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株式会社 FoundingBase
東京都豊島区西池袋 3-7-23 池袋 Garage

FOUNDING BASE

“誰かに言われたから” “みんながしているから”

「自由」
とは

D E F I N I T I O N O F F R E E D O M BY F O U N D I N G B A S E
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COMMON

凡

を

に努める。

「当たり前のことを、当たり前にやる」
だけでは不十分。
当たり前のことを、人には真似できないくらい
徹底的に磨き込んで実行し続ける。
その姿勢が、その人の、その組織の、価値になる。
そして、その価値が信頼に変わり、選択肢が増える。
それこそが「自由」
を Update する第一歩です。

コトを創り、コトを進める。

MOVE!

「与えられた課題を解決する」
だけでは不十分。
個人のあり方、組織のあり方、地域のあり方。
未来のあるべき姿を自ら構想する。

MAKE!

創

を

り

協働

2

非凡

UNCOMMON

平凡を非凡に努める。

して
WORK TOGETHER

進

を

める

そして、あるべき姿から問題を発見し、問題を解決する。
“課題解決者”にとどまらず、“課題設定者”になる者こそが
「自由」
の Update を実現できます。

協働し、共創する。
「自分にしかできない」
「自分だけで良い」
では不十分。

する
MAKE
TOGETHER

組織として、チームでやるからこそ価値がある。
早く行きたければ、ひとりで行け。
遠くまで行きたければ、みんなで行け。
私たちは、後者を選びます。
みんなで行くからこそ、ひとりでは叶えられない
大きな
「自由」
を分かち合えるのです。
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P35-44

北海道 安平町

2018 年に北海道胆振東部地震で被災した安平町。”復旧ではなく復
興”を掲げ、
「学びから挑戦へ」
をテーマにした３つの事業
（未就学児

INDEX

の好奇心を育む
「遊育」
、小中学生の探究心を育てる
「教えない放課

HOKK AIDO

後教室あびらぼ」
、子どもから大人の全ての町民の挑戦を支援する

ABIR A-CHO

「カイタク」
）
を推進しています。また、弊社 CCO の林は町民と地域団
体も立ち上げ、様々な町民を巻き込んだまちづくりを進めています。

FoundingBase では、
「自由を Update する」
というミッションにむけて
メンバーそれぞれの切り口で

P29-34

新潟県 三条市

和釘の製造から始まり、金物のまちとして栄えた三条市。現在でも

林 賢司

数多くの技術が受け継がれているこのまちでは、
「関係人口づくり」

地域と協働し、事業をつくっています。
何を創ろうとしているのか、お伝えします。

NIIGATA

河口 彩香

SANJO-SHI
宮本 麻里奈

大脇 政人

KUNIMI-CHO

「都心から、ヒト・コト・モノを地域と繋ぐ Coordinate BASE」
をコン

和野町。人口約 7,300 人のこの町では小さな
コミュニティだからこその強みである、柔軟性
やスピード感を活かしたまちづくりを行ってい

セプトに、Community づくりや採用・広報を中心に活動しています。

OK AYAMA

SHIMANE

ます。地域に深く入り込むことによって、農業、

『かくれ架 BASE』
では、地域の魅力に触れる
Community スナック

TOK YO

KIBI CHUO-CHO

TSUWANO-CHO

リアルイベントも多数開催。地域の関係人口の増加に貢献します。

坂和 貴之

事業を産み出しています。

OITA

BUNGOTAK ATA-SHI

KOCHI

豊後高田市では、
「FLAG SHIP」
というコンセプトのもと日本の地域
における旗艦として牽引するような事業を各分野において取り組ん
でおります。観光事業として長崎鼻ビーチリゾートの開発を行い、現

佐々木 喬志

冨永 咲

片岡 寛明

岡山県 吉備中央町

P15-16

高知県 四万十町

P19-20

福島県 国見町

吉備中央町では、中学生向けの公営塾
『kii+( キ

四万十町は、四万十川のすぐそばにある小さ

福島県の北にある国見町。この町では中学生

分野では、市内唯一の高校の魅力化事業を行っています。農業分

イト)』
を運営しています。この町には電車がな

な町です。そこでは高校生をメインとして公営

から大人までの一貫したプログラムを三本柱

野においては、農家の女性で立ち上げた
『夢むすび』
というまちの

くバスの本数も少なく、更に町内から岡山市内

塾『じゆうく』
を運営しています。ここでは教科

で実施しています。中学生対象のプロジェクト

駅の運営を行っております。

まで約 1 時間弱かかるため、教育格差が激し

指導だけでなく、それぞれの学生のやる気を

学習、高校生〜大学生対象のカスタムラボ、大

い現状があります。その格差是正を目指し、通

発掘するワークショップやキャリア教育も積極

学生〜社会人対象の短期ホイスコーレ合宿で

常基礎科目の授業を行うのはもちろんのこと、

的に実施しています。それらを通じて塾単体で

在は年間 3,000 名以上が訪れるビーチリゾートになりました。教育

日常から様々なワクワクを見つけ究める
『探究
授業』
も行うことを通じて、
【学び続ける子供】
の
夏川戸 大智

藤原 蓮美

眞鍋 勇貴

多胡 友規

添田 瑠璃

SHIMANTO-CHO

P21-28

大分県 豊後高田市
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P7-14

東京

旧津和野町と旧日原町が合併して生まれた津

思あるコミュニティによって作られる魅力的な

山本 裕子

FUKUSHIMA

池田 和也

P17-18

観光、地域包括ケアやメディアづくりなど、意

河嶋 愛基

住定住促進・雇用促進に取り組んでいます。

それぞれはどのような想いで、

島根県 津和野町

松岡 亮

「働きがいのある環境づくり」
「住みやすい環境づくり」
を掲げ、移

新免 琢弥

はなく、四万十町一体となって子どもたちを育
てています。

高橋 沙希

す。この 3 つのプログラムは
「新しい学びを通
じて次世代を楽しく」
をコンセプトに掲げて、人

P15-16

新免 琢弥

も町も豊かに暮らせる町作りを目指しています。

育成を目指し、日々奮闘しています。
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Okayama
吉備中央町

佐々木 喬志
代表取締役 CEO（Chief Executive Officer）
一言から始まりました。
「一応、教師になろうかと思ってる」

僕の実家は創業 150 年の墓石屋で、物心ついた時から

と当時の自分が出せる唯一の解を投げたのですが、
「お前

親は何もわからない僕にʻネコ持ってこいʼとか、
ʻカネ持って

とりあえず、自分で仕事創るか、自分のやりたいこと見つけ

こいʼと指示するのですが、
ʻ何故猫が必要なのかʼ、
ʻ何故お

て生きるか、どっちかで生きろ」
と言われました。僕はこの

金が必要なのかʼ分からず、常に怒鳴り散らされていた記憶

フレーズが心に残り、事業を創って生きていく生き方を目掛

が強く残っています。そんな中、戒名を掘った後に必要な

けるきっかけになったように思います。

作業を手伝っていた時に、
「人って死んだら文字になるの？」

人は生まれた時からアーティスト
高校時代に親友だった 5 人全員、色々な原因が相まって

眺めていても、理解している人、説明してくれる人はほとん

学校を退学しているんです。みんな優れた側面を持ち可能

どいませんでした。亡くなった後に表現されても、理解して

性があるにも関わらず、特定の組織にまとめられてしまう

くれる人がほとんどいないなら、生きている間におもいっき

と、同じモノサシで評価されるが故に排他される存在になっ

り表現した方が良いじゃないか。これは、僕が人生の中で

たり、
クズであるというレッテルを貼られてしまう。
結果として、

大切にしている一つのスタンスです。

それぞれが持って生まれた可能性は発揮されることなく、

Hokkaido
安平町

でもそんな人の生きた証は、墓参りする人たちをたくさん

Niigata
三条市

と聞くと
「これは人の生きた証だよ。」
と教えられました。

Oita
豊後高田市

が教師になったら 3 日でクビだな」
と返され
「まあいいや。

Kochi
四万十町

父親の仕事の手伝いに連れ出されていました。職人肌な父

Shimane
津和野町

人は、亡くなると文字になる

Tokyo
東京

すべての人に可能性がある

社会の中で表現する機会を失っていく。そんな世の中って

ʻお前に仕事は継がせねえʼという強烈な拒否

すごく生きづらいし、何より同質性を担保されたコミュニ

「おい、ちょっと座れ。
」
親父が酒を嗜みながらこの言葉を

ティや社会って単調でつまらないと思うんです。だから僕は

かけてくるのは、決まって人生を揺さぶるような質問が飛ん

FoundingBase を通して、覚悟を持って自分を表現したい

でくる時。中学、高校で 3 回しか喋らなかったうちの貴重な

と思った人が、表現できる社会にしたい。機会が少ないな

この 1 回は、
「
「お前は一体何して生きていくつもりなんだ。

ら機会を増やしたい。そして、社会の余白に誰でも社会参

とりあえず、お前には墓石屋は継がせねえからな。
」
という

画できる世の中を創りたいと考えています。

Personal History
株式会社リクルートHR マーケティングを卒業後、
２６歳の時に外国人留学生・日本人の海外経験者の就職支
援を行う人材系企業の創業を経験。東日本大震災を契機に 2012 年、意思ある地域と意思ある若者をマッチ
ングし、町長付としてまちづくりに取り組む
『FoundingBase プログラム』
の前身となるプロジェクトをスタート。
として法人化し、現在は７つの自治体と協働しながら魅力ある
「ひとづ
2014 年に『株式会社 FoundingBase』
くり」
と
「まちづくり」
に取り組む。
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Okayama
吉備中央町

片岡 寛明

Tokyo
東京

人生、愉しんだもん勝ち
取締役 COO（Chief Operating Officer）
化を共にさせてもらいました。僕がそこで感じたのは
「組織

20 代なんて、働いてなんぼ。20 代で土台を創れないと、

の素晴らしさ」
でした。全ては、MISSION
（= 経営理念）
実現
れば、決して個々の力の足し算では為し得ない驚くべき成果

持っていました。
「やりたい」
よりも
「やらなきゃ」
が先行し、

と成長が生まれる。起業後も
「組織」
を敬遠していた僕の、
「組

仕事をしていた記憶しかありません。HR 領域を学んだ後

織」
に対する捉え方が大きく変わった時間でした。組織って

は、
「ネットやマーケがわからないとヤバい」
と、大手広告代

素晴らしい。素晴らしい組織
（仲間たち）
と、素晴らしい未来

理店に転職。web 領域をキャッチアップし、独立を決意しま

を創りたい。本心からそう願う自分がいました。

す。振り返ると完全に自分中心な意思決定でしたね。起業
後は常に少数を保っていたこともあり、そんなに苦労も無

リッチメディアには約 4 年お世話になり、退職しました。

自分の成長が止まっているという事実。少数で事業領域を

事業・組織状態も復調し、もう一度ゼロからチャレンジした

絞っている以上、なかなか
「できないこと」
にトライする機会

いという我儘を聞いてもらった形です。代表の佐々木とは

をつくれない。
「できること」
を提供し、目の前のキャッシュを

起業時代からの友人だったというご縁もありました。
「自由」

稼ぐ。事実に目を背け、そのサイクルから抜け出すことを拒

を Update する。僕らの MISSION であり、会社が在り続け

んでいる自分がいました。

る理由です。
「自由」
とは、
「自らに由る」
ということ。事業を

Hokkaido
安平町

かったです。一方、時間の経過とともに痛烈に感じたのは、

最高の仲間と、最高の未来を

Niigata
三条市

ながらもリーマンショックを肌で感じ、僕は強烈な危機感を

Oita
豊後高田市

のために。そこに向かう仲間が、一枚岩となる。一枚岩にな

Kochi
四万十町

会社に依存した人生になってしまう。インターンという立場

Shimane
津和野町

成長が止まった、起業時代

成長させ、会社として
「選択できること」
を最大化させる。そ
の過程で、最高の仲間たちのそれぞれの
「自由」
な人生の

組織って、チームって、素晴らしい
転機になったのは、
「コンサル先のクライアント」
からスター

時間を共に送れることがとても楽しみです。挑戦の数だけ、

トしたリッチメディアとの出会いです。IPO 直前から、外部環

失敗がある。苦しいことももちろん多いと思いますが、最終的

境の変化によるどん底の状態まで、振れ幅の大きい組織変

には苦しいことすら愉しんだもん勝ちだと思っています。

Personal History
兵庫県伊丹市出身。大学在学時よりエグゼクティブサーチ
（幹部人材紹介）
を手掛けるベンチャー企業でイン
ターン。大学卒業と同時に正社員化。その後、インターネット広告代理店のオプト社に入社、子会社のクロス
フィニティ社に出向し、web マーケティングのコンサルティングに従事。同社退職後に起業。ヘッドハンティン
グ事業、人事コンサルティング事業など、HR 領域を中心に展開。当時のクライアントであったリッチメディア
とのプロジェクトを開始後、社員として同社成長へのコミットを決意。人事責任者として、組織づくり全般に携
わる。2019 年 6 月 FoundingBase へ入社。2019 年 10 月、取締役に就任。
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Okayama
吉備中央町

冨永 咲

Tokyo
東京

人の生き方の幅を広げたい
Local Coordinator
中で感じたのは、自分への期待値が低かったり、人生
です。私自身もこれまで、何も信じられない、何をした

興味を持ってもらえるか考えていました。そんな中、私

らいいか分からない、生き方を模索していた時期があり

が
「鹿児島出身です」
と言うと、
「焼酎飲めるの？」
と会話

ました。でも、その時々で本当にお世話になったキーマ

が発展し、興味を持ってもらえることに気づいたんです。

ンがいるんです。そうやって新しい価値観との出会いを

焼酎は、小さい頃おじいちゃんが飲んでいる姿をよく見

重ねるうちに、少しずつ自分の生き方を形作ることが出

ていて、その時は
「芋臭いもの」
とネガティブな印象を

来たように思います。

持っていました。でも色々調べてみると、実はもう芋臭
い焼酎なんてなくて味も幅広いし、鹿児島には 113 も

今は色んなものがオンラインで繋がっていて、直接人と

焼酎の奥深さって実はまだあまり広く知られていない。

関わらなくても生きていける時代。でも人が動くきっか

それがすごくもったいない、もっと伝えていきたいと思

けってやっぱり、顔が見える関係性、手触り感のある繋が

い
『2 代目ミス薩摩焼酎』
として 1 年間活動することを決

りが大きいと思います。実際、
『かくれ架 BASE』
で出会っ

意しました。任期を終えた今でも個人で、魅力を発信す

たことで偶然採用に繋がった人がいたり、お客さんとして

る活動を続けています。

来ていた人が今では一日店長として自らイベントをやって

Hokkaido
安平町

の焼酎酒蔵と2000 以上の銘柄があるんです。そんな

次の一歩を踏み出すきっかけをつくりたい

Niigata
三条市

も多かったのですが、その時どうすれば自分が対等に

Oita
豊後高田市

に諦めてしまっていたりするような人が多いということ

Kochi
四万十町

新卒入社した新聞社では、
、目上の人との接待がとて

Shimane
津和野町

新しい魅力に出会って欲しい

くれていたりするんです。ただ人が集まって終わり、
繋がっ

出会いで人は変われる

て終わり、というよりも、それぞれの人や地域など様々な

現在は FoudingBase で、コミュニティスナック
『かく

ものが持つ
「埋もれている価値」
を掘り起こして誰かに伝

れ架 BASE』
の運営や採用などを幅広く担当しています。

えていくことで、その人が次の一歩を踏み出すきっかけに

面談やイベントを通してたくさんの人と向き合ってきた

なるような場所を、私は創りたいと思っています。

Personal History
鹿児島出身。在学中にインド、
カンボジア、エジプトなどの孤児院でボランティアを経験したことをきっかけに、
多様な現場と関わり合える仕事に従事したいと思い、地方新聞社に就職。そこで広告の企画営業部にて特
集やイベントの企画・運営をはじめ新規開拓営業や代理店営業を担当。新聞社時代に様々なお酒を飲むよう
になり、焼酎をはじめとする地元鹿児島の良さに気づかされ、退職して 2 代目ミス薩摩焼酎として活動しながら、
人材ベンチャーで外国人や新卒・第二新卒層の就職支援も経験。現在 FoundingBase では、コミュニティス
ナック
『かくれ架 BASE』
の立ち上げ・運営や、採用や広報を担当。
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Okayama
吉備中央町

添田 瑠璃

Tokyo
東京

自分の人生を歩む人を増やしたい
Local Coordinator
くりの仕事に興味を持つと同時に、
「仕事って、人生って、

私の父は銀行員で、いわゆる世間の
『良い会社』
で仕事

ました。

そうな顔で仕事の話をする姿をあまり見たことがありませ
ん。仕事が原因で体調を崩し、入院したこともありました。
きるのって苦しそう」
と感じていました。一方で私自身も、

幸福な人生とは何か。私は、これまで様々な人の生き方
に触れる中で
『自分の人生を愛し、自分の意志を通わせて
生きることができる人生』
がその一つなのではないかと思

から、それに乗った
『良い人生』
を歩まなければと自然に

いました。
「誰かにこう言われたから」
ではなく、
「自分がこ

思っていました。

うしたい」
と自分の意志を通わせて人生を生きる。では、そ

楽しく自分で仕事を作っている人と出会う

理解すること、多様な選択肢を知ること、そしてそこに踏み

私は静岡で育ち大学から東京に出てきたのですが、東

出す勇気を持つことです。現在 FoundingBase では東京

京よりも地元のほうが好きだなと感じました。そのため大

チームで、採用やコミュニティスナック
『かくれ架 BASE』
の

学の課外活動やインターンを通して、日本各地の地域へ

企画運営をしています。この仕事を通して、大学時代出会っ

足を運んでいました。その中で、出会ったのが
「まちづくり」

た大人たちのように、今度は私が、周りの人や出会った人

を仕事にしている大人たちです。彼らは世間の
『良い会社』

と向き合うことで、その人自身の人生を歩むプロセスを一

で働いているわけではないです。でも、自分の人生や仕

緒に描きたいんです。実際に出会った人たちが、採用面談

事を自分自身の物差しで選び、楽しそうに働き、楽しそう

やイベントをきっかけに少しずつ変化したり、何かに踏み出

に生きていたんです。そんな出会いをきっかけに、まちづ

していく姿が見られて本当に嬉しいです。

Hokkaido
安平町

れ実現するために必要なことは何か。それはきっと自分を

Niigata
三条市

『良い学校・良い会社』に入ってほしいという周囲の期待

Oita
豊後高田市

そんな父をそばで見ていて、
「仕事って楽しくなさそう、生

人生を愛し、意志を通わせて生きる人を増やしたい

Kochi
四万十町

一筋に働いていました。しかし私は、幼い頃から父が楽し

実はもっと自由で、面白いものなのかもしれない」
と思え

Shimane
津和野町

仕事って楽しくないものだと思っていた

Personal History
大学では社会格差やまちづくりを学ぶ。多様な地域に足を運ぶことが好きで、在学中は限界集落を訪ねたり、
ワークステイや東北のボランティアなどの活動に参加。その傍ら体育会応援部にも所属し、吹奏楽団の一員とし
て活動。卒業後はまちづくりに関わるベンチャーに入社。シェアオフィスの店長を経て、3 店舗のマネージャーに
就任。そこでチームメンバーと対話する中で、彼らが楽しく働けていない状況に力不足を痛感するとともに、
もっ
と1 人 1 人と向き合い幸福な人生を掴むための力になりたいと決意。目の前の個人の幸福と社会の幸福にど
こよりも深く向き合っていると感じた FoundingBase へ入社。現在は採用やかくれ架 BASE の運営を通している。
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Tokyo
東京

胸張って生きてほしい

Okayama
吉備中央町

新免 琢弥
Education Div. Manager
自分で周りの出来事を解釈し、意味づけながら身の回り

僕の中高時代は徹底的に勉強を強いられる環境で、学校

を少しずつ変化させていったり、
「なぜ」に対して答えを見
つけるために行動を重ねていくことが必要なんです。

全てで、それ以外は認められない。だから先生も、守って

僕自身が、その生き方を体現し子どもたちに背中を見せ

いるかどうか、やっているかどうかだけを見て自分を評価

てあげられるような人でありたいと思っています。

ないのか、
なぜ勉強をしなくてはいけないのかっていう
「な

学びの生態系を創りたい

か自分が勉強以外でやりたいことがあったとしても
「テス

どたくさんの
「次世代に必要な能力開発授業」
があります。

トでいい点数を取ってから言え」
という決まり文句で跳ね

しかし、それに加えてさらに大事だと思うのは、
「日常に問

返される。そんな環境で過ごしているうちに、自分は何も

いがあり、その問いの解決に向かって没頭していける環

出来ないんだと初めから諦め、
「いかに怒られずに過ごす

境」
づくりだと考えています。それを実現するために僕は

か」
ということを考えながら、場所や相手によって自分を

まず、探究授業で日常に問いが溢れていることを楽しんで

合わせていたように思います。

実感出来るきっかけを作り、そしてその問いに対して答え

Hokkaido
安平町

いま社会には、プログラミング、英語、STEAM 教育な

Niigata
三条市

ぜ」の議論すらした記憶がないんです。そして家では、何

Oita
豊後高田市

していたし、じゃあそもそもなぜ校則は守らなければいけ

Kochi
四万十町

では
「校則は守るもの」
「勉強はするもの」
という価値観が

Shimane
津和野町

過去の自分みたいになって欲しくない

を見つけるために行動を起こせるような環境を公営塾を

信頼できる大人でありたい

使って作っています。これらによって、大人も子どもも学ぶ

僕は今の中高生たちに、そんな過去の自分みたいに

ということが当たり前に起こり、
「学び」
を中心に人間関係

なって欲しくないんです。環境や周りの評価など相対的な

が構築され、さらに新しい大人や子どもが出入りする。僕

もので自分の価値を決めてしまうのではなく、絶対的に

は FoundingBase を通して、そんな学びの生態系を創っ

「自分はこれで良いんだ」
と胸を張って生きて欲しい。自分

ていきたいです。

の人生を豊かにするのは自分しかいません。だからこそ、

Personal History
高校受験対策をメインとした塾「類塾」
で子どもたちの指導を行いながら、教室長や生徒 25,000 人が使用
する教育カリキュラムの統括を担当。並行して数百人単位のスタッフ採用の企画実行を経験。その後、通常
の学習スタイルとは異なる様々な切り口で、子どもたちの
「学ぶ喜び」
を引き出す東京の著名な塾「探究学舎」
で 新教室の運営や授業開発を行い、出張親子教室の立ち上げを経験。2016 年 10 月に FoundingBase へ
入社。以来、岡山県吉備中央町の町営塾
「kii+」
の塾長として公営塾の運営や高校魅力化事業の統括を担当。
現在は FoundingBase の Learning Experience Designer として教育事業全体を牽引。
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Okayama
吉備中央町

坂和 貴之
島根県津和野町チーム Community Manager
する日が続く中、あるお蕎麦屋さんのご主人が 3 万円出し

僕、高校受験で失敗したんです。第一志望に落ちて、当時

てくれることが決まったんです。それは僕が初めて、仕事
ご主人が売っている 1 杯 240 円の蕎麦 150 杯分の価値

ご縁で入ったその高校が本当に良かったんです。小学校

がある。僕はそのお金を稼ぐまでにかけた時間を投資し

から野球をずっとしていた僕にとって環境も良かったし、と

てもらったのだと、重みを実感しました。自分が作りたい

にかく授業が面白かった。付属の大学の教授が担当して

ものを作るのはやめよう、これからは地域の人に喜んでも

くれる授業もあって、例えば日本史は教科書には載ってい

らえるものを作りたい、そう決意しました。

ないマニアックな事まで学べたし、試験も、暗記ベースで
はなく、知識を使いながら自由に論述する形式でした。好

「伝統」
をアップデートする
現在 FoundingBase では、Community Manager とし

その高校に行かなかったら目指せなかったであろう大学

て主に津和野町と吉備中央町に関わっています。
「伝統」
と

にも、行くチャンスを掴めました。それからの僕は、ご縁を

は何か。それは
「古いもの」
だからそのまま大事に守ってい

大切にするということを生きるスタンスにしています。

かなければならないと捉えられることが多いと思います。

Hokkaido
安平町

きで学ぶようになったので、成績も上がったし、その結果

Niigata
三条市

嫌だなあと思って通っていました。でも結論から言うと、

Oita
豊後高田市

の対価としてお金をもらった経験でした。3 万円という額は、

Kochi
四万十町

自分はあまり知らなかった高校に行くことになり、最初は

Shimane
津和野町

「ご縁を大切に」

Tokyo
東京

地域の人が喜ぶものをつくりたい

でも僕は、伝統とはその時代の人が積み上げてきたもの

地域の人が喜ぶものを作りたい

だと思うんです。今地域にある伝統も、最初は誰かが始め、

大学に入ってからやっていたフリーペーパーを作成する

それが時代性と掛け合いながら、人々が積み上げ残ってき

活動の一つとして、福島県会津若松市の観光パンフレット

たはずです。だから僕は、伝統をそのまま残すよりもどんど

を英語で作るプロジェクトを企画しました。製本にかかる

んアップデートしていきたい。その中で、地域からもっと、

お金は地元の方から協賛金をもらおうと決めたので、毎月

やりたい！チャレンジしたい！という挑戦がたくさん生まれ

夜行バスで通い詰め、商店を一件ずつ回りました。苦戦

る社会を創りたいと思っています。

Personal History
小中高を通して野球を経験。大学では地域のフリーペーパー作成などの課外活動を行う。また、在学中に 2
年間休学し、町長付に就任することでまちの変革を行う
『FoundingBase プログラム』
の一期メンバーとして
参加。そこで、農家さんが直接販売できる市場「まるごと津和野マルシェ」
の立ち上げを行った。津和野町の、
人の距離が近いことや現場で仕事をすることに魅力を感じ、卒業後は FoundingBase の社員として継続的
に津和野町に関わっている。現在は農業、ゲストハウスやメディアの運営、医療事業、地域商社の立ち上げ
など多様な分野にわたる事業を統括している。
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Okayama
吉備中央町

高橋 沙希
高知県四万十町チーム Education Div. Director
か私にとって
「足枷」になっていました。前の職場で悩ん

う会社に勤めていました。労働組合は、従業員がどうやっ

が
「その人らしさ」
を阻害しているように感じました。自分と

たら幸せに働けるかを真剣に考えています。それを実現

向き合い、考え、自分の大切にしたいことを言語化し、そ

するため職場内のコミュ ニケーションの円滑化や、上司

れを選択して生きていくことが出来ればいいのですが、

との関係性の改善、ワークライフバランスの担保などの問

日々目の前の仕事に一生懸命働いているがゆえに、自分

題を一緒に解決していくような仕事をしていました。しかし、

について考えるきっかけって実はあまりないんです。

係や仕事がうまくいかず生きづらさを抱えているという状

「変化」
の一歩をつくる
現在は四万十町で、高校生向けの町営塾の運営や、大人向

き姿」
にとらわれて苦しんでいることを知った時、なんとか

けの対話プログラムを通して、幅広い年代の人と向き合い仕事

したい、
「あなたなら大丈夫」
と背中を推したいし、私自身

をしています。当初は夢もなく
「自分なんか」
と人に意見を言え

が背中をおせる人でありたいと思ったんです。

ないでいた高校生が、一緒に色々な話をしていく中で夢を持

Hokkaido
安平町

況が起こっていたんです。私よりも優秀な同僚が「あるべ

Niigata
三条市

解決の提案をするはずの社内の人間に元気がなく、人間関

Oita
豊後高田市

でいた大人たちも皆、それぞれの足枷が一つの原因で、それ

Kochi
四万十町

以前は東京で、労働組合専門のコンサルティングを行

Shimane
津和野町

「あなたなら大丈夫」
と背中をおしたい

Tokyo
東京

誰かの背中をおせる私でありたい

ち、今はそんな自分を変えたいと毎日頑張っている姿に寄り

足枷が「その人らしさ」
を阻害する

添っています。また、最初は一人で立ち上げた対話プログラム

私自身も、日常生活の中で気持ちの余白がなくなった

も、プログラムの卒業生が自分も企画側に回りたいと、今では

時つい「私はこうあるべきだ」
と考えてしまっていることが

4 名のプロデューサー達が一緒にプログラムを運営してくれて

あるんです。それは幼い頃から、両親の喧嘩が度重なる

います。どんなときでも、
「変化したい」
と願う様々な人たちに対

ような環境で育つにつれて、自分はいい子であらねばな

して向き合い、本質的に支えてあげられるような自分であり

らないのだという義務感を強く持った
『できるさきちゃん』

たいです。そしてそれによって、変化を恐れず自分の
『理想』

が作られていったからだと思います。それがいつの間に

を生きる人を増やしていきたいと思っています。

Personal History
大学時代、バックパッカーとして 20 カ国を旅する。卒業後は、労働組合のコンサルティングを行う会社で、社員
か幸せに働くための職場改善提案を 6 年間行う。人間関係など仕事上の様々な悩みを抱 える顧客や社員と
関わる中で、もっと近くで人に向き合える仕事がしたいと強く感じ、転職活動を始める。そこで直感的に話を
聞きたいと飛び込んだ FoundingBase で、採用面談をしてくれた人事担当者の人への向き合い方に感銘を
受け、入社を決意。現在は、高知県四万十町で町営塾を運営し高校生一人一人の成長に寄り添っている。
また、大人対象に少人数で内省を行う対話プログラム
『FactoryDialogue』
を立ち上げ定期開催している。
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大分県豊後高田市チーム

Okayama
吉備中央町

夏川戸 大智

Tokyo
東京

信頼出来る仲間と日本の未来を創る
Community Manager

Shimane
津和野町

や日本の未来のことを想い、手紙を綴った先人たちがい
たことを初めて知りました。今、子どもたちは先人たちの

ありました。それは、生まれ育った家庭のなかで無意識に

ように日本へアイデンティティを持って過ごせているだろう

「自分が長男として母親や弟を支えるんだ」
という思いを強

か。その時僕は、そんな子どもたちのために先人たちの

く持つようになったことも影響しています。実際に、その役

想いを紡ぎ、未来を創っていく仕事をしようと決意しました。

割を担ってきました。そんな環境で過ごすなか、小学生の
命をかけて火へ飛び込んでいく彼らを見て、将来は自分も
「誰かのためになる仕事をして生きたい」
と思ったんです。

豊後高田に夢を創りたい
現在は豊後高田で立ち上げた、観光、教育、農業の３つ
の事業を統括しています。
「地域」
と聞くと
「何もない、夢が
業を通して、社会を前提に自分の夢を決めるのではなく、

大学は防衛大学に入学しました。訓練は本当に厳しかっ

自分のありたい姿を前提に社会でやりたい
『コト』
を考え

たのですが、仲間に命を預けながら一緒に乗り越えた経

る人を増やしたいです。地域に住む個人が自分のやりた

験は今では自分にとってかけがえのない財産です。大学

い
『コト』
に挑戦し、その想いが脈々と繋がり、また別の誰

3 年生の時、硫黄島へ研修に行きました。そこでは通常の

かの
『コト』
が創発される。そうやって、個々の色んな
『コト』

訓練のように身体を鍛えるというよりも、精神が鍛えられ

が溢れていく事で、結果的に地域全体の夢を創る。僕は豊

ました。戦時中、自らの命を失うことを知りながらも家族

後高田で、
それが文化となるまでやり続けたいと思います。

Hokkaido
安平町

ない」
と感じる人が多いと思います。しかし僕はこれらの事

子どもがアイデンティティを持てる日本にしたい

Niigata
三条市

時消防士という職業に出会いました。人を救けるため自ら

Oita
豊後高田市

僕は幼い頃から、誰かのために何かをする機会が多く

Kochi
四万十町

ひとのために生きる

Personal History
青森県出身で、防衛大学に入学。卒業後は IT 系のベンチャー企業でトップの営業成績を残すも、自分の働き
が何に繋がっているのかが見えず
「日本の未来を作っていく仕事が出来ること」、
「信頼の置ける仲間と働ける
こと」
を軸に転職先を探す中で FoundingBase に出会う。力を尽くし現場で地域に貢献するメンバーに胸を
打たれ、入社を決意。現在は大分県豊後高田市で、観光事業、教育事業、農業事業の統括を担当している。
まちに魅力を感じて訪れてくれる人を増やすことで、地域からもさらなる挑戦が生まれるようなまちづくりを実
現するために奮闘中。
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Tokyo
東京

消費の意識を変えたい
大分県豊後高田市チーム

Okayama
吉備中央町

藤原 蓮美
農業事業担当
一方で、地産地消はあまり進んでいません。国産で賄って
ているのが現状なんです。それは、私がインドで生活する

インドでは、学校がある地域で生産されたものを消費する

中で形成された価値観と全く異なっている。でもそれを押

スタイルが生活の基本。でも、そこは雨があまり降らない

し付けるのではなくて、どうすれば自らそれらに対して興

地域でもありました。だから当然、雨が降らず水が無くな

味を持ってもらえるのか、私は考えています。例えばアボ

ると、作物も育たない。それだけではなく、雨が降らない

カドを買う時、これはどこで生産されて、作るためにどれく

ことによって学費が高くなったり、遠くへ水を取りにいかな

らいの水を使っているかとか、知った上で消費をして欲し

いとだめだったり。水を節約するため、歯磨きはマグカッ

いんです。

プ一個分だけ使うように言われていたし、小さい頃からそ

現実は
「もっとよくできる」

水を流しっぱなしで歯磨きをしたり、お風呂も水を貯めっ

現在 FoundingBase では、豊後高田市の農業魅力化を

ぱなし。それが、私の中では真逆の世界だったんです。こ

推進する事業を担当しています。私は、いま地域に必要な

れに興味を持った私は色々調べていく中で、いま世界的

のは、外からの刺激だと思います。私自身これまで、
インド、

に水資源は段々と少なくなってきていて、その理由が環境

日本、交換留学のイギリス、大学院のスイス、様々な場所

汚染や廃棄物の放棄であることを知りました。

に身を移す度に、今まで知らなかったものと出会いぶつか

Hokkaido
安平町

うすることが当たり前の環境でした。その一方日本では、

Niigata
三条市

ら高校までの間、インドの寄宿学校に通っていました。

Oita
豊後高田市

いるものは 2 割程度しかなく、他はほとんど輸入品を使っ

Kochi
四万十町

親はずっと日本で暮らしていたのですが、私は小学校か

Shimane
津和野町

私たちの消費行動は環境に影響を与える

ることで、新しい感情や気づき、化学反応が生まれてきまし

消費に対する意識を高めたい

た。そんなチャレンジを重ね、今の私がある。だから私は

日本では
「自分の消費がどんなインパクトをもたらすの

もっと、地域と外の世界を繋げることで
「これでいいんだ」

か」
を意識することなく、とにかく安いものが消費されてい

ではなく
「もっとよくできるんだ」
と意識を変えていきたいと

るように感じます。また色んな形で農業に力を入れている

思っています。

Personal History
高校までをインドで過ごす。自然の変化が直接生活に影響する環境で過ごす中で、自然と人間の密接に繋
がっているということを肌で実感すると同時に、資源が原因で生まれている格差に関心を抱く。大学は日本
に進学。在学中、ビジネスコンテストでエコツーリズムの事業を立案し優勝。また、イギリスへ 1 年間の留学
も経験。卒業後はスイスの大学院に進学し、国際開発の農業分野を専門に学ぶ。その後は UNITAR でコン
サルタント、コワーキングスペースを運営するベンチャーでの仕事を経験。その中で、FoundingBase と出会
い、地域の農業を現場から変えたいという想いで入社を決意。現在は大分県豊後高田市で農業事業を担当。
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Okayama
吉備中央町

眞鍋 勇貴
Education Div. Director
なったのですが、僕が自分で考えられるようになったと思

学校を休んでいました。だから、活躍出来る場があまりな

て物事の考え方や、正解が無いものに対して納得解を出

かったんです。スポーツも出来ない、勉強はある程度やっ

すにはどうしたらいいのかということを学び、意見が言え

ていたけれど 1 番かと言われるとそういうわけでもない。

るようになりました。その経験もあって、やっぱり学校教育

でも、そんな時間を長く過ごしている中で、
「このままじゃ

の中でも早い段階で、自分で問いを立て納得解を出して

あかん」
と思ったんですよね。それで、親父が昔野球をやっ

いくような学びが必要なのではないかと感じています。

て、体力がついたのか、学校を休むこともなくなり、長距

可能性を生み出せる人になって欲しい
僕が今、地域で感じているのは
「可能性」
が大事だとい

中学校からはバドミントンに熱中していました。バドミント

うことです。地域ってコミュニティ性がとても高い。だから、

ンって特に力も身長も関係なく、みんな大体初心者です。

自分一人だけではなく誰かを巻き込んでやらないと何事も

だから、
「ここだったら僕でも勝てるかもしれない」
と自分

実現が難しい。それってハードルが高いことでもあり、結局、

自身で思えたことが大きかったような気がします。

社会や自分に対して可能性を感じられなくなると、人は動

Hokkaido
安平町

離走も学校代表で出られるまでになったんです。そして、

Niigata
三条市

てたこともあって、野球部に入りました。それなりに楽しく

Oita
豊後高田市

えたきっかけが一つあり、それが哲学でした。哲学を通し

Kochi
四万十町

僕は元々すごく病弱で、小学校 3 年生ぐらいまではよく

Shimane
津和野町

ここだったら勝てるかもしれない

Tokyo
東京

可能性を生み出せる人になって欲しい

けなくなるのではないかと思います。だからこそ、僕はやっ

「正解」
ではなく
「納得解」
を出す

ぱり子どもたちには、自分で可能性を生み出し続けられる

大学からは、周りのほとんどが留学生や帰国子女の環

人になって欲しい。
「自分はこれをやりたいんだ」
という欲

境で授業を受けることになりました。常にみんなが意見を

望を持って、その上で
「何か変化が起こせるかも」
と可能性

言い合う状況の中で
「自分何も言えねえじゃん、何も出来

が見えれば、じゃあ次は何をすればいいかという行動も見

ねえじゃん」
という劣等感をすごく感じたんです。それで、

えてくるはずです。

誰かに負けたくない気持ちで勉強を必死にやるように

Personal History
大学在学時、少人数ディスカッション型の授業を受け、高校までに当たり前のように受けてきた受験勉強を目
的とした受け身型の授業や、周りの子とのギャップを実感する。卒業後は、証券会社に入社し営業を経験す
るも、
「目の前のひとを最優先に考えて仕事をしたい」
自分の信念と会社の意向が合わなくなり、IT ベンチャー
に転職。その後 FoundingBase に出会う。入社検討中に大分県の豊後高田市を視察し、現場で一から事業
を立ち上げられることや、消費者ではなく生産者視点で地域の可能性を強く感じ、入社を決意。現在は、大分
県立高田高等学校で総合学習の設計や広報、高校生を巻き込んだイベント企画など幅広く担当している。
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Okayama
吉備中央町

多胡 友規
Contents Director

サービスの土台となっています。それだけ学び多く、有意
とことん考え、実践し、結果となって返ってくる一方で、そこ

に試合があるときは非常に充実していたのですが、たまに

に
「自分の意志」
がだんだんと薄れてきている危機感も感じ

ある休日の過ごし方が全くわからなかった。お金に余裕

ていたことも事実です。あくまで
「星野リゾート」
が主語で

があるわけでもなく、ゲームをしたり漫画を読んだりするく

あり、自分が主語にない。そして、
サウナと接する時間も減っ

らいしか、本当にすることが無かったです。後にサウナに

てきている。想っているだけでは何も実現できない。そんな

出会い、また、FoundingBase メンバーと出会って、
「余暇

自分の背中を押してくれたのが、FoundingBase でした。

の充実は自ら創れるんだ」
ってことを知りました。結局のと

生産者である
「自分」
が誰よりも愉しむ

たんですよね。
「地方には、まだまだたくさんの余白があ

余白ある地方のコンテンツを充実させる。提供するコンテ

る。遊びや魅力を創る側になればなるほど、結果的に自

ンツで感動体験を提供する。そして、地方であっても価値ある

分たちが一番面白いし、楽しめるよ。」
というメンバーの一

コンテンツを提供すれば、持続可能で経済活性の一助になる

言に、衝撃を受けたのを今でも鮮明に覚えています。ちな

ことを証明する。これが、僕の今の目標です。そのプロセスに

みに、その対話もサウナに入りながらでした
（笑）

おいて、何よりも大事にしたいのは
「愉しむ」
ということ。お客

Hokkaido
安平町

ころ、コンテンツやサービスを消費する立場で居続けてい

Niigata
三条市

も知らないような生活をしていました。日々の練習や休日

Oita
豊後高田市

義な時間を過ごすことができました。
「お客さま」
について

Kochi
四万十町

僕は中学・高校とバスケ一筋。本当にバスケ以外は何

Shimane
津和野町

「余暇の充実」
に対する考え方が変わった瞬間

Tokyo
東京

自らが一番愉しんでいる生産者になる

さんよりも、自分が最も愉しんでいる。誰よりも今の仕事を愉

自らの
「意志」
の大切さ

しんでいる。仕事ができる幸せ、コンテンツ生産者であること

新卒で入社した星野リゾートで学んだことは、僕の接客

の面白さを、
周りに伝播できる存在になりたいと想っています。

Personal History
東京出身。中学・高校時代は、バスケ一筋の生活を送る。高校卒業後大学では経営学を専攻。大学時代に
サウナと出会って以降、サウナに没頭する。就活もサウナを軸に活動し、温泉旅館施設を運営する星野リゾー
ト・マネジメントに入社し、
「星のや軽井沢」
でサービスチームスタッフとして現場運営を経験。より地域に根づ
いたサービスづくりを目標に、FoundingBase に入社。現在は大分県豊後高田市で運営する長崎鼻ビーチ
リゾートのサービス開発や接客業務を担当。2020 年度より、念願のサウナサービスもスタート。
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Okayama
吉備中央町

池田 和也
新潟県三条市チーム Community Coordinator
ました。そのような会社の意向に対し、本当に学生のキャ
リアのためになっているのか自分の中で納得感を持つこ

の佐賀では東京や大阪といった都会に比べ留学という選

とが出来ませんでした。だから僕は、機会を提供するだけ

択肢があまり身近ではなく、留学へ行く学生はほとんどい

ではなく、誰かが機会を選ぶ時納得して決断出来るように

ませんでした。しかし僕の場合、姉が留学を経験していた

背中をおせる存在でありたいと思いました。

と決めました。留学先では、地元に閉じこもっているまま

生き方のロールモデルに僕がなりたい

けになりました。その経験から、僕はたまたま姉というロー

て、年間約 100 人の方々と面談をしていました。人は何か

ルモデルが近くにいたことで留学の機会を掴むことが出

を決断する時、自分だけの力で決めることはほとんどない

来たけれど、一方で
「地域だから出来ない、都会だから出

と思います。僕自身も、これまで決断の背景にはいつも

来る」
といった環境要因が様々な機会の不均衡を生んでし

ロールモデルの存在がありました。面談を通して様々な人

まっている状況に違和感を持ちました。

の決断と向き合う中で、他の誰かの言葉を借りるのでは

Hokkaido
安平町

FoundingBase へ入社後は東京チームで採用担当とし

Niigata
三条市

では学べなかったことを学べ、自分の視野が広がるきっか

Oita
豊後高田市

ので彼女がそのロールモデルとなり、自分も行ってみたい

Kochi
四万十町

高校生の時、1 年間交換留学に行きました。当時、地元

Shimane
津和野町

「地方だから出来ない」
をなくしたい

Tokyo
東京

納得感を持って決断する

なく、僕自身が生き方を体現することで背中をおしてあげ

誰かの背中をおせる存在でありたい

られるロールモデルになりたい想いが強くなりました。

留学を経て留学カウンセラーの仕事に興味を持ったので、

そして、東京を離れ新潟県三条市で働くことを決意しました。

実際に大学時代インターンを経験しました。しかし、そこで

現在三条市では、中心市街地を活性化するための事業

は顧客となる学生に対して、どんな留学をしたいと思って

を新しく立ち上げています。今は地方転勤と聞くと大変そ

いるのか、そもそもなぜ留学をするのかなど、学生目線に

うなイメージを抱く人も多いと思いますが、僕の活動をきっ

立って彼ら彼女らと本質的に向き合うということよりも、

かけに、地域で働く選択肢がもっと当たり前になればいい

いくつプランを売ったかという売上数字だけが求められ

なと思っています。

Personal History
高校時代オーストラリアへ 1 年間の留学を経験後、大学では教育学・メディア・社会学を専攻。留学カウンセ
ラーを志し内定先で留学プランを売るインターンを経験。そこで会社の利益や数字を求められる環境に違和
感を覚える中『FoundingBase プログラム』
に出会う。学生に本気で向き合えること、教育格差の是正に取り
組めることに魅力を感じ、内定先を辞退して岡山県和気町に飛び込む。そこで岡山県立和気閑谷高等学校
の魅力化事業に 2 年間従事。その後、ベンチャー企業での通訳 / 翻訳 および 新規事業企画を経験し、

FoundingBase に改めて参画。採用を担当後、現在は新潟県三条市にて中心市街地の活性化事業を行う。
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Okayama
吉備中央町

宮本 麻里奈

Tokyo
東京

地方 ×クリエイティブの可能性を信じ抜く
新潟県三条市チーム L X Designer
城県の廃校を活用して子どもたちとデザイン合宿を開催
て作品を展示する美術館を作ったり、手作りテントを張っ

も経験した幼少時代。年齢を重ねるごとに、やんちゃな性

てみたり。ものづくりをする過程で、子どもたちの笑顔と

格から徐々に八方美人な性格が形成されていきました。

成長を目のあたりにし、
「あぁ、やっぱり相手の顔が見える

自分の意見を押し殺し、空気を読む。そんな自分を変えた

クリエイティブが、私が信じているクリエイティブの力なん

いという思いから高校の進路を選択し、弓道部に属する

だ」
と実感したんです。そして、幼少期地方で過ごした経

ことを決めました。一心不乱に打ち込む中、靭帯損傷の

験も相まって、
「地方×クリエイティブ」
を意識し始めました。

怪我をしてしまいます。マネージャーとして残るか、退部す
るか。迫られた決断で、
わたしは退部を決意します。
そして、

クリエイティブの力を信じて
新卒では組織人事コンサルティングを手掛ける会社に入社

怪我をしていなければ、今の自分はいなかったかもしれま

します。デザイナー・クリエイター以前に、ビジネスマンとして

せん。
「表現する」
ということに熱中し続け、泥臭く駆けず

の土台を創るための決断でした。デザイナーでしたが、営業

りまわりものづくりに熱中している自分。初めて、
「あぁ、私

や企画などの業務も経験させてもらい、
とても感謝しています。

はシンプルにこう在りたかったのだ」
と気づきました。

そしていよいよ、
「地方」
を舞台にクリエイティブの力を試した

Hokkaido
安平町

ポッカリとあいた心を埋めてくれたのが
「美術」
でした。もし

Niigata
三条市

の退部です。札幌に生まれ、道内の地方エリアへの転居

Oita
豊後高田市

する機会がありました。自然豊かな土地で、木や竹を使っ

Kochi
四万十町

私の転機は、高校時代に経験した大怪我による弓道部

Shimane
津和野町

転機となった、大きな挫折

い。クリエイティブで、
まちはもっと良くなることを証明したい。

相手の顔が見える、クリエイティブ

その想いを実現すべく現在は、新潟県三条市でカフェ、ゲスト

美大で本格的にデザインを学んでいた私は、ふと疑問

ハウスの企画・運営、全社クリエイティブの底上げなど、幅広

に思うことがありました。学びと実践のため、とわかって

く携わっています。今後も、
クリエイティブの力をわたし自身

いるものの、日々出される課題は
「いったい、誰のための

が一番信じて、地域とその地を愛する方々のために、経営とデ

デザインなんだろうか？」
と。そんな中、サークル活動で茨

ザインの架け橋になれるよう邁進していきます。

Personal History
北海道札幌市出身。高校卒業後、武蔵野美術大学で視覚伝達デザイン学科を専攻。サークル活動等を通し
て地方での活動も行う。卒業後はリンクアンドモチベーショングループ（東証一部上場）
に就職。企業のコー
ポレートブランディングの支援を行い、紙ツール・Web のデザインを担当。幼少期、学生時代に関わった地方
への想いが強く、クリエイティブという武器を手にあらためて
「本質的なまちづくり」
への挑戦を求め、

FoundingBase に入社。現在は新潟県三条市に着任し、当地の”ライフスタイル”の Update を手掛ける。
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Tokyo
東京

町づくりへの執念

Okayama
吉備中央町

大脇 政人
新潟県三条市チーム Community Manager

ち上げます。結果として予想以上の成果を残すことができ

た。コンビニも、駅もなく、
「財政破綻の危機にある」
と言

ても、その先にある
「働く」が魅力的でないと社会は変わ

われ続けてきた場所で育ちました。でも、僕から見えてい

らない。そう痛感した僕は、大学卒業後に組織人事コンサ

た町の景色は、
「消滅していく、さびれた町」
ではなく、
「生

ルティングを手掛ける会社に入社しました。

き残るために知恵を出し合う、本気の町」
でした。今でこ
多いですが、そのプロセスを身近で感じてきた 1 人です。

地域での、事業づくりへの挑戦
町づくりを学び、実践し、組織人事コンサルティングを経験
した僕が FoundingBase にジョインした理由。それは、地域で

ていつしか僕自身も常に
「町のため」
を考えて行動する若

の事業づくりを通して地域経済を活性化させること。前職では

者のひとりになっていました。

様々な苦楽を経験し、成長を実感できる日々を過ごしていた一
方で、
「町づくり」
「地域」
という言葉が頭から離れることはあり

「町づくり」
の実践を経て、感じたこと

Hokkaido
安平町

本気の大人たちを目の当たりにし、高校生になるにつれ

Niigata
三条市

そ海士町はまちづくりの最先端事例として語られることが

Oita
豊後高田市

ました。一方で、
「教育」がどんなに素晴らしいものであっ

Kochi
四万十町

僕は人口 2400 人の島、島根県の海士町で生まれまし

Shimane
津和野町

「町づくり」
に本気の町で生まれる

ませんでした。学生時代から町づくりに携わり、そして前職で

海士町の町長になる。そう宣言し、僕は町を出て早稲田

組織人事を学び、現在は事業づくりを通して地域経済の活性

大学に進学します。町づくりやコミュニティに関する授業

化にトライしています。現在活動中の三条市での取り組み、

でひたすらインプットを繰り返していくうちに、物足りなさ

FoundingBaseとしての全国各地での取り組みが、僕を育て

を感じている自分がいました。早く実践したい。その一心

てくれた海士町への恩返しになる。そう信じて、自分で決めた

で、沖縄県久米島町に移り、高校魅力化プロジェクトを立

道を、仲間とともに突き進んでいきます。

Personal History
島根県隠岐郡海士町出身。人口 2400 人の島で育つ。高校卒業後、早稲田大学社会科学部でまちづくりを
専攻。大学で学んだことを実践するため大学を休学し、沖縄県久米島町に地域おこし協力隊として入り、町
営塾を立ち上げる。その後、新卒でリンクアンドモチベーショングループ（東証一部上場）
に就職。企業のコー
ポ レ ートブ ラン ディング の 支 援 を 行 い、紙・映 像 の 企 画・制 作 を 担 当。FoundingBase 入 社 後 は、

Community Manager として新潟県三条市で活動中。
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Okayama
吉備中央町

山本 裕子

Tokyo
東京

自分で自分を諦めたくない
Contents Director
しての制度が完璧とはいえない状態。自分がちゃんと前

介していただいた師匠に弟子入りしました。そこでの経験

れませんでした。でもそんな自分に対しても、本当に色ん

は何にも代え難く、自分を鍛えてくれた貴重な場所だった

なメンバーが何度も対話を重ねながら向き合い続けてく

と今でも思い返します。ですが、恵まれていた環境にも関

れました。だからこそ、自分自身の言語化や内省が進み、

わらず、当時の私は自分を信じ抜くことが出来ずに、道半

少しずつ変わることが出来ました。誰かに向き合い続ける

ばで夢を手離しました。“挫折”という言葉が一番近いかも

人がいれば、人は変わっていけるのだと思います。

入らないんだ、と自分で自分を諦めてしまったんです。そし
てしばらくは自分の可能性を信じることが出来ずにいました。

まちの人と一緒に未来を描き、行動し続けたい
これまで自治体版アンテナショップの立ち上げ、海辺の
観光地開発等、幅広い仕事に取り組んできました。拠点も

らここまで育ててくれた母親のことを考えた時、彼女の想

南は大分から、
北は北海道まで広範囲に渡ります。現在は、

いを汲み取ることもしないまま、自分の可能性を閉じてし

北海道安平町で新規事業開発の真っ最中。新しい環境で

まってはいけない、と思ったんです。だから、また何かやっ

人と繋がり、一緒にまちの姿を描くステップはチャレンジ

てみようと次の一歩を踏み出すことにしました。

の連続で、時にはプレッシャーがかかる場面もあります。

Hokkaido
安平町

でもふと、いつでも私に期待してくれて、必死に働きなが

Niigata
三条市

しれません。そう簡単に自分が成し遂げたいものって手に

Oita
豊後高田市

に進んでいる実感を持てず、最初は上手く物事を進めら

Kochi
四万十町

以前はヘアメイクアップアーティストを目指し、当時紹

Shimane
津和野町

自分で可能性を閉じたくない

ですが、高い壁を乗り越え、最後に
「良い仕事が出来たよ

向き合い続ける人がいれば人は変われる

ね。
」
と笑顔で満たされる瞬間を共有できた時は、毎回なん

私はもともと、型に自分をあてはめていくようなタイプ

とも言えない幸福感に包まれます。どの地域も、どんな人も、

で、何か納得がいかないことが起こった時はその環境へ

みんな可能性を持っているはず。一人一人が町の未来を

文句ばかり言っていました。FoundingBase へ入社した

描き、行動を続けることで心満たされる人が増えていく、そん

当初は、まだ法人化したばかりで研修制度もなく、会社と

な地域作りに貢献できたらと思っています。

Personal History
大学在学中はまちづくりを専門としたゼミで青森県の村興しを経験。また、ヘアメイクアップの専門学校にも
並行して通学し、卒業後はヘアメイクアップアーティストのアシスタントとして弟子入り。CM、雑誌、PV、ライ
ブなど様々な現場を経験。2016 年 4 月から FoundingBase に参画した。大学時代、自分の精一杯をぶつ
けても本質を掴みきれなかった”まちづくり”に再び挑戦するべく、入社後は東京→大分→北海道と拠点を移
し、
「地域の住民の方々と一緒にまちのあり方を一緒に探していく」
ことをテーマに、事業開発を行ってきた。
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Okayama
吉備中央町

河嶋 愛基
Education Div. Director

たいと思うようになりました。当時私の周りには、家庭環
境がごたごたして荒れちゃってる子がいたけれど、私も両

が多い。だから、そこでは受刑者に子犬を育てさせること

家庭環境だけ見ればその子たちとあまり変わらないはず。

で生き物を愛する気持ちを学んでもらう取り組みをしてい

でも、子どもという世界が家と学校しかない中で、それ以

ました。すると最初は、極悪非道のようで怖かった受刑者

外の世界や人と出会えたことによって
「これまで井の中の

の顔つきも、段々動物と接しているうちに柔らかく変化して

蛙だったんだな」
と気付き、色んな選択肢を知れました。

いったんです。その時私は、犯罪者ってよくモンスターだ

それが、自分にとっては大きかったような気がします。

と言われるけど、全然自分たちと違わないし、ちょっとした

色んな選択肢を持って欲しい
現在 FoundingBase では、安平町で小学校高学年から

人との出会いがきっかけになる

高校生を対象の町営塾
『あびらぼ』
を運営していて、代表

私は母親が元々教師で、私を出産した後は自営で塾を

を務めています。この塾を通して、子供たちが安平町にい

やっていました。自宅でやってたから、家には色んな学生

るだけでは出会えなかった世界や人に、出会うきっかけを

が来ていたのですが、その一人に 5 個上の先輩がいて、

作りたいと思っています。今すぐには変わらなかったとして

私はその人にそれまでは知らなかった本とか洋画、洋楽

も、その後数年経ってからでも、大人になってからでも、あ

をたくさん教えてもらったんです。それをきっかけに、自分

あこんな人もいたな、こんな世界もあったなと感じてもらえ

はまだ知らない世界があるんだ、もっと色んな世界を知り

たら嬉しいです。

Hokkaido
安平町

出会いで人って変わっていけるのだなと感じました。

Niigata
三条市

親が 1 歳の時に離婚して5 歳の時再婚しています。だから、

Oita
豊後高田市

を見ました。受刑者の人の多くは人間で傷ついてきた人

Kochi
四万十町

小さい頃、
アメリカの刑務所に密着したドキュメンタリー

Shimane
津和野町

人は変われる

Tokyo
東京

一度失敗しても終わりじゃない

Personal History
大学では主に公共政策と心理学を学ぶ。卒業後は新卒で法務省に入省。そこで矯正心理専門職として、刑
務所および少年鑑別所で受刑者や非行少年に対して面接を行う。その中で、
「仕事や学業にやりがいを感じ
ている人の再犯率が低い」
ことに気付き、彼らがいずれ帰っていく
「社会」
自体にインパクトを与えられる仕事
をしたいと考え、大手事業会社に転職。北海道胆振東部地震をきっかけに、安平町にて中学生向け無償塾
「あ
びら未来塾」
を開設し、約半年間塾長として本業の傍ら安平町に通う。今後も安平町の子どもたちと関わって
いきたい思いから移住を決意。現在は、教えない放課後教室『あびらぼ』
の代表を務めている。
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松岡 亮
Education Div. Director
人前に立って自分がした行いによって誰かが笑ってくれ
た。自己肯定感というものは、自然に持てるようなもので

ろうか、気にかけるようになりました。それで、人前に出る

はなくて、誰かに認めてもらえたり、ありがとうと言っても

ことは避け、人と話すことが苦手になりました。そうしてい

らえたりする経験と、自分でも自分は頑張ったと言える

くうちに、自己肯定感が低く、友達も少なく、学校生活が

経験の双方によって作られるものだと思います。だから

全然楽しいとは思えなかったんです。よく、
「自分はこんな

僕は、教師として人前に立つことで、子どもたちが自己肯

にいい先生に出会って人生が変わった」
という感動的な

定感を作れるように補助線を引いてあげられる存在にな

エピソードが語られるけれど、僕はそんな存在のいい先

りたいです。

生には出会えなかった。逆にもし、自分が先生だったら絶
きたいと思うような環境を作れるというようなことをいつも
考えていました。

生きるに値すると実感できる未来を創る
現在 FoundingBase では、安平町でクラウドファンディ
ングを通して住民の夢を実現するお手伝いをしながら、町

Hokkaido
安平町

対に子どもたちにとっていい先生になれる、毎日学校に行

Niigata
三条市

がるにつれて段々と、それが人からどう見られているのだ

Oita
豊後高田市

たという経験は自分に自信をくれるきっかけになりまし

Kochi
四万十町

僕は生まれつき首にあざがあるのですが、小学校に上

Shimane
津和野町

毎日通いたくなる学校を作りたい

Tokyo
東京

僕なら絶対に楽しい学校が創れる

営塾
『あびらぼ』
でスタッフをしています。昔の自分と同じ

自己肯定感を作る補助線を引きたい

ように、自己肯定感を失っている子や、生きることになかな

ずっと自己肯定感が低かったけれど、高校当時流行っ

か希望が持てない子でも、何か自分に自信を持てたり、生

ていた芸人が、自分のコンプレックスをネタにして観客を

きることが楽しいと思えるようなきっかけ作りをしてあげた

笑わせている姿を見たことをきっかけに、あざに対する考

いと思っています。そうすることで、子供たちが
「この世界

え方が少しずつ変わっていきました。そして文化祭で友達

は生きるに値するんだ」
と実感して生きられるような学校や

と漫才にしたときに、大勢の人が笑ってくれたんです。その、

未来を創っていきたいです。

Personal History
大学を卒業したのち、新卒で中学校の社会科教員に就任。担任を持ったクラスで起こる様々な問題や、子供
たちと向き合い続ける中で、
「学校」
という閉鎖的な空間に違和感を抱き、教員を一旦辞め世界一周の旅に出
る。かつての教え子がそれを読むことでもっと広い世界を見れるようにと、そこでの経験や出会いをブログ
や SNS で発信。帰国後、FoundingBase に出会い、北海道胆振東部地震で大きな被害を受けた安平町で
活動することを決意。震災を乗り越えるだけではなく、様々な想いを持った地元の人々と一緒に夢を形にす
べく、クラウドファンディングを推進する事業を担当。
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河口 彩香

Tokyo
東京

プラスのエネルギーがあふれる世界をつくる
L X Designer
したいと考えていました。ただ、本当に暮らしをよくしたい
のであれば、暮らしに直結する部分を自治体と一緒になっ

した。志の高い優秀な仲間との魅力的な仕事がたくさん。

て進められる環境に参画することが本質的ではないだろ

街には古くからの商店街も賑わいを見せている一方で、

うか、そして、何よりも現場でその空気を感じ共創すること

常に新しいものにも触れられる。デザイナーとして刺激を

が大切ではないか。そして地域に入る決意しました。

ビルに向かって足を運ぶうちに、自分の中の違和感が膨

心を揺さぶる体験をデザインする

謝らず、空気や街の匂いに敏感になり息が苦しい。本来

択肢と可能性を感じて前に進んでいける、プラスのエネル

感じるべき感情を握りつぶさねば負けてしまう。誰と戦っ

ギーが溢れる世界です。私の役目は、心を揺さぶる体験をデ

ているわけでもないのに、そんなことを考えていました。

ザインし新たな価値を生み出すこと、ファンづくりをすること

自分の理想の生き方は何だろうか。豊かさとはなんだろ

だと思っています。ストーリーや想い、こだわりの詰まったヒ

か。私の中でたどり着いた答えは、丁寧な暮らしと、自分

ト・モノ・コト・空間の魅力をデザインの力で引き出し、長く愛

らしくありのままで過ごせること。思い切り息が吸えるこ

されるものにしたい。継承すべき過去と現在を紡ぎ、未来に

と。そして、選択肢と可能性を感じながら自分の意思で道

つなげていきたい。そしてそれにより、新たな価値を生み出

を切り開き、ポジティブに楽しんでいけることでした。

し、暮らしの豊かさに繋げたい。メンバーはもちろん、町の方

Hokkaido
安平町

私が目指す理想の社会は、社会をつくる一人ひとりが選

Niigata
三条市

れ上がっていくことを感じました。駅で肩がぶつかっても

Oita
豊後高田市

受けるには最高の環境でした。ただ、渋谷のど真ん中の

Kochi
四万十町

新卒で上京し過ごした 2 年は非常に刺激の多いもので

Shimane
津和野町

豊かさとはなにか

とも非常に距離が近いです。札幌や東京にはない人との繋

幸せと豊かさを感じるひとが溢れる社会にしたい

がりが地域には存在しています。その先には必ず、アナログ

「幸せと豊かさを感じる人が溢れる社会にしたい。」
とい

の人との繋がりでしか見出せない価値が眠っていると思い

う思いのもと学生時代は、デザイナーとしていずれは北海

ます。この安平の土地でたくさんの方と時間を重ね、まちの

道に関する商品や空間、企業のブランディングデザインを

人と一緒に未来を描き、地道に挑み続けていきたいです。

Personal History
北海道札幌市出身。1993 年生まれ。大学卒業後、株式会社ビズリーチにデザイナーとして新卒入社し、コミュ
ニケーションデザインを軸に自社サービスとコーポレートに関するデザイン、デザイン運用業務を担当。その
後フリーランスのデザイナー・グラフィックレコーダーを経て、FoundingBase に入社。現在は札幌と安平町
の二拠点生活。
「ヒト・モノ・コト・空間・文化の魅力をデザインの力で引き出し、未来に繋いでいきたい」
「選択
肢と可能性に溢れるワクワクする暮らし、人生、社会に」学生時代からのこの２つの想いを胸に、安平町をは
じめとする全国地域のシティプロモーションやブランディングデザインを行う。
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林 賢司
代表取締役 CCO（Chief Community Officer）
されていく中で、じゃあ
「自分が生きている」
とはどういうこ
なく、過去から流れる文化や思想、そういった
『美しさ』
を

には 3 つの言語圏が共存している。そんな環境の中、みん

僕らは受け継いで生きているんです。そして、日本の地域

なが一緒になって
「ベルギーはどういう国で、かくあるべき

にはそんな
『美しさ』
がたくさん残っている。僕はこの時初

か？」
ということを議論していたんです。その時留学生だっ

めて、これが日本人か！と実感出来ました。クリスチャンの

た僕も日本について聞かれたのだけど、うまく答えられな

母親が幼い僕によく言っていた
「社会は人で出来ていて、

くて赤っ恥をかいた。その経験から、日本人って何？そもそ

人と人が繋がり支え合って生きている」
ということ。それも

も日本って何？ということをもっと知りたいと思ったんです。

きっと、こういうコミュニティのことだったんだ、と。僕もそ

それから大学でも、その問いを軸に学びました。

んな、先人たちの生き方、知恵、思想を自分なりに受け継

人は何かを受け継いで生きている
最初は、日本の民族とか思想の歴史を調べていたけれど、

一人一人が課題解決者

僕自身との距離をすごく遠く感じてしまって、正直よく分か

地域ってないものだらけ、課題だらけ。でも課題ってきっ

らなかった。そんな中、福島県の会津美里町で陶芸家の

とゼロになることはないと思います。行政が対策を討つ

先生に出会い、僕はその人が言っていたことがすごく印象

のを、誰かがやってくれるのを待っているだけでは、環境

に残っているんです。
「僕が作っている器は、僕が作ってい

はいつまでも変わりません。一人一人が、意識を持って解

るんじゃない。初代から受け継いだ様々な知識とか経験

決しようと動き続けること。それが結果的に、コミュニティ

を積み重ねた文化の上に自分が乗っかっているんだ。」当

や地域全体を変化し続けることに繋がると信じています。

たり前だけど、僕らには両親がいて、結婚したとしたらま

だからこそ僕は地域でチャレンジをして、それを形にして

た違う両親から子どもが出来る。そうやってパスが受け渡

いくことで、ワクワクしたものを創り続けていきたいです。

Hokkaido
安平町

いで、次の時代に渡せるような人でありたいです。

Niigata
三条市

ギーって国土が四国の約 2 倍くらいしかないのだけど、そこ

Oita
豊後高田市

とか。それはきっと、自分だけで人生を創っているのでは

Kochi
四万十町

高校三年生の時、ベルギーに留学に行きました。ベル

Shimane
津和野町

日本とは何か？

Tokyo
東京

ワクワクし続けて生きたい

Personal History
大学在学中に地方のオモシロさと可能性に惚れ込み、卒業後は独立してまちづくりに関わる。島根県津和野
町のスーパー公務員との出会いから、
「地方の衰退を止めるには“若者が戻る仕組み”を作ることが必要」
と気
づく。変わり者が集まる飲み会で現パートナーの佐々木と出会い、
「若者を期間限定で地方自治体の首長付
にするプログラム」
を思いつく。2014 年 2 月、佐々木と共に株式会社 FoundingBase を設立し、共同代表取
締役に就任。内閣府地域活性化伝道師。アショカ・フェロー。2018 年より北海道安平町の復興ボランティア
センターの副長として、様々なまちづくり事業を担当している。
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ただ一度の、限りある人生。
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あなたはどんな人でありたいですか？
あなたはどんな未来を創りたいですか？
そのためにあなたはいま、何をしますか？
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