
私たちの未来を私たちでつくるための

藤崎町 未来志向の地域デザインプロジェクト



藤崎町 未来志向の地域デザインプロジェクトのご紹介_
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なぜ、本プロジェクトが必要なのか？
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背景：

人口減少・高齢化社会の進展、AI・IoTなどのテクノロジーの進化、環境問題、

子どもの貧困といった、様々な問題が同時に発生しつつ、複雑に入り組んでいます。

この複雑な問題に対して、

行政が単独で活動をしても「どのように対処したらよいか」という解決策を発見することも

難しい時代になってきています。

必要性：

複雑に絡み合った問題の解決の糸口を掴むには、

行政だけの視点で問題解決を行うのではなく、

住民・企業・NPO・行政などの多様な関係者が、組織を越えて連携する。

そして、未来のありたい姿を共有しながら、

解決策を共に創っていくこと（共創）が求められています。



方向性：

私たちの住む地域を持続させるには、「経済効果のみを狙った単発の施策」ではなく、

地域の基盤構築となる『つながり醸成』や『未来を切り開く若者の育成支援』や

『子どもが住み続けたくなるまちづくり』を行うことが重要です。

本プロジェクトでは、

「藤崎町をより良くしたいメンバー」が、

『私たち自身が楽しんで取り組むことが、笑顔を生む活動へつながる』を信念に行動します。

そして、「町内外問わず藤崎町への思いを持った人」を招き入れて、

「様々な視点から地域活性を考えてワクワクする企画」を立案し、

「規模の大小を問わず素早く実践」します。

私たちは、この活動を通じて

藤崎町に１つでも多くの笑顔を生み出すことや、藤崎町への誘客を促すことを進めて、

地域をより良くする活動の基盤構築となる環境づくりを進めたいと考えています！

どんな、方向性なのか？
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どんなゴールを目指すのか？
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目的：

メンバーの開催したセッションから

組織を超えたチームが生まれ、

楽しみながら行う企画や実践を通じて

まちの暮らしやすさが向上したり

まちへの誘客が起きている状態



どんなステップで、プロジェクトを進めるのか？
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ステップ：

共創を促す手法 ”フューチャーセッション” を学び実践する

（イノベーション・ファシリテーター講座を開講）

“フューチャーセッション” の開催や

誘客につながるプロジェクトなどを実践する

STEP 01：2019年度予定

STEP 02：2020年度予定



STEP01のご紹介
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フューチャーセッションとは何か？

未来を創る意図を持った新しい仲間を招き入れ、創造的な対話を通して、

未来に向けての「新たな関係性」と「新たなアイデア」を生み出し、

新しく集った仲間同士が「協力して行動できる」状況を生み出すための場

■フューチャーセッションの5つのプロセス
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既存の枠組み
を打ち破る為
の、これまで
にはなかった
切り口を設定
する

既存の当事者
だけではない、
多様な参加者
を招き入れる

目的の達成に
向けて適切な
対話の手法を
選択し、非日
常的な経験を
演出する

信頼関係とア
イデアを同時
に生み出すフ
ァシリテーシ
ョンを実施す
る

参加者の深い
気づきや意識
の変化を土台
に、新たなア
クションを生
み出す

1 2 3 4 5
問いの
設定

多様な
参加者

対話の
設計

気づきの
対話

協調アク
ション



イノベーション・ファシリテーターは、どんな人？

対話の場を進行するだけに留まらず、

課題達成や価値創造へ向けてプロジェクトを推進できる人です。
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イノベーション・ファシリテーターは、
組織や社会に変革を起こすために

などを組み合わせて
対話とアクションをリードし、課題当事者や利害関係者との関係に変容を生み出す
新しいリーダーのスタイルです。

『問い』を
つくる力

行動に
つなげる力

多様な人を
招き入れる力



なぜ、イノベーション・ファシリテーターが求められるの？

未来が見えにくい不確実で複雑な社会環境では

人と人をつなぎ、変化を生み出すことができる人が求められています。
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世の中は、短期的な目標への対応、個の利益を優先しすぎた生産活動、固定的な働き方な

どが主流で、数多くの問題を抱えています。

✔ 先人が生み出した知識や経験を活かした活動は継続しているが…

新しい切り口での「価値をつくるための場」や「つながり」が欲しい！

✔ 地域全体で特産物の6次化を推進し、新しい収入源を探索したいが…

従来から続く経営体・組織や方法の枠組みに、いつの間にかハマってしまっている。

もっと地域のネットワーク全体でアイディアを出し合って、形にする仕組みをつくりたい！

✔ より良いまちや、より良い暮らしを創っていきたいが…

身近な範囲の仕事や活動に留まってしまうので、より多くの人で将来を考え創る活動環境が必要！

上記の問題に対して、人をつなぎ、変革の実現へ向けて多くの関係者と手を取り合う人が、

共創を促進するファシリテーター型のリーダーです。



講座の目的と習得できる知識・スキル
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講座の目的：

• 外部の利害関係者を招き入れた

基本的なセッションが開催でき共創を起こせるようになる

習得できる知識・スキル：

1. 起こしたいアクションに向けて対話を深める切り口である「問い」の設計スキルと

問いに適した参加者の選定

2. 目的と期待する成果に応じて適切な対話手法を選べるプログラム設計スキル

3. ワークショップの成果をまとめ、次の行動に反映するための報告をまとめるスキル

4. 各種対話やワークショップで活用できる対話手法

5. ファシリテーションの理念とイノベーションファシリテーターに必要な振る舞い方・あり方



講座内容
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目標：

フューチャーセッションやフ
ァシリテーションを学び体験
する

内容：

① イノベーション・ファシリテータ
ーを理解する

フューチャーセッションの理念や対話を
深める方法、セッション設計の仕方を理
解する

② フューチャーセッションを体験す
る

フューチャーセッションの実際に体験し、
「フューチャーセッションの枠組み」や
「対話の各手法」を理解する

③ フューチャーセッションを設計す
る

Day02のセッション実践へ向けて、問いを
つくり、プログラムを設計する

宿題：

・Day02 セッションの準備

目標：

自らが関心のあるテーマでセ
ッションを開催できる

内容：

① ファシリテーションを実践する

短時間のセッション設計やファシリテ
ーション実践、また他者のセッション
参加を通して、イノベーション・ファ
シリテーターとしてのあり方を磨き、
セッションからの発見をまとめる

② フューチャーセッションを設計
する

Day03のセッション実践へ向けて、問い
をつくり、プログラムを設計する

宿題：

・Day03 セッションの準備

目標：

外部関係者を招待したセッシ
ョンを開催できる

内容：

① ファシリテーションを実践する

本番同様に90分のセッションをチーム
でファシリテーションする

② フューチャーセッションを設計
する

本番へ向けて、問いをつくり、プログ
ラムを設計する

宿題：

・実践セッションのレポート

Day 01 Day 02 Day 03

目標：

セッションを即興で組み立て
る力を養い、プロジェクトの
構想を組み立てる

内容：

① 即興セッションを組み立てファ
シリテーションを実践する

当日に出題されるテーマに沿って、素
早く即興でセッションを組み立てて、
ファシリテーションを行う

② プロジェクトの構想を組み立て
る

今後の活動へ向けたプロジェクトの構
想を組み立てる

Day 04



参考：講座のタイムスケジュール ※開始終了時間は、参考として記載しています
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実践セッション
• 短時間のセッションを行う

• また、他者のセッションに
参加し、ファシリテーター
に求められるポイントを洞
察する。

ランチタイム

Day 01
到達目標

フューチャーセッションや
ファシリテーションを学び、
体験する

Day 02 Day 03
到達目標

外部関係者を招待したセッ
ションをファシリテーショ
ンする

イノベーション・
ファシリテーター概論①
• イノベーション・ファシリ

テーターとは
• 事例紹介

ランチタイム

模擬
フューチャーセッション
• フューチャーセッションの

3つのステップ
• 対話を深める手法

実践セッション設計
• 問いづくり

実践セッションの準備

振返り
• ファシリテーターを実施し

た気づきや学びを整理する

実践セッション設計
• 次回へ向けたセッションの

設計を行う

11:00

到達目標

自らが関心のあるテーマでフ
ューチャーセッションを開催
できる

イノベーション・
ファシリテーター概論②
• フューチャーセッションの

設計

18:00

Day 04
到達目標

セッションを即興で組み立て
る力を養い、プロジェクトの
構想を組み立てる

疑似本番セッション
• 外部関係者を招待したセッ

ションを行う

ランチタイム

振返り
• ファシリテーターを実施し

た気づきや学びを整理する

レポート作成

• セッションの内容を報告書
にまとめ可視化する

即興セッション
• 当日のテーマに沿って、即興

でセッションを設計し、交代
制でファシリテーションを行
う

ランチタイム

振返り&アクション宣言
• 4日間の学びと今後のプロジ

ェクトアクションを宣言

即興セッション設計
• 即興セッションを設計

プロジェクト設計
• プロジェクトの構想を設計

10:00

17:00

11:00

18:00

10:00

17:00



講座は、どんな様子？
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講座から、どんなスキルや心構えが得られるの？
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10個の対話を深める方法と、それを適切に扱うフューチャーセッションの設計

• 多様な関係者を招きいれるための切り口である「問いづくり」の考え方

• セッションのゴールイメージにあわせて、対話(ダイアログ)・企画立案(デザイン思考)・

未来思考の手法を使いこなすセッション設計力

共創を促進するファシリテーター型リーダーとしてのあり方を研鑽

• 参加者に寄り添って安心安全な場をつくり、参加者の主体性を引き出す

• 参加者のアクションを力強く支援し、プロジェクトの進行を牽引する

対話

1. ストーリーテリング
2. ワールドカフェ
3. マグネットテーブル
4. プロアクションカフェ
5. 金魚鉢（フィッシュボウル）
6. サークル

企画立案

7. ブレインストーミング
8. ドット投票
9. クィックプロトタイピング

未来思考

10. 未来の利害関係者たちから学ぶ
手法



藤崎町未来志向の地域デザインプロジェクト2019
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日時 ◆イノベーション・ファシリテーター講座：
• 第1回：2019年11月18日（1日）
• 第2回：2019年11月25日（1日）
• フォローアップ：2019年12月02日（19-21時）※オンライン会議
• 第3回（1日間）：2020年1月16日（1日）
• 第4回 (1日間)：2020年1月23日（1日）
• フォローアップ：2020年1月30日（19-21時）※オンライン会議

◆プロジェクト構想セッション：
• 2020年2月13日（14-17時）

◆振返りセッション：
• 2020年3月12日（14-17時）

※各回の間に事前課題へ取り組んでいただきます
※実施時間は、アンケート結果を参考に最終決定をします。

講師 最上元樹・相内洋輔（ふじさき地域デザインLABO 共創アドバイザー）

会場 藤崎町内（会場手配中)

主催 ふじさき地域デザインLABO

募集人数 10~20名

価格 無料 ※行政予算にて費用負担をしているため、全回出席をお願いします

申込みページ https://www.ourfutures.net/sessions/3341

注意 本講座は、他企業や他組織の参加者と合同で行います。
そのため、講座内で秘密情報の共有は行わないでください。



STEP02のご紹介
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STEP02は、どのように進めるのか？
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STEP02進め方について：

STEP01ファシリテーション講座の状況を踏まえて

STEP02の具体的な進め方を決めます！

↓

2020年度は、

プロジェクトメンバーによるセッション

および実践を行います！



地域共創アドバイザープロフィール
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最上 元樹（もがみ げんき）

プロデューサー
1980年1月7日千葉県生まれ。2015年グロービス経営大学院大学経営研究科経営専攻修了（MBA）。 2002年に文房具事
務用品メーカーのエーワン株式会社に入社後、営業、製品開発を経験。2010年から3M Japan Group 文具・オフィス事
業部のマーケティングにて、事業戦略やマーケティング戦略立案を主導したのち、2016年1月フューチャーセッシ
ョンズに入社、内閣府による沖縄型産業中核人材育成事業や、2025 日本万博誘致委員会活動支援の未来社会デザ
イン会議、未来のモビリティをつくるTOYOTA OPEN ROAD PROJECT - Frog-などのプロジェクトを実施して、現在に至
る。

志は『未来を創る人をつくる』こと。創りたい未来は、チャレンジを応援しあえる未来。未来を描く勇気と目

的を持ち（志）、未来を語る機会を創り（場）、未来への道筋を描き（計画）、同志と共に支え合って（仲
間）、実行への行動を取ることで（実践）、主体的に未来創造へ向けて歩み続けます。

相内 洋輔（あいない ようすけ）

ファシリテーター
つくりたい未来は、人が自分の意図に沿って自由に前進できる世界。

株式会社リクルート勤務後、2013年から公益財団法人東日本大震災復興支援財団に転職。2016年からソフトバ
ンク株式会社に兼務出向。2018年5月から地元仙台に戻り独立。
フューチャーセッションズの理念に惹かれ、東北でもセッションの場を開きたいと2018年8月からパートナー契

約を締結。セクターを越えた協働の場、距離を越えた連携の機会を東北内に生み出し、育ったこの地に恩返
しをしたい。



本プロジェクトの申し込み先は？
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プロジェクト参加の申し込み：

WEBサイト「OUR FUTURES」にて

必要事項を登録してお申し込みください。

URLはこちら

https://www.ourfutures.net/sessions/3341


