


Project mission

Project vision

borderless normalな社会へ

国境を超えて、支え合えるコミュニティの創造

新型コロナウイルスが猛威を振う昨今の国際社会。
国際間での人やモノの移動が制限され、今まで以上に「国境」が濃くなった。
しかし、今求めれているのは本当の意味でのborderlessではないだろうか。
国も国境も超え、そのさきにある新たなnew normal。
それこそが「borderless normal （国境のない日常=国境を越えたお付き合い）」である。

borderless normalな社会の実現には人と人が心から通じ合うことが必要不可欠
である。相互に理解し、相互に支える。そんな相互関係が成り立つコミュニ
ティの創造こそが、 borderless normalの一歩目である。
当プロジェクトはコミュニティの創造を通じて心を通わせ、対等な関係として
の支え合う国境を越えたつながりを目指す。



事業責任者：OISCA熊本推進協議会
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Project design・事業実施体制

交流・商品開発

都市近郊貧困
層女性の就
労・起業支援
＆
ハンドメイド
作家商品開発
製作

①子育てママグ
ループ（県内会
員400人）

②ハンドメイド
作家グループ
（メンバー60
人）熊本市内集
客3万人
③ハロウインマ
ルシェ実行委員
会（集客1万
人）
商品リサーチ
デザイン
販売

公益財団法人オイスカ
（協力）



Background   - 課題 -

モンゴルの主産業は工業と金融業、牧畜業の３つ。
その中でも、第三次産業の経済的成長が他産業と比べ遅れているのが１つ目の課題であ
る。優れた原材料･商品・技術料もあるが、日本での認知度も低いことや日本で販売する
際のデザイン性は開発の余地がある。

２つ目の課題として、
都市近郊のゲル地区に住んでいる元遊牧民の生活水準向上が挙げられる。
近代化によって遊牧民をやめる人が増加し、小規模な家内工業などの新たな収入源とな
る事業を始める人も増加傾向だが、まだビジネスとして確立できているところは少なく
生活困窮に陥る世帯も増えている。



Solution - 解決方法 -

日本の熊本県とモンゴルで交流イベントなどを通して、「意見交流」や「ビジネスマッ
チング」等の互いの心を通じ合わせ、関係性を深める取り組みを進めることで、モンゴ
ルの産業レベル向上と、ハンドメイドを始めた女性の就労支援・社会進出応援を達成す
る。

また、今回の事業を元に「国際的経済交流のモデルとなるプラン」を策定し、貧困に悩
んでいる諸外国への提案資料とする。

第1弾として 2021年～2026熊本×モンゴル
ママ応援プロジェクトを開始する。



このプロジェクトが目指すSDGs

暮らしや労働条件の改善を
目指し、自立を促すことで
貧困からの脱却を目指す

女性の働く場の確保と
自立・エンパワーメン
トを図る

持続的、持続可能な経済成
長、生産的な完全雇用およ
び人間らしいはたらきがい
のある仕事の確保を推進す
る

生産者に対して持続可能
な生産の仕組みを実現で
きるよう、フェアな価格
の支払いを保証する。

格差の縮小、人々の平等
の権利などの達成を目指
す

市民、政府・自治体、消費
者、生産者・企業を巻き込
み、貿易を通して変化と持
続可能な発展を求める貿易
パートナーシップにより実
現する

生産者と労働者を持続
可能な生活ができるよ
うにするものとなって
いる。



Project Outline -実施内容-

国境を超えて、支え合うコミュニティの創造

Online community program Mathers business community program

【交流を目的としたオンラインイベントの開催】 【女性の生計向上を目的としたビジネスマッチング】

月に１回、オンラインイベントを開催致します。

【目的】
①両国間の皆さんの相互交流
②両国の皆さんによる事業プレゼンテーション
③交流の場でのディスカッションによるマーケティング

【実施方法】
クラウドミーティングツール「ZOOM」を活用し、オンライ
ンイベントを企画。集客はOISCA熊本とOISCAモンゴルで行い、
幅広い層に参加して頂く。

イベントの内容としては、
①OISCAモンゴルから、現在の取り組みの紹介
②両国の事業者１社に自社の事業及び商品に関するプレゼン
③プレゼンを聞いた上でのフィードバック
を検討中

モンゴルの女性が生産した商品を日本に輸入し、
日本の女性がデザインし、テスト販売まで実施致します。

【目的】
①モンゴルの女性の生活水準の向上
②両国の女性事業者支援
③日本国内でのモンゴル商品に関するマーケティング

【実施方法】
モンゴルの素材や商品についてモンゴルの女性事業者と熊本
の女性事業者が日本の市場の適した商品開発に取り組む
その上で、熊本で開催されるマルシェ(フランス語でマーケッ
トを指す言葉)にテスト出品し、マーケティングを行う。

マーケティングの結果によってはその後もECサイトや、他の
マルシェで継続的な販売も検討中



Schedule -事業計画-

５月
・事業計画書の完成
・予算確定
・第一回オンラインイベント広報開始
・仕入れ商品のリストアップ

１１月

・オンライン打ち合わせ
・商品販売-マルシェ出店
・発送作業

６月
・オンライン交流会
・商品デザイン打ち合わせ
・商品開発開始
・ホームページ打ち合わせ

１２月
・オンライン打ち合わせ
・発送作業

７月

・第一回オンライン交流会開催
（モンゴルの歴史と文化、オイスカとモンゴ

ルの交流・コロナ禍の中での子育てママ・女性
の現状）
・ホームページ完成
・ECサイト完成
・仕入れ商品の検査実施

１月

・オンライン打ち合わせ
・次回仕入れ商品打ち合わせ
・次年度計画

８月

・第二回オンライン交流会開催
（ハンドメイド作家さんたちの取り組み発表
①）
・商品完成
・商品輸入

２月

・第八回オンライン交流会開催
（1年のプロジェクトの成果）

・オンライン打ち合わせ
・次年度に向けた資金調達

９月

・第三回オンライン交流会開催
（モンゴル・熊本プロジェクト）

・マルシェ出店
・マーケティング効果測定
・オンライン打ち合わせ

３月

・オンライン打ち合わせ
・最終報告
・次年度計画

１０月

・オンライン打ち合わせ
・ECショップでの販売開始
・中間報告



商品開発・販売
商品開発

①オイスカモンゴル支部の

商品リサーチ

②オンライン打ち合わせ

③熊本ママグループ

デザイン・マーケテイング

④モンゴル生産者作成

⑤商品仕入れ

販売

①事前予約受注

（共同購入式）

発注の60％

★関係性ネットワークによ
る注文販売

②マルシェ販売

発注の20％

③ECサイト販売

発注の20％

メリット
交流やコラボ商品開発による関係性の構築（仲間づくり・ファンづくり）
予約注文により、生産に無駄が出ない
安定した収入が得られる



販売価格の考え方

生産者

55%

送料・

TAX
15%

事務手数

料

20%

応援基金

10%

販売価格

例）

第1回テスト商品仕入れ250,000円

●仕入れ―200,000円

（商品フェルトスリッパ等150,000円）

●送料TAX ー50,000円

【売り上げ】280,000円

・生産者 150,000円

・送料税金 50,000円

・事務手数料 56,000円

・応援基金 25,000円

次年度仕入れ予算（200,000円）

・送料TAX 50,000円

・仕入れ商品代 150,000円



資金調達（予算 50万）2022年2月頃
コラボ石鹸（例）
・委託150個(250,000円）
クラウドファンディングの
返礼品（1個1300円）
委託先：Ladyberg（調整）

こそだママ作家

例）モンゴルの自然素材

＆ハーブ

低温熟成法

• クラウドファンディングの実
施

・目標額50万

利用運営会社

CAMPFIRE or MAKUAKE

・次年度「商品開発費用」とし
て活用予定

・モンゴルにある優れた天然材
料を活かす（ヤク・皮製品等）

・熊本のママグループとの商品
開発

・モンゴルママ応援基金

モンゴルのママ企業就労支援

1回の売り上げから約25,000円



【５か年計画】

2021年

•モンゴル・熊本のオンライン交流会

•商品開発・商品テスト販売（11月）フェルト製品

• HP/ECサイト製作維持管理

2022年

•オンライン打ち合わせ（2カ月に1回 6回）

•商品開発・商品受注販売（年１回)：例)フェルト・ヤクウール

• HP/ECサイト維持管理

2023～

2025年

•オンライン打ち合わせ（2カ月に1回 計6回）

•商品開発・商品受注販売（年2回）

• HP/ECサイト運営維持管理

＊関係者で状況を見ながら柔軟に対応していく。

【5か年計画：成果目標】
①モンゴルの商品の定期的仕入れ（年2回）ができ、認知度が高まっている
②販売商品・売り上げが増加している（2025年80万円）
③安定した運営体制ができている
④「モンゴルママ応援基金」により、就労者や起業する人が増えている
（コロナ感染状況を見ながら、現地訪問等による交流も企画していきたい）
（時期を見て次のステップにいく場合は新たな資金調達（助成金等）獲得を検討する）


