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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。2017年度は、3つのプロジェクトを継続的に展開し、

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

つくってきました。本年度はXSCHOOLが持続的でさらに地域や企業へ

深く根ざした活動となるよう、参加者の枠組みを更新。福井市を起点に

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実践し、発信しています。

2019年度の取り組み

実施期間：2019年10月- 2020年2月
参加者（企業含む）：28人
パートナー企業：日華化学株式会社、株式会社増田喜、
株式会社米澤物産 

ともに考え、ともにつくる、
次代のデザイナーのための小さな教室

PROJECT 1

福井の文化や風土を紐解き、社会の動きを
洞察しながら、未来に問いを投げかけるプ
ロジェクトを創出する120日間の事業創造
プログラム・XSCHOOL。毎年枠組みを更新
しながら進行しています。4年目を迎える今
年度は、「未来の土着」をテーマに掲げ、全国
から集ったさまざまな専門性をもつメン
バーと福井を支える3社の地元パートナー
企業で編成した5チーム、さらに、これま
での XSCHOOLを修了したOB・OGによる
メンターチームの計 6チームにより展開。
アドバイザーやディレクター、メンターが
伴走する120日間の過程では、対話と実験
を繰り返すことで、さまざまな事業・プロ
ジェクトはもちろん、地域を超えた新たな
関係性も生み出されています。



長い時間をかけて固有の風土と結びついて育まれてきた、土着（バナキュラー）な

技術。社会や環境が大きく変化するいま、地球規模から暮らしのスケール

まで視野角を広げて、土着な技術という豊かな資源を新たなまなざしで探索、

プロジェクトを生み出します。

2019年10月末から月1回、福井に集まりワークショップを実施。オンラインでも議論や試作を重ねていきました。

探索領域

パートナー企業

PROCESS

1941年創立。界面科学をコア技術とし、国内
シェアナンバーワンの繊維加工用薬剤をはじめ、
金属加工、紙・パルプ、クリーニングの各業界
向け薬剤、また化粧品など多岐にわたる分野で
研究開発・製造・販売を手がける。福井を代表する
オープンイノベーションカンパニー。

1946年創業。古紙リサイクルを中心とした再
生資源卸売業として循環型環境保全の一翼を
担う。「紙ゴミゼロ」をビジョンに掲げ、身近な
資源分別を啓発する子ども向けの紙リサイクル
教室を開催するなど地域のリサイクル意識を
高めている。

1952年創業。テープやリボンに代表される細幅
織物の企画から染色・製造・販売までを一貫して
行う専門メーカー。インテリア資材分野では
国内最大級の製造能力を誇る。アパレル、産業
用、農業関連など活用分野は広く、次世代型
高機能繊維の追求にも日々挑んでいる。

日華化学株式会社 株式会社増田喜 株式会社米澤物産
NICCA CHEMICAL CO.,LTD.

www.nicca.co.jp

MASUDAKI CO.,LTD Yonezawa Company .

募集説明会＠京都・福井

XSEMI ＠福井

DAY1・2 ＠福井 DAY9 ＠福井DAY5・6 ＠福井

DAY7・8 ＠福井DAY3・4 ＠福井

FabCafe Kyoto / Vesta

日華化学 NICCA
イノベーションセンター
/ 福井新聞社 風の森ホール

9/ 9・12

9/22-23

10 /26-27 1/2612 /14-15

1/12-1311/23-24　

ゲスト：
永田宙郷（合同会社ててて協働組合 共同代表／ TIMELESS

代表／プランナー・プロデューサー）

川崎和也（スペキュラティヴ・ファッションデザイナー／
デザインリサーチャー／ Synflux主宰）

ゲスト：
松島倫明（『WIRED』日本版編集長）

山崎亮（studio-L代表／コミュニティデザイナー／社会福祉士）

PRESENTATION＠東京

PRESENTATION ＠東京・福井

PRESENTATION＠福井

Nagatacho GRiD 6 階 ATTiC

日華化学NICCAイノベーションセンター

2 /2

2 / 8

www.masudaki.co.jp www.yonezawa-bussan.jp

未来の土着

アドバイザー　川崎 和也（スペキュラティヴ・ファッションデザイナー／デザインリサーチャー、Synflux主宰）　佐々木 千穂（株式会社インフィールドデザイン代表）

ゲストレクチャラー　吉行 良平（プロダクトデザイナー／吉行良平と仕事）　高橋 孝治（プロダクトデザイナー）

プログラムディレクター　坂田 守史（株式会社デザインスタジオ・ビネン／ディレクター・プランナー）　原田 祐馬（デザイナー／UMA/design farm代表）

　　　　　　　　　　　　多田 智美（編集者／MUESUM代表）　内田 友紀（都市デザイナー／株式会社リ・パブリック共同代表）

メンター　森 一貴、黒川 照太、加藤 洋、髙野 麻実、髙橋 要、田中 宏幸、吉鶴 かのこ



＊2020年3月時点の情報をもとに作成しています。PROJECT 4 期から生まれたプロジェクト

水上 優 （会社員）［石川県出身→東京都在住］
藤川 幸太 （デザイナー）［東京都出身→京都府在住］
堀口 泰士郎 （日華化学株式会社）［福井県出身・在住］
山口 明希子 （広告制作会社）［長崎県出身→東京都在住］

「なぜ秋になると葉っぱが赤くなるの？」「どうしてシャンプーは泡立
つの？」など、毎日の暮らしのなかには不思議がたくさん隠れていま
す。「こども かがく ピクニック」は、そんな日常から生まれる素朴な
疑問について、福井を代表する化学メーカー・日華化学の研究者を
はじめ、社会科学や人文科学などの専門家とともに探求しながら、
子どもと大人が一緒に視野を広げていく科学教室です。

日常から生まれる素朴な
疑問を探求する科学教室

こども かがく ピクニック 笏谷石バンク

米澤 美香 （建築士）［福井県出身・在住］
谷口 亮 （株式会社米澤物産）［福井県出身・在住］
西尾 峻平 （株式会社増田喜）［福井県出身・在住］
村上純一郎 （NPO職員）［福井県出身→岩手県在住］
倪筱涵 （プロダクトデザイナー）［台湾出身→京都府在住］

福井市・足羽山にて1500年前から採掘されてきた笏谷石。濡れると
色調が変わる淡い青緑色の美しさ・加工のしやすさから、長きにわた
り地場建材として活用され、福井の景観をかたちづくってきました。
1998年には採掘が中止され、今では希少な素材となり、笏谷石の景観も
減少している状況です。「笏谷石バンク」では、不要になった笏谷石の
回収・加工・再販売を通して、笏谷石文化を次世代へとつなげていきます。

福井にて育まれてきた
笏谷石文化を未来へとつなぐ

TalkStay TONKAN terrace

奥田 真由子 （日華化学株式会社）［神奈川県出身→福井県在住］
北村 明子 （マーケター）［三重県出身→東京都在住］
黒川 拓夢 （学生）［福井県出身・在住］
中島 慎太郎 （デジタルプロダクトデザイナー）［愛媛県出身→東京都在住］
西野 奈緒 （株式会社米澤物産）［福井県出身・在住］

同じまちで暮らす日本人と外国人が、ホストファミリーとゲストの
関係をつくることができるマッチングサービス「TalkStay」。日々の
何気ない悩みや困りごとを気軽に相談できるホームステイのような
関係性を生み出すことで、大きな安心を生み出します。TalkStay で
生まれる交流が、日本人・外国人双方にとって、違いを楽しみながらも
自身の文化を振り返るきっかけとなることを目指します。

在日外国人と日本人をつなぐ、
ホストファミリーアプリ

島田 昌和 （日華化学株式会社）［福井県出身→東京都在住］ 
笠松 美香 （情報サービス）［福井県出身→東京都在住］
黒田 悠生 （建材メーカー商品開発）［福井県出身→東京都在住］
水口 七海 （学生）［福井県出身→東京都在住］

「TONKAN terrace」は、福井市高木地区にある、建具屋だった作業小
屋を改修して生まれる、ものづくりの新たな拠点です。3Dプリンタや
レーザーカッター、木工道具、ミシン、ホットプレートなどの道具を
揃え、あらゆる人たちの「つくってみたい！」を応援。子どもも大人も、
障害のある人もない人も、地域の人も通りがかりの人も、ゆる～く集い、
自然と交流できる場を生み出します。

ものづくりを通して、あらゆる
人が集い、交流できる地域拠点

喜贈文庫

見目 飛馬 （株式会社増田喜）［石川県出身・在住］
鈴木 徹 （学生）［福井県出身→京都府在住］
田中 日奈子 （デザイナー）［福井県出身・在住］
中神 遼 （デザイナー）［京都府出身→石川県在住］
南 歩実 （クリエイティブディレクター）［滋賀県出身・在住］

「この本、手放すかどうか悩むな……」、掃除や引っ越し、遺品整理な
どでそういう悩みに直面したことはありませんか？　「喜贈文庫」は、
売る・捨てるではなく、誰かに「贈る」という選択肢を提案するプロ
ジェクトです。「燃やされる紙ゴミをゼロに！」を掲げる古紙リサイクル
会社・増田喜との協働で、喜贈文庫を通して、自分が手放した本を次の
読者へと届け、喜びをつなげます。

手放した本から生まれる循環

ノカテ

加藤 洋 （Webメディア編集長）［京都府出身→滋賀県在住］
髙野 麻実 （建築士）［福井県出身・在住］
髙橋 要 （元福井市地域おこし協力隊）［山形県出身→福井県在住］
田中 宏幸 （建築士）［福井県出身→大阪府在住］
吉鶴 かのこ （グラフィックデザイナー）［大阪府出身・在住］

活用しきれない地域資源と、地域に暮らす人々の潜在的な心と時間の
ゆとり。ノカテは、それらを地域の「余分」と「余白」と捉え、ふたつを掛
け合わせることで価値あるモノ・コトを生み出すプロジェクトです。はじ
まりは、越前海岸から。世代や地域を超えた多様な主体が、互いの出来
ることを差し出しながら、ともに糧を得る。そんな共生の形を描き、交流
の拠点づくりや越前水仙に着目した新しい生業づくりに取り組みます。

世代と地域を超えた、
これからの生業づくり
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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

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］　5つのプログラム

I ターン
Jターン

PROJECT 1
事業創造プログラム

［2019年度］

PROJECT 2

お試し居住プログラム

事業創造プログラム「XSCHOOL」／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！！！」／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」／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」／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」

［2017年度］　3つのプログラム

事業創造プログラム「XSCHOOL」／空き家お

試し居住プログラム「夏の日本海トライアルス

テイ」／福井市民の魅力を発掘するプログラム

「福井キャンプ」

［2018年度］　2つのプログラム

事業創造プログラム「XSTUDIO」「XSCHOOL」

／空き家お試し居住プログラム「福井日本海

トライアルステイ」

PROJECT 2PROJECT 1

創造行為の根っこを見つめなおす
実践的なデザインの教室

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

実施期間：2019年9月22 -23日　受講生：約 60名　 スピーカー：秋吉浩気（建
築家／起業家／ VUILD株式会社代表）、長尾朋子（Spiber株式会社／やまのこ保育園 home 園長）、
紅谷浩之（医師／オレンジホームケアクリニック代表）、椿  昇（現代美術作家）、山﨑健太郎
（建築家／株式会社山﨑健太郎デザインワークショップ代表）

自然豊かな日本海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向けの「お試し居住・オフィ
ス」プログラム。滞在中はコーディネーターが現地の事業者と
連携し、参加者の目的に合わせて中学校訪問、祭事を見学する
など、地域の暮らしがみえる滞在プランを構築しています。4年
目となる今期は、新たに整備されたテレワーク推進拠点「越廼
サテライトオフィス」も積極的に活用。滞在したライターが大手
Webメディアでレポート記事を配信したり、アーティストが
自身の作品を残したりするなど、参加者自らが地域との関わり
方を考えていくようなプロジェクトとなりました。

実施期間：2019年8 -11月　　参加者：4組 9名

昨年度に引き続き、「広義のデザイン」について、ともに考える
2 日間の教室「XSEMI」を開講しました。全国各地から福井に
集まった受講生は総勢約 60 名。今年度は「多様な生き方の
集合体＝都市」をテーマに、独自のヴィジョンで仕事や暮らしを
再構築する方々を迎えたレクチャーとトークセッションを実
施。これからの都市のあり方や生き方、そして次代につながる
広義のデザインの力についてのディスカッションを通して、アイ
デアを生み出す力や可能性を探索する時間になりました。



未来につなぐ ふくい魅える化プロジェクト

□PROJECT1

XSCHOOL

参加者：堀口泰士郎、藤川幸太、山口明希子、水上 優、谷口 亮、西尾峻平、倪筱涵、
村上純一郎、米澤美香、奥田真由子、西野奈緒、黒川拓夢、北村明子、中島慎太郎、
島田昌和、黒田悠生、水口七海、笠松美香、見目飛馬、中神遼、鈴木徹、田中日奈子、
南 歩実　メンター：加藤洋、黒川照太、髙橋要、髙野麻実、田中宏幸、森一貴、
吉鶴かのこ　パートナー企業：日華化学株式会社、株式会社増田喜、株式会社
米澤物産　アドバイザー：川崎和也（スペキュラティヴ・ファッションデザイナー／デザイン

リサーチャー／Synflux主宰）、佐々木千穂（株式会社インフィールドデザイン代表 ）　プロ
グラムディレクター：坂田守史（株式会社デザインスタジオ・ビネン代表）、原田祐馬

（UMA/design farm代表）、多田智美（MUESUM代表）、内田友紀（株式会社リ・パブリッ

ク共同代表）　ゲストレクチャラー：吉行良平（プロダクトデザイナー／吉行良平と仕事）、
高橋孝治（プロダクトデザイナー）　プレゼンテーション・ゲストレビュアー：永田
宙郷（合同会社ててて協働組合 共同代表／TIMELESS 代表／プランナー・プロデューサー）、
川崎和也（スペキュラティヴ・ファッションデザイナー／ デザインリサーチャー／Synflux主宰）、
松島倫明（『WIRED』日本版編集長）、山崎亮（studio-L代表／コミュニティデザイナー／

社会福祉士）　撮影協力：野田恭平　会場協力：AOSSA、加藤ビル、福井新聞社
プレス 21、大学連携センター Ｆスクエア、Vesta、TAM COWORKING 、
FabCafe Kyoto［木下浩佑（株式会社ロフトワーク）］、Nagatacho GRiD［細川哲星

（株式会社ガイアックス）］、NICCA イノベーションセンター［松田光夫（日華化学株式

会社イノベーション推進本部長）、白川さとみ（日華化学株式会社）］　SPECIAL 
THANKS：安西洋之（モバイルクルーズ株式会社代表取締役）、八田嘉一郎（八田経編

株式会社代表取締役社長）、藤田貴美江、宮下友孝、尖遼子、前田健児、山本和紀、
早川祐美、瓦井良典、廣瀬花衣、村松摩柊

XSEMI

スピーカー：秋吉浩気（建築家／起業家／VUILD株式会社代表）、長尾朋子（Spiber株式

会社／やまのこ保育園 home 園長）、紅谷浩之（医師／オレンジホームケアクリニック代表）、
椿 昇（現代美術作家）、山﨑健太郎（建築家／株式会社山﨑健太郎デザインワークショップ

代表）　プログラムディレクター：坂田守史（ディレクター・プランナー／株式会社デザイン

スタジオ・ビネン代表）、原田祐馬（デザイナー／UMA/design farm代表）、多田智美（編集者

／MUESUM代表）、内田友紀（株式会社リ・パブリック共同代表）

□PROJECT2

日本海トライアルステイ
参加者：今村尚史さんご家族、新池一弘さんご夫妻、南谷有美（フリーランス

カメラマン）、三上清仁（アーティスト／なかた美術館ディレクター）　運営：佐藤実紀代
（株式会社舎家／編集室ふたこぶ）、髙橋要（元福井市地域おこし協力隊）　協力：前田浩貴、
越前海岸盛り上げ隊、浅野桃子（HAI studio）、越廼中学校、越前水仙の里公園、
民宿よねや、松平裕子（福井市地域おこし協力隊）

□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）　執筆：伴翔太
（fu プロダクション）、石原藍　撮影：fu プロダクション、片岡杏子　進行管理：
宮下浩一（福井新聞社）

□STAFF

全体運営：株式会社リ・パブリック［内田友紀､松丸裕美子､田村大］、　株式会社
福井新聞社［林明美､宮下浩一］、株式会社デザインスタジオ・ビネン［坂田守史］

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

2020年3月発行　福井市未来づくり推進局まち未来創造課

http://makef.jp/

NEWS CREDIT

TOPIC 5

これまで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、
県内購読率 64%を誇る地元
紙・福井新聞はじめ、メディア
でも多数紹介されています。

TOPIC 1 まちに 広がるレースの魅力。
「ARAKAWA LACE LAB. 」が始動！

2018年度 XSTUDIOから生ま
れたレースの魅力を探求する
活動。市内の公共空間、都内
のイベント、金沢市のホテルな
どで、メンバーとのコラボレー
ションが実現しています。

TOPIC 2 XSCHOOL発の「福井 絵巻味噌」が
パッケージングのコンペで受賞！

1期生の企画に2期メンバーと
パートナー企業が出会って実
現した商品が「2019ジャパン・
パッケージング・コンペティ
ション（JPC賞）」地域産業商品
部門賞受賞。好評発売中です。

TOPIC 3 福井市の新たなテレワーク推進拠点
「越廼サテライトオフィス」がオープン！

XSCHOOL1期生も施設の企画
に参画した、新しいワークス
ペースが福井市越廼地区に誕
生。海を臨むユニークな立地
で、日本海トライアルステイで
も参加者が利用しました。

TOPIC 4 XSCHOOL / XSTUDIOから派生した
チーム「XSTAND 」初イベント開催！

7/29、XSTAND企画で、イタリア
の地域産業をテーマにトーク
イベントを開催。多くの地元企
業経営者らが参加し、ローカル
に根差しグローバルを志す学
びの時間を共有しました。

make.fUKUI の活動は、
地元紙でも紹介されています！


