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未来につなぐ ふくい魅える化プロジェクト

福井でつくろう、

福井をつくろう

未来につなぐ ふくい魅える化プロジェクト make. fUKUIは、「福井で
つくろう、福井をつくろう」をテーマに、まちの魅力や価値の可視化を
通して、 地域を超えた“新たな人の流れの創出”を目指し、2016年秋に
始動しました。初年度は事業創造プログラム、中小企業の採用力強化、
学生ベンチャープログラム、中高生の郷土愛醸成、空き家を活用した
お試し居住の5つのプロジェクトを実施。また独自メディアの運営・発信を
通して、福井に暮らす人々には“日常にひそむ魅力の再発見”を、まだ
福井を知らない人々には“まちと出会うきっかけ”をつくっていきました。
2017年度は3つのプロジェクトで展開。世代や地域を超えてたくさん
の人が行き交い、これからの暮らしや働き方・関係性を育む未来の
地域のあり方を、福井市を起点に実践し、発信していきます。

2017年度の取り組み

開講期間：2017年9月30日 - 2018年2月3日
受講生：21名　　パートナー企業：荒井株式会社、
株式会社米五、株式会社タッセイ　　講師：原田祐馬
（デザイナー、UMA/design farm代表）、萩原俊矢（Web

デザイナー）、高橋孝治（プロダクトデザイナー）

ものづくりが根づく福井を舞台に、
次代のデザイナーを育む小さな教室

PROJECT 1

2016年秋に開校した、新たな価値を生み出
す実験・実践を行う小さなデザインの教室。
第2期となる今年度は、福井市内の企業3社
をパートナーに迎え、講師陣、事業化アドバイ
ザー、プログラムディレクター、そして1期
生が伴走する体制のもと、プログラムを進
めました。デザインを生かした仕事の創出や
新しい働き方を模索する、都市圏をはじめ
市内外の若者 21名が3人1組となり、7つ
のチームを結成。パートナー企業の技術や
可能性、福井に根づく文化や風土を紐解き、
社会の動きを洞察しながら、新たな事業・
プロジェクトを生み出しました。



SCHEME 事業の仕組み

都市圏生活者
なんかできそう！ いってみたい！

福井っておもしろそう！

可視化し伝える！！！

福井の新たな魅力をつくる

来福

（WEBサイト／フリーペーパー／映像／SNS など）

福井

参加
参加

首都圏

参加

関西圏

PROJECT 1
事業創造プログラム

XSCHOOL

PROJECT 2

学生ベンチャープログラム

東西学生対抗アイデアソンメークファイト!!!

PROJECT 3

中小企業採用力強化プログラム

次代の“あたりまえ”な働き方研究所

PROJECT 4

福井の魅力 再発見プログラム

福井の幸せみつけよう取材の旅

EXTRA PROJECT 

空き家お試し居住プログラム

冬の日本海トライアルステイ

PROJECT 1
事業創造プログラム

PROJECT 2

空き家お試し居住プログラム

EXTRA PROJECT 

福井市民の魅力を発掘するプログラム

福井キャンプ

認知度・知名度UP

地元への
愛着

地元への
Uターン

福井市内生活者
福井の魅力を再発見！

地域への誇りUP

［2016年度］ ［2017年度］

Iターン
Jターン

PROJECT 2 EXTRA PROJECT

慶應義塾大学・加藤文俊研究室の学生が
福井の人々から、まちの魅力を綴るプログラム

福井キャンプ

越廼地区を拠点に、福井の暮らしを体感し、
新たな「暮らし方・働き方」を実験する企画

慶應義塾大学・加藤文俊研究室との連携プログラム。加藤研究
室が2004年から全国各地で展開する活動「キャンプ」を、福井
にて行いました。学生21名が、XSCHOOLのパートナー企業 3社
とその提携企業をはじめ、福井で暮らし、働く9名の方々にイン
タビューし、その人の生き様や魅力を体現するポスターとビデオ
を滞在中に制作。市民ら約30名に向け、ポスターの発表会を実施
するなど、新たな交流が生まれ、まちの魅力を再発見する機会に
なりました。ポスターは同研究室の「フィールドワーク展XIV

いろんなみかた」（2/3 - 5 横浜市）でも展示されました。

実施期間：2017年10月 - 2018年2月　参加者：慶應義塾大学・加藤文俊教授、
加藤研究室学生（21名）　取材協力：XSCHOOLパートナー企業他、9名

自然豊かな沿岸部の越廼地区を拠点に、福井で働く・暮らすを
体験できる都市圏在住者対象の「お試し居住」プログラム。東京
でオンライン農学校を運営するデザイン会社・コズは、越廼地
区周辺の越前水仙農家や福井市特産のサツマイモである越前
金時の生産者などを取材。その様子をレポート記事にまとめ、
Web上で配信しました。また大阪・東京を中心に海外にも複数
の拠点を持つデジタルマーケティング会社・TAMは、越廼中学
校で地区のPR活動に取り組む生徒に情報発信の授業を実施。
同校と交流を深めるなど、都市圏の企業と地域の新たな関わり
方を実験する場となりました。

実施期間：2017年8月- 10月　参加企業：コズ株式会社（1名）、株式会社 TAM（4名）



荒井 株式会社 株式会社 米五 株式会社 タッセイ
明治時代より続く福井の伝統産業・絹織物（＝シルク）
に特化した産元商社。和装用羽二重織物やアパレル
向け服地、スカーフ用生地はじめ、近年は産業資材用
生地や機能性素材の加工技術開発にも取り組む。

天保2年（1831年）創業。厳選した国産米、国産大豆、
塩を使った昔ながらの味噌づくりを継承する。永平
寺御用達店として日夜修行に励む雲水らの貴重な蛋
白源としての味噌蔵を預かってきた歴史をもつ。

“「建てる」を応援する会社”として、住宅用建築資材
の販売・納入と大型ビルなどの内装工事を行う。北
陸一の専属施工集団「タッセイ職友会」を有し、資材
調達から工程・品質・安全の管理を一貫して担う。

www.arai-silk.co.jp www.misoya.com www.tassay.co.jp

PROCESS プロセス

PARTNER パートナー企業
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WS 01 @福井
オリエンテーションの後、講師によるレクチャー、福井のまち
を知るミニレクチャーを受講。その後、2日間にわたってパー
トナー企業3社を見学、企業理念や展望、抱える問題について
ヒアリングしました。初日夜は、福井の美味しい酒と食事を
楽しむ、夜のまち歩きも実施。最終日には3人1組に分かれ、そ
れぞれの気づきを共有しながら、アイデアの種を見つけました。
ゲスト：森岡咲子（福井ゲストハウスSAMMIE’S）・河村昌明（福井新聞社）・天
野準一・坂田守史（ふくい片町青年会）

WS 02 @福井
リサーチ・プロトタイプを用いたアイデアの発表から開始。
1期生の加藤氏を迎えた特別レクチャー、夜は経過報告会にて、
プロジェクトを大切に育む1期生の姿に刺激を受けました。
ゲスト講師：加藤洋（XSCHOOL1期生/こよみッション）

発表会 @東京 / 福井
東京/福井での発表会では、プロトタイプの展示やプレゼンで、
各チームが約120日間育んできたプロジェクトをお披露目。各
分野で活躍するゲストを迎えた講評、トークセッションも実施
し、両会場で合計約300名が駆けつけ、大盛況のうちに2期生に
よるプロジェクトは事業化に向けたスタートを切りました。
東京ゲスト：服部滋樹（graf代表）・林千晶（ロフトワーク共同創業者、代表取締役）
福井ゲスト：中邑賢龍（東京大学先端科学技術研究センター人間支援工学分野教授）
　　　　　　　　山出淳也（NPO法人BEPPU PROJECT代表理事）

WS 04 @福井
ブラッシュアップしたプランの発表と講評後、顧客価値と経済
価値を両立する事業スキームのつくり方を学びました。
ゲスト講師：山口高弘（GOB Incubation Partners 株式会社 代表取締役）
ゲスト：黒川照太（XSCHOOL1期生 /FOODIST INFORMATION）

WS 05 @福井
企画の根幹を見つめ、魅力的に伝える言葉と手法を学びました。
ゲスト講師：多田智美（編集者/MUESUM代表）

WS 03 @福井
進捗共有と講評を実施。チームにより進捗は異なるが、チーム
別面談を通して、アイデアと目指す未来像を整理しました。



＊2018年3月時点の情報をもとに作成しています。

今飯田佳代子／会社員（メーカー）
横山絵理／信楽地域おこし協力隊
安井利彰／デザイナー

ものらく座

受け手の想像力を刺激し、笑っているうちにその世界に引き
込んでいく“落語”を通して、ものづくりの裏側にあるつくり
手の技やあふれる熱量を伝えるプロジェクト。ものづくり産
地・落語家とともに創作落語や物語性のある商品を開発し、
もの・産地への愛着をゆるやかに生み出します。

“ものづくりの魅力”を
落語で体感する新しい座

0 1

松本一希／編集者
中井詩乃／デザイナー
青山海里／会社員（金融）

ほんのちょっと

親しい仲間同士で育む本棚プロジェクト。共有したい本を
空っぽの「本棚」にそれぞれ収め、リレーのようにぐるぐると
送りまわすことで、各地で暮らす仲間たちの近況や興味関心
が詰まった本棚が生まれます。これまで知らなかったお互い
のことを「ほんのちょっと」知るきっかけを提案します。

小さなコミュニティをつなぐ、
「リレー本棚」

0 3

片渕未帆／会社員（食品）
早川祐美／主婦（元下着デザイナー）
小野寺正人／会社員（広告）

ころりん

三世帯同居率が高く、待機児童率 0%と子育て環境が豊かな
福井市。しかし、子育て中のおかあさんが不安を抱えていない
わけではありません。そんな気持ちに寄り添う第一弾は、子
どもも安心して食べられる和菓子「ころりん」。おかあさんの
仕事づくりを通して、やわらかな協働の場を生み出します。

子育て中のおかあさんとつくる、
小さな和菓子

0 2

津田康平／会社員（鉄道）
土田佳奈／ゲストハウススタッフ
古澤敦貴／コピーライター

めおとみそ

食事の味つけ、靴下の畳み方、洗濯洗剤の種類など、大切な
人とともに暮らしてはじめて気づく、小さな“すれ違い”。
それぞれの家庭の味がある「食」、なかでも地域によって味の
違いが大きい「味噌」に焦点をあて、おいしい対話を通して、
二人の味を見つける“胃袋のすり合わせ”を提案します。

おいしい対話を通して、
二人の味を見つけるキット

0 4

清水一史／会社員（不動産）
濱見彰映／NPO団体職員
藤井正雄／UXデザイナー

孫世代の視点から高齢者とのつきあい方、バトンの受け取り
方をリデザインする「孫の手舎」による第一弾企画。両親や
祖父母の日常の姿、家庭の味、我が家の定番など、ささやかな
がら大切な家族の文化資産を、息子・孫・いとこたちがともに
記録し、家族・親族間で共有できるアプリです。

OYADORI
自撮りもいいけど、
たまには親撮り

0 5

瓦井良典／デザイナー
広瀬祥子／グラフィックデザイナー
山下敬大／会社員（ITコンサル）

ポケットを使って楽しむ、新しい触覚ゲーム。ポケット＝視
覚情報が自然と遮断される空間と捉え、さまざまな質感を
持つコインに触れ、遊びながら微細な質感の差異に気づき、
触覚を育んでいきます。第一弾の素材は、福井の代表産業・
絹織物（＝シルク）。さぁ、「ふれてみっけ」ましょう！

ふれてみっけ
ふれて、みつける、
新しい触覚ゲーム

0 7

坂下佳奈／元・会社員（印刷）
柴田計／フリーランス保育士
牧野真緒／会社員（ IT系）

「将来の夢はありましたか？　今の自分につながってます
か？」夢中になった夢の裏側にある“好き”という気持ちは、
形を変えて育むことができる。「むすび通信社」は、10歳の
子どもたちとともに毎号誰かの“好き”を切り口に、さまざま
な形で“好き”を実践する大人を取材、発信します。

むすび通信社
大人と子どもの“好き”を
つなげる通信社

0 6

PROJECT 2期生によるプロジェクト



未来につなぐ ふくい魅える化プロジェクト

□PROJECT

PROJECT 1　XSCHOOL　参加者：青山海里、今飯田佳代子、小野寺正人、片渕
未帆、瓦井良典、坂下佳奈、柴田計、清水一史、津田康平、土田佳奈、中井詩乃、濱見
彰映、早川祐美、広瀬祥子、藤井正雄、古澤敦貴、牧野真緒、松本一希、安井利彰、山下
敬大、横山絵理　パートナー企業：荒井株式会社、株式会社米五、株式会社タッセイ　
講師：高橋孝治（プロダクトデザイナー／常滑焼ブランディングディレクター）、萩原俊矢（Web

デザイナー／多摩美術大学非常勤講師）、原田祐馬（デザイナー／ UMA/design farm代表）　事
業化アドバイザー：山口高弘（GOB Incubation Partners株式会社代表取締役）　プログラ
ムディレクター：内田友紀（株式会社リ・パブリック共同代表）、多田智美（MUESUM代表）、
原田祐馬（講師兼任）　ゲスト：森岡咲子（福井ゲストハウスSAMMIE’Sオーナー）、河村昌明
（株式会社福井新聞社）、ふくい片町青年会［天野準一、坂田守史］、加藤洋（XSCHOOL 1期生

／こよみッション）、黒川照太（XSCHOOL 1期生／ FOODIST INFORMATION）　エクスカー
ションツアー：岸田清（朝倉氏遺跡保存協会会長）、一乗ふるさと料理クラブ、伊東尋志
（えちぜん鉄道株式会社専務取締役）、三田村敦（GOOD MORNING代表）、藤川明宏（福井市
文化財保護課）　参加者募集説明会ゲスト：森岡咲子（福井ゲストハウスSAMMIE’Sオー

ナー）　発表会ゲスト：中邑賢龍（東京大学先端科学技術研究センター人間支援工学分野教
授）、服部滋樹（graf代表）、林千晶（ロフトワーク共同創業者／代表取締役）、山出淳也（NPO

法人BEPPU PROJECT代表理事／アーティスト）　協力：山田清実（山直織物株式会社代表取締
役）　オブザーバー：岩崎正夫（まちづくり福井株式会社）、中山慶子、流動創生［山岸竜也、荒
木幸子］、綿村健（FROTSQUARNEL）、岡篤郎、杉本雅明（株式会社エレファンテック）、草野こ
うき（NTT研究所）、山本和紀（株式会社ジャパンポリマーク）、向川理恵、田中克幸、酒井康輔
（きもの もたはん）、森一貴（ハルキャンパス）、大連達揮（株式会社LinkMaker）、株式会社福井銀行
［平塚幹夫、山村尚敬］、XSCHOOL1期生［木村慎弥、篠崎健治、田中宏幸、中川奈保、堀井慎太郎、
室谷かおり、森敏郎］　写真記録：片岡杏子 　撮影協力：市岡祐次郎　運営協力：髙橋
要　会場協力：AOSSA、加藤ビル、クマゴローカフェ、スタンダードブックストア、
TAM COWORKING、ハピリンホール、100 BANCH

PROJECT 2　夏の日本海トライアルステイ　参加者：コズ株式会社［山川みずき］、
株式会社TAM［加藤洋、市岡祐次郎、藤山誠、西村吉晃］　運営：前田浩貴（株式会社ヒャッカ）　
特別授業：越廼中学校の生徒（34名）、先生　取材協力：濱内慶次（越前金時生産農
家）、山本正男（越廼イメージアップ推進協議会副会長）、北村真治（福井市観光文化局長）

EXTRA PROJECT　福井キャンプ　参加者：慶應義塾大学環境情報学部 加藤文
俊研究室［加藤文俊、阿曽沼陽登、大橋香奈、柿嶋夏海、金美莉、小梶直、佐々木瞳、スパンタリダー・
ピッチャー、田島里桃、津田ひかる、中原慎弥、橋本彩香、パナヨティドゥ・クリスーラ、塙佳憲、比留川

路乃、保浦眞莉子、松室雄大、最上紗也子、望月郁子、矢澤咲子、吉澤茉里奈、和田悠佑］　取材協
力：朝日向満子（北中産業株式会社）、牛久保星子（クマゴローカフェオーナー）、株式会社
米五［伊東英明、濱田真紀］、株式会社タッセイ［田中正義、酒井敏雄］、浪江康生、宮崎又彦
（スパゲッティ・ピラフ専門店イタリア）、森岡咲子（福井ゲストハウスSAMMIE’Sオーナー）

□MEDIA

クリエイティブディレクション：原田祐馬（UMA /design farm代表）　エディトリアル
ディレクション：多田智美（MUESUM代表）

 
make.fUKUI / find.fUKUI WONDERS WEB　デザイン：中村文信（SEWI）　コー
ディング：渡利祥太（ケアン）　編集&執筆：石原藍　DIARY執筆：XSCHOOL 2期生
［今飯田佳代子、坂下佳奈、清水一史、早川祐美、広瀬祥子、古澤敦貴、松本一希］、パートナー企業
［荒井章宏、多田健太郎、田中陽介、牧野広明、松山嘉臣］　 制作協力：朝川将義、荒井章宏、
石原拓武、内田裕規、大嶋歩、岸田清、坂田守史、竹本祐司、多田和博、田中猛雄、田村大

make.fUKUI WONDERS 号外
編集&執筆：MUESUM［多田智美、妹尾実津季］　デザイン：UMA/design farm［原田

祐馬、西野亮介］　撮影：片岡杏子　会場協力：城町アネックス
 
□ STAFF

全体運営：株式会社リ・パブリック［内田友紀、白井瞭、田村大］、株式会社福井新聞社
［林明美、宮下浩一、河村昌明、田中光］

主宰：福井市　協力：福井大学産学官連携本部、株式会社福井銀行、株式会社福井新聞社
企画運営：株式会社リ・パブリック、株式会社福井新聞社

2018年3月発行　福井市未来づくり推進局まち未来創造室

http://makef.jp/

XSCHOOL NEWS　1期生の活動報告 CREDIT

TOPIC5 XSCHOOL 1期生の活躍は、
地元紙でも紹介されています！

1期生のプロジェクト進捗や
活動は、“福井市の新たな魅力
をつくりだす試み”として、継
続的に、県内購読率 68%を誇
る福井新聞の記事でも多数取
り上げられています。

TOPIC1 毎日を探検に変える日めくりカレンダー
「こよみッション」の夏休み篇が実現！

クラウドファンディングで目標
金額を上回るたくさんの支援
を受け、夏休み篇が実現。大好
評につき、加藤洋・中川奈保を
中心に第二弾カレンダーの計
画も進行中です！

TOPIC2 「FOODIST INFORMATION」第一弾企画
「インバウンド×駅弁」販売中！

食のバリアフリーを推進する
「Fi」（黒川照太・山岡宏輔）と番匠
本店の共同開発による、料理や
栄養素を多言語表記した駅弁
「越前朝倉物語」が福井駅と金
沢駅にて好評発売中！

TOPIC3 多くの支援者が見守るなか、
プロジェクトの経過報告会を開催！

昨年度の発表会から約8ヶ月後
の10/28、プロジェクトの進捗を
共有する場として、経過報告会
を実施。プレゼン＋交流会を
通して、新たなコラボレーター
との出会いもありました。

TOPIC4 小さなトークイベント＋WEBサイトで
福井の魅力を伝える「おふくわけ」満員御礼！

福井で活躍するさまざまなゲ
ストを迎える10名限定の濃密
なトークイベント「おふくわけ」
は早くも8回開催。篠崎健治・
吉鶴かのこを中心に、仲間を
増やし、輪が広がっています。


