日金曜日
第16回情報交換会
サステナブルな世界を目指して

2021年9月7日火曜日
第17回情報交換会
サステナビリティって何

2021年11月10日水曜日
第18回情報交換会
BLUE Plastics, ECOSを知ってますか

2022年1月26日水曜日
第19回情報交換会
国連グローバル・コンパクト、アップサイクル、サーキュラーデザイン



コンサルティング等業務委託契約

農業生産法人こと京都㈱ ｘ ＮＰＯ法人未利用資源事業化研究会

野菜廃棄物の利活用等におけるコンサルティングおよびそれに関
連する補助金、助成金、競争的資金等の申請業務等

令和３年度京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業



こと京都 加藤氏撮影



大阪・関西万博 Team Expo 2025 共創チャレンジ



SDGs17とミリケン



今後ともミリケンの応援をよろしくお願いいたします。

今後はプラントベースの衣・食・住
を主なキーワードとして活動を予定


